
観光ルネサンス補助事業評価の概要

観光ルネサンス補助制度（平成１７～２０年度）は、外国人観光客の来訪
を促進するための民間による観光地域づくりを支援してきた制度。今回の
評価は、事業の終了後に事後検証することにより、補助金の効率的、効果
的な使用を目指すものであり、昨年に引き続き、１７地域を対象に実施。

事業は着実に実施したが、外国人観光客の増加という
成果が表れなかった、又は、計画策定時の見通しが甘
く、当初予定通りの実施ができずに、計画の大幅な修
正や縮小を余儀なくされた。

墨田区・台東区、佐渡市、若狭町Ｃ

Ａに準ずる成果があった。
洞爺湖町・壮瞥町、酒田市、平泉
町、日光市、加賀市、伊豆の国市、
京都市、廿日市市

Ｂ

シャトルバスの定着や商品開発、イベント造成等に成
功し、地域の課題が解決するとともに、外国人観光客
も大幅に増加した。

富良野市、草津町、川越市、白馬
村、飛騨市、松江市Ａ

評価の理由地域名総合評価

○ 評価の目的

○ 評価結果概要

○ 観光ルネサンス補助事業の終了にあたって

観光ルネサンス補助事業は、概ね計画通りに事業が実施され、外国人
観光客の増加にも、一定の成果を上げたと総括できる。

（６地域）

（８地域）

（３地域）

観光ルネサンス補助事業は、平成２０年度で終了し、現在は、日本人を
含めた内外からの観光旅客の来訪・滞在を促進するため、これを発展させ
た観光圏整備事業を実施している。

また、観光ルネサンス補助事業の経験・評価は、個別計画の審査や補
助事業実施期間（原則２年間）よりも息の長い５年間の計画の策定、数値
目標の自主的な設定等の制度設計に活かされている。

観光圏整備事業では、一地域だけの取り組みでは限界があることを踏ま
え、「点」から地域が連携する「面」への拡大を求めている。
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１．はじめに 
 
