
平成２７年度歴史的風致活用国際観光支援事業費配分一覧

（単位：千円）

事業主体 事業費 国費

市町村 4,500 2,250

民間事業者 3,900 1,300

市町村 3,000 1,500

市町村 3,000 1,500

計 14,400 6,550

市町村 100 50

市町村 700 350

市町村 500 250

市町村 3,000 1,500

市町村 200 100

計 4,500 2,250

市町村 2,000 1,000

市町村 28,000 14,000

計 30,000 15,000

市町村 18,000 9,000

市町村 20,000 10,000

市町村 13,500 6,750

51,500 25,750

歴史遺産説明看板多言語化事
業

外国人旅行客が、歴史遺産を通じて固有の
歴史・文化の理解を深められるよう、歴史遺
産の説明看板を多言語表記（５言語）で製作
する。

広島県
尾道市

総合案内板設置事業
歴史的風致維持向上計画重点区域全体の
情報発信を行う総合案内板を設置し点在す
る文化財の周遊性の向上を図る。

多国語音声設備設置事業

歴史的風致維持向上計画重点区域内の歴
史的風致を構成する文化財等へ多国語音声
設備を設置し固有の歴史・文化への理解を
深める。

便所洋式化改修事業

歴史的風致維持向上計画重点区域内の観
光案内所及び休憩所等の利便施設内の和
式便器を洋式化し観光客等の利便性向上を
図る。

観光案内看板多言語化事業
街道の歴史・文化をはじめとする歴史的風致
とともに観光スポット等を紹介する看板を多
言語表記（５言語）で２基設置する。

観光パンフレット多言語化事業
歴史・文化の見所を巡るためのまち歩きマッ
プについて、中東の旅行者向けとして新たに
ヘブライ語表記で作成する。

岐阜県
岐阜市

また訪れたくなる！“観光トイレ”
整備事業（岐阜城トイレ改築）

「また訪れたくなる観光トイレ」をコンセプト
に、眺望に配慮したトイレ改修の実施設計を
行う。

（ＪＲ岐阜駅）岐阜市観光案内所
リニューアル整備事業

岐阜市観光の入口であるＪＲ岐阜駅の観光
案内所について、多言語での対応などが機
能的に行えるようリニューアル整備を行う。

岐阜県
高山市

飛騨高山まちの博物館外国語ガ
イド養成事業

「飛騨高山まちの博物館」において無料で展
示物等の解説を行うボランティアガイドを対
象に、外国語講座の実施による人材育成・ス
キルアップを行う。

飛騨高山まちの博物館パンフ
レット多言語化事業

地域の歴史・文化について紹介する「飛騨高
山まちの博物館」において、展示内容等を解
説するパンフレットを英語表記にて作成す
る。

自治体名 事業名 事業概要

石川県
金沢市

外国語パンフレット等作成事業
観光パンフレット及びマップの多言語化を行
い（７言語）、歴史的風致を紹介する。

かなざわまちなか周遊マップ外
国語版発行事業

歴史・文化資源が集積している中心市街地
（まちなか）を散策できるマップ「かなざわまち
なび」の外国語版（５言語）を発行する。

金沢三寺院群散策コース多言語
化事業

金沢三寺院群の歴史観光散策コースについ
て、外国人専用のHP（日本語と英語の併記）
を開設し、文字又は音声（３言語）での案内を
行う。

スマホ対応観光情報多言語化事
業

観光情報の多くを占める歴史的風致の正し
い理解へとつなげるため、新たに３言語のス
マートフォン対応サイトを開設する。



市町村 6,500 3,250

市町村 5,000 2,500

市町村 3,000 1,500

市町村 3,000 1,500

市町村 3,700 1,850

市町村 13,200 6,600

市町村 10,500 5,250

市町村 3,000 1,500

市町村 3,000 1,500

市町村 14,000 7,000

計 64,900 32,450

市町村 10,000 5,000

市町村 26,000 13,000

市町村 40,000 20,000

計 76,000 38,000

三重県
明和町

多言語誘導案内板の設置事業
多言語（２言語）の誘導案内板を５基設置し、
歴史的資源を繋ぐことで外国人旅行者の回
遊性を高め、集客向上を図る。

ＶＲコンテンツ制作事業

斎宮の建物群等について、多言語のＶＲ機能
等を使って見える形に再現し、外国人旅行者
にスマートフォンやタブレットで当時の斎宮の
様子を実感してもらう。

観光案内所の再整備事業
相談カウンターを設けるなど外国人旅行者の
ニーズに応じた観光案内所として再整備し、
観光客への利便機能の向上を図る。

青森県
弘前市

歴史的建造物説明板多言語化
事業

弘前公園内の歴史的建造物等に設置する説
明板７基を多言語表記（５言語）にすること
で、市内を回遊する外国人旅行者が歴史的
風致の理解を深める環境を整える。

弘前モデルコース紹介PR事業
外国人旅行者向けの季節毎のモデルコース
を設定した上で、多言語パンフレット（５言語）
を作成し、歴史的風致の理解を深める。

インバウンド対応型トイレ整備事
業

岩木山神社（重文）及び禅林街（史跡長勝寺
構内）公衆トイレの洋式化等により、外国人
旅行者が安心して快適に利用できる環境を
整備し、回遊性の向上を図る。

弘前公共交通多言語ガイド事業

公共交通案内マップを多言語（４言語）で作
成し、外国人の個人旅行者の周遊性向上を
図り、歴史的風致への理解を深められる環
境を整備する。

ビジット・弘前おもてなし強化支
援事業

外国人旅行者が利用する施設の従事者を対
象に、固有の文化・歴史を理解し、おもてなし
をするための研修会の開催などにより、歴史
的風致をガイドする人材を育成する。

弘前公園ARアプリ制作事業

弘前さくらまつりなどをスマートフォンやタブ
レットに再現した多言語（５言語）のアプリを
制作し、外国人旅行者が季節を問わず歴史
的風致を実感できる環境を整備する。

