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観光・地域づくり関連施策プログラム
地域の魅力向上・地域資源の活用による観光・地域づくり

１．ビジット・ジャパン（VJ）地方連携事業（Ｐ．１）
２．観光圏整備事業（Ｐ．３）
３．観光地域ブランド確立支援事業（Ｐ．５）
４．広域観光周遊ルート形成促進事業（Ｐ．７）
５．地域が稼ぐためのクラウドを活用した知的観光基盤整備事業（Ｐ．９）
６．地域資源を活用した観光地魅力創造事業（Ｐ．１１）
７．テーマ別観光による地方誘客事業（Ｐ．１３）
８．近畿観光まちづくりコンサルティング事業（Ｐ．１５）
９．ふるさと名物応援事業補助金（地域産業資源活用事業） （Ｐ．１７）
10．ふるさと名物応援事業補助金（小売業者等連携支援事業） （Ｐ．１８）
11．地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト（Ｐ．１９）
（小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業）
12．伝統的工芸品産業支援補助金（Ｐ．２０）
13．ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業（Ｐ．２１）
14．地域団体商標制度（Ｐ．２２）
15．ふるさと名物応援事業補助金（Ｐ．２３）
（低未利用資源活用等農商工等連携支援事業）
16．地域・まちなか商業活性化支援事業（Ｐ．２５）
17．先進コンテンツ技術による地域活性化促進事業（Ｐ．２６）

地域の基盤整備・地域交通の活性化による観光・地域づくり
18．訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（Ｐ．27）
19．社会資本整備総合交付金（Ｐ．29）
20．官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業（Ｐ．31）
21．街なみ環境整備事業（Ｐ．32）
22．都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金） （Ｐ．33）
23．空き家等対策（Ｐ．34）
24．コンパクトシティ形成支援事業（集約都市形成支援事業） （Ｐ．35）
25．道の駅 （Ｐ．37）
26．港湾観光交流支援基盤施設(港湾機能高度化施設整備費補助) （Ｐ．38）
27．みなとオアシス（Ｐ．39）
28．インフラツーリズムポータルサイト（Ｐ．40）
29．かわまちづくり支援制度（Ｐ．41）
30．地域公共交通確保維持改善事業（Ｐ．43）
31．地域交通のグリーン化に向けた次世代環境対策普及促進事業（Ｐ．45）
32．地域再生制度（Ｐ．47）
33．地方創生推進交付金（Ｐ．48）

地域での農林水産業・自然環境・IT産業の活用による観光・地域づくり
34．６次産業化ネットワーク活動交付金（Ｐ．49）
35．食によるインバウンド対応推進事業（Ｐ．50）
36．農山漁村振興交付金（Ｐ．51）
37．エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業（Ｐ．52）
38．自然環境整備交付金事業（国定公園等事業）（Ｐ．53）
39．自然環境整備交付金事業（国立公園事業）（Ｐ．54）
40．ＩＣＴ地域マネージャー派遣事業（Ｐ．55）
41．Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備促進（Ｐ．56）
42．IoTおもてなしクラウド事業（Ｐ．57）
43．IoTサービス創出支援事業（Ｐ．58）
44．オープンデータ等利活用推進事業（Ｐ．59）

文化・歴史・スポーツによる観光・地域づくり
45．文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業（Ｐ．60）
46．文化財総合活用・観光振興戦略プラン（Ｐ．61）
47．博物館ネットワークによる未来へのレガシー継承・発信事業（Ｐ．63）
48．日本遺産魅力発信推進事業（Ｐ．64）
49．劇場・音楽堂等活性化事業（Ｐ．65）
50．地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業（Ｐ．66）
51．スポーツによる地域活性化推進事業（Ｐ．67）
52．スポーツツーリズム・ムーブメント創出事業（Ｐ．68）

その他の関連施策による観光・地域づくり
53．消費税免税店制度について（Ｐ．69）
54．産学連携サービス経営人材育成事業（Ｐ．71）
55．使ってみよう！１か月予報と異常天候早期警戒情報（Ｐ．72）
56．潮干狩りのしおり（Ｐ．73）

〔参考:平成２８年度補正予算支援メニュー〕
・訪日外国人受入基盤整備・加速化事業（Ｐ．74）

観光地域づくりのノウハウ及び複合的な取り組み例
観光を通じた地域振興を
図っていくためには、行政
区域にとらわれないエリア
で様々な関係者が連携し、
持続的な取り組みを活性化
させていくことが重要。

１． ビジット・ジャパン（VJ）地方連携事業
概

要

２０２０年までに訪日外国人旅行者数を４０００万人にする等の政府の目標達成に向け、
日本の観光魅力を海外に発信するとともに、日本への魅力的な旅行商品の造成等を促進する
ビジット・ジャパン事業を官民一体で推進する。また、これまでの事業に加え、訪日旅行の
満足度を高め、訪日リピーターを増加させるための取組みを強化する。
●対象者
： 近畿運輸局と連携して事業を実施することの出来る地方自治体、民間企業等
●対象事業 ： ビジット・ジャパン重点市場を対象とした、広域的かつ効果的な訪日外客誘致
促進事業（観光目的地としての日本への外客誘致促進と認知度向上を目的とす
る事業）と認められる事業であって、その事業費のうち１／２までの範囲を国
が負担し、近畿運輸局と共同で 実施する事業です。（補助金ではありません）
●交付要件 ： 採択された事業については、一般競争または企画競争により事業実施請負者を
決定したうえで実施
●負担額・負担率等 ： 総事業費の１／２までの範囲において近畿運輸局が決定。
●手続き等 ： 事業実施年度の前年９月頃に事業実施方針の説明会を開催して事業提案を公募。
ヒアリング実施後、近畿運輸局において事業採択の決定。

ビジット・ジャパン（VJ）地方連携事業
訪日外国人旅行者の拡大
地方
自治体
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事業計画案
観光庁

【事業内容の例】
○旅行会社関係者等の招請
〇海外旅行博への出展
〇海外新聞・雑誌等への広告掲載
〇メディア関係者等の招請
〇外国人向けパンフレット作成
〇教育関係者等の招請 等

実施方針の策定
事業の採択

民間企業

事業費の

発注・事業実施

地域が広域に連携

具
体
事
例

着物体験 （ｴｰｼﾞｪﾝﾄﾌｧﾑ）

海外旅行会社訪問 （ｾｰﾙｽｺｰﾙ）

○問い合わせ・申請先

最大５０％までを
国が負担

酒蔵取材 （ﾒﾃﾞｨｱﾌｧﾑ）

旅行博共同出展 （旅行博、ｲﾍﾞﾝﾄ）

パワーブロガーによる情報発信
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄWEB）

近畿運輸局 観光部 国際観光課
電話０６－６９４９－６７９６ ＦＡＸ０６－６９４９－６１３５
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ＶＪ地方連携事業概要
■重点市場

中国 韓国 台湾 香港 タイ シンガポール
マレーシア インドネシア フィリピン ベトナム インド
アメリカ カナダ イギリス フランス ドイツ イタリア
スペイン ロシア オーストラリア
※赤字は関西で特に優先して事業実施を検討する市場

■事業実施例
◆訪日旅行者が多い国の中でもリピーター率が高く今後も増加が見込まれる台湾・香港において、「関西」の認知度向上・誘客促進を
目指し、関西広域連合各構成団体及び関西経済界トップによる政府関係機関・旅行業団体等との意見交換や交流レセプション、
商業施設等における観光展等により関西をPRし、関西エリアの認知度向上・誘客促進に向けた事業を実施
台

香

湾

・台湾交通部長
・台北市長
・台湾交流レセプション
・中華民国旅行商業同業
協会全国聯合会
・台湾外交部等
・高雄市政府等

【台北市政府 柯 文哲 市長】

港
・EGLツアーズ
・香港交流レセプション
・香港貿易発展局
・イオンストアーズ香港
での関西観光展

【高雄市政府 楊 明州 秘書長 他】

【香港貿易発展局 方 舜文 総裁 他】

【EGLツアーズ 袁 文英 社長 他】 【イオンストアーズ香港での関西観光展】

【台湾交流レセプション】

◆FIT化の進む旅行業界の中でもラグジュアリー層は、トラベルコンサルタント（ラグジュアリー層をクライアントに持つ旅行企画・手配会社）
を通しての手配が主流であり、優先的に情報収集や予約のできるプラットフォームが重要
◆ラグジュアリー市場への戦略的な取組を希望する自治体によるラグジュアリートラベルアライアンスを発足し、 「点」ではなく「面」での訴求
を促進し相互送客や長期滞在を目指す
旅行博出展（ILTMカンヌでのPR）

FAM TRIP（海外のﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ招請）

【日程】平成28年12月5日～８日 【場所】カンヌ（フランス）
78の国地域から1500の出展者と1400のバイヤーが参加

【コース1】石川～富山～京都 【招請】米・英
【コース2】札幌～和歌山～奈良～京都 【招請】豪・仏
【体験】妙心寺春光院
座禅だけでなく、住職の説明（英語）
は説得力と人を惹きつける魅力があり、
佇まいも含め、すべてにおいて際だって
すばらしいと高評価

会場内に設置され
たメディアセンター
で 、富裕 層向けに
京都の魅力を発信

【食事】総持院
住職のおもてなし、清潔な宿坊、修行
僧による食事のサービスなど、すべて感
動的でラグジュアリーに合った施設である
と高評価

各国有力メディア
約50社に京都を
PRし、今後につな
が る コネ クショ ンを
獲得

【宿泊】べにや無何有
地元の食材がふんだんに使用された見
た目にも美しい料理、オーナー自らお茶
のお点前をする特別なおもてなしなど大
変すばらしいと高評価

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝよる
PR及び日本酒試
飲・茶菓子の提供
等 に よ り 、京 都 の
ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽが向上

-2-

２．観
概

光
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備

事

業

要

観光立国の実現に向けて、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を促進するためには、内外
観光客の宿泊旅行回数・滞在日数の拡大を目指し、２泊３日以上の滞在型観光を促進することが必
要となっている。
そのため、観光旅客の来訪及び滞在を促進を図るとともに、地方自治体が、観光関係団体、農林
漁業団体、ＮＰＯ等地域の幅広い関係者と連携して作成する「観光圏整備計画」に基づき、協議会
が実施する地域の活性化の取組みを支援する。

新基本方針に基づく観光圏整備実施計画認定地域（10地域＋3地域追加）

○問い合わせ・申請先

近畿運輸局 観光部 観光地域振興課
電話０６－６９４９－６４１１ ＦＡＸ０６－６９４９－６１３５
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観光圏整備事業にかかる関連施策
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３．観光地域ブランド確立支援事業
概

平成２９年度予算額案
：２０５百万円

要

国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域の取組
段階に応じ、地域独自の「ブランド」の確立を通じた日本の顔となる観光地域の創出に向けた取
組を支援する。

● 対 象 者
法人格を有する「観光地域づくりプラットフォーム」
（観光圏整備法（「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」（平成20年
法律第39号）及び基本方針（「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方
針」（平成24年12月27日改正））に基づき作成され、かつ同法第8条第3項により新たに認定を
受けた観光圏整備実施計画に記載されている法人。）

● 対 象 事 業
（１）観光地域ブランド確立基盤づくり支援
○ 補助対象事業：ブランド戦略の策定に係る事業
（ブランドのコンセプトの磨き上げ、ブランドのコンセプトを来訪者が体感できる滞在プロ
グラムの企画等）
※対象地域は観光圏の取組みが一定程度地域に浸透し、かつ、地域独自の価値を戦略的
に創出・提供することにより「ブランド」の評価の確立を目指す地域
（２）観光地域ブランド確立支援
○ 補助対象事業：ブランド戦略に基づく事業
①主たる滞在促進地区を起点とする滞在プログラムの実施するに当たっての課題を解決す
るために必要な事業
（滞在プログラム等と連動した修景、ガイド育成、案内板の整備等）
②主たる滞在促進地区の魅力を向上するために必要な事業
（宿泊サービスの改善・向上、地区の景観の維持・向上等）
③観光地域のブランド確立のために必要となるブランドの管理を行う事業
（マーケティング調査、品質管理・保証システムの開発等）
等
※対象地域はブランド戦略を策定の上、ブランドの維持・向上に向けた事業を実施する
地域

●支援内容
（１）観光地域ブランド確立基盤づくり支援
（２）観光地域ブランド確立支援

⇒補助額：上限500万円

⇒補助額：事業費の４割

※ 滞在プログラムの企画、ガイド育成、宿泊サービスの改善・向上、マーケティング調査、
品質管理・保証システムの開発 等
◆ 観光交流人口の拡大による地域の活性化のためには、滞在交流型観光の促進が重要
◆ 我が国の人口減少が進み、観光客獲得の国際競争が激化する中、国内外から選好される滞在
交流型の地域づくりを促進するため、「観光地域づくりプラットフォーム」による地域独自
の「ブランド」の確立に向けた取組を支援することで滞在交流型観光を推進

○問い合わせ・申請先

近畿運輸局 観光部 観光地域振興課
電話０６－６９４９－６４１１ ＦＡＸ０６－６９４９－６１３５
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●事業イメージ

観光地域づくりプラットフォームの役割
観光地域
づくり実施
基本方針
の策定

観光旅客及び市場に関
するマーケティング調査
の定期的実施及び当該
分析に基づく観光地域
づくり実施基本方針の
改善

観光圏内にお
ける観光旅客
の滞在・回遊を
促進するため
に必要となる事
業

観光旅客及
び市場に対
して一元的
な対応を行
う体制の構
築

観光圏整備事業の実施
に必要となる連携等に係
る調整若しくは実施状況
の管理又は評価等

観光地域づくりプラットフォームに必要となる要件
複数の観光地域づくり
マネージャーで構成

法人格

会計の
区分経理

確実な実施等を担
保する体制の構築

関係者との必要な
連携・調整

支援対象（観光地域づくりプラットフォームが行う以下の取組）
（１）観光地域ブランド確立基礎づくり支援【ステージ１】
目指すべき地域の将来像の策定、マーケティングの実施等を通じたブランド戦略の構築
（補助額：上限500万円）
（２）観光地域ブランド確立支援【ステージ２】
ブランド戦略に基づく、取組の課題を解決するための事業、主たる滞在促進地区の魅力を
向上するために必要な事業、
ブランドの管理を行う事業等（補助額：事業費の4割）
事業例：滞在プログラムの企画開発、ガイド育成、二次交通需要調査、品質管理・
保証システムの開発 等
滞在交流型観光の推進と地域独自の「ブランド」の確立による観光を通じた地域の活性化

観光地域ブランド確立支援事業選択一覧
ニセコ観光圏
（北海道：蘭越町、ニセコ町、倶知安町）

富良野・美瑛観光圏
（北海道：富良野市、美瑛町、上富良野町、
中富良野町、南富良野町、占冠村）

海の京都観光圏
(京都府：福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、
伊根町、与謝野町）
香川せとうちアート観光圏
（香川県：高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、
さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、
宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町）

水のカムイ観光圏
（北海道：釧路市、弟子屈町）
トキめき佐渡・にいがた観光圏
（新潟県：新潟市、佐渡市）

にし阿波～剣山・吉野川観光圏
（徳島県：美馬市、三好市、つるぎ町、
東みよし町）

雪国観光圏
（新潟県：魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市
、津南町、群馬県：みなかみ町、長野県：栄村）

「海風の国」佐世保・小値賀観光圏
（長崎県：佐世保市、小値賀町）

八ヶ岳観光圏
（山梨県：北杜市、長野県：富士見町、原村）
浜名湖観光圏
（静岡県：浜松市、湖西市）
豊の国千年ロマン観光圏
（大分県：別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、
国東市、日出町、姫島村）

阿蘇くじゅう観光圏
（熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、
山都町、大分県：竹田市、宮崎県：高千穂町）
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４．広域観光周遊ルート形成促進事業
概

平成２９年度予算案額
：１，６１２百万円

要

訪日外国人旅行者の地方誘客に資するテーマ・ストーリーを持ったルートの形成を促進
するため、具体的なモデルコースを中心に、地域の観光資源を活かした滞在コンテンツの
充実、外国人旅行者の周遊促進の取組、ターゲット市場へのプロモーション等を支援する。

● 対 象 者
○広域観光周遊ルートに認定された協議会等（事業実施主体）

● 対 象 事 業
○マーケティング調査
○計画策定（専門家の招へい等を含む）
○観光資源の磨き上げ
○受入環境整備（多言語表示、無料Wi-Fi環境など）
○海外プロモーションの実施
○広域周遊ツアーの企画・販売
○その他広域での地域共通の取組 等

●支援内容
○総事業費の１／２以内（パッケージで支援）

●事業イメージ

○問い合わせ・申請先

近畿運輸局 観光部 観光地域振興課
電話０６－６９４９－６４１１ ＦＡＸ０６－６９４９－６１３５
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「美の伝説」対象地域の地図
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5．地域が稼ぐためのクラウドを活用した知的観光基盤整備事業
概

要

観光地域のマーケティング・マネジメントを「誰でも、簡単に、効率的に」行うことを可能と
するシステム・ツールである「ＤＭＯクラウド」を開発し、地域に提供する。

● 対 象 者
登録された日本版ＤＭＯ候補法人等
日本版ＤＭＯは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の
視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づい
た観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備え
た法人です。

●支援内容
「ＤＭＯクラウド」の開発を通じた、
➀日本版ＤＭＯの実施するマーケティング・マネジメント業務を効率化するための各種支援
ツールの提供
➁日本版ＤＭＯが必要とする専門業者・専門人材を検索・活用するためのマッチング機能の
提供
➂日本版ＤＭＯが他地域のＤＭＯの先進的な取組等の情報を参照できる仕組みの提供

