
ビジット・ジャパン地方連携事業 

補助金等制度名称  ビジット・ジャパン地方連携事業（VJ地方連携事業） 

目的・概要 

 九州運輸局とインバウンドに取り組む地域が、都道府県の枠を越
え広域に連携して取り組む訪日プロモーション事業。 
 インバウンドに取り組む地域間の連携を促し、市場動向を踏まえ、
拡大する訪日リピーター層や近年増加傾向にある個人旅行者の訪問
地・ニーズの多様化等に対応し、他地域と差別化したプロモーショ
ンを展開する。2020年オリンピック・パラリンピックに向け、地方
観光への関心を喚起し、九州への誘客・滞在日数の増加・消費拡大
による地方創生を実現する。 

対象者 
 九州運輸局と連携し、広域のプロモーション事業を実施すること
の出来る観光関係団体、民間企業、自治体等。 

対象事業 

実施例）  
 ○旅行会社の招請 
 ○ＴＶ・雑誌・新聞等メディアの招請 
 ○教育関係者、クルーズキーパーソン等の招請  
 ○海外旅行博への出展 
 ○現地セミナー・商談会の開催 
 ○海外新聞・旅行誌、ＴＶ等のメディア招請 
 ○外国人向け観光パンフレット作成     等 

交付要件 

 重点市場２０国・地域（韓国、中国、香港、台湾、タイ、シンガ
ポール、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、
マレーシア、インドネシア、ロシア、イタリア、スペイン、フィリ
ピン、ベトナム、インド）を対象とする。 

補助金額・補助率等 
 事業費の１／２を上限の負担額とし、国（地方運輸局等）が直接
事業を実施する（補助金、交付金ではない）。 

手続き等 

○毎年夏～秋頃に翌年度事業方針に基づく事業の募集。 

○事業のポイントは以下のとおり。 

・都道府県の枠を超え広域で連携し、滞在日数の長い外国人旅行者  

 ニーズに対応した広域誘客を実現。   

・協働による事業規模拡大で、プロモーションの効率・効果を大幅 

 に向上。 

・28年度は、個人旅行者層の消費拡大やリピーター層の獲得に資す 

 る事業、明確化されたテーマや新規性のある事業などに重点を置 

 いたプロモーションを推進。 

問い合わせ・申請先 

九州運輸局 観光部 国際観光課 
 電 話 ０９２－４７２－２３３５ 
 ＦＡＸ ０９２－４７２－２３３４ 
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○国と地方（自治体及び観光関係団体等）が都道府県の枠を超え広域に連携して取り組む 

 訪日プロモーション事業。 

○インバウンドに取り組む地域と連携することで事業規模拡大を図り、訪問地の多様化や滞在日数の増加を 

 促し、訪日外国人旅行者の拡大及び多様なニーズに即した誘客を実現することを目的とする。 

VJ地方連携事業の位置づけと目的 

実施体制 

実施事業例 

九州 
運輸局 

観光庁 

実施方針策定、

事業の採択 

事業計画案提出 

民間企業 

九州観光 
推進機構 

観光関係団体 

自治体 

日本政府 
観光局 

助言・協力 連携して事業
を計画・実施 

【実施主体】 

タイ市場 
～訪問客層の広がりが期待される成長市場～ 

  
 2013年からのビザ免除、ＬＣ

Ｃ就航を契機として年々増加傾
向にあるタイ市場において、九
州観光への興味・関心の一層
の喚起を図り、誘客数増加に
結びつけるため、タイの人気旅
番組において、九州の観光情
報を発信。 
 
 
 
 
 

長崎ハウステンボスでの撮影風景 

台湾市場 
～さらなる成長が期待される市場～ 

 

 九州向け新規航空路線の就航や
増便が相次いでいる台湾において、
九州の「温泉」をメインテーマに
「食」「自然・景勝地」「列車の旅」を
個人旅行者に対して直接アピール
するために、台湾最大の旅行博 
「ＩＴＦ」にブースを出展。 

