
             
 

 

 

平成 30 年 3 月 30 日 

観 光 庁 

観光庁は、訪日外国人を含む旅行者の受入環境整備の一環として、平成 30 年４月

２日より、「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業・旅行環境整備事業費補助

金（地方での消費拡大に向けた支援事業）」の平成 30 年度の公募を開始します。 

 

地方公共団体、民間事業者及び協議会等が設置する、「JNTO（日本政府観光局）が認定するカテゴリ

ーⅠ以上（※１）の外国人観光案内所」「観光拠点情報・交流施設（※２）」「多様な宗教・生活習慣へ

の対応力の強化（※３）」「公衆トイレの洋式便器の整備及び機能向上（※４）」に要する経費について

支援をしていきます。 
※旅行環境整備事業については、関係法案の成立後に実施する。 

 

1. 応募受付期間：平成 30 年４月２日（月）～10 月 31 日（水）17 時（必着） 
※原則、応募いただいた月の翌月末をメドに審査結果の可否をお伝えします。 

※予算が無くなり次第、応募を終了させていただきます。 

 

2.補助対象事業者：地方公共団体、民間事業者及び協議会等 
   ※「多様な宗教・生活習慣への対応力の強化」の補助対象事業者については、地方公共団体、日本版 DMO、

商工会議所、商工会、観光協会及び協議会等となります。 

 
3.補助対象経費：【別紙のとおり】 

 

4.補 助 率：補助対象経費の３分の１以内 
 

5.申請に必要な書類 

・要望書 

・補助対象経費の算出根拠となる書類 

・地図、写真 

・その他要望に必要な書類 
 

6.書類の提出先：最寄りの地方運輸局等 
※詳細は、下記、観光庁ＨＰ掲載の応募要領をご参照ください。 

URL： http://www.mlit.go.jp/kankocho/ news08_000242.html.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

観光庁 外客受入参事官室 

担当：山腰、新名、江川、原田、大阪、萩谷、古川 

  TEL 03-5253-8111  03-5253-8971（直通） 

(内線 27907、27920、27922、27919、27917、27992)  

  FAX 03-5253-8123 

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業・旅行環境整備事業の 

公募を開始します 

～訪日外国人を含む旅行者のために「外国人観光案内所」「観光拠点情報・交流施設」 

「多様な宗教・生活習慣への対応力の強化」「公衆トイレの洋式便器の整備及び機能向上」の整備を促進～ 

 



 

別 紙 

 

 

 

 

【旅行環境整備事業】 ※旅行環境整備事業については、関係法案の成立後に実施する。 

 

（１）外国人観光案内所 ※カテゴリーⅠ及びⅡ以上で補助対象経費が異なります。 

カテゴリーⅠ以上の認定をされた又は認定される見込みがある観光案内所 

○先進機能の整備（多言語案内用タブレット端末、多言語翻訳システム機器） 

○無料公衆無線 LAN 環境の整備に要する経費 

○スタッフ研修 

      カテゴリーⅡ以上の認定をされた又は認定される見込みがある観光案内所 

○先進機能の整備（ＶＲ機器、デジタルサイネージ） 

○多言語での情報発信に関わる整備・改良（案内標識、掲示物、ホームページ、コン 

テンツ作成、案内放送） 

○外国人観光案内所の整備・改良に要する経費 
 

（２）観光拠点情報・交流施設 

◆基幹事業（情報発信機能向上事業） 

○先進機能の整備（ＶＲ機器、デジタルサイネージ、多言語案内用タブレット端末、

多言語翻訳システム機器） 

○案内標識、掲示物等の多言語化、無料公衆無線 LAN 環境の整備に要する経費 

◆効果促進事業 ※基幹事業実施の場合に限り、効果促進事業も補助対象となります。 

○観光拠点情報・交流施設の整備・改良及び洋式便所の整備に要する経費 

○コンテンツ作成、ホームページ及び案内放送の多言語化に要する経費 
 

（３）多様な宗教・生活習慣への対応力の強化 

  ◆啓発事業 

○謝金、（講師の）旅費、会場借料、印刷製本費、その他、実践的なセミナー開催に

あたり必要となる費用 

◆視察事業 ※啓発事業実施の場合に限り、視察事業も補助対象となります。 

  ○（参加者の）旅費、印刷製本費 

 

