別紙
■説明会概要（予定）
内容（予定）

➀観光の現状について
②観光振興事業について
・観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業（※１）
◯まちなかの周遊機能の強化（まるごとインバウンド対応）
◯観光地のゲートウェイにおける外国人観光案内所等の機能強化
・
「道の駅」インバウンド対応拠点化整備事業（※２）
◯地域振興施設等のインバウンド対応機能の強化
◯観光地のゲートウェイにおける外国人観光案内所等の機能強化

③訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業について
・令和元年度補正予算（※３）
○東京オリンピック・パラリンピックにより多様な外国人観光客の来訪が見込まれる競技
会場周辺、ホストタウン、選手村が所在する地域のインバウンド対応機能の強化を緊急
的に支援
・令和２年度予算（※４）
◯地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援
（観光案内所等の整備・改良等及び災害時等の非常時対応の強化・観光スポットの段差の解
消）

※１
訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地等において、公共交通機関の駅等から個々の観光スポ
ットに至るまでの散策エリアについて、ICT も活用して、多言語案内標識や無料エリア Wi-Fi の整
備、域内の小売・飲食店を挙げたキャッシュレス決済対応等のまちなかにおける面的な取組を支
援予定（令和２年度予算額：2,535 百万円の内数、補助率：2 分の 1）
。
※２
訪日外国人旅行者の来訪が特に多い「道の駅」等において、多言語対応の充実・改善、無料 Wi-Fi
の整備、キャッシュレス決済対応等の取組を支援予定（令和２年度予算額：2,535 百万円の内数、
補助率：2 分の 1）
。
※３
2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会により、多様な外国人観光客の
来訪が見込まれる競技場周辺、ホストタウン、選手村が所在する地域において、公共交通機関か
ら観光案内所、観光拠点、飲食・小売店等に至るまでの地域が一体となって行う多言語対応、無
料公衆無線 LAN やキャッシュレス決済環境の整備、バリアフリー化等を緊急的に支援予定（令和
元年度補正予算額：320 百万円、補助率：3 分の 1）
。
※４
訪日外国人旅行者がストレスフリーで快適に旅行できる環境を整備するため、
「外国人案内所等の
整備・改良等」
「災害等の非常時の対応の強化」
「観光スポットの段差の解消」を支援予定（令和
２年度予算額：5,412 百万円の内数、補助率：3 分の 1）
。

別紙
■補助制度説明会日程及び会場一覧
開催地域
北海道
東北
関東
北陸信越
中部
近畿
中国
四国
九州

開催日程
3 月 6 日（金）

会場
北海道開発局職員研修センター 講堂

14 時～16 時
2 月 19 日（水）
14 時～16 時
2 月 28 日（金）
14 時～16 時
2 月 17 日（月）
14 時～16 時
2 月 18 日（火）
14 時～16 時
3 月 11 日（水）
14 時 30 分～16 時 30 分
2 月 20 日（木）

東北運輸局 大会議室
（仙台第四合同庁舎 2 階）
万国橋会議センター
（401・402 会議室）
北陸信越運輸局 大会議室
（新潟美咲合同庁舎 2 号館 4 階）
名古屋ダイヤビルディング
（1 号館 2 階 123 会議室）
大阪歴史博物館 ４階講堂
（大阪市中央区大手前 4 丁目 1-32）
広島合同庁舎 2 号館 6 階 共用第 7 会議室

14 時～16 時
3 月 4 日（水）
14 時～16 時
3 月 5 日（木）
14 時～16 時

四国運輸局 101 大会議室
（高松サンポート合同庁舎南館）
九州運輸局 共用会議室
（福岡合同庁舎新館 3 階）

別紙
■参加希望申込先
提出先（お問い合わせ先）
北海道運輸局
観光部観光企画課

〒060-0042 札幌市中央区大通西 10 丁目 札幌第 2 合同庁舎
電話 011-290-2700 Mail hkt-kankou_kikakuka@gxb.mlit.go.jp
FAX 011-290-2702
※北海道運輸局については、メールでのお申込が可能です。

東北運輸局
観光部観光企画課

〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町 1 仙台第 4 合同庁舎
電話 022-791-7509 FAX 022-791-7538
〒231-8433 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2 合同庁舎

関東運輸局
観光部観光企画課

電話 045-211-1255 Mail ktt-kanko-k@gxb.mlit.go.jp
FAX 045-211-7270
※関東運輸局については、メールでのお申込が可能です。

〒950-8537 新潟市中央区美咲町 1-2-1 新潟美咲合同庁舎 2 号館
北陸信越運輸局
観光部観光企画課

電話 025-285-9181 Mail kankou-kikaku@mlit.go.jp
FAX 025-285-9172
※北陸信越運輸局については、メールでのお申込が可能です。

中部運輸局
観光部観光企画課
近畿運輸局
観光部観光企画課
中国運輸局
観光部観光地域振興課
四国運輸局
観光部観光企画課
九州運輸局
観光部観光企画課

〒460-8528 名古屋市中区三の丸 2-2-1 名古屋合同庁舎第 1 号館
電話 052-952-8045 FAX 052-952-8087
〒540-8558 大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第 4 号館
電話 06-6949-6466 FAX 06-6949-6135
〒730-8544 広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎 4 号館
電話 082-228-8703 FAX 082-228-9412
〒760-0019 高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎南館
電話 087-802-6735 FAX 087-802-6732
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎新館
電話 092-472-2330 FAX 092-472-2334

