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平成29年度「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」公募要領 

 

平成２９年１月１７日  

観光庁 観光地域振興部 観光資源課 

 

１．目的 

地域資源を活用した観光地魅力創造事業は、地方公共団体と、観光協会、旅行業者等

の観光関係者、多様な地域資源を活用しようとする関係者、交通事業者等の総力を結集

し、地域の文化財である伝統文化、美しい自然、歴史的景観、豊かな農山漁村、魅力あ

る食文化等の地域資源を磨き上げ、戦略的かつ一体的な取組を行う地域に対して、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し、ひいては、持続可能な観光地経営に向けて自立出

来るよう促していくことを目的とする。 

  申請の公募については、下記の通り定める。 

※本事業は平成 29年度の予算成立が前提となります。 

 

２．公募概要について 

（１）公募の要件 

①市町村及び複数の民間事業者で構成する協議会が組織されていること。 

※協議会に含まれる市町村は、一の市町村に限る。 

※着地型旅行商品造成を行う場合には、地域に所在する旅行業者の協議会への加入も 

視野に入れて協議会を組織すること。 

  ※各団体における予算成立の目途がたっていること。 

②事業内容が地域の観光資源を活用し、魅力ある観光地域づくりを図る取組であること。 

地域の観光資源の例としては地域独自の文化財である伝統文化、自然環境、景観、

農林水産業、食文化、スポーツなどがある。 

観光資源の磨き上げを実現するためには、地域における動きや先進的な施策等との

連携・取り込み・活用が不可欠である。そのため、平成２８年３月に政府が策定し

た、「明日の日本を支える観光ビジョン」をはじめとする、観光資源に関わる最新の

動向を踏まえ、これらを積極的に活用もしくは連携する創造的かつ先駆的な試みに対

して自立に向けた支援を行うことを考えている。 

 

（２）申請者 

申請者は「（１）公募の要件①」に掲げる協議会とする。 

 

（３）募集期間 

    平成２９年１月１７日（火） ～ 平成２９年２月２０日（月） 
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   ※提出先は、事業実施予定の地域を所管する各地方運輸局及び沖縄総合事務局（以

下、「各運輸局等」とする）とし、平成２９年２月２０日（月）１７:００必着とす

る。 

 

（４）提出書類 

①～⑤の書類を、下記６．に示す提出先まで電子メールにより指定するファイル形式で提

出すること。また提出に際しては、電子メールの件名を「【魅力創造事業】○○県○○市

（申請組織名）」とすること。 

① 様式１ 申請書（MS-Excel形式、Ａ４版） 

② 様式２ 協議会構成団体（MS-Excel形式） 

③ 様式３ 取組概要（PPT形式、Ａ４版１頁） 

④ 対象地域の地図及び写真（形式自由、Ａ４版、2メガバイト以内） 

⑤ 参考資料がある場合はその資料（PDF形式、Ａ４版、2メガバイト以内） 

※提出された①～⑤の申請書類は、本事業に関する目的以外には使用しないものとする。 

①については、簡潔に記載し、ページ数が多くならないよう留意すること。 

  なお、選定された案件については、③を公表することを想定しているため、写真等の利

用について留意すること。 

 

（５）その他 

 本事業の支援を希望する協議会は申請書の提出にあたって、事前に申請書提出先となる下

記６．に示す提出先まで相談すること。 

 

３．選定について 

（１）選定方法 

 支援地域の選定については公募期間経過後に、各運輸局等からの意見を参考にしつつ、有

識者委員会を経て観光庁において決定する。また、必要に応じて各運輸局等から申請者に対

してヒアリングを実施するものとする。 

 

（２）選定基準 

 ①関係者との連携 

  ・関係分野の関係者と連携して地域資源を活用する新たな工夫があること 

  ・新たな旅行需要の開拓につながる工夫があること 

 ②継続性 

  ・本事業終了後も取り組みの継続についての展望を有していること 

 ・観光地域づくりのビジョン・目標が明示されていること 

 ③具体性及び計画性 

・事業実施地域（エリア）が明確になっていること 

・マーケティング調査の結果等を踏まえた観光地域づくりのテーマが明確であること 
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・活用する地域資源と活用方法が明確であること 