 

【訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業】 

 

（４）公衆トイレの洋式便器の整備及び機能向上 

◆基本整備項目 

○和式便器の洋式化 

○キャパシティ不足に伴う洋式便器の増設 

○洋式便器の交換(温水洗浄便座を新規に設置するものに限る。) 

○洋式便器の新設（建替、増築、新築時）  

◆追加整備項目 ※基本整備項目実施の場合に限り、追加整備項目も補助対象となります。 

○機能向上に資する設備の整備（温水洗浄便座の設置等） 
 

 

 

 

補 助 対 象 経 費 
 



 

《参 考》 

 

 
（※１）「カテゴリーⅠ以上」とは、カテゴリーⅠからⅢのことを指します。 

分類 主な機能 

カテゴリー

Ⅰ 

パートタイムで英語対応可能なスタッフがいる、又は、電話通訳サービスやボラン

ティアの活用等により英語対応でき、地域内の観光や交通の情報提供ができる。 

カテゴリー

Ⅱ 
英語で対応できるスタッフが常駐し、広域の観光や交通の情報提供ができる。 

カテゴリー

Ⅲ 
英語を含む３言語以上での対応（英語はスタッフが常駐）ができ、全国の観光や交

通の情報提供ができる。 

 

 （※２）「観光拠点情報・交流施設」とは、観光拠点（地域の観光名所）に関する情報提供や、観光拠点に関連

した観光サービスのための交流機会（体験・学習等）の提供を行う施設であって、訪日外国人旅行者

を含む不特定多数の観光客が随時かつ快適に利用できる施設のことをいいます。 

 

 （※３）宗教や文化により食事等の生活習慣に配慮が必要となる訪日外国人等の旅行者が、郷土料理を含む多

種多様な食事等を楽しめる環境整備を図るため、受入に必要な基礎的な知識や実践的なノウハウの習

得を促すことで地域の取組みを支援するものです。 

 

 （※４）訪日外国人旅行者が毎年一定数訪れている（と推定される）観光施設等（観光スポット）周辺等の広

く無料で開放されている公衆トイレを対象とします。 

 

 

〈添付資料：各補助メニューの事業概要〉 

下記資料については、観光庁 HP にて詳細をご覧ください。 

・応募要領 

・要望書様式 

・要望書様式（記載例） 

・Q&A 集 

URL： http://www.mlit.go.jp/kankocho/ news08_000242.html.html 
 

〈参考〉 

 外国人観光案内所認定申請の募集開始について（JNTO HP） 

http://www.jnto.go.jp/jpn/projects/visitor_support/new_network/index.html 

 

 
 



１．補助対象事業者 地方公共団体、民間事業者及び協議会等で、日本政府観光局が、カテゴリーⅠ以上の認定を
している又は認定する見込みがある案内所

２．補助率 国 ： １／３

外国人観光案内所の開設・機能向上への支援

スタッフ研修

訪日外国人旅行者にとって利用しやすい観光案内所の整備を促進するため、設備の設置、施設の
整備・改良等に要する経費の一部について支援 ※国際観光旅客税充当事業

デジタルサイネージ

ホームページ

多言語案内用
タブレット端末

多言語翻訳システム機器

無料公衆無線LAN環境の整備 観光案内所整備・改良等 ・コンテンツ作成
・案内放送の多言語化
・その他

案内標識

３．補助対象経費 カテゴリーⅠ及びⅡ以上で補助対象経費が異なる

カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ カテゴリーⅡ・Ⅲ

ＶＲ（仮想現実）体験

ウェアラブル翻訳機

旅行環境整備事業費補助金
（ 地方での消費拡大に向けた旅行環境整備支援事業（観光案内所））

先進機能の整備

対面翻訳機 等
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外国人観光案内所の認定制度について

■認定制度の概要
・外国人旅行者に対して観光案内所のサービスの充実度の「見える化」を実施。 同時に外国人旅行者にPR。
・認定によるブランド化と観光案内所のｶﾃｺﾞﾘｰ別の分類により、外国人観光案内所の機能向上を促進し、
質を保証。

