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1-1．事業の目的
訪日外国人旅行者４，０００万人、６，０００万人の実現に向けて、訪日外国人旅行者が安心して快
適に滞在できる環境を整備するため、宿泊施設におけるインバウンド対応及びバリアフリー化を実施する事業（以
下「宿泊施設インバウンド対応支援事業」という。）に対して、民間団体等（以下「補助対象事業者」という。）
が、その費用負担を軽減するため当該経費の一部を助成する事業（以下「補助事業」という。）等に要する経
費を補助することにより、訪日外国人旅行者の受入環境整備を行うための緊急対策を促進することを目的とする。

1-2．事業概要
宿泊施設の改修等を行う者（以下「間接補助事業者」という。）に対して、その費用負担を軽減するため、補
助金を交付する事業（以下「間接補助事業」という。）を通じ、当該宿泊施設の訪日外国人旅行者の受入能
力向上及び生産性向上または当該宿泊施設における高齢者、障害者等を含めた訪日外国人旅行者の安全・
安心を確保する。

1．事業の概要

●間接補助事業者の募集

●間接補助事業者の審査・採択

●進行管理

①館内共用部の無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備
②館内共用部の洋式便器の整備
③自社サイトの多言語化（宿泊予約の機能を有するサイトに限る。）
④館内共用部の国際放送設備の整備
⑤館内共用部の案内表示の多言語化
⑥オペレーターによる２４時間対応可能な翻訳システムの導入又は業務効率化のためのタブレット端末の
整備
⑦クレジットカード等決済端末の整備
⑧ムスリムの受入のためのマニュアルの作成
⑨一の客室における無料公衆無線ＬＡＮ環境、洋式便器及び多言語対応を図るための設備の完備
⑩サーモグラフィ又は非接触型体温計の導入
⑪非接触型チェックインシステムやキーレスシステムの導入
⑫混雑状況の「見える化」
⑬その他宿泊施設の客室稼働率及び訪日外国人の宿泊者数を向上させるために必要であると国土交
通大臣が認めた事業（宿泊事業者等団体、構成員宿泊事業者又は特定宿泊事業者の経常的経
費は補助対象外）

①客室における改修等
②共用部における改修等であって、次のいずれかに掲げる箇所で行うもの
・敷地内の通路
・駐車場
・建築物の出入口、フロント等
・廊下、屋内通路
・階段
・エレベーターその他昇降機
・トイレ、洗面所
・浴室・シャワー室、脱衣室・更衣室
・レストラン・食堂、宴会場・バンケットホール等
・その他宿泊施設のバリアフリー化を促進するために必要があると国土交通大臣が
認めた箇所

●費用の精算
・補助金の支払い
・エビデンスの取り纏め

１．宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

２．宿泊施設バリアフリー化促進事業

■補助金の額:補助率1/3、最大150万円
■補助対象:
①複数の宿泊事業者その他関係する事業者等により構成される団体
（以下「宿泊事業者等団体」という。）
②宿泊事業者等団体の構成員である宿泊事業者（以下「構成員宿泊事業者」という。)
③ＤＭＯ又は地方公共団体と連携して地域の訪日外国人の宿泊者数を向上させるた
めに具体的な取組を行っている宿泊事業者（以下「特定宿泊事業者」という。）

■補助金の額:補助率1/2、最大500万円
■補助対象:宿泊事業者●終了確認・検収
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前頁のフローに示す「基礎的要件審査」の内容は、以下の通りとした。

基本的には、過去の同種事業による要件を対象とし、これを基礎的要件とした。

 宿泊事業者が補助を受けるためには、高齢者、障害者等を含めた訪日外国人旅行者が安全・安心に滞在

できるように計画（宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備計画）を策定し、当該計画について国土交通

大臣の認定を受けること

✓目標達成が見込まれる理由が事業目的に即していること

✓特定宿泊事業者は、ＤＭＯ（ＤＭＯ又はその候補として観光庁⾧官の登録を受けた法人）又は地方公共

団体と連携して地域の訪日外国人の宿泊者数を増加させるために行った具体的な取組みが明確であること

✓項目名①館内共用部の無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備において、機器の買換え・更新ではないこと

✓項目名①館内共用部の無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備において、設置場所が共用部であること

