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１ 事業の趣旨 

 この事業は、東京の魅力ある観光資源の一つであるエンターテイメントに関する情報を、

気軽に入手できるように、外国人旅行者向けにエンターテイメントに係る情報や公演情報

等を一元化するポータルサイトを構築・運営する取組を支援することで、外国人旅行者の

集客・利便性向上につなげ、都内観光消費額の向上を目指すことを目的としています。 

 こうした取組について事業提案を募集し、優れた事業提案を行った事業者を、審査によ

り選定します。選定した事業者に対して、東京都は、2か年にわたりその実施に要した経

費の一部を補助します。 

 

２ 補助事業者（申込資格） 

 本事業の補助事業者は、複数の事業者で構築する連携体（以下、「連携体」という。）と

します。連携体は、代表事業者と連携事業者で構成され、次の要件を満たす必要がありま

す。 

（１）代表事業者（１者） 

①令和元年５月１日現在で、都内に主たる事務所を有する法人であること。業種は問

いません。 

②連携体を代表して事業を取りまとめ、事業の進行管理及び補助金に係る一切の責任

を負うものであること。 

③連携体を代表して事業を取りまとめ、事業提案書を提出し、補助金を受領すること。 

 

（２）連携事業者（１者以上） 

①令和元年５月１日現在で、都内に事務所を有する法人又は個人事業主であること。 

  ②代表事業者と共同で事業を実施することが可能であること。 

 

（３）代表事業者又は連携事業者には、「チケットサイト運営事業者」及び「体験型コンテ

ンツ情報提供事業者」が必ず各１者以上含まれていること。 

 

  ※ 以下に掲げる者は、代表事業者及び連携事業者となることはできません。 

  ‐暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号。以下「暴排条例」

という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  ‐法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、 又

は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等（暴力団並びに暴排条例第２ 条第

３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同

じ。）に該当する者があるもの 

  ‐事業税その他租税の未申告又は滞納がある者 

  ‐民事再生法（平成11年法律第 255号）、会社更生法（平成 14年法律第 154号、

破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく申立・手続中（再生計画等認可後は除

く）、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している
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者 

  ‐会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 472 条の規定により休眠会社として解散し

たものとみなされている者 

  ‐その他、知事が適切でないと判断する者 

 

３ 補助の対象となる取組（支援対象事業） 

 外国人旅行者向けエンターテイメントに関する情報発信サイトの構築及び運営、本サイ

トを周知するために必要なＰＲ等の取組 

 なお、本事業で補助対象とする「外国人旅行者向けエンターテイメントサイト」とは以

下の条件を満たすものとします。 

（１）都内で実施されるエンターテイメント情報を集約していること。 

（２）訪都予定又は訪都中の外国人旅行者のニーズにあったコンテンツを掲載しているこ

と。なお、コンテンツは、日本の伝統文化や演劇、舞台等の観覧コンテンツ及び日本の

伝統文化体験等の体験型コンテンツを含むものであること。 

（３）多言語対応していること（日本語及び英語は必須。それ以外の言語は任意）。 

（４）ポータルサイトを通じた掲載コンテンツのチケット等の予約又は決済ができる機能

を有していること。 

 ※令和２年３月３１日までにポータルサイトが構築され情報発信等が確実になされること

が必要になります。 

 

４ 補助対象期間等 

（１）事業実施期間 

  令和元年度の補助金交付決定の日以降から、令和５年度末日以降の日まで。 

（２）補助対象期間 

  令和元年度の補助金交付決定の日以降から、令和２年度末日まで。 

  ただし、年度毎に実施する補助事業について、毎年度補助金の交付申請を行った上で、

交付決定を受ける必要があります。 

（３）補助率及び補助限度額 

  ・初年度（令和元年度） 

    補 助 率：補助対象と認められる経費の合計額の２／３以内 

    補助限度額：５,０００万円 

 ・次年度（令和 2年度） 

    補 助 率：補助対象と認められる経費の合計額の１／２以内 

    補助限度額：３,４００万円 

          

５ 補助対象経費 

（１）補助対象経費 

  補助対象経費は、消費税等の間接経費を除き、次の条件に適合する経費で、別表１に
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掲げるものとします。 