分類 運営の考え方 多言語対応等 求められる立地

ｶﾃｺﾞﾘｰ３
観光案内のゲー
トウェイ

英語を含む３言語以上での対応（英語はスタ
ッフが常駐）ができ、全国の観光や交通の情
報提供ができる。

外国人旅行者が我が国のゲート
ウェイとして最初に訪れる地域ま
たは特に多く訪れる地域

ｶﾃｺﾞﾘｰ２
次の目的地へ
の橋渡し

英語で対応できるスタッフが常駐し、広域の
観光や交通の情報提供ができる。

外国人旅行者が観光の拠点として
多く利用し、ローカルな情報に加え
、次の移動先などの広域的な情報
の提供が求められる地域

ｶﾃｺﾞﾘｰ１ 地域情報の交
流拠点

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑで英語対応が可能なｽﾀｯﾌがいる、
又は、電話通訳ｻｰﾋﾞｽ等により英語対応で
き、地域内の観光や交通の情報提供ができ
る。

外国人旅行者の最終目的地となり
ローカルな情報の提供が求められ
る地域

ﾊﾟｰﾄﾅｰ施設
観光案内を専業としない施設やボランティア団体等により運営
され、必要な基準を満たすもの。

■認定案内所数

■認定案内所シンボルマーク
（商標登録済み）

・ＪＮＴＯにより認定された案内所で
あることを示すシンボルマーク。
・カテゴリー１～３の案内所は、
旅行者の目に付きやすい場所に
掲出する必要あり。

■認定案内所への支援方策の概要

• 利用者数（国籍別）

• 観光案内所の業務上で
困った点、外国人旅行
者から寄せられる主な
要望、課題等

月次レポート 年次レポート

• 設置設備、サービスの
提供状況（チェック式）

• 観光案内所の業務上で
工夫した点や、共有でき
るノウハウ、ツールなど

業務実績レポートを定期的に提出
認定案内所

• 多言語の通訳サービス（電話）等の提供
• 各案内所から集められたノウハウ、ツール等を整理
し、扱いやすいデータ形式で配布

利用者数や設備・サービスの提供状況等を取り
まとめ、観光庁へ報告

• 観光案内所利用者数の統計資
料（時期別、地域別、カテゴリー
別等で整理）

• 外国人観光案内における課題等
を整理した報告書

日本政府観光局
ＪＮＴＯ

政策の企画・立案に必要なデー
タ等の提供

認定期限の設定

覆面調査の実施

外国人旅行者を積極的に受け入れ
る意欲のある地域

【平成３０年２月末現在】

認定案内所全体研修会
ブロック別研修会

分類 合計

カテゴリー３ 49

カテゴリー２ 266

カテゴリー１ 490

パートナー施設 104

合計 909
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観光拠点情報・交流施設の整備・改良等への支援

訪日外国人旅行者を含む旅行者が「観光名所」に関する情報や、交流機会（体験・学習等）が得る
ことができる「観光拠点情報・交流施設」の取組を支援するため、設備の設置、施設の整備・改良
等に要する経費の一部について支援 ※国際観光旅客税充当事業

