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はじめに

はじめに

推奨環境

申請上の注意

本手引きは、地域一体型の計画申請を行う際に必要な資料の準備 と申請方法について説

明した資料です。申請にあたっては、本手引きのほか、必ず公募要領もご確認ください。

電子申請システムを快適にご利用いただくため、以下の環境によるご利用を推奨いたします。

• 締切日直前はコールセンターの電話、電子申請システムが混雑することが想定されます

ので、余裕をもっ て申請を行ってください。

• 電子申請システムには一時保存機能がございます。「申請する」ボタンを押さないと、

申請は受け付けられませんのでご注意ください。

• ブラウザの「戻る」ボタン(「←」のような矢印ボタン)を使用すると入力内容がすべて削

除されてしまうのでご 注意ください。

• 電子申請システムはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを無効にしている場合には、

正常な動作が行われない箇所がございますのでご注意ください。

OS ブラウザ

Windows 10
・Microsoft® Edge®の最新版推奨
・Google Chrome™の最新版推奨

１
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提出資料の準備

提出資料の準備にあたっての注意事項

申請にあたって、事前に必要な資料の収集及び準備をお願いいたします。

• 提出資料は、すべて (拡張子「.pdf」 「.jpg」 「.png」 「.xlsx」 「.xls」 「.doc」 「.docx」

「.ppt」 「.pptx」 「.zip」)のファイルをご準備ください。これ以外 のファイル形式は提

出できませんのでご注意ください。

提出資料のファイル名について

• 合同で申請する事業者の提出資料については、代表事業者が取得、取りまとめのうえご

提出ください。

提出資料のファイル名は、以下の命名規則に従って付けてください。なお、区切りには半

角のアンダーバー (_)を使用してください。

書類名_団体名称.ファイル形式

ファイル名の例

• 地域一体型様式１地域計画_ ○○市観光協会.pdf

• 地域一体型様式４本事業と関連のある自治体等の計画_○○市.pdf

２

ファイル名の例

• 地域一体型様式２個別事業計画_ ○○ホテル.pdf

• 地域一体型様式３収支改善計画_ ○○ホテル.pdf

書類名_事業者名称.ファイル形式

団体単位で提出する書類の場合

事業者単位で提出する書類の場合
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提出資料の準備２

提出資料一覧

書類名 条件 内容
提出ファイル

形式

様式１ 地域計画 必須

計画全体のコンセプトや目標と実
施する事業の関連性等、計画の全
体概要について記載する資料（指
定書式）

PDF形式、JPEG形
式、PNG形式、
XLS形式、XLSX形
式、DOC形式、
DOCX形式、PPT
形式、PPTX形式、
ZIP形式

様式２ 個別事業計
画

必須
個別事業者が地域計画の詳細につ
いて記載する資料（指定書式）

様式３ 収支改善計
画

必須

・計画前の決算値、計画終了後の
予想決算に基づく目標値、経費等
について記載する資料
・補助対象事業① 宿泊施設の高
付加価値化改修 補助率2/3の条件
について判定するチェックシート
（指定書式）

様式４ 本事業と関
連のある自治体等の
計画

必須

本事業と関連する自治体等が策定
した各種計画書（総合計画、観光
計画、まちづくり計画）等の概要
について記載する資料（指定書
式）
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電子申請システムの入力方法

