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１．農山漁村活性化に向けての支援

定住や二地域間居住、都市との地域間交流を促進すること
により農山漁村地域の活性化を図るため 地域の創意工夫に

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

補助金等制度名称 目的・概要

により農山漁村地域の活性化を図るため、地域の創意工夫に
よる取組を総合的かつ機動的に支援します。

○事業実施主体：都道府県、市町村、農業協同組合、土地改 地域間居住を推進 ＩＪＵターンを推進

【交付金を活用した計画（プロジェクト）の例】
対象者・対象事業

良区、水産業協同組合、森林組合、ＮＰＯ
法人、農林漁業者等の組織する団体等

○事業内容 ： ①農林漁業の振興、その他就業機会の増大
②定住等を促進するための生活環境の整備

滞在型市民農園の

整備や集落道等生活
環境整備を行い、二地
域間居住を推進。

簡易給水施設等の生
活環境の整備や、農林
水産業への就業機会の
確保により、農山漁村へ
のIJUターンを推進。

③都市等との地域間交流の促進 地場産品を活用して雇用創出

ブランド農産物栽培
のための基盤整備や
加工施設等の整備を
行い、地場産品を活
用した雇用を創出。

農林漁業振興と定住促進

農業生産基盤の整備
や生活環境の整備によ
り、農山漁村の良好な
定住環境を確保。要 件

都道府県又は市町村が単独で又は共同して、各地域の実
情に合わせて「農山漁村の活性化のための定住等及び地域
間交流の促進に関する法律」に基づく活性化計画（各地域そ
れぞれのプロジェクト）を作成し その実現に必要な施設整備

豊かな自然を活用した交流

農地・山林・海岸を巡
る散策道など農山漁村
の豊かな自然をまるごと
活用した取組により 交

災害時の避難所として
利用される地域コミュニ
ティ施設の補強、機能強
化を行う とにより 安

安心・安全な暮らしの実現安心・安全な暮らしの実現

れぞれのプロジェクト）を作成し、その実現に必要な施設整備
を中心とした総合的な取組を支援。

活用した取組により、交
流人口の増大を推進。

化を行うことにより、安
心・安全な暮らしを実現。

交付金額・交付率等 問い合わせ先

○平成２６年度予算 ６，５４０百万円
○交付率：定額 （定額、１／２等）

中国四国農政局農村計画部農村振興課
電話 ０８６－２２４－４５１１（内線２５２４・２５３２）



１．農山漁村活性化に向けての支援（事例）

活性化の取組事例

下記事例は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金などの事業を活用して、農山漁村の活性化を図っている地域です。

「地域資源を活用した地域の活性化」 「遊休農地を活用した都市と農村の交流」 「直売施設等を活用した都市との交流」

活性化の取組事例

「地域資源を活用した地域の活性化」
地域資源である「もみじ」「松葉」「南天」などを
料理のつまものに使う材料として商品化し販売

「遊休農地を活用した都市と農村の交流」
遊休農地にイチゴの観光農園を整備し、交流

人口の増加。

「直売施設等を活用した都市との交流」
地域の資源を活かしたｲﾍﾞﾝﾄ等の開催、栽培履
歴情報店頭閲覧により安心安全な農産物を提供

収穫の風景 商品：大王松

（上勝町）

栽培履歴情報を
店頭閲覧

特産物直売所での農家
販売額の増加。

（内子町）

イチゴ観光農園 イチゴ狩り

（三木町）

木材
化

「地域農林産物を活用した活性化の促進」
ゆず加工施設整備や体験活動による交流、木材
を利用した新商品の開発 販売による林業活性化

「海辺を活用した交流」
豊かな自然を活用した交流拠点施設を整備し、
交流人口の増加や定住促進

「廃校を利用したグリーンツーリズム」

（上勝町）

自然体験や地

（内子町）（三木町）

化を利用した新商品の開発・販売による林業活性化 交流人口の増加や定住促進 域でとれた食材
を活用した新鮮
で美味しい田舎
料理を提供する
交流拠点施設
として廃校を整