●事業イメージ

地域が稼ぐためのクラウドを活用した知的観光基盤整備事業
○観光地域のマーケティング・マネジメントを「誰でも、簡単に、効率的に」行うことを可能
とするシステム・ツールである「ＤＭＯクラウド」を開発し、地域に提供
○ＤＭＯが果たすべき様々な機能・役割について、システムによる支援を行うとともに、クラ
ウド環境を通じて各ＤＭＯ間の連携や好事例の横展開を促進

専門的ノウハウを持つ民間事業者・民間人材
オプションツールの開発

専門的ノウハウの提供

ＤＭＯクラウド
マーケティング、マネジメントの
実施を支援する各種ツール
【例】・ＤＭＯ内でスケジュール
や業務管理を行うため
のグループウェア機能
・経済効果分析ツール
・地域全体での顧客管理
システム

国

専門的ノウハウを持つ民間業者、
民間人材とのマッチング機能

各DMOの情報

自治体
観光統計

クラウドシステムを通じた、 ①マーケティング・マネジメント業務の効率化
②専門業者・専門人材の検索・活用
③他DMO等の情報の取得・活用

RESAS等
オープンデータ

ＤＭＯ

ＤＭＯ
連携促進

○問い合わせ・申請先

ＤＭＯ
好事例の横展開

国土交通省 観光庁 観光地域振興課
電話０３－５２５３－８３２８ ＦＡＸ０３－５２５３－８９３０
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日本版ＤＭＯの候補となりうる法人の登録について～制度概要～
登録の５要件

概要
○
○

日本版ＤＭＯの候補となりうる法人を観光庁に「登録」。
登録された法人（日本版ＤＭＯ候補法人）に対して、
関係省庁連携支援チームを通じて支援。

目的
①

取組目標･水準の提示による日本版ＤＭＯの形成･確立
の促進
② 日本版ＤＭＯの形成･確立を目指す地域の情報を共有
することによる支援の重点化
③ 日本版ＤＭＯ候補法人の間の適切な連携を促すによる
各法人間の役割分担がされた効率的な観光地域づくり

登録の枠組み
【登録対象】
地方公共団体と連携してマーケティングやマネジメント等
を行うことにより観光地域づくりを担う法人
【登録の区分】対象エリアの広さに応じた３区分で登録
○広域連携ＤＭＯ
･複数都道府県に跨がる区域（地方ブロック単位）を一
体とした観光地域として、観光地域づくりを行う組織
○地域連携ＤＭＯ
･複数の地方公共団体に跨がる区域を一体とした観光地
域として、観光地域づくりを行う組織
○地域ＤＭＯ
･原則として、基礎自治体である単独の市町村の区域を
一体とした観光地域として、観光地域づくりを行う組織
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６．地域資源を活用した観光地魅力創造事業
概

平成２９年度予算案額
：２７０百万円

要

地域の伝統文化、美しい自然、歴史的景観、豊かな農山漁村、魅力ある食文化等、地域の観光
資源を活かした着地型旅行商品の造成や名産品の開発等を支援することにより、魅力あふれる観
光地域づくりを推進。

●対象者
●対象事業

単一市町村、観光協会、交通事業者、旅行業者、地域づくりの取組を実施
する者等により構成された協議会
地域資源の磨き上げのため、戦略的かつ一体的な取組を行う地域に対して旅行商品の
造成等を支援
１．計画の策定（観光地域づくりに関する基本的な計画の策定 等）
２．マーケティング（商品造成に必要なニーズ調査や動向調査 等）
３．旅行商品造成 （モデルコース・体験プランの企画、モニターツアー、造成した旅行
商品のPR 等）
４．名産品開発（地元の産品を活用したお土産品の造成 等）
※財産が残る可能性がある経費、経常的な経費については地域負担とする。

●支援内容

個別事業の実施に必要な経費の総額の２分の１以内の金額を予算の範囲内で負担する。
（支援期間は最大で3年間。ただし、国の負担割合は事業終了後の自立を促す観点から、
1年目：2分の1、2年目：5分の2、3年目:10分の3とする）

●事業イメージ

○問い合わせ・申請先

近畿運輸局 観光部 観光地域振興課
電話０６－６９４９－６４１１ ＦＡＸ０６－６９４９－６１３５
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地域資源を活用した観光地魅力創造事業（平成２８年度の実施地域一覧）

地域資源を活用した観光地魅力創造事業 （近畿運輸局管内）
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7．テーマ別観光による地方誘客事業
概

要

国内外の観光客が全国各地を訪れる動機を与えるため、特定の観光資源に魅せられて日本各地
を訪れる「テーマ別観光」のモデルケースの形成を促進し、新たな旅行需要を創出する。

● 対 象 事 業
酒蔵や産業遺産など、特定の観光資源に魅せられて全国各地を訪れる「テーマ別観光」は、
旅行者に複数地域への来訪動機を与えるものであることから、テーマ毎の新たな旅行需要を
創出するため、各地域の組織から構築されるネットワーク組織を対象として、全国各地に点
在するテーマ毎の観光資源のネットワーク化による情報発信力の強化等を支援。

● 支 援 内 容
ネットワークの構築
・地域連携協議会の設立
ネットワーク間の共同での取組
・マーケティング
・共通パンフレット
・周遊クーポン等の作成
・周遊プランの形成 ・共同プロモーション ・共同サイト開設
ネットワークの拡大推進
・シンポジウム開催 ・共通マニュアル作成

等

● 事 業 概 要
Ｘ地域

Ｗ地域

同じテーマで観光振興を
図る複数地域による
地域連携協議会の設置し、
ネットワーク化を促進、
情報発信力を強化

Ｙ地域

Ｚ地域

●テーマ別観光となる観光資源の例
酒蔵ツーリズム、ロケーションツーリズム、エコツーリズム、世界遺産・日本遺産、社寺観光 等
酒蔵ツーリズム

ロケーションツーリズム

・酒造りの現場見学会の開催
・杜氏を交えた利き酒会
・酒の副産物を活用した商品開発

・ロケ地を観光資源
として活用
・ロケ地マップ（映画
等に撮影された場所
の地図）を作成し、
観光客の周遊を促進

○問い合わせ・申請先

エコツーリズム
・専門ガイドを通じ、自然や
文化等の重要性を観光客に
浸透させることを促進

国土交通省 観光庁 観光資源課
電話０３－５２５３－８９２５ ＦＡＸ０３－５２５３－８９３０
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平成28年度テーマ別観光による地方誘客事業選定一覧（７件）
テーマ

エコツーリズム

街道観光

協議会名
（協議会の代表者）

概要

エコツーリズム地域推進協議会
（予定）
（ＮＰＯ法人日本エコツーリズム
協会）

○北海道や群馬等エコツーリズムを進める地
域をネットワーク化し、着地型旅行商品の
販売方法や地域内の連携方法を情報共有さ
せるため、インバウンド向けの調査や商談
会、コンテンツの作成等を行う。

街道観光推進会議（日本歴史街道
ネットワーク）（予定）
（ＮＰＯ法人全国街道交流会議）

○全国の街道地域をネットワーク化し、街道
に関係する城下町や宿場町などの歴史的風
土を活かした「街道観光」をテーマに、共
同でのプロモーションやモニターツアーの
実施等を行う。

○国立西洋美術館を含むル・コルビュジエの
建築群が世界文化遺産登録され、近代建築
の文化的価値に対する関心が高まっている
近代建築ツーリズムネットワーク
ことを踏まえ、まず今年度は同氏の弟子で
近代建築ツーリズム （予定）
あった前川國男建築にゆかりのある全国各
（青森県弘前市）
地をネットワーク化する。前川氏の作品を
巡るモニターツアーの開催やシンポジウム、
PRツールの作成等を行う。
○全国各地の酒蔵を新たにネットワーク化し、
酒蔵ツーリズム推進協議会（予定）
酒蔵ツーリズム
共同プロモーションに向けた基礎調査やモ
（（株）アサツー ディ・ケイ）
ニターツアーの実施等を行う。
○全国に点在する社寺を巡礼の地としてつな
げる「社寺観光」を推進するため、今年度
は徳川家康公没後400周年にゆかりの深
社寺観光地域連携協議会（予定）
社寺観光 巡礼の旅
い社寺（静岡・愛知・埼玉・栃木・宮城）
（（一社）全日本社寺観光連盟）
をネットワーク化し、インバウンド向けモ
ニターツアーや多言語サイトの構築等を行
う。
明治日本の産業革命遺産世界遺産
明治日本の産業革命
ルート推進協議会（予定）
遺産
（（一財）産業遺産国民会議）

○世界遺産「明治日本の産業革命遺産」（8
県11市）をネットワーク化し、多言語ガ
イドマップやホームページ製作等を通じ、
各地域への訪問者が周遊する仕組みの構築
を行う。

ロケツーリズム協議会（予定）
（（株）地域活性プランニング）

○ロケツーリズムに取り組む全国各地をネッ
トワーク化し、どの地域でも実践できるロ
ケ誘致から観光客向け情報発信に至るノウ
ハウのマニュアル化、モデル地域における
ロケ地マップの制作、ロケ地ツアーの商品
化等を行う。

ロケツーリズム
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８．近畿観光まちづくりコンサルティング事業
概

要

近畿運輸局と近畿地方整備局は、国際競争力のある観光地づくりの推進に向けて、地域と旅行業
者等との連携・協働により地域の観光魅力を発掘・増進させ、あらたな企画旅行商品として流通
を促進するため、旅行業者等のメンバーからなる「近畿観光まちづくりアドバイザリー会議」を
設置し、地域に対するコンサルティング事業を実施。

●対象者
地方公共団体、地方公共団体が出資・出損をおこなう法人、公益法人、特定非営利活動法人及び法
人格を有する協同組合等。

● 対 象 事 業
各地域の観光振興に向けた具体的な取り組みに関する情報を収集・整理するとともに、地域の要請等
に応じて適宜、アドバイザリー会議メンバーによるアドバイスを行うとともに、各地域と旅行会社との商
談会の開催の取組み等を支援する。

●事業イメージ
地域観光コンサルティングの促進に向けた取組
地域観光コンサルティング促進セミナーの開催
○基調講演
○観光地の活性化に向けた地域観光コンサルティングの促進について
「地域観光マーケティングシート」の配布並びに活用方法の説明及び募集開始

大手旅行会社

鉄道会社

航空会社

観光カリスマ

観光まちづくり
アドバイザリー会議

事前整理・審査
・ 「マーケティングシート」の応募があった地域について情報収集やデータ
整理を 実施

第１回アドバイザリー会議

他省庁
地方支分部局

地方公共団体
地方運輸局・地方整備局

・整理された「地域観光マーケティング戦略シート」について、重点地域として、
地域を選定

【過去の実施地域】

現地調査の実施
第２回アドバイザリー会議
・現地調査を受けて、地域の観光組織構築や旅行商品開発等に関して、委員と
選択された者による意見交換

第３回アドバイザリー会議
・応募地域について、地域観光組織構築や旅行商品開発等に関するアドバイス
を検討
・重点地区の現状及び課題の分析、提言等の検討を実施。

第４回アドバイザリー会議
・重点地区の現状及び課題の分析、提言等の検討を実施。

提言書の交付
○問い合わせ・申請先

○平成18年度 海南市、日高町、舞鶴市、
宮津市
○平成19年度 三木市
○平成20年度 加西市、亀岡市
○平成21年度 柏原市、田尻町
○平成22年度 丹波市、河内長野市、高槻市
○平成23年度 天理市、桜井市、橿原市、
明日香村（３市１村連携）
○平成24年度 吹田市
○平成25年度 守山市
○平成26年度 西脇市
○平成27年度 奈良県野迫川村
○平成28年度 富田林市

近畿運輸局 観光部 観光地域振興課
電話０６－６９４９－６４１１ ＦＡＸ０６－６９４９－６１３５
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平成28年度の支援対象地域：大阪府富田林市
昭和の高度経済成長期以降、衛星住宅都市として発展。
阿倍野・なんばから電車の乗り換えなしで約３０分の立地にありながら、豊かな自然に
囲まれ、社会インフラが整備された優良な居住環境を有する。
「子育てしやすいまちづくり」・「安全で安心なまちづくり」を市政の重点に置き、す
べての市民にとって暮らしやすいまちづくりを推進。
位置：大阪府東南部
面積：39.72ｋ㎡
人口：１１４，１７９人
世帯数：５０，４０７世帯
市政施行：昭和２５年４月１日
富田林寺内町

町屋のカフェ

じないまち雛めぐり

【年間スケジュール（予定）】
平成２８年

７月 募集
評価シート提出

平成２８年

９月 第1回アドバイザリー会議

平成２８年 １０月 現地調査・意見交換会
平成２８年 １２月 第2回アドバイザリー会議
平成２９年

１月 第3回アドバイザリー会議

平成２９年

３月 第４回アドバイザリー会議

平成２９年

４月 提言書交付式
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９．ふるさと名物応援事業補助金（地域産業資源活用事業）
目的・概要
地域の優れた資源（農林水産品、鉱工業品、鉱工業品の生産に係る技術又は観光資源等。以下「地域
資源」という。）を活用した商品・役務の開発や販路開拓等の取組に要する経費の一部を国が補助す
ることにより、地域の中小企業者・小規模企業者による売れる商品づくりや地域発のブランド構築の
実現を目指し、地域経済の活性化及び地域中小企業者・小規模企業者の振興に寄与することを目的と
する。
●補助対象者
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成１９年法律第３９号）第
６条第１項に基づく地域産業資源活用事業計画（開発・生産型）の認定を受けた同法第２条第１項に規
定する中小企業者
●補助対象事業
認定された地域産業資源活用事業計画（開発・生産型）に従って行われる、単独又は複数の中小企業
者による地域資源を活用した商品又はサービスの開発及びその販路開拓等の事業
●補助上限額
５００万円（ただし、４者以上の共同申請案件の場合には２，０００万円）
●補助率
２／３以内（１、２回目）、１／２以内（３～５回目）

＜地域産業資源活用事業計画等の認定の流れ＞

○問い合わせ・申請先

近畿経済産業局 産業部 産業振興室 地域資源担当
電話０６－６９６６－６０５４ ＦＡＸ０６－６９６６－６０７８
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10．ふるさと名物応援事業補助金（小売業者等連携支援事業）
目的・概要
小売業者等が地域の優れた資源（農林水産品、鉱工業品、鉱工業品の生産に係る技術又は観光資源
等。）を活用した商品・役務に関する市場動向等の情報を地域の製造事業者等にフィードバックし、
消費者嗜好を捉えた商品づくりに繋げるための取組に要する経費の一部を国が補助することにより、
地域の製造事業者等による売れる商品づくりや地域発のブランド構築の実現を目指し、地域経済の活
性化及び地域中小企業者・小規模企業者の振興に寄与することを目的とする。

●補助対象者
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成１９年法律第３９号）第
６条第１項に基づく地域産業資源活用事業計画（需要開拓型）の認定を受けた同法第２条第１項に規定
する中小企業者又は同法第８条第１項に基づく地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けた一般社団
法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人
●補助対象事業
認定された地域産業資源活用事業計画（需要開拓型）又は同法第８条第１項に基づいて認定された地
域産業資源活用支援事業計画に従って行う事業
●補助上限額
１，０００万円
●補助率
２／３以内（１、２回目）、１／２以内（３～５回目）

＜地域産業資源活用事業計画等の認定の流れ＞

○問い合わせ・申請先

近畿経済産業局 産業部 産業振興室 地域資源担当
電話０６－６９６６－６０５４ ＦＡＸ０６－６９６６－６０７８
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11．地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト
（小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業）
目的・概要
○地域の小規模事業者による全国規模のマーケットを狙った新事業展開を促進するため、地域
の資源を活かした新商品開発や全国的な販路開拓等への取組みや、地域の産品等、日本の美
などの価値等、その地域において体験してもらうことを通じたブランド形成等に対して幅広
く支援する。
○地方において、環境問題、少子高齢化、人口の都市部偏在等の課題が顕在化している中で、
こうした課題解決について、生活者の視点から行う事業（コミュニティ･ビジネス）であり、
商工団体が小規模企業、地元自治体等と一体となって取り組む事業（まちづくり・むらおこ
し、介護・福祉等）に対して、地域経済の活性化及び雇用創出の観点から支援を実施する。
●対象事業
①特産品開発事業
地域の資源（農水産品・文化・技術など）を活かした新たな製品（特産品等）の開発
または改良に関する事業及びその普及に関する事業
②観光開発事業
地域の資源（名所・施設・産業など）を活用した新たなサービス事業や観光資源のＰＲなど
観光に関する事業及びその普及に関する事業。着地型観光開発を含む。
③特産品・観光開発事業
上記①②の両方（関連性があるもの）を実施する事業
④コミュニティビジネス創出事業
地域の課題（少子高齢化、人口の都市部偏在、過疎等により生じている諸問題）の解決に資する事業

●支援内容
○調査研究事業
１件あたり上限500万円～下限100万円（定額補助）
○１年目事業
補助率： 総事業費の２／３以内
補助金額：【通常案件】
上限800万円～下限100万円
（総事業費：1,200万円～150万円）
【共同実施案件】 上限1,000万円～下限１００万円 （総事業費：1,500万円～150万円）
○２年目事業
補助率： 総事業費の１／２以内
補助金額：【通常案件】
上限600万円～下限１００万円 （総事業費：1,200万円～200万円）
【共同実施案件】 上限750万円～下限１００万円 （総事業費：1,500万円～200万円）

国

補助

全国商工会連合会
日本商工会議所

（定額）

補助

商工会、商工会議所、
都道府県商工会連合会

（定額（10/10）・2/3・1/2）

●事業イメージ

小規模企業、ＮＰＯ、
地元の任意団体等

○

地域力活用新事業創出支援事業取組事例
田辺商工会議所（和歌山）＜観光＞
紀州梅を関連づけた展示会の開催や、体験型観光商品の開発を通して、地域内外
に梅産業の文化をPR。また、地元の梅関連商業者と農家との連携を通じて、観光
商品を研究・開発し、連携体制の構築を推進。
○

