
観光支援施策等

平成２８年度

観光立国推進四国地区省庁連絡会議

農林水産省 中国四国農政局
経済産業省 四国経済産業局

環境省 中国四国地方環境事務所
国土交通省 四国地方整備局
国土交通省 四国運輸局



支援事業等名 支援内容 担当官署

１ 都市と農山漁村の共生・対流に向けた支援 地域協議会（市町村参画）・その構成員、県

補助金（ハード、ソフト事業）
農林水産省

２ 訪日外国人による農林水産物の購入促進に向けた支援 地域協議会（市町村参画）、市町村
補助金（ハード、ソフト事業）

農林水産省

３ 地域・まちなか商業活性化支援事業 その他（商店街等）
補助金（ハード事業）

経済産業省

４ エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業 その他

ガイド研修、アドバイザー派遣、交付金（ソ
フト事業）

環境省

５ 社会資本整備総合交付金（広域連携事業） 県
交付金（ハード・ソフト事業）

国土交通省

目 次

５
交付金（ハード・ソフト事業）

６ 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 県・市町村・その他（事務組合等）
補助金（ソフト事業）

国土交通省

７ 四国八十八景プロジェクト その他 国土交通省

８ インフラツーリズムの支援 その他 国土交通省

９ 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 県・市町村・その他（ＮＰＯ，団体等）
交付金（ハード・ソフト事業）

国土交通省

１０ 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 市町村・その他（ＮＰＯ，団体等）
交付金（ハード・ソフト事業）

国土交通省

１１ 歴史的風致活用国際観光支援事業 市町村・その他
補助金（ハード・ソフト事業）

国土交通省

１２ 空き家対策総合支援事業 市町村・その他
補助金（ハード・ソフト事業）

国土交通省



目 次

支援事業等名 支援内容 担当官署

13 かわまちづくり支援制度 県・市町村・その他（民間事業者等）
交付金（ハード・ソフト事業）

国土交通省

14 良好な水辺空間の形成等
～「子どもの水辺」再発見プロジェクト、水辺の学校プロジェクト～

県・市町村・その他（ＮＰＯ、団体等）
交付金（ハード・ソフト事業）

国土交通省

15 みなとオアシス その他（ＮＰＯ，団体等） 国土交通省

16 ビジットジャパン地方連携事業 県・市・その他（ＮＰＯ，団体等） 国土交通省

17 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 その他（団体等）
補助金（ハード・ソフト事業）

国土交通省

18 情報発信の強化に取り組む外国人観光案内所の支援 その他 国土交通省18 情報発信の強化に取り組む外国人観光案内所の支援 その他
補助金（ハード・ソフト事業）

国土交通省

19 観光圏整備事業 その他
補助金（ソフト事業）

国土交通省

20 観光地域ブランド確立支援事業 その他
補助金（ソフト事業）

国土交通省

21 免税制度の拡大 その他 国土交通省

22 地域資源を活用した観光地魅力創造事業 その他
（ソフト事業）

国土交通省



１.都市と農山漁村の共生・対流に向けた支援

補助金等名称 農山漁村振興交付金

事業内容

①農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光・教育等に活
用する地域の手づくり活動への支援

②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、地域を越えた人材の活用への支援

H28年度予算額

都市農村共生・対流及び地域活性化対策

80億円の内数

農山漁村活性化整備対策

事業内容

市町村等が作成した定住・交流促進のための計画
の実現に必要な施設等の整備を支援

○地域間交流拠点施設

都市住民の一時的・短期的滞在等の交流拠点の整
備を支援

交流促進に係る事業のイメージ

中国四国農政局 農村振興部 農村計画課 電話０８６－２２４－２５１４（代表）問い合わせ先

対象者

地域協議会（市町村が参画）

実施期間・交付率等

①の事業：上限2年間／交付率：定額（上限800万円／年）
②の事業：上限3年間／交付率：定額（上限250万円／年）

備を支援

廃校・廃屋等改修交流施設、
農林漁業・農山漁村体験施設、
地域連携販売力強化施設等

対象者

県、市町村、農林漁業者の組織する団体等

実施期間・交付率等

上限5年／交付率：1/2以内等



２.訪日外国人による農林水産物の購入促進に向けた支援

補助金等名称 農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業 H28年度（補正）予算額 2.5億円

