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１．平成28年度の取組

2

１（１）インバウンド消費単価向上
 国際的な観光地のビジョンとマスタープランについて、「⼭岳リゾート」
「海浜リゾート」「温泉地」「歴史的街区・集落」の４類型をモデルとして、
地域が稼げる国際的な観光地の整備発展に必要な⽅策、解決すべき課題や対
策を帰納的に導き出す。（平成28年度補正予算「観光資源等を活⽤した地域⾼度化計画の
策定等⽀援事業（世界が訪れたくなる観光地づくりに向けた⾼度化計画策定等事業）」）

 なお、平成27年度補正「地域新成⻑産業創出促進事業補助⾦（国際化に対応
した地域における消費単価向上⽀援事業）」により、インバウンドの消費単
価向上を通じた地域経済の活性化への寄与を⽬的として、新たな観光客向け
サービスの検討・試⾏や、消費を喚起する魅⼒的な街並み整備に向けた戦略
策定を⽀援（全国６件）。
＜平成27年度補正国際化に対応した地域における消費単価向上⽀援事業（北海道以外の採択事業）＞
対象エリア

事業名

事業者名

草津温泉
（群⾺県草津町）

「知的探求」サービスを⾼める草津温泉 －Intelligent Spa Kusatsu－
（資源をつなぎ、「新たな草津のたどり⽅」を開発する。）

(株)梵まちづくり研
究所

古町
（新潟県新潟市）

Peace Kitchen Niigata・⾷の国際関係地づくりを通したインバウンドフー
ドツーリズムの確⽴事業

(株)ｕｍａｒｉ

有⾺温泉
（兵庫県神⼾市）

⾃然と歴史・⽂化の厚みを魅せる 唯⼀無⼆の有⾺のおもてなしの創
造 〜世界に誇れる温泉地を⽬指して〜

合資会社ゼンクリ
エイト
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１（１）インバウンド消費単価向上
＜北海道管内の採択事業＞
『ニセコヒラフエリア』 商業機能強化を通
じた通年型リゾート地発展事業
（ニセコヒラフ：東急不動産㈱）

・スキー場やホテル宿泊以外での消費機
会を創出し、消費単価の向上を⽬指す。
・通年型国際リゾート地へと発展させてい
くため、スキーシーズンだけなくグリーンシー
ズンの来訪者数増加を⽬指す。
・サマーゴンドラを利⽤した天頂でのサービ
ス試⾏などを実施。

サマーゴンドラを活⽤した⼭頂ランチ

『⾃然との共⽣⽂化を体感する「観光⽴
国ショーケース」の実現に向けた、欧⽶
豪州の富裕層とアジア富裕層向けの阿
寒湖温泉磨き上げ事業』
（阿寒湖温泉：㈱ライヴ環境計画）

・『⾃然との共⽣⽂化』を体感できる個性
と魅⼒のある温泉地の実現を⽬指す。
・魅⼒ある町並みづくりと商業・サービス業
の⾼度化を⽬指し、商店街の空き店舗
を活⽤しながら観光客への新サービス提
供を⽬指す新規出店希望者を募集し、
開業を⽀援。

阿寒湖商店街・空き店舗を活⽤した
⾷・アートの新サービス実証

札幌都⼼部商店街を核としたインバウン
ド観光イノベーション促進事業
（札幌狸⼩路：㈱ＪＴＢ北海道）

・「札幌狸⼩路商店街」を拠点として、飲
⾷・物販・エンターテイメントが連携した
新たなサービス等を検討し、札幌の新た
な観光イノベーション創出と消費単価の
向上に繋がる戦略の策定を⽬指す。
・札幌の新たな観光イノベーション創出と
消費単価の向上に繋がる戦略について、
地域と協議のうえ、戦略の⽅向性を「地
域戦略の素案」としてまとめた。

狸⼩路プラザでの夜間エンターテイメント例

出典：⽇本交通公社「国際リゾート地域戦略」HPより抜粋 4

１（２）インバウンド観光消費拡⼤（TRAVEL MINE JAPAN））
 インバウンド消費拡⼤による地域経済の活性化を⽬的として、⽇本各地の魅
⼒溢れる質の⾼い観光資源を掘り起こし（＝Mine）、磨き上げ、世界へ発信、
ビジネス化を⽀援（全国９件）。
 公募事務局：(株)リヴァンプ（平成28年度ふるさと名物応援事業補助⾦
（JAPANブランド等プロデュース⽀援事業））
＜北海道管内の採択事業＞
北海道リゾートウェディングブランド化プロジェクト
（採択事業者：㈱KITABA、マネージャー：㈱プレミアム北海道）

◦札幌ロケーションフォトウェディング協議会、北海道リゾートウェディング
協会を中⼼に、オール北海道体制にて、主に台湾・⾹港の富裕層をターゲット
とし、フォトウェディングと、それに付随する様々な観光プランを旅⾏商品
として企画・販売することで、業界や地元の消費拡⼤を図る。
◦北海道のウェディングおよびロケーションフォト（プレウェディング）を
中⼼に、「宿泊」や「⾷」、「アクティビティ」、「交通（移動）」
をパッケージ化し、少し⾼級な旅⾏商品として海外の⽅々に提供。
◦札幌や富良野・美瑛を中⼼とした道央エリア、トマム・新得・⼗勝エリア、
洞爺湖エリア、函館エリアの４つのエリアを先⾏して商品化を⽬指す。

出典：㈱リヴァンプ「TRAVEL MINE JAPAN」HPより抜粋
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１（２）インバウンド観光消費拡⼤（TRAVEL MINE JAPAN））
＜北海道以外の採択事業＞
対象エリア

事業名

事業者名

新潟県・湯沢町

雪国ガストロノミーツーリ
ズム

⼀般社団法⼈雪国観光圏
マネージャー：(株)４ＣＹＣＬＥ

兵庫県・篠⼭市

古⺠家・歴史的建築物を活
⽤したインバウンドプロ
ジェクト

⼀般社団法⼈ノオト
マネージャー：(株)ＴＯＫＩ

福島県・会津若松市

会津エクスペリエンス・デ
ザイン・プロジェクト

⼀般財団法⼈会津若松観光ビューロー
マネージャー：⼀般社団法⼈元気ジャパン、(株)ＸＰＪ
Ｐ

愛知県・知多半島全域

健康半島、知多半島を創造
する

(株)知多半島ナビ
マネージャー：愛知県美浜町観光協会

徳島県・三好市

“Ｒｕｒａｌ－Ｒｅｔｒｅａ
ｔ”としての祖⾕茅葺⺠家ス
テイ

(株)ちいおりアライアンス
マネージャー：(株)プラスアルファジャパン

兵庫県・豊岡市

城崎リデザインプロジェク
ト

⼀般社団法⼈豊岡観光イノベーション
マネージャー：Ｄａｔａ Ｓｔｒａｔｅｇｙ(株)

