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EUによる域内観光振興に関わる
資金支援政策の研究
―主要関連基金を対象に―

１．はじめに

　毎年更新される「世界各国・地域への

外国人訪客数ランキング（１）」においては、

欧州における観光立国が多数その名を連

ね、層の厚さが際立つ。2018年のデータ

によると、ベスト10内には、１位フラン

ス、２位スペイン、５位イタリア、８位

ドイツ、10位イギリスなど欧州５か国が

ランクインしている。これらの国々は、

この種のランキングにおいては「常連国」

と言っても過言ではない。また、欧州連

合（以下、EU と略称）において、観光

は第３位の規模となる重要な産業であ

り、域内GDPの約１割を占めており、経

済成長、雇用、社会的発展において非常

に広範囲の影響力を持つ。またそれだけ

に、2019年の年末以降、新型コロナウイ

ルスの世界的伝播と感染拡大により、今

や航空・運輸を含む欧州の旅行・観光関

連産業は厳しい苦戦を強いられている。

　一方、振り返れば、2008年のリーマン

ショック以降、さらにその後の欧州経済

危機（2010～2018年）においても、欧州

の観光立国はその観光産業や集客力の強

靭さを世界に示した。欧州委員会内務・

産業・起業・SMEs 局の E・ビエンコワ

スカによれば、2008年に発生した EU 域

内における経済危機のインパクトにもか

かわらず、欧州は世界の国際観光におけ

る No.1デスティネーションであり続け、

且つ欧州の観光セクターは急速に回復を

遂げてきた。特にここ数年は、経済規模

の拡張と雇用拡大に大きな役割を果たし

ているという（E.C.、2016）。この欧州に

おける観光産業および観光地域の強さ

は、一体どこにあるのだろうか。

　筆者（石本）は、近年ギリシャ・エー

ゲ海の南端に浮かぶクレタ島において、

アグリツーリズム施設の調査を行ってき

た。その中で日本との相違に注目したの

が、それらアグリツーリズム施設を運営

する民間事業者への EU の資金支援制度

である。これまで調査を行った３つの各

施設が、1991年以降の設立時期に EU の
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In recent years, the author conducted a survey on the three agritourism facilities in Crete Island, which is located on the 

southern tip of the Aegean Sea in Greece. What surprised then in relation to the difference between Japan and Europe was the 

EUʼs financial support system for private businesses that operate these agritourism facilities. Each of the three facilities 

surveyed so far had received a financial grant, which is called “LEADER”, from the EU. This LEADER programme has 

currently been taken over by another programme. Also, each facility is still operating effectively after its opening. Furthermore, 

from the viewpoint of employment and supply chain in the local community as well, it contributes considerably to the local 

economy.

Therefore, this research plans to proceed to the following studies for the next five years: 1） Grasping the outline of the financial 

support system related to the tourism sector in the region of EU. 2） Broadly defining tourism business support systems of EU, 

such as the European Regional Development Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development etc., in addition, the 

characteristics and operational status of their preceding systems, also, the business effects and problems of the beneficiaries. 3） 

Case studies for tourism promotion utilizing this support system （for Greece / South Aegean Islands and Crete）

In this study, as the initial stage, the research team will clarify, as above mentioned 1） stage, the outline of the financial support 

system related to the tourism sector in the region of EU, especially for the six major related funds.
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た。このLEADERプログラムは、現在、

