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平成 20 年度観光関連予算概算要求 

【主要事項一覧】 

 

１． 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 

 ①魅力ある観光地の形成 

施策等 担当省庁 

平成 20 年度 

概算要求額（億円） 

※（ ）内は内数 

平成 19 年度 

当初予算額（億円）

※（ ）内は内数 

備考

国際競争力の高い魅力ある観光地の形成  国土交通省 11.9 3.6  

広域・総合観光集客サービス支援事業  経済産業省 3.9 3.2  

中小企業地域資源活用プロジェクト  中小企業庁 (117) （101)  

良好な街並みの形成（街なみ環境整備事業）  国土交通省 25 24  

日本風景街道の推進  国土交通省 3.0 1.5  

日本の歴史の扉を開く国宝・重要文化財・史跡等の活用  文化庁 411 353  

文化財の総合的な把握  文化庁 3.1 － 新規

特別史跡平城宮跡整備  文化庁 7.1 27.6  

世界文化遺産の活用  文化庁 0.93 0.45  

森林・林業・木材産業づくり交付金  農林水産省 (117) (98)  

森林環境教育推進総合対策事業  農林水産省 (0.14) (0.14)  

良好な景観形成の推進  国土交通省 5.0 2.0  

温泉の保護及び安全で適正な利用の確保  環境省 0.41 0.25  

最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等への重点支援等の推進  文化庁 94 83  

舞台芸術の総合センターの充実  文化庁 (114) (115)  

地域の魅力溢れる伝統文化の継承・発展  文化庁 27 23  

全国民俗芸能大会等の開催による伝統文化の発信  文化庁 (1.1) (1.1)  

国民文化交流の推進（各種文化活動を全国規模で発表する場「国民文化祭」の開催）  文化庁 1.8 1.8  

「日本映画・映像」振興プラン  文化庁 32 22  

離島地域の観光振興  国土交通省 (2.9) (2.4)  

離島観光振興を核とした交流人口の拡大による離島航路の活性化に関する調査  国土交通省 0.20 0.10  

奄美群島・小笠原諸島の観光振興  国土交通省 (25) (18)  

沖縄における観光振興施策 
 

内閣府 
2.3 

0.94 

－

0.74

新規

 

半島地域の観光振興  国土交通省 (0.77) (0.66)  

漁港を活用した舟艇利用振興事業  国土交通省 0.20 － 新規

「海の駅」の多機能化・連携支援事業  国土交通省 0.10 0.10  

田園空間整備事業  農林水産省 (12) (13)  

景観・自然環境保全形成支援事業（うち「魅力ある田園空間支援事業」）  農林水産省 (2.3) (2.3)  
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施策等 担当省庁 

平成 20 年度 

概算要求額（億円） 

※（ ）内は内数 

平成 19 年度 

当初予算額（億円）

※（ ）内は内数 

備考

地域の自立・活性化の総合的支援（地域自立・活性化交付金） 公共 国土交通省 (250) (200)  

良好な街並みの形成等（まちづくり交付金） 公共 国土交通省 (2,880) (2,430)  

良好な街並みの形成等（地域住宅交付金） 公共 国土交通省 (2,500) （1,870）  

都市の緑地保全と観光への活用等 公共 国土交通省 （1,337） （1,157）  

みなとを核とした地域づくりの推進 公共 国土交通省 （2,740） （2,341）  

海岸環境の整備等 公共 国土交通省 （578） （498）  

 ②交通施設の総合的な整備 

施策等 担当省庁 

平成 20 年度 

概算要求額（億円） 

※（ ）内は内数 

平成 19 年度 

当初予算額（億円）

※（ ）内は内数 

備考

鉄道軌道輸送高度化事業費補助  国土交通省 29 24  

ＬＲＴシステム整備費補助  国土交通省 6.0 5.5  

公共交通移動円滑化対策  国土交通省 18 15  

乗継利便向上のための広域的な共通ＩＣカードの普及促進  国土交通省 2.1 2.1  

地域公共交通活性化・再生総合事業  国土交通省 30 － 新規

旅客船ターミナル等の整備 公共 国土交通省 (2,740） (2,341)  

羽田空港再拡張事業等 公共 国土交通省 (3,602) (3,672)  

空港アクセス鉄道の整備 公共 国土交通省 51 48  

整備新幹線整備事業 公共 国土交通省 790 706  

在来幹線鉄道の高速化 公共 国土交通省 3.1 4.7  

都市鉄道の利便増進 公共 国土交通省 25.6 8.0  

鉄道相互間等の乗継円滑化 公共 国土交通省 1.6 3.1  

良好な道路空間の形成、アクセスの改善等 公共 国土交通省 (32,105) (28,647)

２． 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成 

施策等 担当省庁 

平成 20 年度 

概算要求額（億円） 

※（ ）内は内数 

平成 19 年度 

当初予算額（億円）

※（ ）内は内数 

備考

観光産業の国際競争力強化、観光の振興に寄与する人材の育成  国土交通省 1.91 0.68  

文化ボランティア活動推進事業  文化庁 0.75 0.71  

地域おこし、まちづくり、観光分野における女性のチャレンジ支援のための事業  内閣府 0.13 － 新規

３． 国際観光の振興 

施策等 担当省庁 

平成 20 年度 

概算要求額（億円） 

※（ ）内は内数 

平成 19 年度 

当初予算額（億円）

※（ ）内は内数 

備考

ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト等による国際観光の振興  国土交通省 42 35  

観光誘致関連広報  外務省 (0.58) (0.11)  

