
 

令和 4 年度 島原半島ユネスコ世界ジオパーク周遊強化事業 実施要領 

 [令和５年 1 月 4 日時点] 

目的 
島原市、雲仙市、南島原市からなる島原半島における新規旅行商品造成を促進し、島原半島のジオサイト周遊と地元高校生ジオスイーツコンテスト最優秀賞受賞のジオスイーツ

プレゼントの特典により、島原半島ユネスコ世界ジオパークの啓蒙活動を行い、島原半島全域での観光客数並びに宿泊者の増加と観光産業の活性化を図る。 

補助 

対象者 

旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）及び旅行業法施行規則（昭和４６年運輸省令第６１号）による第一種旅行業又は第二種旅行業、第三種旅行業の登録を受けている「国内

旅行会社」を補助対象者とする(第三種旅行業者の募集型企画旅行は、募集可能地域が島原半島を含む場合のみ可能とする）。 

上記の条件を満たした、九州７県内及び山口、広島、岡山県で旅行および観光関連の事業を実施している事業所を対象とする。 

受付 

申請書および関連書類の持参・郵送をもって受付を行い、持参の場合は受付順、郵送の場合は消印日が早い順での先着受付とする。ただし、郵送の場合には必ず電話または   

メールにてその旨の連絡を行うこと。 

受付期間：令和４年１1 月１０日（木） ～ 令和５年２月１０日(金)まで。 

ただし、予算上限に達した場合、受付を修了する。その場合、当連盟のＨＰで周知を行う。 

補助対象 

期間 
令和４年１１月１０日（木）～ 令和５年２月１７日（金） 

補助要件 

１．補助金申請にかかる事業は、補助金交付決定後から行い、上記補助対象期間内（出発日及び帰着日を基準とする。）に、以下に該当する旅行が行われること。 

 

２．以下の前提条件を満たす宿泊又は日帰りの募集型企画旅行(チラシ又は広告を作成して募集されたもの)及び一般団体の受注型企画旅行に対し補助を行う。                       

  旅行参加者１０名以上を１団体とみなし、１団体に対し補助を行う。 

 ▼必須要件Ａ(募集型企画旅行) 

  ①島原半島内で宿泊(宿泊を伴う場合）※島原半島を観光して、半島外での宿泊は除外とし、日帰りにも該当しない 

  ②島原半島内のジオサイトの観光又はジオサポーター店の利用(宿泊旅行合計 2 ヶ所以上及び日帰り旅行 1 ヶ所以上）   

  ③島原半島内の当連盟が指定する菓子店いずれかへの立寄り  

   (旅行参加者１人１個又は１パックの地元高校生発案ジオスイーツ又は当連盟指定の既存ジオスイーツをプレゼントします） 

  ④募集チラシ又は広告内に「島原半島ユネスコ世界ジオパーク」の文言を記載すること。例：島原半島ユネスコ世界ジオパーク周遊としまてつカフェトレインの旅 

 ▼必須要件Ｂ(受注型企画旅行) 

  ①島原半島内で宿泊(宿泊を伴う場合）※島原半島を観光して、半島外での宿泊は除外とし、日帰りにも該当しない 

  ②島原半島内のジオサイトの観光立寄り又はジオサポーター店の利用(宿泊旅行合計 2 ヶ所以上及び日帰り旅行 1 ヶ所以上）   

  ③島原半島内の当連盟が指定する菓子店いずれかへの立寄り  

   (旅行参加者１人１個又は１パックの地元高校生発案ジオスイーツ又は当連盟指定の既存ジオスイーツをプレゼントします）  

 