・観光地域づくりの数値目標が設定されていること（観光入込客数、訪日外国人旅行客

入込客数、旅行消費額については必須とする） 

・設定された目標を含めて、より多くの観点から事業効果を把握・評価し、次期の取組

に活かすサイクルが明確であること 

・事業計画期間が明確になっていること 

・事業計画期間の事業の見通しが明確になっていること 

・事業計画期間経過後の自立的運営が見込まれること 

④実施体制 

  ・協議会を中心として関係者が一体として取り組む合意がなされていること 

  ・観光地域づくりのビジョンや目標の達成に必要となる主体が構成員となっていること 

  ・協議会構成員の役割分担が明確になっていること 

 ⑤重点支援テーマ 

  ・国において、より重点的に取り組むべき課題と位置づけられているテーマとの一体性

が図られている申請案件については、他の申請案件と比べより積極的に評価すること

とする。（具体的テーマについては別紙１－１参照） 

 ⑥事業連携 

  ・他省庁の事業と連携することで、より効率的かつ効果的な成果を得ることを考えてい

る地域については、他の申請案件と比べより積極的に評価することとする。（具体的

な連携事業については今年度は別紙１－２に記載している３事業とする） 

 ⑦その他 

・一昨年度、昨年度から継続して支援地域となることを申請している案件については、

上記②の目標の進捗状況及び今後の見通しが明らかになっていること。 

・DMO候補法人の組成を目指した取組を行う協議会については、他の申請案件と比べよ

り積極的に評価することとする。 

 

（３）選定結果の通知 

 選定結果については、申請者に対して各運輸局等を通じて電子メール等で通知する。  

 

 

４．支援の内容について 

（１）国の費用負担額 

国は別紙２に掲げる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。なお、平成29年度以降の継続的な支援を希望する地域に対しては、国の負

担割合について、２年目（平成30年度）：経費の総額の５分の２以内、３年目（平成31年

度）：経費の総額の１０分の３以内とする。 
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【費用負担額について】 

○平成２７年度からの採択地域 

２７年度   ２８年度   ２９年度 

２分の１以内 ２分の１以内 ２分の１以内 

   

○平成２８年度からの採択地域 

２８年度   ２９年度   ３０年度 

２分の１以内 ２分の１以内 ５分の２以内 

   

○平成２９年度以降の採択地域（新規採択） 

２９年度   ３０年度   ３１年度 

２分の１以内 ５分の２以内 １０分の３以内 

 

また、事業の実施にあたって、財産が残る可能性のある経費や経常的な経費については基

本的に地域負担とし、その他の経費について国の費用負担を検討することとする。 

なお、国負担額及び申請内容については、各運輸局等において厳格に審査することとし、

国負担が適当でないと判断される場合には支援対象外となる可能性がある点に留意するこ

と。 

 

（２）対象経費 

 本事業において国負担で実施することができる個別事業は以下の項目とする（詳細につい

ては別紙２に記載）。 

○事業計画策定 

○マーケティング 

○旅行商品の造成に関する取組 

 ・旅行商品、体験プランの企画 

 ・モニターツアーの実施 

 ・本事業で造成した旅行商品のPR 等 

○名産品の開発に関する取組 

 ・名産品開発の企画 等 

 

 ※昨年度事業と国負担で実施することができる個別事業の範囲が異なることに留意す

ること。 

 ※継続事業で上記以外の事業を国負担分で実施することを検討していた場合、負担の

あり方の見直しをお願いする。 

 ※支援を受けた地域については、本事業における成果について、事業終了年次に旅行

会社等の参加を前提とした取組報告会を行うこととする。取組報告会は、年度末に

東京で開催することを想定している。 
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（３）支援期間 

 最大支援期間は３年とする。（ただし、継続的な支援を希望する地域については取組状況

を確認の上、継続の可否について判断することとしており、３年間の支援を約束しているも

のではない。） 

 

（４）その他 

・これまで当該地域でマーケティング等により、地域における分析やターゲティングが行

われていない地域については、マーケティング事業を行うことが望ましい。 

・国の補助金、交付金等、国の財源を直接地域負担の財源にあてることはできない。 

・本事業は、補助金、交付金の類ではないため、国負担分の事業については、各運輸局等

が公正かつ厳正な手続きを経て発注するものであることに留意すること。 

 

 

５．地域選定後について 

   地域選定後は、以下の点に留意し事業を実施すること。 

 

（１）ヒアリングの実施等 

 地域選定後は、事業の詳細をとりまとめるため各運輸局等からヒアリングを受けること。 

 その際、各運輸局等へ提出する必要書類については選定後に通知する。 

なお、以降の事業実施については、ヒアリング結果に基づいて行うこと。 

 

（２）事業の変更・辞退等 

 事業実施の途中で軽微な計画変更が生じる場合は、各運輸局等に必ず事前に相談するこ

と。（軽微な計画変更とは、事業期間や規模に影響を及ばさない変更のことをいい、原則、

コンセプトの変更や事業内容等の大きな変更は認められない。） 

また、事業実施を辞退する場合は、各運輸局等に必ず相談し、必要書類を提出して承認を

受けること。 

 

