
2021 年度 第１期 

美作
みまさか

国
のくに

観光連盟バスツアー補助金概要 
 

【美作国管内とは】 

  津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、 

久米南町、美咲町 以上 10市町村 

 

【実施期間】 

  第１期 令和３年４月１日 ～ 令和３年９月 30日 

 

【補助金額】 

区 分 出発地 補助金額 

宿泊ツアー 
岡山県 20,000円 

岡山県以外 30,000円 

日帰りツアー 

岡山県、兵庫県、鳥取県、広島県、香川県、

島根県出雲地区以東 
10,000円 

上記以外 15,000円 

 ※ ただし、上記実施期間内に催行されるものに限る。 

 ※ 交付申請額が各期予算額に達した時点で補助金募集終了とする。 

 ※ 他地域宿泊でも、日帰り要件を満たせば対象となる。 

 

【要件】 

  宿泊ツアー、日帰りツアー共に、下記①～⑧の要件を満たすこと。 

 

 ① バス１台あたり参加人数が 15 名以上（「指定観光施設等利用証明書」又は「宿泊証明

書」による。添乗員等は除く）で、各期１事業者（支店）10 台までとする。 

 ② ツアー参加者が特定の政治、宗教活動を目的とした団体でないこと。 

 ③ 旅行業法（昭和 27年法律第 239号）に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者で、かつ

日本国内の事業所であること。 

 ④ 他の自治体から補助金、助成金等を交付されたツアーであっても、条件を満たすもの

であれば交付対象とする。 

 ⑤ 美作国管内の指定観光施設店、飲食店、イベント等（以下指定観光施設等）を利用し、

「指定観光施設等利用証明書」を発行してもらうこと。 

 ⑥ 宿泊ツアーは、美作国管内の宿泊施設に宿泊し、「宿泊証明書」を発行してもらうこと。 



 ⑦ 日帰りツアーは、指定観光施設等の１か所は有料施設（団体としての支払／昼食箇所

含）であること。 

 ⑧ 宿泊・日帰りツアー共、２市町村以上の指定観光施設等を利用すること。 

  ※ ⑤⑥⑦⑧の詳細要件等は下記参照 

 

【申請方法】 

  原則、ツアー催行 30 日前までに、「補助金交付申請書（様式第１号）」を提出

いただき、内容について審査を行います。申請内容が適当と認められた場合

「補助金交付決定通知書（様式第２号）」が発行されます。ツアー終了後 30日以

内に「実績報告書（様式第４号）」、「宿泊証明書（様式第５号）」、「指定観光施設等

利用証明書（様式第６号）」等を提出していただき、審査が終了すると、要件を

満たした催行のバス台数分の補助金を交付します。 

 「美作国観光連盟バスツアー補助金・申請から精算までの流れ」参照 

 

※ 様式は、美作国観光連盟 HP「美観連バスツアー補助金様式集」からダウンロード 

 

（ご案内） 

 ・交付申請につきましては、メールにてお受けいたします。 

 ・申請書、行程表（PDF）を添付し送付してください。決定通知書もメールで

返送いたします。 

 ・請求（ツアー終了後）は、原本送付でお願いします。 

 

 

 

【お問い合わせ先】【メール／書類 送付先】 

 

 〒707-8501 岡山県美作市栄町 38-2（美作市商工観光課内） 

  美作国観光連盟 事務局 （8:30～17:15 土日祝を除く） 

  TEL:0868-72-6693 ／ FAX：0868-72-8094 

  E-Mail：bus@mimasakanokunikankou.jp 

   

 

 

 



【詳細要件等】 

 

① 宿泊ツアー 指定観光施設等２か所以上の証明書＋宿泊証明書 

  ２市町村以上の指定観光施設等と宿泊施設を利用すること。 

  ※ 指定観光施設等が全て同一市町村でも、宿泊施設が別市町村の場合は要件を満たします。 

 

 

② 日帰りツアー 指定観光施設等２ヵ所以上の証明書 

  ２市町村以上の指定観光施設等を利用すること。 

※ 最低１か所は有料施設とすることが必要です。 

  ※ 他の地域に宿泊する場合でも、上記要件を満たせば日帰りツアーとして対象になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021年度 第１期 市町村 指定観光施設等 

 

 ◇ 宿泊施設での昼食は指定観光施設等に含みます。 

 ◇ （イ）はイベントです。 

 ◇ 記載されていない施設等でも指定観光施設として認められる場合もあり

ますので、お問い合わせください。 

 