コミュニティ・ビジネス開発事例
大阪商工会議所（大阪）
［地域の課題］
超高齢化、人口減少に伴う老朽化
・遊休化した住宅・オフィスビル等
の中古物件の存在。

○問い合わせ・申請先

事例集やセミナー等により先行し
ているリノベーション事例の情報
提供をする各社が、具体的な課題
の解決方法や成功要因などを把握
し、ビジネス展開への活用を支援。

全国商工会連合会 電話０３－６２６８－００８６
日本商工会議所
電話０３－３２８３－７８７４
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12．伝統的工芸品産業支援補助金
概要
伝産法第2条に基づき指定を受けた伝統的工芸品を対象とし、個々の産地の実情に応じた事業
計画に沿った需要開拓、人材育成・確保等の取組を支援。
●対象者
伝産法に基づく各種計画の認定を受けた国指定の伝統的工芸品製造事業者・組合及びそれらを支援する者

●対象事業
大臣認定を受けた下記計画に基づいて実施される事業を対象とします。
１．振興計画：産地の特定製造協同組合等が産地全体の振興を図る計画
２．共同振興計画：産地の特定製造協同組合等が販売組合や個別の販売事業者とともに需要の開拓
のためにたてる計画
３．活性化計画：個々の製造事業者やグループ等による伝統的工芸品産業の活性化のための意欲的
な計画
４．連携活性化計画：他の伝統的工芸品との産地間連携による産業活性化のための意欲的な計画
５．支援計画：伝統的工芸品産業を支援しようとする者が従事者の後継者の確保及び育成、消費者
との交流推進、その他伝統的工芸品の振興を支援する計画
●予算額
３．６億円
●公募時期 例年1月下旬頃を予定

●支援内容
下記事業について、上限2,000万円を補助。（ ）は補助率。
【振興計画】 後継者育成事業（１／２、２／３以内）、技術・技法の記録収集・保存事業、原材料確
保対策事業、需要開拓事業、意匠開発事業（２／３以内）
【共同振興計画】 需要開拓等共同展開事業、新商品共同開発事業（２／３以内）
【活性化計画・連携活性化計画】 活性化事業、連携活性化事業（２／３以内）
【支援計画】 人材育成・交流支援事業、産地プロデューサー事業（１／２以内）

●事業イメージ
伝統的工芸品産業振興の目的 －伝統的工芸品産業の振興による地域経済の発展－
 地域の資源と匠の技を基盤とする我が国の伝統的工芸品産業は、１００年以上の長い歴史・風土の中で培わ
れ伝承されてきた日本文化を象徴する産業。
 これら地域に根ざした伝統的工芸品は、観光資源の重要な要素として、地域産業・経済の発展と雇用の創出
に貢献している。
 経済産業省は、その文化性に着目した伝統的な技術・技法を継承するのみならず、産業活動として維持・発
展させるための取組を支援している。
事業の概要・目的
 昨今の生活様式の変化や安価な輸入品の増大による需要の低迷等の課題に直面し、伝統的技術・技法の継承が
危機的状況にある。
 本事業では、これら伝統的工芸品産業の振興を図り、もって地域経済の発展に寄与するため、伝産法に基づき、
各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、観光など異分野との
連携や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での需要開拓事業などの取組を支援。
条件（対象者、
対象行為、補助率等）

国指定伝統的工芸品の製造協同組合等

国
補助 2/3、1/2

事業イメージ
○人材育成事業
○需要開拓事業
伝統の技を活かし、洋装でも使用できる「絞りショール」を開発し、首
都圏の見本市に出展。【京鹿の子絞】

伝統的な匠の技の継承を、従来の「弟子入り」の形ではなく学校形式
にして、短期間に集中的・徹底的に教育を行うことで、即戦力として
働ける人材を確保する。【博多織】

授業風景（教養科目）

展示会風景

○問い合わせ・申請先

近畿経済産業局 産業部 製造産業課
電話０６－６９６６－６０２２
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授業風景（実技科目）

13．ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業
目的・概要
複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界
に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することにより、地
域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に
寄与することを目的とする。

●対象者

：商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、
組合、一般財団法人または一般社団法人、NPO、中小企業者の４者以上の連携
体等

●対象事業 ：① 戦略策定支援事業（０年目）
参画する中小企業等の共通認識を醸成し、自らの現状を分析し、明確なブラ
ンドコンセプトと基本戦略を策定するため、専門家の招聘や市場調査を実施
する経費等を補助。
② ブランド確立支援事業（１年目～３年目）
複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を
高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立するため、専門家の招聘、
試作品の 開発、展示会への出展に要する経費等を補助。
●補助金額・補助率等 ： ① 戦略策定支援事業
定額補助（上限200万円、下限100万円）
② ブランド確立支援事業
補助対象経費の３分の２以内（上限2,000万円、下限100万円）

○問い合わせ・申請先

近畿経済産業局 産業部 産業振興室 ＪＢ担当
電話 ０６－６９６６－６０５４
ＦＡＸ ０６－６９６６－６０７８
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14．地域団体商標制度
目的・概要
地域の事業者が協力して、地域特産の農作物などにブランド（例えば、「東京りんご」な
ど）を付けて生産、販売などを行う場合、他人に勝手に使用されるのを防ぐために、商標権
を取得することが有効です。
しかし、「東京りんご」というネーミングは、地域名（東京）と商品名（りんご）を合わ
せただけの単純なネーミングなので、通常の商標としては商標権を取得することは困難です。
そこで、このような「地域名+商品・役務名」の文字から構成される商標でも、一定の条
件を満たせば商標登録できる「地域団体商標」があります。
本制度が活用されることにより、地域全体や構成員の結束強化・ブランド意識の向上、模
倣品の被害軽減、及び商品・サービスの宣伝・イメージアップにつながり、産業競争力の強
化と地域経済の活性化が期待されます。
●対象者

：法人格を有し、かつ設立根拠法により加入の自由が保証された組合（農協、漁協等）、
商工会、商工会議所、ＮＰＯ法人 ※これらに相当する外国の法人も含まれます。
●対象事業 ：地域名と商品（役務）名からなる地域団体商標登録の出願
●手続き等 ：特許庁にて出願を随時受付。権利取得までの流れはフロー図参照。

権利取得までの流れ
○地域団体商標を取得するには、特許庁に出願料等を納付し出願する必要があります。
○書面の不備等の確認が行われた後、審査官による審査が行われます。
○登録要件を全て満たしていた場合は、登録とする旨の通知が特許庁から送られてきます。
○登録料を納付して、初めて商標権として権利が発生します。
○権利期間は１０年ですが、更新料の納付により半永久的に継続させることができます。

審

出願
特許庁に「地域団体
商標登録願」と、必
要な書類を申請する
と共に、出願料金を
納付します

査

特許庁で、出願内容
の審査を受けます

登

録

審査に合格すると登録の
通知が送られてきます

拒

●出願料（商標登録出願：通常） 3,400円 ＋（8,600円×区分数）
●登録料（商標登録料：10年）
28,200円 × 区分数
●更新登録申請料（10年）
38,800円 × 区分数
○書面で手続きする場合には、電子化のための手数が必要な場合があります。
電子化手数料 1,200円 ＋（700円 × 書面のページ数）

（平成28年4月時点）

登録料
納付
特許庁へ登録に必
要な金額を納付し
ます

権利発生
登録番号が設定
され、商標登録
証が発行されま
す

絶
更新

商標権の有効期間は１
０年ですが、更新料を
支払うことにより何度
でも権利を更新するこ
とができます

出典：「平成２８年度地域団体商標制度説明会」資料

地域団体商標に登録されている特産品、飲食品、農水産品等を対象に、海外における商標権の取
得戦略の構築やライセンス展開等の海外展開を支援し、世界に追居ようするブランド化を後押しす
る「海外ブランド力強化支援」等、地域団体商標に関する特許庁の各種支援策もあります。
（参考）特許庁ホームページ「地域団体商標制度」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm
○問い合わせ・申請先

特許庁 審査業務部 商標課 地域ブランド推進室
電話 03-3581-1101 内線 2828
ＦＡＸ 03-3580-5907
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15．ふるさと名物応援事業補助金
（低未利用資源活用等農商工等連携支援事業）
事業化・市場化支援事業、機械化・IT化事業
目的・概要
中小企業者・小規模事業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に
活用して行う事業に要する経費の一部を国が補助することにより、中小企業の経営の向上及
び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

●補助対象者
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成２０年法律第３８号）
第４条第１項に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業者
●対象事業
認定された農商工等連携事業計画に従って行われる新商品、新サービスの試作開発及び販路開拓等
の事業
●補助上限額
５００万円（ただし、機械化・ＩＴ化案件の場合は１，０００万円 ※１回限り）
●補助率
２／３以内（１，２回目）、１／２以内（３～５回目）

<農商工等連携事業計画・支援事業計画の認定の流れ>
国（経済産業局または農政局）
【基本方針】
主務大臣(農林水産大臣、経済産業大臣等)が
農商工等連携事業計画・支援事業計画の認定基準等を策定。
計画認定

計画申請

計画申請

中小企業者等
【農商工等連携事業計画】
基本方針を踏まえ、中小企業者(商工業者に限る)と
農林漁業者が共同で新商品の開発等に取り組む事業
計画を作成
農商工等連携事業計画の主な要件
①中小企業者と農林漁業者が有機的に連携して実施する
事業であること
②それぞれの経営資源を有効に活用すること
③新商品もしくは新役務の開発、生産・提供又は需要の
開拓を行うものであること
④中小企業の経営の向上かつ農林漁業者の農林漁業経営
の改善が実現すること

○問い合わせ・申請先

計画認定

一般社団・財団法人、ＮＰＯ法人
【農商工等連携支援事業計画】
基本方針を踏まえ、一定の要件を満たす一般社団・財
団法人又はＮＰＯ法人が、農商工等連携事業に取り組
む事業者等に対する指導・助言等の支援を行う計画を
作成。中小企業者(商工業者に限る)と
農林漁業者が共同で新商品の開発等に取り組む事業
計画を作成
農商工等連携支援事業計画の主な要件
計画期間内に５件以上の農商工等連携事業の形成を実現
させること、又は５件以上の農商工等連携事業に対する
指導・助言を行うことにより、中小企業者及び農林漁業
者が掲げた目標以上の成果を実現させること

近畿経済産業局 産業部 産業振興室 農商工担当
電話 ０６－６９６６－６０５４
ＦＡＸ ０６－６９６６－６０７８
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15．ふるさと名物応援事業補助金
（低未利用資源活用等農商工等連携支援事業）
連携体構築支援事業
目的・概要
中小企業者・小規模事業者と農林漁業者との交流の機会の提供、中小企業者・小規模事業
者と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業に関す
る指導、助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業に要する
経費の一部を補助することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
●補助対象者
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成２０年法律第３８号）
第６条第１項に基づく農商工等連携支援事業計画の認定を受けた一般社団法人、一般財団法人及び、
特定非営利活動法人
●対象事業
認定された農商工等連携支援事業計画に従って行われる中小企業者と農林漁業者の交流機会の提供、
連携事業に対する指導・助言等の支援事業
●補助上限額
５００万円
● 補助率
２／３以内（１，２回目）、１／２以内（３～５回目）

<農商工等連携事業計画・支援事業計画の認定の流れ>
国（経済産業局または農政局）
【基本方針】
主務大臣(農林水産大臣、経済産業大臣等)が
農商工等連携事業計画・支援事業計画の認定基準等を策定。
計画認定

計画申請

計画申請

中小企業者等

一般社団・財団法人、ＮＰＯ法人

【農商工等連携事業計画】
基本方針を踏まえ、中小企業者(商工業者に限る)と
農林漁業者が共同で新商品の開発等に取り組む事業
計画を作成
農商工等連携事業計画の主な要件
①中小企業者と農林漁業者が有機的に連携して実施する
事業であること
②それぞれの経営資源を有効に活用すること
③新商品もしくは新役務の開発、生産・提供又は需要の
開拓を行うものであること
④中小企業の経営の向上かつ農林漁業者の農林漁業経営
の改善が実現すること

○問い合わせ・申請先

計画認定

【農商工等連携支援事業計画】
基本方針を踏まえ、一定の要件を満たす一般社団・財
団法人又はＮＰＯ法人が、農商工等連携事業に取り組
む事業者等に対する指導・助言等の支援を行う計画を
作成。中小企業者(商工業者に限る)と
農林漁業者が共同で新商品の開発等に取り組む事業
計画を作成
農商工等連携支援事業計画の主な要件
計画期間内に５件以上の農商工等連携事業の形成を実現
させること、又は５件以上の農商工等連携事業に対する
指導・助言を行うことにより、中小企業者及び農林漁業
者が掲げた目標以上の成果を実現させること

近畿経済産業局 産業部 産業振興室 農商工担当
電話 ０６－６９６６－６０５４
ＦＡＸ ０６－６９６６－６０７８
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16．地域・まちなか商業活性化支援事業
概

要

○本事業では、
（１）コンパクトシティ化に取り組む「まち」における、周辺地域の経済活力を向上させる波及効果の高い民間
プロジェクト（商業施設等の整備）
（２）公共的機能、買物機能の維持・強化を図る全国モデル型の「商店街」における、各種サービスの提供に向
けた取組
（３）商店街の活性化のため、商店街内の個店等が連携して行う販路開拓や新製品開発に対して支援します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
（１）まちなか機能集約支援型

国

中心市街地活性化基本計画の認定を受けた民間事業者等

補助（2/3以下）

（２）地域コミュニティ、買物機能の維持・強化を図る全国モデル型

国
補助（2/3以下）

・地域商店街活性化法の認定を受けた商店街振興組合等
・上記以外の商店街組織
（注）いずれも、まちづくり会社、NPO法人等との連携体を含む。

（３）個店連携モデル支援型

国

商店街の１／６以上の負
担が必須

任意のグループ

補助（１/２以下）

事業イメージ

（１）まちなか機能集約支援型
地域産品販売・飲食店・交流スペース等、
住民や観光客等のニーズに対応出来る
複合商業施設等の整備

（２）地域コミュニティ、買物機能の維持・強化を図る全国モデル型

（３）個店連携モデル支援型
商店街活性化のため、
商店街内で個店グループが実施する
販路開拓や新製品開発を支援

○問い合わせ

近畿経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
電話 ０６－６９６６－６０２５
ＦＡＸ０６－６９６６－６０８４
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17．先進コンテンツ技術による地域活性化促進事業
平成２９年度予算案額：１００百万円

概要

先進的なコンテンツ制作・表現技術による、観光・スポーツ分野等の魅力をプロモー
ションするコンテンツ制作を支援するとともに、先進的なコンテンツ制作・表現技術に
係る最適な活用手法の取りまとめ、普及も併せて支援する。
●対象者

民間企業等

●対象事業

コンテンツ制作企業と地域の観光・スポーツ分野等の事業者がコンソーシアム
を形成し、新たなコンテンツ制作・表現技術(VR,AR,AI編集,ドローン空撮等)に
よるプロモーション映像等の制作支援するとともに、先進的なコンテンツ制
作・表現技術に係る最適な活用手法の取りまとめ、普及も併せて支援する。

●支援内容

補助率：1/2 または2/3

○問い合わせ・申請先

経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課
電話０３－３５０１－９５３７
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18．訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業

平成２９年度予算案額
：８，５３０百万円の内数

概要
訪日外国人旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できるよう、滞在時の快適性・観光地の魅力
向上に向けた観光案内所等の機能向上や、観光地までの移動円滑化等のための鉄道駅・バスタ
ーミナル等における情報発信・利便性向上を支援する。
● 対 象 者
（１）観光拠点・情報交流施設、（２）観光案内所
地方公共団体（港務局を含む。）、民間事業者（公共交通事業者（ただし、東日本旅客鉄道株式会社、
東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社は除く。大手民鉄及び大手民鉄に準ずる大都市
周辺の民鉄事業者にあっては、地方部の路線に限る。特定本邦航空運送事業者は除く。）を含む。）、航
空旅客ターミナル施設（ただし、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港及び大阪
国際空港の航空旅客ターミナル施設を除く。）を設置し、又は管理する者及び協議会等

● 対 象 事 業
① 滞在時の快適性・観光地の魅力向上を図るため、ひとり歩きで
楽しめるような観光地づくりに向けた以下の取組みを支援する。
・日本遺産（認定３７件）や国立公園（国立公園満喫プロジェクト
８件）、歴史的資源を活用する観光地域等において、観光案内
所のタブレットやデジタルサイネージ導入、研修実施等による
案内機能強化、観光地の歴史等の情報や文化体験を提供す
る施設等の展示物解説の多言語・デジタル表示等の情報発信
機能向上
※ 文化財活用・観光振興戦略、国立公園満喫プロジェクト、歴史的
資源を活用した観光まちづくり等の施策と積極的に連携
・外国人旅行者にも利用しやすい公衆トイレの洋式化等、ホテル・旅館の
快適な環境への改善（多言語表示、Wi-Fi整備等）
・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の経費等
の一部について支援

② ストレスフリーな通信・交通利用環境を実現し、地方への外国人
旅行者の誘客を加速するため、鉄道駅・バスターミナル等におけ
る案内標識・案内放送の多言語化、Wi-Fi整備、広域的な周遊を
円滑にするための交通系ＩＣカード・企画乗車船券の導入、その他
の移動円滑化の取組みを重点的に支援する。

● 支 援 内 容

○問い合わせ先

（１）観光拠点・情報交流施設
補助率 １／３

（２）観光案内所
補助率 １／３

近畿運輸局 観光部 観光企画課
電話０６－６９４９－６４６６ ＦＡＸ０６－６９４９－６１３５
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●事業イメージ

※ 外国人観光案内所の開設・機能向上への支援

※ 観光拠点情報・交流施設の整備・改良等への支援

※ 観光拠点情報・交流施設とは
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19．社会資本整備総合交付金
概要
地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、政策目的実現のための基幹的な社会資本
整備事業のほか、関連する社会資本整備事業等を総合的・一体的に支援。
●対象者