※11/19 開催の島原半島高校生ジオスイーツコンテストにおける最優秀賞受賞スイーツを、「地元高校生発案ジオスイーツ」として提供いたしますが、これは島原 

市内の２店舗のみで商品化されます。商品化されるまでの期間(12 月下旬以降見込) は、その菓子店で販売されている既存のジオスイーツ(同価格相当)にて代替えを 

いたします。また、その他の地区・店舗の場合は、全てその菓子店で販売されている当連盟指定の既存ジオスイーツ(同価格相当)のプレゼントになります。 

   また、バスへの配達や事前発送は行わないので、必ず行程上に組み込み、立ち寄り時間(概ね１０～１５分)を取ること。 



   事前に提出された予定コースの内容にて立寄り菓子店を当連盟で指定します。補助対象者からの希望は受け付けられません。 

 

３．上記要件を満たし、以下の条件を個別に満たす場合は、それぞれ該当する補助を加算する。 

  ▼加算要件 

   ①島原半島内発着のフェリー・高速船の利用(多比良～長洲、島原～熊本、島原～三池、口之津～鬼池）。 

      ②島原半島内の食事施設や業者を利用した昼食(単価 800 円税別以上)又は弁当(単価５００円税別以上)の利用。 

   ③ジオサイト観光時に於ける当連盟指定のジオガイドの活用 申込・問い合わせは当連盟。行程によりガイド料金が異なる為、予めお尋ねください。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

注意事項 

※修学旅行、課外学習、塾の合宿、コンベンション、宗教活動または政治活動を目的とした旅行等は適用できない。 

※本事業で催行する旅行商品は募集型企画旅行又は受注型企画旅行であること（手配旅行は不可） 

※本補助金は旅行が催行した際の旅行経費への補助としてのみ活用可能であり、その他に充当することはできない。 

※事業終了後の実績報告には、①利用顧客リスト、②宿泊施設・飲食施設発行の「利用証明書」、及び③フェリー・高速船利用時は、運航会社発行の「航送船利用証明書」が 

 必要となる(②、③については加算要件として利用した場合のみ)。 

 他の資料として、募集型企画旅行の場合、募集チラシ。但し広告がＷＥＢのみである場合は、確認できるサイトを報告すること。 

受注型企画旅行の場合、顧客と交わした「受注型企画旅行契約書」及び「最終行程表」と「最終見積書」の写しが必要となる。 

※新型コロナウイルス感染症に伴う、「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」の実施期間における実施区域からの旅行者については、補助金の対象から除外する 

場合がある。                                                                                          

補助金額 

１．前提要件を満たす旅行に対し下記金額を補助する。 

  1 事業所の上限額は２０万円まで、１社上限額を６０万円とする。 

    Ａ.募集型企画旅行 

  (宿泊型）島原半島内で宿泊し、ジオサイト観光またはジオサポーター店の利用合計２ヶ所以上、及び指定菓子店舗への立寄り 

   １団体    １０～１９名  ２０，０００円 

          ２０名以上   ３５，０００円 

   (日帰り）ジオサイト観光またはジオサポーター店の利用１ヶ所以上、及び指定菓子店への立寄り  

  １団体    １０～１９名  １０，０００円                                 

         ２０名以上   ２０，０００円 

  Ｂ.受注型企画旅行 

 (宿泊型）島原半島内で宿泊し、ジオサイト観光またはジオサポーター店の利用合計２ヶ所以上、及び指定菓子店舗への立寄り 

   １団体    １０～１９名  １０，０００円 

          ２０名以上   １５，０００円 

   (日帰り）ジオサイト観光またはジオサポーター店の利用１ヶ所以上、及び指定菓子店への立寄り  

  １団体    １０～１９名   ７，０００円                                 

         ２０名以上   １０，０００円   

 

 ２．加算要件においては、それぞれの条件に示す補助金を、前項に加算します。   

  ①島原半島内発着のフェリー・高速船の利用   



募集型企画旅行 片道３，０００円(往復利用は２倍） 受注型企画旅行 片道１，０００円(往復利用は２倍） 

  ②島原半島内食事施設での昼食(１回分のみ)  