① 補助対象期間中の各年度とも、交付決定の日から当該年度の末日までに、契 

約・履行が完了した経費 

     （２か年目交付決定日は、原則として４月１日となります。） 

② 補助事業として決定を受けた事業実施のために必要かつ合理的な範囲内の経

費 

③ 補助対象（使途、単価、規模等）の確認が可能であり、かつ、本補助事業に係 

るものとして、明確に区分できる経費 

（２）補助の対象とならない経費 

   ① 別表１の経費区分に記載のない経費 

   ② 補助対象期間外に行われた事業の経費 

   ③ 業務日誌、見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳

票類が確認できない経費 

   ④ 補助金交付申請書に記載されていない経費や物の購入に対して支払った経費 

   ⑤ 通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費 

   ⑥ 他の取引と相殺して支払いが行われている経費 

   ⑦ 手形や小切手等により支払いが行われている経費 

   ⑧ 間接経費（振込手数料、収入印紙代等） 

   ⑨ 補助金交付申請等の手続きに係る経費（申請書作成代行、各種証明書取得経費 

等） 

   ⑩ 割賦・リースについて事業実施期間外の期間に係る経費 

   ⑪ 連携体を構成する事業者が支払いを行っていない経費 

   ⑫ 連携体を構成する事業者間での取引にかかる経費 

   ⑬ 一般的な市場価格の内容に対して著しく高額な経費 

   ⑭ 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

６ 事前受付及び質問 

 本事業への応募に当たって、事前に別紙１「事前受付兼質問票」を提出して下さい。 ま

た、質問がない場合でも、「質問なし」と記載し提出して下さい。 

 なお、“７応募の手続き”にあたっては、別紙１「事前受付兼質問票」の提出を必須要件

とします。 

（１）提出期限 

  令和元年６月７日（金曜日）まで 

（２）提出及び質問方法 

  必要事項及び質問を記入した上で、持参又は郵送にて提出して下さい。 

 ※ 都庁へご持参いただく場合は、事前に電話にて来庁日の予約をしていただいた上で、

ご持参ください。（受付時間は、９時～１２時、１３時～１７時です。） 

（３）提出先 
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  東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 事業推進担当 

  〒163-8001 新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第一本庁舎１９階北 

  ＴＥＬ ０３－５３２０－４７７１（直通）、内線３６－９９６ 

 

（４）質問回答 

  令和元年６月１４日（金曜日）までに回答いたします。 

 

７ 応募の手続き 

（１）提出期間 

  令和元年 6月 10日（月曜日）から令和元年６月２８日（金曜日）まで（必着） 

（２）提出方法 

  持参又は郵送のいずれか 

※ 都庁へご持参いただく場合は、事前に電話にて来庁日の予約をしていただいた上で、

ご持参ください。（受付時間は、９時～１２時、１３時～１７時です。） 

（３）提出先 

 東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 事業推進担当 

 〒163-8001 新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第一本庁舎１９階北 

 ＴＥＬ ０３－５３２０－４７７１（直通）、内線３６－９９６ 

（４）提出書類 

  別表２のとおり 

 

８ 採択について 

（１）審査方法 

  「外国人旅行者向けエンターテイメント情報発信サイト審査会」（以下、「審査会」と

いう。）において審査を行い、補助事業者となる連携体を決定します。審査会では、事

業提案書に基づいてプレゼンテーションを行っていただき、質疑応答を行います。審査

会には、原則として代表事業者及び連携事業者に出席していただきます。 

（２）審査のポイント 

  審査は、別表３の視点をもとに評価します。 

（３）審査会について 

  ①実施日 

   令和元年７月中旬 

   ※１１日から１９日の間のいずれかを予定 

   ※確定日時は審査会参加予定者に別途お知らせいたします。 

  ②会場 

   都庁舎内会議室 

  ③出席者 

   原則として 4名以内とします。 
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  ④説明時間 

   40分（説明 30分、質疑応答 10分） 

  ⑤注意事項 

   ・審査会についての詳細（集合場所、時間割等）は、別途連絡します。 

   ・指定された開始時刻の 5分前には、会場とは別に用意された集合場所で待機して

下さい。 

   ・プレゼンテーションは必ず、所定の時間内で行って下さい。 

   ・パソコン・プロジェクター等は用いず、応募書類のみで説明して下さい。 

   ・説明は会社名を出さずに行い、社名が特定又は類推されるような表現を用いない

で下さい。 

（３）結果の通知 

  全ての応募者に対し、審査結果を令和元年 7月末までに通知します。 

（４）採択予定件数 

  １連携体 

  ※ 審査会において選定した最優秀参加者を採択事業者候補とする。 

 