別のプログラムに引き継がれているが、

施設によっては総工費の半額に至るほど

の支援を受けており、各施設は開業後も

営業は順調で、雇用やサプライチェーン

の観点からも、地域経済に少なからず貢

献している。

　このように直接的な民間観光事業者へ

の公的資金支援は、日本国内ではあまり

見られることはなく（２）、欧州における充

実した観光資源創出の要因には、この種

の資金支援制度も少なからず関わってい

るのではないか。筆者らはこのような仮

説を設けた。

　そこで本研究グループは、今後５年を

かけて以下の３項目に焦点を当て、研究

を進める予定である。

①  EU による域内地域の観光振興に関わ

る資金支援制度の大枠を把握

② 欧州地域開発基金（European Regional 

Development Fund）や欧州農村開発農

業 基 金（European Agricultural Fund 

for Rural Development）をはじめとし

た広義の観光事業支援制度、およびそ

の先行制度の特徴と運用の実態、さらに

支援後の事業効果や問題点を解明

③ 同支援制度を活用した観光振興事例研

究（ギリシャ・南エーゲ海諸島、クレ

タ島対象）

　そして本稿においては、その初期段階

として EU による域内地域の観光振興に

関わる資金支援制度（基金）の大枠を把

握することを目的とし、その上で、未だ

国内の学界では議論されていない本研究

の資料的価値を提供できればと考えてい

る。

２．本研究の手法と既往研究

　EU の政策は、基本的に７年毎に更新

される。本稿を執筆中の2020年における

EU の観光セクターに対する資金支援制

度は「2014～2020年」のタームの最終年

度となる。そしてこの期間の当該支援制

度を網羅するガイドブックが、EU によ

る Guide on EU Funding for Tourism 

Sector 2014-2020（英文66頁）である。

　本書作成には次のような目的がある。

EU においては、2014年から2020年に向

けた多年次財務フレームワーク（MFF）

の採用により、域内事業者向けの新しい

プログラムが段階的に導入され、古いプ

ログラムは段階的に廃止される。そのた

め、新たな EU 資金プログラムの概要や

申請手続きの解説、また、スマート・ス

ペシャライゼーション（３）などに焦点を当

てた新しいタイプの事業支援の情報をま

とめている。本ガイドブックにおいては、

これらの継続性と新規性を包括的に解説

しているのである。

　本書の特徴としては、66頁と決して大

容量ではないものの、支援基金やプログ

ラムの説明のみならず、受益事業の具体

事例が豊富に掲載されていることが挙げ

られる。さらに、それらの事例には、関

連の専門ウェブサイトへのリンクが掲載

されており、より詳細な、且つ他事例の

情報取得のための、言わば「導入ポイン

ト」の役割を果たしている。全体を概観

しても、随所に域内 NPO や民間事業者

等も含め、EU 委員会内外の多様な関連

組織や法人のウェブサイトへのリンクが

多数紹介され、まさに当該資金支援制度

に関する研究の発展性に富む、「ゲートウ

ェイ」となっている。

　本研究は、まずGuide on EU Funding 

for Tourism Sector 2014-2020の全和訳

を行い、その全体像を把握した上で、同

書に紹介されている各種専用ウェブサイ

トも閲覧し、さらなる情報収集を行い、

研究上の基盤的アーカイブ作成を試みて

いる。

　一方、EU による域内観光セクターへ

の公的資金支援制度に関する既往研究で

は、国内においても先述の LEADER プ

ログラムに関するものは、多数存在する。

柏（2002）は、英国におけるLEADER II

の実施実態を調査し、実施地域でのパー

トナーシップの構成状況や、課題の整理

を行っており、事業内容の具体に焦点を

当てている。また、八木他（2006）は、

イングランドにおける LEADER＋事業

の実施組織形態について分析し、さらに

八木・福与（2007）は、アイルランドで

の LEADER 関連事業の実施地区におけ

るヒアリング調査をもとに、事業実施に

おける組織体制および実施手順の実態を

明らかにしている。ここでは、LEADER

助成への申請から、認可後の事業運営に

は 欠 か せ な い 地 域 組 織 LAG（Local 

Action Group）の内部構成や業務内容、

運営方法および評価システムなども詳細

に報告されている。

　加えて、飯田他（2004）は、1992年ド

イツ・ヘッセン州に設置された農業地域

発展プログラムを取り上げて、草の根的

な住民プロジェクト群を公益的な地域発

展協会によるマネージメントで EU と同

州政府がサポートする LEADER の仕組

みを考察している。

　他方、梶田（2012）は、EU において

LEADER 事業が提唱された背景と事業

の概要を整理し、同事業の動向理解のた

めの理論的アプローチとしてReyが提起

した文化経済論と、内発型／外発型の二

分論の克服を目的としたネットワーク構

築の議論を、農業地理学と農業社会学の

立場から取り上げている。しかしながら、

受益者の具体的な事業展開についての言

及はない。

　このように、農業政策、農業工学、都

市計画、農業地理学、農業社会学などの

視点から LEADER 事業の資金支援制度

は多々論じられているが、こと「観光セ

クター」を軸とした EU の資金助成に関

して、LEADER事業に限らない他の基金

を含めての全容を論じた研究は、国内に

おいて未だかつて見られない。

３．EU の概況と予算規模

　外務省の公式ウェブサイトに掲載され

た「欧州連合（EU）概況」（４）では、EU

について次のような説明がなされてい

る。

　（EUは）欧州連合条約に基づく、経済

通貨同盟、共通外交・安全保障政策、警

察・刑事司法協力等のより幅広い分野で

の協力を進めている政治・経済統合体で

ある。経済・通貨同盟については、国家
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主権の一部を委譲し、域外に対する統一