多言語スマートツーリズム事業

ウェアラブル端末を導入し、外国人旅行者に
季節毎の光景や弘前城曳屋の画像などを
AR技術を駆使しながら案内する観光ガイドプ
ログラムを開発する。

衣装着付け体験プログラム開発
事業

弘前公園で藩政時代の衣装の着付け体験を
提供することにより、旅行者が歴史的風致を
実感できるプログラムを開発する。

桜剪定等体験プログラム開発事
業

弘前公園を訪れる外国人旅行者に桜の剪定
を体験してもらうほか、津軽の伝統的な防寒
着の着用など伝統行事等の歴史的資源を活
用したプログラムを開発する。

外国人周遊ルート休憩所整備事
業

外国人旅行者が回遊する際に歴史的風致の
工芸品等に気軽に触れることができるスペー
スを兼ね備えた休憩所として整備する。



平成２８年度歴史的風致活用国際観光支援事業費配分一覧

（単位：千円）

事業主体 事業費 国費

市町村 15,340 7,670

市町村 1,280 640

市町村 34,380 17,190

計 51,000 25,500

市町村 3,000 1,500

市町村 1,000 500

市町村 7,000 3,500

市町村 500 250

計 11,500 5,750

市町村 49,000 24,500

計 49,000 24,500

市町村 600 300

市町村 400 200

市町村 500 250

市町村 4,800 2,400

計 6,300 3,150

市町村 24,800 12,400

三重県
明和町

多言語誘導案内板の設置 設置工事（2期）

岐阜県
高山市

観光パンフレット多言語化事業
地域の歴史・文化やその関連施設等を紹介
するリーフレット及びパンフレットについて、新
たにスペイン語表記で作成する。

飛騨高山まちの博物館パンフレッ
ト多言語化事業

地域の歴史・文化について紹介する「飛騨高
山まちの博物館」において、展示内容等を解
説するパンフレットを中国語表記にて作成す
る。

歴史遺産説明看板多言語化事業
外国人旅行客が、歴史遺産を通じて固有の
歴史・文化の理解を深められるよう、歴史遺
産の説明看板を５カ国語表記で製作する。

観光案内看板多言語化事業
街道の歴史・文化をはじめとする歴史的風致
とともに観光スポット等を５カ国語表記で紹介
する看板を設置する。

岐阜県
岐阜市

また訪れたくなる！
”観光トイレ”整備事業（岐阜城ト
イレ改築）

「また訪れたくなる観光トイレ」をコンセプト
に、眺望に配慮したトイレに改修をする。

石川県
金沢市

金沢三寺院群散策コース多言語
化事業

金沢三寺院群の歴史観光散策コースについ
て、外国人専用のHPを開設するとともに、由
緒書看板にQRコードを設け、文字又は音声
での案内を行う。

スマホ対応観光情報多言語化事
業

外国人観光客の多くは現地で情報収集を行
う傾向が見受けられることから、観光情報の
スマートフォン対応サイトを開設し、多言語で
の観光情報の発信強化を図る。

外国人の嗜好に合わせた情報発
信構築事業

ターゲット国に合わせた嗜好のガイドブック、
HP、マップを作成し、歴史的風致の紹介や文
化体験、モデルコース等について効率よくタ
イムリーな情報発信を行う。

外国人観光ボランティアガイドス