廃校を活用したｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ
の取り組み（勝浦町坂本地区）

として廃校を整
備し、都市と農
村の交流、地域
間連携

全域に広がる森林 ゆず収穫体験
（馬路村）

マリンタラソ出雲 特産物直販所

（出雲市）

問い合わせ先

中国四国農政局農村計画部農村振興課
電話 ０８６－２２４－４５１１（内線２５２４・２５３２）

問い合わせ先



２．都市と農山漁村の共生・対流に向けた支援

補助金等制度名称

都市農村共生・対流総合対策交付金 集ぐるみの取組例集 落 連 携 推 進 対 策 ＋ 人材活用対策 ＋ 施設等整備対策
（旧小学校区単位）

補助金等制度名称 目的・概要

対象者 対象事業

○事業内容

①集落連携推進対策

中山間地域や平場農業地域を中心に 集落連合体が取り組

地域活性化や暮らしの安心の活動に必
要な体制整備、自立的活動の後押し

● 外部人材・都市の若者の受
入と活用・育成

地域の手づくり活動の推進
に必要な人材の確保

地域の手づくり活動に必要
な施設の補修等

■活力アップ重点地域

● 子ども農山漁村交流

地域資源 活用やボ を取り込んだ
・外部人材や 都市の若者の

● 観光、教育、健康等の地域活性
化や暮らしの安心に必要な施設
等

対象者・対象事業

中山間地域や平場農業地域を中心に、集落連合体が取り組
む「食」を活用したグリーン・ツーリズム、子どもから社会人まで
を対象とした農山漁村の体験教育、｢農」を活用した健康づくり
など、農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康
等に活用する地域の手づくり活動を支援

事業実施主体：地域協議会、農業法人、NPO等 ◆ 農山漁村の雇用の増大

● 地域資源の活用やボランティアを取り込んだ
グリーン・ツーリズム

● 定住・集住等の環境整備

● 集出荷などを通じた地域内外の連携

● 自然・景観を生かした美しいむらづくり

外部人材や 都市の若者の
長期受入と活動の支援、実
践研修の実施

・ 空き家､廃校等の補修等

②人材活用対策

農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康等に活
用する地域の手づくり活動の推進のため、地域外の人材や意
欲ある都市の若者を長期的に受け入れる取組を支援

事業実施主体：地域協議会 農業法人 NPO等

◆ 農山漁村の雇用の増大
◆ 農林漁業者の所得の増大
◆ 交流人口の増大

● 「食」を活用し観光と連携したグリーン・ツーリ
ズム

農 漁 学 等 修

■自立発展可能地域

● 市民と連携した農業被害の防止

事業実施主体：地域協議会、農業法人、NPO等

③施設等整備対策

農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康等に
活用する地域の手づくり活動に必要な拠点施設の確保のため、
空き家、廃校等の補修等を支援

事業実施主体 地域協議会 農業法人 地域協議

受入れ体制づくり、人材育成、組織
体制の強化など、集落ぐるみの取組
をソフト面から支援します

◆ 農山漁村の活性化

◆ 地域コミュニティの再生

● 農山漁村における大学・企業等の研修

● 「食」の提供などを通じた学校・企業等との連携

● ＩＴを活用した消費者とのネットワークづくり

● 「農」を活用した医療・福祉との連携

事業実施主体：地域協議会、農業法人、地域協議
会の構成員（市町村等）等

をソフト面から支援します。
● 地域提案活動

補助金額 問い合わせ先

○平成２６年度予算 ２，１００百万円
○交付率： ①の事業：定額（上限８００万円等）、②の事業：定額（上

限２５０万円）、③の事業：１／２等（上限2,000万円等）

中国四国農政局農村計画部農村振興課
電話 ０８６－２２４－４５１１（内線２５１４・２５２５）



３．地域資源活用ネットワーク構築支事業

事業イメ ジ概要 事業イメージ

眠れる地域資源

自然、歴史文化、

異分野関係者協議の場

環境・文化団体、寺社、

概要

眠れる資源を掘り起こし、それらを融合・ネットワーク化する
協議の場を設け、新しいビジネスモデルを構築することにより、
交流人 を増大し 地域経済 活性を図る 街並み、生活様式、

農林水産物、地場産品、
有用物質、 伝統技術

商店（商店街）、医療関係者、

旅館（観光協会）、農家（農協）、
中小メーカー、公設試験所

融合
ネットワーク化

交流人口を増大し、地域経済の活性を図る。

対象事業
ネットワ ク化

新たなビジネスモデル

自然 ア ト ポ ツ 芸術祭 体験プ グラム

（１）地域資源活用ネットワーク構築事業（定額）

地域の様々な関係者によるネットワークを形成し、専門家
派遣、研究会開催、セミナー開催等を実施することで、地域
資源を活用した新たなビジネスモデルを協議、構築すること