●認知度向上事業 

●誘客事業 

九州ブースの様子 

事業提案～事業実施までのフロー 

随時 相談受付 

9月頃 翌年度事業提案の募集開始 
（様式は九州運輸局HP参照） 

10月頃 提案〆切 

12月～1月頃 観光庁へ事業計画提出 

2月～3月 観光庁より予算額決定 

3月 事業実施に向けた個別調整 

4月以降 事業実施（予算成立後） 

■テレビ番組と連携した情報発信事業 

■台北国際旅行博（ＩＴＦ）出展事業 

費用負担内訳例 

実施主体： 国、A県、B市の場合 

国 
A県 

B市 

※総事業費の最大５０％を  
   国が負担。 
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観光圏整備事業 

 
補助金等制度名称 

 

観光圏整備事業 
 

目 的 ・ 概 要 「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」に基づき、地域の関係者が連携し、地域の幅広い資源を活用
し地域の魅力を高めることにより、国内外の観光客が２泊３日以
上の滞在交流型観光を行うことができる「観光圏」の整備を促進
している。 

観光圏－自然、歴史、文化等において密接な関係のある観光地を一 
体とした区域であり、その観光地同士が連携して２泊３日以上の滞在
交流型観光に対応出来るよう、観光地の魅力を高めようとする区域 

対 象 者 

 

下記事業（１）、（４）：観光圏整備事業を実施しようとする者 

下記事業（２）：都道府県、市町村 

補 助 対 象 事 業 （１）旅行業法の特例  

  ・・・ホテル・旅館による着地型旅行商品の販売 

（２）農山漁村活性化法の特例  

   ・・・農山漁村活性化プロジェクト支援金の交付 

（３）社会資本整備についての国の配慮 

  ・・・景観整備、案内標識等の事業による観光圏整備事業との   

    連携・配慮 

（４）その他の支援 

   ・・・国際観光ホテル整備法の特例、共通乗車船券、 

     認定観光圏案内所、道路運送法の特例、海上運送法の特例 

補助金額・補助率等  国土交通省の補助金・交付金等の支援措置はなく、観光圏整備法に
基づく特例措置のみ。 

手 続 き 等 ①「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」に基づく協議会を設置。 

②協議会における協議結果に基づき県又は市町村が「観光整備計画」
を策定し、同計画に沿って観光圏整備事業を実施しようとする者が共
同で 「観光圏整備実施計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける
必要がある。 

③認定を受けるためには観光庁の研修を修了した観光地域づくりマ
ネージャーにより構成された観光地域づくりプラットフォームが設置され
ている必要がある。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/seibi.html 

問い合わせ・申請先 九州運輸局 観光部 観光地域振興課 

 電話 ０９２－４７２－２９２０   ＦＡＸ ０９２－４７２－２３３４ 
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  ○ 九州運輸局では、地域が連携して２泊３日以上の滞在型観光を促進する「観光圏」整備を支援。 

九州における観光圏 

４ 

観光圏整備事業 

「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」に基づき、地域の関係者が連携し、
地域の幅広い資源を活用し地域の魅力を高めることにより、国内外の観光客が２泊３日以上の滞在交流型
観光を行うことができる「観光圏」の整備を促進している。

滞在コンテンツの充実

移動の利便性向上

観光圏整備のイメージ

事業実施の
基本的な方針の策定

・ 観光圏の事業実施の前
提となる考え方

・ 各事業の役割や関係者
間の連携等
について、方針を定め、関

係者で共有

宿泊の魅力向上

地域住民が
一体となった

観光地域づくりの推進
地域住民の意識啓発・参

加促進を図るとともに、観
光地域づくりを実践する人

材を育成

観光客の
来訪・滞在の促進

滞在コンテンツを企画した
上で、宿泊・移動手段を組
み合わせた魅力ある滞在
プログラムを提供

情報提供の充実・強化

観光圏整備に対する支援

○旅行業法の特例
ホテル・旅館による旅行業者代理業の特例
⇒宿による宿泊客への滞在プログラムの販売を可能とし、
宿泊客の滞在を拡大

○農山漁村活性化法の特例
観光圏内の農山漁村における交流施設整備について、農山
漁村活性化プロジェクト支援交付金の交付が可能

⇒農山漁村の体験・交流メニュー等楽しく過ごせる滞在コンテ
ンツの充実

○社会資本整備についての配慮
社会資本整備における、景観整備、案内標識整備等の事業
による観光圏整備事業との連携・配慮

⇒ハード面を含めた観光圏全体の総合的な魅力向上

○その他の支援
・共通乗車船券
・認定観光圏案内所
・国際観光ホテル整備法等の特例

観光地域づくりプラットフォームが行う事業
○ 観光地域づくり実施基本方針の策定
○ 旅行業者等市場に対する一元的な対応を行う体制
の構築
○ 各事業の管理及び評価
○ 各事業の連携に係る関係者間の調整