キルアップ事業

外国人旅行者に対して観光案内を行う際に、
歴史的風致の内容を「正しく」、「わかりやす
く」説明するための研修会を開催し、外国語
能力の向上を図る。

自治体名 事業名 事業概要

青森県
弘前市

歴史的建造物説明板多言語化事
業

　弘前市の歴史的風致の一つである「弘前さ
くらまつりに見る歴史的風致」の主な対象で
ある弘前公園内の歴史的建造物等に設置す
る説明板を多言語表記にすることで、市内を
回遊する外国人旅行者が歴史的風致等の理
解を深める環境を整える。

弘前公共交通多言語ガイド事業

　歴史的風致維持向上計画重点区域や歴史
的建造物等の周遊性の向上を図るため、交
通結節点等に多言語表記の案内板を設置
し、外国人の個人旅行者の周遊性向上を図
り、歴史的風致への理解を深められる環境を
整備する。

外国人周遊ルート休憩所整備事業

　歴史的風致形成建造物である旧藤田家別
邸倉庫（考古館）を、外国人旅行者が回遊す
る際に歴史的風致の工芸品等に気軽に触れ
ることができるスペースを兼ね備えた休憩所
として整備する。



市町村 9,400 4,700

計 34,200 17,100

市町村 2,000 1,000

市町村 4,000 2,000

市町村 12,000 6,000

計 18,000 9,000

広島県
尾道市

総合案内板設置事業

歴史的風致維持向上計画重点区域内全体
の情報発信を多言語表示で行う総合案内板
を設置し、歴史的風致相互の外国人旅行者
の周遊性向上を図る。

多国語音声設備設置事業

歴史的風致維持向上計画重点区域内の歴
史的風致を構成する寺社等へ多国語音声設
備を設置し、外国人旅行者の固有の歴史・文
化への理解を深める。

便所洋式化改修事業

歴史的風致維持向上計画重点区域内の観
光案内所及び休憩所等の利便施設内和式
便器の洋式化等を実施し、外国人旅行者の
ニーズに応じた利便性の向上を図る。

三重県
明和町

奈良・平安装束体験プログラムの
構築

奈良・平安時代の装束を使って、外国人を主
要対象としたモニターイベントを実施し、アン
ケート等でイベント参加者や広く外国人から
意見を収集して、外国人向けの体験プログラ
ムを構築し、外国人旅行者の満足度向上を
図る。



平成２９年度歴史的風致活用国際観光支援事業費配分一覧
（単位：千円）

自治体名 事業
主体 事業費 国費

市町村 3,000 1,500

市町村 4,000 2,000

計 7,000 3,500

市町村 9,980 4,990

計 9,980 4,990

市町村 6,000 3,000

市町村 1,600 800

市町村 3,020 1,510

計 10,620 5,310

市町村 7,800 3,900

市町村 10,000 5,000

計 17,800 8,900

市町村 6,700 3,350

市町村 2,300 1,150

市町村 2,000 1,000

和歌山県
湯浅町

広島県
尾道市

地域観光担い手育成事業

データ収集分析調査事業による分析結
果を基礎資料として活用し、本市の歴史
的風致を中心とした多様な観光資源を訪
日外国人旅行者に確実に提供するため
に必要な人材の確保と育成を行う。