事業内容

訪日外国人による農林水産物の購入促進等を図るため、次の取
組に支援

① 輸出戦略策定、訪日外国人への販売体制づくり（専門家派遣）

② クレジット決済システムの導入、Wi-Fi環境、多言語表示板の整
備 等

訪日外国人の農林水産物購入を促進する環境構築 施設改修整備

事業内容

訪日外国人の農林水産物購入促進のために必
要な次の施設整備に支援

① 農産物直売所の改修等

② ①に附帯し地域食材を提供するための施設の
整備

対象者

地域協議会（市町村が参画）

実施期間・交付率等

1年間／交付率：定額

対象者

市町村

実施期間・交付率等

1年間／交付率：1/2

対象地域

○ 広域観光周遊ルート（国土交通大臣が認定）上の農山漁村地域
○ 「食と農の景勝地」（農林水産大臣が認定）

中国四国農政局 農村振興部 農村計画課 電話０８６－２２４－２５１４（代表）問い合わせ先



３．地域・まちなか商業活性化支援事業
（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）

概要

対象事業

事業イメージ・支援対象例

中長期的に、更なる人口減少、少子・高齢化の
進展が叫ばれている中、地域における商店街
機能の活性化・維持を図るため、地域コミュニ
ティ機能、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
提供に向けた取組に対して支援を行う。

①少子・高齢化

・子育て支援、福祉施設の設置
・買物弱者向けサービスの提供 等

②地域交流

・まちなか交流スペースの設置
・コミュニティカフェの設置 等

（例）（例）

四国経済産業局産業部商業・流通・サービス産業課 電話 087－811－8524問い合わせ先

対象事業

⑤外国人対応

③新陳代謝 ④構造改善

・Wi-Fiの設置、免税対応機器
等の導入 等

・インキュベーション施設の設置
・空き店舗への店舗誘致 等

・地方自治体等と連携した共通
ポイントカードシステムの導入 等

・アンテナショップの設置
・オリジナル商品の開発 等

⑥地域資源活用
（例）（例）

（例）（例）
◆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分の２以下補助）

商店街振興組合や商店街組織、まちづくり会社
等が地域コミュニティ機能、買物機能の維持・強化、
インバウンド対策等を図るために行う、施設設置
や地域資源を活用したオリジナル商品の開発等
の取組に対する補助

補助対象経費：まちなか交流スペース、Wi-Fiの
の設置、免税対応機器等の導入、オリジナル商品
の開発費 等



＜環境省のエコツーリズム施策＞

４． エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業

背景・目的 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。

事業スキーム

【請負、交付】

○エコツーリズムガイド養成事業
エコツーリズムのガイド技術を有する優れた人材を確保するための研修を実施する。

○エコツーリズム推進アドバイザー派遣事業

エコツーリズム等による地域振興を図ろうとする地域に対し、有識者をアドバイザーとして派
遣する。
○エコツーリズム地域活性化支援事業(交付金)

エコツーリズム推進協議会等に対して、推進体制の強化、資源調査、ルールづくり等に要す
る経費の１／２を支援する。

期待される効果

自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の場として自然観光資源を持
続的に活用することにより、魅力的な地域づくりや地域活性化が推進されることに
つながる。

事業目的・概要等

イメージ

環境省 民間事業者等

エコツーリズムガイド等養成事業

中国四国地方環境事務所国立公園課 電話０８６－２２３－１５８６問い合わせ先

エコツーリズム推進 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 事 業

エコツーリズムの推進に伴う地域の課題解決への支援
・エコツーリズムを活用した地域活性化に取り組む地域に対し
て、有識者をアドバイザーとして派遣
・エコツーリズムの推進にあたっての課題の解決を支援

様々な課題

安全管理対策

利用と保全の調整

推進体制の強化

広報戦略
アドバイザーの活用

エコツーリズム地域活性化支援事業 （交付金）

地域が取り組む魅力あるエコツアープログラムづくり等への支援
・エコツーリズムに取り組む地域協議会等へ支援
・地域協議会は多様な主体で構成(市町村の参加は必須)
・国が地域協議会に対しエコツーリズム推進全体構想の作成や
プログラムづくり等に要する経費の２分の１を交付 プログラムづくり

エコツーリズム推
進全体構想の作成

エコツーリズムガイド等養成事業
エコツアーの普及、推進の中核を担うガイド及びコーディネーターを
育成
・観光協会、宿泊業者等エコツーリズム推進の要となる地域住
民も対象としたガイド、コーディネーターの育成
・既存ガイド等の能力向上、連携の促進 ガイド等の能力向上

地域住民も対象とし
たガイド等育成



５．社会資本整備総合交付金（広域連携事業）

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。

事業イメージ

目 的

複数都同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（社会資本総合整備計画に記
載）に基づく事業

①基幹事業：広域的特定活動を推進するために
必要な基盤整備事業
・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