群⾺県・⾼崎市
静岡県・伊⾖エリア
神奈川県・箱根町

東京を起点とした⼀泊で楽
しめるアートツーリズム

ａＴＯＫＹＯ(株)
マネージャー：⼀般社団法⼈アート東京

京都府・宇治市

宇治茶のプレミアムブラン
ド化プロジェクト

公益財団法⼈京都⽂化交流コンベンションビューロー
マネージャー：(株)エクサパートナーズ
出典：㈱リヴァンプ「TRAVEL MINE JAPAN」HPより抜粋
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１（３）コンテンツの海外展開⽀援（JLOP）
 地域発コンテンツ等の海外展開に必要なローカライズやプロモーションを⾏
う事業者を⽀援することにより、「関連産業の海外展開の拡⼤」や「訪⽇観
光等の促進」につなげる。（10⽉21⽇時点で約900件を⽀援）

対象となる事業

コンテンツを通⾏活⽤した海外展開事業例（インバウンド関連活⽤例）

出典：特定⾮営利活動
法⼈ 映像産業振興機構
「JLOP」HPより抜粋
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１（３）コンテンツの海外展開⽀援（JLOP）
＜JLOP採択事例①＞
道内の⾃治体と連携し、タイ最⼤級の旅⾏⾒本
市で訪⽇客の増加を促進（北海道新聞社）
・2016年7⽉にタイのバンコクで開催された「タイ国際旅⾏博
（TITF）」に、道内の⾃治体と連携を図りPRブースを出展。
・現地の地上波放送にて告知CMを⾏い、ブースへの訪問客増を
狙いつつ、札幌市、函館市、釧路市、旭川市、登別市のPR映像
放映やパンフレット配布、ゆるキャラの活⽤により情報発信を
⾏った。
・現地の旅⾏会社HISタイランドの協⼒のもと企画した各⾃治体
へのツアー商品を、来場者に直接販売することで、北海道への
観光客増に貢献した。
・さらに、開催期間中は現地の政府や旅⾏会社、メディア等を
招いたレセプションを⾏い、消費者だけでなく観光業界との交
流も図った。

⾹港で、漫画『僕等がいた』等を通じ、釧路の
魅⼒をPR。
網⾛地区や⼗勝地区と共に、「東北海道」への
観光を促進。（釧路観光コンベンション協会）
・2016年7に⾏われた「⾹港ブックフェア」に、「東北海道・釧
路」として出展。
・⼈気漫画「僕等がいた」を活⽤し、作品に描かれた釧路の⾵
景を通して、釧路の魅⼒を幅広くPRした。
・また、釧路の観光映像の上映、ご当地キャラクター「つるま
る」や観光ポスターの展⽰、観光マップやノベルティの配布に
より、インバウンド観光の促進につなげた。
・本施策は、網⾛地区、⼗勝地区、釧路地区が連携し、雄⼤な
⾃然を満喫できる東北海道をアピールすることで、体験型旅⾏
を好む傾向がある個⼈旅⾏客の誘客につなげるとともに、広域
的な経済波及効果を狙ったもの。

出典：特定⾮営利活動法⼈ 映像産業振興機構「JLOP」HPより抜粋
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１（３）コンテンツの海外展開⽀援（JLOP）
＜JLOP採択事例②＞
TVアニメ『銀の匙 Silver Spoon』を活⽤し、⼗
勝・帯広の魅⼒をPR。
網⾛や釧路と共に、「東北海道」への観光を促
進。（帯広観光コンベンション協会）
・⾹港で2016年7⽉に⾏われた「⾹港ブックフェア」に「東北海
道・⼗勝」として出展。
・当地の観光映像やパンフレット、ノベルティ等を配布すると
ともに、⾹港でも⼈気のTVアニメ「銀の匙 Silver Spoon」を活⽤
し、作品に描かれた⼗勝の⾃然⾵景や⾷、ばんえい競⾺などを
通して、様々な観光資源を幅広くPRした。
・本施策は、網⾛地区、⼗勝地区、釧路地区が連携し、雄⼤な
⾃然を満喫できる東北海道をアピールすることで、体験型旅⾏
を好む傾向がある個⼈旅⾏客の誘客につなげるとともに、広域
的な経済波及効果を狙ったもの。

⾹港にて、漫画『ゴールデンカムイ』や網⾛の
観光映像等を紹介。
⼗勝、釧路と連携して、「東北海道」への観光
を促進。（網⾛市観光協会）
・2016年7に⾹港にて開催された「⾹港ブックフェア」へ、「東
北海道・網⾛」としてブースを出展。
・ブースでは外国⼈ツアー客の⽬線で編集された観光映像の放
映や、ゆるキャラ「ニポネ」の着ぐるみパフォーマンスを実施。
・また、マンガ⼤賞に輝いた北海道を舞台とした⼈気漫画
「ゴールデンカムイ」のコーナーや、網⾛が舞台となっている
⽇本や中国の映画のポスター展⽰などを通じ、網⾛・オホーツ
クエリアの魅⼒をＰＲした。
・本施策は、網⾛地区、⼗勝地区、釧路地区が連携し、雄⼤な
⾃然を満喫できる東北海道をアピールすることで、体験型旅⾏
を好む傾向がある個⼈旅⾏客の誘客につなげるとともに、広域
的な経済波及効果を狙ったもの。

出典：特定⾮営利活動法⼈ 映像産業振興機構「JLOP」HPより抜粋
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１（４）ムスリム受⼊体制整備
 クリプトン・フューチャー・メディア(株)は、⾳を発想源とした事業を展開する企業。歌声合成ソフト
ウェア｢初⾳ミク｣の開発企業としても知られる。国内では300社以上と提携し、｢雪ミク｣｢初⾳ミ
ク｣関連商品・サービスを展開。異業種への⾼い経済波及効果をもたらしている。
 UAE・ドバイの財閥と連携し、北海道を応援するキャラクター｢雪ミク｣を活⽤した中東圏における北
海道ブランドの発信、｢⾷｣｢観光｣需要の獲得に向けて、活動拠点をドバイに設置。北海道の⾷
品輸出拡⼤及びインバウンド需要獲得のため現地商談や北海道内の受⼊体制強化を図っている。
 今年度は｢雪ミク｣を活⽤した北海道の情報発信拠点をドバイに設置し、｢雪ミク｣関連商品を輸
出。またホテルや⾷品製造業等向けの受⼊体制強化のためのセミナーを開催し、ムスリムにも対応
したメニュー開発を⽀援。
事業実施体制

成果目標
○ムスリム圏の「食」「観光」需要獲得
○コンテンツ企業の海外進出拡大

◆「雪ミク」とは ･･･

雪ミクはクリプトン・フューチャー・メディア(株)が展開する北海道を応援するキャラクター。2010年の「さっぽろ雪まつり」で“真っ白い「初音ミク」の雪像”を作ったことをきっかけに誕生し、それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル
「SNOW MIKU」が、毎年「さっぽろ雪まつり」開催時期にあわせて、北海道で開催されている。 【公式サイト：http://snowmiku.com】