①申請画面にアクセス

Webブラウザを起動して、以下のURLから「地域一体となった観光地の再生・観光サービ

スの高付加価値化事業」の特設Webサイトを 表示し、「マイページ」のリンクをクリックし

てください。

URL：https://kankosaisei.net/

②ログイン画面に移動

「③マイページへログインする」へお進みください。

３



電子申請システムの入力方法

③マイページにログインする

ログイン画面が表示されますので、アカウント登録した、ユーザー名、パスワードを入力

して「ログイン」をクリックしてください。

※パスワードを忘れた方は、「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックして「パスワー

ド変更画面」に遷移し、パスワードを再設定してください。

6

３



電子申請システムの入力方法

④パスワードの変更（再設定）

パスワードを忘れた場合に、アカウント登録で登録したユーザー名を入力し、「送信す

る」をクリックすることでパスワード再設定メールが送信されます。

アカウント登録時に入力したメールアドレス宛にパスワード変更メールが送付されます。

メールは、「noreply@kankosaisei.net」より送信されます。

⑤パスワード変更メール

※パスワード変更メールには、パスワード変更画面URLが記載されております。

※ご利用のメールサーバーの設定により、メールの受信が制限されている場合がございま

す。パスワード設定メールが届かない場合には、上記メールアドレスの受信を許可するか、

ドメイン「kankosaisei.net」の受 信を許可して頂き、パスワード変更を行ってください。

7

３



電子申請システムの入力方法

⑥計画申請入力

応募審査完了後に「計画申請入力」画面が表示されます。申請情報の各項目を入力してく

ださい。画面最下部には一時保存ボタンもございますので、適宜ご利用ください。

8

３



電子申請システムの入力方法

⑥計画申請入力（続き）

# 項目 注意点

1 申請区分 応募申請での入力内容が複写されます。

2 団体名 応募申請での入力内容が複写されます。

3 団体名フリガナ 応募申請での入力内容が複写されます。

4 団体代表者 応募申請での入力内容が複写されます。

5
参加事業者（補助事
業者）
追加ボタン

クリックすることで、参加事業者の各情報を新たに入力する
フィールドを追加します。

6

参加事業者（補助事
業者）

応募申請での入力内容が複写されます。
#5の追加ボタンを押下して参加事業者を追加した場合は全て
のの項目が入力可能になります。
• 事業者名（例：○○○事業者）
• 事業者住所（例：○○県○○市０−０−０）
• 施設名称（例：○○○ホテル）
• 事業開始日
• 事業終了日
• 事業費(円) （例：1000000）
• 補助金申請額(円) （例：500000）
• メールアドレス
• 業種：該当する業種を１つ選択してください。
• 補助事業内容：該当する内容を１つ選択してください。
• モード種別：補助事業内容に「交通関連事業の補助対象経

費」が選択された場合に表示されます。該当するモード種
別を１つ選択してください。

• 補助メニュー：選択されたモード種別毎に内容が変わりま
す。該当する補助メニューを１つ選択してください。

• 様式２ 個別事業計画
伴走者と磨き上げを行った個別事業計画ファイルをアップ
ロードしてください。
添付可能フォーマット：PDF形式、JPEG形式、PNG形式、XLS
形式、XLSX形式、DOC形式、DOCX形式、PPT形式、PPTX形式、
ZIP形式
• 様式３ 収支改善計画
伴走者と磨き上げを行った収支改善計画ファイルをアップ
ロードしてください。
添付可能フォーマット：PDF形式、JPEG形式、PNG形式、XLS
形式、XLSX形式、DOC形式、DOCX形式、PPT形式、PPTX形式、
ZIP形式

9

３



電子申請システムの入力方法

⑥計画申請入力（続き）

# 項目 注意点

7 計画の対象地域 応募申請での入力内容が複写されます。

8 計画全体の事業費(円) 参加事業者毎の事業費の合計を自動で計算し表示します。

9
計画全体の補助金申
請額(円)

参加事業者毎の補助金申請額の合計を自動で計算し表示しま
す。

10
金融機関への事前相
談状況

応募申請での入力内容が複写されますが、変更可能です。
以下のいずれかを選択してください。
「相談済」２つのどちらかを選択している場合には金融機関
名を入力してください。

• 相談済、計画参加の了承を得ている
• 相談済、計画参加については交渉中
• 未相談

11 相談先の金融機関

応募申請での入力内容が複写されますが、変更可能です。
相談先の金融機関の情報を以下の例を参考に入力してくださ
い。
※「金融機関への事前相談状況」で、「相談済、計画参加の
了承を得ている」「相談済、計画参加については交渉中」を
選択した場合は、金融機関名を必ず入力してください。
他の項目は任意入力項目になります。
• 金融機関名（例：〇〇銀行）
• 電話番号 ハイフン(-)なしで入力してください
（例：0312345678）
• 担当部署名（例：〇〇課）
• 担当者氏名（例：佐藤○○）

12 伴走者 応募申請の段階で設定された伴走者情報が表示されます。

13 様式１ 地域計画

伴走者と磨き上げを行った地域計画ファイルをアップロード
してください。
添付可能フォーマット：PDF形式、JPEG形式、PNG形式、XLS
形式、XLSX形式、DOC形式、DOCX形式、PPT形式、PPTX形式、
ZIP形式

14
様式４ 本事業と関連
のある自治体等の計
画

伴走者と磨き上げを行った本事業と関連のある自治体等の計
画ファイルをアップロードしてください。
添付可能フォーマット：PDF形式、JPEG形式、PNG形式、XLS
形式、XLSX形式、DOC形式、DOCX形式、PPT形式、PPTX形式、
ZIP形式

10

３



電子申請システムの入力方法

⑦計画申請入力完了

「申請する」をクリックしてください。入力された申請情報が保存されます。

すべての入力が完了しましたら、以下の項目全てに同意（チェック）いただき、伴走者と

の計画の磨き上げが完了することで、「申請する」ボタンがクリック可能になります。

申請が完了したため、マイページの編集が制限されております。
申請内容に不備がある場合は、事務局からメールでご案内するとともに、編集の制限を解除いたしますので、適
宜修正を行ってください。
また、不備とは別にマイページの修正が必要な場合には、コールセンターまでお問い合わせください。

一時保存しただけでは申請が完了しておりませんのでご注意ください。
申請内容をご確認のうえ、問題がない場合は必ず「申請」ボタンおよび「再申請」ボタンを押していただき
申請を完了してください。申請が完了していないと審査の対象外となります。