対象事業

重点地区

Ａ県

Ａ県
観光案内板の整備

民間

美術館等観光施設の整備、
周遊バスの運行等

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。

四国地方整備局 企画部 広域計画課 電話０８７－８１１－８３０９問い合わせ先

都道府県（市町村等への間接交付も可）

交付対象者等

①基幹事業= 最大45％
②③関連事業= 個別の法令に規定があ
る場合以外は1/2

交付率

が必要な事業等（道路、河川、公園、土地区画
整理事業等）

②関連社会資本整備事業
③効果促進事業

Ｂ県

Ａ県

Ａ県
観光地間の

アクセス道路整備

Ｂ県
観光案内板の整備

Ｂ県
観光地間の

アクセス道路整備

拠点施設群
（宿泊施設）

Ａ県

幅員狭小解消の
ための拡幅

都道府県道

Ｉ．Ｃ．



６．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

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等について、事業化検討経費を支援する。

制度活用のイメージ

目 的

地方公共団体

補助対象者等

対象分野：国土交通省所管の基盤整
備事業の事業化検討調査
（例）道路、海岸、河川、港湾、都市公
園、鉄道、空港等の公共土木施設

対象事業

民間事業者等 事業主体（地方公共団体）

○きかっけ（状況が変わることとなった出来事）
例）外国船社からクルーズ船寄港の打診があった。

観光客誘致のために自治体で観光振興方針が策定された。

○民間による地域活性化・防災力向上等
に資する活動

○基盤整備における課題
例）大型クルーズ船に対応した岸壁の

問い合わせ先

地方公共団体
（県、市町村（一部事務組合及び広域
連合を含む））

補助率 ：１／２
※採択にあたって金額に下限値、上
限値はない

補助率

四国地方整備局 企画部 広域計画課 電話０８７－８１１－８３０９

に資する活動
例）クルーズ船の誘致活動が活発化。

新たな観光ツアーの企画

例）大型クルーズ船に対応した岸壁の
整備が必要。観光客増加による混雑
解消のための街路の拡幅が必要

基盤整備の検討
（調査・実証実験等）

基盤整備の実施

○基盤整備による民間活動活性化効果
例）民間によるさらなる設備投資
○民間の活動による基盤整備の機能向上効果

官民連携基盤整備推進費において支援
・民間の投資のタイミングに合わせた

基盤整備が可能
・基盤整備の構想段階から事業の

実施段階への円滑かつ速やかな移行

・駅、港、空港等で、観光客の受入強化
に伴う基盤整備に関する調査 等

採択事例



７．四国八十八景プロジェクト

四国らしさの感じられる素晴らしい景観を、「四国八十八景」として選定し、東京オリンピック・パラリンピックに向けてプロモート
を実施し、 四国来訪者の増加と地域活性化の実現を図ることを目的としています。

目 的

すばらしい眺め 眺める場所

四
国
八
十
八
景

イメージ

問い合わせ先 四国運輸局 観光部 観光企画課 電話０８７－８３５－６３５７
四国地方整備局 企画部 企画課 電話０８７－８１１－８３０８

四
国
八
十
八
景

眺める場所を選ぶのがプロジェクトのポイント

２０１８年度

プロモート
開始

２０１７年度

第２期選定

２０１６年度

第１期選定

２０２０年度

東京オリンピック・
パラリンピック



８．インフラツーリズムの支援

地域振興に資する観光を通じたインフラ活用、民間と連携した土木インフラ活用を推進するた
め、「ポータルサイト」を開設し、全国各地固有の民間ツアーを含めた全ツアーを常時紹介して
います。また、四国内の現場見学を紹介した「工事現場等見学ガイド」も開設しています。

概 要

「現場見学」
＜インフラツーリズムポータルサイト＞

＜工事現場等見学ガイド＞

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/
spotguide/to_pdf/to_index.html

＜見学場所の紹介例＞

問い合わせ先
見学ガイド ：四国地方整備局 企画部 企画課 電話０８７－８１１－８３０８
ポータルサイト：四国地方整備局 企画部 広域計画課 電話０８７－８１１－８３０９

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
region/infratourism/index.html

インフラ・ツアーは、従来のように管理者が主体的に
実施する「現場見学」だけではありません。
民間の旅行会社が企画立案して有料で催行される
「民間主催ツアー」もあり、多岐にわたっています。

