熊本国際観光コンベンション協会

支援一覧（平成 3１年度）

熊本市及びその周辺地域の会議施設などで開催されるコンベンションが支援・助成の対象となります。

■助成制度
◆コンベンション開催助成制度（最高 100 万円）
【助成対象】県外からの参加者数及び熊本市内宿泊者数が 30 名以上のコンベンション。（学術会議、
セミナー、シンポジウム・会議等）
【助成金額】大会規模、内容により当協会の審査により決定します。
※

一企業がその社員（グループ企業含む）のみを対象とするものや各種競技会・コンテスト、同窓
会等は助成の対象となりません。

※

助成額は開催費用総額の 20％を上限とします。

※

他都市との誘致競合など特別な理由がある場合、別途最高 100 万円の特別加算制度があります。

※

完了報告時に宿泊施設が発行する宿泊者数証明書又は参加者名簿が必要となります。

◆スポーツキャンプ助成制度（最高５０万円※助成対象１の場合）
【助成対象 1】・野球、サッカー等のプロチームが実施するスポーツキャンプで、県外から 20 名以上
の参加があり、かつ熊本市内で 5 日以上宿泊するもの。
・各国オリンピック委員会等に加盟する競技団体より選出される代表チームが実施するス
ポーツキャンプで、10 名以上の参加があり、かつ熊本市内で 2 日以上宿泊するもの。
・各国パラリンピック委員会等に加盟する競技団体より選出される代表チームが実施する
スポーツキャンプで、熊本市内で 2 日以上宿泊するもの。
・日本オリンピック委員会と「熊本県・熊本市のパートナーシップ都市協定」に基づき実
施するスポーツキャンプで、熊本市内で 2 日以上宿泊するもの。
【助成金額 1】参加者 1 人当たり 5,000 円に宿泊日数を乗じた額（限度額 50 万円）
【助成対象２】プロスポーツ選手を含む３名以上が自主的に実施するスポーツキャンプで、かつ熊本市
内で５日以上宿泊するもの。
【助成金額２】参加者１人当たり 5,000 円に宿泊日数を乗じた額（限度額 15 万円）
【助成対象３】県外のアマチュアスポーツ団体が実施し、20 名以上が参加するスポーツキャンプで、か
つ熊本市内で 2 日以上宿泊するもの。
【助成金額３】参加者１人当たり 1,000 円に宿泊日数を乗じた額（限度額 10 万円）
※いずれの場合も完了報告時に宿泊施設が発行する宿泊者数証明書が必要となります。

◆スポーツコンベンション開催助成制度（最高 78 万円）
【助成対象】九州大会規模以上で県外参加者・関係者が熊本市内に延べ 100 名以上宿泊するもの。
【助成金額】
延べ宿泊者数

100～299

300～599

600～899

900～1,199

1,200～1,499

1,500～1,999

2,000～

助成金額

5 万円

10 万円

15 万円

20 万円

35 万円

50 万円

65 万円

【助成限度額】（延べ 2,000 名以上宿泊の場合は限度額の制限を受けません）
大会規模

九州

西日本

全国

国際

助成金額

15 万円

30 万円

50 万円

65 万円

※平日の延べ宿泊者数が、1,000 名以上の場合、上記助成金額に 20％を乗じた額を加算します。
※宿泊施設が発行する宿泊者数証明書の提出が必要となります。

◆郷土芸能披露助成制度（最高５万円）
【助成対象】国際大会、県外参加者数 100 名以上の全国大会、西日本大会での懇親会・レセプション
等で熊本県内の郷土芸能を披露するもの。
【助成金額】郷土芸能披露に要する費用（限度額 5 万円）
※披露団体からの領収書の写しが必要となります。

◆バス運行助成制度（最高 30 万円）
【助成対象】当協会のコンベンション開催助成制度またはスポーツコンベンション開催助成制度の対
象となるコンベンションで、参加者が 300 名以上、かつ 2 箇所以上の会場（懇親会
会場含む）間、もしくは視察研修旅行、エクスカーション等旅行の交通手段として運行
させるもの。
【助成金額】バスの借り上げ費用の 1/2。
※バス会社からの領収書の写しが必要となります。

◆コンベンション誘致活動助成制度（最高 30 万円）
【助成対象】以下の要件をすべて満たすもの。
・主な会場を熊本市及びその周辺地域として誘致を行うもの。
・当協会のコンベンション開催助成制度またはスポーツコンベンション開催助
成制度の対象となるもの。
・大会開催までに 12 ヶ月以上準備期間があるもの。
【助成金額】誘致活動経費（旅費、宿泊費等）の 1/2 以内とし、下記の金額を上限とする。
大会規模

国際

全国

参加者数

100 名以上

1,000 名以上 3,000 名未満

3,000 名以上 5,000 名未満

5,000 名以上

助成金額

25 万円

15 万円

20 万円

30 万円

※助成対象経費の領収証の写しが必要となります。

◆スポーツキャンプ誘致助成制度（最高 10 万円）
【助成対象】プロスポーツ又は IOC（国際オリンピック委員会）、IPC（国際パラリンピック委員会）加
盟の各国選抜チーム等により実施されるスポーツキャンプで、スポーツキャンプ助成金の
助成対象であるものの誘致。ただし、当該スポーツキャンプにおいて当初 3 年間とする。
【助成金額】当該スポーツキャンプ参加者１人当たり 1,000 円に宿泊日数を乗じた額。
※宿泊施設が発行する宿泊者数証明書の提出が必要となります。