自然 × アート、スポーツ ＝ 芸術祭、体験プログラム
まちづくり × 物販、サービス ＝ マルシェ、○○横丁
ヒストリー × 物販 × 広域連携 ＝ △△街道
農林水産物 × 技術 × 医療 ＝ 医農商工連携

資源を活用した新たな ジネ デルを協議、構築する
に対する補助

補助対象経費：事務局人件費、会場費用、専門家謝金・旅
費等

◆交流人口の増大
◆女性 高齢者の活用

期待される効果
（２）試行的事業（３分の２補助）

前項による協議を踏まえ、新商品、新サービスの試作、試
行、販路開拓等を行うなど、新たなビジネスモデルの試行的
な取組に対する補助

問い合わせ先

◆女性、高齢者の活用
◆消費、投資の活性化

補助対象経費：事務局人件費、試作品作成費等
※（２）のみの実施は不可

四国経済産業局総務企画部企画課 電話０８７－８１１－８５０７

問い合わせ先



４．エコツーリズム地域活性化支援事業

エコツーリズムを通じて地域の自然観光資源を活
用した地域振興に取り組むエコツ リズム推進協議

1 エコツーリズム推進体制の整備・強化
2 資源調査 3 ル ルの作成

目的・概要 交付金対象事業

用した地域振興に取り組むエコツーリズム推進協議
会に対して、推進体制の強化、資源調査、ルールづ
くり、人材育成、ツアープログラムの企画・立案、モ
ニターツアーの実施、ネットワーク構築等に要する
経費を支援 ます

2 資源調査、3 ルールの作成
4 推進マニュアルの作成
5 ガイダンス及びプログラムの作成
6 エコツアーの企画

タリ グ及び評価手法 作成経費を支援します。 7 モニタリング及び評価手法の作成
8 人材育成、9 広報

対象者等

エコツーリズムに取り組む又は取り組もうとする地
域の多様な主体で構成されている協議会
（※市町村の参加は必須）

交付対象経費の1/2を助成（１地域あたりの交付金額は
大で1 000万円）

対象者等
支援内容

（※市町村の参加は必須） 大で1,000万円）
交付対象期間は交付決定の日から平成27年2月28日まで

問い合わせ先
スケジュール

環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室
電話０３－５５２１－８２７１

中国四国地方環境事務所国立公園 保全整備課

・公募要領に基づき、環境省地方環境事務所を通じ
て応募（3月上旬）
・環境省の審査を経て、事業採択
・環境省地方環境事務所を通じて交付申請

問い合わせ先

中国四国地方環境事務所国立公園・保全整備課
電話０８６－２２３－１５８６

・環境省地方環境事務所を通じて交付申請
・交付決定（4月）



５．社会資本整備総合交付金（広域連携事業）

目 的 対象事業

地域の活力の維持・向上を図るため、社会資本整備総合交付金を活用し、
地域における観光振興の取組を強化するため、観光地におけるアクセス道
路、旅客船ターミナルや交通拠点等の基盤整備、街なみや水辺・景観の整

目 的

複数県が連携して作成する社会資本総合整備
計画に基づく基盤整備事業等

①基幹事業 広域的特定活動を推進するために

対象事業

路、旅客船タ ナ や交通拠点等 基盤整備、街なみや水辺 景観 整
備、歴史・文化、自然等の地域資源の活用の推進、観光イベントの開催な
ど、インフラ整備を含めた官民の多様な関係者の連携・協働による総合的
な取組を支援する。

事業 ジ

①基幹事業：広域的特定活動を推進するために
必要な基盤整備事業
（県が自ら実施する道路、鉄道、空港、港湾、公
園、下水道、河川、住宅、土地区画整理事業、
市街地再開発事業、広活法提案事業）