（３）事業執行調査 

当事業の執行状況を把握するため、四半期に一度、各運輸局等に事業実施状況等を所定の

様式にて報告すること。 

 なお、その際の様式については、選定後に通知する。 

 

（４）実績報告 

事業終了後は、速やかに提出の手引きに記載されている提出書類及び実績報告書を提出す

ること。 

なお、その際の様式については、選定後に通知する。 
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（５）その他 

本事業の実施にあたっては、各運輸局等と密に連携を図ること。 

 

６．提出先・問い合わせ先 

  問い合わせ、申請書類等の提出については、各運輸局等において対応する。提出先等の

詳細については別紙３に記載のとおり。 

 

以上 



趣旨・目的

　政府においては、平成28年3月30日に、観光先進国の実現に向けて、新たな目標とその
実現のために取り組むべき施策をとりまとめたが、その関連施策を支援することにより、
関係省庁との連携が促進され、大きな効果と政府目標への貢献が期待できる。
　このうち文化財については、我が国の歴史と文化を今に伝える重要な観光資源であり、
かつ、今後は「保存優先」から「地域の文化財を一体的に活用する取組み」へと転換する
こととされており、今後飛躍的な変化が期待できる。
　このため、わかりやすい多言語解説など具体的な文化財の利活用策が盛り込まれている
ものについては、他地域の模範にもなることから優先的に支援する。

　政府においては、平成28年3月30日に、観光先進国の実現に向けて、新たな目標とその
実現のために取り組むべき施策をとりまとめたが、その関連施策を支援することにより、
関係省庁との連携が促進され、大きな効果と政府目標への貢献が期待できる。
　このうち国立公園については、観光ビジョンを踏まえ、国立公園満喫プロジェクトにお
いて豊かな自然を満喫する体験メニューや快適な滞在環境を充実させることとされてお
り、今後飛躍的な変化が期待できる。
　このため、観光客が豊かな自然を体験するための施設やプログラムを提供するものにつ
いては、他の地域の模範にもなることから優先的に支援する。

　地域の景観は、地域の自然環境や人間の社会活動の表出であり、その保全と活用の両面
からの取組は、来訪した観光客の地域に対する理解を深めるとともに、季節や天候によっ
て変化がある景観の活用は複数回の来訪動機を創出する効果が期待できる。

　農林水産業や食文化については、和食のユネスコ無形文化遺産登録や、平成28年11月の
農林水産省の「食と農の景勝地」選定など、国内外での関心が高まっており、農山漁村に
おける体験や地域独自の食文化の発信に関する取組は、地方への観光需要の創出とともに
継続的な消費をもたらす効果が期待できる。

　観光庁においては、地域の観光を戦略的に検討し、具体的取組をPDCAサイクルに基づき
実施するDMOの設立を推進している。この組織が行う具体的取組を支援することにより、
DMO設立時の事業の立ち上げを下支えし、継続的な取組に繋げられる効果が期待できる。

　国による支援は、支援対象地域のみならず、他の地域にもその効果が波及することが望
ましく、地域が共通して抱えている課題に対応するための取組みを支援することにより、
模範事例を形成することが期待できる。

・スポーツを活用
　した取組

　2020年のオリンピック・パラリンピック、平成27年10月のスポーツ庁の設立など契機
に、スポーツを観光資源として捉える機運が高まっており、新たな分野を形成するポテン
シャルを有している。

・地域密着型のク
　ルーズ観光振興

　我が国へのクルーズ船の寄港数は急増しているが、旅行者の多くは大型量販店等での買
い物を中心としたツアーに参加し、地域の観光施設や地元商店などへの訪問が限定されて
いるといった課題がある。このため、より地域の見所を盛り込んだ地域密着型の旅行商品
の造成が求められている。

・世界遺産・日本
　遺産の活用

　地域においては、観光客の増加などの効果を期待して世界遺産又は日本遺産の登録には
熱心に取り組むものの、観光振興のための具体的取組みが伴っていない場合が多く、登録
の効果が短期的かつ一過性のものとなることが懸念される。遺産の価値を引き出す具体的
な取組を支援することにより、その効果を継続的なものとする必要がある。

・道の駅を核とし
　た取組

　道の駅は全国に1,107箇所(平成28年10月時点)整備され、地域の名産品の販売、交通の
結節点など多様な機能を有している。この道の駅の観光機能を強化するとともに、それを
起点とした着地型旅行商品の開発することにより、大きな効果が期待できる。

・最新技術による
　新たな観光振興

　VR、ドローン、IoTなどの技術が一般にも認知されるようになっており、これらの様々
な分野での活用が期待されている。観光分野についても、これら最新技術そのものを観光
資源として誘客を図ることや、最新技術の特性を活かした新たな体験・案内の提供が期待
できる。