「民間主催ツアー」



９．社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

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、住宅、地区施設等の
整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成する

目 的

【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以上の道路の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面積
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ている区域
*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

対象地区

①地区内の公共施設の整備（交付率：1/2）
・道路・公園等の整備 ・生活環境施設の整備 ・電線地中化ほか

事業イメージ

四国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 電話０８７－８１１－８３１５問い合わせ先

【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 ②街なみ景観整備の助成（交付率：1/2、1/3）

・住宅等の修景 ・景観重要建造物、歴史的風致形成建造物
（外観の修景の整備） の活用（修理、移設、買取等）

③空き家住宅等の除却（交付率：1/2） ④協議会の活動の助成（交付率：1/2）
・空き家住宅等の除却 ・勉強会、見学会、資料収集等



道路

公園

空き店舗活用

市町村は都市再生整備計画を作成、提出
（期間は３～５年。目標、区域、事業等を設定）

歩道整備

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、全国の都市再生を効率的に推進するため、
平成16年度に都市再生特別措置法を改正しまちづくり交付金制度を創設
平成22年度からは、社会資本整備総合交付金の基幹事業の一つ（都市再生整備計画事業）として継続

地域交流
センター

対象区域について

１０．社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

四国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 電話０８７－８１１－８３１５問い合わせ先

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ
社会実験

駅前広場
人工地盤

【提案事業】

ソフト事業等の市町村
の創意工夫に基づく事
業

＋
【基幹事業】

道路、公園、河川、下水道、
地域交流センター、既存建
造物活用事業等

全国の市町村の取組みを交付金により支援



１１．歴史的風致活用国際観光支援事業

日本固有の歴史・文化を活用した広域観光周遊ルート形成に向けた受入環境整備を促進

○歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画（歴まち計画）認定都市
は、年々増加しており、H27年度末までに全国53都市となっている。

○「ﾐｼｭﾗﾝ・ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｲﾄﾞ・ｼﾞｬﾎﾟﾝ」には、歴まち計画認定都市26都市が掲載され
るなど、日本固有の歴史・文化は重要な国際観光資源である。

○社会資本整備審議会歴史的風土部会において、「観光施策との連携など
歴史まちづくり行政の新たな展開」の審議が求められている。

背景と課題

ミシュラン掲載の歴まち都市

歴史まちづくり行政

○2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等により、
訪日外国人旅行者の増加が見込まれる。

○需要が集中している地域以外の地方都市等への需要を創
出するべく、地域間の広域連携を強化して情報発信力を高め
るとともに、対象市場に訴求するストーリー性やテーマ性に富
んだ多様な広域ルートを開発・提供し、海外へ積極的に発信
することが求められている。

観光行政

◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015 （ １．（１）、３．（１） ）

◆「日本再興戦略」改訂2015（第二 二．テーマ４．テーマ４-②（３）①、③ ）

◆経済財政運営と改革の基本方針2015 （第２章１．［１]）

政府の方針等

歴まち計画認定都市の経年推移

認定都市数

四国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 電話０８７－８１１－８３１５問い合わせ先

施策の成果
○広域観光周遊ルート形成に向けた受入環境整備を促進することにより、歴史的風致を活用した都市の魅力の向上及び賑わいの創出が図られ、
地域の活性化が実現される。

事業内容

作成

整備計画

・データ収集・分析、モニタリング
・案内板等の多言語化、ガイドライン策定
・人材の育成
・外国人向け体験プログラムの開発
・観光案内所等の機能向上 等

観光庁と連携

取組

・歴まち計画認定都市
・有識者
・施設管理者
・観光関連団体 等

協議会

本物の歴史・文化体験
プログラムの開発

広域観光周遊ルートの形成に向けた取組の
一環として、地域固有の歴史・文化を国際観
光資源としてより有効に活用するため、歴まち
計画認定都市において、官民により構成され
た協議会が作成する整備計画に位置づけら
れた受入環境整備に係るソフト・ハード両面の
取組に対して総合的に支援。
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会
の開催を見据えて、平成27年度から５年間の
支援措置により整備を促進。 観光案内所等の機能

向上国
支援

広域観光周遊ルート
形成に向けた歴まち計
画認定都市

【例（犬山市）】



１２．空き家対策総合支援事業

空家等対策計画に基づき実施する空き家の活用や除却などを地域のまちづくりの柱として実施する
市町村に対して、国が重点的・効率的な支援を行うため、社会資本整備総合交付金とは別枠で措置