滞在コンテンツ
①

滞在コンテンツ②

滞在コンテンツ④

滞在コンテンツ③

滞在コンテンツ⑤

滞在コンテンツ
⑥

主たる
滞在促進地区

主たる滞在促進地区と滞在
プログラムの関係（イメージ）

滞在プログラム

農業

関係者

宿泊施設

商工業者

飲食店

漁業
関係者

ＮＰＯ
自治体

整備事業の共同事業者

プラット
フォーム

観光地域づくりマネージャー

観光地域づくりプラットフォーム
の設置

・ 観光圏整備事業の連携に係るマネ
ジメントを観光地域づくりプラット
フォームが実施

・ 観光地域づくりプラットフォームは、
観光地域づくりマネージャーで構成

「海風の国」佐世保・小値賀観光圏 

長崎県：佐世保市、小値賀町 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 

阿蘇くじゅう観光圏 

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  



観光地域づくり実践プラン 

 
補助金等制度名称 

 
観光地域づくり実践プラン 

目 的 ・ 概 要 地域特性を踏まえた観光戦略に基づき、観光を軸とした地域の幅広い関係者が
連携した地域づくり（観光地域づくり）の取組みを推進する必要があることから、ハ
ード・ソフト一体となった計画に対して、国の所管の施策や事業により支援してる。 

 
実践プランには、次の観光圏準備型と観光圏整備支援型がある。 
１）観光圏準備型 
  観光地域づくりの立ち上げ段階において関係主体がハード・ソフト問わず、 
  事業・施策間の整合や連携を図りつつ取り組むための計画づくりを進め、 
  将来的な観光圏の形成を促進する。 
２）観光圏整備支援型 
  「観光圏整備計画」を公表（又は公表を予定）している地域が社会資本整備 
  と連携し、より効果的に観光圏の形成を図ることを促進する。 

対 象 者  「観光地域づくり」を実施しようとする市町村は、関係者からなる「協議会」の設置
を前提として、「観光地域づくり実践プラン計画書」を作成。（応募申出の段階で「協
議会」が設置されている必要はない。） この「協議会」は、実践プラン実施にあたっ
ての中心的な役割を果たすものであること。 
 なお、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（以下、
観光圏整備法）第5条第1項の協議会が組織されている場合には、本協議会を持っ
て協議会と見なす。 

対 象 事 業  観光圏の形成を図ろうとする単独のまたは複数の市町村もしくは都道府県を対
象に、地域が行う魅力ある景観形成等の観光地づくりの取組み。 

交 付 要 件  － 

補助金額・補助率等 金銭的支援は無く、地域が行う魅力ある景観形成等の観光地域づくりの取組み
を国土交通省が所管の事業や施策により総合的・重点的に支援。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/jissen.html 

手 続 き 等 観光圏準備型、観光圏整備支援型ともに応募期間は定めていないので、随時行
なうことができる。 

 

問い合わせ・申請先 九州運輸局 観光部 観光地域振興課 

  電話 ０９２－４７２－２９２０   ＦＡＸ ０９２－４７２－２３３４ 

九州地方整備局 企画部 企画課 

  電話 ０９２－４７１－６３３１   ＦＡＸ ０９２－４７６－３４６２ 

運－３ 
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６ 

地域の多様な主体が一体となり、ハード・ソフトの連携を図りつつ観光地域づくりに取り組む
ための計画。観光圏の形成を図ろうとする地域は、実践プランを作成することにより、国土交
通省所管の事業・施策による総合的、重点的な支援を受けることが可能。