デジタルサイネージ

多言語案内用
タブレット端末 多言語翻訳システム機器

３．補助対象経費 基幹事業実施の場合に限り、効果促進事業も補助対象となる

基幹事業（情報発信機能向上事業） 効果促進事業

ＶＲ（仮想現実）体験

１．補助対象事業者 地方公共団体、民間事業者及び協議会等

２．補助率 国 ： １／３

・コンテンツ作成
・案内放送の多言語化
・洋式便所の整備
・その他、情報提供、交流機会提供、
利便性向上のための設備

案内標識

観光拠点情報・交流施設の整備・改良等

ホームページ

旅行環境整備事業費補助金
（地方での消費拡大に向けた旅行環境整備支援事業（観光拠点情報・交流施設））

先進機能の整備

掲示物の多言語化

無料公衆無線LAN環境の整備

対面翻訳機 等

ウェアラブル翻訳機
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【立地場所に関する要件】
・カテゴリーⅡ以上のJNTO認定外国人観光案内所が立地する地域
・「広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業」に取組む地域
・観光圏整備実施計画認定地域
・「文化財総合活用・観光振興戦略プラン」に基づき文化財を中核とする観光拠点の整備
に取り組む地域

・「国立公園満喫プロジェクト」の先導的モデルとして選定され、「国立公園ステップアップ
プログラム2020」の策定に取り組む地域

・観光立国ショーケース選定都市
・東京オリンピック・パラリンピック競技会場立地都市
・ラグビーワールドカップ競技会場立地都市
・広域観光周遊ルート形成計画の広域観光拠点とされた地区
・「食と農の景勝地」の認定を受けた地域
・「景観まちづくり刷新モデル地区」の指定を受けた地区が所在する地域
・重要伝統的建造物群保存地区が所在する地域
・日本版ＤＭＯ登録法人におけるマーケティング対象地域であり具体的な取組が見られる地域
・その他観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議が訪日外国人を含む旅行者の受入環境整備を実
施すべき地域として認めるもの

観光拠点情報・交流施設とは
主要な観光地（※）における 【機能面の要件①＋③ または ①＋②＋③】

①観光拠点（地域の観光名所）に関する情報提供

②観光拠点に関連した交流機会（体験・学習等）の提供を目的とした施設であって、

③訪日外国人旅行者を含む不特定多数の観光客が随時かつ快適に利用できるもの
（商業施設、劇場、レジャー施設、スポーツ施設、遊技場その他これらに類する施設で営利を目的とする企業が運営するものを除く。）

※広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業に取組む等、訪日外国人を含む旅行者の受入に取組む地域

観光拠点情報・交流施設

観光拠点に
縁のある人物の
仮装体験

観光拠点に
関する学習

駅、空港 等

観光拠点

（例）

・観光拠点に関する情報提供
・交流機会の提供

※ 写真の施設はあくまで対象施設
の規模感についてのイメージ例

観光拠点とは、主要な観光地において既に
集客力がある（又は見込むことができる）
観光名所（施設、建築群、史跡、名勝等）
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両国からの訪日旅行者数推移

現状と課題

マレーシア、インドネシアの
ムスリム人口と対人口比

インドネシア ： 2億 485万人（88.1％）
マレーシア ： 1,714万人（61.4％)

出典：「Pew Research Center’s Forum on Religion ＆Public Life」（2010）

出典：日本政府観光局（JNTO）
マレーシア インドネシア

訪日外国人の増加に伴い、多様なニーズ
に対応する必要がある。特にイスラム教徒
の多い東南アジアからの旅行者の対応に
は、食事・礼拝へ配慮することにより、ムス
リム旅行者が安心して滞在できる受入環
境の整備が必要。

基礎的な知識を普及するとともに
、郷土料理等におけるムスリム対
応を実践的なセミナー等を開催し
、地域としての取組みを促すこと
が必要

東南アジア

251万人
10.4%

東アジア

1,747万人
72.7%

欧米等

406万人
16.9%

総計

2,404万人

H28年訪日外国人
旅行者数及び割合

ムスリム向けの対応は一般的に
難しいものと思われており、ムスリ
ム旅行者が快適に旅行出来る地
域は、ニーズに応えた整備が進ん
でいる東京・大阪等の一部地域に
限られている。