・若旅振興
　若者世代の興味関心を喚起する旅行商品の造成又は具体的な旅行商品作りに若者を参画
させることにより、将来の観光需要を創出するとともに、新規性のある魅力的な商品が期
待できる。

　観光庁においては、平成28年1月29日、訪日外国人旅行者を地方へ誘客するモデルケー
スを形成する取組である「観光立国ショーケース」として、全国３都市を選定したとこ
ろ。今後、各省庁の施策を集中投入することとされていることから、本事業においても地
域の取組を支援することにより、各施策の相乗効果とショーケースの目的への貢献が期待
できる。

テーマの種類

○文化財の観光資源として
　の利活用に関する取組

○観光立国ショーケースの
　推進に関連する取組

○DMOの設立などを契機と
　した取組

○他の地域も抱える共通
　課題に対応するための
　取組

○国立公園のナショナル
　パーク化を目指した取組

○地域固有の景観の
　利活用に関する取組

○農林水産業の活用や
　食文化の発信に関する取組
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所管省庁 趣旨・目的

文化庁
　従来の保存を優先とする支援から、地域の文化財を一体的に活用する取組への支
援に転換することで、文化財群の一体的な活用推進及び海外への魅力発信を目指す
ものである。

環境省

　日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてのブランド化を図るこ
とを目標とするものであり、訪日外国人を惹きつける取組を計画的、集中的に実施
することで、2020年までに訪日外国人数の国立公園利用者数1000万人の達成を目指
すものである。

国土交通省
都市局

　景観の優れた地域資源の保全・活用による都市の魅力向上、経済の活性化等を図
るため、目に見える形での景観形成を促進する景観まちづくり刷新モデル地区を新
たに指定し、ハード事業を支援するものである。

事業名

文化財総合活用・観光振興戦
略プラン

国立公園満喫プロジェクト

景観まちづくり刷新支援事業
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国で実施可能な事業　（旅行商品等の造成に係る事業）

○計画策定

・観光地域づくりの基本計画等の策定

・成果把握手法の検討

・協議会の運営経費

○マーケティング

・活用する地域資源に関するニーズ調査

・対象地域内の動向調査

○旅行商品の造成に関する取組

・体験プランなどの着地型旅行商品の企画

・モニターツアーの実施

・本事業で造成した旅行商品のアンケート調査

・本事業で造成した旅行商品のPR

○名産品の開発に関する取組

・地域の農産業等を活かした名産品の開発

・開発する名産品のパッケージデザイン

・本事業で開発した名産品のPR

地域が自主的に実施する事業の例　（情報発信・受入環境整備等に係る事業）

○受入環境整備

・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

・観光周遊バスの企画・実証運行

○情報発信

・多言語パンフレットの作成・製本

・多言語Webページの制作

・プロモーションビデオの企画・制作

・外国人旅行者への安全安心に関する情報の提供

○システム開発

・着地型旅行商品などの予約システムの開発

・域内回遊のためのアプリの開発

○機能強化

・観光案内所の改修、ツアーデスクの設置

・手ぶら観光に係る整備

・遊休施設の改修

・景観保持のための修景

「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」において実施できる個別事業例

○その他観光庁が必要と認める取組
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観光地が所在する都道府県 地方運輸局等名 観光担当部局 電話番号 メールアドレス

北海道 北海道運輸局 観光部　観光地域振興課 011-290-2722 hkt-kankochiiki-k525p@ml.mlit.go.jp

青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県

東北運輸局 観光部　観光地域振興課 022-380-1001 tht-tohoku-kanko@ml.mlit.go.jp

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県

関東運輸局 観光部　観光地域振興課 045-211-7265 ktt-kko-kcs@ou.mlit.go.jp

新潟県、富山県、石川県、長野県 北陸信越運輸局 観光部　観光地域振興課 025-285-9181 hrt-hrt-kankou@ml.mlit.go.jp

福井県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県

中部運輸局 観光部　観光地域振興課 052-952-8009 cbt-chiikikanko@ml.mlit.go.jp

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

近畿運輸局 観光部　観光地域振興課 06-6949-6411 kkt-kanchika-G@ml.mlit.go.jp

鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県

中国運輸局 観光部　観光地域振興課 082-228-8703 cgt-regional_tourism_section@ml.mlit.go.jp

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 四国運輸局 観光部　観光企画課 087-835-6357 skt-sm-kikaku@ml.mlit.go.jp

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

九州運輸局 観光部　観光地域振興課 092-472-2920 qst-sinko@ml.mlit.go.jp

沖縄県 沖縄総合事務局 運輸部　企画室 098-866-1812 unyu-kikaku@ogb.cao.go.jp

地域資源を活用した観光地域魅力創造事業　申請書提出先・問い合わせ先一覧
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