：地方公共団体等
基幹事業

●対象事業

関連事業

社会資本総合整備計画の目標を実現するために
交付金事業者が実施する基幹的な事業
・道路事業
・河川事業
・地すべり対策事業
・下水道事業
・海岸事業
・広域連携事業
・市街地整備事業
・地域住宅計画に基づく事業

●特長

・港湾事業
・砂防事業
・急傾斜地崩壊対策事業
・その他総合的な治水事業
・都市再生整備計画事業
・都市公園等事業
・都市水環境整備事業
・住環境整備事業

効果促進事業
○ 計画の目標実現のため基幹事業
と一体となって、基幹事業の効果を
一層高めるために必要な事業・事務

社会資本総合整備
計画の目標を実現
するため、基幹事業
と一体的に実施する
事業等

○ 全体事業費の２割目途
（例）
・アーケードモールの設置・撤去
・観光案内情報板の整備
・社会実験（レンタサイクル、自転車
乗り捨てシステム･･･）
・計画検討（無電柱化、観光振興･･･）

・地域が抱える政策課題を自ら抽出して整備計画で明確化
・地域が設定した具体的な政策課題の解決のため、トータルで支援
・地方公共団体の自由度を高め、使い勝手を向上
交付金制度

個別補助金
個別施設ごとにタテ割り
で補助採択

計画全体をパッケージで採択

個々のハード整備にだけ
使用

基幹のハード事業と一体的に行う他種の事業を自由に選択可
（関連社会資本整備事業）
メニューが限定されない、地方の創意工夫を活かした事業も可
（効果促進事業：基幹事業の効果を促進する事業）

補助金が余れば返還か
繰越手続
（他には回せない）

計画内の他事業に国費の流用可
（予算補助事業は）年度間でも国費率の調整可
⇒ 返還・繰越の手続不要。順調な事業の進捗も可能。

国が詳細に事前審査
個々のアウトプットに着目

地方自らが目標を設定し、事後評価・公表
計画全体としてのアウトカムに着目

●事業イメージ
地域の活力の維持・向上を図るため、社会資本整備総合交付金を活用し、地域における観光振興の取組を強化するため、観光地におけるアクセス
道路、旅客船ターミナルや交通拠点等の基盤整備、街なみや水辺・景観の整備、歴史・文化、自然等の地域資源の活用の推進、観光イベントの開催
など、インフラ整備を含めた官民の多様な関係者の連携・協働による総合的な取組を支援する。

観光地周辺の街なみ整備

観光イベントの開催
（民間・地方公共団体）

美術館等観光施設の整備、
周遊バスの運行等（民間）

パークアンドバスライドの
社会実験実施
（効果促進事業）

バスで観光地とつながる
駅周辺の交通基盤整備

P

美しい景観の一端を担う
道路の無電柱化の推進
駅

観光案内板の設置
（効果促進事業）

インター
チェンジ

観光地間の
アクセス道路の整備

インターチェンジ
アクセス道路の整備

周辺景観・商業施設・人の利用に
配慮した水辺・景観整備

○問い合わせ・申請先

地域資源を活用した
都市公園の整備

旅客船ターミナルの整備

International Terminal

出入口

「道の駅」の地域拠点
機能の強化

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業調整係
電話 06-6942-1141㈹
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■社会資本整備総合交付金「広域連携事業」について
【目的】
複数都道府県が連携・協力して取り組む都道府県を越える広域での観光や物流の活性化を図る
ことが重要となっていることに鑑み、広域的地域活性化のための基盤整備等を総合的に推進し、
地域社会の自立的な発展並びに国民経済の健全な発展に寄与。
【社会資本整備総合交付金の交付対象事業等】
（1）根拠法：広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律
（2）交付対象：都道府県（市町村等への間接交付も可）
（3）対象事業：複数都道府県が連携して作成する、広域的地域活性化基盤整備計画に基づく事業
①基幹事業（広域連携事業）※1） ②関連社会資本整備事業
③効果促進事業（検討調査、社会実験、標識整備等）
（4）交付期間：3～5年程度
（5）交付率：① = 最大45％ ②③ = 個別の法令に規定がある場合以外は1/2
※１）広域連携事業
・拠点施設において行われる広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業等
（道路、空港、港湾、鉄道事業に限る）
・重点地区における民間事業者等による拠点施設の整備に関する事業と一体的に実施する事が必要な事業等
（道路、河川、公園、土地区画整理事業等）

社会資本総合整備計画のイメージ

※２）

例 ： 広域的な観光活性化を図るため、Ａ県とＢ県が連携。 観光地間のアクセス道路、観光案内看板等を整備。
【基幹事業（広域連携事業）】

Ａ
県

連
携

Ｂ
県

Ａ
県
整
備
計
画
Ｂ
県
整
備
計
画

【効果促進事業】

観光地間のアク セス道路整備

＋

観光案内看板 旅行会社と の観光商品
統一化
共同開発や誘客
プロモーション活動

観光案内看板
統一化

観光地間のアク セス道路整備

ライトアッ プ照明
施設の整備

＋

※２）社会資本総合整備計画には、広域的地域活性化基盤整備計画の内容も記載する事になっている。
Ａ県

重点地区

観光案内看板の整備

民間

Ａ県

美術館等観光施設の整備、
周遊バスの運行 等

観光地間の
アクセス道路整備

Ａ県
幅員狭小解消の
ための拡幅

拠点施設群
（宿泊施設）

都道府県道
I.C.

Ｂ県
観光案内看板の整備

Ｂ県
観光地間の
アクセス道路整備

Ａ県

Ｂ県
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20．官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業
概要
地方公共団体が行う社会基盤整備において、官民が連携し、民間の投資や活動と一体的に実施
することにより、観光振興等地域の活性化に加え、地域の防災力を向上させる事業について、事
業化検討経費を支援する。
●対象者
地方公共団体（都道府県、特別区、市町村（一部事務組合及び広域連合を含む））
●支援内容
民間の事業活動等と一体的に行う（方向性・タイミングを合わせる）ことにより、効果の高まる国土
交通省所管の基盤整備事業（道路、海岸、河川、港湾、都市公園、鉄道、空港等の社会資本）にお
ける事業化検討に必要な経費を支援。
（例）基礎データ収集、需要予測、概略設計、整備効果検討等

なお、民間が実施する避難訓練や避難場所の確保等、地域の防災力向上に資する取組との連携
により、災害時に機能が効果的に発揮できるような基盤整備に必要な検討経費も支援。
（例）地域の防災面の課題整理、施設の耐震機能･配置計画の検討等
また、社会資本（市庁舎、公営住宅、学校、病院等の施設は除く）に再生可能エネルギーを導入
する検討を行う場合には、その設置に必要な検討経費も支援。
（例）施設に必要な電力量の把握、発電設備（太陽光パネル等）の設置を伴う実証実験等
更に、平成27年度より、官民連携事業をより効率的･効果的に推進するため、基本構想等の検討
に加え、PPP/PFIの導入可能性及び具体的事業手法の検討経費についても支援対象とするよう運
用拡充。
●補助率
１／２ ※採択にあたって金額に下限値、上限値はない
●事業イメージ
例：クルーズ船誘致のための港湾施設整備の検討

【調査内容】

【民間の取組】
・クルーズ客船誘致活動
（ポートセールス）
・クルーズ客向けの観光バス
路線の充実
等

○問い合わせ先

東 ア ジア定点クルーズ

上海 航路

長 崎港

クルーズ客船誘致等を行っている
民間の活動に合わせ、大型クルーズ
客船対応岸壁、バスターミナル、遊
歩道、緑地、アクセス道路等の整備
について検討。
・観光需要・交通量調査
・概略設計・整備効果の検討 等

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業調整係
電話 06-694２-1141㈹
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21．街なみ環境整備事業
目的・概要
住宅等が良好な美観を有していないこと等により、住環境の整備改善を必要とする区域におい
て、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、統一感のある街なみ形成や住宅、
地区施設等の整備を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成する。
●対象者

：地方公共団体・協議会（直接・間接補助）
街づくり協定を締結した地区住民（間接補助）

●対象事業 ：(1)地区内権利者等で構成される協議会による良好な街なみ形成のための活動に対する助成
(2)市町村等が行う街なみ環境整備方針・街なみ環境整備事業計画の策定又は生活道路や小公
園などの地区施設整備、空家住宅等の除却、電線の地中化等に対する助成
(3)景観重要建造物、歴史的風致形成建造物の活用（修理、移設、買取等）や住宅等の修景
（外観の修景整備）に対する助成
●交付要件 ：【街なみ環境整備促進区域】
面積1ha以上かつ、①～③のいずれかの要件に該当する区域
①接道不良住宅率※70％以上かつ、住宅密度30戸／ha以上
②区域内の幅員6m以上の道路延長が区域内の道路総延長の１／４未満であり、かつ公園、広
場及び緑地の面積の合計が区域の３％未満である区域
③景観法による景観計画区域又は景観地区の一部又は全部を含む区域、歴史的風致維持向上
計画の重点区域の一部又は全部を含む区域及び条例等により景観形成を図るべきこととさ
れる区域
※接道不良住宅とは、幅員4m以上の道路に接していない住宅をいう
【街なみ環境整備事業地区】
街なみ環境整備促進区域において、地区面積0.2ha以上かつ区域内土地所有者等による
「街づくり協定」が締結されている地区
●交付率等 ：(1)の場合
(2)の場合
(3)の場合

事業主体の補助に要する費用の1/2
費用の1/2
事業主体の補助に要する費用の1/2 又は当該補助事業の1/3 のいずれか低い額

●手続き等 ：社会資本整備総合交付金の手続きに準じる。

■整備のイメージ
周辺と調和した建物の修景

道路植栽
既存の建物を 活用した集会所

■事例： 道路美装化、電線地中化

生垣の整備

（整備前）

（整備後）

■事例： 建物の修景整備

道路・歩道の美装化

（整備前）
○問い合わせ・申請先

近畿地方整備局 建政部 住宅整備課 市街地事業係
電話 ０６－６９４２－１０７８
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（整備後）

22．都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金）
目的・概要
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都
市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化
を図ることを目的とする。
また、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に対する交付金で
ある。
●対象者
：市町村又は協議会
●対象事業 ：都市再生整備計画に位置づけられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象
・地域生活基盤施設（多目的広場等）、高質空間形成施設、高次都市施設（地
域交流センター等）、既存建造物活用事業、市街地再開発事業、土地区画整
理事業、修景施設、道路、公園 等
・地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等
・市町村の提案に基づく事業
・各種調査や社会実験等のソフト事業
●交付要件 ：地域の特性を踏まえ、創意工夫を活かして都市の再生に必要な事業を重点的に
行うため、まちづくりの目標・目標を定量化する指標・目標達成のために実施
する事業等を記載した都市再生整備計画を作成した事業に交付。
●補助金額・補助率等 ：概ね４割程度（一定の算定方法による）
●手続き等 ：社会資本整備総合交付金の手続きに準じる。

■まちづくりのイメージ

事例

○問い合わせ・申請先

近畿地方整備局 建政部 都市整備課 都市再生係
電話 ０６－６９４２－１０７６
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23．空き家等対策

（社交金［空き家再生等推進事業］）
（補助金［空き家対策総合支援事業］）

目的・概要
居住環境の整備改善等を図るため、空き家住宅や空き建築物を改修・活用して、地域の活性化や
地域コミュニティの維持・再生等を図ることや、不良住宅や空き家住宅、空き建築物を除却して、
防災性や防犯性を向上させる事業について、社会資本整備総合交付金及び、空き家総合支援補助金
にて支援し「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく市町村の取組を一層促進するため、
「空家等対策計画」に基づき民間事業者等と連携を行う総合的な空き家対策に取り組む。

●対 象 者 ：地方公共団体・民間事業者（地方公共団体が補助する場合）
●対象事業：【活用事業タイプ】
空き家住宅及び空き建築物を、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する滞在体験
施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用途に供するため、当該
住宅等の取得（用地費を除く。）、移転、増築、改築等に要する費用・所有者の特定に
要する費用・空家等対策計画の策定等に必要な空き家住宅等の実態把握に要する費用。
【除却事業タイプ】
不良住宅、空き家住宅、空き建築物の除却等に要する費用・所有者の特定に要す費用・
空家等対策計画の策定等に必要な空き家住宅等の実態把握に要する費用。
●交付要件：【活用事業タイプ】
対象地域：・空家等対策計画に定められた空き家等に関する対策の対象地区。
・空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している一因となって
いる産炭等地域又は過疎地域。
・空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家
住宅等の計画的な活用を推進すべき区域として地域住宅計画又は都市再生整備計画に定
められた区域。

【除却事業タイプ】
対象地域：・空家等対策計画に定められた空家等に関する対策の対象地区。
・空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き
家住宅等の計画的な除却を推進すべき区域として地域住宅計画又は都市再生整備計画
に定められた区域。
・居住誘導区域を定めた場合はその区域外で空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、
又は地域活性化を阻害している区域。

●補助金額・補助率等：
【活用事業タイプ】 事業主体が地方公共団体の場合
事業主体が民間事業者の場合
【除却事業タイプ】 事業主体が地方公共団体の場合
事業主体が民間事業者の場合
●手続き等：社会資本整備総合交付金の手続きに準じる。
国土交通省所管補助金の手続きに準じる。

1/2
2/3（国1/3＋地方1/3）
2/5
4/5（国2/5＋地方2/5）

（内装）

整備前

○問い合わせ先

整備後

近畿地方整備局 建政部 住宅整備課 住宅事業係
電話 ０６－６９４２－１０８７
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24．コンパクトシティ形成支援事業（集約都市形成支援事業）
医療、福祉等の都市のコアとなる施設の集約化地域への移転の促進、移転跡地の
都市的土地利用からの転換を促進することにより、歩いて暮らせるコンパクトシティの
形成を促進することを目的とした事業。

○問い合わせ・申請先

近畿地方整備局 建政部 都市整備課 企画調査第一係
電話 ０６－６９４２－１０８１
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25．道

の

駅

目的・概要
「道の駅」は,道路利用者の休憩施設であるとともに,地域のふれあいの場として,“地域の顔”と
なる施設で、地域を代表する市町村等が道路管理者と協力して３つの機能 (休憩機能,情報発信機
能,地域の連携機能)をもった「道の駅」の整備を行っている。
●対象者

：府県、市町村、公益法人等

●事業内容 ： 「道の駅」の登録制度は、平成５年に国土交通省において創設された制度
であり、地域の創意工夫により道路利用者に快適な休憩と多様で質の高い
サービスを提供する施設として、休憩施設、地域振興施設、情報提供施設
が一体となって整備される。地域の情報発信や連携の場としての役割も担
い、「道の駅」を拠点とした地域活性化も期待できる。
さらに道の駅を防災拠点化し地域防災活動に役立てている駅もある。
平成２８年１０月７日時点、全国で1,107駅が登録されている。
●補助金額・補助率等 ：社会資本整備総合交付金、農山漁村振興交付金等の各種制度
特定交通安全施設等整備事業（道路管理者）

「道の駅」の機能

道の駅シンボルマーク

■「道の駅」施設イメージ
・道路標識
(道路管理者が整備)

■ 「道の駅」が備えるサービス等

・文化教養施設、観光レクリエー
ション施設などの地域振興施設、
休憩所、トイレ、駐車場
(市町村等が整備)

［駐車場］
・24時間利用可能で、利用者が無料で利用できる
十分な容量の駐車場

［トイレ］
・清潔で24時間利用可能、身障者用も設置

［案内・サービス施設］
・原則として案内人がいて、道路や地域の情報を
親切に提供
（設置位置）→ 休憩施設としての利用のしやすさ、
「道の駅」相互の機能分担の観点から、
適切な場所に設置
（配慮事項）→ 年少者・高齢者・障害者等、様々な
人々の使いやすさに配慮。地域の優れ
た景観を損なうことのないよう、十分に
配慮した施設計画
・駐車場、トイレ等の一部
（道路管理者が、簡易パーキングと
して整備できる場合がある）

○問い合わせ・申請先

■ オープン後の維持管理
・ 日常の管理・運営など、市町村や公益法人など
が中心となって行っている

近畿地方整備局 道路部 交通対策課
電話 ０６－６９４２－１１４１（代）
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26．港湾観光交流支援基盤施設
（港湾機能高度化施設整備費補助）
○ 観光立国推進基本法（H19.1）、観光圏整備法（H20.7）を受け、国際競争力
の高い魅力ある観光地を形成するため、観光圏の魅力向上と、観光客の
移動の快適化について、ソフト・ハード両面から総合的に推進する必要が
ある。
○ 旅客船ターミナルの多くは、ターミナルビルが無い、あるいは狭隘である等、
旅客の利便性・快適性に関する課題を抱えている。
○ このため、観光圏整備法に基づく観光圏への玄関口となる旅客船ターミナ
ルを対象として、快適で利便性の高いターミナルビルの整備を支援。

○問い合わせ・申請先

近畿地方整備局 港湾空港部 港湾計画課
電話０７８－３９１－８３６１ ＦＡＸ０７８－３２５－８２８８
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27．みなとオアシス
■ みなとオアシスとは、地域住民の交流や観光の振興を通じた地域活性化に資する「みなと」を
核としたまちづくりを促進するため、住民参加による地域振興が継続的に行われる施設
■ みなとオアシスを国土交通省港湾局長が登録（平成２９年２月より）
■ みなとオアシスの機能は、地域住民、観光客、クルーズ旅客などの港湾利用者の交流や休憩、
地域観光や交通に関する情報の提供等
■ みなとオアシスの登録証や標章（シンボルマーク）の掲示
■ みなとオアシスの設置者・運営者の業務は、活動の企画、実施に関する助言等
■ みなとオアシスにおける港湾協力団体の活用促進
■みなとオアシス機能
（基本機能）
〇地域住民、観光客、クルーズ船客その他の港湾
利用者等の交流及び休憩の機能
〇地域の観光及び交通に関する情報の提供機能
（付加機能）
〇災害支援機能
〇物販、飲食等の商業機能 など