歴史的景観保全ガイドライ
ン策定事業

観光客の周遊性の向上に資する案内板
等サインを周辺景観との調和を図るデザ
インとすることについて、統一的な指針を
定める。

歴史的景観保全ガイドライ
ン策定等事業（その２）

策定中のまちなみの意匠形態に関する
ガイドラインに沿った案内表示を設置し、
歴史的風致への誘導を行う。

データ収集分析調査事業

文化財や歴史的風致などの多様な魅力
を、より多くの外国人旅行者に対して、効
率的・効果的に情報発信し、外国人旅行
者の受入環境を更に向上させるため、現
状調査やニーズ調査等のデータ収集を
行い、分析調査した結果を地域観光担い
手育成事業等の基礎資料として活用す
る。

多国語音声設備設置事業

歴史的風致維持向上計画重点区域内の
歴史的風致を構成する寺社等へ多国語
音声設備を設置し、外国人旅行者の固
有の歴史・文化への理解を深める。

滋賀県
長浜市

外国人旅行者観光統計調
査事業

外国人旅行者に対して、出身地や来訪目
的などの観光統計調査を行い、基礎デー
タを収集・分析する。

インバウンド観光客誘致促
進事業

ストーリー性やテーマ性に富んだ多様な
プログラムを団体・ＦＩＴ別にモデルコース
およびタリフを作製し情報発信するととも
に、事業を実施する。

観音信仰にみる歴史的風
致体験プログラム開発事業

当市には高い密度で観音像が分布して
おり、「観音信仰にみる歴史的風致」を形
成している。この歴史的風致への理解を
深めるため、時代ごとに仏像が持ってい
る高い歴史的芸術的価値に触れるため、
ＨＰ等を利用した体験プログラムの開発
を行う。

三重県
明和町

多言語誘導案内板の設置 設置工事（３期）

事業名 事業概要

石川県
金沢市

金沢三寺院群散策コース多
言語化事業

金沢三寺院群の歴史観光散策コースに
ついて、外国人専用のHPを開設するとと
もに、由緒書看板にQRコードを設け、文
字での案内を行う。

外国人の嗜好に合わせた
情報発信構築事業

ターゲット国に合わせた嗜好のガイドブッ
ク、HP、マップを作成し、歴史的風致の紹
介や文化体験、モデルコース等について
効率よくタイムリーな情報発信を行う。



市町村 6,600 3,300

計 17,600 8,800

市町村 11,800 5,900

計 11,800 5,900

山梨県
甲州市

市町村 14,240 7,120

計 14,240 7,120

市町村 4,800 2,400

計 4,800 2,400

市町村 2,000 1,000

市町村 37,160 18,580

計 39,160 19,580

青森県
弘前市

広島県
尾道市

岐阜県
高山市

ボランティアガイド育成事業
本市の歴史的風致等を紹介できる外国
人観光客対応のボランティアガイドの育
成を行う。

歴史的風致体験プログラム
開発事業

当市市街地には、昔から富士山の雪解
け水が地下に浸み込んだ伏流水が流れ
込んでおり、「市街地のせせらぎにみる歴
史的風致」を形成している。この歴史的
風致の理解が深まるよう、アプリから読
み込める体験プログラムの開発を行う。

静岡県
三島市

歴史的風致体験プログラム
開発事業

当市の歴史的風致の一つである、「武田
信玄の菩提寺・恵林寺の「しんげんさん」
にみる歴史的風致」や「ブドウ栽培にみる
歴史的風致」の理解が深まるよう、ＱＲ
コードから読み込める体験プログラムの
開発を行う。

