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本日の題目

１．H26年度補正予算関係

２．H27年度予算関係

３．地域住民生活等緊急支援のための交付金

①地域消費喚起・生活支援型

②地方創生先行型

４．免税店の拡大に向けた取組と新制度の概要

５．無料公衆無線LAN環境の整備促進に係る動向
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１．H26年度補正予算関係
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②観光分野における地域経済の「見える化」の推進

地域観光振興緊急対策事業

①広域観光周遊ルートの形成に向けた
取組体制の早期構築

○ 行政機関による公的統計個票データ、大学・
地域金融機関等による民間独自データの集計・
分析を実施する連携モデルプロジェクトの支援

○ 先進事例の調査・分析手法の普及 等

○ 東京周辺やゴールデンルートに訪日外国人が集中しており、来訪者が不便を感じずに地方を周遊・
滞在できる広域観光周遊ルートの形成などの環境づくりと国内外への発信力の強化が必要。

○ データに基づく観光分野における地域経済の「見える化」を図り、地域ごとの特性と地域課題の
抽出が必要。

○ 地域を支える観光産業における付加価値向上・人材の育成、新規需要の創出が必要。

④観光産業における人材の育成等

○ 地域独自の休日の設定及び有給休暇取得促進
を図るため、地域における協議会等の運営や普
及啓発のための宣伝・ＰＲ等の取組を支援

等

③「ふるさと休日」等の設定に向けた
休暇取得促進に対する取組支援

○ 観光産業従事者を対象とする経営に関する知識
・ノウハウ習得、意識啓発のための教材の作成

○ 地域におけるバリアフリーツアーセンターの
多言語化対応 等

【地域の観光振興における課題】

地域の観光振興を図るため、以下の取組を早急に実施する必要

○ ニーズ調査、地域の課題把握等の基礎調査
○ 協議会設立、計画策定、受入環境整備・滞在
コンテンツの充実、情報発信等を前倒し実施

○ 観光地域づくり体制（ＤＭＯ）の形成促進に
関する調査 等

H26補正予算額：５３０百万円
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「家族の時間づくりプロジェクト」拡大について

○学校の諸行事の振替休業日の設定を工夫し、観光振興・地域振興を図る「家族の時間づく
りプロジェクト」は、これまで連休の大型化を中心に案件を掘り起こしてきたところ。

○本年11月にとりまとめられた「休み方改革ワーキンググループ」の報告書を踏まえ、お
祭りなど地域イベントと一体的に取り組む「ふるさと休日」についても積極的に取り込む
こととし、地域に参画を呼びかけている。

１０月６日（日）に実施した運動会
の振替休日を、①お祭り開催日
又は②休日の前後に設定。

〈学校休業日の柔軟な設定(ｲﾒｰｼﾞ) 〉

１０月

運動会

① ②

・「おくんち祭」は平安時代から続く、人
吉球磨地方の最大の歴史ある祭り。

・毎年１０月９日に行われるため、平日
開催の場合、子供を中心に参加が困
難。

・お祭り開催日を学校の休業日とし、子
供が参加しやすい環境を整備。

・お祭りの盛り上げだけでなく、地元意
識の醸成や地域の伝統維持にも貢献。

人吉市の例
（ふるさと休日）

・市町村合併後の地域の一体感の構
築と発進力強化。
・ワークライフバランスの向上

・地元の観光資源である大井川鉄道の
乗車体験会等の開催により、地域の魅
力再発見。

・近隣自治体とも連携して公共施設（動
物園等）の無料開放し、家族での外出
機会を創出。

島田市の例
（大型連休化）

お祭り
４連休の創出
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①過去のプロジェクト
実施地域での効果

検証

②先行事例の紹介

「家族の時間づくりプロジェクト」拡大促進事業

ハンドブック作成

観
光
庁

官と民（地元企業、住
民等）の協働で実施
計画を検討

①有給休暇の取得
促進方策

②イベントの魅力向上
・参加拡大方策

地域協議会

①事業場訪問による
有給休暇付与への

協力依頼

②住民への有給休暇
の取得の呼びかけ

③イベントの周知・
参加呼び掛け

④有給休暇を用いた
家族での有意義な
休み方の発信

事前周知

家
族
旅
行
の
実
施
や

お
祭
り
等
の
イ
ベ
ン
ト
開
催

①実施地域の拡大
に向けた情報収集

②取りまとめ結果の
情報発信

成果とりまとめ

事業の検討・実施

【次年度以降】
「家族の時間づくり
プロジェクト」の
実施地域の拡大へ

○学校の諸行事の振替休業日の設定を工夫すること等により観光振興・地域の活性化を図る「家族の時間づく
りプロジェクト」のより一層の普及・拡大を図るため、当該プロジェクトに賛同する自治体への支援策を
講ずるべく補正予算に所要の額が計上された。

○今後、地域の「お祭り」等のイベントを核に地域ぐるみで学校休業日と有給休暇取得促進をマッチングさせ
る「ふるさと休日」や「連休の大型化」を実施するに当たり、必要となる計画検討・策定費、関係者への周
知活動費等を支援。

効
果
測
定

支援

教育委員会
ＰＴＡ等

運輸局等による
実施勧誘

休日当日

地
域

実施地域の拡大

市区町村

学校休業日の調整等

３１ ２

・・支援予定事業

H26補正予算額：
１００百万円
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２．H27年度予算関係
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ゴールデンルート国際観光需要の増加(特に東南アジア) 定住人口減少に対する旅行消費の効果