９ 採択後の注意事項 

補助金の交付決定について 

（１）審査会で採択された補助事業を提案した代表事業者は、補助事業について毎年度補

助金交付申請書を都へ提出していただき、審査の上、補助金の交付予定額が決定され

ます。交付予定額は、補助金の上限を示すものであり、事業完了及び検査後に補助金

の額が確定します（交付予定額から減額されることがあります。）。 

（２）補助事業者は、東京都の会計年度が終了したとき又は中止の承認を受けたときは、速

やかに実績報告書を都に提出しなければなりません。 

（３）補助金の支払いは、実績報告書の提出、それに基づく補助金の額の確定後に行いま

す（それまでの間は、事業者の立替払いとなります。）。 

（４）補助金の額は、初年度（令和元年度）は補助対象経費の３分の２以内の額、補助限

度額５，０００万円又は交付決定額の最も低い額（１千円未満の端数は切捨て）、次

年度（令和２年度）は補助対象経費の２分の１以内の額、補助限度額３，４００万円

又は交付決定額の最も低い額（１千円未満の端数は切捨て）とします。 

 

１０ 補助事業者の義務等 

（１）連携体は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理

と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにし、補助事業の完了の日の

属する年度の終了後５年間、東京都の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよ

う保存しなければなりません。 

（２）事業実施期間中において、補助事業者は、知事の要求があったときには、補助事業

の遂行状況について、知事に報告しなければなりません。 
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（３）補助対象期間経過後令和３年度から令和５年度までの３年間、事業の状況等を各年

度の翌年５月末までに知事に報告しなければなりません。 

（４）代表事業者は、補助事業の内容を著しく変更しようとする場合又は補助事業を中止

若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を受けなければなりません。 

（５）令和５年度までの間は、東京都からのコンテンツ等の掲載依頼があった場合、原則

として対応して頂きます。 

（６）令和５年度までの間は、東京都が指定したサイトと連携（ＡＰＩ連携等を想定）を

図って頂きます。 

 

１１ 補助事業の取消し・返還 

連携体（（３）については、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を

含む。）が、以下のいずれかに該当した場合又は補助事業の打切りがあった場合は、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消します。 

 補助金交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助

金を返還することになります。また、刑事罰が適用される場合もあるので、十分注意して

ください。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その

他の従業員若しくは構成員を含む。）が、暴力団等に該当するに至ったとき。 

（４）補助金交付決定後から令和６年３月３１日までの事業実施期間内において、補助金

の交付目的を達成することができなくなったとき。 

（５）その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交

付決定に基づく命令に違反したとき。  

 

１２ その他 

（１）補助事業の進捗状況確認のため、実地検査に入ることがあります。 

（２）原則として、補助事業終了後の補助金額確定にあたり、対象として決定を受けた事

業内容が実施されていることが条件となります。また、帳簿類の確認ができない場合

については、当該金額は補助対象外になります。 

（３）補助事業として採択された場合、連携体参加事業者の名称について公表します。 

（４）代表事業者又は連携事業者が、東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第

１４１号）及び東京都補助金等交付規則の施行についての通達（昭和３７年１２月１

１日３７財主調発第２０号）等に反する行為等（他の用途への無断流用、虚偽報告な

ど）をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあ

ります。 

（５）提出書類は返却しません。必要に応じて、東京都から追加資料の提出及び説明を求

めることがあります。 
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（６）審査の経過・結果に関するお問い合わせには一切応じられません。 

（７）申請書類等、資料の作成及び提出に要する経費等、応募に係る経費は、全て応募者

の負担となります。 

 

１２ 問い合わせ先 

本募集に関する問い合わせは以下へお願いいたします。 

 東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 事業推進担当 

 〒163-8001 新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第一本庁舎１９階北 

 ＴＥＬ ０３－５３２０－４７７１（直通）、内線３６－９９６ 
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＜募集から補助金交付までの流れ（1年目）（予定）＞ 