的な通商政策を実施する世界最大の単一

市場を形成している。その他の分野につ

いても、加盟国の権限を前提としつつ、

最大限 EU としての共通の立場を取るこ

とで、政治的にも「一つの声」で発言し

ている。現在、英国の離脱後の加盟国は

27か国であり、域内の総面積は429万㎢と

日本の国土の約11倍に相当し、総人口４

億4682万人と日本の約3.5倍となってい

る。

　2018年における域内のGDP（英国分の

GDPも含めて）は、18兆7368億ドルであ

る。そして2019年の EU 予算額は1658億

ユーロと報告されている（５）。すなわち、

年度は１年ずれるものの、EU予算額は、

域内GDPの約0.92％にあたり、日本円換

算では20.5兆円という額で、意外に少な

い印象も受ける。しかしながら、各加盟

国は自国の予算を編成した上で、別途こ

の EU 予算の為に拠出しなければならな

いのである。

４．EU による域内観光セクターへの公

的資金支援制度

　まず、EU には様々な基金（Fund）が

存在するが、観光セクターへの支援に関

わるものは、「戦略的投資の為の欧州基金

（EFSI）」と「欧州構造投資基金（ESIF）」

の２種類に大別される。

① 戦 略 的 投 資 の た め の 欧 州 基 金

（European Fund for Strategic 

Investments）（略称：EFSI）⇒2015～

2020年期の予算総額は3150億ユーロ

② 欧 州 構 造 投 資 基 金（European 

Structural and Investment Funds）（略

称：ESIF）⇒2014～2020年期の予算総

額は4165億ユーロ（６）

　そしてさらに、後者の ESIF は、以下

の５つの基金により構成されている。

▶ 欧州地域開発基金（European Regional 

Development Fund）（略 称：ERDF）

⇒2014～2020年期の予算額は1850億

ユーロ

▶ 結 束 基 金（Cohesion Fund）（略 称：

CF）⇒同期の予算額は660億ユーロ

▶ 欧州社会基金（European Social Fund）

（略称：ESF）⇒同期の予算額は740億

ユーロ

▶ 農 村 開 発 の た め の 欧 州 農 業 基 金

（European Agricultural Fund for 

Rural Development）（略称：EAFRD）

⇒同期の予算額は850億ユーロ

▶ 欧 州 沿 海 漁 業 基 金（European 

Maritime and Fisheries Fund）（略

称：EMFF）⇒同期の予算額は65億

ユーロ

　尚、これらの基金への助成申請可能な

人々は、表－１の通りである。また、EU

にはこれらの「基金」以外にも、観光セ

クターに関連する各種「助成プログラム」

が存在するが、それらのプログラムにつ

いては、紙面の関係上あらためて別稿に

て詳説する。

4－1　戦 略 的 投 資 の た め の 欧 州 基 金

（European Fund for Strategic 

Investments）

　本基金は、欧州委員会とEIBグループ

（欧州投資銀行と欧州投資基金）が共同で

立ち上げた戦略的投資のための先駆的基

金である（７）。それは民間資金の動員によ

り、現在の EU における投資ギャップの

克服を支援する取り組みである。EFSI

は、特に次のものに支援を行う。

① デジタル、輸送、エネルギーを含む戦

略的インフラストラクチャー

② 教育、研究、開発、技術革新

③ 再生可能エネルギーと資源効率の拡大

④ 中小企業および中型企業のサポート

　また、資金提供の対象となるのは、正

当な中小規模の事業開発に役立つあらゆ

る種類の有用な取引または投資を行う観

光関連事業者であり、対象地域としても、

国境を越えたプロジェクトを含む EU 域

内のあらゆる地域の事業者を歓迎してい

る。具体的には、以下のような事業に焦

点を当てている。

▶ 旅行インフラストラクチャー（地域の

空港、港など）

▶ ホテルと観光リゾートのエネルギー効

率化

▶ レクリエーション目的のためのブラウ

ンフィールド（汚染された土地）の活

性化

▶ 観光SME（中小規模事業者）融資契約

▶ 観光業専用の「投資プラットフォーム」

（IP）の設置

　一方、本基金への資金助成申請は、任

意の公的機関、企業（特に中小企業）、研

究機関、大学、非政府組織、観光クラス

ターなどからとなっている。またその助

成額は対象事業によって異なるが、後述

される他の複数の EU 基金と組み合わせ

ることも可能であり、且つ加盟国が独自

に用意した助成プログラムとを合わせる

こともあり得る。いずれにしても、基本

的にこれら EU の基金に共通するのは、

まず対象事業の費用全額を助成すること

はなく、その「一部を負担」するという

のが原則である。

事例１） チルクムヴェスヴィアーナ鉄道

（イタリア・カンパニア州）の新

車両導入（８）

表－１）助成基金の種類と申請可能な人々（EU 域内）

 申請可能な人々

基金の種類
全市民

全ての
田園地域
の市民

全法人
労働市場・
教育分野
の全法人

地域活動
グループ
（LAG）

海浜・内陸
地域の
全法人

戦略的投資のための欧
州基金 ○

欧州
構造
基金

欧州地域開発基金 ○
結束基金 ○
欧州社会基金 ○
農村開発のための
欧州農業基金 ○ ○

欧州沿海漁業基金 ○

（“Guide on EU Funding for Tourism Sector 2014-2020”、55頁の表データより筆者ら作成）
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　このプロジェクトは、カンパニア州（イ