✓項目名④館内共用部の国際放送設備の整備、⑦クレジットカード等決済端末の整備、その他項目において、

ランニングコストが含まれていないこと

✓項目名⑤館内共用部の案内表示の多言語化において、館内案内冊子の多言語化の場合、 その内容や

容量が一般的な妥当性を欠いた価格になっていない事業であること

✓項目名⑤館内共用部の案内表示の多言語化において、事業目的外の事業になっていないこと

✓項目名⑧ムスリムの受入のためのマニュアルの作成において、マニュアルの内容や容量 が一般的な妥当性を

欠いた価格になっていない事業であること

✓項目名⑤と⑧またその他項目において、特に団体での申請の場合、宿泊施設ごとの申請が画一的で、宿泊

事業者等団体と構成員宿泊事業者両方で申請を行わないこと

基礎的要件

2．宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

2-1．ストレスフリー事業の審査
（１）審査要件



2．宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

2-1．ストレスフリー事業の審査
（２）審査にあたっての詳細

ストレフリー事業に関する基本的な審査要件については前頁に示す通りであるが、具体の改修工事にあたっては、

訪日外国人旅行者、高齢者や障害者等が利用しやすい施設とするため、より詳細な内容について照査した。

申請理由

宿泊事業者等団体、特定宿泊事業者は、団体事業又は個別事業により事業目標の達成が見込まれる理由

について、記述式で説明する形式とした。特に留意した点は、地域一帯となった訪日外国人誘客活動を行って

いるかについて、審査を行った。具体的には、海外日本旅行博覧会への出席があるかを重点項目として審査した。

それに準じて、日本への旅行に興味を示した外国人に対する調査の実施、地方商工会議所や地方自治体

と共同での誘客活動の有無等を審査の基準とした。

また、特定宿泊事業者は、他DMOと取り組んだ活動についても別に説明することとした。

他の特定宿泊事業者より詳細な活動が見受けられると判断した宿泊事業者を計画認定した。



2-2．ストレスフリー事業の進行管理・検収
（１）進行管理と検収方法の検討

2．宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

事業概要

事業場所: 共用部

事業項目: ❶ 混雑状況の見える化

実施状況

❶混雑状況の「見える化」

大浴場の入口にセンサーを設置し、混雑状況を観測できる
ようにする。機器設置工事の状況を確認することで、事業が
適切に実施されていることを確認した。

施設名 settle GLOCAL HOTEL ITOSHIMA 所在地 福岡県糸島市

事業（工事）実施開始後、宿泊事業者に下記の状況写真を提出いただき、状況の確認を行った。
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施設名 ホテルニューオサムラ 所在地 福井県鯖江市

事業概要

事業場所: 共用部 フロント

事業項目: 非接触型チェックインシステムやキーレスシステムの導入

実施状況

宿泊施設として、コロナ感染対策の徹底をはじめ、非接触型自動チェックイン機導入により接触面を減少さ
せ、安全・衛生対策が整った安心して過ごせるホテルであることをアピール。

また音声ガイダンス（日本語・英語）、多言語対応画面表示（日本語・英語・中国語・韓国語）、QR
コード決済を取り入れチェックイン時にかかるストレスや無駄を省く。

クレジットカード等決済端末を整備した。

2．宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

2-2．ストレスフリー事業の進行管理・検収
（２）事業実施の事例
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2．宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

2-2．ストレスフリー事業の進行管理・検収
（３）事業実施の事例

施設名 加登屋旅館 所在地 栃木県那須塩原市

事業概要

事業場所: 共用部 廊下

事業項目: （１）館内共用部の無料公衆無線LAN環境の整備

実施状況

ルーターとハブの設置完了後、機器の名称を分か
りやすくポップで表示した写真を提出いただく。

購入した機器のつながりを体系的に図で表示する
ことで、無駄な機器の購入が無いことを確認した。

アクセスポイントの設置個所を館内案内図で明示
いただく。

宿泊者に向けた利用方法の案内について、写真
を提示いただくことで、Wifiの利用を適切に促進
していることが確認出来る。
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2．宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

2-2．ストレスフリー事業の進行管理・検収
（４）事業実施の事例

施設名 層雲峡マウントビューホテル 所在地 北海道上川郡

事業概要

事業場所: 共用部 廊下

事業項目: （１）館内共用部の無料公衆無線LAN環境の整備

実施状況

壁裏部分に、ルーターを設置した。メーカーや品番、機器の金額をカタログと照合し、客室部分の設置に
なっていないかの確認を行った。設置場所について、館内図に場所を明示いただく等した。

購入したアクセスポイントの数全ての設置場所について
写真を提出いただき、設置の状況と個数を確認した。
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「基礎的要件審査」、「補足的要件審査」の内容は、以下の通りとした。

基本的には、過去の同種事業による要件を対象とし、これを基礎的要件とした。

また、事業を適正、かつ効果を最大化する観点から、補足的要件を設定した。

 宿泊事業者が補助を受けるためには、高齢者、障害者等を含めた訪日外国人旅行者が安全・安心
に滞在できるように当該宿泊施設のバリアフリー化を促進する事業を実施するための計画（宿泊施
設バリアフリー化促進事業計画）を策定し、当該計画について国土交通大臣の認定を受けること

 法令又は条例等において義務化されている整備内容は補助対象外

 これから新築又は増築、改築を行う宿泊施設は補助対象外

 過去に観光庁のバリアフリー化促進事業により改修した箇所と同一箇所の改修は補助対象外

 建築基準法や消防法などの法的申請・検査等を適切に実施すること

基礎的要件

■共通

 改修の内容が、対応する障害の種類について、総合的に障害の種類に対応、もしくは特定の障害に
対応した改修であること（改修箇所が対応する障害の種類がちぐはぐ（トイレは肢体不自由に対応、
居室は視覚障害に対応など）となり、結果として利用しにくくなることを防止）