申請してから24時間はマイページに以下の文章が表示されます。

「登録する」をクリックしてから24時間後に編集ロックがかかります。
それまでの間は申請内容の変更や修正が可能です。

▶マイページに編集ロックが掛かっている場合

▶一時保存ボタンに関する注意事項

11

３

※計画策定のための伴走支援が完了していない場合、「申請する」ボタンを押しても、

エラーメッセージが表示され、申請できません。詳細は伴走者にお問い合わせください。



電子申請システムの入力方法

⑧計画申請 受付完了

ステータスに「受付完了（計画申請）」が表示され、申請した内容が参照できます。

# 項目 注意点

1 表示ボタン
各様式の資料を添付いただいた方は、「表示」ボタンをク
リックすることで表示することができます。

12

３



電子申請システムの入力方法

⑨計画申請 申請不備〜再申請

ステータスに「不備（計画申請）」が表示された場合は、申請した内容が編集できる状態

になります。不備内容に従い、申請内容の修正を行ってください。

13

３



電子申請システムの入力方法

⑨計画申請 申請不備〜再申請（続き）

# 項目 注意点

1
参加事業者（補助事
業者）
削除ボタン

クリックすることで、削除確認のダイアログを表示します。
OKをクリックすることで、該当事業者の情報が画面から削除
されます。

2
参加事業者（補助事
業者）
追加ボタン

クリックすることで、参加事業者の各情報を新たに入力する
フィールドを追加します。

3
様式１ 地域計画
表示ボタン

計画申請に添付された様式１ 地域計画を表示します。

4
様式１ 地域計画
削除ボタン

計画申請に添付された様式１ 地域計画を削除します。
ファイルを差し替える場合は、削除したあとにファイル選択
ボタンが表示されますので、再度アップロードしてください。
添付可能フォーマット：PDF形式、JPEG形式、PNG形式、XLS
形式、XLSX形式、DOC形式、DOCX形式、PPT形式、PPTX形式、
ZIP形式

5
様式２ 個別事業計画
表示ボタン

計画申請に添付された様式２ 個別事業計画を表示します。

6
様式２ 個別事業計画
削除ボタン

計画申請に添付された様式２ 個別事業計画を削除します。
ファイルを差し替える場合は、削除したあとにファイル選択
ボタンが表示されますので、再度アップロードしてください。
添付可能フォーマット：PDF形式、JPEG形式、PNG形式、XLS
形式、XLSX形式、DOC形式、DOCX形式、PPT形式、PPTX形式、
ZIP形式

7
様式３ 収支改善計画
表示ボタン

計画申請に添付された様式３ 収支改善計画を表示します。

8
様式３ 収支改善計画
削除ボタン

計画申請に添付された様式３ 収支改善計画を削除します。
ファイルを差し替える場合は、削除したあとにファイル選択
ボタンが表示されますので、再度アップロードしてください。
添付可能フォーマット：PDF形式、JPEG形式、PNG形式、XLS
形式、XLSX形式、DOC形式、DOCX形式、PPT形式、PPTX形式、
ZIP形式

14

３



電子申請システムの入力方法

⑨計画申請 申請不備〜再申請（続き）

# 項目 注意点

9

様式４ 本事業と関連
のある自治体等の計
画
表示ボタン

計画申請に添付された様式４ 本事業と関連のある自治体等の
計画を表示します。

10

様式４ 本事業と関連
のある自治体等の計
画
削除ボタン

計画申請に添付された様式４ 本事業と関連のある自治体等の
計画を削除します。
ファイルを差し替える場合は、削除したあとにファイル選択
ボタンが表示されますので、再度アップロードしてください。
添付可能フォーマット：PDF形式、JPEG形式、PNG形式、XLS
形式、XLSX形式、DOC形式、DOCX形式、PPT形式、PPTX形式、
ZIP形式

15

３



⑩計画申請 再申請

電子申請システムの入力方法

※再申請後は、編集を行うことができません。

申請が完了したため、マイページの編集が制限されております。
申請内容に不備がある場合は、事務局からメールでご案内するとともに、編集の制限を解除いたしますので、適
宜修正を行ってください。
また、不備とは別にマイページの修正が必要な場合には、コールセンターまでお問い合わせください。

一時保存しただけでは申請が完了しておりませんのでご注意ください。
申請内容をご確認のうえ、問題がない場合は必ず「申請」ボタンおよび「再申請」ボタンを押していただき
申請を完了してください。申請が完了していないと審査の対象外となります。

▶マイページに編集ロックが掛かっている場合

▶一時保存ボタンに関する注意事項

16

３

「再申請する」をクリックしてください。入力された申請情報が保存されます。

すべての入力が完了しましたら、以下の項目全てに同意（チェック）いただき、伴走者と

の計画の磨き上げが完了することで、「再申請する」ボタンがクリック可能になります。

※計画策定のための伴走支援が完了していない場合、「再申請する」ボタンを押しても、

エラーメッセージが表示され、申請できません。詳細は伴走者にお問い合わせください。



電子申請システムの入力方法

⑪計画申請 審査完了

ステータスに「審査完了（計画申請）」が表示されます。

# 項目 注意点

1 表示ボタン
各様式の資料を添付いただいた方は、「表示」ボタンをク
リックすることで表示することができます。
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