タリア）にあるチルクムヴェスヴィアー

ナ鉄道（ヴェスヴィオ周遊鉄道）で使用

される40にのぼる新車両の購入で構成さ

れている。新しい車両は、寿命が尽きた

現役車両に取って代わるものである。こ

のプロジェクトにより、公共交通サービ

スの質が向上し、道路から鉄道へのモー

ダルシフトが促進され、運用コストと保

守コストが削減されることが期待されて

いる。さらに、新しいエネルギー効率の

良い列車は、鉄道運営に関連する温室効

果ガス排出量を削減している。

　このプロジェクトは、既存の車両をよ

りエネルギー効率の高い列車に置き換え

ることにより、およびナポリ大都市圏に

おける市民や観光客の移動の利便性を維

持し、且つ潜在的にも鉄道の価値を向上

させることにより、環境への好影響が期

待されている。EIB はこうした影響の可

能性と、査定中に廃棄処分となった車両

の処理方法をも調査している。本事例は、

EFSI 融資のために EIB（欧州投資銀行）

によって、2019年12月19日に承認・決裁

されたプロジェクトである。（総事業費：

２億2200万ユーロ、EIB 拠出額：6800万

ユーロ）

事例２） DEPA（ギリシャ公共ガス事業

社）（９）LNG 燃料補給船（10）

　本プロジェクトは、ギリシャ・アテネ

の外港であるピレウス港を拠点とする新

しい液化天然ガス（LNG）燃料補給船の

建造に関連している。同燃料補給船は、

主にピレウス港近郊、およびエーゲ海と

東地中海における小規模港に拠点を置く

LNG燃料船へのガスの配送（船対船の燃

料補給）に使用される。この船は、欧州

連合（EU）および国際海事機関（IMO）

の規制に準拠して建造および運用され、

EU 加盟国の旗艦として運航する。この

ように柔軟な LNG 燃料補給オプション

を提供し、代替燃料源として LNG を促

進することにより、より広い地域での海

上輸送から温室効果ガス排出削減を可能

とし、結果、環境に好影響を与えること

が期待されている。特に、数千もの島嶼

を有するギリシャにおいては、市民およ

び旅行客のモビリティに船舶は不可欠で

あるため、環境保全の観点から LNG は

極めて有効である。本事例は、EFSI 融

資の為にEIB（欧州投資銀行）によって、

2019年12月19日に承認・決裁されたプロ

ジェクトである。（総事業費：4000万ユー

ロ、EIB 拠出額：2000万ユーロ）

　このように、EFSI は比較的大規模か

つ、環境負荷の低い運輸・交通インフラ

やエネルギー分野への投資に利用されて

いる。

4－2　欧 州 地 域 開 発 基 金（European 

Regional Development Fund）（略称：

ERDF）

（１）ERDF の概要

　欧州地域開発基金（ERDF）は、「欧州

構造投資基金（European Structural and 

Investment Funds：ESIF）」に属する５

つの基金（11）のうちの１つである。欧州構

造投資基金の規則に基づき、各加盟国は、

これらの基金の使用に関する2014～2020

年の目標と投資の優先順位を示す戦略的

計画を作成する必要がある。欧州委員会

の見解が適切に考慮されると、この計画

は「パートナーシップ協定」になる。加

盟国はまた、パートナーシップ協定に記

載されている優先事項を具体的な行動に

書き示した「運用プログラム」を作成し

なければならない。「運用プログラム」

（OP）は、加盟国によって設立された管

理当局（国、地域、または別のレベル）

によって実施される。ちなみにこの一連

のプロセスは、欧州構造基金（ESIF）に

属する他の４基金にもすべて共通してい

る。

　欧州地域開発基金（ERDF）の目的は、

地域間の不均衡を是正することにより、

EU における経済的および社会的結束を

強化することである。それは、特に産業

衰退地域と見なされる農村や都市再生が

必要な地域において、地方レベルでの観

光の競争力と品質を改善するために不可

欠な支援の提供を可能としている。

　特に ERDF の支援は、「欧州2020」（12）

政策の優先順位に沿って11の目標課題に

達する見通しであるが、その中でも、観

光セクターとも関連性が強いものは、以

下のとおりである。

▶研究とイノベーション（目標１）

▶情報通信技術（目標２）

▶中小企業の競争力（目標３）

▶低炭素経済への移行（目標４）

▶環境保護と資源効率（目標６）

▶�労働移動のための雇用とサポート（目

標８）

▶教育、スキル、生涯学習（目標10）

　ERDF は、加盟国の地域および国のプ

ログラムをサポートするだけではなく、

「European Territorial Cooperation

（ETC：欧州領域協力）（13）」にも資金提

供する。それは国境を越えた協力プログ

ラム（Interreg「地域間協力」A として

知られている）、国際的な協力プログラム

（いくつかのEU加盟国の地域間において

Interreg B として知られている）また、

地域間協力プログラム（全欧州レベルで

機能する Interreg C として知られてい

る）をもカバーしている。さらに、ETC

は「マクロ地域戦略」に貢献する可能性

がある（14）。

（２） 資金提供の対象となる観光関連事業

の種類

　これらのプログラムは、例えば以下の

ような事業も支援可能である。

▶ サービスの革新とクラスターを含む観

光関連の研究、技術開発・革新（観光

サービス育成、リビングラボ、実証プ

ロジェクトなど）

▶ 観光関連の ICT 製品の開発（アプリ、

データ解析など）

▶ 革新的な観光サービスの開発、特に産

業構造が未発達で観光に強く依存して

いる周辺地域における開発（新しいビ

ジネスモデル、新しいアイデアの活用

など）

▶ 特定の地域の資源を動員し、それによ

りスマートな地域の専門分野に貢献す

ることにより、観光分野における隙間

市場（ヘルスツーリズム、シニア向け
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ツーリズム、文化およびエコツーリズ