■広域連携
〇みなとオアシス全国協議会
〇SEA級グルメ全国大会
〇瀬戸内みなとオアシス連絡会議

など

■制度活用
〇社会資本整備総合交付金（緑地・桟橋整備等）
〇訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
（観光案内所・観光拠点情報・交流施設・Wi-Fi・多言語化）
〇地方創生推進交付金（地場産品市場拡大） など
開放された施設
ターミナル・
空倉庫等

駐車場・
公園等

会議室・
空スペース

みなとのオープン
スペース

開放された施設や地区を活用し、
住民参加のイベント等を行う
地域の活性化
賑わい創出
みなと写生大会

フリーマーケット

開放された地区

○問い合わせ・申請先

近畿地方整備局 港湾空港部 港湾計画課
〒650-0024 神戸市中央区海岸通２９ 神戸地方合同庁舎
電話 ０７８－３９１－８３６１ ＦＡＸ ０７８－３２５－８２８８
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28．インフラツーリズムポータルサイト
目的・概要
橋やダムなどのインフラ（社会資本）を観光資源として活用したインフラツアーを紹介するイン
フラツアーポータルサイトを平成28年1月22日に開設した。全国各地で実施されている現場見
学会や民間事業者が催行するツアーなど、幅広く情報発信することにより地域活動を支援する。

●対象者

地域づくりに関心のある方全般

●対象事業

インフラツーリズムポータルサイト は既存のインフラや工事中のインフラを、観光ツアーに組み
込んだ取組（インフラツーリズム）を推進するために、全国各地の特徴的なインフラツアーの紹介、
現在募集中の「各地方整備局等が催行する現場見学会」、「民間事業者が催行するインフラツ
アー」（旅行商品への組み込みを含む）や「旬なインフラツアー」等を掲載し、地域づくりに関心の
ある方全般に向けて幅広く情報発信をしている。
当ポータルサイトは定期的に情報を更新し、最新情報を集約し、紹介することによりインフラツー
リズムの推進を目指す。

（※）

（※）インフラツーリズムポータルサイトＵＲＬ
→http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/infratourism/index.html

●支援内容

地方創生の推進に取り組む地方公共団体に対して、国内各所に整備されているインフラを活用し
た観光・地域づくりの国内事例を、分野横断的に情報整理することで総合的な支援を実施する。

インフラツーリズムポータルサイト

■掲載内容
１．民間事業者が催行する
インフラツアー
２．各地方整備局等で実施する
現場見学会
３．旬なインフラツアー
４．インフラツーリズムの取組概要 等
インフラツーリズムの取組概要も掲載

全国のインフラツアー等
を掲載

インフラツーリズムポータルサイト で

検索

（URL：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/infratourism/index.html）
○問い合わせ・申請先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係
電話０６－６９４２－１１４１（代）
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平成２９年度予算案額：
都市水環境整備 ２４，７１６百万円の内数
社会資本整備総合交付金 ８９３，９５８百万円の内数

29．かわまちづくり支援制度
概要

○河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景
観、歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、
民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間
形成を目指します。
〇民間事業者の方々も、自ら発意をして「かわまちづくり計画」を策定する主体者となること
が可能です。
○民間事業者の方々にも気軽にご相談いただける「かわまちづくりよろず相談窓口」を開設し
ています。
●対象者

●対象事業

●支援内容

市町村、民間事業者、市町村を構成員に含む法人格のない協議会
（以下、「推進主体」という）
支援制度の登録を受けることができる要件は、「かわまちづくり計画」の対象と
なる河川が次の各号のいずれかに該当するものとする。
１．歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画など国による認定が個別法で
規定されており、まちづくりと一体的に良好な河川空間を整備し、その利活用
を図る必要がある河川
２．都市再生整備計画や地方再生計画など国による認定が個別法で規定されてお
り、地域活性化や地域振興に関する計画等において、まちづくりと一体的に良
好な河川空間を整備し、その利活用を図る必要がある河川
３．中心市街地活性化、国家戦略特区、地方創生特区及び環境モデル都市など国
として積極的に支援している地域活性化施策に関連して良好な河川空間を整備
し、その利活用を図る必要がある河川
４．推進主体が河川空間と一体となったまちづくりを行うために自らが整備を計
画し、良好な河川空間形成のための諸活動を行っている等、推進主体の熱意が
特に高く、河川空間を整備し、その利活用を図る必要がある河川
河川管理者は、支援制度に登録された「かわまちづくり計画」に基づき、次に掲げる
「ソフト施策」、「ハード施策」を行う。
１．ソフト施策
河川管理者は、推進主体の柔軟な提案・発想を尊重し、次の項目に積極的に取り
組む。
一 推進主体と連携し、「かわまちづくり」の実現に向けて必要となる調査・検
討を実施
二 全国の良好な整備事例やその後の活用について、推進主体に情報を提供
三 地域活性化の観点から地域が主体となって実施するイベント施設やオープン
カフェの設置等、河川空間を活かした賑わい創出や魅力あるまちづくりに寄
与し、地域のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可能とするため、準
則２２による都市・地域再生等利用区域の指定等を支援
２．ハード施策
河川管理者は、まちづくりと一体となった治水上及び河川利用上の安全・安心に
係る河川管理施設の整備を、事業着手後、概ね５カ年で積極的に推進する。

かわまちづくりよろず相談窓口（略称『かわよろず』）

hqt-kawamachi※ml.mlit.go.jp

セキュリティー対策のため、※は@に置き換えた上で送信願います

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課
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TEL: 03-5253-8447

【実施事例】

水辺のオープンカフェ（那珂川）

管理用通路を活用したフットパス（最上川）

【 「 か わ ま ち づ く り 」 の 流れ 】
【民間事業者が入った協議会が申請する場合の例】

住民等

民間事業者

市町村

河川管理者

水辺を利活用
する検討

相談

相談※

事業計画と地域のまちづくり計画との整合確認

協議
かわまちづくり計画作成
連携

連携

連携
水管理・
国土保全
局長

申請書作成・提出
登録

事業の推進（ソフト・ハード）

支援・助言

・水辺整備

水辺と周辺地域の魅力向上

フォローアップ

・民間事業者の施設
整備と一体となって
行う水辺整備
・占用許可準則の緩和
・積極的プロモート
・河川管理者による
利活用
等

民間活力を活かした「かわまちづくり」により地域が活性化
※専用窓口を設置

【民間事業者と河川管理者が連携した取組】
（民間事業者と連携した水辺整備の例）
・民間事業者による水辺のオープンカフェ等の営業活動と河川管理者による護岸整備や管理用
道路（散策路）の整備
・民間事業者による船着場の整備に併せ、河川管理者が高水敷整正、護岸、坂路等を整備

かわまちづくり支援制度に関するＨＰ http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/
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30．地域公共交通確保維持改善事業

平成２９年度予算案額
：２１，３６１百万円

概要
地域の特性に応じた生活交通の確保維持、快適で安全な公共交通の構築、地域公共交通ネット
ワーク再編の促進等、地域の公共交通ネットワークの再構築に向けた取組を支援する。
●対象者

交通事業者等（地域における協議会の議論を経て計画を作成することが前提）、地域における
協議会又は地方公共団体

●対象事業

○地域の特性に応じた生活交通の確保維持（以下「確保維持事業」）
・幹線バス交通の運行
地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入を支援。
・地域内交通の運行
過疎地域等において、コミュニティバス、デマンドタクシー等の地域内交通の運行や車両購入
等を支援。
・離島航路・航空路の運航
離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援。
○快適で安全な公共交通の構築（以下「バリア解消促進等事業 」）
・ノンステップバスの導入、鉄道駅におけるホームドアの整備、内方線付点状ブロックの整備 等
・地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新 等
○地域公共交通ネットワーク形成に向けた計画策定の後押し（以下「調査等事業」）
・地域公共交通活性化再生法に基づく地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計
画等の 策定に係る調査
・上記の計画に基づき実施する利用促進の取組み（公共交通マップの作成等）や事業評価（協
議会運営・フォローアップ等）

●支援内容

○確保維持事業 ＜補助率＞1/2 等
○バリア解消促進等事業 ＜補助率＞1/3 等
○調査等事業 ＜補助率＞1/2
※ 国の認定を受けた地域公共交通再編実施計画に基づく事業に対しては、補助要件の緩和等
により支援内容を充実

●事業イメージ
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【関連事項】訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
※ 観光地までの移動円滑化
公共交通機関における移動円滑化を支援

問い合わせ・申請先
【制度全般・地域内フィーダー系統確保維持計画・地域公共交通調査等事業関係】
近畿運輸局交通政策部交通企画課
06-6949-6409
大阪運輸支局総務企画部門（大阪府）
072-821-9176
京都運輸支局総務企画部門（京都府）
075-681-1427
奈良運輸支局企画輸送・監査部門（奈良県）
0743-59-2151
滋賀運輸支局企画輸送・監査部門（滋賀県）
077-585-7253
和歌山運輸支局総務企画部門（和歌山県）
073-422-2130
神戸運輸監理部（魚崎庁舎）企画調整官（兵庫県）
078-453-1106
神戸運輸監理部総務企画部企画課（兵庫県・海上交通関係） 078-321-3144
【鉄道関係】
近畿運輸局鉄道部計画課
06-6949-6442
【地域間幹線系統確保維持計画関係】
近畿運輸局自動車交通部旅客第一課
大阪運輸支局輸送部門（大阪府）
京都運輸支局輸送・監査部門（京都府）
奈良運輸支局企画輸送・監査部門（奈良県）
滋賀運輸支局企画輸送・監査部門（滋賀県）
和歌山運輸支局輸送・監査部門（和歌山県）
神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送部門（兵庫県）
【海上交通関係】
近畿運輸局海事振興部旅客課（兵庫県以外）
京都運輸支局舞鶴庁舎運航・船舶部門（京都府）
和歌山運輸支局運航・船員部門（和歌山県）
和歌山運輸支局勝浦海事事務所
神戸運輸監理部海事振興部旅客課（兵庫県）
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06-6949-6445
072-822-6733
075-681-9765
0743-59-2151
077-585-7253
073-422-2138
078-453-1104
06-6949-6415
0773-75-0616
073-422-0606
0735-52-0260
078-321-3146

31．地域交通のグリーン化に向けた次世代環境対策普及促進事業
平成２９年度予算案額：６４４百万円

政府は、省エネルギー、地球温暖化対策等のため、次世代環境対応車の普及を促進
日本再興戦略 改訂2016（平成28年６月２日閣議決定）
運輸部門における省エネの推進 → 2030年に新車販売に占める次世代自動車の割合を５～７割とすることを目指す。

地球温暖化対策計画（平成2８年５月１６日閣議決定）
運輸部門におけるエネルギー起源ＣＯ２削減 → 2030年度に2013年度比約28％減。

交通政策基本計画（平成27年2月13日閣議決定）
持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり → さらなる低炭素化、省エネ化等の環境対策を進める

環境に優しい自動車の集中的導入・買い替え促進事業を支援

地域交通のグリーン化に向けた次世代環境対応車普及促進事業
概
要

補助
上限

【 第 Ⅰ 段 階 】
市場に導入された初期段階で、
価格高騰期にあり、積極的な支
援が必要

【 第 Ⅱ 段 階 】

【 第 Ⅲ 段 階 】

車種ラインナップが充実し競争が
生まれ、通常車両との価格差が
低減

通常車両との価格差がさらに低
減し、本格的普及の初期段階に
到達（支援の最終段階）

車両・充電設備等価格の
１／３

車両・充電設備等価格の
１／４～１／５

通常車両との差額の
１／３

燃料電池バス、燃料電池タクシー、
電気バス、プラグインハイブリッドバ
ス、超小型モビリティ等

電気タクシー、電気トラック、
プラグインハイブリッドタクシー

ハイブリッドバス、ＣＮＧバス、
ハイブリッドトラック、ＣＮＧトラック

対
象
車
両

地域の計画と連携した取組みの支援により、段階的に次世代環境対応車を普及

○問い合わせ・申請先

近畿運輸局 自動車技術安全部 保安・環境課
電話 ０６－６９４９－６４５４
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超小型モビリティの導入事例

淡路島における超小型モビリティの導入
超小型モビリティによる淡路島の自然・施設回遊 「あわモビ」
「あわじ環境未来島構想」に基づき島内の観光振興、回遊性の向上および環境保全の観点から超小型モビリティが公
共交通を補完することができるかを調査するための観光レンタル無料実証実験

導入の主な目的
回遊性の向上

観光振興

環境保全

■ 兵庫県の観光地であり、環境にやさしい電気自動車の普及に取り組んでいる淡路島において、道幅が狭隘な場所も快適に走行できる超小
型 モビリティを活用し、自然及び観光施設間を、快適に回遊できるインフラを整備することにより、観光客の利便性と娯楽性を高めることで観
光振興に役 立てると共に、より一層のEV普及促進を図ることを目的とする。

導入エリアの事業概要
申 請 者 ：淡路地域超小型モビリティ導入促進協議会
（代表 六甲産業株式会社）
事業開始日：平成28年9月1日
利 用 車 両 ：日産ニューモビリティコンセプト（2両）
利 用 料 ：無料（最大6時間まで）
６時間を超過した場合（～8時間まで 5400円)
(8時間以上当日9000円）

導入後の評価

事業を開始して、まだ日が浅いが貸し出し場所がホテ
ルという好立地条件、また利用料金が無料ということも
あり、かなりの宿泊客が利用している状況である。
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32．地

域

再

生

制

度

概要
地方公共団体が行う自主的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その
他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生法に基づき地方公共団体が
作成する地域再生計画の認定等を行う。

●支援内容
地域再生計画に記載し、認定を受けることにより活用することが可能となる法律上の特別の措置
及び各所管省庁が地域再生計画と連動して実施する施策は、地域再生基本方針別表のとおり。
【観光地域づくりに資する施策】
○地方創生推進交付金（内閣府）
○地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）（内閣府）
○農山漁村振興交付金（農林水産省） 等
詳しくはこちら
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kekka/160420/list.pdf）

●事業イメージ
主な支援措置メニュー

地方公共団体が行う自主的・自立的な取組（地域
再生計画）を支援。

◆「地域再生計画」と連動

○ 地域再生計画

地

地域再生制度を
活用すると府省
横断的に様々な
支援措置を活用
できる。

■「地域再生法」に基づく施策
地方創生推進交付金
① 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）
② 地域再生支援利子補給金

域

③ 企業の地方拠点強化の促進に係る税制の
特例等

民間事業者等
参画

基本的に
申請は年3回
申請から3月
以内に認定

連
携

④ 「小さな拠点（コンパクトビレッジ）」形成に係る
手続の特例

地域再生協議会
（任意）

⑤ 「生涯活躍のまち」形成に係る手続の特例
⑥ 遊休工場用地等に導入する産業の特例

組織

⑦ 農地等の転用等の許可の特例
⑧ 補助対象施設の転用手続の一元化・迅速化の特例

地方公共団体

（その他：特定政策課題の解決に資する事業への支援措置等）

作成
国

■それ以外の連動施策

認定
支援

地域再生計画
（これまでに3,361件を認定）

•

実践型地域雇用創造事業

－厚生労働省－

•

農山漁村振興交付金

－農林水産省－

•

地域公共交通確保維持改善事業－国土交通省－ 等

※平成28年12月末現在

「地域再生法の一部を改正する法律（平成28年法律第30号）」（平成28年4月20日施行）
地方創生推進交付金の創設

地方創生応援税制の創設

「生涯活躍のまち」の制度化

• 地方公共団体の自主的・主体的な事 • 地方公共団体が行う地方創生プロジェ • 中高年齢者が移り住み、健康でアク
クトに対する企業の寄附に係る税制優 ティブな生活を送り、継続的なケアを受
業で先導的なものに係る支援措置
けられる「生涯活躍のまち」形成促進

遇措置

○問い合わせ先 ：内閣府 地方創生推進事務局 地域再生担当
電話 ０３－５５１０－２４７４
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33．地方創生推進交付金
概要
地方創生の推進を目的として、地方版総合戦略に基づき、地方公共団体が自主的・主体的に行う先導
的な事業のうち、地域再生計画に記載された、複数年度にわたる事業について、国から交付金を直接
交付することにより、安定的かつ継続的に支援する。

●対象者

地方公共団体

●対象事業

地方創生の推進を目的として、地方公共団体において、それぞれの地方版総合戦略に位置
づけられた事業であり、具体的には以下のような分野を想定：

●支援内容

（１）しごと創生・・・・・・・・・・

ローカルイノベーション、ローカルブランディング（日本版DMO、地域商社）、ローカル
サービス生産性向上 等

（２）地方への人の流れ・・・

移住促進、生涯活躍のまち、地方創生人材の確保・育成 等

（３）働き方改革・・・・・・・・・

若者雇用対策、ワークライフバランスの実現 等

（４）まちづくり・・・・・・・・・・・

コンパクトシティ、小さな拠点、まちの賑わいの創出、連携中枢都市 等

○ 地域再生法第5条4項1号に基づく地域再生計画に記載されている事項に対して、国から、地方創
生推進交付金（補助率：1/2）を交付。
※１ 対象事業の中に各府省庁が所管する他の予算制度がある場合には、その制度の活用が優先されるため、
本交付金の支援対象外。
※２ 本交付金の対象事業であっても、事業に係る地方公共団体職員の人件費、特定の個人や個別企業に対
する給付経費及びそれに類するもの及び施設や設備の整備、備品購入自体を主目的とするものは支援対
象外。