 観光ルネサンス補助制度は、平成１７年度から平成２０年度までの間、外国人観光

客の来訪を促進するため、国際競争力のある観光地づくりを目的に、観光地の活性化

に取り組む民間団体の地域観光振興事業を支援してきたものである。 
 主な事業の内容は、「人材の育成」、「多言語での情報発信」、「地域ブランド商品の

開発」、「二次交通の整備」、「外客誘致に資するイベントの開催」などのソフト事業で

あり、これらを中心とした幅広い分野にわたり、国は事業費の一部を補助する支援を

行ってきたところである。 
このようにして、同補助事業を実施してきた地域を対象に、①事業実施、②成果、

③自立性・継続性のそれぞれの観点から、有識者で構成される第三者委員会により、

客観的に評価を行うこととしている。①事業実施については、申請時に掲げた事業を

適切に実施しているか、②成果については、実施した事業により効果として、申請時

に掲げた課題の解決や外国人観光客の増加に結びついたか、③自立性・継続性につい

ては、実施した事業が補助期間終了後も自立継続されるかをポイントに、評価するこ

ととしている。 
このようにして事業を評価し、これを公表する目的は、国が補助事業を実施した成

果・結果を国民に知らしめるだけでなく、補助対象として採択した地域を事後検証す

ることにより、補助金をより効率的かつ効果的に使用していくとともに、その一連の

過程の透明性を高めるためである。 
前回（平成２０年６月）、平成１９年９月末までに事業を終了した地域を対象に評

価を行ったのに続き、今回は、平成１９年１０月～２０年度末までに事業を終了した

１７地域を対象に、前回同様の評価基準に照らし評価を行った。 
その結果は、次頁以後のとおりである。 



２．事業評価の考え方と評価結果

（１）事業評価の考え方

A B C

事業実施、成果及び自立性・継続性の評価を
ベースとして、総合的に判断する。

ほぼ計画どおりに事業を遂行
し、主要な事業を中心に成果を
出した、評価に値する地域

Aに準ずる地域。
一部に計画との差異や継続の断
念、また適切に成果が出ていな
い面などがあるが、概ね評価で
きる地域

主要な事業において、成果が現
時点で認められない地域
もしくは、計画との差異や継続
の断念において問題のある地域

事業申請時に掲げた事業を適切に実施してい
る。
また、予定と異なる場合には、適切な事由が明
らかにされている。

申請時に掲げた事業を適切に実
施したと判断される。

申請時に掲げた事業の一部が未
達成となっている。
ただし、その主要事業について
は適切に実施したと判断され
る。

申請時に掲げた事業の一部もし
くはその全てが未達成である。
特に、主要事業について未達成
の場合はその評価はCと判断さ
れる。

事業実施により、効果（特に、申請時に掲げた
課題の解決や外国人観光客の拡大）として現れ
ている。
また、まだ効果が現れていない場合は、適切な
事由が明らかにされている。

事業実施を通じて事業全体に対
する効果が既に明確に現れてい
る。

事業実施を通じて一部事業（特
に主要事業）に対する効果が、
既に明確に現れている。
もしくは全事業に対する効果が
今後明確に現れてくると予想さ
れる。

事業実施による効果が、事業全
体およびその一部（特に主要事
業）に対して現れていない、ま
たは不明瞭である。

実施事業の今後の自立性・継続性が担保されて
いる、もしくは既に継続実施されている。
また、継続していない場合は、適切な事由が明
らかにされている。

補助対象事業者に安定した運営
力が認められ、事業全体の継続
推進に確実性があると認められ
る。

事業の概ねについて継続される
が、一部事業の継続が断念（継
続検討中を含む）されている。
もしくは継続に対する懸念が大
きいと判断される。
ただし主要事業については、継
続に確実性があると認められ
る。

事業の一部もしくはその全てが
継続を断念されている。
特に、主要事業について継続断
念の場合、その評価はCと判断
される。

評価の基準

評価のポイント

自立性・継続性

成果

評 価 項 目

事業実施

総 合 評 価



（２）事業評価の結果

No. 実施地域 事業実施 成果
自立性・
継続性

総合評価 コメント

1 富良野市 Ａ Ａ Ａ Ａ

「目的と概要」これまで夏に偏っていた外国人観光客が年間を通じて来訪できるよう、外国人の個人旅行
客でもひとり歩きできる国際競争力のある観光地づくりを目指し、①季節の魅力にあった体験プログラム
を開発するとともに、②拠点空港～宿泊地～観光地～市街地の交通アクセスの整備、③外国人向け案内
所・案内標識、ガイド等の観光組織の整備、等の事業を行った。
「事業実施」案内看板の整備が同等の効果をもつより安上がりな方法に改められた他は、全ての事業が当
初予定通りに実施された。
「成果」冬のイベント開発に成功し、また、満足度調査の結果を踏まえた市内循環バスの継続運行も可能
となり、外国人向け人材育成も着実に実施され、全体的にも事業実施期間中に外国人宿泊者数が１．５倍
に増加するとともに季節偏差が縮小する等、顕著な成果が上がっている。
「自立性・継続性」全ての事業について継続するとしている。
「総合評価」高い評価に値するものと判断できる。

2 洞爺湖町・壮瞥町 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

「目的と概要」２００８年Ｇ８サミット開催を契機に,国際観光地に相応しい受入体制を整備するため、
外国人観光客の一人歩きサポートを充実するとともに、観光地としての差別化を図り外国人観光客の満足
度を向上させることを目指し、①洞爺湖周辺の見所を結ぶ交通アクセスの充実、②個人観光に対応した多
言語音声ガイドの整備、③多種多様なニーズに対応できる環境を整え外国人観光客の快適な旅をサポート
する観光総合センターの開設、等の事業を行った。
「事業実施」冬の体験イベントが人手不足のため中止となった他、目玉事業である観光総合センターの開
設が、サミット記念館の建築工期の関係で３月にずれ込んでしまった。ただし、その他の事業は当初予定
通りに実施された。
「成果」外国人宿泊者数・外国人入込客数ともに微増であり、数字にはまだ結びついていない。しかしな
がら、観光施設での多言語インフォメーションシステム、インターネット宿泊予約システム、観光総合セ
ンター等のシステムは構築されており、また、バイオ燃料で走行するシャトルバスや花による景観整備の
実施等エコを意識した取組みが特徴的で、外国人観光客からも高い満足度が得られたことから、事業全体
に対する効果が今後明確に現れてくると予想される。
「自立性・継続性」事業の概ねについて継続されており、少なくとも主要事業については継続に向けて検
討中であり、事業継続に確実性が認められる。
「総合評価」Ａに準ずる地域であると評価した。