１．津山市 

 指定観光施設等 備 考 

１  津山城（鶴山公園） 
【証明書発行】 

津山観光センター 

２  津山まなびの鉄道館  

３  つやま自然のふしぎ館  

４  津山洋学資料館  

５  道の駅 久米の里  

６  梅の里公園  

７  衆楽園（津山観光センターに立寄り、申告し、証明をもらってください。） 
【証明書発行】 

津山観光センター 

８  津山観光センター  

９  城東観光案内所 和蘭堂  

10  まほらファーム  

11  多胡本家酒造場  

12  津山市地産地消センター「サンヒルズ」  

13  グリーンヒルズ津山グラスハウス  

14  勝北マルシェ「ほほえみ彩菜」  

15  もえぎの里 あば温泉  

16  黒木キャンプ場  

17 奥津川ラビンの里  

18  阿波森林公園キャンプ場  

19  PORT ART＆DESIGN TSUYAMA  

20  弥生の里文化財センター  

21  郷土博物館  

22  津山まつり(津山観光センターに立寄り、申告し証明をもらってください。) 
【証明書発行】 

津山観光センター 

23  城西浪漫館  

 



（津山市の続き） 

 指定観光施設等 備 考 

24 津山城下町歴史館（城西浪漫館に立寄り、申告し証明をもらってください。） 
【証明書発行】 

城西浪漫館 

25  作州民芸館  

26  めぐみ荘（百々温泉）  

 

 

２．真庭市 

 地区 指定観光施設等 備 考 

１ 

落合 

北房 

北房なかつい陣屋  

２ 備中鍾乳穴  

３ 北房ほたる庵（食事）  

４ （イ）北房ぶり市 2月第１日曜日 

【証明書発行】 
真庭観光局 

0867-45-7111 で 
確認ください。 

５ 道の駅 醍醐の里  

６ コスモスの里 特産品ふれあいセンター  

７ 普門寺  

８ 

勝山 

久世 

美甘 

旧遷喬尋常小学校  

９ なつかしの学校給食  

10 （イ）勝山喧嘩だんじり 10月 19～20日 【証明書発行】 
真庭観光局 

0867-45-7111 で 
確認ください。 

11 （イ）久世喧嘩だんじり 10月 25～26日 

12 三浦邸  

13 勝山郷土資料館  

14 勝山武家屋敷館  

15 神庭の滝 自然公園  

16 御前酒蔵元辻本店  

17 西蔵（食事）  

18 宮文（食事）  

19 郷宿（食事）  

20 田吾作（食事）  

21 （イ）クラフト市 日程未定 
【証明書発行】 
真庭観光局 

0867-45-7111 で 
確認ください。 

22 勝山のお雛まつり ３月上旬 

23 クリエイト菅谷  



（真庭市の続き） 

 

 

３．美作市 

 地区 指定観光施設等 備 考 

24 

湯原 

湯原温泉民俗資料館  

25 湯本温泉館  

26 下湯原温泉・露天風呂  

27 はんざきセンター  

28 

蒜山 

津黒高原キャンプ場  

29 津黒高原スキー場  

30 自然牧場公園  

31 蒜山高原温泉・快湯館  

32 蒜山ハーブガーデンハービル  

33 ひるぜんベアバレースキー場  

34 三木ヶ原ふるさと特産館・ウッドパオ  

35 そばの館  

36 郷原漆器の館  

37 ひるぜんワイナリー  

38 蒜山郷土博物館  

39 真庭市八束ふれあい特産館  

40 道の駅 風の家  

41 道の駅 蒜山高原  

42 ヒルゼン高原センタージョイフルパーク  

43 ひるぜんジャージーランド  

44 蒜山ホースパーク  

45 (イ) ひるぜん雪恋まつり ２月第１土・日曜  

46 休暇村 蒜山高原  

47 
ひるぜんキッズスノーパーク 

（休暇村 蒜山高原） 
 

48 全域 バイオマスツアー真庭  

 地区 指定観光施設等 備 考 

１ 

勝田 

木地師の館  

２ トム・ソーヤ冒険村  

３ 右手養魚センター  



（美作市の続き） 

 

 地区 指定観光施設等 備 考 

４ 

東粟倉 

愛の村パーク  

５ 東粟倉工房 こぶし庵  

６ 日名倉養魚場  

７ ベルピール自然公園  

８ 農家民宿 福屋  

９ 
大原 

なかしま農園（スウィートコーン狩り）  

10 古町町並保存地区 
田中酒造場ショッ
プ立寄り条件 

11 

美作 

(湯郷) 