●事業イメージ

地方創生推進交付金（内閣府地方創生推進事務局）
２9年度予算額

1,０００億円

事業概要・目的

事業イメージ・具体例

○本格的な事業展開の段階を迎えた地方創生について、更な
る深化のため、地方創生推進交付金により支援
①地方版総合戦略に基づく、自治体の自主的・主体的で先
導的な事業を支援
②ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来の
「縦割り」事業を超えた取組を支援
③地域再生法に基づく法律補助の交付金とし、安定的な制
度・運用を確保

具体的な
「成果目標（ＫＰＩ）」
の設定

（28年度予算額 １,０００億円）

【対象事業】
①先駆性のある取組
・官民協働、地域間連携、政策間連携、事業推進主体の形
成、中核的人材の確保・育成
例）ローカル・イノベーション、ローカル・ブランディ
ング（日本版ＤＭＯ）、生涯活躍のまち、働き方改革、
小さな拠点 等
②先駆的・優良事例の横展開
・地方創生の深化のすそ野を広げる取組
③既存事業の隘路を発見し、打開する取組
・自治体自身が既存事業の隘路を発見し、打開するために
行う取組

「ＰＤＣＡ
サイクル」
の確立

【手続き】
〇自治体は、対象事業に係る地域再生計画（５ヶ年度以
内）を作成し、内閣総理大臣が認定

資金の流れ
交付金（１/２）
国

期待される効果
都道府県
市町村

（１/２の地方負担については、地方財政措置を講じる）

○先駆的な取組等を後押しすることにより、地方における安
定した雇用創出、地方への新しいひとの流れ、まちの活性
化など地方創生の深化の実現に寄与

○問い合わせ先 ：内閣府 地方創生推進事務局 地方創生推進交付金担当
電話 ０３－５２５３－８３２７
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平成２９年度予算
１，９０９百万円

34. ６次産業化ネットワーク活動交付金
概要

農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、地域の創意工夫を生かしながら、多様な事業者が
ネットワークを構築して取り組む新商品開発や販路開拓、農林水産物の加工・販売施設の整備
等の取組及び市町村の６次産業化等に関する戦略に沿って行う地域ぐるみの６次産業化の取組
を支援します。
●対象事業及び支援内容
（１）６次産業化ネットワーク活動推進交付金
① ６次産業化等に関する戦略の策定
都道府県及び市町村段階に、行政、農林漁業、商工、金融等の関係機関で構成される６次産
業化・地産地消推進協議会を設置し、６次産業化等に関する戦略の策定（更新）や６次産業化
に取り組む人材を育成する取組を支援します。
② ６次産業化プランナーの配置
都道府県段階に６次産業化プランナーを配置し、農林漁業者等による６次産業化の事業計画
の作成等を支援する体制を整備します。
③ 新商品開発・販路開拓等の支援
農林漁業者等と食品事業者、流通業者等の多様な事業者がネットワークを構築して行う新商
品の開発に向けた、加工適性のある作物の導入、新商品開発・販路開拓等の取組を支援します。
④ 地域ぐるみの６次産業化の取組に対する支援
市町村の６次産業化等に関する戦略に沿って地域ぐるみで６次産業化の取組を行う場合、新
技術の実証、新商品の開発（学校給食等のメニュー開発、直売所における観光需要向けの商品
開発、スマイルケア食の開発等）、販路開拓（学校給食等の地場産食材利用拡大、直売所の多
様な販売等）の取組を支援します。
交付率：都道府県、市町村への交付率は定額
事業実施主体へは定額、1/3以内
（市町村戦略に基づく取組は 1/2以内）
事業実施主体：民間団体、地方公共団体等
（２）６次産業化ネットワーク活動整備交付金（事業者タイプ）
六次産業化・地産地消法または農商工等連携促進法の認定を受けた農林漁業者等が、２次・
３次事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資を活用して６次産業化に取り組む場合
に必要となる、加工・販売施設等の整備を支援します。
交付率： 3/10以内、中山間地（農業）は 1/2以内
交付金上限額：１億円
事業実施主体：民間団体等
輸出・
海外展開

広域・全国展開

地域内での展開
市場への提供

新商品開発

６次産業化の準備・着手

生
産
体
制
確
立

販
売
開
始

↑

取
引
価
格
決
定

↑

生産基盤の確立

決流
定通
チ
ャ
ネ
ル

↑

付加価値の高い
農林水産物の生産

販
路
開
拓

↑

試
作
品

↑

調
査

↑

↑

構
想

事
業
拡
大

事業展開

○問い合わせ先 ：近畿農政局 経営・事業支援部 地域連携課
電話 ０７５－４１４－９１０１ FAX ０７５－４１４－７３４５
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平成２９年度予算額案：

35．食によるインバウンド対応推進事業
概

７０百万円

要

地域の食・食文化の魅力を映像化し、それを継承・発信するために映像を集積・検索できる
ウェブサイトの構築を支援するとともに、訪日外国人旅行者に日本の食を楽しんでもらうための
環境整備を推進するため、飲食店等によるインバウンド対応に必要な情報等を広く普及・浸透さ
せる取組を支援します。
●対象者

民間団体等

●対象事業

１，地域の食文化資源魅力活用・需要拡大事業
地域の食・食文化の海外におけるブランド力を強化するため、インバウンドの誘致に取り組む地域
における農林水産物・食品や食文化、景観等の魅力を発掘し、地域特有のストーリーとともに分か
りやすく伝えるための映像化等を通じて海外に発信する取組を支援します。
２．「食のおもてなし」によるインバウンド対応促進事業
訪日外国人の言語や食習慣の違いに対応した飲食店等を拡大していくため、ガイドブックの作
成や研修の実施等により、飲食店等におけるインバウンド対応（多言語対応やムスリム・ベジタリア
ン等の訪日外国人の多様な食文化への対応）に必要な情報提供を行い、地域のインバウンド対
応をサポートする人材を育成するなど、訪日外国人が日本における食体験を通じた日本食や日
本産食材への理解増進に資する環境づくりを推進します。

●支援内容

１．地域の食文化資源魅力活用・需要拡大事業
２．「食のおもてなし」によるインバウンド対応促進事業

補助率：定額（上限５２百万円）
補助率：定額（上限１８百万円）

●事業のイメージ
日本食・食文化への関心の高まりや農林水産物・食品の輸出増大をインバウンド（外国人の訪日）需要
の増大につなげ、日本での体験を通じて更に日本の食材の評価を高めるといった好循環を構築するため、
①地域の食の魅力を発信する取組を支援するとともに、②訪日外国人に日本の食を楽しんでもらうための
環境整備を推進します。

①来ていただくための基盤づくり
地域の食文化資源魅力活用・需要拡大事業

（52百万円）

地域特有の食とそれを支える農林水産業や景観等を活用して訪日外国人をもてなす地域等の取組を
支援。

発掘
•

地域の食・食文化等の中から世界に通用する魅力を再発見する
ことを支援するために国内外の料理人や有識者等を地域へ派遣

記録・発信
•

地域の食・食文化の魅力やそのストーリーを、国内外の旅行者や次世代
へ共有するための映像製作を支援し、国内外へ発信。

②食べていただくための体制づくり
「食のおもてなし」によるインバウンド対応促進事業

（18百万円）
飲食店等におけるインバウンド対応（多言語対応やムスリム・ベジタリアン等の訪日外国人の多様な食文化
への対応）を促進する取組を支援。

飲食店等の対応促進・サポート人材の育成
•

飲食店等におけるインバウンド対応に必要な情報等を提供するガイドブックを作成し、商工会等を通じて
地域の関係者に広く配布するとともに、

•

インバウンド対応に関する研修を実施することで、
地域のインバウンド対応をサポートしていく人材育成などの取組を推進し、訪日外国人旅行者の受入体
制の裾野を拡大。

○問い合わせ先 ：近畿農政局 経営・事業支援部 地域食品課
電話 ０７５－４１４－９０２５ FAX ０７５－４１４－７３４５
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平成２９年度予算額案
：１０，０６０百万円

36．農山漁村振興交付金
概

要

農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した観光・福祉・教育等の取組や農山漁村への定住、
「農泊」等を促進し、農山漁村の振興を図ります。
●対象者

都道府県、市町村、地域協議会、農林漁業者の組織する団体 等

●対象事業

１ 都市農村共生・対流及び地域活性化対策

（１，４４７百万円）

○ 農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した地域の活動計画づくりや実践活動、意欲ある都市の若者等
の地域外の人材を長期的に受け入れる取組を支援します。
また、福祉農園等の整備を支援する地域を農村地域まで拡充し、福祉と連携した農業活動等の取組を全
国的に支援します。

２ 山村活性化対策

（７８０百万円）

○ 特色ある豊かな地域資源を有する山村の所得の向上や雇用の増大に向け、薪炭・山菜等の山村の地域
資源等の潜在力を再評価し活用する取組を支援します。

３ 農泊推進対策

（５，０００百万円）

○ 「農泊」を持続的なビジネスとして推進し、農山漁村における所得の向上や雇用の増大を図るため、自立的
に活動できる体制の構築、地域資源を観光コンテンツとして磨き上げる取組及び古民家等を活用した滞在施
設や農林漁業体験施設等の整備を支援します。

４ 農山漁村活性化整備対策

（２，８３３百万円）

○ 市町村等が作成する活性化計画に基づき、農山漁村における定住や地域間交流の促進、所得の向上や
雇用の増大を図るための施設等の整備を支援します。

●支援内容

１ 都市農村共生・対流及び地域活性化対策
補助率：定額
事業実施期間：都市農村共生・対流対策 上限２年 等
地域活性化対策
上限５年 等
２ 山村活性化対策
補助率：定額
事業実施期間：上限３年

３ 農泊推進対策
補助率：定額、１／２
事業実施期間：上限２年 等
４ 農山漁村活性化整備対策
補助率： １／２
事業実施期間：上限５年

○ 農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流等を推進する取組、農福連携を推進する取組、地域資源を
活用した所得の向上や雇用の増大に向けた取組及び農山漁村における定住等を図るための取組等を総合的に支援し、農山漁村の活性化
を推進。
○ 平成28年３月に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」に「滞在型農山漁村の確立・形成」が位置付けられたところであり、
特に、訪日外国人旅行者を含めた農山漁村への旅行者の大幅増加による所得の向上や雇用の増大を図るため、日本ならではの伝統的な
生活体験や農山漁村地域の人々との交流を楽しむ滞在である「農泊」を持続的な観光ビジネスとして推進する「農泊推進対策」を創設。

農山漁村振興交付金

○問い合わせ先
１ ～ ３ の事業 ：近畿農政局 農村振興部 農村計画課
電話 ０７５－４１４－９０５１
FAX ０７５－４５１－３９６５
４ の 事 業 ：近畿農政局 農村振興部 地域整備課
電話 ０７５－４１４－９５５３
FAX ０７５－４１７－２０９０
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37．エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業
概要
国立公園等において、自然観光資源を活用した地域活性化を推進するため、魅力あるプログラム
の開発、ガイド等の人材育成などの地域のエコツーリズム（ジオツーリズムを含む。以下同じ）の
活動を支援する。

●対象事業

エコツーリズム地域活性化支援事業（交付金）
エコツーリズムを推進する活動で以下に掲げる事業等を支援。
・エコツーリズム推進全体構想の作成
・エコツーリズムの推進体制の整備、強化
・資源調査
・エコツアーのプログラムづくり
・ガイド等の人材育成 等

●支援内容

交付対象経費の1/2を助成（１地域あたりの交付金額は最大で500万円）

●手続き等

交付を受ける手順は以下のとおり（平成29年度の募集は終了。）
１ 公募要領に基づき、応募（１月26日～２月１7日）
２ 環境省の審査を経て、事業採択
３ 交付決定（４月）

●事業イメージ

○問い合わせ先 ：近畿地方環境事務所 国立公園課
電話 ０６-４７９２-０７０５
FAX ０６-４７９０-２８００
環境省自然環境局 国立公園課 国立公園利用推進室
電話 ０３-５５２１-８２７１
FAX ０３-３５９５-１７１６
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38．自然環境整備交付金（国定公園等事業）
目的・概要
国定公園、長距離自然歩道、国指定鳥獣保護区において、地域の特性を活かした自然との
ふれあいの場の整備や自然環境の保全・再生を実施し、自然と共生する社会の実現を図るこ
とを目的とした交付金です。

●対象者

：都道府県

●対象事業 ：都道府県又は都道府県の補助を受けて市町村が実施する以下の事業
① 国定公園において行われる国定公園事業施設（歩道、園地、避難小屋、
休憩所等）の整備事業
② 国定公園において行われる生態系維持回復事業計画に基づく施設の整備
事業国定公園
③ 国指定鳥獣保護区（国立公園及び国定公園区域と重複する国指定鳥獣保
護区を除く。）において行われる自然再生施設の整備事業（平成18年
度以前からの継続事業に限る。）
④ 長距離自然歩道整備計画（国立公園及び国定公園の区域以外）に基づく
整備事業

●補助金額・補助率等 ：自然環境整備交付金交付要綱第７条により算出された事業費
について、４５％を乗じて算出した額を超えないもの。

●手続き等 ：① 整備計画の作成
都道府県は環境省の指定する時期に、自然環境整備計画作成要領の規
定に基づき、自然環境整備計画を作成
② 交付申請手続
整備計画に基づき、同交付要綱第９条による交付金交付申請書を環境
大臣に提出

自然環境整備交付金による施設整備事例
国定公園等名

丹後天橋立大江山国定公園

金剛生駒紀泉国定公園

施設名

休憩施設

公衆トイレ

公園事業名

天橋立地区

近畿自然歩道

施設の写真

○問い合わせ先 ：環境省自然環境局 自然環境整備課
電話 ０３－５５２１―８２８１
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FAX

０３－３５９５－００２９

39．自然環境整備交付金（国立公園事業）
目的・概要
国立公園内の地方自治体が所有する公園利用施設において、自然・景観地観光を求める訪日
外国人をはじめるとする多くの観光者の利便性・安全性を向上させる国際化対応等のための
整備を２０２０年までに集中的に推進することを目的とした交付金です。

●対象者

：都道府県

●対象事業 ：都道府県又は都道府県の補助を受けて市町村が実施する以下の事業
国立公園において行われる国立公園事業施設（歩道、園地、避難小屋、休
憩所、野営場等）の整備事業

●補助金額・補助率等 ：自然環境整備交付金交付要綱第７条により算出された事業費
について、５０％を乗じて算出した額を超えないもの。

●手続き等 ：① 整備計画の作成
都道府県は環境省の指定する時期に、自然環境整備計画作成要領の規
定に基づき、自然環境整備計画を作成
② 交付申請手続
整備計画に基づき、同交付要綱第８条による交付金交付申請書を環境
大臣に提出

○問い合わせ先 ：環境省近畿地方環境事務所 自然環境整備課

電話 ０６－４７９２―０７０４
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FAX

０６－４７９０－２８００

40．ICT地域マネージャー派遣事業
概要
地場産業の振興、安心・安全な社会の構築など、地域の自立・活性化に向けたICTの利活用に
よる成功モデルの構築を促進することを目指し、ICTの利活用を通じた地域活性化に資する自
治体等の取組に対する人的支援を行っています。
平成19年度から実施している「地域情報化アドバイザー」の派遣に加え、より手厚い人的
支援を目指し、平成24年度からは、「ICT地域マネージャー」の派遣を実施しています。

イメージ図

○ ＩＣＴ基盤・システムを利活用して効率的・効果的な事業の運営を検討する地域に対
し、具体的・技術的なノウハウ等を有するＩＣＴ人材を一定期間にわたり派遣。
○ 派遣されるＩＣＴ地域マネージャーは総務省が委嘱。派遣に係る謝金・旅費を総務省
が負担。

■ 近畿総合通信局管内での派遣事例（平成2８年度）
《 京都府京都市 》 京都市オープンデータ推進事業の支援
《 大阪府大阪市 》 大阪版自治体クラウドの推進の支援
《 兵庫県宍粟市 》 第２次宍粟市地域情報化計画の策定支援
《 和歌山県有田市 》 ありだICTママオフィス事業の推進支援

○問い合わせ先 ：総務省 近畿総合通信局 情報通信振興課
電話 ０６－６９４２－８５２0
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41．Ｗｉ‐Ｆｉ環境の整備促進
（公衆無線LAN環境整備支援事業）
概要
○

ア

防災の観点から、防災拠点（避難所・避難場所、官公署）での公衆無線LAN（Wi-Fi）環境の
整備を行うとともに、災害発生時の情報伝達手段確保のため、被災場所として想定され災害対応
の強化が望まれる公的な拠点（博物館、文化財、自然公園等）におけるWi-Fi環境の整備を行う
地方公共団体等に対し、その費用の一部を補助する。
事業主体：財政力指数が０．８以下（３か年の平均値）又は条件不利地域（※）の
普通地方公共団体・第三セクター
※ 過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯

イ

対象拠点：最大収容者数や利用者数が一定以下の
①防災拠点：避難所・避難場所（学校、市民センター、公民館等）、官公署
②被災場所と想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点：博物館、文化財、自然公園

ウ

補助対象：無線アクセス装置、制御装置、電源設備、伝送路設備等を整備する場合に必要な費用

エ

補 助 率：１／２（財政力指数が０．４以下かつ条件不利地域の市町村については２／３）

オ

地方財政措置 ：過疎対策事業債、辺地対策事業債、一般補助施設整備等事業債、公共事業等債

カ

予 算 額 ：

等
等

（億円）

Ｈ27年度

Ｈ28年度

Ｈ29年度案

－

－

31.9

防災拠点、災害対応の強化が望まれる公的拠点

イメージ図

避難所・避難場所

官公署

伝送路設備
無線アクセス装置
（IEEE802.11ac対応Wi-Fi）

電源装置
自然公園・都市公園

文化財

博物館

観光案内所

制御装置
（センター設備等）

Wi-Fiのメリットとして、災害時には、携帯電話等が輻輳のために
利用できない場合でも、情報収集が可能
ラジオや防災行政無線等の片方向の情報伝達手段と異なり、被
災者のニーズに応じた情報収集が可能