3 酒田市 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

「目的と概要」鳥海山・最上川・日本海・庄内平野の自然と古くから伝わる伝統文化という、あるゆる日
本らしさの資源を活かして、滞在時間を延長させ、通過型観光を払拭することを目指し、①周遊・滞在を
促進させる体験型メニューの開発と新たな地域ブランド商品の開発、②酒田の祭りや文化等の観光情報提
供や情報発信のための多言語ＨＰ、ポスター、パンフレット、マップ等の整備、③多言語案内標識やコー
ルセンターの整備、等ソフトシステム整備に重点をおいて事業を行った。
「事業実施」外国語案内標識やパンフレットに係る一部事業について、当初予定通りに実施されなかった
ものが見られるが、主要な事業については当初予定通り実施した。
「成果」事業実施期間中の外国人宿泊者数・外国人入込客数ともに倍以上に増加している。地域課題の一
つである地域ブランド商品については、商品化されてブランドとしての定着を図っているものの、もう一
つの課題である体験メュー開発については、商品化に至っていない。
「自立性・継続性」事業の概ねについて継続されており、少なくとも主要事業については継続に向けて検
討中であり、事業継続に確実性が認められる。
「総合評価」Ａに準ずる地域であると評価した。



No. 実施地域 事業実施 成果
自立性・
継続性

総合評価 コメント

4 平泉町 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

「目的と概要」平泉の世界文化遺産登録による外国人観光客増を見越し、外国人が観光しやすい環境の整
備と世界遺産登録に向けた機運の醸成を目指して、①景観に配慮した外国語併記観光案内サインの整備、
②外国語の散策ガイドマップ・パンフレットの作成、③世界遺産登録に係るイベントの実施等を行った。
「事業実施」世界遺産登録が「延期」となったことから、速やかに登録を「祝う」イベントから「祈念す
る」イベントに内容を変更し、併せて外国メディアを招聘したプレスツアーを実施する等、当初予定の変
更はあるが、むしろ効果的な補助金の活用に努力している点が積極的に評価できる。なお、その他の事業
についてはほぼ予定通りに実施された。
「成果」世界遺産登録延期や岩手・宮城内陸地震による影響があったはずであるにもかかわらず、事業実
施期間中に外国人入込客数が１割程度伸びているほか、平泉駅から中尊寺を結ぶ中尊寺通りの行灯整備を
進めたこと等がきっかけとなり、地域住民が自発的に無料休憩所を提供するなど地域住民におもてなしの
こころが芽生える等の成果が上がっている。
「自立性・継続性」事業の概ねについて継続されており、少なくとも主要事業については継続に向けて検
討中であり、事業継続に確実性が認められる。
「総合評価」Ａに準ずる地域であると評価した。