◆「初音ミク」とは ･･･
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クリプトン・フューチャー・メディア(株)が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせる事ができる「ソフトウェア」。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントと
なった。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍し、その人気は世界に広がっている。 【公式サイト：http://piapro.net】

１（４）ムスリム受⼊体制整備
 北海道経済産業局では、今後増加が⾒込まれるムスリムインバウンドの受⼊体制強化
に向けたセミナー＆交流会を開催し、需要⾒込みを踏まえた実践的な取組を提案。
⽇時：平成28年11⽉30⽇（⽔）15:00〜19:30／場所：札幌グランドホテル 本館２階「⾦枝」、別館２階「グランドホール」
定員：セミナー150名、交流会300名（参加費無料）／対象：宿泊業、飲⾷店、⾷品製造業、⾃治体等
プログラム：
【セミナー】15:00〜17:30 本館２階「⾦枝」
講演１：ムスリム受⼊の現状と明確な受⼊体制の⽅法論について（(株)北海道⼆⼗⼀世紀総合研究所 客員研究員 ⾼澤 直之 ⽒）
講演２：訪⽇外国⼈観光客動向から⾒えるムスリム観光客の可能性 (株)JTB総合研究所 研究員 國⾕ 裕紀 ⽒
パネルディスカッション：観光と⾷のグローバル対応強化について
パネラー：(株)JTB北海道 事業部⻑ 阿部 晃⼠ ⽒ ／ HISイスタンブール⽀店 ⽀店⻑ Tursun ABLAT ⽒
(株)ジェイ・リンクス代表取締役 ⾦⾺ あゆみ ⽒／ハラールメディアジャパン(株) 代表取締役 守護 彰浩 ⽒
札幌グランドホテル 料理⻑ 伊藤 博之 ⽒
【交流会】18:00〜19:30 別館２階「グランドホール」
道内外の協⼒各社によるムスリム向けメニューの試⾷会や取組紹介を実施。
協⼒：(株)JTB北海道／(株)エイチ・アイ・エス／(株)近畿⽇本ツーリスト北海道／(株)⽇本旅⾏北海道／⻄⼭製麺(株)／
(株)カネサン佐藤⽔産／(株)ホクビー／ゼンカイミート(株)／⼤槻⾷材(株) ／(株)⼆宮／
(公社)全⽇本司厨⼠協会北海道地⽅本部／2017冬季アジア札幌⼤会事務局 ほか
料理協⼒：札幌グランドホテル
申込⽅法：北海道経済産業局HP（http://www.hkd.meti.go.jp/hoksn/20161025/index.htm）よりお申し込みください。
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２．新年度に向けて、公募中の事業

12

２（１）サービス産業の⼈材育成（⼤⼈の武者修⾏） 1⽉13⽇まで公募中
 「⼤⼈の武者修⾏」は、中⼩企業のサービス業の次代を担う経営⼈材を、異業種の優
良企業の職場に送り、⼀緒に汗をかきながら働く事を通じてサービスイノベーションの極意
を学び取って頂く、新しいタイプの社会⼈インターンシップ。（１⽉１３⽇まで募集中）
対象業種：⽇本標準産業分類（平成14年3⽉改訂）の情報通信業、運輸業、卸売・⼩売業、不動産業、飲⾷店、宿泊業、医療、福祉、教育、学
習⽀援業、サービス業（他に分類されないもの）

出典：サービス産業⽣産性協議会「⼤⼈の武者修⾏」HPより抜粋 13

２（１）サービス産業の⼈材育成（⼤⼈の武者修⾏） 1⽉13⽇まで公募中
＜北海道企業の修⾏先＞
㈱櫻井千⽥（⼟⽊⼯事業）

＜提供できる学び＞
・建設業界で導⼊が進んでいる情報化施⼯
（ドローンを⽤いた空撮やＧＰＳを搭載した
建設機械の活⽤など）の実際をご要望に応
じて体験して頂きます。
・また、各種ボランティア活動を通じて地域の
⽅々と触れ合って頂きます。
＜研修地＞
奈井江町

㈱ソプラティコ（フィットネスクラブ）
＜提供できる学び＞
・⼈材育成、ソプラティコマインドを基本とした
問題意識のある従業員のあり⽅、改善の仕
組み、考え⽅の摩擦の乗り越え⽅などを学び
ます。
＜研修地＞
⼩樽市

㈱アイティ・コミュニケーションズ（コンタクトセンター受
託）
＜提供できる学び＞
・新⼈研修システム、コミュニケーター育成プロ
グラム、⾃社コールセンター導⼊ノウハウ。
＜研修地＞
札幌市、釧路市、仙台市

㈱⼗勝バス（乗合旅客⾃動⾞運送）

＜提供できる学び＞
・本社だけでなく、現場の仕事（バス乗合、⼾別訪問、企画会議等）を体
験して頂くことで、⼗勝バスの持つ「社⾵」「⾵⼟」「マインド」について学んで頂
きます。
・お客様の⽴場に⽴った新商品の開発や、社⻑と従業員、従業員同⼠のコ
ミュニケーションとその⼟壌作り、
競合他社や地域企業との関わり
など「三⽅よし」を肌で感じ、学び、
理解してもらえれば、と考えてい
ます。
＜研修地＞
帯広市

㈱アインホールディングス（医薬品⼩売）

＜提供できる学び＞
・当社のホスピタリティや、
教育体制（OJT研修）を学んで
いただきます。
・⾃社開発による携帯型端末
(PDA)を利⽤した調剤過誤防⽌
システムを知っていただきます。
・調剤業務の効率化、オートメーション化を学んでいただきます＜研修地＞
札幌市、東京都新宿区

出典：サービス産業⽣産性協議会「⼤⼈の武者修⾏」HPより抜粋 14

２（１）サービス産業の⼈材育成（⼤⼈の武者修⾏） 1⽉13⽇まで公募中

＜補助対象経費＞

出典：サービス産業⽣産性協議会「⼤⼈の武者修⾏」HPより抜粋 15

２（２）サービス向上（IoT活⽤おもてなし実証事業） 1⽉30⽇まで公募中

 訪⽇外国⼈の属性情報・⾏動履歴等を事業者・地域間で共有することを可能にする「おもて
なしプラットフォーム」を構築・実証し、様々な事業者・地域によって、こうした情報を活⽤した
⾼度で先進的なサービス、決済等の環境を整備し、2020年までの社会実装を⽬指す。
 平成29年1⽉30⽇まで、地域のプラットフォームを公募中。