北東アジア・東南アジア地域は世界で最
も高い伸びが予測される国際観光市場

国際観光客到着客数の年平均伸び率予測

①外国人旅行者10人分

②国内旅行者（宿泊）26人分

定住人口１人分の年間消費は、

③国内旅行者（日帰り）83人分

の旅行消費に相当

都道府県別外国人延べ宿泊者数（２０１３年）

複数の都道府県を跨って、テーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力ある観光地を、交通アクセスも含めてネッ
トワーク化して、外国人旅行者の滞在日数（平均６日～７日）に見合った、訪日を強く動機づける「広域観光周遊
ルート」（骨太な「観光動線」）の形成を促進し、海外へ積極的に発信する。

広域観光周遊ルート形成促進事業（広域の関係者による取り組み）

○広域観光周遊ルート形成計画の策定

○数値目標の設定とＰＤＣＡサイクルの整備

○外国人受入環境の整備（免税店の整備、多言語表記、

無料公衆無線LAN環境の整備、手ぶら観光の推進等）

○広域周遊のための交通アクセスの円滑化

○地域の観光資源を活かした滞在コンテンツの充実

○広域の関係者の官民連携による体制づくり 等

国の支援

○計画策定に係る費用
○マーケティング費用
○広域での外国人受入環境の整備
○広域周遊のための交通アクセスの円滑化
○海外への情報発信 等

広域観光周遊ルート形成促進事業

⇒ 多様な広域観光周遊ルートを形成して、地方に需要を創出

H27予算額：304百万円

431

307

263

205

149

115

107

90

56

東京都

大阪府

北海道

京都府

千葉県

沖縄県

愛知県

神奈川県

福岡県

静岡県

983

（万人泊）
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地域資源を活用した観光地魅力創造事業

国による支援

○計画策定に係る費用
○マーケティング費用
○着地型旅行商品等の滞在コンテンツの企画・作成費用
○二次交通の整備に係る実証実験等の実施費用
○受入環境整備、おもてなしの向上に係る費用

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・販売
・地産地消の推進
・ガイドの育成

・観光案内所の機能強化
・観光地周遊バスの実証運行
・美観の維持、トイレ改修

①滞在コンテンツの充実・強化 ②来訪需要の喚起

④外国人受入環境整備③来訪者の利便性等向上

・一元的な情報発信／予約
システム の構築
・宿泊施設の魅力向上
・地域版ＭＩＣＥの推進検討

・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

等

パ
ッ
ケ
ー
ジ
支
援

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
実施する。

協議会：市町村、観光協会、交通事業者、関係行政機関その他地域づくり
の取組を実施する者等により構成

様々な地域づくりの取組と連携し、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とともに、外国人の受入環境整備を実施。

歴史的景観とバリアフリー
の相乗効果による観光振興

日本最北の世界自然遺産で
観光と保護の両立

離島のハンデを克服した
観光システムづくり

地産から地消までを観光客
とともに創りあげる地域

産業遺産を核とした広域
連携での観光振興

取
組
の
評
価
を
踏
ま
え
た
計
画
の
見
直
し

「農」の優位性を活かした
産業と観光の融合 等

〈観光による活性化事例（埼玉県川越市）〉

［歴史的景観］ ［外国人も含めた賑わい］［多言語表記案内板］

歴史的景観を活かしつつ、
・滞在コンテンツの充実
・外国人受入環境の整備
等を総合的に実施

川越市外国人入込観光客数

Ｈ２５年 ４５，０００人

Ｈ１９年 ３１，０００人
（川越市ＨＰ「観光統計資料」より）

⇒ 平成１９年比４５％増

H27予算額：290百万円
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３．地域住民生活等緊急支援のための交付金
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地方公共団体（都道府県及び市町村）が実施す
る、地域の観光資源等を活かした、宿泊客を対象
とする消費喚起策やこれに直接効果を有する生活
支援策に対し、国が支援

地域住民生活等緊急支援のための交付金について（観光関係）

地方創生先行型（予算額：1,700億円）地域消費喚起・生活支援型（予算額：2,500億円）

＜目的・対象事業＞

＜メニュー例＞

ふるさと名物商品券・旅行券（域外消費） 等

地方公共団体（都道府県及び市町村）による地方
版総合戦略の早期かつ有効な策定と、これに関す
る優良施策等の実施に対し、国が支援

＜目的・対象事業＞

＜メニュー例＞

観光振興・対内直接投資、創業支援・販路開拓 等

※旅行券を活用した事業（イメージ）（P14)

・対象事業：地方発の旅行商品の利用促進

・支援内容：宿泊代金・ツアー代金の一部負担

・対象事業：温泉地周辺の飲食店やお土産店等へ観光
客を誘客し、消費を促進

・支援内容：地域限定商品券や施設利用券の配布

（例①）

（例②）

※観光振興・対内直接投資を活用した事業（イメージ）

域外からの宿泊客を対象に、以下のような支援を
実施

「総合戦略」を踏まえて自治体から提出された
「実施計画」をもとに、以下のような事業に対し
支援

① 国内・国外プロモーション活動支援（P16)

② 商店街等における免税販売の促進（P17)

③ 宿泊施設・観光施設等における無料公衆無線LANの設置(P18)

④ 国際会議等（MICE）、大規模イベント等の開催（P19)

⑤ キャッシュレス環境整備による地域消費促進（P20)

⑥ 産業遺産を核としたまちづくり（P21)

⑦ アートを活用した国内外観光客誘致（P22)

⑧ 花火等地域観光資源を活用した外国人誘客（P23)