募集型企画旅行５，０００円 受注型企画旅行２，０００円 

※島鉄カフェトレイン利用時の食事も対象可 

※オプションや自由食は対象外とする 

  ③当連盟指定のジオガイドの活用  募集型、受注型共に１団体２，０００円  

                                                                                                                                                                                      

３．なお、上記補助対象期間のうちで当該年度予算の範囲内で補助を行う。 

     

４．既に交付決定通知書を発行している事業所については、１事業所の申請上限額に満たしていない場合のみその差額を申請できる。    

    

関連資料 ［別表］島原半島内指定菓子店舗一覧(令和 4 年 1２月 1 日現在)、島原半島ユネスコ世界ジオパーク ジオサイト一覧、ジオサポーター店一覧  

お問合せ 

一般社団法人 島原半島観光連盟  

〒855-0879 長崎県島原市平成町 1-1（雲仙岳災害記念館内）  

        TEL：0957-62-0655 FAX：0957-62-0680   

        Email：info@shimakanren.com   

       電話でのお問い合わせは平日９時から 17 時まで（土日祝は休み） 

 （一社）島原半島観光連盟 

  

 



島原半島 助成対象となる主な観光向ジオサイト・関連施設一覧 

(車窓のみ及び有料施設のオプションは不可) 

名称(★＝ジオガイド説明可) 所在地 連絡先 見どころ種別 バス駐車場 入場料 所要時間 

【島原市】       

大野原遺跡展示館 島原市有明町大三東戊 1382 0957-68-5800 ジオ関連施設 大型可 無料 ３0分 

武家屋敷               ★ 島原市下の丁 2004  歴史文化 大型可 無料 30分 

島原城(の石垣) ※1          ★ 島原市城内 1丁目 1183-1 0957-62-476６ 歴史文化 大型可有料 城内有料  60分 

湧水庭園 四明荘(案内人常駐)            島原市新町 2丁目 0957-63-1121 歴史文化 大型可有料 有料 30分 

浜の川湧水                       ★ 島原市白土桃山 2丁目  歴史文化 無 無料 １５分 

白土湖                           ★  島原市白土湖通り  歴史文化 無 無料 １５分 

われん川                         ★ 島原市鎌田町丁 4000  歴史文化 路駐 無料 10分 

がまだすドーム                   ★ 島原市平成町 1-1 0957-65-5555 ジオ関連施設 大型可 有料 60分 

平成新山ネイチャーセンター       ★ 島原市南千本木町 2683 0957-63-6752 ジオ関連施設 大型可 無料 25分 

災害遺構・定点(ユニット)          ★ 島原市北上木場町 0957-62-0655 歴史文化 大型可 有料 120分 

       

【雲仙市】       

雲仙市歴史資料館国見展示館 雲仙市国見町神代丙 178-1 0957-78-2334 ジオ関連施設 大型可 無料 20分 

田代原の放牧地 雲仙市国見町土黒田代原  歴史文化 大型可 無料 ― 

千々石断層(千々石観光センター)※2 ★ 雲仙市千々石町丙 0957-37-2254 大地 大型可 無料 ― 

六角井戸                          ★ 雲仙市小浜町冨津 3008  歴史文化 大型可 無料 10分 

上の川湧水                        ★ 雲仙市小浜町北本町 849  歴史文化・大地 大型可有料 無料 10分 

本多湯大夫邸(小浜歴史資料館)       ★ 雲仙市小浜町北本町 923-1 0957-75-0858 歴史文化 大型可有料 有料 30分 

ほっとふっと１０５(日本一の足湯)   ★ 雲仙市小浜町北本町 905-71  ジオ関連施設 大型可有料 無料 ― 

雲仙仁田峠                        ★ 雲仙市小浜町雲仙  自然 大型可 無料 30分 

妙見岳(雲仙ロープウェイ利用）     ★ 雲仙市小浜町雲仙 551 0957-73-3572 大地 大型可 有料 60分 

雲仙地獄                          ★ 雲仙市小浜町雲仙 320  歴史文化 大型可有料 無料 60分 

雲仙お山の情報館 雲仙市小浜町雲仙 320 0957-73-3636 ジオ関連施設 大型可有料 無料 20分 



名称 所在地 連絡先 見どころ種別 バス駐車場 入場料 所要時間 

諏訪の池(ビジターセンター) 雲仙市小浜町山畑 3952-1 0957-76-5010 自然 大型可 無料 ― 

南串山の棚畑(棚畑展望所)          ★ 雲仙市南串山町丙 8164  歴史文化 大型可 無料 15分 

       