○問い合わせ先 ：総務省 近畿総合通信局 情報通信振興課
電話 ０６－６９４２－８５２0
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42．IoTおもてなしクラウド事業

平成２９年度予算案額

：２４８百万円

概要
IoT時代の技術進歩の成果を踏まえ、訪日外国人等のスムーズな移動、観光等の実現に向け、
スマーフォン、交通系ＩＣカードやデジタルサイネージ等と、共通クラウド基盤を活用した多様なサー
ビス連携(個人の属性・言語等に応じた情報提供等)を可能とするため、共通クラウド基盤の構築を
進め、実証実験を通じて機能を検証する。
●対象者

地方公共団体、民間事業者など

●対象事業

訪日外国人等のスムーズな移動、観光等の実現に向け、スマートフォンや
交通系ＩＣカードやデジタルサイネージ等と、共通クラウド基盤を活用する
ことにより、言語等の個人の属性情報による情報提供等の多様なサービス連
携の実現に向けた実証実験を行う。

●支援内容

平成29年度は、平成２８年度に構築したスマートフォンや交通系ICカード、
デジタルサイネージ等を活用し、個人の属性（言語等）に応じた情報提供等を可
能とする共通クラウド基盤の機能拡充及び多様な地域での実証実験を実施予定。

●事業イメージ

○問い合わせ先 ：総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課
電話 ０３－５２５３－５４８１
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43．IoTサービス創出支援事業

平成２９年度予算案額

：５１０百万円

概要
地域における実証事業を通じ、IoTサービスの創出・展開に当たって克服すべき課題を特定し、その
課題の解決に資する参照モデルを構築するとともに、必要なルール整備等につなげる。
●対象者

地方自治体、大学、データを扱うユーザ企業等から構成される地域のコンソーシアム

●対象事業

IoTサービスの創出・展開に当たって克服すべき課題の解決に資する参照モデル
を構築するとともに必要なルール整備等につなげるため、地方自治体、大学、ユー
ザ企業等から成る地域の主体が、生活に身近な分野におけるIoTサービスの実証事
業（観光地域づくりに資するものを含む。）に取り組む。

●支援内容

公募により採択された地域のコンソーシアム（IoTサービスの実証主体）に対し、
実証事業の実施に必要な資金を支援する。

●事業イメージ

○問い合わせ先 ：総務省 情報流通行政局 情報流通振興課
電話 ０３－５２５３－５４９４
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平成２９年度予算案額

44．オープンデータ等利活用推進事業

：２９８百万円

概要

観光関連情報を含むオープンデータを活用したモデル実証等に取り組むことにより、
データを活用した新事業・新サービスの創出、住民サービスの向上等を促進する。
●対象者

地方公共団体、観光団体、民間事業者など

●対象事業

観光関連情報を含むオープンデータを活用した新事業・新サービスの
創出・展開につながるモデル実証等を行う。

●支援内容

観光関連情報を含むオープンデータを活用した新事業・新サービスの
創出・展開につながるモデル実証等を行いたいと考えている地域の主
体（地方自治体等）に対し、必要な資金を支援する。

●事業イメージ
オープンデータ等を活用したモデル実証等に取り組むことにより、データを活用した新事業・新サービスの創
出、住民サービスの向上等を促進する。
【H29予定額：3.0億円】
【これまでの取組・現状】

【目標・成果イメージ】

○ オープンデータの公開・活用のためのガイドや事例集
等の策定、具体的なユースケースの発掘・展開等
○ 先進的モデル実証等の実施
○ 農業情報標準化ガイドライン（環境情報データ項目・
データ交換インターフェース）の策定

○ 官民双方にメリットのある具体的なオープンデータの
ユースケースの発掘・展開
○ 地方自治体におけるデータ利活用等に係る技術面での
標準仕様や運用面での指針の整備・展開
○ オープンデータ等の利活用に関する標準的・共通的な
仕様やガイドライン等の策定
○ 農業情報に関する２つの標準化ガイドラインの検証等

新事業・新サービスの創出
住民サービスの向上

事業イメージ

データの項目
整理・標準化

二次利用ルール、
活用ガイドの策定

データの匿名化・
加工・分析

地域における多種多様なデータの連携

自治体行政情報
統計情報

観光情報

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連情報

公共交通情報

国・地方自治体・公益事業者等

農業関連情報

民間保有データ

○問い合わせ先 ：総務省 情報流通行政局 情報流通振興課
電話 ０３－５２５３－５７４８
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45．文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業
概要

平成２９年度予算案額：２，９６０百万円

地域の文化芸術資源を磨き上げ活用する取組や、芸・産学官連携により持続的な地域
経済の発展や社会的包摂の取組を牽引する拠点を形成し、専門的人材の育成や国内外
への発信などの取組を関係省庁と連携して支援する。
地方公共団体

●対象者
●対象事業

【１．先進的文化芸術創造拠点形成事業】
芸・産学官連携により持続的な地域経済の発展や社会的包摂の取組を牽引する
地方公共団体の総合的な取組
【２．文化芸術創造拠点形成事業】
地方公共団体が主体となり、地域住民や地域の芸・産学官とともに取り組む、
地域の文化芸術資源を活用した文化芸術事業

●事業イメージ

○問い合わせ先 ：文部科学省 文化庁 芸術文化課 文化活動振興室
電話 ０３－６７３４－２８３５
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46．文化財総合活用・観光振興戦略プラン

平成２９年度予算案額

：１０，４２１百万円

概要

「明日の日本を支える観光ビジョン」において掲げられた「文化財の観光
資源としての開花」を実現するため、文化財を中核とする観光拠点の整備、
並びに当該拠点等において実施される文化財等の観光資源としての魅力を
向上させる取組を支援。
●対象者
文化財の所有者、実行委員会、地方公共団体等

●対象事業
（1）観光拠点形成重点支援事業
文化財を中核とする観光拠点の整備を推進するため、歴史文化基本構想策定地域や、他の
地域のモデルとなる優良な取組に対する重点的な支援を実施。
（２）日本遺産魅力発信推進事業
日本遺産の認定を推進するとともに、認定された地域の文化財群を総合的に整備・活用し、
国内外に戦略的に発信する取組への支援等を実施。
（３）文化遺産総合活用推進事業
伝統行事・伝統芸能の公開、後継者養成、古典に親しむ活動など、地域の文化財を活用し
た特色ある総合的な取組を支援。
（４）地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業
地域に存する文化財の活用、観光振興、多言語化による国際発信、国際交流等、美術館・
歴史博物館の活用を推進する取組を支援。
（５）ナイトミュージアムプロジェクトの推進
訪日外国人観光客等の増加に伴い、夜間時間帯をより有意義に過ごすための取組として、
各地の美術館・歴史博物館の夜間会館を試行的に実施。
（６）文化財建造物等を活用した地域活性化事業
文化財建造物の解説版 板、情報機器の設置や展示、便益、管理のための施設・設備の整
備等、観光資源としての充実及び地域活性化を図る取組を支援。
（７）美しい日本探訪のための文化財建造物魅力向上促進事業
重要文化財等の外観、内装を美しく保ち、観光資源としての魅力を向上させる事業を支援。
（８）歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
史跡等について、整備後の活用方策も念頭に置きつつ、復元、保存・修復等の整備を支援。
（９）地域の特色ある埋蔵文化財活用事業
出土した埋蔵文化財を積極的・総合的に公開活用するための展示、講演会を支援。

○問い合わせ先 ：文部科学省 文化庁 文化財部 伝統文化課
電話 ０３－５２５３－４１１１（内線２８６４）
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●支援内容
（１）観光拠点形成重点支援事業
補助率：定額
（２）日本遺産魅力発信推進事業
補助率：定額
（３）文化遺産総合活用推進事業
補助率：定額
（４）地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業
補助率：定額
（５）ナイトミュージアムプロジェクトの推進
補助率：定額
（６）文化財建造物等を活用した地域活性化事業
補助率：原則５０％
（７）美しい日本探訪のための文化財建造物魅力向上促進事業
補助率：原則５０％
（８）歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
補助率：原則５０％
（９）地域の特色ある埋蔵文化財活用事業
補助率：原則５０％

●事業イメージ
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47．博物館ネットワークによる未来へのレガシー継承・発信事業
平成２９年度予算案額：２３百万円

概要

ＩＣＯＭ京都大会等に向けた取組を通じた博物館の活性化・国際化により、観光振興
や国際交流の拠点としての博物館の機能を強化し、博物館を核とした新たな地域創生に
つなげる
●対象者

連携の拠点となる博物館やその設置主体、複数の博物館が中心となる実行委員会

●対象事業

分野別・地域別等の博物館のネットワークによる連携組織（コンソーシアム等）による国内
外の優秀事例の 収集及び調査研究、調査研究結果を基にしたテーマごとの事業を実施するとと
もに、委託先ごとにその成果の普及を図る。
（１）学芸員の研修プログラムの実施
・海外博物館との交流（学芸員の招聘、派遣）、観光マネジメントに強い学芸員の育成の
ための講座
（２）多言語による国際発信
・ＩＣＴを活用した広報技術の強化（インターネット等を活用した情報発信の充実、ガイ
ドブック、動画等の作成）
（３）地域における博物館の魅力向上
・博物館を核とする観光等の地域振興（観光業界や周辺施設等と連携した開館時間延長、
ユニークベニューなど）

●支援内容

テーマごとに先進モデルを構築するための委託事業を実施。
（１）学芸員の研修プログラムの実施
（２）多言語による国際発信
（３）地域における博物館の魅力向上

●事業イメージ

○問い合わせ先 ：文部科学省 生涯学習政策局 社会教育課
電話 ０３－６７３４－２０９３

-63-

48．日本遺産魅力発信推進事業

平成２９年度予算額案
： １,３５０百万円

概要
地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産
（Japan Heritage）」に認定するとともに、ス
トーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を地域が主体となって総
合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信す
ることにより、地域の活性化・観光振興を図る。2020年までに100件程度の「日本
遺産」の認定を行うことが政府方針となっている。
●対象事業

●支援内容

（１）情報発信、人材育成事業
①日本遺産コーディネーターの配置
②多言語ＨＰ、パンフレットの作成
③ボランティア解説員の育成等
（２）普及啓発事業
①発表会、展覧会、ワークショップ、シンポジウムの開催
②日本遺産ＰＲイベント（国内外）の開催
（３）公開活用のための整備に係る事業
①ストーリーの理解に有効なガイダンス機能の強化
②周辺環境等整備（トイレ・ベンチ、説明板の設置等）
（４）日本遺産プロモーション事業
①日本遺産全体のシンポジウムの開催
②地域のニーズにあった専門家の派遣
上記対象事業の実施に必要な経費に対し、予算の範囲内のおいて定額で補助

●事業イメージ

○問い合わせ先 ：文部科学省 文化庁 文化財部 伝統文化課
電話 ０３－６７３４－４７８６
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49．劇場・音楽堂等活性化事業

平成２９年度予算案額

：２，９３１百万円

概要
「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年6月公布･施行)」を踏まえ、我が国の文化
拠点である劇場・音楽堂等が行う、音楽、舞踊、演劇、等の実演芸術の創造発信や専門的人
材の養成、普及啓発のための事業、劇場・音楽堂等間のネットワーク形成に資する事業を総合
的に支援することで、劇場・音楽堂等が地域の核として文化の発信を牽引し、文化芸術立国の
実現に資することを目指す。
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラムを見据えた文化事業の実施
に向け、劇場・音楽堂等が行う地域の多彩な文化を発信・体験できる事業を支援することで、国
内外への発信力強化を図る。

事
特

業
別

支

内
援

容
事

業

我が国の実演芸術の水準を向上させる牽引力のあるトップレベルの劇場・音楽堂等が行う、国際水準
の実演芸術の創造発信（公演事業）や、専門的人材の養成事業、普及啓発事業を総合的に支援。
 [支援施設数 ] ： １５施設
 [支 援 内 容 ] ： 事業実施に必要な経費の２分の１を上限に支援。

共 同 制 作 支 援 事 業
実演芸術の創造発信力を高めることを目的として、複数の劇場・音楽堂等が複数又は単一の実演芸
術団体等と共同して行う実演芸術の新たな創造活動（新作、新演出、翻訳初演、等）を支援。
 [支 援 件 数 ] ： ３件
 [支 援 内 容 ] ： 事業実施に必要な経費の２分の１を上限に支援。

活 動 別 支 援 事 業
地域の実演芸術の振興を牽引する劇場・音楽堂等が主体となり、地域住民や団体等とともに行う実演
芸術の創造発信（公演事業）や人材養成事業、普及啓発事業を活動単位で支援。
 [支 援 件 数 ] ： 公演事業･･･７０件
人材養成事業･･･３５件
普及啓発事業･･･３５件
 [支 援 内 容 ] ： 事業実施に必要な経費の２分の１を上限に支援。

劇 場 ・ 音 楽 堂 等 間
ネットワーク構築支援事業

劇 場 ・ 音 楽 堂 等
基 盤 整 備 事 業

劇場・音楽堂等相互の連携・協力を促進し、国民が
その居住する地域に関わらず等しく実演芸術を鑑賞
できるよう、実演芸術団体が企画制作する巡回公演
に対し支援。
 [支 援 件 数 ] ： 長期公演
２件
通常公演
５０件
多言語対応公演 １０件
 [支 援 内 容 ] ： 巡回公演実施に必要な経費のう

ち、旅費及び運搬費を支援。
（多言語対応公演は、翻訳料お
よび字幕板賃借料を含む。）

劇場・音楽堂等において実演芸術に関する活動や、
劇場・音楽堂等の事業が自主的・主体的に行われる
環境を醸成するため、各種情報提供や研修、調査研
究を実施。
 [研 修 内 容] ： アートマネージメント研修、舞台

技術職員研修、スタッフ交流研修

○問い合わせ先 ：文部科学省 文化庁 文化財部 伝統文化課
電話 ０３－６７３４－４７８６
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50．地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業
平成２９年度予定額 ：１，１２４百万円

概要

地域に存する文化財の活用，観光振興，多言語化による国際発信，国際交流，地域への
アウトリーチ活動，人材育成等，美術館・歴史博物館を活用・強化する取組を支援する
ことによって，美術館・歴史博物館が地域の核として文化の発信を牽引し，文化芸術立
国の実現に資することを目指す。
●事業内容

１ 地域文化の振興と国際発信
①地域に存する文化財の活用 【８０百万円】
・地域に存する文化財の総合把握，情報連携
・地域に存する文化財を活用するためのコミュニティー形成等
・情報発信，相互連携を目的としたデータベース化
②美術館・歴史博物館を核とする観光振興 【１１１百万円】
・美術館･博物館の情報発信，相互連携
・ユニークベニューの促進
③多言語化による国際発信 【３００百万円】
・外国語による展示解説や館内案内板表示の充実・強化 ・インターネットを
活用した情報発信の充実・強化 ・外国語対応可能な人材の確保等
２ 地域と共働した創造活動の支援 【３２９百万円】
地域へのアウトリーチ活動，ボランティア交流，学芸員等の招へい・ 派遣，
障害者の芸術活動支援，子供を対象とした取組等を支援
３ 美術館・歴史博物館重点分野の推進支援 【３００百万円】
我が国の文化芸術の振興に係る諸課題のうち，美術館・歴史博物館に関わ
る緊急的かつ重点的な分野等の取組を支援

（事業例） 参加型展示制作

（事業例） 発掘調査体験ゲーム

政府方針
■文化芸術の振興に関する基本的な方針（第４次基本方針）（平成27年5月22日閣議決定）
美術館，博物館，図書館等が，優れた文化芸術の保存・継承，創造，交流，発信の拠点のみ
ならず，地域の生涯学習活動，国際交流活動，ボランティア活動や観光等の拠点としても積
極的に活用され，地域住民の文化芸術活動の場やコミュニケーションを通じた絆づくり，感
性教育，地域ブランドづくりの場としてその機能・役割を十分に発揮できるよう，次の施策
を講ずる。
■経済財政運営と改革の基本方針2015（平成27年6月30日閣議決定）
文化芸術立国を目指し，「文化芸術の振興に関する基本的な方針」を踏まえ，文化芸術活動
に対する効果的な支援，「日本遺産」など魅力ある日本文化の発信，メディア芸術の振興，
子どもの文化芸術体験機会の確保，国立文化施設の機能強化，文化芸術の担い手の育成，文
化財の保存・活用・継承等に取り組む。
■日本再興戦略 改訂2015（平成27年6月30日閣議決定）
我が国の歴史・文化を体現する文化財の価値・魅力を外国人旅行者に対して十分に伝えるた
め，ICTの活用を含め，英語での分かり易い解説表示の在り方・ポイント等を検討するとと
もに，文化財の英語での情報発信に対する支援を行う。
○問い合わせ先 ：文部科学省 文化庁 文化財部 伝統文化課
電話 ０３－６７３４－４７８６
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51．スポーツによる地域活性化推進事業
（地域スポーツコミッションへの活動支援）
平成２９年度予算案額：３０百万円

概要

スポーツツーリズムやスポーツイベントの誘致など、スポーツによる地域活性化の取組
を支援する。
●対象者

地域スポーツコミッション（地方公共団体、スポーツ団体、民間企業（スポーツ産業、観光産業など）、
等が連携・協働して取り組む地域レベルの連携組織）

●対象事業

○地域スポーツコミッション支援事業
スポーツツーリズム、イベント開催、大会や合宿の誘致などによる地域活性化に取り組む組織
である「地域スポーツコミッション」の活動に対して支援を行い、スポーツを観光資源とした地域
活性化の促進を図る。
①スポーツツーリズムによる交流人口拡大
地方創生・オリンピック・パラリンピックムーブメントを背景に、交流人口の拡大のための、スポーツ
イベントの開催やスポーツツーリズムの推進等の取組に対し支援
②キャンプ誘致・地域間の国際交流の促進
国際的メガスポーツラッシュ期の到来を受け、キャンプ誘致やスポーツによる国際交流など、
大会前・期間中及び大会後も見据えた地域間交流促進に向けた取組の支援
③スポーツインバウンドの促進
訪日外国人の更なる地域誘客に向けた、外国人の関心が高いスポーツイベントの開催や、
スポーツ観光資源の活用などにより、訪日旅行者の誘客を図る取組に対し支援