＜平成27年度補正予算 実証事業＞
「おもてなしプラットフォーム」の構築に取り掛かかり、システム開発等の準備
期間を経て、3地域で実証中。
 情報連携のためのルール整備
 情報連携を活⽤した新たな
ユースケースの創出

 個⼈情報やプライバシーの保護
 キャッシュレス環境の向上 等

A

「関東」（箱根・湯河原・鎌倉）実証

「関⻄」（⼤阪）実証

B

テーマ：
参加者:

D

B

買い物シーンでの新しいサービス・決済
パナソニックグループ・三井住友カード・⼤⽇本印刷・新
関⻄国際空港・南海電気鉄道・海遊館 等
 スマホでいつでもどこでも複数の決済
⼿段を登録、⽣体認証
 看板・サイネージ等と連動した多⾔語
情報提供

C
※ 本⼈認証は、⽣体認証だけでなく、スマホ
やカードを⽤いた認証も検証範囲。

「おもてなしﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」構築

A

テーマ：⼿ぶら観光の実現
参加者:JTBｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ・ﾘｷｯﾄﾞ・箱根温泉郷・湯河原温泉等
 配送受付時の伝票記載の省略
 チェックイン時のパスポート提⽰の省略
 レンタサイクルの貸出⼿続の簡略化
 指紋認証による決済

D

「九州」（福岡）実証
テーマ：
参加者:

C

横断的情報の観光戦略での活⽤
JTB・JTB総研・JCB・JSTO・NTTアド・九経連 等

テーマ: 様々なｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ間の情報 参加者: デロイトトーマツコンサルティング・
連携（１つのIDで複数の事業者・
⼤⽇本印刷 等
地域のサービスを利⽤可能等）

 プリペイドカードの発⾏とアプリの連携
 属性情報に加えて、アクセスログ・
GPS情報・決済履歴等を収集、サー
ビス提供
16

２（２）サービス向上（IoT活⽤おもてなし実証事業）1⽉30⽇まで公募中
①実証中の取組A（関東）

 空港等の専⽤端末で指紋登録を⾏い、パスポートやクレジットカード情報などを登録することで、
指先ひとつで様々なサービスを受けられる、ストレスフリーでシームレスな環境づくりを⽬指す。
（神奈川県湯河原町、箱根町、鎌倉市、三重県菰野町において実証中）
 なお、指紋⽣体認証技術により個⼈情報を呼び出すシステムは、産業競争⼒強化法の「グ
レーゾーン解消制度」により、ホテルでの外国⼈の本⼈確認（旅券の呈⽰、写しの保存）と
同様の扱いであることが確認されている。
サービス提供イメージ（検討中を含む）

ホテルにおける本⼈確認イメージ

三重県菰野町・湯の⼭温泉で実施した
「Touch&Pay」システムを活⽤した湯めぐり
キャンペーン
出典：「Touch&Pay」HP、JTBプレスリリース、経済産業省「グレーゾーン解消制度」HPより抜粋 17

２（２）サービス向上（IoT活⽤おもてなし実証事業）1⽉30⽇まで公募中
②実証中の取組B（関⻄）

 本実証では 全国共通IDサービス基盤に登録された訪⽇外国⼈の基本属性情報との連携や、
訪⽇外国⼈が利⽤するアプリの利⽤履歴等による位置情報・嗜好情報を活⽤することにより、
⼀⼈ひとりの訪⽇外国⼈に有益なコンテンツをタイムリーに届けるサービスプラットフォームの実現
を⽬指す。（関⻄国際空港、なんばCITY、天保⼭ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｰｽにおいて実証中）
 以下のサービスのほか、訪⽇外国⼈向け旅⾏メディアによる観光地・観光施設の紹介及び同
スマートフォンアプリを⽤いたクーポン配信機能を連動させ、送客・誘客を促す情報提供サービ
スを活⽤。
サービス提供イメージ
①光ID多⾔語情報サービス
・光ID送信機能を搭載したデジタル
サイネージ及びLED看板を⽤い、訪
⽇外国⼈向けに⾒る⼈の⺟国語での
情報提供を⾏います。（英語、中国
語（簡体・繁体）、韓国語、タイ
語）
・また、利⽤者の属性に応じたレコ
メンド機能（＝情報出し分け機能）
を実装し、⺟国語での分かりやすい
情報表⽰に加えて、⾒る⼈に合わせ
た情報表⽰による送客・誘客効果の
検証も併せて実施します。

②インタラクティブショッピング
サービス（店舗向け）
・訪⽇外国⼈客をお迎えする店舗向
けに、来店した訪⽇外国⼈との店員
とのコミュニケーションをサポート
するためのタブレット指差し会話⽀
援ツールに加えて、光ID多⾔語情報
提供サービスで⽤いる光ID看板と連
携した来店者通知サービスを提供。
・店頭で光ID看板にスマートフォン
をかざしている外国⼈の基本属性
（国籍等）を店内に設置したタブ
レットに通知することで、店員から
お客様へのお声がけをサポートしま
す。

③⼿のひら認証決済サービス
・訪⽇外国⼈客及び店舗側の決済利
便性の向上に向け、⽣体認証（⼿の
ひら認証）決済サービスの試⾏を、
天保⼭マーケットプレースにて実施
します。
。利⽤者は事前ダウンロードしたス
マートフォンアプリを⽤いて、ご⾃
⾝で掌紋（⼿のひら）を撮影、決済
に利⽤するクレジットカード情報と
併せて、⼿のひら認証決済サービス
に登録することで、対象店舗での買
い物時には、⼿のひらを店舗設置の
タブレットにかざす「かんたん決
済」を実現します。

出典：パナソニックプレスリリースより抜粋 18

２（２）サービス向上（IoT活⽤おもてなし実証事業）1⽉30⽇まで公募中
③実証中の取組C（九州）

 実証験では、 アプリ利⽤者へ多⾔語対応した店舗などの観光情報を配信するほか、アプリとプ
リペイドカードを連動させることで、利⽤者の属性情報やスマートフォンのログ情報、位置情報と
決済情報を統合・解析を⾏い、マーケティングに利活⽤した場合の有効性を検証。
 訪⽇外国⼈旅⾏者の⾏動分析による地⽅への誘客ソリューションとして、地⽅⾃治体の観光
戦略の⽴案当への活⽤による地⽅創⽣、地域課⼀⻫化への貢献を⽬指す。
サービス提供イメージ

①アプリ「Japan Travel Guide」
・JTBグループとNTTグループ
が開発した訪⽇外国⼈向け観光

アプリ。
・「るるぶ」の観光情報や「japan‐guide.com」
の外国⼈編集者によるお役⽴ち情報の掲載、
観光コンテンツの販売、観光推進機構等と連
動した各地域のお薦め情報のﾘﾝｸﾍﾟｰｼﾞを掲載。
・その他、NTTグループの無料Wi‐Fi接続、６⾔
語対応、属性に応じた情報やクーポンをプッ
シュ通信で受け取ることができる。

