平成２９年度 山陰海岸ジオパークビジネス創出支援事業
募集要領
山陰海岸ジオパークの多様な地域資源を活用して地域経済の活性化を図るため、地域資源を活用し
たビジネスを新たに創出する事業又はビジネスプランの実現に向けた取組みに要する経費の一部を支
援します。
１ 補助対象事業
（1）山陰海岸ジオパークの地域資源を活用した新商品・新サービスの開発
（2）山陰海岸ジオパークの地域資源を活用した新商品・新サービスに係る販路開拓・販売促進
（3）山陰海岸ジオパークの地域資源を活用したビジネスプランの立案及び具体化
（4）
山陰海岸ジオパークの多様な地域資源を活用した魅力的で持続性のある体験メニューの創出
又は拡充
（5）その他山陰海岸ジオパーク推進協議会長が補助対象と認めた事業
※地域資源とは、次のいずれかに該当するものとします。
（1）農林水産物や工業製品等の産業資源で、山陰海岸ジオパークにおける特産物として認識され
ているもの又は新たな特産物となることが期待されるもの
（2）文化財、風景、温泉や動植物等の観光資源で、山陰海岸ジオパークの見所として認識されて
いるもの又は新たに見所となることが期待されるもの
２ 補助対象者
１の補助対象事業を実施しようとする個人、団体又は企業とします。
ただし、次の団体は除きます。
ア）政治活動や特定宗教に関する活動を目的とした団体
イ）暴力団、暴力団員若しくは暴力団員の統率下にある団体
ウ）行政団体
３ 補助金の額等
（１）補助金額
補 助 率：定額
補助上限額：３０万円以内（採択件数１０件程度）
（２）補助対象経費
区 分
謝金
旅費
消耗品費
印刷製本費
広告費
手数料
保険料
使用料及び賃借料
原材料費
委託費

説 明
事業の遂行に必要な指導・助言等を受けるために依頼した専門家等に謝礼と
して支払われる謝金など
情報収集や各種調査に係る旅費又は専門家等の移動に係る旅費など
※ただし、商品の販売促進や商談会・見本市等への参加のための旅費は除く
事業の遂行に必要な消耗品の購入に要する経費など
宣伝・利用促進のためのパンフレット・チラシ等の印刷経費など
宣伝・利用促進のための広報媒体等の活用に係る経費など
金融機関手数料など
傷害保険や賠償責任保険の掛金など
レンタル機器などの借上げ料、会場使用料など
商品の開発等に必要な原材料・副資材等の購入に要する経費など
事業の遂行に必要なコンサルタント会社等への委託に要する経費など
※原則として補助対象経費の７割を上限とする

事業の遂行に必要な物品の購入に要する経費
※原則として補助対象経費の９割を上限とする
※他の団体等からの委託、補助、助成等を受ける場合は、その対象事業費を本補助金の対象外経
費とします。
※物品の購入にあたっては「９ その他」の各項目にも留意してください。

備品購入費

（３）事業実施期間 平成３０年２月２８日（水）まで

４ 応募の方法
次の書類を、お住まいの地域の商工会議所又は商工会へ持参、又は郵送してください。商工会等
から推薦書が添えられ、協議会へ提出されます。
①補助金交付申請書、収支予算書（様式第１号）
②事業実施計画書（様式別４−１号）
③補助金額算定内訳書（様式別４−２号）
④その他、事業内容を説明する上で参考とすべき資料
■様式等：山陰海岸ジオパーク推進協議会ホームページに掲載しています。
http://sanin-geo.jp/
■申込先
事業実施地域
提出先
連絡先
京丹後市内での事業を予定されてい 京丹後市商工会
０７７２−６２−０３４２
る方
又は同各支所
旧豊岡市内での事業を予定されてい 豊岡商工会議所
０７９６−２２−４４５６
る方
旧豊岡市を除く、豊岡市内で事業を 豊岡市商工会
０７９６−４２−４７５１
予定されている方
又は同各支所
香美町内で事業を予定されている方 香美町商工会
０７９６−３６−０１２３
又は同各支所
新温泉町内で事業を予定されている 新温泉町商工会
０７９６−８２−１１５２
方
又は同各支所
岩美町内で事業を予定されている方 岩美町商工会
０８５７−７２−０５８８

旧鳥取市内で事業を予定されている 鳥取商工会議所
０８５７−２６−６６６６
方
鳥取市の内、旧国府町、旧福部町内 鳥取市東商工会
０８５７−２３−７４３３
で事業を予定されている方
又は同各支所
鳥取市の内、旧青谷町、旧気高町、 鳥取市西商工会
０８５７−８２−０８０９
旧鹿野町で事業を予定されている方 又は同各支所
※複数の自治体で事業を予定されている方は、主たる事業実施予定箇所の商工会等へ提出し
てください。
■問い合わせ先：
〒６６８−００１３ 豊岡市幸町７−１１（兵庫県但馬県民局 豊岡総合庁舎１階）
山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局
TEL ０７９６−２６−３７８３
FAX ０７９６−２６−３７８５
E-mail：geopark@pref.hyogo.lg.jp
５ 申請期間
平成２９年４月３日（月）〜５月８日（月）
【商工会等必着】
６ 審査