ム、グルメツーリズム、スポーツツー

リズムなど）での高付加価値製品およ

びサービスを開発

▶ 地域の観光商品を多様化し、観光シー

ズンを拡大するための、さまざまな観

光産業間および創造産業との活動をク

ラスター化する（15）（例：航海および

ボート観光業界、ならびにクルーズ業

界）。

▶ より統合された地域開発のために沿岸

地域と後背地を結ぶ事業

▶ 観光系中小企業のエネルギー効率と再

生可能エネルギーの使用を改善するた

めの対策

▶ 自然および文化的観光資産および関連

サービスの保護、促進（16）および開発

▶�小規模且つ文化的で持続可能な観光イ

ンフラ整備（17）

▶ 起業家精神、自営業、ビジネス創出、

および観光の中小企業とクラスターの

国際化を支持する措置

▶ 職業訓練、スキルアップ

　この基金への助成申請は、任意の公的

機関、企業（特に中小規模の）、研究機

関、大学、非政府組織、観光クラスター

などからであり、域内すべての法人が可

能となっている。また、助成金の場合、

最大の協調融資率は、産業が最も発展し

た地域では50％、移行地域では60％（お

よび例外的なケースでは80％）、発展途上

地域では85％となっている。尚、この融

資率は、基本的に ESIF に属する他の４

基金にも共通しているが、場合によって

は最低で総事業費の20％の助成となるこ

ともある。申請事業者は、それに加えて

各加盟国・地域が自ら拠出する助成金を

活用し、さらにローンや自前で資金を調

達するという仕組みである。

（３）申請について

　まず、居住地域で利用可能なERDFプ

ログラムを確認し、プロジェクトが選択

基準と投資の優先事項を満たしているこ

とを確認する。次に、関連する管理当局

の申請手続きに従って申請書を作成する

（一部は年間継続的な手続きを行ってお

り、他は特定の時期にのみ申請を受け入

れる。詳細については、管理機関のWeb

サイトを参照）。各地の管理当局は、プロ

ジェクト申請の各段階について助言する

ことが可能である。

事例３） ヘルスツーリズムの主導的発展

へ：クリムル滝（オーストリア）

　ヘルスツーリズムの主導的発展の舞台

となったクリムル滝（オーストリア）の

事例である。以前、ホーエタウエルン国

立公園のオーバーピンツガウ地域におけ

る観光は停滞していた。そのため、地方

当局は顕著な特徴を持ち、欧州において

380m の最高度を誇るクリムル滝に関わ

る健康効果を科学的に検証し、新たな観

光商品の開発に着手した。2006年、ザル

ツブルグに拠点を置く大学は、滝つぼに

落下した水によって生成される高濃度エ

アロゾルの効果を研究するために、クリ

ムル滝に隣接して科学研究所を設置し

た。それは喘息やアレルギーに苦しむ

人々のため、この天然のエアロゾルの効

果を明らかにするためである。具体的に

は、患者が日常的に滝の周りを散歩する

ことは肯定的な効果を生み、症状に改善

が表れ、それは数か月継続しているとい

う。また、この地域の低公害、低レベル

の真菌胞子量、樹々の短い開花期という

好条件が相まって、今や本国立公園は先

述の疾患の治療に理想的な場所となって

いる。

　また本地域では、ERDF による「ザル

ツブルク地域競争力強化プログラム

2007－13」の支援を得て、本ヘルスツーリ

ズム事業のアセスメントが実施された。

その際、周辺ホテルをこの観光パッケー

ジに組み込むために、履行すべきアレル

ギー対策、それらを認定する方法、およ

び同地域における適切なホテルの規模や

軒数が調査された。その結果を受けて、

同地域において11のホテルが、既にアレ

ルギー対策の客室認定に必要な改修や適

応措置を講じている。地域病院との協働

事業も進展しており、ホテルが「プレミ

アム（旅行）商品」の一部において、医

療機関へのアクセスを提供するサービス

を可能としている。その後のプロモーシ

ョンキャンペーンでは、アレルギーを持

つ人々と健康に対する意識が高いゲスト

を対象に、アレルギーに優しい宿泊施設

および高品質の食事も認証している。

　その後、この構想は地元の木材および

建設業界に広がり、大手木工会社がこの

先駆的プロジェクトに参加し、「抗アレル

ギー」木材製品（家具から住宅まで）の

製造・建設に関して大学機関と協働して

いる。本プロジェクトは、伝統的な観光

セクターが科学技術のパートナーと相互

協力の上、如何にして農村地域を革新す

るかを示した画期的な事例である。それ

はまさに「スマート・スペシャライゼー

ション」とは何かを具体的に示している。

地元のホテルにおいては、2008年夏期

シーズンの宿泊数６万泊から、2010年に

は７万８千泊に増加するほど恩恵を得て

いる。（EUの拠出額：12.5万ユーロ、EU

の資金レベル：25％）

4－3　結 束 基 金（Cohesion Fund）（略

称：CF）

（１）CF の概要

　CF は、先述の ERDA 同様に「欧州構

造投資基金（ESIF）」に属する基金であ

る。経済的および社会的格差を減らし、

持続可能な開発を促進するために、CFは

住民１人あたりの国民総所得（GNI）が

EU 平均の90％未満である加盟国を対象

としている（18）。各メンバーに対する固有

の投資とインフラのニーズに応じて、CF

は以下のような支援を可能とする。

▶�環境上の利益をもたらす持続可能な開

発とエネルギーに関連する分野を含

む、環境への投資（19）。

▶�輸送インフラストラクチャーの分野に

おけるヨーロッパ横断輸送ネットワー

ク（TEN-T）（20）

（２） 資金提供の対象となる観光関連事業

の種類

　CF による資金提供の対象となる観光

関連事業としては、各加盟国のニーズに

依存することになっている（21）。

事例４） 鉄道軸アテネ ― ソフィア ― ブ
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ダペスト ― ウィーン ― プラ