現代玩具博物館・オルゴール夢館  

12 あの日のおもちゃ館 昭和館  

13 てつどう模型館＆レトロおもちゃ館  

14 湯郷鷺温泉館  

15 湯郷グラウンドゴルフ場  

16 東内ファーム  

17 小林芳香園  

18 美作しいたけ園  

19 道の駅 彩菜茶屋  

20 西の屋 美作店  

21 湯郷温泉旅館協同組合加盟宿  

22 
（イ）美作ラグビー・サッカー場 

   岡山湯郷 Belleホームゲーム 
 

23 

作東 

作東美術館  

24 大聖寺  

25 能登香の里小房  

26 さくとう山の学校  

27 作東バレンタインホテル  

29 

英田 

美作農園  

30 岡山国際サーキット  

31 河会山野草群生地 開園期間のみ 

32 西の屋 湯郷店  

33 満開アゼリア館  

34 大芦高原温泉 雲海  

35 大芦高原グラウンドゴルフ場  



４．新庄村 

 指定観光施設等 備 考 

１ 道の駅 がいせん桜 新庄宿  

２  森林セラピープログラム 【証明書発行】 

新庄村産業建設課 

0867-56-2628 

で確認ください。 

３  毛無山登山 

４  脇本陣木代邸 

 

 

５．鏡野町 

 指定観光施設等 備 考 

１ 恩原高原スキー場  

２  恩原高原オートキャンプ場  

３  うたたねの里 いっぷく亭  

４  妖精の森 ガラス美術館  

５  クアガーデンこのか  

６  国民宿舎いつき お食事処「山法師」 
団体食事のみ 

証明可能 

７  道の駅 奥津温泉  

８  奥津温泉 花美人の里  

９  里山レストラン Aelu  

10  里山カフェ OKUnoMA  

11  大釣温泉 
団体食事のみ 

証明可能 

12  星の里キャンプビレッジ  

13  奥津渓プレミアムウォーク  

14  岩井滝フォトトレッキング  

15  岡山県立森林公園フォトトレッキング  

16  苫田ダム見学ツアー  

17  奥津湖ノルディックウォーク  

18  岩井滝スノーシューハイク  

19  みずの郷 奥津湖  

20  鏡野町物産館 夢広場  

21  山田養蜂場みつばち農園  

22  山田養蜂場お菓子工房ぶんぶんファクトリー  

23  山田養蜂場第一工場見学 
みつばち農園・お

菓子工房どちらか

の立寄りが条件 



（鏡野町の続き） 

 指定観光施設等 備 考 

24 のとろ温泉 天空の湯  

25  のとろ館（食事）  

26  のとろ原キャンプ場  

27  かがみの近代美術館  

28  総合研修施設 とみ山荘（四川料理 天府苑）  

 

 

６．勝央町 

 指定観光施設等 備 考 

１ おかやまファーマーズ・マーケットノースヴィレッジ  

２  勝央サービスエリア 上り線  

３  勝央サービスエリア 下り線  

４  勝央美術文学館  

 

 

７．奈義町 

 指定観光施設等 備 考 

１ 奈義町現代美術館  

２  なぎビカリアミュージアム  

３  なぎ高原山彩村  

４  那岐山麓山の駅  

５  焼肉『蓮玉』  

６  那岐山登山・那岐山麓遊歩道トレッキング 【証明書発行】 

奈義町観光案内所 

0868-36-7311 

７  国の天然記念物 菩提寺大イチョウ 

８  奈義町総合運動公園 グラウンド・ゴルフ場 

 

 

８．西粟倉村 

 指定観光施設等 備 考 

１ 道の駅 あわくらんど  

２  あわくら旬の里  

３  湯～とぴあ黄金泉  

 



９．久米南町 

 指定観光施設等 備 考 

１ 道の駅 くめなん  

２  誕生寺  

３  治部邸  

 

 

10．美咲町 

 指定観光施設等 備 考 

１ 食堂 かめっち。  

２  柵原鉱山資料館  

３  レストラン まきばの館 
団体食事のみ証明可能 

立寄り観光は証明不可 

４  棚田のそば屋 紅そば亭  

５  棚田のあげ家 やまっこ  

６  中央かめっち グラウンド・ゴルフ場  

７  三休公園（美咲町役場旭総合支所産業建設課） 
【証明書発行】 

公園内 民話館 

８  北和気郷土資料館（百々人形作り）  

９  アグリモモ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