街道の歴史的風致ガイドラ
イン策定等事業

城下町高山の動脈として近世から機能し
てきた歴史街道は、「街道の歴史的風
致」として様々な歴史的建造物を持つ農
山村集落が存在しており、高山市全域の
伝統文化の構成要素となっている。この
地域固有の伝統的な意匠・形態が損な
われないよう、周辺施設に関する意匠・
形態に関するガイドラインを策定し、ガイ
ドラインに沿った案内表示の設置を行う。

岩木地区歴史的まちづくり
ガイドライン策定等事業

弘前市岩木地区には、弘前藩の時代か
ら、岩木山をご神体として信仰し、崇める
風習「お山参詣に見る歴史的風致」が受
け継がれている。
この地域固有の伝統的な意匠・形態が損
なわれないよう、神社の改修や高照神
社、岩木山神社等へ誘導するための案
内表示に関するガイドラインを策定し、併
せてガイドラインに沿った案内表示の設
置を行う。

便所洋式化

歴史的風致維持向上計画重点区域内の
観光案内所及び休憩所等の利便施設内
和式便器の洋式化等を実施し、外国人
旅行者のニーズに応じた利便性の向上
を図る。



平成30年度歴史的風致活用国際観光支援事業配分一覧

（単位：千円）
都市 事業主体 事業費 国費

宮城県多賀城市 多賀城市 970 480

小計 970 480

白河市 6,670 3,330

白河市 3,179 1,580

小計 9,849 4,910

長野市 10,368 5,180

長野市 5,000 2,500

長野市 6,142 3,071

計 21,510 10,751

事業名 事業概要

東北歴史まちづくりサミット
開催事業

本市において平成30年５月に、東北地方整
備局及び東北地方整備局管内の歴史まちづ
くり認定都市と連携し、東北歴史まちづくりサ
ミットin多賀城を開催する。
サミットでは、各認定都市の歴史まちづくりに
おける訪日外国人観光客受入に向けた取組
について意見交換を行うとともに、認定都市
間の連携を生かした対応策をまとめる。

白河市における観光
ニーズに関する現況調
査事業

訪日外国人等の本市の観光ニーズについ
て、観光資源現地調査、インターネット調査、
来訪者実態調査、関係者ヒアリング等により
調査を行い、結果を分析し、今後の観光政策
につなげていく。

長野県長野市

藩校体験プログラム開
発事業

外国人旅行者が気軽に歴史的風致の体験
ができるよう、長野市歴史的風致維持向上
計画の重点区域「松代・若穂川田地区」にあ
る旧松代藩の藩校である「史跡旧文武学校」
において、武道体験等の「藩校体験型プログ
ラム」を開発する。

松代藩文化施設公式
サイト多言語化事業

　重点区域「松代・若穂川田地区」内の回遊
性の向上を図り、歴史的風致への理解を深
めるため、当該地区内にある文化財施設の
見所等を紹介したホームページを英語、中国
語（繁体字・簡体字）、韓国語に対応したもの
とするとともに、施設間の繋がりを紹介した
ルートガイド等をホームページ上に充実させ
る。

日本文化体験プログラ
ム開発事業

松代地区にある「旧真田邸」等の文化施設を
活用し、実施しているお箏体験や投扇興など
の日本文化の体験プログラムの磨き上げや
新規メニューの開発、実施主体である市民ガ
イドの育成を行い、文化の継承、外国人観光
客の満足度の向上、滞在時間の長期化を図
る。

歴史的資源案内多言語化
事業

 訪日観光客の街なか回遊を促し、歴史的風
致への理解を促進するため、歴史的風致形
成建造物に設置された標識の内容を多言語
化するとともに、福島県が設置するＱＲコード
（地域発見まち歩き促進事業）からアクセスさ
れる市ホームページの多言語化を行う。

福島県白河市



長野県松本市 松本市 185 90

小計 185 90

三島市 639 310

三島市 4,940 2,470

5,579 2,780

岐阜県岐阜市 岐阜市 1,440 720

1,440 720

高山市 1,500 750

高山市 8,000 4,000

小計 9,500 4,750

まちなか路面標示事業

県都岐阜の玄関口である鉄道駅周辺から、
歴史的風致維持向上計画の重点区域等ま
で、外国人旅行客が安心してまちなかを散策
できるよう、現在地や目的地、主要施設名な
どを多言語化した路面標示を貼付する。