【南島原市】       

旧大野木場小学校被災校舎         ★ 南島原市深江町戊 3243  歴史文化 大型可 無料 15分 

大野木場砂防みらい館             ★ 南島原市深江町 2101 0957-72-2499 ジオ関連施設 大型可 無料 45分 

龍石海岸の露頭                   ★ 南島原市西有家町  大地 大型可 無料 25分 

有馬キリシタン遺産記念館(案内人常駐) 南島原市南有馬町乙 1395 0957-85-3217 ジオ関連施設 大型可 有料 50分 

原城跡(世界遺産)                  ★ 南島原市南有馬町  歴史文化 大型可 無料 60分 

谷水棚田                         ★ 南島原市南有馬町  歴史文化 小型路駐 無料 10分  

口之津歴史民俗資料館、分館 ※3 南島原市口之津町丙 4358-6 0957-73-6773 ジオ関連施設 大型可 有料 60分 

アコウ群落                       ★ 南島原市口之津町乙 414-1  自然 大型可 無料 １０分 

早崎半島の玄武岩露頭             ★ 南島原市口之津町乙  大地 大型可 無料 1５分 

両子岩                           ★ 南島原市加津佐町  大地 大型可 無料 15分 

※１ (募集型)行程上に石垣の表記は不要 

※２ (募集型)行程上に千々石観光センターや、千々石展望所だけの表記ではなく、「千々石断層展望」の表記が必要  例：千々石展望台(千々石断層展望) 

※3 本館、分館のどちらか片方のみでも可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



島原半島 助成対象となる主な観光向ジオサポーター店一覧 

 

名称 所在地 収容 連絡先 種別 内容 駐車場 

お肉工房 梅桜亭 島原市中安徳町丁 1777-5 110 0957-64-2222 食事 ステーキ、ハンバーグ 大型可 

山の上のカフェ Garden 島原市上折橋町甲 1580 35 0957-63-8055 食事・喫茶 少人数向け食事 小型迄 

文旦堂 島原市下川尻町 13 30 0957-62-2088 土産・菓子販売 カステラ、ザボン漬 中型可 

玉乃舎 島原市稗田町甲 310-1  0957-68-5505 かんざらし販売 車内販売等  ― 

(銀水) 島原市白土桃山 2丁目 1093 15 090-9604-3139 かんざらし販売 浜の川湧水でのかんざらし 乗用車用 

北田物産 島原市大手原町 2141-27 20 0957-63-0250 海産物製造・販売  乾物中心 大型可 

プロマートみつい 島原市湊町 500 0957-62-2105 弁当 弁当積込  ― 

       

雲仙福田屋 雲仙市小浜町雲仙 380-2 20 0957-73-2151 宿泊、食事 個人・小グループ向け 小型迄 

雲仙温泉 青雲荘 雲仙市小浜町雲仙 500-1 220 0957-73-3273 宿泊、食事、入浴 団体可 大型可 

       

 

原城の宿 城／割烹 城 

 

南島原市南有馬町丁 170 

宿 25 

食 100 

弁 300 

 

0957-85-2101 

 

宿泊、食事、弁当 

 

宿泊、食事、弁当団体対応可 

 

大型可 

原城温泉 真砂 南島原市南有馬町 133 
宿 50 

食 120 
0957-85-3155 宿泊、食事 宿泊、食事団体対応可 大型可 
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