一体的に観光圏の形成を促進

○内 容： 観光戦略、事業プラン（ハード、ソフト） 等

○計画期間： ５箇年

○策定主体： 任意の協議会（市町村又は都道府県、関係事業者、NPO等）

○内 容： 社会資本整備における配慮事項等

○計画期間： ５箇年

○策定主体： 観光圏整備法第５条の法定協議会又は

これと同等の組織

実践プラン（観光圏整備支援型）

実践プラン（観光圏準備型）

○内 容：基本方針、目標、観光圏整備

事業に関すること 等

○計画期間： ５箇年

○策定主体： 観光圏整備法第５条の

法定協議会

観光圏整備計画

１）観光圏整備支援型
「観光圏整備計画」を公表している地域において、社会資本整備にあたっての配慮事項を明確に
することで、より効率的・効果的に観光圏の形成を図ることを促進する。

２）観光圏準備型
観光地域づくりの立ち上げ段階において、関係主体がハード・ソフト一体となって、事業・施策
間の整合や連携を図りつつ取り組むための計画づくりを進め将来的な観光圏の形成を促進する。

連携

立
ち
上
げ
段
階

形
成
段
階

ハード系ソフト系 熟度UP↑

■観光地域づくり実践プランについて

（平成17年６月～）

（平成20年８月～）

観光地域づくり実践プランの例：富士山・富士五湖観光圏（主な事業）（H22.7～）

河口湖・西湖周辺地区

三ツ峠グリーンセンター周辺地区

忍野八海周辺地区

山中湖周辺地区

鳴沢・国道１３９沿い地区

精進湖・本栖湖周辺
地区

富士吉田・国道１３８号沿い地区

県道河口湖精進線の道路狭隘箇所の解消（山梨県）

計画：H２６年度までに実施

富士吉田市北部スマートＩＣの整備

（山梨県、富士吉田市、ネクスコ中日本）

計画：平成２３年度以降の早い時期に実施

三つ峠山登山道の整備改修（西桂町：環境省所管）

計画：H２２年度実施

山中湖畔歩道及びサイクリングロードの整備（山中湖村）

計画：H２３年度以降の早い時期に実施

道の駅かつやま拡充整備（富士河口湖町）

計画：H２３年度以降の早い時期に実施

くぬぎ平スポーツ公園の整備（富士河口湖町）

計画：H２６年度までに実施

富士河口湖町内の無電柱化の推進

（国交省、山梨県、富士河口湖町）

計画：H１９年度より実施中

県道精進湖畔道の歩道整備（山梨県）

計画：H２３年度以降の早い時期に実施

滞在促進地区

進捗状況：H22年度中に事業完了

観光地域づくりのための社会資本面からの課題

進捗状況： H23年度より測量・設計作業に着手

進捗状況： H２４年度より工事着手

進捗状況：ネクスコ中日本による詳細設計中

進捗状況：国道139号、富士河口湖富士線で事業完了

船津登山道線について電力会社等と協議中

進捗状況： H24年度事業認可を得る

進捗状況： H25年3月事業完了予定

進捗状況：現在検討中

：円滑なアクセスの確保、移動の円滑化

：安全で快適な周遊空間の整備

：交流の場の創出と改善

：地域資源の魅力・景観の維持向上



地域資源を活用した観光地魅力創造事業 

補助金等制度名称 地域資源を活用した観光地魅力創造事業 

目的・概要 
 
 
 
 

 地方公共団体と、観光協会、旅行会社等の観光関係者、交通事業者等の総力を
結集し、地域資源を活かした地域づくりの取組と、滞在コンテンツの充実、受入環
境整備、二次交通の充実等の観光振興のための取組を一体で実施することで、地
域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げることを目的とする。 