外国人旅行者ヒアリン
グ調査事業

外国人旅行者に対して、訪れた目的や満足
した点、不満足な点など、詳細な調査を実施
し、分析することで、地域の歴史的風致を効
果的に活用した観光振興につなげるため、
出身地や来訪目的、満足度などのヒアリング
調査を、地域通訳案内士等を活用して実施
し、分析のための基礎データを収集する。

多言語時刻表作成事
業

松本市の中心市街地を運行する「松本周遊
バス　タウンスニーカー」のルートは、松本
城、旧開智学校、旧松本区裁判所庁舎など
の国宝や重要文化財、歴史的なまちなみを
結んで運行している。
これらを訪問する外国人旅行者の利便を図
るため、タウンスニーカーの時刻表を多言語
化する。

データ収集分析調査事
業

　文化財や歴史的風致等の多様な魅力を、
より多くの外国人観光客等に対して、効率
的・効果的に情報発信し、外国人観光客等
の受入環境をさらに向上させるため、現状調
査やニーズ調査等のデータ収集を行い、分
析調査した結果を外国人観光客対応ボラン
ティアガイド育成事業等の基礎資料として活
用する。

中部歴史まちづくりサミット
開催事業

本市において平成30年10月に、中部地方整
備局及び中部地方整備局管内の歴史まちづ
くり認定都市と連携し、中部歴史まちづくりサ
ミットin三島を開催する。
サミットでは、各認定都市の歴史まちづくりに
おける訪日外国人観光客受入に向けた取組
について意見交換を行うとともに、認定都市
間の連携を生かした対応策をまとめる。

文化財周遊散策アプリ
等作成事業

スマートフォンを活用した多言語表示対応の
文化財等周遊散策コンテンツを作成するとと
もに、スタンプラリー機能を付加することに
よって、観光客の周遊性の向上を図る。
また、高山城の姿を再現した仮想現実（ＶＲ）
映像を作成し、アプリとの連動により各ビュー
ポイントにおいて映像を体感できるようにし、
外国人観光客等の興味を引くとともに高山城
の認知度を高める。

静岡県
三島市

岐阜県高山市



和歌山市 1,723 860

和歌山市 7,506 3,750

9,229 4,610

山梨県甲州市 甲州市 4,000 2,000

小計 4,000 2,000

和歌山県湯浅町 高山市 47,355 23,677

小計 47,355 23,677

宗像市 4,474 2,237

宗像市 9,870 4,930

宗像市 1,000 500

宗像市 1,777 888

和歌山県和歌山市

和歌山城周辺多言語
案内板設置事業

　和歌山城周辺の歴史的風致のエリア内に
多言語の案内板を設置し、訪日外国人旅行
者の回遊性を高めるとともに歴史的風致へ
の理解を深める。

和歌山城周辺修景整
備ガイドライン策定事
業

　和歌山城周辺の歴史的風致のエリア内に
おける案内板等のデザインについて、歴史
的景観と調和するものとなるようガイドライン
を策定する。

史跡勝沼氏館跡トイ
レ・休憩所機能向上事
業

重点区域「勝沼地区」に所在する史跡勝沼
氏館跡の既存トイレ・休憩所は、史跡散策の
際に立ち寄り場所となることが多い一方で老
朽化が進んでいる。
このため、便座の洋式化等の機能強化を行
い、見学者の利便性の向上を図る。

福岡県宗像市

観光パンフレット多言
語化等事業

外国人来訪者に対応するためパンフレットを
多言語化するとともに、掲載情報をジャンル
別等に分割し、統一的なデザインとする。
さらに、Webサイトで見やすいデザインにし、
詳細情報をWebサイトでも提示させることに
より、外国人来訪者の利便性を向上させる。