（対象事業例）

・対象事業：戦略的な誘客キャンペーンを実施し、旅
行会社の企画ツアーによる送客を促進

・支援内容：送客実績に応じたインセンティブの付与

（例③）
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エネルギー価格の高止

まりなど物価動向や消

費に関する地域の実情

に配慮しつつ、地域の

消費喚起など景気の脆

弱な部分に、スピード感

を持って的を絞った対

応

しごとづくりなど地方が

直面する構造的な課題

への実効ある取組みを

通じて地方の活性化を

促す

目的

地方公共団体（都道府県及び市町村）が実施する、地域における消費喚起策やこれに

直接効果を有する生活支援策に対し、国が支援

対象事業

地方公共団体が策定する実施計画に定めた上記の事業

メニュー例：プレミアム付商品券（域内消費）、ふるさと名物商品券・旅行券（域外消費）等

運用の基本スタンス

人口・財政力指数等に基づく配分を行い、迅速に執行

地域消費喚起・生活支援型（2,500億円）経済対策に関する
内閣総理大臣指示

目的

地方公共団体（都道府県及び市町村）による地方版総合戦略の早期かつ有効な策定

と、これに関する優良施策等の実施に対し、国が支援

対象事業

①地方版総合戦略の策定

②地方版総合戦略における「しごとづくりなど」の事業

メニュー例：ＵＩＪターン助成等

運用の基本スタンス

地方公共団体が事業設計を自由に行うこととするとともに、明確な政策目標の下、客観

的な指標の設定やＰＤＣＡの態勢整備を求める、新しいタイプの交付金

基礎交付：人口、財政力指数等に基づく配分

上乗せ交付：地方版総合戦略に基づく事業など内容の優れたものに対して配分

地方創生先行型（1,700億円）

（参考）地域住民生活等緊急支援のための交付金の概要
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３．地域住民生活等緊急支援のための交付金

①地域消費喚起・生活支援型
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「ふるさと旅行券」事業スキーム

各都道府県・市町村におけるイメージ

消費者
（旅行者）

都道府県

民宿 農家民泊

10,000円宿泊券を
8,000円で販売B町

ホテル 旅館 キャンプ場

5,000円宿泊券を
4,000円で販売A市

web閲覧
旅行券購入

webによる情報発信
市町村と連携したPR

○都道府県・市町村ともに「ふるさと旅行券」事業を実施することができる。
○都道府県は特に各市町村の「ふるさと旅行券」事業の内容や観光情報を一括して
発信等を行うほか、都道府県全域を対象とした事業などを行う。

各市町村

●各市町村と連携した「ふるさと旅行券」事業
●都道府県全域を対象とした「ふるさと旅行券」事業 等

●各地域の実情に応じた「ふるさと旅行券」事業の実施

各市町村ごとのプロモーション

現地で旅行券
購入も可能

13

各自治体は、利用者を対象としたアンケート調査を行い、経済効果の検証を
行うとともに今後のマーケティング戦略等に役立てる。



「ふるさと旅行券」事業の具体的実施例

実施例 ①

実施例 ④

新たに開業する新幹線駅からの送客
を促進し、開業効果を高める

バスや鉄道運賃、
レンタカー利用料金の一部負担

送客実績に応じたインセンティブの付与

○「ふるさと旅行券」事業は、実際の旅行券の発行という形だけではなく、以下の
ような事例も実施できる。

各自治体は地域の観光資源等を活かした
宿泊客等を対象とした事業を行うことで、域外消費を喚起するとともに
複数地域・民間事業者との連携を図り、事業効果を高めることも可能

実施例 ③

地方空港を活用し、国内外からの
団体ツアーを誘客

ツアーバス代金の一部負担

実施例 ②

温泉地周辺の飲食店・お土産店、ス
キー場周辺のホテルや旅館、ペンショ
ン等へ観光客を誘客し、消費を促進

地域限定商品券や施設利用券の配布や
レンタル料金減額

戦略的な誘客キャンペーンを実施し、旅行
会社の企画ツアーによる送客を促進

14



３．地域住民生活等緊急支援のための交付金

②地方創生先行型

15



国内・国外プロモーション活動支援

事業の内容

○観光客の誘客には、地域の自然景観や史跡、温泉地、観
光施設、地域における着地型旅行商品などの魅力を広く
発信することが有効である。

○特に、観光客に好まれる観光資源は地域や国、性別や家
族構成などによって違いがあることから、各地域・国で
実施するプロモーション活動に併せ、旅行者の趣味・嗜
好を直接聞くことは、今後のターゲット戦略にも効果的
である。

○そのため、各地域の地方自治体や観光協会、地域旅行会
社、宿泊施設や観光施設などの関係者等と連携し、国内
外で実施する観光プロモーションに係る経費を支援す
る。

国
都道府県
市町村

交付金

【アウトカムベースの指標例】
○観光客数

【アウトプットベースの指標例】
○プロモーション実施件数・日数

観光協会
宿泊施設
観光施設
等

補助・連携

国内プロモーション
（東京都内アンテナショップ）

海外プロモーション
（マレーシア）

事業ごとの重要業績評価指標（KPI）の例

地方創生先行型交付金の具体的使途事例①

16



商店街等における免税販売の促進

事業の内容

○外国人旅行者等に対する消費税免税制度は、インバウン
ド需要を取り込む上で有効な手段の一つ。

○他方で、商店街を始めとする中小事業者にとっては、外
国語で商品情報や免税手続きを説明する必要があること
から、インバウンド需要の取り込みに対するハードルは
高いことが現状。

○そこで、商店街等において免税販売に係る手続きを省力
化する上で必要となる機器の導入等に必要な経費の補助
を行うことで、商店街等における免税販売を促進し、売
上増加を目指す。