①空家対策特別措置法に基づく「空家等対策計画」
を策定している

②空家対策特別措置法に基づく「協議会」を設置す
るなど、地域の民間事業者等との連携体制があ
る

など

補助対象市区町村

補助対象事業

事業活用イメージ

空き家の活用 周辺建物の外観整備 空き家の除却 空き室の活用

Before Before Before

市町村による「空家等対策計画」に基づく事業を支援

Before

１／２ 等市区町村 等

【上記計画に基づく事業】
・空き家の活用

（例：空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用）

・空き家の除却
（例：ポケットパークとして利用するための空き家の解体）

・関連する事業
（例：空き室を低所得者向けの住宅に活用、周辺建物の外観
整備）

など

補助対象事業

事業主体

居住環境の整備改善のため、
空き家を除却、空き室を低所得
者向けの住宅に活用

空き家を地域活性化のための
観光交流施設に活用し、その周
辺建物の外観を整備

補助率
法定の「協議会」など民間事業者等と連携

After After After After

四国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 電話０８７－８１１－８３１５問い合わせ先



１３．かわまちづくり支援制度
◆目的

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
光機盤などの「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します。

◆ハード面
河川管理者が推進主体と連携し、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通じ、
まちづくりと一体となった水辺整備を支援。

◆ソフト面
民間事業者による河川敷のイベント広場やオープン

四国地方整備局 河川部 河川管理課（直轄事業） 電話 ０８７－８１１－８３２０
四国地方整備局 河川部 地域河川課（交付金事業） 電話 ０８７－８１１－８３１８

問い合わせ先

民間事業者による河川敷のイベント広場やオープン
カフェの設置等、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、河川敷地占用許可準則
第22による都市・地域再生等利用区域の指定等を支援。

◆推進主体
市町村、市町村及び民間事業者、
市町村を含む法人格のない協議会

◆補助率等
社会資本整備総合交付金などを活用



１４．良好な水辺空間の形成等
～「子どもの水辺」再発見プロジェクト、水辺の学校プロジェクト～

◆目的
地域の身近な自然空間における河川において、子どもたちが自然体験の場として活用出できるよう、自然の状態を

極力残しつつ、必要に応じてアクセス施設の整備や水辺に安全に近づけるような河岸の整備を行うことを目的とする。
◆事業内容

自然の状態をできるだけ保全し、あるいは瀬や淵、せせらぎなどの自然環境を創出するとともに、堤防の傾斜をゆ
るやかにするなど、子ども達が自然と出会える安全な水辺をつくります。

河川管理者や地方公共団体が、NPO法人、地域ボランティアなど地域の方々と子どもの水辺協議会を作り、地域が
一体となって子ども達と水辺の関係を考え、地域の特色を生かした取り組みを行います。

◆ハード面
河川を整備する際には、瀬や淵、せせらぎ、

ワンド等自然の状態を保全・復元するとともに、

整備イメージ

四国地方整備局 河川部 河川管理課 電話 ０８７－８１１－８３２０問い合わせ先

◆事業主体
地域のNPO、ボランティア団体、自治体、
地域住民、教育関係者、河川管理者 等

ワンド等自然の状態を保全・復元するとともに、
河岸への導線や遊歩道の確保などを行います。

◆ソフト面
NPO、ボランティア団体等の地域の方々と協

力しながら、水辺が自然体験の場、遊びの場と
して活用されるような仕組みを作ります。



１５．みなとオアシス

賑わいや交流促進に資する一定の要件を満たす「みなと」の施設を地方整備局等が「みなとオアシス」として認定・登録し、住
民参加による地域活性化の取り組みを支援。
○地域住民や観光客が交流できる空間を有していること
○地域住民や観光客に対し地域情報や観光情報を発信する機能を有していること
○適切な管理運営が行われていること
○イベントの実施等みなとの賑わいを作り出す活動が地域住民参加の下で継続的に行われていること。

概要・対象事業

支援内容

シンボルマーク 道路標識設置の事例

・みなとオアシスのシンボルマークの使用
・国土交通省・地方整備局等のホームページ等による広報 ほか

平成２５年４月オープン、年間来場者100万人以上を記録。
●どーや市場（海産物直売所）
●アゴラマルシェ（物販、飲食施設）
●民間活力を最大限利用し、新商品を開発