5 草津町 Ｂ Ａ Ａ Ａ

「目的と概要」草津固有の温泉文化の発信と、その温泉文化を楽しみながら体験できる地域との交流、体
制整備を行うことにより、諸外国のhot　springとは一線を画する我が国の温泉文化を'ONSEN'という言葉
の認知を通して世界に知らしめることを目標として、①ウェブサイトの多言語化及び直接宿泊施設に予約
できるシステムの導入、②国際交流イベントの開催、③語学研修やホスピタリティー研修等のまちぐるみ
でのホスピタリティー向上、の各事業を行った。
「事業実施」事業の柱である宿泊予約システムの構築が当初予定の多言語ウェブサイトの開設時に間に合
わなかったほか、イベントの実施につき重点化による一部イベントの中止があった。しかしながら、宿泊
予約システムは２年度目に当たる１９年度には構築されるとともに、外国の検索エンジンで草津のウェブ
サイトが上位にランクされるよう検索エンジンを最適化するなど、ウェブによる露出度アップに取り組ん
だ結果、アクセス数が飛躍的に増加した点は評価できる。
「成果」外国人宿泊者数が事業実施期間中に１．５倍に増加しており、前述のウェブのアクセス数増加と
あわせて、顕著な成果と評価することができる。
「自立性・継続性」全ての事業について継続するとしている。
「総合評価」高い評価に値するものと判断できる。



No. 実施地域 事業実施 成果
自立性・
継続性

総合評価 コメント

6 墨田区・台東区 Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ

「目的と概要」隅田川を挟んで浅草と両国・向島が協力して、観光地としての面的な広がりを持たせるた
めの連携を促進するとともに、地域の情報の国内外への発信、及び江戸の頃からの伝統文化・芸能の紹
介・体験等を通じた地域の活性化・観光まちづくりを目指して、①両地域が連携した、外国人でも参加で
きるイベント（祭り）の開催、②隅田川舟運の試験運行、③観光案内所での案内・情報提供及び観光ボラ
ンティアの育成・派遣、等の事業を行った。
「事業実施」①については当初予定通りに実施されたが、②については、地域連携の要である、浅草－両
国間のアクセス改善のための水上バスの試験運航だったが、運航会社との調整がつかず、当初予定したイ
ベントに合わせた運航は一部日程で実施されなかった。また、③についても、墨田区に観光案内所がない
という実情を踏まえ、不案内を解消するための観光ボランティア育成・派遣事業だったが、ボランティア
が思ったよりも集まらず、当初予定通りの事業実施ができなかった。これらの事業において申請時に掲げ
たとおりに実施されていないため、Ｃと判断される。なお、これらの事業を除けば、事業実施期間中に事
業は概ね予定通り実施され、成果物もできた。
「成果」これらの地区に外国人宿泊客数・外国人入込者数のデータはなく、また、直接的な事業効果を測
るデータに乏しいため、事業実施による効果が事業全体に対して不明瞭としてＣと評価せざるを得ない。
「自立性・継続性」事業の概ねについて継続されており、少なくとも主要事業については継続に向けて検
討中であり、事業継続に確実性が認められる。
「総合評価」成果が現時点で認められない地域であるとして、Ｃと評価せざるを得ない。
「備考」今回の事業を通じて、両地域が連携して観光まちづくりに取り組むという素地は出来たのだか
ら、これを活かし、次のステップに取り組んで頂きたい。その際には、何を目的に誰がどこから来ている
のか観光客の動きの現状をきちんと数値で把握し、その分析を踏まえて戦略を練ることが必要である。

7 日光市 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

「目的と概要」世界遺産である日光の社寺をはじめとする日光の伝統と文化、日光の厳しい冬等に代表さ
れる「日光らしさ」を伝える人材の育成と外国人観光客のニーズにあった商品開発を進めることにより、
外国人観光客をおもてなしできる体制を整備することを目指して、①外国人の参加・体験する日光の伝統
と文化等に触れるイベントやミニツアーの実施、②新たな食の魅力として中禅寺湖のヒメマスを使用した
ヒメマスバーガーの開発、③通訳ガイド育成、等の事業を行った。
「事業実施」悪天候によるイベントの中止があった他は、全ての事業が当初予定通りに実施された。
「成果」①の外国人向けのイベント等は定着しつつあるが、ヒメマスバーガーが商品化にまでは至ってお
らず、また、外国人入込者数・外国人宿泊客数は事業実施期間中１割程度の増加にとどまっており、顕著
な成果とまでは言えない。
「自立性・継続性」事業の概ねについて継続されており、少なくとも主要事業については継続に向けて検
討中であり、事業継続に確実性が認められる。
「総合評価」Ａに準ずる地域であると評価した。