②プリペイドカード「JCBﾌﾟﾚﾓｶｰﾄﾞ」

・全国30万店以上で利⽤可能。
・全国のロー ソン店頭やイン
ターネットでチャージするこ
とで繰返し利⽤可能。
・リアルタイムで決済され、安⼼・安全に利
⽤でき、JCBプレモカードマイページからいつ
でも残⾼の確認が可能。
出典：JTBプレスリリースより抜粋
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２(３)⽣産性向上(⾰新的ものづくり・商業・サービス開発⽀援補助⾦)

1⽉17⽇まで公募中

 中⼩企業・⼩規模事業者が取り組む、経営⼒向上に資する⾰新的サービス開
発・試作品開発・⽣産プロセスの改善を⾏うための設備投資等を⽀援。
（公募：平成28年11⽉14⽇（⽉）〜平成29年1⽉17⽇（⽕））

項⽬

内容

対象事業

経営⼒向上に資する⾰新的サービス開発・試作品開発・⽣産プロセスの改善
を⾏うための中⼩企業・⼩規模事業者の設備投資等

対象類型

＜⾰新的サービス＞「中⼩サービス事業者の⽣産性向上のためのガイドライ
ン」で⽰された⽅法で⾏う⾰新的なサービスの創出・サービス提供プロセス
の改善であり、３〜５年で、「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率
１％の向上を達成できる計画。
＜ものづくり＞「中⼩企業ものづくり⾼度化法」に基づく特定ものづくり基
盤技術を活⽤した⾰新的な試作品開発・⽣産プロセスの改善を⾏い、⽣産性
を向上させる計画。

事業類型

＜第四次産業⾰命型＞補助率：2/3以内、補助⾦上限：3,000万円
補助対象経費：機械装置費、技術導⼊費、専⾨家経費、運搬費
＜⼀般型＞補助⾦上限：1,000万円 補助率・対象経費は上記と同じ。
＜⼩規模型＞①設備投資のみ 補助⾦上限：500万円、その他は上記と同じ。
②試作開発等
補助⾦上限：500万円、補助対象経費：上記
に加え、原材料費、外注加⼯費、委託費、知的財産権当関
連経費、クラウド利⽤費

事業期間

交付決定⽇〜平成29年12⽉29⽇（⼩規模型は、11⽉30⽇まで）

２(３)⽣産性向上(⾰新的ものづくり・商業・サービス開発⽀援補助⾦)
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1⽉17⽇まで公募中

＜審査項⽬＞

技術⾯

①新製品・新技術・新サービス（既存技術の転⽤や隠れた価値の発掘（設計・デザイン、アイディアの
活⽤等を含む）の⾰新的な開発となっているか。
・【⾰新的サービス】においては、中⼩サービス事業者の⽣産性向上のためのガイドラインで⽰された⽅
法で⾏うサービスの創出であるか。また３〜５年計画で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」
年率１％の向上を達成する取組みであるか。
・【ものづくり技術】においては、特定ものづくり技術分野の⾼度化に資する取組みであるか。また３〜５
年計画で「付加価値額」「経常利益」の増⼤を達成する取組みであるか。
・「第四次産業⾰命型」においては、「IoT・AI・ロボットを⽤いた設備投資」を⾏う取組みであるか。
②サービス・試作品等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の⽬ 標に対する達
成度の考え⽅を明確に設定しているか。
③課題の解決⽅法が明確かつ妥当であり、優位性が⾒込まれるか。
④補助事業実施のための体制及び技術的能⼒が備わっているか。

事業化⾯ ①事業実施のための体制（⼈材、事務処理能⼒等）や最近の財務状況等から、補助事業を適切に
遂⾏できると期待できるか。
②事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、
マーケット及び市場規模が明確か。
③補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に⾄るまでの遂⾏⽅法
及びスケジュールが妥当か。
④補助事業としての費⽤対効果（補助⾦の投⼊額に対して想定される売上・収益の規模、その実現
性等）が⾼いか（【⾰新的サービス】においては、３〜５年計画で「付加価値額」年率３％及び
「経常利益」年率１％の向上を達成する取組みであるか。【ものづくり技術】においては、３〜５年計
画で「付加価値額」「経常利益」の増⼤を達成する取組みであるか）。
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２(３)⽣産性向上(⾰新的ものづくり・商業・サービス開発⽀援補助⾦)

1⽉17⽇まで公募中

＜中⼩サービス事業者の⽣産性向上のための具体的⽅法＞

 中⼩企業385万社の約8割
を占めるサービス事業者が
⽣産性の向上に取り組める
よう、⽣産性の向上を「付
加価値向上、⾰新ビジネス
の創出」と「効率の向上」
の2つに⼤別。
 その上で、「付加価値向上、
⾰新ビジネスの創出」を実
現する⼿法として、8項⽬
を、「効率の向上」を実現
する⼿法として、2項⽬を
提⽰。
 また、幅広い業種の⽅の参
考となるよう、具体的な取
組として15業種、57事例
を紹介。
「中⼩サービス事業者の⽣産性向上のためのガイドラインを策定しました！」より
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150204001/20150204001.html
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２（４）サービスの質の⾒える化（おもてなし規格認証）

随時

○ お客様に対するサービスの質を、「お客様」「従業員」「地域社会」「継続・発展」の理念に基づく認証で⾒える化。
○ 期待を⼤きく超える「おもてなし」を⽬指して、ステップアップする仕組み。

サービス産業の
「⽣産性の向上」

オリンピック・パラリンピック等に向けた
「インバウンド」と国内需要の喚起

サービス産業の
「アウトバウンド」促進
本規格を元にした新たなＩＳＯ

消費者

おもてなし規格認証
期待を⼤きく超える
「おもてなし」

予想外価値
感動体験

⾼品質サービスの
⾒える化
願望価値
喜び・満⾜

「おもてなし」による
嬉しい、楽しい
（⾼い満⾜感）

（アクセス向上）

「また来たい」
の増加

＜数⼗〜数百＞

独⾃の創意⼯夫を
凝らしたサービス
＜数千〜数万＞

（消費喚起）

期待価値

安⼼・ストレスフリー

事業者
優れた
「⼈材の確保」
更なる
おもてなしの
実現

従業員の
「モチベーション」
向上

国内外の
「顧客の獲得」

「⾼価格設定」
の実現

基本的な期待に応
えるサービス

規格認証による
ブランディング

＜三⼗万程度＞

理念

「お客様」の
期待を元に、
共に価値を創る

「従業員」の意欲と
能⼒を引き出す

「地域社会」と
共⽣していく

「継続・発展」していく

２（４）サービスの質の⾒える化（おもてなし規格認証）
まずは検索⇒ おもてなし規格認証

STEP1：確認・同意事
項への承諾と確約

検索

随時

https://www.service-design.jp/

STEP2：メールアドレス
登録（仮登録）

STEP3：本登録

STEP4：登録証発⾏・
マークのダウンロード

MAIL：本登録
⼿続きのご案内

仮登録の画⾯でメールアドレ
スを⼊⼒し、確認ボタンを押
してください。仮登録完了後、
運営事務局より本登録⽤URLを
メールにてご案内します。

登録にあたっての確認・同意
事項をお読みの上、「上記を
承諾する」と「上記を確約す
る」にチェックをして次へ進
みます。

基本情報（担当者さま情報・事
業所情報）を⼊⼒し、チェック
シートへ進みます。
チェックシートの⼊⼒では、30
項⽬のうち、「既に実施してい
る取組」もしくは次ページで
「これから実施したいと思う取
組」にチェックをします。