 

募集要項公表   

▼ 

 

 

 

  

別紙１「事前受付及び質問票」

提出期限 

▼ 

別表２資料 提出期限 

▼ 
  

審査・選定  

 

   

▼    

審査結果通知  

 

 

 

▼ 

補助金交付申請 

▼  

補助金交付決定    

▼    

補助事業実施     

▼   

状況報告  

 
   

▼ 

実績報告     

▼   

補助金額の確定     

▼   

補助金額の交付     

  

 

※ 上記は変更になることがあります。 

令和元年５月下旬 

令和元年 6月 7日（金）（予定） 

令和元年６月２８日（金）（予定） 

令和元年７月 

補助金交付決定以降～ 

東京都の会計年度終了日以降 
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＜別表１＞ 

補助の対象となる経費 

経費区分 内     容 補助率 

人件費 

事業費以外で、事業に係る調整等に係る人件費 

※補助限度額は 1,０００万円までとする。 

※常勤・非常勤又は専任・兼任に関わらず、従業者別に交付の対象と

なる者について業務日誌を整備すること。 

※兼任の場合、補助事業に係る業務と他事業に係る業務内容が明確に

区分でき、かつ、経費区分できる場合のみ補助対象とする。 

※従業者の給与・報酬等の支払実績に基づく１時間当たりの単価に、

補助事業に携わった総時間数（１人につき１日８時間を上限）を乗じ

た額を対象経費とする。 

初年度 

（令和元年

度） 

３分の２ 

以内 

 

 

 

次年度 

（令和２年

度） 

２分の１ 

以内 

事業費 

サイト制作・ 

システム構築費 

本サイト立上げに必要な開発・設計等に係る経

費、予約決済及び問合せ対応等の付随するシステ

ムの構築に関する経費 

サイト運用・ 

メンテナンス費 

決済データ処理や掲載コンテンツの内容更新等の

本サイトの運用や保守に関する経費 

広告宣伝・ 

販路開拓費 

本サイトの PR、掲載コンテンツの拡大に向けた

取組及び販売データ分析による本サイトの見直し

に関する経費 

使用料・賃借料 
クラウドシステムの利用やサーバーのレンタルに

必要な経費等、補助事業に必要な物品等の利用に

関する経費 

翻訳費 
本サイトのコンテンツを多言語翻訳する際などに

必要な経費 

会議運営費 
事業を行うために必要な連携事業者との会議等に

要する経費（会場借料、会議に必要な機材借料等） 

消耗品費 
事業を行うために必要な物品であって、当該事業

のみで使用されることが確認できるものの購入に

要する経費（用紙、封筒代等） 

その他事業に係る

諸経費 

事業を行うために必要な経費であって、他のいず

れの区分にも属さないもの。原則として、当該事

業のために使用されることが特定、確認できるも

の（運送代、郵便代等） 

その他必要経費として、知事が認めた経費 
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※事業費において、外注によらず成果物等の作成を行う場合は、限度額を除き人件費の扱

いに準じることとする。 

※上記に係る消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額は、補助対象経費に含まない 

※国、地方公共団体等が実施する他の同様な補助金の交付を受ける場合、当該補助金額は、

補助対象経費から控除する。 

 なお、他の同様な補助金額の中に、消費税及び地方消費税等を対象とするものが含まれ

ている場合、当該部分の補助金額は控除しない。 
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＜別表２＞ 