ハ ― ニュルンベルク／ドレス

デン計画（22）

　本プロジェクトには、主要な鉄道軸を

介してEU東部加盟国を結ぶ目的がある。

この路線が完成すると、域内をカバーす

る鉄道ネットワーク間の接続が大きく改

善される。この路線は、南東ヨーロッパ

（およびギリシャ）からEUの中心部への

唯一の鉄道アクセスとなり、この地域の

市民や観光客の移動、そして物流が格段

に向上する。一部のセクション（ドイツ、

チェコ共和国、ハンガリー、ギリシャ）

は既に完了しており、残りのセクション

の工事は2013年以降に開始される。

4－4　欧州社会基金（European Social 

Fund）（略称：ESF）

（１）ESF の概要

　欧州社会基金（ESF）は、５つの「欧

州構造投資基金（ESIF）」の１つである。

ESF は特に EU における雇用と（労働者

の）移動性、および専門的資格のレベル

を向上させることを目的としている。

（２） 資金提供の対象となる観光関連事業

の種類

　対象となる事業は、加盟国が作成した

「運用プログラム」に記載されている。彼

らの選択に応じて、ESF からの資金は、

とりわけ、以下のために使用される。

▶ 企業が、リストラや有能な労働者の不

足に対処する必要がある場合、労働者

の教育訓練を実施し、事業の改善・発

展を促す。

▶ 就労困難な人々や身障者グループのト

レーニングを行い、より高度なスキル

の取得と就業に結びつける。

▶ 相互学習のサポート、ネットワークの

確立、社会革新の領域での優れた実践

と方法論の普及および促進

　ほとんどの事業は地域的または国内的

であるが、運用プログラムで定義されて

いるアプローチに応じて、ESFは国境を

越えた地域間協力もサポート可能となっ

ている。

（３）申請について

　加盟国 は、ESF 資金提供の機会の広

報、特定の情報の提供、適格なプロジェ

クトの選択を含むESF運用プログラムを

管理している。したがって、関心のある

団体は、ESFの「あなたの国でのサポー

ト」ページから、その国または地域のESF

管理当局に連絡する必要がある。

事例５） スロベニアの首都を観光客に紹

介する「もう一つの方法」を開

発する

　スロベニアのボスニア文化協会は、「も

う一つのリュブリャナ」プロジェクトに

ESFから資金助成を受けた。それは、ス

ロベニアの首都リュブリャナの観光商品

に「もう一つの名所」を含めることであ

った。その意図は、リュブリャナへの観

光客に、伝統的なスロベニアの文化とド

イツ、イタリア、ユダヤ人のコミュニテ

ィなどの移民文化、さらに、旧ユーゴス

ラビアにおける他の地域から来た少数民

族の文化を組み合わせた「多文化の道」

を提供することである。本プロジェクト

は、若者への職業訓練を通じて、若年層

の失業を減らすことも目的としている。

具体的には、同協会では観光客や地域住

民に対してこの街の豊かな歴史・建築物・

伝統料理などを紹介するビデオを制作し

ているが、その制作技能なども若年の未

経験者に指導している。

4－5　農村開発のための欧州農業基金

（European Agriculture Fund for Rural 

Development）（略称：EAFRD）

（１）EAFRD の概要

　「農村開発のための欧州農業基金」

（EAFRD）は、とりわけ域内の農村地域

における経済発展を促進することを目的

としている。農村開発のための資金は、

加盟国によって任命された管理当局によ

って割り当てられており、各加盟国の

ニーズと選択に応じて以下のような支援

がなされる。

▶ 農業従事者の非農業活動への多様化

▶ 農村地域における非農業、および持続

可能かつ責任ある観光事業に取り組む

中小企業の育成

▶ 村落および農村景観における文化遺産

と自然遺産の修復／再生

（２）  資金提供の対象となる観光関連行動

の種類

　対象となる活動は、加盟国が作成した

国および地域の「農村開発プログラム」

（RDP）に記載されている。選択に応じ

て、これらの RDP は以下のような活動

に資金提供をする可能性がある。

▶�職業訓練や技能習得に関する活動（例

えば地域の観光開発方法についての

コース、ワークショップ、コーチング

など）、実演活動、広報活動など

▶�農業者、森林所有者、その他の土地管

理者、および農村地域の中小企業が業

績を改善するための支援コンサルティ

ング

▶�事業立ち上げ支援、および農村地域に

おける非農業活動（農村の宿泊施設、

ショップ、レストラン、ガイド付きツ

アーなど）への投資

▶�地方自治体や村落地域における開発計

画の作成と更新

▶�レクリエーションインフラ、観光情報、

小規模観光インフラにおける公共利用

のための投資

▶�村落、農村景観、自然価値の高い場所

の文化・自然遺産の維持、修復、およ

び再生に関連する研究と投資、ならび

に関連する社会経済的側面を含む、環

境意識向上のための活動

▶�少なくとも２者／２つの事業体が関与

する協力（クラスターおよびネット

ワークの創造、共同作業プロセスの組

織化、施設と資源の共有における小規

模事業者間の協力、および農村観光に

関連する観光サービスの開発および／

またはマーケティングなど）

　また、この基金への助成申請は、農村

地域で活動する人物または法人（農業者、

林業事業者、農村地域で活動する中小企

業など）、および「地域活動グループ」

（LEADER- CLLD）（23）が可能となる。

【LEADER と CLLD】（24）

　LEADER事業は、EUにおいて20年間
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使用されてきた地方開発手法であり、地