2017年4⽉以降、認証マークを使う際には、
更新（再登録）が必要です。

登録が完了すると、運営事務
局より「登録証」と「おもて
なし規格認証 2016 マーク」の
ご案内メールが届きます。
それぞれダウンロード可能で
す。

２（４）サービスの質の⾒える化(おもてなし規格認証)認証項⽬
【情報提供に関する取組】

随時

【ツールの導⼊・⽤意に関する取組】

1

インターネットを活⽤した情報発信・問い合わせ対応

19

IT等 を活⽤した、より接客に集中できるような、顧客情報を管理する仕組みと、その仕組みに基づくきめ細
やかなサービスを⾏える取組（接客⽤タブレット、顧客情報管理システムの導⼊等）

2

初めてサービスを利⽤する顧客に対してわかりやすく案内・説明などを⾏うツールの整備 （例：パンフレット・WEB サイト・メ
ニューブック etc）

20

外国語でサービス内容を説明するツールや表⽰などの⽤意

3

従業員同⼠や地域とのコミュニケーション・情報共有の実施

21

従業員が外国語での接客を⾏うための⽀援ツールの⽤意 （例：英会話マニュアル、指さし会話集、アプリなど）

4

報発信（例：チラシ、ホームページ、SNS※ など）の⼯夫
※FacebookやTwitter等のソーシャル・ネットワーキング・サービス

22

外国語版近隣マップの⽤意 （⾃社で作成する必要はなく、各地域で作成・共有しているものでも可）

【設備に関する取組】

【顧客理解・対応に関する取組】

5

ICチップ対応クレジットカード に対応した決済端末の導⼊

23

経営理念の策定および、⾃社の強み・弱みを⾒極めたうえでの、想定する顧客（地域コミュニティ含む）に対する戦略作り

6

安定したサービスなどを提供できるようなマニュアルの整備

24

お客様や地域コミュニティーの声を汲み取り、分析する仕組み（アンケートや平時におけるコミュニケーション等）

7

店内外サイン（例：トイレ、⾮常⼝、看板など）についての外国語表記、 または訪⽇外国⼈にもわかりやすいピクトグラム※
等の活⽤ ※何らかの情報や注意を⽰すための視覚記号（サイン）「絵⽂字」「絵単語」などと呼ばれる。

25

⾃社がターゲットとする外国⼈のお客様の⽂化などの理解、外国⼈のお客様に対しての 接客ポリシーの設置

8

サービスを利⽤する上で、外国⼈が困りそうなことへの備え
（例：独⾃の習慣や⽂化を知らないための不便やトラブルに備えた対応がある）

26

外国⼈顧客と必要最低限なコミュニケーションが取れるような従業員教育 （例：外国語会話フレーズの教育、Ｉ
Ｔツール（アプリ）の使い⽅指導等）。

27

⾃社の顧客戦略や顧客の声の分析結果などを従業員に共有する仕組み

【職場などの環境改善に関する取組】
9

お客様や従業員の健康に配慮した取組
（例：分煙もしくは禁煙対応や定期健康診断など）

【⼈材教育・育成に関する取組】

10

誰にでもサービスを利⽤しやすいような⼯夫
（例：ベビーカー連れの⽅や障がい者、⾼齢者などにも利⽤しやすい⼯夫）

28

「⼼のバリアフリー」※に関する接客⽅針を整備し、従業員に浸透させる定期的な取組 （指導・教育）※施設整備だけでは
なく、⾼齢者、障がい者等の困難を⾃らの問題として認識することで⼼のバリアを取り除き、その社会参加に積極的に協⼒する

11

５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の取組

29

外国⼈のお客様に対しての接客ポリシー（指針）を従業員が理解・徹底するための取組の実施

12

お客様や従業員の安全対策についての定期的に点検の実施や、必要に応じた、 設備の⾒直し・投資

30

外国語でのメール・電話での問い合わせ対応

【業務の改善に関する取組】
13

ＩＴツールを⽤いた適切な会計処理と、売上集計・仕⼊（原価）管理などの効率的な管理

14

バックオフィス業務（会計・税務、総務や倉庫管理など）の効率化する施策
（もしくは効率化に向けた検討が定期的に⾏われている）

15

接客レベル・サービスレベルについての定量的な把握と、改善に向けての検討・実施する仕組み

16

サービス品質向上に向けた定期的な取組（従業員教育等）

17

顧客満⾜度（や地域への貢献）を⾼めるためのPDCA（Plan・Do・Check・Actionという事業活動の「計画」「実施」「監
視」「改善」サイク ル）の仕組みの整備と、その運⽤

18

従業員にアンケートを⾏うなどの、スタッフの意⾒を把握し、意⾒を反映させる仕組みと、その運⽤

１５項⽬以上に
取り組んでいる、あるいは、
取り組む意欲を持っている事業所は、
認証を取得することができます。
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２（５）外国⼈旅⾏者向け消費税免税制度

随時

消費税免税店の種類
１．⼀般型消費税免税店
販売場を経営する事業者が、その販売場において免税販売⼿続を⾏う消費税免税店。
２．⼿続委託型消費税免税店
その販売場が所在する特定商業施設内に免税⼿続カウンターを設置する承認免税⼿続
事業者が免税販売⼿続を⾏う消費税免税店。
免税対象物品：通常⽣活の⽤に供されるもの※で、次の２つの条件のいずれかを満たす物品
①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
（税抜）が５千円以上であること。
②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（⾷品類、飲料類、
たばこ、薬品類、化粧品類、その他消耗品）の販売合計額（税抜）が５千円
以上、５０万円までの範囲であること。
※ 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場合は免税販売対象外。
26