●支援内容

予算の範囲内において定額を補助

●事業イメージ

○問い合わせ先 ：文部科学省 スポーツ庁 参事官（地域振興担当）
電話 ０３－６７３４－３９３１
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52．スポーツツーリズム・ムーブメント創出事業
平成２９年度予算案額：２０百万円

概要

「スポーツツーリズム」が新しいレジャースタイルとしてトレンド化させるプロモーション活動を、官民
が連携・協働し展開を図ることで、スポーツツーリズムによる地域・経済活性化及びスポーツ関連
消費の拡大を図る。

●対象者
●対象事業

民間団体
（１）官民連携・協働によるプロモーション事業
○地域の交流人口とスポーツGDPの拡大のため、流通業界、旅行業界、スポーツ用品
メーカーなど、スポーツツーリズムに関連する企業・団体と連携・協働し、スポーツ
庁が中心となり各種メディア・WEB・イベント等を通じたプロモーションを行い、
国民の関心と需要を高める。このプロモーションを起爆剤に、地域のコンテンツ開発
及び関連産業における商品開発やキャンペーン等の取組を活発化させ、官民一体でス
ポーツツーリズムの需要喚起・定着を図る。
（２）スポーツ文化ツーリズム創造・発信事業
○スポーツ庁・文化庁・観光庁の包括的連携協定のもと、外国人旅行者の関心も非常に
高い日本の文化芸術要素とスポーツツーリズムを融合させた「スポーツ文化ツーリズ
ム」を創出し、その掘り起こしや拡大のために進める「スポーツ文化ツーリズムア
ワード」のプロモーション展開を図る。
■（１）及び（２）の取組より、スポーツツーリズムによる地域の交流人口・スポーツ関連
消費の拡大を図るとともに、国民需要喚起により全国のスポーツコミッションの取組意欲
を高め、地域の独自性の高い観光コンテンツの創出や新たな組織の設立を促す。

●支援内容

（１）、（２）共に委託事業として実施。

●事業イメージ

○問い合わせ先 ：文部科学省 スポーツ庁 参事官（地域振興担当）
電話 ０３－６７３４－３９３１

-68-

53．消費税免税店制度について
消費税免税店制度とは
○ 免税店を経営する事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して一定の方法で販売する場合に
は、消費税が免除される制度です。

消費税免税店制度拡充の取り組み
拡充第１弾

対象品目拡大（２０１４年１０月１日運用開始）
これまで免税対象外であった消耗品（食品、飲料、薬品、化粧品等）
も免税対象に加わり、お菓子や地酒など、地域ならではの名産品も
免税販売できるようになりました。

拡充第２弾

免税手続一括カウンター、港湾臨時販売場届出制度の実現
（２０１５年４月１日運用開始）

拡充第３弾

・商店街や物産センター等において免税手続一括カウンターを設置することにより、外国人
対応や免税手続に不安のあるお店でも、免税店になることができるようになりました。
・また、外航クルーズ船の帰港時に埠頭へ免税店を臨時出店するための手続が簡素化され、
埠頭での免税販売がしやすくなりました。
拡充第３弾その他
免税対象金額の引き下げ等
（２０１６年５月１日運用開始）

免税の対象となる金額が引き下げられました。

拡充第４弾

・簡便な海外直送手続の創設
・免税手続きカウンター制度の利便性向上
・購入者誓約書の電磁的記録による保存

訪日外国人旅行者等向けに製造場で販売した酒類に係る酒税の免税制度の創設
（２０１９年１０月１日運用開始予定）

・消費税免税店（輸出物品販売場）の許可を受けた酒類製造場において、訪日外国人旅行者等
の非居住者へ販売する酒類について、消費税に加え酒税を免税とする制度。

免税店の情報を強化
免税店シンボルマーク
●免税店のブランド化・認知度向上のための免税店シンボルマークで免税店をアピール！
●新たに、免税手続する場所を外国人にわかりやすく示す、免税手続カウンターシンボル
マークを創設しました。

免税店シンボルマークの申請方法
●免税店シンボルマークを使用する際には、観光庁へ店舗情報等を申請ください。
●観光庁ＨＰ：免税店シンボルマーク申請サイト

（http://tax-freeshop.jnto.go.jp/agent/login.php）

海外や訪日外国人への情報発信
●観光庁では、海外や訪日外国人に向けて日本の免税店制度や、免税店
シンボルマークを掲示する免税店の店舗情報の発信等に取り組んでいます。
●日本政府観光局（ＪＮＴＯ）ＨＰ：免税情報発信サイト

（http://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php）

○問い合わせ先

近畿運輸局 観光部 観光地域振興課
近畿経済産業局 流通・サービス産業課
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電話０６－６９４９－６４１１
電話０６－６９６６－６０２５

一般型消費税免税店になるには
免税店になるには、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。
● 観光庁ＨＰの消費税免税店サイト（http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html）
を御覧頂くか下記にある各運輸局、経済産業局の免税制度相談窓口又は、お近くの税務署まで
お問い合わせください。

一般型消費税免税店における手続の流れ

手続委託型消費税免税店とは
手続委託型消費税免税店は、商店街・ショッピングセンター及びテナントビルなどの特定商業施設内で非
居住者に対して物品を販売する場合、その免税販売手続を免税手続カウンターを設置する事業者に代理さ
せることができます。

免税手続カウンターでの買い物のイメージ

免税手続カウンター制度とは

店舗を超えて合算して、一括で免税手続を行うことができます。

免税手続を、第三者に委託できる制度です。
●商店街などの特定商業施設内で外国人に対し
て販売する物品の免税手続を、免税手続カウ
ンターを設置する事業者に代理させることが
できます。
●免税手続カウンターでは、同一特定商業施設
内での他の手続委託型消費税免税店と販売額
を合算して下限金額以上となれば、免税の対
象となります。

※免税対象金額について
【2016年5月1日以降】1日の販売合計額（税抜）
一般物品／5千円以上
消耗品／5千円以上～50万円まで

手続委託型消費税免税店における手続の流れ
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※ 【2016年5月1日以降】商店街の中に所在する
ショッピングセンター（設置者が商店街の組合員）に入
るテナント等が商店街の組合員でなくとも、当該テナン
トでの購入物品と商店街の組合員の店舗での購入物品を
免税手続カウンターで合算することが可能となります。

54．産学連携サービス経営人材育成事業費

平成２９年度予算案額

：２１０百万円

概要
大学等とサービス事業者等が連携して進める、サービス産業の経営に関する専門的・実践的な
教育プログラムの開発への支援を行う。
●対象者

大学、大学院、民間事業者

●対象事業

大学等が、産業界（主にサービス事業者）と産学コンソーシアムを組成し、サー
ビス産業に関する最新の経営ノウハウや、大学等に対するサービス経営人材育成
に関する産業界のニーズを踏まえた教育プログラムのあり方、産業界ニーズを踏
まえた当該プログラムの後年度の見直しのあり方、大学等に留まらない当該プロ
グラムの普及のあり方等を討議し、サービス産業に特化した経営理論、産業界と
連携した先駆的な実践教育（先駆的な共同プロジェクト・インターンシップ、産
業界からの経営講座等）等で構成するサービス経営人材育成プログラム及び教材
を開発・実証する取組について、必要な経費に対して補助を行う。

●支援内容

・教育機関がサービス経営人材を育成する教育プログラムの開発に係る経費
（人件費、会議費等）を支援する。
・予算の範囲内において、定額もしくは2/3を補助。
・観光関連サービス分野に関するカリキュラム開発についても対象となる。

○問い合わせ・申請先

近畿経済産業局 産業部 クリエイティブ産業ユニット
電話０６－６９６６－６０５３ ＦＡＸ０６－６９６６－６０８４
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55．使ってみよう！１か月予報と異常天候早期警戒情報
目的・概要
防災気象情報や毎日の天気予報、週間天気予報は、普段から観光行政にご活用いた
だいていることでしょう。さて、民間気象会社が発表するさくらの開花予測なども気
にされていることと思いますが、このように２週間先とか１か月先の天候に影響を受
ける業務の計画/進捗管理はどうされていますでしょうか？
気象庁が提供する、週間天気予報より先の予測情報である「１か月予報」や「異常
天候早期警戒情報」は、特定の日の天気を予測することはできませんが、これらの気
温や天気の傾向予測を上手に利用すると、業務への悪い影響を軽減し、良い影響を利
用すること（気候リスク管理）ができます。
１か月予報では気温を週別に予想しています。週間天気予報より先の気温の傾向が
わかりますので、例えばこのような使い方ができます。
今日（下の図で７月１２日）発表の１か月予報（サンプル）によると、１週目は気
温が低い確率７０％、２週目は高い確率６０％で、下の図のように２週目に気温が
ぐっと高くなる可能性が高いことがわかります。２０日頃から暑くなるので、いまの
うちに熱中症対策※をはじめることがおススメです。
※体が暑さに慣れるためには数日から２週間程度の時間が必要といわれています。あらかじめ運動で汗

をかくなど体を慣らしておきましょう。

1か月予報を利用すると、週間天気予報より先の気温の傾向がわかり、
業務に役立ちます。

○問い合わせ先 ：大阪管区気象台 地球環境・海洋課
電話 ０６－６９４９－６６５３
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56．潮干狩りのしおり
目的・概要
気象庁では、津波や高潮、高波といった沿岸における防災情報の基礎として、主要地
点の天文潮位を計算し、毎年3月から8月までを対象とした「潮干狩りのしおり」を公
開しています。これは、国民に広く親しまれている海洋レクリエーションを行う際の水
難事故防止の注意喚起とレクリエーションを行う方への利便性のために発表しています。
なお、この情報は気象庁ホームページに掲載しています。

●掲載内容

大阪 潮干狩りのしおり

 潮干狩りに適した期間
・日中（8時から18時）の干潮時刻、潮位を示した表・グラフ

 観光客・事業者にご指導いただきたいこと
・潮干狩りに出かける際には、気象台が発表する気象情報をご確認ください。
・気象の変化に気を配り、あたりが暗くなったり、黒い雲が近づいてきた場合などには、
落雷や強風、高波などの危険から身を守るため速やかに避難してください。
・「強い揺れ、または弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき」、「大津波
警報や津波警報が発表されたとき」、「避難の呼びかけがあったとき」などは、た
だちに高台や避難ビルなど安全な場所に避難してください。
・「津波注意報が発表されたとき」は、ただちに海から上がって海岸から離れてくださ
い。
・瀬戸内海では、潮が急激に満ちてきますので早めに引き上げるよう心がけてください。
○問い合わせ先 ：大阪管区気象台 地球環境・海洋課
電話 ０６－６９４９－６６５３
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〔参考:平成２８年度補正予算支援メニュー〕
○訪日外国人受入基盤整備・加速化事業

平成２8年度補正予算額：

１５，５００百万円（内数）

【 概 要 】 訪日外国人旅行者数4,000万人、6,000万人の実現に向けて、ハード面からの受入環境整備を通じた訪
問時・滞在時の利便性向上を図るため、以下に掲げる事業を対象として補助金の交付を行うことにより、
世界最高水準の観光拠点の整備を加速化させる。

【 対 象 者 】 地方公共団体、民間事業者等（詳細は参考資料参照）
【対象事業】 （１）観光拠点・情報交流施設

・訪日外国人旅行者の受入れに関し一定の体制を整えている地域、または、訪日外国人旅行者の誘致
等、観光振興に意欲を有する地域として国が選定した地域の市区町村に立地する観光拠点情報・交流
施設（主要な観光地等における観光拠点に関する情報提供や、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）の整備・改良に要する経費（施設の新築・改修に係る設計・施工、多言
語の展示設備、案内標識、デジタルサイネージ、洋式トイレの整備等及びこれらに付随して実施される無
料公衆無線ＬＡＮ環境の整備
・国による固有の補助金等の給付を既に受けている、受けることが確定している、交付対象となる可能性
がある場合には、原則補助金の対象にはならない。
（２）観光案内・地域情報発信
・外国人観光案内所（日本政府観光局がカテゴリーⅡ以上の認定をした又は認定する見込みがあるもの
に限る。）の整備・改良に要する経費
・観光案内所の整備・改良に付随して整備される無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、案内標識、デジタルサ
イネージに要する経費

【支援内容】 （１）観光拠点・情報交流施設
【事業イメージ】

補助率 １／３

（２）観光案内・地域情報発信
補助率 １／３

主要な観光地（※）における
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。）

※広域観光周遊ルートの観光拠点などインバウンド受入に取組む地域
②改良する場合

①新規整備する場合
＜施設の規模感＞

【ケース例】
①既存の日本人向け観光拠点情報・交流施設をインバウンド対応化
②既存の外国人向けになっている観光拠点情報・交流施設を、
さらにインバウンド対応強化
③既存の施設に、インバウンドに対応した観光拠点情報・交流施設としての
機能を追加
インバウンド対応機能を備えた施設として
新規整備又は内部を改良

観光案内

多言語表示・展示室

○問い合わせ・申請先

体験・学習スペース

※ 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

休憩室・洋式トイレ

近畿運輸局 観光部 観光企画課
電話０６－６９４９－６４６６ ＦＡＸ０６－６９４９－６１３５
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無料Wi-Fi環境

＊ご相談 ＊お問い合わせは
○総務省 近畿総合通信局
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】

情報通信振興課 TEL 06—6942-8520
〒540-8535
大阪市中央区大手前１丁目５－４４ 大阪合同庁舎第１号館４階

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/
○農林水産省 近畿農政局

【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】

農村振興部農村計画課 TEL
農村振興部地域整備課 TEL
経営・事業支援部地域連携課
経営・事業支援部地域食品課

075-414-9051 FAX
075-414-9553 FAX
TEL 075-414-9101
TEL 075-414-9025

075-451-3965
075-417-2090
FAX 075-414-7345
FAX 075-414-7345

〒602-8054
京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町

http://www.maff.go.jp/kinki/index.html
○経済産業省 近畿経済産業局
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県】

通商部投資交流促進課 TEL 06—6966-6033 FAX 06-6966-6087
産業部製造産業課 TEL 06—6966-6022 FAX 06-6966-6082
産業部流通・サービス産業課 TEL 06-6966-6025 FAX 06-6966-6084
産業部産業振興室 TEL 06-6966-6054 FAX 06-6966-6078

〒540-8535
大阪市中央区大手前１丁目５－４４ 大阪合同庁舎第１号館

http://www.kansai.meti.go.jp/

○環境省 近畿地方環境事務所
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】

国立公園課 TEL 06-4792-0705 FAX 06-4790-2800
自然環境整備課 TEL 06-4792-0704 FAX 06-4790-2800

〒540-6591
大阪市中央区大手前１－７－３１ OMM 8F

http://kinki.env.go.jp/
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＊ご相談 ＊お問い合わせは
○気象庁 大阪管区気象台
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】

地球環境・海洋課TEL 06-6949-6653 FAX 06-6949-6160

〒540-0008
大阪市中央区大手前４丁目1-76大阪合同庁舎第４号館

http://www.jma-net.go.jp/osaka/

○国土交通省 近畿地方整備局
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県】

企画部 広域計画課 TEL 06-6942-1141(代) FAX 06-6942-7463
〒540-8586
大阪市中央区大手前１丁目5-44 大阪合同庁舎第１号館
港湾空港部 港湾計画課 TEL 078-391-8361 FAX 078-325-8288

〒650-0024
神戸市中央区海岸通２９ 神戸地方合同庁舎

http://www.kkr.mlit.go.jp/

○国土交通省 近畿運輸局
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】

観光部観光企画課 TEL 06-6949-6466 FAX 06-6949-6135
観光部国際観光課 TEL 06-6949-6796 FAX 06-6949-6135
観光部観光地域振興課 TEL 06-6949-6411 FAX 06-6949-6135
交通政策部交通企画課 TEL 06-6949-6409 FAX 06-6949-6169

〒540-8558
大阪市中央区大手前４丁目1-76大阪合同庁舎第４号館

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/
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アクセスマップ
近畿地方環境事務所
京阪天満橋駅
■東改札

谷
町
線

ＯＭＭビル
天満橋交差点

・大阪合同庁舎第１号館
地下鉄谷町線
「天満橋駅」３番出口
京阪電鉄
「天満橋駅」東改札

地
下
鉄
天
満
橋
駅

近畿総合通信局
近畿経済産業局
近畿地方整備局
テレビ大阪

合同庁舎
第３号館

ドーンセンター

合同庁舎
第１号館

追手門学院

■３番出口
谷町１交差点

・大阪合同庁舎第４号館
地下鉄谷町線・中央線
「谷町四丁目駅」５番出口
・ＯＭＭビル
地下鉄谷町線
「天満橋駅」１番出口から
地下通路（Ｂ2Ｆ）に連絡
京阪電鉄
「天満橋駅」東改札

法務局

大阪府庁

谷町３交差点

Ｎ
Ｈ
Ｋ

谷
町
四
丁
目
駅

合同庁舎
第４号館

合同庁舎
第２号館

■５番出口
谷町４交差点

中央線

谷町四丁目駅

大阪管区気象台
近畿運輸局

近畿農政局

近畿地方整備局
港湾空港部

・地下鉄烏丸線「丸太町駅」下車 徒歩１５分
・京都市営バス ９番系統「堀川下長者町」下車 徒歩１０分

-77-

国土交通省

近畿運輸局観光部

観光企画課・国際観光課・観光地域振興課