山陰海岸ジオパーク推進協議会地域産業部会において審査会を実施し、補助事業者及び補助金額
を決定し、通知します。また、審査にあたり申請された事業内容及び収支計画について、予めヒア
リングを行うことがあります。
審査会では、全ての事業者から５分程度の企画提案会（プレゼンテーション）で説明をしていた
だきます。
（企画提案会に出席できない場合は、不採択となります）
審査会は、５月下旬又は６月上旬を予定しています。
※審査会に出席いただいても、審査の結果により、不採択又は補助金額が減額となる場合がありま
す。
７ 実績報告等
補助事業の完了後３０日以内、あるいは平成３０年３月９日（金）までに、次の書類とその得ら
れた事業成果をまとめた報告書を提出してください。
①補助事業実績報告書、収支決算書（様式第９号）
②実施報告書（様式別４−３号）
③補助金額算定内訳書（様式別４−２号）
④補助対象経費に係る支出証拠書類の写し
⑤製作した商品がある場合は、その写真（又は現物）
⑥備品の購入がある場合は、購入した備品の写真
⑦その他実施した事業の概要が分かる資料（チラシ、ウェブサイトの写し等）
その他、事業実施期間の途中にも随時進捗状況について中間報告を行っていただきます。
８ 補助金の支払い
実績報告書を精査の上、補助金の額を確定して支払います。
（精算払）
ただし、山陰海岸ジオパーク推進協議会が必要と認めたときは、概算払をすることがあります。
９ その他
・支援を受けた事業について、補助金交付の翌年度からも引き続き地元商工会等と連携し、より事
業成果が向上するよう、経営指導等を受けていただきます。
・補助金で取得した財産の管理については、
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年
３月３１日大蔵省令第１５号）
」及び国税庁「耐用年数の適用等に関する取り扱い通達」の取扱い
に準じることとし、所定の耐用年数を経過する前に財産を処分する場合は、事前に山陰海岸ジオ
パーク推進協議会長の承認を得ることとします。
・支援を受けた事業の成果について、補助金交付の翌年度以降も５年間推進協議会に報告していた
だきます。
・支援を受けた事業の成果について、他の団体の参考になると考えられる事業について、推進協議
会が要請した場合は、公開の場で発表していただくことがあります。
・支援を受けた事業で作成した印刷物やウェブサイトについては、
「山陰海岸ジオパークビジネス創
出支援事業の支援を受けて作成した」旨を明記してください。
・物品の購入にあたっては、山陰海岸ジオパークエリア内で購入できるものは、可能な限りエリア
内で購入してください。
その他補助金の交付に関する詳細は、
「山陰海岸ジオパーク補助金交付要綱」及び「山陰海岸ジ
オパーク補助金交付取扱い要領」によるものとします。

【参考】過去の主な採択事業
平成 26 年度
ビジネス

区分

事業者名

市町村

ＮＰＯ法人かんなべ自然学校

兵庫県
豊岡市

現在閉鎖されているスキー場や冬には営業できないゴルフ場
をフィールドとして、手軽で安全な雪遊び（スノーシュー、タ
イヤチューブ滑り、雪板体験等）のプログラムを開発。

特定非営利活動法人
ガイドクラブ

兵庫県
豊岡市

「無料 Wi-Fi」環境、QR コード等を読み取ることにより、モバ
イル端末で英語での案内ができる仕組みの構築を図り、外国人
旅行者に広くジオパークの魅力を伝える。
専門家の指導を受けながら外国人観光客向けに地域資源を活
用した料理パンフレットを 2,000 部作成し、海外でのセールス
コールや国際旅行博などに使用。

玄武洞

株式会社湯村温泉愛宕山観光

ビジネス

区分

事業概要

事業者名

兵庫県
新温泉町

平成 27 年度
市町村

事業概要

うめや本舗

京都府
京丹後市

硬くて商品化できないワカメの太い茎（軸）を使って、常温長
期保存が可能で加工が容易な乾燥ふりかけ「わかめのパーのふ
りかけ」を開発する。

ニュー丸田荘

京都府
京丹後市
兵庫県
豊岡市

京丹後市琴引浜における環境保護体験プログラムの PR パンフ
レットの英語版を作成して、海外商談会にて活用する。
地元醤油製造業者と連携して開発中の「香住蟹の魚醤」につい
て、販売や広報の専門家によるコンサルティングを受けながら
販売促進を図る。

全但バス株式会社

兵庫県
養父市

「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」や「ミシュランガ
イド」の活用を全面に打ち出し、但馬牛や松葉ガニなど様々な
地元食材を体験できるツアーの造成を図る。

有限会社さだ助

兵庫県
香美町

魚類を缶詰に加工するための機械を導入し、観光客向けに缶詰
作り体験（魚をさばく、機械で密封する行程）を提供する。

かすみジオカヤッククラブ

兵庫県
香美町

シーカヤック・SUP を追加導入し、観光客向けの体験受入体
制を強化するとともに、カヤックからの釣り体験を新たに始め
るなど体験メニューのバリエーションを広げる。