２（５）外国⼈旅⾏者向け消費税免税制度

随時

商店街における免税⼿続カウンター導⼊事例
①商店街内の百貨店に委託している事例
■カウンター設置⽇時：2015年9⽉24⽇
■カウンター設置施設：⼤丸⼼斎橋店南館４階（⼼斎橋筋商店街内）
■特定商業施設名 ：⼼斎橋筋商店街振興組合
■委託型免税店
：１７店（順次拡⼤予定）
婦⼈服・⼦供服・カステラ店などの１７店舗
⼀般型消費税免税店の百貨店が承認免税⼿続事業者を兼ねる本事例の場合、百貨店は承認免税⼿続事業者と
して他の⼿続委託型消費税免税店の免税販売⼿続の代理を⾏うことができます。また、百貨店で販売した物品と⼿続
委託型消費税免税店で販売した物品を合算して、下限額を超えるか判定することができます。
②運送事業者等に委託している事例
■カウンター設置⽇時：2016年5⽉1⽇
■カウンター設置施設：ヤマト運輸 尾道商店街センター（尾道本町センター商店街内）
（同センターでは、⼿荷物預かりや観光案内も実施）
■特定商業施設名 ：尾道駅前本町⼀番街商店街振興組合、尾道本町センター商店街振興組合、
尾道通り旧本陣・⽯畳地区商店街振興組合
■委託型免税店
：１５店（順次拡⼤予定）
茶屋・薬局・スポーツ⽤品店などの１５店舗
27

随時

２（５）外国⼈旅⾏者向け消費税免税制度
商店街における免税⼿続カウンター導⼊事例
③商店街の店舗に受託している事例
■カウンター設置⽇時：2016年7⽉7⽇
■カウンター設置施設：⽥辺市等が出資する第3セクター南紀みらい㈱の直営店「紀州
梅酒で乾杯」が⼀般型消費税免税店と承認免税⼿続事業者
を兼ねてカウンターを設置(駅前商店街内)
■特定商業施設名 ：駅前商店街振興組合、駅前通り商店街振興組合、北新商店
街振興組合、銀座商店街振興組合、栄町商店街振興組合、
湊本通商店街振興組合、宮路通り商店街振興組合、
弁慶町商店街振興組合、アオイ通り協同組合
■委託型免税店
：１３店（順次拡⼤予定）
梅酒・梅⼲・婦⼈服などの１３店舗

免税⼿続カウンター

④商店街振興組合等に委託している事例
■カウンター設置⽇時：2016年2⽉1⽇
■カウンター設置施設：⻑崎浜市商店街振興組合の所有施設内に⻑崎市が外国⼈観光客
おもてなし事業として「トイレ」、「休憩スペース」、「免税⼿続カウンター」を
設置して、同振興組合が浜んまちガーデンとして運営。
（⻑崎浜市商店街内）
■特定商業施設名 ：⻑崎浜市商店街振興組合、⻑崎浜市観光通商店街振興組合、
⻑崎浜市万屋通商店街振興組合
■委託型免税店
：２０店（順次拡⼤予定） 靴・⾐料品・菓⼦・化粧品店などの２０店舗

免税⼿続カウンター

28

随時

２（５）外国⼈旅⾏者向け消費税免税制度
＜⼿続委託型消費税免税店の概要＞

○免税⼿続カウンターで合算⾦額を管理している場合、同⼀特定商業施設内での
他の⼿続委託型消費税免税店と販売額を合算して下限⾦額を超えれば、免税
の対象となる。
免税⼿続カウンターでの買い物のイメージ

※いずれも
税抜価格

商店街の中で、
店舗を越えて合算して、
免税⼿続が可能に！
29

随時

２（５）外国⼈旅⾏者向け消費税免税制度
＜免税商店街の事例 商店街の店舗に委託している例＞
北海道旭川市：旭川平和通（あさひかわへいわどおり）商店街
カウンター設置⽇時：2016年10⽉15⽇
カウンター設置施設：まちなか交流館ショップ（旭川平和通商店街内）
特定商業施設名：旭川平和通商店街振興組合
委託型免税店：７店（順次拡⼤予定）
お茶・靴・呉服店などの７店舗

＜旭川平和通商店街＞

＜免税⼿続カウンター＞

北海道函館市：函館朝市（はこだてあさいち）
カウンター設置⽇時：2016年9⽉1⽇
カウンター設置施設：函館朝市協同組合連合会（函館朝市内）
（同施設では、函館中央郵便局臨時出張所も併設しており、
国内外への配送サービスも実施）
特定商業施設名：函館朝市
委託型免税店：２１店（順次拡⼤予定）
海産物・⼟産品などの２１店舗
活⽤⽀援策：平成27年度補正予算「商店街・まちなかインバウンド促進⽀援事業」
（商店街インバウンド促進⽀援事業）
・免税⼿続カウンターの⼈件費⼀部負担 ※今年度のみ
・ホームページ多⾔語化など

＜函館朝市＞

＜免税⼿続カウンター＞

30

随時

２（５）外国⼈旅⾏者向け消費税免税制度
＜⼿続＞

○ 他の事業者が経営する販売場における免税販売⼿続を代理する事業者（消費税の課税事業者に
限る。）は、その販売場が所在する特定商業施設に免税⼿続カウンターを設置するためには、⾃⾝の納
税地を所轄する税務署⻑の承認を受け、承認免税⼿続事業者となる必要がある。
○ 販売場を「⼿続委託型消費税免税店」としようとする事業者（消費税の課税事業者に限る。）は、そ
の販売場ごとに、その事業者の納税地を所轄する税務署⻑の許可を受ける必要がある。
○ そのためには、⼿続委託型消費税免税店と承認免税⼿続事業者の間で免税販売⼿続の代理契約
を締結し、申請書とともに契約書の写しを税務署へ提出することが必要となる。
商店街・ショッピングセンター等の特定商業施設
⼿続委託型
消費税免税店
許可

代理契約

申請

税務署
（⼿続委託型消費税免税店を経営する
事業者の納税地を所轄する税務署）

承認免税⼿続事業者

承認

申請

税務署
（承認免税⼿続事業者の納税
地を所轄する税務署）

９

２（６）リスクマネー供給（クールジャパン機構）

随時相談受け付け中

＜事業スキーム＞

 平成２５年１１⽉に海外需要開拓⽀援機構（クールジャパン（CJ)機構）が設⽴。
 CJ機構は、リスクマネーを供給することで、⺠間部⾨では成し得なかった、海外需要獲
得の基盤となる拠点や流通網の整備などを率先して展開し、現在１８件の投資案件
を⾏っている。

出典：経済産業省「クールジャパン機構について」より抜粋 32

２（６）リスクマネー供給（クールジャパン機構）

随時相談受け付け中

＜基本⽅針＞

 「⺠業補完」の徹底の下、⺠間投資の「呼び⽔」として、以下を⽬標とした活動を⾏う。
①海外マーケットの拡⼤（Market Expansion）と成功モデル創出
②ハンズオン⽀援を通じた⼈材の育成と⼈的ネットワークの構築
③クールジャパン関連事業の開拓・拡充による⽇本ブランドの向上
 これまでの産業界のニーズも踏まえ、当⾯、下記のような事業を中⼼に出資を中⼼とした
各種⽀援を実施する。