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」等の関係法令や「高齢者、障害者等
の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に加え、各地方公共団体において定められている条例
や基準にも適応していること
ex:東京都の場合:建築物バリフリー条例では、一般基準（遵守基準）、努力義務基準が定められている。

 バリアフリーの視点に加え、誰もが利用しやすくなるユニバーサルデザインを取り入れていること

 施設全体のバリアフリー化の方針（コンセプト）として、どのような障害に対して対応を図るのかが明確
になっていること

■客室における改修等

 施設玄関から客室までの主要動線上においてバリアフリー化が確保されていること

捕捉的要件

3-1．バリアフリー事業の審査
（１）審査の要件

３．宿泊施設バリアフリー化促進事業
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事業概要

事業場所: 客室

事業項目: ❶ 出入り口の改善

❷ 和室から洋室への改修

❸ バリアフリートイレの改修

実施状況

❶出入り口の改善

段差があり、滑りやすい素材であった出入り口を、高低差をなくし、すべりにくい素材へ変更し、容易に開閉
できる半自動ドアへと改修しており、車椅子使用者へも配慮されている。

❷和室から洋室への改修

畳敷きから、車椅子使用者、肢体不自由者も利用しやすいフローリングでベットがある部屋へ改修されている。

❸バリアフリートイレの改修

出入り口の幅員が狭く、段差のあるトイレから、
手すり等を適切に配置し、車椅子が回転でき
る空間が確保されたトイレへと改修されている。

３．宿泊施設バリアフリー化促進事業
3-2．バリアフリー事業の進行管理・検収
（１）事業実施の事例

施設名 はわい温泉千年亭 所在地 鳥取県梨浜町
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施設名 旅館小林楼 所在地 茨城県大洗町

事業概要

事業場所: 客室

事業項目: ❶ 出入り口の改善

❷ 和室から洋室へ改修

実施状況

❶出入り口の幅員の確保

出入り口について、識別しにくい彩色であり、高低差があった状態から、視認性がよく、平坦に改修され、車椅
子使用者でも容易に通過できる状態に改修されている。

❷和室から洋室へ改修

車椅子利用が不可であり、肢体不自由者が利用できない布団敷きの和室から、フローリング敷の洋室へと
改修された。ベッドは車椅子利用しやすい高さと、ベッド間に車椅子が入るスペースが確保されている。

３．宿泊施設バリアフリー化促進事業
3-2．バリアフリー事業の進行管理・検収
（２）事業実施の事例
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３．宿泊施設バリアフリー化促進事業
3-2．バリアフリー事業の進行管理・検収
（３）事業実施の事例

施設名 おとぎの宿米屋 所在地 福島県須賀川市

事業概要

事業場所: 共通通路（渡り廊下）

事業項目: 渡り廊下 ➊段差の解消 ❷自動ドアの設置

実施状況

❶渡り廊下の段差の解消

露天風呂のある本館と客室（別館）の間を結ぶ渡り廊下の数段の階段をスロープによって解消、手すりを設
置することで、車いす利用の方もスムーズに利用できる通路へと改修した。また、床暖、冷暖房設備(自費)を
廊下に備え、冬期におけるヒートショックへの対応も図られ、快適に過ごすことのできる環境へと改善された。

❷渡り廊下出入口部における自動ドアの設置

本館から渡り廊下を経由して別館への入口部分について、自動ドア(自費)を設置した。数段があった階段は、
渡り廊下全体のレベルを下げることで解消し、従業員のみが利用する倉庫通路側へ設置した。

床暖設備
（土間コン打設前）
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３．宿泊施設バリアフリー化促進事業
3-2．バリアフリー事業の進行管理・検収
（４）事業実施の事例

施設名 ホテル豊明殿 所在地 千葉県鴨川市

事業概要

事業場所:客室

事業項目: 車椅子利用者に配慮した客室の整備
●室内の段差の解消
●室内の御手洗・浴室の改修

実施状況

居室に上がる部分には
110ｍｍの段差が１
段存在する。

ユニットバス（トイレ及
び浴室）の入り口にも
段差がある状態。

客室寝具は、押入れにあり、出し
入れが必要。

有効幅員は700ｍｍ
で、その場で車椅子の
転回等は難しい。

改修後の各所について、有効
幅員、機器設置の高さ、材
質について、個々に説明がさ
れている。
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4-１．システムの利用
■事業ポータルサイト

観光庁ホームページから画面遷移するようにした。また、バリアフリー、ストレスフリーそれぞれページを持ち、
申請フォームを表示できるようにした。

■進捗管理基盤（kintone）

事務局や有識者は事前にログイン情報を配布、事業者には採択対象にログイン情報を配布する形で
利用できるようにした。

ログイン後はトップページから各機能にアクセスでき、一覧表示やレコード追加・編集ができる仕様にした。

事務局ポータルサイト kintone ログイン後画面

kintone トップ画面

４．募集･審査･検収に利用するシステムの構築