提出書類一覧 

Ｎｏ 書類の名称 備考 
連 携 体
として 

全ての
事業者 

１ 
外国人旅行者向けエンターテイ

メント情報発信事業応募申請書 

外国人旅行者向けエンターテイ
メント情報発信事業実施要領第
２条第４号ア（ア）第１号様式 

○  

２ 経費内訳書 

外国人旅行者向けエンターテイ
メント情報発信事業実施要領第
２条第４号ア（イ）第２号様式、
第２号の２様式 

○  

３ 申請者の概要 
外国人旅行者向けエンターテイ
メント情報発信事業要領第２条
第４号ア（ウ）第３号様式 

○  

４ 組織体制図 各々の役割を明確にしたもの ○  

５ 事業提案書 
外国人旅行者向けエンターテイ
メント情報発信事業実施要領第
２条第４号ア（エ） 

○  

６ 
定款・寄附行為又はこれらに類

するもの 
最新のもの  ○ 

７ 
全部事項証明書（履歴事項証明

書）又はこれに類するもの 
作成後３箇月以内  ○ 

８ 
貸借対照表・損益計算書 

※個人の場合は、確定申告書 
直近１年分  ○ 

９ 

都税事務所発行の法人事業税及

び法人都民税の納税証明書の原

本又はこれに類するもの 

最新のもの  ○ 

【提出部数】 

 ‐提出部数は 2部（正・副）とします。ただし、「５ 事業提案書」については、10部

提出して下さい。 

【注意事項】 

‐書類は必要なものに限って、番号に従って書類を揃えて提出してください。 

‐「５ 事業提案書」については、以下の点留意して下さい。 

 ・電子データ（ＣＤ－Ｒ等）でも提出して下さい。 

 ・1点ずつまとめ 1部とし、左上をステープラ等でとめたものを提出して下さい。 

 ・基本的にＡ４サイズにて作成してください。縦・横は問いません。また、必要に応

じて一部が任意サイズとなるのは差し支えありません。 

 ・10部のうち 8部は参加者の名称・担当者氏名など会社名等が特定される事項を記

載しないで下さい。 

 ・以下の項目を盛り込んで下さい。 

 ①外国人旅行者向けエンターテイメント業界及び国内外のチケット予約・販    
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売のポータルサイトの現状及び課題 

 ②新たに構築するポータルサイトの目的・目標 

 ③事業スケジュール 

 ④事業の運営体制 

 ⑤個人情報等の情報管理体制 

 ⑥新たに構築するポータルサイト内容の詳細 

 ⑦掲載コンテンツの内容 

 ⑧ＰＲ活動等の展開方法 

 ⑨自走化に向けた取組の検討 

 ⑩ポータルサイトを構築することで期待される効果 

 ⑪５か年の収支及び取組内容を記載した事業計画 
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＜別表３＞ 

１ 事業の全体像（コンセプト） 

 
・外国人旅行者向けのエンターテイメント業界及び国内外のチケット予約・販売のポー

タルサイトの現状や課題に対する理解は十分にあるか。 

２ 事業内容の企画力 

 

（１）掲載コンテンツの収集・整理 

 ・ポータルサイトに掲載するコンテンツは、事業目的に合う種類及びバランスとなっ

ているか。 

  ・収集したコンテンツは、過不足なく事業目的を達成するために整理されたものとな

っているか。 

（２）ウェブサイトの制作 

  ・写真やイメージなどを活用した魅力的かつ外国人旅行者にでも見やすいデザイン・

使いやすいレイアウトとなっているか。 

  ・多言語対応、予約又は決済機能を積極的に取り入れることで、外国人旅行者の利便

性に配慮しているか。 

  ・サイト公開後の運用・保守対応やサイト関連データ等の分析によりサイトの自走化

を見越した設計は検討されているか。 

  ・東京都公式ホームページ作成に関する統一基準に準じたウェブサイトとなっている

か。※ 

（３）ＰＲ活動等の展開 

 ・外国人旅行者の体験意欲を高めるため、有効な広報媒体や広報ツールの活用等は検

討されているか。 

 ・外国人旅行者のサイト利用率を上げるため、SEO対策等のサイト改善に向けた取組

は検討されているか。 

３ 運営体制の信頼性 

 

・業務遂行に必要な運営体制は整って、事業を効果的に実施できる体制となってい 

るのか。 

・事業の確実な履行にあたって、十分な作業工程を用意しているか。 

・全体のスケジュールは具体的かつ現実的であるか。 

４ 事業計画の妥当性・継続性 

 
・５か年における年度ごとの事業計画が、現実的かつ適切なものとなっているか（収支

見込み等）。 

５ 情報管理体制の構築 

 個人情報等の情報管理について、必要な措置を講じているか。 

６ 独自の創意工夫等その他の点数に繋がる項目 

※東京都公式ホームページ作成に関する統一基準については、以下ＵＲＬを参照して下さい。 

 https://www.tcvb.or.jp/jp/agreement/190410_5_shiyobesshi1.pdf 

https://www.tcvb.or.jp/jp/agreement/190410_5_shiyobesshi1.pdf