対象者 一の市町村及び複数の民間事業者で構成する協議会 

対象事業 ※財産が残る可能性がある経費は地域負担とする 
（１）事業計画策定・マーケティング 
 ・協議会の運営経費 
 ・戦略策定に係る調整経費 
 ・地域のポジション、来訪者のニーズ把握のための各種調査 
 ・成果把握のための仕組みづくり 
（２）滞在コンテンツの充実・強化 
 ・体験型・交流型滞在プログラムの企画・開発・提供 
 ・着地型旅行商品の企画・開発（モニターツアーの催行に係る検討、実施を含む） 
 ・街歩き、見所を理解するためのガイドの育成 
 ・宿泊施設の魅力向上 
 ・プロモーションビデオのコンテンツ企画 
（３）地元での消費拡大 
 ・着地型旅行商品の予約システムの構築 
 ・地域の農産業等を活かした名産品の開発 
（４）来訪者の利便性等向上 
 ・交通事業者連携による周遊パス・企画乗車券の企画・導入の検討 
 ・観光周遊バスの企画・実証運行（バス借上料、会議費等） 
 ・遊休施設を活用した情報発信、商品販売機能の強化 
 ・トイレの改修、簡易な休憩施設の整備、景観保持のための修景 
 ・レンタカー活用の企画・調査検討 
 ・レンタサイクル活用の企画・導入（自転車借上料など） 
（５）外国人受入環境整備 
 ・観光案内所の改修・機能強化 
 ・観光アプリの整備 
 ・多言語パンフレットの作成・製本 
 ・多言語観光案内板・案内標識の整備 
 ・無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備 
 ・決済環境の整備 
 ・外国人旅行者への安産・安心の提供（医療機関情報の発信等） 
 ・手ぶら観光に係る整備をするための調査・検討 
 ・外国人旅行者への接遇対応セミナーの開催・マニュアル作成 
（６）その他 
 ・その他事業の目的を達成するために必要な事業で観光庁が必要と認めるもの 

補助金額･補助率 等 
上記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
で国が負担。支援期間は最大３年。 

手続き等 
 
 

【募集期間】 平成２８年４月２８日～５月２７日 ※次年度も実施予定。 
【手続き】①協議会から観光庁長官あて申請書を提出 
       ②選定後、事業内容・予算等について地方運輸局と協議 
       ③事業実施 

問い合わせ・申請先 九州運輸局 観光部 観光地域振興課 
電話 092-472-2920   ＦＡＸ 092-472-2334 

運－４ 

７ 



九州における選定地域（平成２８年度） 

むなかた観光戦略協議会（宗像市） 
「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」を活用した観光地の魅力創造 

〜来てよかった、触れてよかった、宗像のおもてなし～ 

有田観光まちづくり協議会（有田町） 
「400年の歴史が育んだ文化・ひと・食が“うつわ”に拡がる 有田旅百貨」 
～観光まちづくりに向けた新たなＡＲＩＴＡの魅力づくり～ 

長崎市アジア・国際観光推進に係る官民連携協議会（長崎市） 
「世界遺産登録候補資源と関連資産を活用した観光地の魅力創造」 

～新たな魅力創造と持続可能な受入態勢の整備～ 

日南市観光推進連携協議会（日南市） 
「ようこそ日南へ！外国クルーズ船寄港を生かした地域活性化」 
～外国人観光客への快適な観光地づくりと体験型・交流型観光の推進～ 

８ 

奥日田デザイン会議（日田市） 
「そのアウトドア 奥日田で」 

〜大自然からの癒しとアウトドアの宝庫「奥日田」へのいざない～ 

いぶすきの農漁村力協働推進協議会 

「路線バス×お得なチケット⇒指宿INAKA深発見プログラム開発プロジェクト」 
～外国人観光客をも魅了する指宿市農漁村エリアの集客交流事業の確立～ 



地域公共交通確保維持改善事業 

補助金等制度名称 地域公共交通確保維持改善事業 

目的・概要 
 
 
 
 

生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・
実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制
約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等
がされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善を支援することを
目的とする。 

対象者 交通事業者、協議会及び地方公共団体など 

対象事業 ① 地域公共交通確保維持事業 
・広域的・幹線的バス路線や幹線交通と密接な一定の地域内バス・  
 デマンド交通の運行について支援  など 
・島民の生活に必要不可欠な離島航路・航空路の運航を支援 など 
 
② 地域公共交通バリア解消促進等事業 
・公共交通のバリアフリー化、BRT・LRTなど利用環境の改善等を 
 一体的に支援 
・地域鉄道の安全性向上のための設備整備等を支援 
 