8 川越市 Ａ Ａ Ｂ Ａ

「目的と概要」外国人を含めた観光客の増加、滞在時間の拡大による地域経済の活性化を目指して、①伝
統文化行事などの小江戸文化の参加・体験できる場の提供及び川越ならではの食べる楽しみの創出、②
「アート」に着目した新しいイベントの造成、③多言語ウェブサイト等による情報発信強化、④人材育成
や御当地検定等による市民総コンシェルジュ化、等の事業を行った。
「事業実施」全ての事業が当初予定通りに実施された。
「成果」伝統文化や食の体験メニューは外国人から高い評価を受け、一部メニューは民間旅行会社の外国
人向けツアーのコンテンツとして採用されており、外国人入込者数・外国人宿泊客数は事業実施期間中に
約１．５～２倍の増加と、顕著な成果が上がっている。また、地域通貨「川越小判」の導入やプロモー
ション映像を住民参加型コンペで作成するなど地域住民を巻き込んだ事業展開が地域の連帯感を強めてい
る。
「自立性・継続性」事業の概ねについて継続されており、少なくとも主要事業については継続に向けて検
討中であり、事業継続に確実性が認められる。
「総合評価」高い評価に値するものと判断できる。



No. 実施地域 事業実施 成果
自立性・
継続性

総合評価 コメント

9 加賀市 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

「目的と概要」小松空港と結ばれている韓国・中国（上海）・台湾をターゲットに、団体歓楽型温泉地の
イメージからの脱却を目指して、九谷焼を軸に山代温泉・伝統文化等の観光資源を明確化し、ネットワー
ク化を促進し、連泊・滞在できる環境を整備するため、①空き店舗や旅館などを九谷焼展示ギャラリーに
改修、②擬似通貨の「九谷だま」を作成し消費行動を促進、③外国人も参加できるイベントの実施、等を
行った。
「事業実施」概ね当初予定通り実施されたが、一部事業でイベント回数の減少や、外国人誘客を意識した
ＰＲを効果的に実施していない事業も見受けられた。
「成果」外国人宿泊客数が事業実施期間中に倍増しているが、イベント事業では外国人参加者が少数のも
のも見受けられ、個々の事業がどれだけ外国人観光客を満足させることができたかは不明であり、全体と
して顕著な成果とまでは言えないと判断した。
「自立性・継続性」事業の概ねについて継続されており、少なくとも主要事業については継続に向けて検
討中であり、事業継続に確実性が認められる。
「総合評価」Ａに準ずる地域と評価した。

10 佐渡市 Ａ Ｃ Ａ Ｃ

「目的と概要」伝統芸能や歴史的建造物、食や人情等の多様な観光資源を抱える佐渡島の魅力に高い付加
価値をつけ、離島であるが故の移動に係る金銭的・時間的コストを上回る価値の高い魅力を提供すること
を課題に、①伝統芸能を外国人にも理解してもらえるような同時通訳解説システムの開発や体験プログラ
ムの開発、②観光情報データベースや多言語ＨＰの構築、③イベントシャトルバス等の２次交通の整備、
等の事業を行った。
「事業実施」全ての事業が当初予定通りに実施された。特に同時通訳解説システムは先進的な取組みであ
り、他地域にも参考となるはずで積極的に評価できる。
「成果」外国人入込者数は事業実施期間中横這いで、外国人延宿泊者数は年々減少しており、個々の事業
での外国人利用者数も、２年度目の実施に当たり効果的な事業実施を求めたにもかかわらず、ごくわずか
（イベントシャトルの乗車外国人２人、オプショナルツアー参加外国人１名）にとどまった。
「自立性・継続性」地域では全ての事業について継続するとしている。
「総合評価」現時点では、「事業全体として成果が出ていない」に該当するため、Ｃと評価せざるを得な
いが、地域の意欲と継続の努力は大いに評価でき、今後の事業継続による成果が待たれるところである。
「備考」今回の事業を通じて観光地としての魅力を高めることに精力的に取り組んできたが、観光地の魅
力向上が外国人観光客の増大という数値的なデータに結びつくには、もう少し長い時間が必要であり、引
き続き取組みを継続する必要がある。また、同時にその魅力を適切に情報発信することも重要である。