四国地方整備局 港湾空港部 港湾物流企画室 電話０８７－８１１－８３６０問い合わせ先

登録事例

シンボルマーク 道路標識設置の事例

みなとオアシス八幡浜みなっと（愛媛県八幡浜市）
運営主体：ＮＰＯ法人港まちづくり八幡浜及び八幡浜元気プロジェクト共同体

どーや市場

アゴラマルシェ

みなと交流館
（観光案内所、
ホール、会議室）

公衆用トイレ

無料駐車場

沖新田緑地公園
（芝生広場ほか） アゴラマルシェ

どーや市場

全国のみなとオアシスとの連携事例

みなとオアシスSea級グルメ全国大会

・全国各地の「みなとオアシス」が地元の
海産物を使った“旨いもの”を持ち寄る
「みなと」を舞台にしたグルメイベントを
定期的に開催

Sea級グルメ会場
Sea級グルメのチラシ



観光立国実現に向けたアクション・プログラム及び日本再興戦略に掲
げられた訪日外国人４０００万人の高みを目指し、中国をはじめとする
東アジア諸国を当面の最重点市場と位置づけ、地域と連携し、地域の
観光魅力を海外に発信するとともに、旅行会社やメディアの招請ツ
アー、海外旅行博出展・商談会の開催、メディアを通じたＰＲなど、さま
ざまな訪日外国人旅行者の誘致促進事業を実施します。

〇訪日旅行商品造成のための旅行会社の招請

〇地域の観光魅力を海外に発信するためのメディア招請

○海外での観光情報説明会の開催や旅行博等への出展

ビジット・ジャパン地方連携事業

地方公共団体、民間団体等

１６．ビジット・ジャパン地方連携事業

補助金等制度名称

対 象 者

事業費・負担率等

目的・概要

○海外での観光情報説明会の開催や旅行博等への出展

〇海外のTVや雑誌、新聞等を活用した情報発信や広告掲載

〇外国人観光客に向けた観光パンフレット等の作成

〇訪日教育旅行の誘致促進のための教育関係者招請 等国は総事業費の１／２を限度として負担
※国の負担分は、いわゆる補助金ではありません。

国が総費用の１／２を限度として負担し、国と地域の連携

事業として実施するものです。

インバウンドフェア商談会
海外メディア､旅行会社招請

事業費・負担率等

四国運輸局観光部国際観光課 電話０８７－８３５－６３５８問い合わせ先



１７.訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業

① 宿泊施設のインバウンド対応支援 ② 空室情報提供の強化

■Wi-Fi環境整備

■トイレ洋式化

本日の空室情報
◇◆ホテル ○ 空室あり
■□旅館 △ 空室少々

…

■多言語対応 ■観光案内所での空室情報集約・提供

・自社サイトの多言語化

・タブレット端末による２４ｈ
オペレーター翻訳の導入

・館内案内表示の多言語化

・ターミナル駅やＳＡ等
での空室情報発信

四国運輸局観光部観光企画課 電話０８７－８３５－６３５７問い合わせ先

・外国人材派遣の活用 ・客室にシャワー室の設置 ・客室の洋室化 ・ムスリム受入マニュアルの作成

【目的】
・外国人観光客の急増により、一部宿泊施設の稼働率が高水準で推移し
ているため、既存の宿泊施設をフル稼働させることが必要。

【事業内容】
・複数の宿泊事業者（５以上）が協議会を設立。
・「訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画」※を策定し、観光庁に提出。
・観光庁が、有識者委員会の意見を聴いて、認定・交付決定。
※訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画：協議会が現状分析、それらを
踏まえた取組、目標（外客宿泊者数、平均稼働率）等を記載。

＜フォローアップ＞
定期的に観光庁に報告（２年間）
団体：計画の実施状況（１年毎）
宿泊事業者：外客宿泊者数、客室稼働率（毎月）

○対象者 ：複数の宿泊事業者（５以上）が設立する協議会等

○補助率等 ：１／２（上限額１００万円／１事業者）

○支援スケジュール ：

募集期間

・１次：平成２８年３月１日～２８年３月３１日

・２次：平成２８年７月１５日～２８年８月１５日

○施策の詳細は下記ＵＲＬ参照：

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000280.html



１８. 情報発信の強化に取り組む外国人観光案内所の支援

・案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ等の多言語表記等に要する経費

四国運輸局観光部観光企画課 電話０８７－８３５－６３５７問い合わせ先

・無料講習無線ＬＡＮ環境の整備に関する経費

・外国人観光案内所の接遇向上に要する経費（スタッフ研修費、タブレット等）等

【目的】
・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、情報発信の強化を図るための経費等の一部を支援。