両国の旅行の傾向・ニーズ

マレーシア・インドネシアからの旅行者の平均泊数は9.1日、12.4日であり、滞
在日数が長い傾向。また、日本食は魅力的なコンテンツとなっているため、「食
」は地方誘客に効果的 （訪日外国人消費動向調査平成29年速報値）

訪日前に期待していたこと

マレーシア
(回答数342人、選択率516.5%)

インドネシア
(回答数217人、選択率468.1%)

1 日本食を食べること(80.7%) 日本食を食べること(64.8%)

2 ショッピング(68.5%) ショッピング(59.0%)

3 自然・景勝地観光(65.6%) 自然・景勝地観光(54.6%)

今回したこと

マレーシア
(回答数374人、選択率662.7%)

インドネシア
(回答数232人、選択率670.9%)

1 日本食を食べること(96.6%) 日本食を食べること(95.3%)

2 ショッピング(91.1%) ショッピング(84.3%)

3 繁華街の街歩き(82.5%) 繁華街の街歩き(83.9%)

次回したいこと

マレーシア
(回答数352人、選択率627.5%)

インドネシア
(回答数215人、選択率500.3%)

1 日本食を食べること(77.7%) 自然・景勝地観光(48.5%)

2 自然・景勝地観光(63.1%) 日本食を食べること(47.3%)

3 ショッピング(61.3) ショッピング(38.4%)

多様な宗教・生活習慣への対応力の強化支援

※H29：速報値

※両国からの訪日旅行者の多くは中華系であるとみられることに留意 5



１．補助対象事業者
①地方公共団体
②日本版DMO、商工会議所、商工会、観光協会等
③都道府県、市区町村、観光関連事業者等から
なる協議会等

２．補助率 国 ： １／３

多様な宗教・生活習慣への対応力の強化支援

宗教や文化により食事等の生活習慣に配慮が必要となる訪日外国人等の旅行者が、安心して快適
に滞在できるよう、受入に必要な基礎的な知識や実践的なノウハウの習得を促すことで地域の取
組みに要する経費の一部について支援 ※国際観光旅客税充当事業

旅行環境整備事業費補助金
（ 地方での消費拡大に向けた旅行環境整備支援事業）

３．補助対象経費
啓発事業を実施の場合に限り、視察事業も補助対象となる

啓発事業 視察事業

①謝金 ②（講師の）旅費 ③会場借料 ④印刷製本費
⑤その他、実践的セミナー開催にあたり必要となる費用

①（参加者の）旅費 ②印刷製本費

基礎知識を深めるためのセミナー
郷土料理のレシピ集等を用いた実践的な
セミナー

国内の先進事例視察

「協議会等」とは次の①及び②の要件を全て満たすものとする。
① 以下の主体から構成される組織であり、ア）に示す主体が１
者以上必ず含まれていること。
ア）関係する都道府県又は市区町村
イ）関係する観光関連事業者等
ゥ）その他、受入環境整備にあたり協議会が必要と認めるもの

② 規約等により、名称、目的、事業内容、代表者、構成主体、
事務局の所在地、事務処理及び会計処理の方法等を定めてい
る、又は交付申請書提出時までに同様の内容が定められると
認められる組織であること。
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＜参考事例＞
伊勢地域の地域固有料理の
対応レシピ

＜参考資料＞
ムスリム対応の基礎知
識をまとめた観光庁作
成「ムスリムおもてな
しガイドブック」

多様な宗教・生活習慣への対応力の強化支援

①宗教や文化により食事等の生活習慣に配慮が必
要となる訪日外国人等の旅行者の受入に関する
基礎知識を深めるためのセミナー等

○支援内容

②訪日外国人等の旅行者のニーズに合わせて作成し
た郷土料理のレシピ集等を用いた実践的なセミ
ナー等

受入に関心がある個別店舗関
係者等を対象とした国内の先
進事例視察

啓発事業

視察事業

観光関係者へのヒアリング 食事面の工夫についての調査 礼拝スペース等での対応についての調査
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１．補助対象事業 広く無料で開放されているトイレ
２．補助対象事業者 地方公共団体、民間事業者及び協議会等