○具体的には、以下のような取組に対する支援を行う。
①外国人旅行者等に対して、商品情報や免税手続き等の
説明をする際に用いるＩＴ機器の導入

②商店街における免税手続きを一括して行う免税カウン
ターの設置（※平成２７年度税制改正要望中）

国
都道府県
市町村

交付金

○千日前道具筋商店街（大阪府）
平成２５年４月から免税店制度を導入。２２店舗（５４店舗中）
の免税店が存在。（平成２６年１２月時点）

免税店では、商店街が開発した「免税制度アプリ」（英語、中
国語、韓国語、フランス語の４カ国対応）を用いてipadにて対
応。

取組例

商店街振
興組合等

補助

【アウトカムベースの指標例】
○免税店の利用外国人数

【アウトプットベースの指標例】
○商店街等における免税店の数

17

事業ごとの重要業績評価指標（KPI）の例

地方創生先行型交付金の具体的使途事例②



宿泊施設・観光施設等における無料公衆無線LANの設置

事業の内容

○観光地域づくりに当たっては、東京周辺やいわゆるゴー
ルデンルートに集中している訪日外国人旅行者の地域へ
の呼び込みのみならず、訪日外国人旅行者が一人歩きで
きる受入環境の整備等が必要である。

○特に、無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）に対する外国
人旅行者のニーズは高く、宿泊施設や観光施設、交通施
設、飲食・商業施設等における整備が求められていると
ころ。

○このため、これらの施設における無料Ｗｉ－Ｆｉ設置に
係る費用への補助に交付金を充当することで、さらなる
整備促進を図る。

国
都道府県
市町村

交付金

【アウトカムベースの指標例】
○設備設置施設における外国人旅行者数

【アウトプットベースの指標例】
○無料Ｗｉ－Ｆｉの設置件数

宿泊施設
観光施設
等

補助宿泊施設 駅・鉄道 飲食・商業
施設

バス

スマートホン タブレット端末

無料公衆無線LANの整備

・必要な観光関連情報を収集
・観光客が旅行体験等を発信

等

観光施設

18

事業ごとの重要業績評価指標（KPI）の例

地方創生先行型交付金の具体的使途事例③



国際会議等（MICE）の開催支援

事業の内容

○国際会議や展示会・イベント等のＭＩＣＥは、その誘
致・開催を通じて、国際ビジネス・イノベーション拠点
としての日本の都市の魅力を発信することにより、日本
へのビジネスの呼び込み、対内直接投資・拠点機能の誘
致等を促進する機能を有する。
※ＭＩＣＥ：Meeting（企業等のミーティング）、Incentive（企
業等の報奨・研修旅行）、Convention（国際会議）、
Exibition/Event（展示会・イベント）の総称。

○このため、各地における国際会議等の誘致や受入環境の
整備等に係る費用への補助に交付金を充当することで、
ＭＩＣＥに関する取組の更なる推進を図る。

国
都道府県
市町村

交付金

【アウトカムベースの指標例】
○国際会議等の参加者数

【アウトプットベースの指標例】
○国際会議等の開催件数

大学、学会、
民間企業等の
国際会議の
主催者等

補助

「宮島 International Night」
：広島県廿日市市開催

「アジア太平洋盆栽・水石大会」
：香川県高松市開催

19

事業ごとの重要業績評価指標（KPI）の例

地方創生先行型交付金の具体的使途事例④



キャッシュレス環境整備による地域消費促進

事業の内容

○商店街や観光地での買物等の際に、手持ちの現金が不足
している場合であっても、クレジットカード等のキャッ
シュレス決済で支払いが行えるよう、店舗等における決
済環境の整備を推進する。

○具体的には、商店街の店舗、観光施設、交通機関等にお
いて、クレジットカードやプリペイドカード等の決済端
末を導入する場合、フィージビリティスタディに係る費
用や決済端末の導入費用の一部を補助する。

○本取組により、地域での生活環境向上及び消費活性化を図る
とともに、多くの現金を持ち合わせていない外国人観光客の
円滑な支払い環境の整備、事業者の現金取扱いに係る事務
の軽減を実現する。

国

補助

取組イメージ

○複数の商店街や観光施設が、共同で導入するポイントの
管理や、キャッシュレス決済を併せて行えるような決済
端末の導入を行う。

都道府県
市町村

商店街
観光施設
交通機関

等

＜カード決済端末の例＞
＜スマートフォン対応の
決済端末の例＞

交付金

【アウトカムベースの指標例】
○商店街等における支払い１件当たり消費増加額

【アウトプットベースの指標例】
○決済端末を導入した商店街・事業者数、決済端末の導
入数

20

事業ごとの重要業績評価指標（KPI）の例

地方創生先行型交付金の具体的使途事例⑤



○関東経済産業局
2014年12月より、広域連携「絹のみち」プロジェクトを始動。
「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産登録を契機に、絹の
みちと絹織物産地、絹関連事業者を結びつけた広域連携プロ
ジェクトを立ち上げ、地域の交流人口増加及び絹に関連する新
商品・サービスの開発を図り、地域経済の活性化を促進。

○地域資源を有する産地企業は、高い技術力がありなが
ら、市場縮小や後継者不足等により、廃業を余儀なく
されている所もある。

○地域に眠る伝統的な製造現場を産業遺産として観光資
源化することで、産地全体の魅力を向上させ、雇用喪
失等の地域経済への影響を食い止める必要がある。

○具体的には、産業ツーリズム計画に基づく設備の改修
や新商品・サービスの開発等を通じ、観光客誘致によ
る地域経済の活性化を実現するとともに、県内外の企
業とのビジネスマッチングや企業誘致につなげてい
く。