域における関係者を農村地域開発のため

の戦略立案と実施、意思決定、および資

源配分に従事させている。これは、約2800

のローカルアクショングループ（LAG）

によって実施され、EUの農村人口の61％

をカバーし、特定の地域の公共、民間、

市民社会の利害関係者を取りまとめてい

る（2018年末の状況 -EU-28）。

　農村開発の文脈では、LEADERは、EU

農 村 開 発 の た め の 欧 州 農 業 基 金

（EAFRD）から共同出資された、各 EU

加盟国の国家および地域の農村開発プロ

グラム（RDP）に基づいて実施されてい

る。2014年から2020年のプログラミング

期間では、LEADER事業は、コミュニテ

ィ主導の地域開発（CLLD）という広い

概念の下で、欧州海事漁業基金（EMFF）、

欧州地域開発基金（ERDF）そして欧州

社会基金（ESF）の３つの EU 基金に追

加、拡張された。

事例６）“At the Saddler” ― ブルガリア

　ブルガリア山脈の中央部に位置するロ

ヴェチ州は、美しい風景と手工芸品の生

産において優れた伝統がある。革、特に

馬具製品の製造を専門とする Hristo 

Hristov は、アプリルツィにゲストハウ

スを建設し、馬具工芸製品の作業場とし

て使用する建物を改修することを決定し

た。小 さ な ゲ ス ト ハ ウ ス「At the 

Saddler」は最大４名まで宿泊できる。作

業場は工芸品の展示に使用され、製品が

どのように作られるかを実演し、観光客

に体験の機会を与えている。乗馬ツアー

と合わせて、これらの活動は生産と販売

の増加につながるだけでなく、地元の伝

統文化保存を促進するために多大な効果

があると期待されている。（EU の拠出

金：１万5144ユーロ（2013－2014年）、EU

の資金レベル：30％）

4－6　欧 州 沿 海 漁 業 基 金（European 

Maritime and Fisheries Fund）（以下、

EMFF）

（１）EMFF の概要

　欧州沿海漁業基金は、沿岸部と内陸部

における漁業と養殖に関わる雇用と地域

の結束を高めることを目的としている。

具体的には、以下の２点が挙げられる。

▶ 経済成長の促進、社会的包摂、雇用創

出、労働支援、これらのコミュニティ

に属する人々の移動性

▶漁業から他領域への活動拡大

　各加盟国・地域において EAFRD 運用

プログラムの委任の実施を担当する管理

当局は、各地方の漁業ローカル・アクシ

ョン・グループ（LAG）に対していくつ

かの役割を委任する。漁師と地元の官民

利害関係者は、地域開発戦略を策定する。

漁業 LAG は、特定のプロジェクトを通

して、地域戦略を実行に移すための技術

的、財務的なサポートを念頭に予算を管

理する。また地方戦略としては、文化的

養殖、沿岸部に存在する文化遺産に関し

て、予算計上を可能としている。観光関

連のプロジェクトも含まれ、例えば、エ

コツーリズム、川釣り観光、海釣り観

光（25）、地元のガストロノミー（魚介レス

トラン）、沿岸地域の宿泊、ダイビング関

連の施設である。

（２） 資金提供の対象となる観光関連事業

の種類

　EAFRD は次のような事業を支援す

る。

▶ 漁業・養殖に関わる研究

▶ テスト・プロジェクトおよび協力プロ

ジェクトを含むプロジェクト

▶ 会議、セミナー、フォーラム、ワーク

ショップの開催

▶�情報公開、とりわけ優良事業に関する

情報公開、意識向上キャンペーン、お

よび関連する広報キャンペーン、イベ

ントなどのコミュニケーションと普及

活動、ウェブサイト、利害関係者プラ

ットフォームの開発と維持

▶�専門的なトレーニング、生涯学習、お

よび漁業分野の専門家やその家族が観

光事業に参入し、観光事業において補

足的な活動をなすため、新たな専門的

スキルの習得支援を行う。

　尚、本基金への助成申請は、沿岸およ

び内陸のコミュニティにおけるすべての

法人と個人が可能となっている。

（３）申請について

　申請者居住地区の管轄行政機関、また

は居住地の漁業 LAG が窓口となる。

事例７） 漁村アンノ1906（ブレーメン ―

ドイツ）

　本プロジェクトの目的は、ブレーマー

ハーフェンの荒廃した区域と産業的な港

湾地域の魅力を高めることである。港に

拠点を置く魚卸売業者と地元の漁業活動

グループが協力の上、港の入り口近くに、

1906年から続く伝統的な漁師小屋を基礎

とした11軒のかやぶき屋根の建物からな

る素朴な漁村を設立した。そこは今や「魚

類」に焦点を絞った「海洋アトラクショ

ン・ワールド」として、レストランと商

業施設（衣服や魚を販売）および観光施

設が整備されている。現存する最古の「魚

包装工場 IV」（1906年設立）も見事に修

復再生されている。そこでは貿易会社や

グルメレストランを含む15の店舗が営業

中である。（EUの拠出額：15.8万ユーロ、

EU の資金レベル：40％）

５．考察と結論

　今回、以上の文献調査により、EU に

よる域内観光セクターへの公的支援基金

に関して、次のようなことが明らかとな

った。

　第一に、当該基金としては「戦略的投

資のための欧州基金」（EFSI）と「欧州

構造投資基金」（ESIF）が存在し、そし

てさらに、後者の ESIF は以下の５つの

基金より構成されていることである。す

なわち「欧州地域開発基金」（ERDF）、

「結 束 基 金」（CF）、「欧 州 社 会 基 金」

（ESF）、「農村開発のための欧州農業基

金」（EAFRD）、「欧 州 沿 海 漁 業 基 金」

（EMFF）である。そしてこれらの基金

は、観光セクター専用の基金ではないも

のの、各々直接あるいは間接的に観光事

業との関わりをもち、横断的な資金支援

を実施している。

　第二に、公的機関のみならず、中小規

模の民間観光事業者、さらには域内一般

市民に至るまでも、公的資金支援が用意
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されているということである。一方、こ

れらすべての基金は事業費の総額ではな

く、あくまでその「一部」を助成すると

いう原則である。これは当該観光事業者

の自律的能力の構築と内発的発展の促進

という観点から、適切な枠組みであろう

と考えられる。また、これらの支援が加

盟国間および地域間の境界を越えた連携

協力を強く重視している点は明確であ

る。

　第三には、チルクムヴェスヴィアーナ

鉄道やギリシャの LNG 燃料補給船建造

の資金支援事例などにも示されている通

り、EU 域内の運輸・交通のインフラ整

備においては、輸送の利便性だけではな

く、エネルギー効率や温室効果ガス削減

をはじめとした環境への負荷軽減が、重

要なテーマとなっている点である。

　第四に、オーストリア・クリムル滝の

ヘルスツーリズム事例からは、ハード面

の施設整備ではなく、観光地発展のため

の研究や技術開発に対しても助成がなさ

れていることが判明した。すなわち、EU

が観光地の地域性や歴史的文脈を正確に

把握する努力を惜しまないという事実

も、新たな知見となった。加えて、スロ

ベニアにおける「もう一つのリュブリャ

ナ」プロジェクトからは、広義の観光事

業者への「教育・スキル訓練」を重要視

する EU の視点が垣間見えた。

　最後に、ブルガリア・ロヴェチ州にお

けるゲストハウス、そしてドイツ・ブレー

メンの漁村アンノ1906の事例からは、域

内の条件不利地域においては、中小規模

の民間観光事業者であっても、地域経済

の牽引力となる可能性を秘めた事業に

は、EU は積極的に資金支援を行うとい

う実例も明らかとなった。

　以上、本研究において EU による域内

地域の観光振興に関わる資金支援制度

（基金）の大枠を把握することができた。

今後の研究においては「戦略的投資のた

めの欧州基金」（EFSI）が比較的大規模

観光事業を対象とするため、本研究グ

ループには適切な規模の「欧州構造投資

基金」（ESIF）による支援事業に焦点を

当てる予定である。そして、本年度は

Covid-19の世界的感染拡大により、計画

していた欧州域内の現地調査が困難とな

り課題が残った。次年度以降は、現地に

て支援事例の調査を実施し、本研究のさ

らなる深化を図りたい。
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補注

（１） 日本政府観光局（JNTO）公式サイト

内「統計・データ」のページに掲載さ

れているランキングを指す。（https://

www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_

statistics.html）
（２） 2020年７月に開始されたGo To Travel

キャンペーンなどは、確かに観光事業

者を直接支援するものであるが、本件

で意味するのは、定期的な支援として

制度化されているものである。
（３） 野村（2016）は、「スマート・スペシャ

ライゼーション」を以下のように説明

している。「EUでは、わが国とも共通

する従来のクラスター政策等の反省を

踏まえ、スマート・スペシャリゼーシ

ョン（Smart Specialisation）と呼ぶ概

念を地域イノベーション戦略に導入し

ている。すなわち、限られた資金をイ

ノベーション誘発に有効に利用するた

めに、これまでの中央政府トップダウ

ンによる画一的・均一的な政策を改め、

国・地域のステークホルダーの参画の

もと、将来の発展の可能性を持つと考

えられる領域をエビデンス・ベースで

抽出・特定し、重点的に資源を投下し

ようというものである」。
（４） 外務省公式ウェブサイト、「欧州連合

（EU）概況」（2020年６月10日更新済）、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/

eu/data.html、閲覧日：2020年７月25

日。
（５） EU 域内 GDP と予算額については、

データの年度に１年のずれが生じてい

るが、これらは上記の通り、2020年７

月25日アクセス時点での外務省公式ウ

ェブサイトに公表されていたデータに

よるものである。
（６） Syndicate European Trade Union 

（2013） European Structural & 

Investment Funds 2014- 2020 Trade 

Union Guide, p.11の Figure 1より。
（７） EFSIは欧州への投資計画（ジャンカー

プラン）における３本の柱の１つであ

る。欧州周辺の戦略的プロジェクトへ

の投資を復活させ、資金が実体経済に

確実に届くことを目的としている。
（８） EIB（欧州投資銀行）公式ウェブサイ

ト内「EFSI project list」上のプロジェ

クト例から閲覧し、引用した。（https://

www.eib.org/en/projects/pipelines/

all/20190492）　閲覧日：2020年７月26

日。
（９） Public GAS Corporation of Greece 

SA.を意味するギリシャ語の略語。「公

共」とは訳しているが、実際は官民共

同の企業である。
（10） EIB（欧州投資銀行）公式ウェブサイ

ト内「EFSI project list」上のプロジェ

クト例から閲覧し、引用した。（https://

www.eib.org/en/projects/pipelines/

all/20190313）　閲覧日：2020年７月26

日。
（11） ESIF に属する５つの基金は、欧州地

域開発基金、欧州社会基金、結束基金、

農村開発のための欧州農業基金、欧州

海事漁業基金である。
（12） EU の経済成長・雇用に関するリスボ

ン戦略の終了に伴い、2010年の欧州理

事会（EU首脳会議）で合意されたEU

の新しい中期成長戦略を指す。
（13） 国境を越えた協力の主な目的は、行政、

法律、物理的な障壁として国境の悪影

響を軽減し、広域的な問題に取り組み、

未開拓地の可能性を最大限に引き出す

ことである。EU の内部境界（たとえ

ば、ブルガリアとルーマニアの国境を

越えた地域）に沿ったプログラム、ま

たは EU の外部境界（候補国と潜在的
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な候補国、「加盟前支援のための調査」