多言語案内板等設置
事業

　外国人旅行者の利便性向上や地域固有の
歴史・文化の理解を深めるため、重点区域
内にある宗像大社辺津宮、宗像大社中津
宮、沖津宮遙拝所に解説板等を設置する。

観光パンフレット多言
語化事業

　外国人旅行者のまちなか散策の利便性向
上、地域固有の歴史・文化の理解を深める
ため、周遊ガイドや観光情報冊子の多言語
を行う。

歴史と文化の解説コン
テンツ多言語化・発信
事業

本市では、宗像の歴史と文化を解説するア
プリ「むなぱく」を作成している。
世界遺産登録後、増加傾向にある外国人来
訪者に対応するため、一部日本語表記のみ
の現行コンテンツを多言語（英語、中国語
（繁・簡）・韓国語）へ翻訳を行い、周遊性の
向上、理解促進を図る。

歴史的景観保全ガイド
ライン策定及び多言語
化看板設置分析事業

案内サイン等の統一的なデザイン方針に基
づき観光案内板を多言語化し、重点区域（重
要点伝統的建造物群保存地区及びその周
辺地区）への誘導を図り、外国人観光客の受
入環境の向上を図る。



宗像市 1,585 792

小計 18,706 9,347

京都府向日市 向日市 4,908 2,385

福岡県宗像市

多言語版観光マップ等
作成事業

外国人観光客が安心、快適に市内を周遊で
きるよう本市が発行する観光冊子の外国語
版を作成する。

外国人来訪者受入環
境拡充事業

世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺
産群」の中核的なガイダンス施設「海の道む
なかた館」に外国人来訪者向けの観光案内
機能を拡充する。
本事業により、施設職員によるガイドと、イン
ターネットを利用した検索機能を織り交ぜ、
館内資料等の閲覧・翻訳に役立てることで、
外国人来訪者に快適な周遊観光を提供し、
外国人来訪者の更なる受け皿拡大を図る。



令和元年度歴史的風致活用国際観光支援事業配分一覧

（単位：千円）

岡崎市 3,560 1,780

岡崎市 2,200 1,100

岡崎市 1,320 660

小計 7,080 3,540

岐阜県岐阜市 岐阜市 2,453 1,226

小計 2,453 1,226

金沢市 8,100 4,050

金沢市 1,200 600

小計 9,300 4,650

愛知県犬山市 犬山市 4,222 2,111

小計 4,222 2,111

国費自治体名 事業名 事業概要

愛知県岡崎市

歴史文化資産解説板
等
多言語化事業

歴史的風致維持向上計画で位置付
けた重点区域内の歴史文化資産解
説板等において、QRコードによる解
説板の多言語化（６言語）により、訪
日外国人へ本市の歴史文化の魅力
や価値を伝え、回遊性の向上を図
る。

事業主体 事業費

外国人観光客受入環
境整備（ガイド人養成）
事業

歴史的風致維持向上計画で位置付
けた重点区域内において、多言語対
応可能な観光ガイドを継続的に育成
し、多言語にも対応した歴史文化資
産解説板等を活用した、より訪日外
国人のニーズにあった説明を可能に
する。

外国人観光客受入環
境整備（プログラム開
発）事業

近年、従来のモノ消費からコト消費へ
と消費構造が転換している中、歴史
的風致維持向上計画で位置付けた
重点区域内において、歴史や伝統、
文化等に基づく体験プログラムを継
続的に行い、訪日外国人から魅力に
感じてもらえるプログラムの充実を図
る。

まちなか路面標示事業

外国人旅行客が、まちなかを安心し
て散策できるよう、鉄道駅から歴史的
風致維持向上計画の重点区域まで、
目的地までの距離などを外国語表記
した路面標示を貼付する。

石川県金沢市

案内板多言語化事業

金沢市内に設置してある伝統環境説
明（由緒書）看板を訪れた外国人観
光客がより興味をもって金沢の街を
周遊できるように英語併記の多言語
対応看板とする。

犬山城多言語サイト制
作事業

日本語のみで発信している犬山城に
関するウェブサイトの６か国語への多
言語化を行う。

通訳ガイド・スキルアップ研修

地域固有の歴史文化を正しく、分かり
やすく外国人に伝えるため、通訳ガイ
ドに、知識の深化・ガイド力向上を目
的とした研修を受講することによりス
キルアップを図る。