11 白馬村 Ａ Ａ Ａ Ａ

「目的と概要」冬のスキーシーズンに偏っていた外国人観光客をグリーンシーズンにも来訪してもらう通
年型観光を実現させるとともに、長期滞在型外国人観光客に対する新たな魅力作りや受入体制の整備を図
るため、①四季のイベントの実施、②村内の飲食店・スーパー等を巡る循環シャトルバスの運行、③廃屋
となった空き店舗の外観整備及び古民家再生による外国人観光客と住民の交流の拠点づくり、等を行っ
た。
「事業実施」全ての事業が当初予定通りに実施された。
「成果」外国人入込者数が事業実施初年度だけで２５％増加しているほか、村内循環シャトルバスが、試
行錯誤の末、費用対効果の見極めができ、運行継続することになったのは大きな成果である。また、交流
拠点の整備についても、各種体験メニューや地元食材を使った食事の提供等により、多くの外国人観光客
が利用しており、これも顕著な成果と評価できる。
「自立性・継続性」全ての事業について継続するとしている。
「総合評価」高い評価に値するものと判断できる。



No. 実施地域 事業実施 成果
自立性・
継続性

総合評価 コメント

12 飛騨市 Ａ Ａ Ｂ Ａ

「目的と概要」飛騨の匠文化により形成された町並み景観と四季の移ろいが身近に感じられる豊かな自然
環境を素材として、田舎ならではの日本の農村を体感できることを特色としてかかげ、東アジア地域から
の外国人と在日外国人をターゲットに、観光施設等における接遇向上や案内看板、散策マップ等の案内
ツールの充実を目指して、①散策マップや外国人観光客対応サイン等の整備、②接遇会話、もてなし講座
等の実施、③農村体感ツアー造成、等の事業を行った。
「事業実施」遊歩道案内看板の設置が積雪のため見合わせになったほかは、全ての事業が当初予定通りに
実施された。
「成果」外国人宿泊客数が事業実施期間中に３倍以上に、外国人入込者数も１．５倍に大幅に増加してい
るほか、農村体感メニューについても、山里の暮らし体験施設が２０年度に完成し、新たな体験メニュー
の開発も進む等の進展があった。また、地域住民にもてなしの心で誘客という意識が醸成されつつあり、
顕著な成果が上がっていると評価できる。
「自立性・継続性」事業の概ねについて継続されており、少なくとも主要事業については継続に向けて検
討中であり、事業継続に確実性が認められる。
「総合評価」高い評価に値するものと判断できる。

13 伊豆の国市 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ

「目的と概要」従来型の著名観光施設を見るだけ、温泉旅館に宿泊するだけといった一過性型観光から脱
却し、リピート訪問や滞在促進を図るとともに、情報発信の多言語化や外国人観光客向けＰＲ活動を一層
充実させ、また、域内での移動手段や案内表記を整備して外国人でも安心快適に過ごせるような観光地を
目指す。このため、①伝統的な祭り等のイベントへの外国人の誘客、②歴史・文化観光資源を巡る２次交
通「歴史めぐりバス」の運行、③ＨＰの多言語化、外国語パンフレットの作成、等の事業を行った。
「事業実施」このうち②の「歴史めぐりバス」は旅行取扱主任者の退職により初年度は運行できなくな
り、翌２０年度も手続きに時間がかかり、運行予定時期が遅延した。その他の事業については、当初予定
通りに実施された。
「成果」外国人宿泊客数は事業実施期間中に倍増したものの、イベントやバスの外国人客の利用実績が上
がらなかったため、全体として顕著な成果とは言えないと判断した。
「自立性・継続性」バスを除く全ての事業について継続するとしているが、バスについては継続の見通し
が立っておらず、継続に対して懸念がある。
「総合評価」一部に計画との差異及び継続に対する懸念があるものの、概ね評価できるとして、Ｂと評価
した。