○産業ツーリズムプラン作成、設備改修、新商品・サー
ビスの開発

産業遺産を核としたまちづくり

国

交付金
都道府県
市町村

【アウトカムベースの指標例】
○観光客数の増加

【アウトプットベースの指標例】
○観光拠点の整備件数

事業の内容

民間事業
者等

（プラン作成、
拠点整備等）

取組例

○長野県岡谷市
2014年８月より、岡谷市は、伝統的な製造方法を残した宮坂製糸
の製糸所を、市が運営する「岡谷蚕糸博物館」へ移転。製糸所の動
態展示が好評を博し、観光客が増加。 21

事業ごとの重要業績評価指標（KPI）の例

地方創生先行型交付金の具体的使途事例⑥



アートを活用した国内外観光客誘致

事業の内容

○地域の自然や文化の中に「アート」を取り入れることで新た
な観光資源を生み出し、また、「アート」を生み出す人を地
域に招き入れ、新たな視点を加えることで地域の活性化をさ
せる取組みが始まっています。

○例えば、2013年に開催された「瀬戸内国際芸術祭」では、約
100日間の開催期間中、約100万人の来場者を呼び込み、経済
波及効果は約132億円とされています。また、休校中であった
瀬戸内海の島の小中学校が再開されたり、都市部の芸術家の
卵が瀬戸内海の島を定期的に訪れるなどの副次効果も多数で
ています。

○こうした取組みを更に強化し、海外からの来場者も呼び込む
ため、以下のような取組みを支援していく必要があります。
①国内外から芸術家やコーディネータを招聘する。
②島内や山間部のアートを手軽にゆっくりと見て回れるよ
う、アシスト付自転車等の導入を支援する。

③外国人向けインフォメーションコンテンツを充実するとと
もに、情報提供をスマホ等で行うため、WiFi設備等の導入
を支援する。

国
都道府県
市町村

交付金

○瀬戸内国際芸術祭2013

瀬戸内国際芸術祭は3年ごとに開催されとり、前回は
2013年の春、夏、秋の約100日間、瀬戸内海の12の島と2
つの港を会場に、「ア
ートと島を巡る瀬戸内
海の四季」と題して行
われた。開催期間中、
目標を大きく上回る
100万人の来場者があ
った。

取組例

民間事業
者等

補助

【アウトカムベースの指標例】
○来場者数の増加

【アウトプットベースの指標例】
○芸術家等の招聘数、アシスト付自転車の導入数、インフォ
メーションコンテンツ数

22

事業ごとの重要業績評価指標（KPI）の例

地方創生先行型交付金の具体的使途事例⑦



花火等地域観光資源を活用した外国人誘客

事業の内容

○例えば地域観光資源としての我が国の花火は世界に誇る
べきものであり、その観賞体験は海外では経験すること
ができない、驚きと感動を与える力を有している。この
ポテンシャルを活かし、我が国を訪れる外国人を東京や
京都などの主要な観光地のみならず、地方へ誘致するこ
とによって、地方の活性化に繋げる。

○更に、現在のグローバル市場を席巻している安価な中国
品に対して、我が国の花火を価格競争に巻き込まれな
い、付加価値の高いものとして海外に売り込んでいくた
めの支援を行い、輸出資源として育成していく。

○具体的な取組は以下のとおり
①海外に対する観光ＰＲとして、外国語による紙媒体パ
ンフの作成、特設ＷＥＢサイトの開設・運営

②海外の旅行代理店やバイヤー等とのＢtoＢマッチング
の場を設けるとともに、研修事業として我が国での花
火鑑賞を行うための招聘を行う。

③高いレベルの花火を保つための人材育成と更なる発展
のために必要な技術開発を行う講座の開設

国
都道府県
市町村

交付金

煙火事業
者等

補助

【アウトプットベースの指標例】
○海外人材の招聘数、育成人材数、講座開設数

【アウトカムベースの指標例】
○商談・成約件数、新商品開発数

36

○秋田県大仙市

大仙市では全国的に有名は「大曲の花火」ブランドを
活用した地域振興策として「花火産業構想」を策定し
た。体験型施設の設置による通年の観光客誘致や花火製
造
の拠点整備による
地域経済の再生と
雇用の創出、そし
て「日本の花火」
の持続的発展を目
指している。

取組例

【アウトカムベースの指標例】
○商談・成約件数、新商品開発数

【アウトプットベースの指標例】
○海外人材の招聘数、育成人材数、講座開設数

事業ごとの重要業績評価指標（KPI）の例

地方創生先行型交付金の具体的使途事例⑧
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４．免税店の拡大に向けた取組と新制度の概要

24



地方における消費税免税店の拡大について

【旅行消費額と訪日外客数の推移】

消費税免税制度の拡充

シンボルマーク制度、相談対応制度の活用

〈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日運用開始予定）
・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
仮設店舗の免税許可申請を簡素化する。

ショッピングの魅力を官民連携して海外に発信

・地方運輸局に設置した免税制度相談窓口を周知・活用。
・免税店のブランド化・認知度向上のために創設した「免税店シンボル
マーク」の使用申請にあわせて免税店の「活きた情報」を取得しＪＮ
ＴＯのＨＰで海外向け情報発信。

・地方ならではの魅力あるお土産や新しい消費
税免税制度の情報を、観光庁やＪＮＴＯ、百
貨店、航空会社、旅行会社、クレジットカー
ド会社等官民が連携して発信。

免税店Ａ

免税店Ｂ

免税店Ｃ

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、
商店街、物産センターなど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：平成26年4月1日 5777店 → 平成26年10月1日 9,361店。半年間で 3,584店増加。