事業イメージ

観光地周辺の街なみ整備 美術館等観光施設の整備、
周遊バスの運行等（民間）

パークアンドバスライドの
社会実験実施

（効果促進事業）

観光イベントの開催

（民間・地方公共団体）
バスで観光地とつながる
駅周辺の交通基盤整備

②関連社会資本整備事業：計画の目標を実現
するため、基幹事業と一体的に実施することが
必要な社会資本整備事業（例：海岸、砂防等）

③効果促進事業：計画の目標を実現するため基

駅

美しい景観の一端を担う
道路の無電柱化の推進

P

補助対象者等

幹事業と一体となってその効果を一層高めるた
めに必要な事業等（例：検討調査、社会実験、
標識整備等）

観光地間の
アクセス道路の整備

観光案内板の設置

（効果促進事業）

インターチェンジ
アクセス道路の整備

インター
チェンジ 各県（市町村等への間接交付も可）

補助対象者等

交付率
アク 道路 整備

周辺景観・商業施設・人の利用に
配慮した水辺・景観整備

アクセス道路の整備

地域資源を活用した
都市公園の整備

旅客船ターミナルの整備
International Terminal

出入口

「道の駅」の地域拠点
機能の強化 ①基幹事業= 約45％

②③関連事業= 個別の法令に規定があ
る場合以外は1/2

交付率

四国地方整備局企画部広域計画課 電話０８７－８１１－８３０９問い合わせ先

る場合以外は1/2



６．社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

目 的
住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等
の整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成する

事業イメ ジ

目 的

対象地区

①地区内の公共施設の整備（交付率：1/2）
・道路・公園等の整備 ・生活環境施設の整備 ・電線地中化ほか

事業イメージ
【街なみ環境整備促進区域】
面積１ha以上かつ、①～③のいずれかの要件に該当する区域
①接道不良住宅*率70%以上かつ、住宅密度30戸/ha以上
②区域内の幅員6m以上の道路の延長が区域内の道路総延長の
/ 未満 あ 園 広場 び緑地 積 合計が 域

対象地区

1/4未満であり、かつ、公園、広場及び緑地の面積の合計が区域
の面積の3%未満である区域
③景観法による景観計画区域又は景観地区の一部又は全部を
含む区域、歴史的風致維持向上計画の重点区域の一部又は全
部を含む区域及び条例等により景観形成を図るべきこととされて
いる区域
*接道不良住宅とは 幅員4m以上の道路に接していない住宅をい

②街なみ景観整備の助成（交付率：1/2、1/3）
・住宅等の修景 ・景観重要建造物、歴史的風致形成建造物

（外観の修景の整備） の活用（修理、移設、買取等）

*接道不良住宅とは、幅員4m以上の道路に接していない住宅をい
う

【街なみ環境整備事業地区】
街なみ環境整備促進区域において、地区面積0.2ha以上かつ、区
域内土地所有者等による「街づくり協定」が締結されている地区

（外観の修景の整備） の活用（修理、移設、買取等）

③空き家住宅等の除却（交付率：1/2） ④協議会の活動の助成（交付率：1/2）
・空き家住宅等の除却 ・勉強会、見学会、資料収集等

問い合わせ先 四国地方整備局建政部都市・住宅整備課 電話０８７－８１１－８３１５



７．官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業

目 的
地方公共団体が行う社会基盤整備において、官民が連携し、民間の投資や活動と一体的に実施することにより、観光振興等
地域の活性化に加え、地域の防災力を向上させる事業について、事業化検討経費を支援する。

事業イ ジ

目 的

対象事業事業イメージ
対象分野：国土交通省所管の基盤整備
事業の事業化検討調査
（例）道路、海岸、河川、港湾、都市公園、

対象事業

・民間の事業活動等と一体的に行うことにより、優れた効果の発現や効率性が期待できる
国土交通省所管の基盤整備事業（道路、海岸、河川、港湾、都市公園、鉄道、空港等の
公共土木施設）の事業化に向けた必要な検討経費を支援。

補助対象者等

（例）道路、海岸、河川、港湾、都市公園、
鉄道、空港等の公共土木施設（例）基礎データ収集、需要予測、概略設計、整備効果検討等

【その他対象事業（参考）】
・公共土木施設に再生可能エネルギーを導入して必要電力を確保する検討を行う場合に
は 公共土木施設への再生可能エネルギー導入に必要な検討経費を支援

地方公共団体
（県、市町村（一部事務組合及び広域連
合を含む））

補助対象者等
は、公共土木施設への再生可能エネルギ 導入に必要な検討経費を支援。
（例）施設に必要な電力量の把握、発電設備（太陽光パネル等）の設置を伴う実証実験等

・H26年度からは、民間が実施する、避難訓練や避難場所の確保等、地域の防災力向上
に資する取組との連携により、災害時に機能が効果的に発揮できるような基盤整備につい
ても調査対象とするよう運用拡充 合を含む））