NPO 法人かんなべ自然学校

兵庫県
豊岡市

一般の家族連れ向けに、神鍋高原エリア、ジオパークを体感で
きるプログラムを取り入れた 1 泊 2 日のキャンプ体験を実施す
る。

株式会社西村工務店

兵庫県
香美町

豊岡観光協会

兵庫県
豊岡市

香住ダイビングサービス

兵庫県
香美町

Dive Resort T-style

兵庫県
豊岡市
兵庫県
豊岡市
兵庫県
豊岡市

香美町南部の山々を安心してトレッキングしてもらえるよう、
トレッキングコースの開発と、ガイドツアーを展開するための
ガイド養成を行う。
講師を招いて昼食の新メニュー創出講習会の開催、案内マップ
の作製等により、近隣の民宿等により創出メニュー提供及びジ
オサイト散策を実施する。
スノーケリングのレクチャー後、但馬海岸の美しさや生物多様
性、海底地形を水面から楽しみながら、ジオガイドと一緒にジ
オパークに親しんでいただく事業を提案する。
海岸沿いのジオサイトを海上から楽しんでいただくため、小型
船によるガイドツアーを実施する。
G-SUP（スタンディングパドルサーフィン）ボードでジオサイ
トをめぐるツアーを実施する。
昔からの漁村の生活を疑似体験し、捕れた魚をしめるところか
ら学び、調理してバーベキューや漁村で食べられている料理を
堪能する。
竹野町の舟屋を発着地として、カヤック・SUP による自然体
験を行うとともに、寄港地でのまち歩きや民家等での休憩、特
産物の体験を通して、地域住民と一体となっておもてなしを提
供するツアーを実施。

但馬食育研究会「スコラ」

体験メニュー

（株）Mother Earth
但馬食育研究会「スコラ」

海と空と森と人

兵庫県
朝来市

事業者名

ビジネス

区分

平成 28 年度
市町村

事業概要

体験メニュー

川中建築

兵庫県
豊岡市

円山川に自生する「ヨシ」を原材料とした木質ペレット「ジオ
ラムペレット」の開発・販売を行う。

夕香楼しょう和

兵庫県
香美町

「旅行＝温泉」のイメージから、地域資源である餘部温泉の源
泉を使用したスイーツ「温泉プリン」の開発に取り組む。

ニュー丸田荘

京都府
京丹後市

琴引浜の体験メニューや季節ごとの魅力を盛り込んだ中国語
版ガイドマップを作成し、台湾、中国からの教育旅行の誘客に
つなげる。

特定非営利活動法人玄武洞ガ
イドクラブ

兵庫県
豊岡市

神姫バスツアーズ（株）と協働し、
「見る・学ぶ･食べる」のジ
オパークを楽しむ三要素を盛り込んだバスツアーを企画する。

浦富海岸シーカヤック協議会

鳥取県
岩美町

1〜2 人乗りを中心に個人客をターゲットにした現在のシーカ
ヤックに加え、修学旅行等の団体客にも対応した大型の 10 人
乗りアウトリガーつきカヌーを整備。

ALL Tango（遊星舎）

京都府
京丹後市

（株）Mother Earth

兵庫県
豊岡市

（株）西村工務店

兵庫県
香美町

たのしい夕日ヶ浦をつくる会

京都府
京丹後市

シーカヤック教室や海岸ウォークなどのアウトドアアクティ
ビティと、地元で取れる海産物や野菜を使ったシーフードＢＢ
Ｑなど食事を組み合わせたデイプログラムを開催。
竹野海岸で新規オープンした「お宿 海の音」の目の前のビー
チで、前方に浮かぶ無人島「籠島」を目指し、上陸して磯遊び
をする新しいジオカヌーツアーを行う。
ジオパークを「水」という切り口で、但馬高原植物園から香住
区下浜まで、源流から河口にいたるまで矢田川沿いをガイドと
ともにサイクリングによって巡るツアーを開催。
約 8ｋｍにわたる白砂のロングビーチに、日本の夕日百選にも
選ばれた夕日など、幻想的な空と海の表情をサップに乗って海
上から 360 度の視界で眺め、ジオパークを体感してもらう。

海と空と森と人

兵庫県
豊岡市

これまであまり顧みられていない廃川にスポットをあて、内陸
部で安全･手軽に四季を楽しめる廃川でのカヌーツアーを行
う。

Dive Resort T-style

兵庫県
豊岡市

夏季以外の水温の低い時期にもダイビング・スノーケリングに
よる海中観光ができるよう、ドライスーツを導入し、体験ダイ
ビングやスーツレンタルを実施。

京丹後龍宮プロジェクト

京都府
京丹後市

京丹後市丹後町犬ヶ岬にある日本最大規模の半水面洞窟「愛の
洞窟」周辺をダイビングスポットとして、地元漁業者と連携し
てダイビング・シュノーケリングの体験メニューを構築する。