各種広報資料作成・購入  外務省 (2.90) (2.65)  
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施策等 担当省庁 

平成 20 年度 

概算要求額（億円） 

※（ ）内は内数 

平成 19 年度 

当初予算額（億円）

※（ ）内は内数 

備考

芸術家・文化人等による文化発信推進事業  文化庁 1.3 1.2  

日本文化の総合発信推進事業  文化庁 0.24 0.24  

文化財海外交流展  文化庁 0.80 0.80  

日本食・日本食材等の海外への情報発信  農林水産省 (5.0) (4.0)  

映像国際放送の実施  総務省 16.8 3.0  

テレビ番組放送による広報・テレビ国際放送  外務省 (0.59) (0.72)  

ジャパン・ビデオ・トピックス  外務省 (0.69) (0.69)  

海外広報用グッズの整備及び文化事業の実施  外務省 (4.4) (3.4)  

スポーツを通じた国際交流の推進・支援（スポーツ交流事業）  文部科学省 1.55 0.81  

スポーツを通じた国際交流の推進・支援（アジア地区スポーツ交流事業）  文部科学省 3.5 2.9  

国際文化フォーラム事業（国際文化フォーラムの開催）  文化庁 0.47 0.47  

観光立国実現のための出入国審査の充実  法務省 4.4 4.4  

「外国人ドライブ観光ｉｎ北海道」の推進  国土交通省 0.39 － 新規

美術館・博物館等における外国人への対応促進プラン  文化庁 (157) (151)  

国家戦略としての留学生政策の推進  文部科学省 479 407  

高校生交流の推進等  文部科学省 1.73 0.87  

青少年交流推進事業  文部科学省 0.72 0.70  

外国人特別研究員事業（独立行政法人日本学術振興会）  文部科学省 58 61  

外国人研究者招致事業（独立行政法人日本学術振興会）  文部科学省 7 7  

４． 観光旅行の促進のための環境の整備 

施策等 担当省庁 

平成 20 年度 

概算要求額（億円） 

※（ ）内は内数 

平成 19 年度 

当初予算額（億円）

※（ ）内は内数 

備考

観光旅行の促進のための環境整備  国土交通省 1.82 0.83  

休暇の取得の促進  厚生労働省 29 15  

食料産業クラスター展開事業  農林水産省 (6.1) (6.1)  

地産地消の推進  農林水産省 (7.9) (7.9)  

皇室広報事務活動経費  宮内庁 0.03 0.03  

鉄道におけるバリアフリー化の推進  国土交通省 92 86  

観光客のための道路案内システムの構築  国土交通省 2.5 2.5  

文化遺産オンライン構想の推進  文化庁 1.50 0.99  

エコツーリズム総合推進事業費  環境省 1.8 1.3  

フラワーツーリズムの推進  農林水産省 (0.27) (0.27)  

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金  農林水産省 (399) (341)  

広域連携共生・対流等対策交付金  農林水産省 (11.3) (8.0)  
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施策等 担当省庁 

平成 20 年度 

概算要求額（億円） 

※（ ）内は内数 

平成 19 年度 

当初予算額（億円）

※（ ）内は内数 

備考

賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業  農林水産省 (1.2) － 新規

農山漁村地域力発掘支援モデル事業  農林水産省 (17) － 新規

広範な関係者の参加による魅力的な国立公園づくり推進事業  環境省 0.41 0.18  

国立公園等民間活用特定自然環境保全活動（グリーンワーカー)事業費  環境省 3.5 3.0  

自然公園等利用ふれあい推進事業経費  環境省 0.05 0.05  

自然環境学習指導者育成事業費  環境省 0.05 0.05  

インターネット自然研究所バージョンアップ事業費  環境省 0.71 0.79  

アジア国立公園イニシアティブ推進事業  環境省 0.10 － 新規

特定地域自然林保全整備  環境省 0.13 0.13  

世界自然遺産地域保全対策費  環境省 0.16 0.16  

知床世界遺産センター整備事業費  環境省 3.6 3.4  

知床世界自然遺産地域における保全・共生推進調査費  環境省 0.61 0.65  

産業廃棄物適正処理推進費  環境省 (1.08) (0.51)  

低公害車普及促進対策  国土交通省 (25) (22)  

景観に配慮した土砂災害対策の推進等 公共 国土交通省 (1,605) (1,405)  

廃棄物処理施設整備費 公共 環境省 (1,018) (843)  

自然公園等事業費 公共 環境省 142 118  

農業集落排水事業 公共 農林水産省 (631) (438)  

良好な水辺空間の形成等 公共 国土交通省 (7,666) (6,737)  

下水道の整備、高度処理の推進等 公共 国土交通省 (8,004) (6,963)  

５． その他の観光予算 

施策等 担当省庁 

平成 20 年度 

概算要求額（億円） 

※（ ）内は内数 

平成 19 年度 

当初予算額（億円）

※（ ）内は内数 

備考

独立行政法人国際観光振興機構運営費交付金等  国土交通省 23 23

 