交付率

ても調査対象とするよう運用拡充。

・クルーズ客船誘
致活動（ポート

東 アジア定点クル ズ

（平成２４年度実施事例：長崎県） クルーズ船誘致のための港湾施設整備の検討

【調査内容】
長崎港において、クルーズ客船誘致等

を行っている民間の活動に合わせ、大

補助率 ：１／２
※採択にあたって金額に下限値、上限
値はない

セールス）

・長崎～上海間
の 定期船就航

・交通事業者等
による
交通拠点の形成

長 崎港上海 航路

東 アジア定点クルーズ を行っている民間の活動に合わせ、大
型クルーズ客船対応岸壁、バスターミナ
ル、遊歩道、緑地、アクセス道路等の整
備について検討。
・観光需要・交通量調査
・クルーズ客意向等調査

問い合わせ先

・概略設計・整備効果の検討 等

四国地方整備局企画部広域計画課 電話０８７－８１１－８３０９



８．みなとオアシス

概要 対象事業

賑わいや交流促進に資する一定の要件を満たす「みなと」の施設を地方整備局等が「みなとオアシス」として認定・登録し、住
民参加による地域活性化の取り組みを支援。
○地域住民や観光客が交流できる空間を有していること

概要・対象事業

○地域住民や観光客が交流できる空間を有していること
○地域住民や観光客に対し地域情報や観光情報を発信する機能を有していること
○適切な管理運営が行われていること
○イベントの実施等みなとの賑わいを作り出す活動が地域住民参加の下で継続的に行われていること。

支援内容

・みなとオアシスのシンボルマークの使用
・国土交通省・地方整備局等のホームページ等による広報 ほか

事業イメージ
みなとオアシスSea級グルメ全国大会

国土交通省 地方整備局等のホ ム ジ等による広報 ほか

全国各地の「みなとオアシス」
が地元の海産物を使った“旨
いもの”を持ち寄る「みなと」を

シンボルマーク 道路標識設置の事例 いもの を持ち寄る「みなと」を
舞台にしたグルメイベント

四国地方整備局港湾空港部港湾計画課 電話０８７－８１１－８３３０問い合わせ先



９．ビジット・ジャパン地方連携事業

観光立国実現に向けたアクション・プログラム及び日本再興戦略に掲
げられた訪日外国人２０００万人の高みを目指し 中国をはじめとする

ビジット・ジャパン地方連携事業

補助金等制度名称 目的・概要

げられた訪日外国人２０００万人の高みを目指し、中国をはじめとする
東アジア諸国を当面の 重点市場と位置づけ、地域と連携し、地域の
観光魅力を海外に発信するとともに、旅行会社やメディアの招請ツ
アー、海外旅行博出展・商談会の開催、メディアを通じたＰＲなど、さま
ざまな訪日外国人旅行者の誘致促進事業を実施します。

対 象 者
ざまな訪日外国人旅行者の誘致促進事業を実施します。

〇訪日旅行商品造成のための旅行会社の招請

〇地域の観光魅力を海外に発信するためのメディア招請

○海外での観光情報説明会の開催や旅行博等への出展

地方公共団体、民間団体等

○海外での観光情報説明会の開催や旅行博等への出展

〇海外のTVや雑誌、新聞等を活用した情報発信や広告掲載

〇外国人観光客に向けた観光パンフレット等の作成

〇訪日教育旅行の誘致促進のための教育関係者招請 等国は総事業費の１／２を限度として負担
※国の負担分は いわゆる補助金ではありません

事業費・負担率等

※国の負担分は、いわゆる補助金ではありません。

国が総費用の１／２を限度として負担し、国と地域の連携

事業として実施するものです。

問い合わせ先

四国運輸局企画観光部国際観光課
電話 ０８７－８３５－６３５８

インバウンドフェア商談会 海外メディア､旅行会社招請



１０．観光地域ブランド確立支援事業

概要 対象事業

国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域の取組段階に応じ、地域独
自の「ブランド」の確立を通じた日本の顔となる観光地域の創出に向けた取組を支援する。

（１）観光地域ブランド確立基盤づくり支援：ブランド戦略の策定に係る事業

概要・対象事業

（１）観光地域ブランド確立基盤づくり支援：ブランド戦略の策定に係る事業
（２）観光地域ブランド確立支援：ブランド戦略に基づく事業
①主たる滞在促進地区を起点とする滞在プログラムを実施するに当たっての課題を解決するために必要な事業
②主たる滞在促進地区の魅力を向上するために必要な事業