公衆トイレの洋式便器の整備及び機能向上➀

旅行者が訪日リピーターとなってもらえるよう日本で快適に過ごしていただくための環境整備の一環として、
訪日外国人旅行者が利用しやすい観光地の公衆トイレ整備等に要する経費の一部について支援
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訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金
（地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業（公衆トイレ））

３．補助率 国： １／３
４．補助対象経費 基本整備項目実施の場合に限り、追加整備項目も補助対象となる

①和式便器の洋式化
②キャパシティ不足に伴う洋式便器の増設
③洋式便器の交換（温水洗浄便座を新規に設置するものに限る。）
④洋式便器の新設（建替、増築、新築時）
※上記整備を実施する場合、撤去・内装・衛生設備・取付・建具・電気設備
工事、及び設計・工事管理費等を補助対象とする。

≪基本整備項目≫ ≪追加整備項目≫
※必要最低限の整備に限る

和式便器 洋式便器

・温水洗浄便座の設置 ・ハンドドライヤーの設置

・洗面器の設置交換/自動水栓化 ・化粧鏡の設置/交換

・小便器の設置/交換（旧式→新式） ・室内外照明ＬＥＤ化

・室内冷暖房の設置 ・外装工事(躯体工事は除く）

・窓の交換 ・入口ドアの設置/交換

・多言語やピクトサイン等による案内標識 ・多目的トイレに関わる設備

・トイレ施設内のピクトサインや
多言語表示の設置

・その他



公衆トイレの洋式便器の整備及び機能向上➁
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①対象となる公衆トイレの所在をトイレの周囲やトイレ外壁等に多言語またはピクトサインにより表示している。

②対象となる公衆トイレの所在を地域で作成している多言語の散策マップやWEB等で発信している、または計画があること。

Case①

○×駅

観光スポット

「観光スポット」内

バス停

Case①

○×駅

Case①

○×駅

観光スポット

「観光スポット」内

バス停

Case②

○×駅

「観光スポット」周囲

観光スポット

バス停

Case②

○×駅

Case②

○×駅

「観光スポット」周囲

観光スポット

バス停

Case③

○×駅

「観光スポット」への
アクセス経路

主な移動経路

観光スポット

バス停

Case③

○×駅

Case③

○×駅

「観光スポット」への
アクセス経路

主な移動経路

観光スポット

バス停

①のイメージ例 ②のイメージ例

建物外壁に多言語またはピクト
サインにより、建物がトイレである
ことがわかる

主要な動線等で、多言語また
はピクトサインにより、トイレへ
の案内がされている

配布されている散策マップ等に、
公衆トイレとして案内されている

WEBやスマートフォンのアプリで、
トイレの所在を確認することができる。

※２ 「観光スポット」とは、訪日外国人旅行者が毎年一定数訪れている（と推定される）観光施設等を指す
※３ 周辺の施設から該当の「観光スポット」へアクセスする際の主な移動経路となるエリア

●●公衆便所

×――― toilet

③「観光スポット」へのアクセス経路※3➀「観光スポット」※２内 ➁「観光スポット」の周囲（駐車場等）

(1)立地要件（地域）

(２)立地要件（地域内）

(３)立地要件（情報発信）

５. 補助対象要件

： 上記の地域の内、以下の➀➁③の範囲に所在する

：訪日外国人旅行者に対して分かりやすくトイレの所在を示し、下記の➀➁を満たすものとします。
※本補助事業申請時に満たしていない場合は、補助事業完了までに全ての要件を満たすものとします。

： 広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業に取組む等※１訪日外国人旅行者の
受入れに取組む地域 ※１ 立地場所に関する要件については、観光拠点情報・交流施設と同じ