出典：経済産業省「クールジャパン機構について」より抜粋 33

２（６）リスクマネー供給（クールジャパン機構）

随時相談受け付け中

＜投資案件①＞

出典：経済産業省「クールジャパン機構について」より抜粋 34

２（６）リスクマネー供給（クールジャパン機構）

随時相談受け付け中

＜投資案件②＞

出典：経済産業省「クールジャパン機構について」より抜粋 35

２（６）リスクマネー供給（クールジャパン機構）

随時相談受け付け中

＜インバウンド投資案件①（瀬⼾内地域の観光産業振興（瀬⼾内地域））＞

出典：経済産業省「クールジャパン機構について」より抜粋 36

２（６）リスクマネー供給（クールジャパン機構）

随時相談受け付け中

＜インバウンド投資案件②（訪⽇外国⼈旅⾏客に対応した⺠泊仲介サ－ビス事業）＞

出典：経済産業省「クールジャパン機構について」より抜粋 37

３．今後、公募される事業
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３（１）地域⼒活⽤新事業全国展開⽀援事業

出典：経済産業省「平成29年度経済産業省概算要求のPR資料⼀覧:⼀般会計＿中⼩企業庁」 39

３（１）地域⼒活⽤新事業全国展開⽀援事業

＜北海道管内の採択事業＞

「しりべしアグリツーリズム」
による新たな後志周遊観光創出
事業（⼩樽商⼯会議所）
・「魅⼒ある⾷材」の⽣産と酒造り
が盛んな地域を活かし、⽣産者と
観光客の交流プログラムの開発を
進めることで、ツアー前後の波及
消費につなげる、⼩樽発着の「し
りべしアグリツーリズム」を企画。
・また、トマトやワイン⽤ぶどう、
プルーン、ゆり根などの⾷材を
テーマに、⾷事を組み込んだモニ
ターツアーを実施。

札幌版オプショナルツアーの構
築事業（札幌商⼯会議所）
・「体験する観光」を推進する事に
よってさらなる誘客を図り、アク
ティブ志向の新規観光客の獲得や
滞在⽇数の増加を⽬的。
・①オプショナルツアー先進地への
視察、②札幌市内のホテルにて、
直接観光客に対して観光⽬的やア
クティビティ認知度をヒアリング、
③市内中⼼部から体験施設までの
定額タクシー運賃での運⾏可能調
査、④ツアーガイドの⼈材育成を
⾏い、今後の体験観光に向けての
可能性や観光客受け⼊れ体制の強
化を検討した。

じゃがいもをテーマにしたモニターツアー
⼿ぶらでワカサギ釣りができる茨⼾川

岩⾒沢産ワインを中⼼とした観
光プログラム・飲⾷メニューの
新規創出事業（岩⾒沢商⼯会議
所）
・ワインを中⼼とした観光プログラ
ムと飲⾷メニューを新規開発し、
道内外からの観光需要を地域全体
で取り込むことを⽬指す。
・まずは地元の⼩規模事業者による
岩⾒沢産ワインを活⽤した地域活
性化の⽅法を検討するため、本年
度は地元ワインと合う飲⾷メ
ニューの開発と観光ルートのニー
ズについての調査研究を⾏った。

映画のロケ地や漫画の舞台としても知名度
が⾼いワイナリー

出典：⽇本商⼯会議所「地域⼒活⽤新事業∞全国展開プロジェクト」HPより抜粋 40

３（２）サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業
商店街・まちなか集客⼒向上⽀援事業

出典：経済産業省「平成28年度 第2次補正予算の概要 （ＰＲ資料）」41

３（３）地域・まちなか商業活性化⽀援事業

出典：経済産業省「平成29年度経済産業省概算要求のPR資料⼀覧:⼀般会計＿中⼩企業庁」

42

３（４）JAPANブランド等プロデュース⽀援事業／産地ブランド化推進事業

出典：経済産業省「平成29年度経済産業省概算要求のPR資料⼀覧:⼀般会計＿中⼩企業庁」 43

３（４）過去の取組（JAPANブランド等プロデュース⽀援事業）
 ⽇本の技術や⽣活⽂化の特⾊を⽣かした魅⼒ある商材を有する中⼩企業が、海外の
ライフスタイルやニーズ等に詳しい外部⼈材（プロジェクトマネージャー、デザイナー等）を
活⽤し、海外市場獲得を⽬指して「市場調査、商材改良、ＰＲ・流通」まで⼀貫してプ
ロデュースするプロジェクトを⽀援。（平成29年度「ふるさと名物応援事業（JAPANブラ
ンド等プロデュース⽀援事業）」）
平成27年度事業「More Than Project」⽀援実績の⼀例

出典：経済産業省「クールジャパン政策について」より抜粋

44

３（４）実施中の取組（産地ブランド化推進事業）
 「⼆⾵⾕イタ」「⼆⾵⾕アットゥシ」など⽇本全国にある伝統的⼯芸品の産地を海外有識
者とのコラボレーションや海外販路開拓の視点から「素材」「カテゴリー」「エリア」をテーマに
10テーマとして組成し、海外需要を創出。（平成28年度「ふるさと名物応援事業費補
助⾦（伝統的⼯芸品の産地ブランド化推進事業）」）
 選りすぐりの事業者・産地・10モデルテーマはストーリーブックと呼ばれるBtoB向け⼩冊
⼦に掲載され、海外のライフスタイル／⼯芸品／ファッションの展⽰会等で紹介。海外有
識者（海外のブランドマネージャー、デザイナー、料理⼈、バイヤー等）とのコラボレー
ションや海外販路開拓の機会を⽣み出していく。
１０モデルテーマ

伝統的⼯芸品指定要件
■伝統的技術または技法によって製造されていること

①和紙 ②⾦⼯品 ③陶磁器

■伝統的に使⽤されてきた原材料を使⽤していること

④テキスタイル ⑤漆器 ⑥家具・仏壇

■製造⼯程の主要部分が⼿作りであること

⑦⽣活雑貨 ⑧京都・東京・⼤阪

■⼀定の規模で⽣産を⾏っていること

⑨北陸・北越
⑩北海道・東北：北海道の先住⺠族
であるアイヌの⾃然への崇拝を意匠
として表現した伝統的な図柄、さらに
東北地⽅ならではの各藩政時代の
⺠芸の意匠や独⾃の⽂様を取り上

⼆⾵⾕イタ

⼆⾵⾕アットゥシ

げ、現代に⽣きるデザインを紹介。
出典：id10japan「CraftMeet」HPより抜粋 45

３（５）産学連携サービス経営⼈材育成事業

出典：経済産業省「平成29年度経済産業省概算要求のPR資料⼀覧:⼀般会計＿商務情報政策局」

ご清聴ありがとうございました

＜お問い合わせ＞
経済産業省北海道経済産業局
地域経済部情報・サービス政策課
TEL:011-736-9628
E-mail:hokkaido-johoservice@meti.go.jp
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