と共同出資）、またはパートナー国との

共同プログラム ―「ヨーロッパ隣国掛

金」 ― によって資金を提供する。
（14） バ ル ト 海 地 域 の た め の EU 戦 略

（EUSBSR）、ドナウ地域のための EU

戦略（EUSDR）、アドリア海およびイ

オ ニ ア 地 域 の た め の EU 戦 略

（EUSAIR）を参照。高山地域のための

EU 戦略の採択は2015年に予定。
（15） 外部リンクの強化、国境を越えた協力

による専門知識と重要なマス／ナレッ

ジの追加など。
（16） 評価者は、徹底的に調査された市場戦

略によるものではなく、実証済みの市

場の需要／可能性に対処し、他の支援

事業（包括的な中小事業者サポート、

サービス革新、設備のアップグレード

など）の側面がない観光キャンペーン

について、厳しく批判している。その

ようなキャンペーンは、多くの場合、

消費者のニーズよりも、目的地が望む

ものにより焦点を当てている。その類

の観光キャンペーンはEFDRの資金を

得る可能性は低い。
（17） 施設・設備への資金提供要求は、それ

が明確に地域戦略の一部であり、財務

の自立発展性を達成するという野心の

あるところに、成功する可能性が高く

なる。一方、一部の観光事業や文化関

連のプロジェクトは、社会経済に大き

な影響を与えることができなかった。

というのも、それらの事業は、大規模

な文化施設やスポーツ施設、観光イン

フラ、そして単発の文化イベントにの

み関わりがちで、小規模な文化・観光

施設（地元の美術館、歴史的建造物の

改修など）が、起業家戦略や包括的な

支援事業に組み込まれていなかったか

らである。（監査役裁判所特別報告書

No.6/2011 ― ERDF「協調融資観光プ

ロジェクトは効果的であったか？」）
（18） 2014～2020年の対象加盟国は、ブルガ

リア、クロアチア、キプロス、チェコ

共和国、エストニア、ギリシャ、ハン

ガリー、ラトビア、リトアニア、マル

タ、ポーランド、ポルトガル、ルーマ

ニア、スロバキア、スロベニアの15か

国である。
（19） これには、気候変動への適応、リスク

の予防と管理の促進が含まれる。他に

も、環境の保全と保護、資源効率と再

生可能エネルギーの使用促進などが挙

げられる。
（20） 高速鉄道、トンネル、港湾などの運輸・

交通インフラへの資金助成に関する申

請方法等は、本ガイドブックには記載

されていない。このようなインフラは、

多くの場合、観光事業者に利益をもた

らすが、あくまで観光事業者によって

開発されたものではないからである。
（21） たとえば、マルタにおける2014～2020

年の「成長と雇用の目標への投資に基

づく運用プログラム」は、欧州地域開

発基金と結束基金が共同出資し、優先

事項の中からマルタの自然および文化

遺産の保護と促進を、重要な観光政策

（観光資源創出計画）として挙げてい

る。具体的には、e ツーリズムサービ

スを増やすためのICT製品およびサー

ビスの開発と、マルタのニッチな文化

観光セクターの発展に貢献する文化的

ハブ組織の創設を目指している。
（22） European Commission公式ウェブサイ

ト、 TEN-T > TEN-T Projects > 

Projects by priority project > Priority 

Project 22, Priority Project 22, 

Railway axis Athina-Sofia-Budapest-

Wien-Praha-Nürnberg/Dresden よ り

引用。
　　 https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/

ten-t-projects/projects-by-priority-

project/priority-project-22　閲覧日：

2020年７月31日。
（23） 以前のプログラムでは、ESIF のいく

つかの基金が LEADER Community 

Initiativesに割り当てられていた。ちなみ

に “LEADER” とは、フランス語Liaison 

Entre Actions de Développement de 

l̓ Économie Rurale の頭文字からなって

おり、すなわち「農村経済と開発アク

ション間の繋がり」を意味している。

農村開発にむけた「LEADER事業」に

は、地域固有の諸問題に対処するため

に、地域のパートナーシップによって

設計および実行された個々のプロジェ

クトが含まれていた。LEADER 事業

は、EAFRD 当局によって加盟国の中

から選ばれた「地域活動グループ」

（LAGs）を通じて機能し、地域開発戦

略の円滑な実施が求められていた。

LAG はさまざまな社会経済セクター

の代表者を含む地方の公的および民間

のパートナーで構成されており、地域

のプロジェクトに助成金を拠出してい

た。2014～2020年のマルチファンドに

おいては、LEADER 事業は、新設の

「コ ミ ュ ニ テ ィ 主 導 の 地 域 開 発」

（CLLD）事業に引き継がれた。この

CLLDは、「欧州地域開発基金」、「欧州

社会基金」、および「欧州沿海漁業基

金」の下で使用可能である。
（24） European Commission, European 

Network for Rural Development 

Official Website, LEADER/CLLD, 

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_

en，閲覧日：2020年７月15日。
（25） 例としては、観光を含む商業漁業以外

の活動を目的とした漁船再整備、すな

わち船舶での漁業活動を恒久的に停止

し、船舶を陸上に引上げて再生し「遺

産機能」も持たせるというような事業

も含んでいる。
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