③ 地域公共交通調査等事業 
・地域の公共交通の確保・維持・改善に資する調査支援 
・地域ぐるみの利用促進に資する取組みを支援 
 
④東日本大震災対応 
・被災地のバス交通等に対する柔軟な支援 

交付要件 国土交通大臣の認定が必要です。 

補助金額･補助率 等 
各事業により補助率が異なりますが、予算の範囲内において、 
1/2、1/3、定額などとなっています。 

手続き等 
 
 

各事業により異なります。 
＊地域公共交通確保維持改善事業の活用には、協議会における関係
者の議論と、生活交通確保維持改善計画等の策定が必要です。 

問い合わせ・申請先 九州運輸局 交通政策部 交通企画課 
 電話：092-472-2315  FAX：092-472-2316 
 
※その他、交通支援メニューは、九州運輸局のホームページの 
 トップページの右側「おすすめ情報（交通支援メニュー）」 
 に掲載してありますので、下記のＵＲＬよりご確認下さい。 
 
  http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/guaide/body.htm 

運－５ 

９ 



 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（H19.10.1施行 H26.11.20改正法施行） 

  ＜現行の地域公共交通総合連携計画に追加する事項＞ 

  コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携 

  地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築 

地域公共交通再編実施計画 実施計画 実施計画 ･･･ 

地域公共交通特定事業 

地域公共交通再編事業 
軌道運送 
高度化事業 

（ＬＲＴの整備） 

鉄道事業 
再構築事業 
（上下分離） ･･･ 

地方公共団体が事業者等の同意
の下に策定 

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し 

現行 
面的な公共交通ネットワークを 
再構築するため、事業者等が 
地方公共団体の支援を受けつつ

実施 

基本方針 
 国が策定 

 まちづくりとの連携を明確化 

地域公共交通網形成計画 
事業者と協議の上、 
地方公共団体が 
協議会を開催し策定 

改正のポイント 

交通政策基本法の基本理念に則り、 

 ①地方公共団体が中心となり、②まちづくりと連携し、③面的な公共交通ネットワークを再構築 

 地域公共交通確保維持改善事業 
 地域公共交通ネットワークの再構築に向けた取組を支援します。 

地域公共交通確保維持事業 １ 
存続が危機に瀕している生活交通のネットワークについて、地域のニーズを踏まえた最適な交通手段であるバス交通、デマン
ド交通、離島航路・航空路の確保維持のため、地域の多様な関係者による議論を経た地域の交通に関する計画等に基づき実施

される取組を支援します。 

○陸上交通 
地域特性や実情に応じた最適な地域間生活交通ネットワークと、同ネット

ワークに密接な地域内の生活交通等を一体的に、その運行を支援 

○離島交通 
・島民の生活に必要不可欠な離島航路・航空路の運航を支援 
・離島航路の存続とサービスレベルの確保を図るため、燃料 

 油価格の高騰によって生じた運営費の増加に対応 
◇地域内フィーダー系統◇ 

予約センター コミュニティバス 乗合タクシー 離島航路 離島航空路 

２ 地域公共交通バリア解消推進等事業 

ＬＲＴ：車両や輸送システムが近代化された路面電車 
ＢＲＴ：ハイテク車両を使用し高頻度・高速サービスを提供する都市交通システム 

○地域鉄道の安全性向上 
鉄道駅におけるホームドア、内方 
線付点状ブロック、ノンステップ 
バス、福祉タクシー等の導入を支援 

地域鉄道の安全性向
上に資する設備の整

備等を支援 

バリアフリー化されたまちづくりの
一環として、ＬＲＴ、ＢＲＴを支援 

○バリアフリー化 ○利用環境の改善・促進 

LRT（低床式車両） 

地域公共交通調査等事業 ３ 
地域の公共交通に関する確保維持改善の取組であっ
て、１の地域公共交通確保維持事業又は２の地域公
共交通バリア解消促進等事業による補助を受けよう
とする事業について定める生活交通確保維持改善計
画等の計画を策定するために必要な調査の支援等 

[東日本大震災対応] 
被災地のバス交通等に対する柔軟な支援 4 

・被災地の幹線バスの運行（運行費補助要件の緩和等の特例措置に 
 より対応） 

・仮設住宅等を巡る地域内バス等の運行（実証運行の通年化等の調 
 査事業の特例措置により対応） １０ 