14 若狭町 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

「目的と概要」外国人観光客の受入体制をゼロから整備し、体験メニューの充実を図ることで、「若狭」
の外国人観光客への知名度向上を目指して、初年度は①農業体験ができる農家民宿の整備、②通訳・観光
ガイド等の人材育成と人材バンクの設立、③体験メニューの整備と旅行商品の開発、等の事業に取り組ん
だ。
「事業実施」しかしながら、①については当初の計画の見立てが不十分で農家民宿の開業までには至ら
ず、②についても人材バンクの設立ができなかった上、③については体験メニュー申し込みとインフォ
メーションセンターの一本化を目指したが、事業取り組み開始が遅れたこともあり、未実施に終わってし
まった。このため、翌２０年度の事業開始にあたり、事業内容を真に必要かつ効果的なものに絞り②及び
③の旅行商品開発のみ認めたものの、それでも人材バンクの設立にまでは至らなかった。以上のとおり、
主要事業で未達成なものがあり、Ｃと評価される。
「成果」外国人宿泊客数、外国人入込者数ともに増加しているが、絶対数が極めて少数であり、そもそも
主要事業が未達成では、本事業による成果が上がっているとは考えられない。
「自立性・継続性」主要な事業で断念ないしは継続に対して懸念がある。
「総合評価」現時点では、成果が認められず、Ｃと評価せざるを得ない。
「備考」これまでほとんどいなかった外国人観光客の誘客が成功するまでには道のりはまだまだ遠く、息
の長い取組みが必要である。いきなり難しいことにチャレンジするよりは、まずは手の届きそうな範囲で
の地道な取り組みとして、例えば今回の事業による成果物である外国語のＨＰやパンフレット等を随時充
実させ、更なる情報提供に取り組むとともに、周辺地域との連携により、外国人観光客の誘客に取り組ん
でいって頂きたい。



No. 実施地域 事業実施 成果
自立性・
継続性

総合評価 コメント

15 京都市 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

「目的と概要」外国人旅行者が一人歩きできる観光地づくり、夜の京都を楽しむ観光の展開及び地域が主
体となった着地型観光の展開の３つの観点から、ギオンコーナー（京都伝統芸能館）を拠点に、花街・芸
舞妓文化をコンテンツとして、①花街・芸舞妓英文ガイドブックの作成、②芸舞妓を対象にした外国人観
光客接遇研修の実施、③多言語ガイドマップの作成、④周辺観光施設とも連携した体験観光の新商品開
発、等の事業を行った。
「事業実施」効率的な執行の観点からの手法の変更はあるものの、ほぼ全ての事業が当初予定通りに実施
された。
「成果」成果物も英・中・韓のみならず、仏・独・スペイン語等のバリエーションが豊富で、今後も継続
使用可能なツールが完成している。また、ギオンコーナーへの外国人入込者数、外国人宿泊客数ともに事
業実施期間中に約３割増加しているが、④については、商品化までには至っていないため、成果はＢと評
価した。
「自立性・継続性」④以外は全ての事業について継続し、④のみ検討としているが、継続に向けて検討中
であり、事業継続に確実性が認められる。
「総合評価」概ね評価できるものとして、Ｂとした。

16 松江市 Ａ Ａ Ａ Ａ

「目的と概要」国際文化観光都市である松江をＰＲするために、外国人に魅力的な素材として「お茶と和
菓子」、「宍道湖の夕日」を中心としたプロモーション活動を展開することとし、①松江城周辺や松江市
内でのお茶席や茶会の開催等の「お茶と和菓子」をテーマとした交流事業の実施、②外国語パンフレッ
ト、ウェブサイトの多言語化、松江の紹介映像の制作等の情報発信、③「宍道湖の夕日」に係る情報提供
と夕日サミットの開催、等の事業を行った。
「事業実施」当初予定していた日韓茶会が当時の二国間関係に鑑みやむを得ず中止となったこと以外は、
全ての事業が当初予定通りに実施された。
「成果」外国人入込者数が事業実施期間中に約４割増加し、外国人宿泊客数も約１５％増と着実に増加し
たほか、外国人を対象にした満足度調査でも高い評価が得られたことから、全体的に、顕著な成果が上
がっていると言えるものと判断した。
「自立性・継続性」満足度調査を除く全ての事業について継続するとしている。
「総合評価」高い評価に値するものと判断できる。