（単位：千円）

国費自治体名 事業名 事業概要 事業主体 事業費

弘前市 4,345 2,172

弘前市 1,500 750

小計 5,845 2,922

高山市 高山市 1,700 850

小計 1,700 850

松本市 松本市 1,783 891

小計 1,783 891

長野市 856 428

長野市 19,023 9,511

長野市 2,000 1,000

小計 21,879 10,939

美濃市 美濃市 1,688 844

小計 1,688 844

観光パンフレット多言
語化事業

　本市では歴史的まちなみや、その関連施設
など歴史・文化施設等を掲載した観光パンフ
レットを作成している。当該パンフレットは外国
人旅行者のニーズに対応するため、英語、中
国語やタイ語など５言語の外国語版を作成し
ており、まちなか散策の利便性向上、地域固
有の歴史・文化の理解を深めることに寄与し
ている。
　この度、欧米からの旅行者増加を目指し、
新たに平成３１年度は海外設置用パンフレット
のフランス語版・ドイツ語版、市内散策用パン
フレットのフランス語版・ドイツ語版・タイ語版
の計５種類のパンフレットを新たに作成する。

青森県弘前市

多言語観光案内板整
備事業

　市内の日本語、英語で表記している
観光案内板に韓国語、中国語（簡体
字、繁体字）の表記を追加し、外国人
旅行者の利便性及び周遊性向上を
図り歴史的風致への理解を深められ
る環境を整える。

長野市

鬼無里ふるさと資料館
ホームページ多言語化
事業

鬼無里ふるさと資料館所蔵の屋台の
魅力を海外に発信するため、資料館
のホームページを多言語化するもの

外国人旅行者ヒアリン
グ調査

外国人旅行者に対して、出身地や来
訪目的、満足度などのヒアリング調査
を行い、分析のための基礎データを
収集する。

外国人旅行者体験拡充事業

体験プログラムのＰＲサイトを作成し、
松本ならではの城下町文化、日本の
伝統文化を多言語で周知することで
認知度を高める。

データ収集分析調査事業

　東京オリンピック・パラリンピックによ
る国内外の観光客の増加を見据え、
インバウンドをはじめとする誘客方策
を盛り込んだ歴史まちづくりに関する
取り組みについて、基調講演や各市
町首長によるパネルディスカッション
等を行う。

藩校体験プログラム開
発事業

訪日外国人観光客が日本文化の体
験ができるよう、武道体験等の「藩校
体験型プログラム」を開発するもの

日本文化体験プログラ
ム開発事業

訪日外国人観光客が日本文化の体
験ができるよう、お茶や筝体験等の
「武家・町人文化体験型プログラム」
を開発するもの



（単位：千円）

国費自治体名 事業名 事業概要 事業主体 事業費

湯浅町 湯浅町 10,000 5,000

小計 10,000 5,000

和歌山市 1,723 861

和歌山市 1,966 983

和歌山市 1,663 831

小計 5,352 2,675

和歌山市

和歌山城周辺多言語
案内板設置事業

外国人旅行者にも対応可能な多言語
の案内板を設置し、固有の歴史・文
化の理解を深めるとともに、回遊性を
高める。

歴史的景観保全ガイド
ライン策定及び多言語
化看板設置分析事業

重点区域内の観光拠点施設等に誘
導案内看板を設置

岡公園案内・説明看板
製作設置事業

外国人旅行者にも対応可能な多言語
（日本語・英語・韓国語・中国語（繁体
字・簡体字））の案内看板を設置し、
老朽化した説明看板も更新し、来園
者に園内を周遊するための快適な環
境を提供する。

和歌山城周辺多言語
案内板設置事業その２

外国人旅行者にも対応可能な多言語
の案内板を設置し、固有の歴史・文
化の理解を深めるとともに、回遊性を
高める。