③観光地域のブランド確立のために必要となるブランドの管理を行う事業 等。

観 づ プ

補助対象者
滞在プログラムの企画、ガイド育成、宿泊サービスの改善・向上、

支援内容

観光地域づくりプラットフォーム マーケティング調査、品質管理・保証システムの開発 等

事業イメージ

観光地域づくりプラットフォーム

（１）⽬指すべき地域の将来像の策定、
マーケティングの実施等を通じたブラン
ド戦略の構築。

地域独⾃の「ブランド」の確⽴

取組
概要

（２）ブランド戦略に基づき、滞在プロ
グラムの実施に当たっての課題を解決す
るための事業、主たる滞在促進地区の魅
⼒を向上するために必要な事業、ブラン
ドの管理を⾏う事業等の実施。

（１）観光地域ブランド確⽴基盤づくり⽀援 （２）観光地域ブランド確⽴⽀援

○ 補助額：上限500万円 ○ 補助額：事業費の４割

支援

四国運輸局企画観光部観光地域振興課 電話０８７－８３５－６３５７

問い合わせ先



１１．観光地ビジネス創出の総合支援

概 要
観光を切り口とした地域の活性化を進めるために、地域の資源を活用した売れる旅行商品を開発するとともに、継続

して観光地づくりに取り組む地域の担い手を育成し、自立的経営へ誘導することにより、観光地づくりをビジネスにつなげ
る取組を支援する

概 要

る取組を支援する。

地域経済の活性化を図るため、観光地域づくりの取組を進める主体が自ら着地型旅行商品の販路を開拓し、収益を
さらなる着地型旅行商品開発に充てることが可能となるビジネスモデル構築を支援

対象事業

・観光地ビジネスの専門家の派遣 ・ビジネス化にあたっての問題・課題の整理

支援内容

さらなる着地型旅行商品開発に充てることが可能となるビジネスモデル構築を支援。

・観光地の担い手と専門家による勉強会・シンポジウムの開催

事業イメージ

①着地型旅行商品の開発 ③ビジネスモデルの実証

○地域関係者間の連
携の拡充、モニター

①着地型旅行商品の開発

○食のメニュー開発 ○お土産開発 ○宿泊施設の確保

○体験プログラム開発 ○ガイド養成 ○旅行商品造成 等

③ビジネスモデルの実証

観光地づくり

のビジネス

化を目指す②ビジネスモデルの構築 携の拡充、モニタ
ツアーの実施等によ
る実証

化を目指す

全国の観光

地に裨益

②ビジネスモデルの構築

○観光地ビジネスの専門家の派遣

○ビジネス化にあたっての問題・課題の整理

○観光地の担い手と専門家による勉強会・シンポジウムの開催

国

四国運輸局企画観光部観光地域振興課 電話０８７－８３５－６３５７問い合わせ先

○開発した商品を軸としたビジネスモデルの構築
地
域



１２．「家族の時間づくり」プロジェクト

概 要概 要
○各地域で、大人（企業）と子ども（学校）の休みのマッチングを行う事業。
○学校休業日の設定により、３日以上の連続した休日等を創設し、休業日設定可能な小中学校を決定
○学校休業日を柔軟に設定することにより子どもの連休をつくり、親が当該連休に合わせて休むことを促

地域の自治体（市町村） 家族 学校 企業 経済団体等

対象者

進する。

・実施地域の認定

支援内容

地域の自治体（市町村）、家族、学校、企業、経済団体等

・地域の自治体に対する実施に向けての支援

事業イメージ

家族の時間づくりプロジ クト ＜学校休業⽇の柔軟な設定（例）＞

地域の自治体（市区町村） 家
族

め
に

設
定

家族の時間づくりプロジェクト

実施の
働きかけ

認定

認定申請

・観光庁
・地方運輸局等

Ａ市
＜学校休業⽇の柔軟な設定（例）＞

・チラシ 等による周知
・幼稚園、学校の休業

日の調整
・有給休暇取得 の働きかけ
・地元経済団体へ協力要請

家庭
幼稚園
小学校

企業

族
の
時
間
を
創
出
す
る

、
学
校
休
業
日
を
柔

定

四国運輸局企画観光部観光地域振興課 電話０８７－８３５－６３５７問い合わせ先

家庭小学校
中学校

業
経済団体

る
た

柔
軟
に １０月２日（日）に実施した運動会を振り替え、４連休を創設