17 廿日市市 Ａ Ａ Ｃ Ｂ

「目的と概要」世界遺産である厳島神社を中心に育まれた独自の文化、固有の伝統工芸や特産品に加え、
いにしえの人々の願いや暮らしぶりが想像できる伝統行事等の素材を磨き上げ、外国人旅行者に日本文化
を体感するプログラムを展開し、①日本の伝統楽器の演奏や武士の衣装、茶道・禅等の体験イベント等の
実施、②モニターツアーの実施、③外国語パンフレットや多言語ＨＰの作成、等の事業を行った。
「事業実施」全ての事業が当初予定通りに実施された。
「成果」外国人宿泊客数、外国人入込者数ともに事業実施期間を挟んで約１．５倍に増加し、満足度調査
においても、全般的に高い評価を得た。
「自立性・継続性」主要事業の一つであったウォータースクリーンに宮島の映像を映すイベントについ
て、経費の問題により継続断念としているためＣと評価した。
「総合評価」一部に継続の断念はあるが、概ね評価できるとしてＢとした。



３．おわりに 
 
今回の評価を行うにあたり、観光地としての熟度が高く既に多くの外国人が来訪し

ていた地域と、これから外国人観光客を受け入れていこうとする地域について、同一

基準で判断していいのか、また、効果を評価する際、観光ルネサンス事業を実施した

ことにより効果が表れたのかどうかが明確ではなく、観光ルネサンス事業以外の事業

の効果も加味して評価したほうがいいのではないかという議論があった。 
しかし、今回の評価については、あくまで観光ルネサンス補助事業によって表れた

効果についてのみを評価し、観光地の特性についても、熟度の違う観光地の地域特性

を加味することなく評価基準に基づき客観的に評価を行ったものである。 
また、その結果当然のことながら、今回の評価は、補助事業の開始から終了までの

期間のみの評価である。総合評価がＡと評価された地域については、結果に満足する

ことなく、継続してより良い事業としていっていただきたい。また、総合評価がＣと

評価された地域についても、今後成果が出てくることが想定されることから、備考に

記載した評価委員会からの意見を参考に、更なる魅力ある観光地を目指し引き続き事

業に取り組んでいっていただきたい。 
観光ルネサンス補助事業の評価は、今回で最後となる。今回を含め、これまで評価

した地域で実施された観光ルネサンス補助事業は、概ね計画通りに事業が実施され、

外国人観光客の増加という効果にも一定の成果を上げたものと総括できる。 
外国人観光客の誘致は、早くから取り組んでいる地域と取り組んでまだ時間の浅い

地域では、効果が出てくるまでの時間に差があり、短期間で成果を上げることは容易

ではないため、継続的な取り組みが必要である。また、外国人観光客の大幅な増加を

図るには、更なる受け入れ体制の強化や地域の魅力を向上させるとともに情報提供の

強化をしていく必要がある。 
また、地域の魅力を向上させ、より来訪者数や宿泊者数を増加させることについて

は、一地域だけでは限界もあることから、地域的に「点」から「面」への幅広い連携

が不可欠といえる。 
よって、観光庁では、平成２０年５月に成立した「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、平成２０年度から、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、複数の観光地が連携して、国内外からの観光

旅客の２泊３日以上の滞在型観光を目指す観光圏の支援を実施している。観光圏整備

事業については、今回同様、有識者からなる第三者委員会により、客観的に事業評価

を受け、その結果を適切に事業に反映させ、観光圏がより効果的、効率的に事業を実

施し成果が上げられるよう支援して参りたい。また、魅力ある観光圏、観光地を増加

させ、来訪者や宿泊者が増加することにより、地域を活性化させるとともに、国内外

の方々に観光を通じた心豊かなライフワークを提供できるよう努めて参りたい。 
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