【事業内容】
・指定の要望書及び必要資料を運輸局に提出。
・観光庁にて要望書を審査。審査結果通知後交付決定手続き。

＜フォローアップ＞
・自らによる事業の実施状況の確認、評価を行い、「自己評価」の結果
を平成２９年１月３１日までに運輸局に報告。

○対象者 ：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

込みがある外国人観光案内所

○補助率等 ：１／３

○支援スケジュール ：

募集期間

・１次：平成２８年６月２０日～２８年７月２０日

・２次：平成２８年８月１７日～２８年９月３０日

・３次：平成２８年１１月３０日～２８年１２月１６日

○施策の詳細は下記ＵＲＬ参照：

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000227.html



１９. 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。

観光圏整備のイメージ

滞在コンテンツ④

滞在コンテンツ③
滞在コンテンツ⑤

主たる

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

Ｂ市

Ｃ町

Ｇ市

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

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

宿泊の魅力向上

観光地域づくりプラットフォームの設置

・観光地域づくりプラットフォーム（法人）により、観光圏整
備事業をマネジメントする体制を構築

・観光地域づくりプラットフォームは、複数の観光地域
づくりマネージャーで構成

プラットフォーム

農業
関係者

宿泊施設

四国運輸局観光部観光企画課 電話０８７－８３５－６３５７問い合わせ先

滞在コンテンツ①

滞在コンテンツ②
滞在コンテンツ⑥

滞在促進地区滞在プログラム

Ａ市

Ｄ村

Ｅ町

Ｆ町
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

滞在コンテンツの充実

移動の利便性向上

情報提供の充実・強化

プラットフォーム
（観光地域づくりマネージャーで構成）

商工業者飲食店 ＮＰＯ

漁業
関係者

実施フロー

市町村 都道府県 観光事業者
農林水産業者 商工業者 NPO等

協議会設置
大
臣
認
定

事業者が共同して観光圏整備事
業を実施するための計画を作成し、
国土交通大臣に共同で認定申請

地域の創意工夫による観光圏の
魅力を高めるための事業を具体
的に列挙 ※概ね５年間

「観光圏整備計画」作成 「観光圏整備実施計画」作
成

○対象者 ： 観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は県を含む協議会

○施策の詳細は右記ＵＲＬ参照 ： http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/seibi.html （観光庁）



２０．観光地域ブランド確立支援事業

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。

取組
概要

（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

観光地域づくりプラットフォーム

地域独自の「ブランド」の確立（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。

（２）ブランド戦略に基づき、滞在プログラムの実施に当
たって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の実施。 支援