［平成27年度税制改正の大綱（平成27年1月14日閣議決定）］
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狸小路商店街
（札幌市）

ＪＲ新潟駅
（新潟市）

広島本通商店街
（広島市）
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【拡充第一弾】2014年10月１日運用開始 消費税免税制度の改正

対象品目の拡大

食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等も含め、特定の条件の下、全ての品目を免税対
象品目とする。

飲料類

薬品類 化粧品類

家電製品 カバン

着物・服

同一の非居住者に対して、同一店舗における１日の消耗品の
販売合計額が、５千円を超え、５０万円までの範囲内 のもの

◯消耗品（食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他消耗品）

同一の非居住者に対して、同一店舗における１日の一般
物品の販売合計額が、１万円を超えるもの

◯一般物品（消耗品以外のもの）

※ 非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は免税販売対象外。

食品類

手続時の外国人旅行者の記入負担、店舗の事務負担を軽減するため。 「購入記録票」及び「購入
者誓約書」は、特定の様式でなくても、記載すべき事項を記載していれば自由様式を使用してよい
こととなった。

手続きの簡素化
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免税手続を第三者へ委託することにより、商店街・物産センター等において、免税手続の一括カウンターの

設置を可能とする（2015年4月1日より制度開始）。
併せて、一括カウンターでは、店舗を超えて購入金額の合算を可能とする（ただし、一般物品と消耗品は区別）。

施策の背景

2014年10月1日より全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。外国人旅行者がより一層買い物を楽しむことができるよう、地方
の商店街等における免税店の拡大と外国人旅行者の利便性向上が必要。

要望結果の概要

・外国人旅行者が免税
店でお得に便利に買物
を楽しむことで、消費額
の増加が期待される。

【免税店数の増加】

（単位：店）

２０１２年 ２０１４年
４月１日

その他

道県

30.1%

(2,818店）

《三大都市圏とその他道県における免税店数の割合》

三大都市圏
（東京、神奈川、千葉、埼玉、
愛知、大阪、京都、兵庫）

69.9%
（6,543店）

【地域の商店街】

札幌狸小路商店街
（北海道札幌市）

川越一番街商店街
（埼玉県川越市）

【現状】
免税店が一部の店舗のみに留まっており、商店街全体に広がっていない。

Ｅ店 Ｆ店 Ｇ店

Ｂ店
A

免税店
Ｃ

免税店
Ｄ店

Ｈ店

一括
ｶｳﾝﾀｰ

A 免税店
（手続委託型）

C 免税店
（手続委託型）

【新制度】

①一括カウンターの設置が可能となり、より多くの店舗が免税店
許可を取得し、商店街が一体となって外国人旅行者を誘致。

②外国人旅行者は、一括カウンターにおいて購入金額を合算
できるため免税で買い物がしやすくなり、免税手続もまとめて
一度にできる。

商店街における一括カウンターの設置イメージ

２０１3年 ２０１４年
10月１日

【拡充第二弾】①手続委託型輸出物品販売場制度の創設（概要）

B 免税店
（手続委託型）

D 免税店
（手続委託型）

E 免税店
（手続委託型）

F 免税店
（手続委託型）

G 免税店
（手続委託型）

H 免税店
（手続委託型）
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【拡充第二弾】①手続委託型輸出物品販売場制度の創設（許可取得のイメージ）

＜申請の流れ＞

①一括カウンター事業者（※）が自身の納税地を所管する税務署へ、一括カウンターとしての許可
を申請。
※一括カウンター事業者は課税事業者であることが必要。免税事業者であっても、課税選択の手続を行うことで課
税事業者となることが可能（課税事業者は消費税の申告手続等が必要となる）。

②個別販売店舗と一括カウンター事業者の間で手続委託契約（※）を締結。
※手続委託契約の内容等、詳細については今後の説明会等で別途説明予定

③個別販売店舗が自身の納税地を所管する税務署へ、手続委託型輸出物品販売場としての許可
を申請。

なお、具体的な手続等については、法律公布後に開催する説明会において説明。（説明会は別途アナウンス）

個別販売店舗 一括カウンター事業者

商店街・ショッピングセンター等

税務署

（一括カウンター事業者の納税
地を所管する税務署）

税務署

（個別販売店舗の納税地を所
管する税務署）

①申請③申請

②委託契約（※）

①’許可③’許可
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一括
ｶｳﾝﾀｰ

A 免税店
（手続委託型）

C 免税店
（手続委託型）

B 免税店
（手続委託型）

D 免税店
（手続委託型）

E 免税店
（手続委託型）

F 免税店
（手続委託型）

G 免税店
（手続委託型）

H 免税店
（手続委託型）

【拡充第二弾】①手続委託型輸出物品販売場制度の創設（合算・エリアのイメージ）

A店で和菓子2,000円を購入
E店で日本酒4,000円を購入
G店で扇子3,000円を購入
H店で着物15,000円を購入

消耗品で合算5,000円超

一般物品で合算10,000円超

商店街やショッピングセンターの中で、

店舗を越えて合算で免税手続が可能に！

一括カウンターでの合算のイメージ

一括カウンターエリアのイメージ

①商店街振興組合 ②事業協同組合

③大規模小売店舗 ④一棟の建物(不動産登記上)
一括カウンター設置場所
大規模小売店舗の施設内

販売店舗の設置要件
大規模小売店舗の施設内

一括カウンター設置場所
一棟の建物内

販売店舗の設置要件
一棟の建物内

一括カウンター設置場所

商店街振興組合の定款に定
めた地区

販売店舗の設置要件

上記地区に所在し、商店街振
興組合の組合員であること 定款に定められた地区

一括カウンター設置場所

事業協同組合の組合員が形
成する一の商店街

販売店舗の設置要件

上記地区に所在し、事業協
同組合の組合員であること 組合員の形成する一の商店街
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【対象者】
既に輸出物品販売場の許可を受けている事業者

【臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる手続き】

① 許可申請
：臨時販売場の設置が見込まれる港湾施設について、
あらかじめ納税地を所轄する税務署長の許可を受ける。

【拡充第二弾】②外航クルーズ船が寄港する港湾における輸出物品販売場に係る届出制度（概要）

※外航クルーズ船の寄港にあわせて、
その都度届出書を提出すれば、
輸出物品販売場が設置できる。

臨時販売場の設置が
見込まれる港湾施設

外航クルーズ船の
接岸する岸壁・背後用地

外航クルーズ船

旅客船ターミナル

◇制度の概要
①

許
可
申
請

②

届
出
書
の
提
出

外航クルーズ船が寄港する見込みのある港湾

外航クルーズ船が寄港する港湾

許可

許可申請

税務署

届出書を
前日までに提出

事業者

税務署

事業者

岸壁や旅客船ターミナルにおける地元物産販売の例
※輸出物品販売場とは、
外国人旅行者向けの消費税免税店。

輸出物品販売場
（臨時販売場）

※臨時販売場とは、
外航クルーズ船による外国人旅行者に対して物品を譲渡す
るために期間を定めて設置する販売場。

○外航クルーズ船が寄港する港湾の港湾施設内に場所及び期限を定めて臨時販売場を設置しようと
する事業者が、あらかじめ臨時販売場を設置する見込みである港湾施設につき税務署長の許可を
受けている場合において、その設置日の前日までに輸出物品販売場を設置する旨の届出書を税務
署長に提出したときは、その臨時販売場を輸出物品販売場とみなす制度。

② 届出書の提出
：外航クルーズ船の寄港にあわせて、①の許可を受けた
港湾施設に輸出物品販売場（臨時販売場）を設置す
る旨の届出書を前日までに納税地を所轄する税務署
長に提出する。

【制度開始時期】
平成２７年４月１日（予定）
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都道府県別の輸出物品販売場数（全国９，３６１店 2014年10月１日時点）

2014.4.1 2014.10.1 2014.4.1 2014.10.1 2014.4.1 2014.10.1

札幌国税局 283 594 311 209.9% 金沢国税局 99 122 23 123.2% 高松国税局 50 87 37 174.0%

北海道 283 594 311 209.9% 富山 68 73 5 107.4% 徳島 2 3 1 150.0%

仙台国税局 81 156 75 192.6% 石川 29 46 17 158.6% 香川 25 48 23 192.0%

青森 5 12 7 240.0% 福井 2 3 1 150.0% 愛媛 19 25 6 131.6%

岩手 2 18 16 900.0% 名古屋国税局 365 595 230 163.0% 高知 4 11 7 275.0%

宮城 58 94 36 162.1% 岐阜 28 57 29 203.6% 福岡国税局 422 587 165 139.1%

秋田 2 7 5 350.0% 静岡 95 161 66 169.5% 福岡 371 507 136 136.7%

山形 5 8 3 160.0% 愛知 194 296 102 152.6% 佐賀 24 37 13 154.2%

福島 9 17 8 188.9% 三重 48 81 33 168.8% 長崎 27 43 16 159.3%

関東信越国税局 274 509 235 185.8% 大阪国税局 1267 2084 817 164.5% 熊本国税局 54 97 43 179.6%

茨城 34 66 32 194.1% 滋賀 27 52 25 192.6% 熊本 15 24 9 160.0%

栃木 34 69 35 202.9% 京都 187 351 164 187.7% 大分 15 22 7 146.7%

群馬 16 22 6 137.5% 大阪 852 1259 407 147.8% 宮崎 10 15 5 150.0%

埼玉 93 211 118 226.9% 兵庫 180 307 127 170.6% 鹿児島 14 36 22 257.1%

新潟 46 53 7 115.2% 奈良 13 49 36 376.9% 沖縄国税事務所 82 138 56 168.3%

長野 51 88 37 172.5% 和歌山 8 66 58 825.0% 沖縄 82 138 56 168.3%

東京国税局 2674 4172 1498 156.0% 広島国税局 126 220 94 174.6%

千葉 197 383 186 194.4% 鳥取 6 23 17 383.3%

神奈川 229 468 239 204.4% 島根 1 6 5 600.0%

東京 2238 3268 1030 146.0% 岡山 31 56 25 180.6%  2014年10月1日現在：国税局所管地域別（国税庁集計）

山梨 10 53 43 530.0% 広島 68 114 46 167.6%

山口 20 21 1 105.0%

店舗数店舗数 店舗数
対前回比率増加数 対前回比率増加数 増加数 対前回比率

3584 162.0%合計 5777 9361

消費税免税店の都道府県別分布
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外国人旅行者消費税免税制度の問い合せ先