◆コンベンション開催事務局員雇用経費助成制度（最高 18 万円）
【助成対象】当協会のコンベンション開催助成制度またはスポーツコンベンション開催助成制度の支援
対象となるコンベンションの準備、開催に専従するスタッフの雇用経費が対象。
（開催前 2 ヶ月から開催後１ヶ月の間に新規で 10 日以上雇用）
【助成金額】開催助成金の 1/2 の範囲内かつ支払賃金の 1/2 の金額
※出勤簿の写し及び給与支払いを証する書類の写しが必要となります。

◆コンベンション開催準備資金貸付制度（最高 300 万円を無利息で貸付）
【貸付対象】九州大会規模以上で開催されるコンベンションで、営利を目的とせず公益性があり、６
ヶ月以上の準備期間があるもの。
【返済条件】貸付期間は 2 年以内、コンベンション終了後 1 ヶ月以内に貸付金額全額を一括返済。
【貸付金額】コンベンションの開催総予算の 10％以内。
※連帯保証人 2 名が必要となります。

◆インセンティブ・トラベル誘致助成制度（最高 10 万円）
【助成対象】県外出発かつ熊本市内での宿泊者数が延べ 30 名以上のインセンティブ・トラベル
の企画手配を行う国内外の旅行業社。
【助成金額】参加者 1 人当たり 2,000 円に宿泊日数を乗じた金額。
※当該ツアーがインセンティブ・トラベルであることを主催者が証明する書類が必要となります。
※宿泊施設が発行する宿泊者数証明書が必要となります。

◆アフターコンベンションによるツアー実施助成制度（最高 10 万円）
【助 成 対 象】熊本県外で開催されたコンベンションのアフターコンベンションとして熊本市内へ 15
名以上の宿泊を伴うツアーの企画手配を行う旅行業者。
【助 成 金 額】ツアー参加者１人当たり 1,000 円に宿泊日数を乗じた金額。
※宿泊施設が発行する宿泊者数証明書が必要となります。

◆見本市・展示会開催助成制度（最高 30 万円）
【助成対象】交付対象の見本市等は以下の要件を満たすもの。
・主催者、出展者及び関係者の熊本市内宿泊者が延べ 50 名以上であること。
・九州規模以上で開催されるもの。
・見本市は会場使用面積 300 ㎡以上、県外出展社 7 社以上であること。
・展示会は会場使用面積 500 ㎡以上、2 日間以上開催、延べ 1 万人以上の集客が
見込めるもの。
・過去 3 年間に熊本市域内で開催実績がないもの。
・販売スペースが見本市等の会場使用面積の 1/10 以下であるもの。
【助成金額】会場借上料の 1/2 以内の金額。（入場料等を徴収する場合は助成額の 1/2 を交付）
※申請は同一年度において 1 助成対象者に対し、1 回を限度とします。
※会場借上代金領収書の写し及び宿泊施設が発行する宿泊者数証明書が必要となります。

■その他支援制度
◆歓迎看板及びタクシーマグネットの設置
大会の規模に応じて主会場、阿蘇くまもと空港、JR 熊本駅に無料で歓迎看板を設置します。
◎主会場
国際大会、県外参加者及び宿泊者 200 名以上の全国大会、県外参加者及び宿泊者 1,000 名以上参加
の西日本大会、九州大会
◎阿蘇くまもと空港（到着口階段）、JR 熊本駅（新幹線改札口）、タクシーマグネット掲載
県外参加者数及び宿泊者数１,０００名以上の大会でいずれか１箇所、県外参加者数及び宿泊者数２,０
００名以上でいずれか２箇所、県外参加者数及び宿泊者数３,０００名以上で全て設置可能。

◆歓迎横断幕・歓迎のぼり貸出（数に限り有）
大会会場において使用可能な歓迎横断幕、歓迎のぼりの貸出を行います。日本語・英語・韓国語・中国
語の 4 ヶ国語あります。（九州大会規模以上が対象）
◆歓迎法被貸出（数に限り有）
◆観光ガイドマップ・グルメガイドのご提供
観光ガイドマップ・グルメマップ・外国語ガイドマップ（英・中（繁）・中（簡）・韓）の無料提供。

◆コンベンションバックの販売
当協会オリジナル紙バッグ（100 円/1 部）

◆コンベンションボランティア（通訳・文化・一般）及び観光ボランティアガイドの紹介
会場での登録受付業務、通訳、インフォメーションデスク、エクスカーション時の観光案内、日本文化
紹介などコンベンションボランティア、観光ボランティアがお手伝いいたします。
※交通費 2,000 円（1 人あたり）をご負担ください。また、昼食、夕食時にかかる場合は食事代 1,000
円（１人あたり）をご加算いただくか、弁当などの食事のご提供をお願いします。
◆コンベンション施設、宿泊、レセプション会場の紹介
◆アフターコンベンション（観光情報等）の提供
資料提供：コンベンション開催ガイドブック、コンベンション誘致ＤＶＤ、観光地写真。

【各助成制度・支援制度共通条件】
※熊本市、熊本県及び熊本県観光連盟から当該コンベンションへ開催助成を受けているもの、営利目的
のもの、また助成金振込先が個人口座である場合は助成金交付対象外です。
※公序良俗に反するもの、政治・宗教的活動を目的とするものは助成支援対象外です。
※各助成制度の利用には必ず事前申請（開催１ヶ月前）が必要となります。

～支援制度に関するお問い合せは下記へどうぞ～
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会
事業推進課

コンベンション誘致班

電話 096-359-1788
FAX
MAIL

096-359-8520

mice@kumamoto-icb.or.jp