四国運輸局観光部観光企画課 電話０８７－８３５－６３５７問い合わせ先

○ 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

○ 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

○ 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

○ 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

○対象者：「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。）

○補助率等（１）上限５００万円 （２）補助対象事業費の４割



２１．免税制度の拡大

【免税店数の推移】
消費税免税制度の拡充

〈拡充第1弾〉（2014年10月1日運用開始）
○全ての品目が消費税免税の対象となり、地方の名
産品にも対象が拡大。

〈拡充第2弾〉（2015年4月1日運用開始）
○免税手続の第三者への委託を可能とし、商店街や
物産センター等において、免税手続の一括カウン
ターの設置を実現。

○外航クルーズ船の寄港時に埠頭に臨時出店する仮

免税店Ａ

免税店Ｂ

一括免税手続

外国人旅行者による地方での旅行消費を拡大し、地域経済の活性化を図るため、地方の外国人旅行者向け免税店の

拡大を推進。
※全国の免税店数：2015年10月1日 29,047店 →2016年4月1日 35,202店。

四国運輸局観光部観光企画課 電話０８７－８３５－６３５７問い合わせ先

○外航クルーズ船の寄港時に埠頭に臨時出店する仮
設店舗の免税許可申請を簡素化。

平成平成2828年度税制改正年度税制改正

免税店Ｃ

○免税の対象となる、一般物品の最低購入
金額の「10,000円超」から「5,000円以
上」への引き下げ。

【三大都市圏と地方部の免税店数】

○免税店から免税購入物品を海外の自宅や空港等へ直送する場合の手続
を簡素化。

地方における2,000円～3,000円程度の単価の低い民芸品や伝統工芸品につ
いて、2,3個の購入で免税となることで、外国人旅行者の地方での消費を促進。

自ら免税購入物品を持ち運ぶことなく旅行する「手ぶら観光」を促進。 等



外国人旅行者消費税免税制度の問い合わせ先
消費税免税制度相談窓口

（一般型、手続委託型輸出物品販売場制度） （港湾における臨時販売場届出制度）

観光庁・地方運輸局 経済産業省・地方経済産業局 国土交通省港湾局・地方整備局

観光庁 観光戦略課
（電話） 03-5253-8322

商務流通保安グループ 流通政策課
（電話）03-3501-1708

港湾局 産業港湾課
（電話）03-5253-8672

北海道
北海道運輸局 観光地域振興課
（電話）011-290-2722

北海道経済産業局 流通産業課
（電話）011-738-3231

北海道開発局港湾空港部 港湾計画課
（電話）011-709-2137

東北
東北運輸局 国際観光課
（電話）022-791-7510

東北経済産業局 商業・流通サービス産業課
（電話）022-221-4914

東北地方整備局港湾空港部 港湾物流企画室
（電話）022-716-0005

関東
関東運輸局 国際観光課

（電話） 045-211-7273
関東経済産業局 流通・サービス産業課

(電話) 048-600-0345
関東地方整備局港湾空港部 港湾計画課
（電話）045-211-7416

中部
中部運輸局 観光地域振興課
（電話）052-952-8009

中部経済産業局 流通・サービス産業課
（電話）052-951-0597

中部地方整備局港湾空港部 港湾計画課
（電話）052-209-6323

北陸
北陸信越運輸局 観光地域振興課
（電話）025-285-9181

北陸地方整備局港湾空港部 港湾物流企画室
（電話）025-370-6706

近畿
近畿運輸局 観光地域振興課
（電話）06-6949-6411

近畿経済産業局 流通・サービス産業課
（電話）06-6966-6025

近畿地方整備局港湾空港部 港湾計画課
（電話）078-391-8361

中国
中国運輸局 観光地域振興課
（電話）082-228-8703

中国経済産業局 流通・サービス産業課
（電話）082-224-5655

中国地方整備局港湾空港部 港湾物流企画室
（電話）082-511-3928

四国
四国運輸局 観光地域振興課
（電話）087-835-6357

四国経済産業局 商業･流通･サービス産業課
（電話）087-811-8524

四国地方整備局港湾空港部 港湾計画課
（電話）087-811-8330

九州
九州運輸局 観光地域振興課
（電話）092-472-2920

九州経済産業局 流通・サービス産業課
（電話）092-482-5511

九州地方整備局港湾空港部 港湾物流企画室
（電話）092-418-3379

沖縄
沖縄総合事務局 運輸部企画室
（電話）098-866-1812

沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課
（電話）098-866-1731

沖縄総合事務局開発建設部 港湾計画課
（電話）098-866-1906



２２．地域資源を活用した観光地魅力創造事業

計画の策定（数値目標、取組体制、事業内容等）

マーケティングの実施

地域の魅力を高める取組の実施

観光関係者による取組

・着地型旅行商品の造成
・地産地消の推進
・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

・観光地周遊バスの実証運行

①滞在コンテンツの充実・強化 ②地元での消費拡大

④外国人受入環境整備③来訪者の利便性等向上

・着地型旅行商品の予約
システムの構築

・地域の農産品等を活か
した、名産品の開発

・観光案内の多言語表記化

取
組
の
評
価
を
踏
ま
え
た
計
画
の
見
直
し

国
に
よ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
支
援遊休施設を活用した

情報発信・商品販売施設

無料公衆無線
LANの整備

i

協議会等

対象地名産品の開発

体験型・交流型滞在プログラムの
企画・開発・提供

案内ガイドの育成・研修

四国運輸局観光部観光企画課 電話０８７－８３５－６３５７問い合わせ先

・観光地周遊バスの実証運行
・美観の維持、トイレ改修
・遊休施設を活用した情報
発信、商品販売機能の強化

・観光案内の多言語表記化
・Wi-Fi環境の整備
・免税店の導入検討

等

し
二次交通の確保

近隣駅

【目的】
・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ため、歴史的
景観、美しい自然、海洋資源、豊かな農山漁村、魅力ある食文化等の
観光資源を活かした地域づくり施策と、体制づくり、受入環境整備、
二次交通の充実等の観光振興のための施策を一体で実施。

【事業内容】
・観光地の魅力を高めるための取組として、滞在コンテンツの充実・強
化や、来訪需要の喚起、地元での消費拡大、来訪者の利便性等向上お
よび外国人受入環境整備に関する事業の実施

○対象者
協議会 ： 単一市町村、観光協会、交通事業者、地域づくりの取組を実施する者等により構成

○補助率等 ： 個別事業の実施に必要な経費の総額の１／２以内

○施策の詳細は下記ＵＲＬ参照：

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000210.html