消費税免税制度相談窓口
（①手続委託型輸出物品販売場制度）

②外航クルーズ船が寄港する港湾にお
ける輸出物品販売場に係る届出制度

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 国際観光課
（電話）082-228-8702

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）092-482-5455

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 港湾計画課
（電話）098-866-1906 32



外国人旅行者向け消費税免税制度（輸出物品販売場制度）について、次の見直しを行う。

①手続委託型輸出物品販売場制度の創設

イ 輸出物品販売場について、その販売場における全ての免税販売手続を免税手続カウンター（下記ロの許可を受け

た物的施設をいう。）を設置する事業者に代理させることを前提とした許可制度を創設する。

ロ 他の事業者が経営する販売場における免税販売手続の代理をしようとする事業者（課税事業者に限る。）は、そ

の販売場が所在する次に掲げる場所に設けた物的施設において免税販売手続を行うことについて、納税地を所轄す

る税務署長の許可を受けるものとする。

（イ）その販売場が商店街振興組合の組合員が経営する販売場であるときは、その組合の定款に定められた地区

（ロ）その販売場が中小企業等協同組合法上の組合の組合員が経営する販売場であるときは、その組合員が形成する

一の商店街

（ハ）その販売場が大規模小売店舗内にあるときは、その大規模小売店舗の施設

（ニ）その販売場が一棟の建物内にあるとき（上記（ハ）に該当する場合を除く。）は、その建物

ハ 免税手続カウンターにおいて、免税販売手続を代理する複数の販売場の販売金額を一般物品と消耗品の別に合計し

ている場合には、免税販売の対象となる下限額をその合計額でそれぞれ判断するものとする。

②外航クルーズ船が寄港する港湾における輸出物品販売場に係る届出制度の創設

外航クルーズ船が寄港する港湾の港湾施設内に場所及び期限を定めて臨時販売場を設置しようとする事業者（既に輸

出物品販売場の許可を受けている事業者に限る。）が、あらかじめ臨時販売場を設置する見込みである港湾施設につき

納税地を所轄する税務署長の許可を受けている場合において、その設置日の前日までに輸出物品販売場を設置する旨の

届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その臨時販売場を輸出物品販売場とみなす制度を創設する。

③ その他所要の措置を講ずる。

（注）上記の改正は、平成27 年４月１日以後に行われる輸出物品販売場等の許可申請又は同日以後に行われる課税資産の
譲渡等について適用する。

（参考）平成２７年度税制改正の大綱：抜粋（平成27年1月14日 閣議決定）
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５．無料公衆無線LAN環境の整備促進に係る動向
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無料公衆無線LAN整備促進協議会の概要

○空港 ： （一社）全国空港ビル協会、成田国際空港（株）、新関西国際空港（株）、
中部国際空港（株）

○港湾 ： みなとオアシス全国協議会、全国クルーズ活性化会議
○鉄道 ： 東日本旅客鉄道（株）、（一社）日本民営鉄道協会、（一社）日本地下鉄協会
○自動車 ： （公社）日本バス協会、（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会、

（一社）全国レンタカー協会
○道路 ： 東日本高速道路（株）、首都高速道路（株）、全国道の駅連絡会
○宿泊施設 ： （一社）日本旅館協会、（一社）日本ホテル協会、

（一社）全日本シティホテル連盟、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
○商業施設等 ： （一社）不動産協会、（一社）日本ショッピングセンター協会、

（一社）日本フランチャイズチェーン協会
○自治体 ： 東京都、福岡市
○通信事業者 ： 無線LANビジネス推進連絡会、（一社）電気通信事業者協会、

（一社）テレコムサービス協会、（一社）日本インターネットプロバイダー協会、
（一社）日本ケーブル連盟

協議会の幹事メンバー（業界団体・企業・自治体） 体制

○ 「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」に基づき、２０２０年までに訪日外国人旅行者数２０００万人を目指すために
は、外国人が一人歩きできる環境の整備が重要である。

○ 総務省と観光庁が協力して、無料公衆無線LAN環境の整備のための体制づくりとして、「無料公衆無線LAN整備促進協議
会」を昨年8月末に立ち上げ、利用できる場所のわかりやすさや利用手続きの簡素化を含めて更に取組を推進していく。

3つのプロジェクトチームを立ち上げ、具体的に取組を推進していく。
①整備促進
・企業、自治体等に対する講習会の開催や先進的な取組事例等の共有

②周知・広報
・無料公衆無線LANの利用場所等の情報収集・海外への情報発信
・シンボルマーク（「Japan. Free Wi-Fi」マーク（仮））の導入
③認証の簡素化・一元化
・事業者の枠を超えて、認証の連携による簡素化等を実現する方策の検討・実証実験

「無料公衆無線LAN整備促進協議会」の活動内容（3つのプロジェクトチーム）

整備促進
PT

周知広報
PT

認証連携
PT

幹事会
（方針の決定）

事務局
（総務省、観光庁）

＜第１回幹事会の様子＞
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周知・広報の取組について

②共通シンボルマークの導入

外国人旅行者からの需要の高い無料公衆無線LAN環境について、海外への情報発信と無料公衆無線LANスポット
（利用場所）の「見える化」の取組として共通シンボルマークの導入を行っていく。

①海外への情報発信

＜条件＞
１．利用者の費用
無料
なお、利用手続きの費用も無料であること。
また、接続時は無料で、一定期間を過ぎると有料の契約を促
すものについては対象とする。

２．利用手続き
訪日外国人旅行者が容易に利用できること。
なお、初期画面や同意画面がある場合は、多言語による案内
があること。

○共通シンボルマークデザイン案

訪日外国人旅行者が無料で公衆無線LAN環境を利用できるスポットに対して、視認性を高めるための共通シンボル
マークを導入する。

○スケジュール

周知・広報プロジェクトチームでの検討、幹事会での承認後、
平成27年4月から運用開始を予定

外国人旅行者に対して、無料公衆無線LAN環境に係る情報を幅広く周知・広報するため、ウェブサイトの作成、各種
メディアへの掲出を実施していく。

○ウェブサイトの作成（サイトイメージ）】

日本政府観光局（JNTO）の
ホームページへの掲載

無料公衆無線LAN
スポットの表示・検
索機能

○各種メディアへの掲出（例示）

ガイドブックへの掲載
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