福井県大野市

滞在型企画旅行

助成事業

事後申請で

バス
1 台につき

3 万円 助成します！

最大

旅行会社向け

市内での食事や宿泊、郊外での体験を伴う観光バスツアーに対し、
ツアー費用を最大 3 万円助成する事業です。
対象

下記のいずれかの要件に該当し、
15 名以上が参加する貸し切りバスによる企画旅行を主催した旅行会社

要件

①市内飲食施設で 1人あたり単価1,000 円以上の食事をとるもの
②市内宿泊施設での宿泊を伴うもの
③市内で有料の体験活動を伴うもの（例：農業体 験 など）

詳細、
様式のDL はこちらから

※ 1 旅行会社につき年間 15 万円が上限となります。
利用方法

該当の旅行終了後、規定の様式に必要事項をご記入頂き
郵送ください。

その他の観光助成は、

裏 面 でご確認ください。

福井県大野市

観光関係の補助・助成一覧
旅行会社向け
城下町をお得に味わうなら

食べ歩き見て歩きマップ

市内の飲食店や土産物店で使える引換券がついたマップです。
個人旅行のプラン造成にご利用の際、かかる費用を当市で負担します。
対象

個人向けの企画旅行をご計画した旅行業者様

内容

食べ歩き見て歩きマップ（1000 円相当）を無料で進呈いたします。

団体向け 教育旅行
化石発掘
バスツアーへは

大野市和泉地区内で化石発掘体験等の体験活動を行う団体に対して
貸切バス借り上げ料を補助します。
対象

小学生以上の方が 10 人以上参加するグループで、貸し切りバスを利用して
化石発掘体験を行う団体

要件

①化石発掘体験を実施すること
②化石発掘のほかに、和泉地区内の対象施設で体験あるいは見学等を
１施設以上実施すること

内容

参加人数が 10 〜 19 人の場合 日帰り：15,000 円、宿泊：30,000 円
参加人数が 20 人以上の場合
日帰り：20,000 円、宿泊：40,000 円
ただし、バス借り上げ料が助成額に満たない場合は借り上げ料を上限とする。
上限は 1 団体あたり 120,000 円となります。

規定の様式で申請ください。1 件につき、1 人 1 枚までとなります。

利用方法

JR 越美北線をご利用の方へ無料プレゼント中！
JR 越前大野駅また九頭竜湖駅で配布される
引換券をお受け取りください。下記施設で
引換券をご提示いただくと、「食べ歩き見て
歩きマップ」と市内文化施設・市営バスが
終日利用可能な「パスポート」をセットで
もらえます。

利用方法

旅行実施前に所定の様式に必要事項をご記入の上、郵送ください。

平成 29 年 10 月オープンの新規施設！

引換場所

大野市化石発掘体験センター

大野市観光協会、輝センター、
城下町東広場、和泉ふれあい会館

旅行会社向け
団体での城下町散策へは

まちなか散策誘致事業

8 名以上の団体旅行で大野市のまちなかを巡る際、さまざまな特典が
受けられるサービスです。
申請書を提出した 8 名以上の団体旅行、ツアー

特典

①観光ボランティアガイド 1 名分を無料で派遣
②市内文化施設（越前大野城など）利用時に団体料金を適用
③観光バス駐車場の予約
旅行実施 1 週間前までに申請書を大野市観光協会まで FAXください。

利用方法

団体向け

スキー等体験活動推進事業助成金

対象

下記要件を満たすスキー等体験活動を含んだ教室、合宿

要件

①大野市内のスキー場を利用すること
②貸し切りバスを利用すること
③大野市内の宿泊施設で宿泊すること

内容

貸し切りバス 1 台につき、バス代の 2 分の 1 を助成します。
ただし、貸し切りバスの区分により上限額があります
・大型バス 25,000 円
・中型バス 20,000 円
・小型、マイクロバス 15,000 円

福井県大 野市和泉支所 住民振興課
〒912-0205

福井県大野市朝日16 -3 - 4

TEL：0779 -78 -2111 FAX：0779-78-2821
MAIL：i-jyumin@city.fukui-ono.lg.jp

団体向け 教育旅行
合宿で大野市に宿泊するなら

学生合宿誘致事業

対象

延べ 20 人泊以上の学生団体（高校生以上）

内容

・1 人 1 泊あたり 1,000 円の宿泊費を補助
・合宿期間中に地域交流や、対象の県内観光施設（有料）利用で
1 人 1 回 250 円（※1 泊につき 1 回の補助になります）
1 団体 30 万円が上限となります。

利用方法

合宿実施前に所定の様式に必要事項をご記入の上、郵送ください。

団体向け 教育旅行
遠足や
郊外学習のサポートなら

まちなか遠足誘致事業

大野市まちなかエリアでおこなわれる遠足を、計画から実施まで
サポートします。

該当の活動終了後、所定の様式に必要事項をご記入の上で郵送ください。
市内スキー場のご紹介

九頭竜スキー場

福井和泉スキー場

六呂師高原スキーパーク

IC 近くで駐車場無料！

初心者から上級者まで！

家族向けで緩やか安全♪

大野市角野１４-３
TEL : 0779-78-2651

大野市朝日前坂 27
TEL : 0779-78-2711

大野市南六呂師
TEL : 0779-78-1066

団体向け

大野市教育旅行バス補助金

市内で体験活動、宿泊を含んだ校外学習を実施する学校に対し、
バス借り上げ料の一部を補助します。
平成 30 年度新設！

対象

園児から高校生までの、遠足や郊外学習など屋外活動

特典

①市内店舗で利用できる特産品券を生徒さまにプレゼント！
遠足実施中にお使いいただける当日券 300 円分と、
遠足終了後ご利用いただけるお土産券 300 円分を進呈します。
②市内文化施設（越前大野城ほか）の施設入館料が無料
③観光ボランティアガイドを 1 名無料派遣
④レンタル自転車 1 台の無料貸し出し
⑤雨天時昼食会場やバス駐車場の手配
⑥手作り木工体験施設などとの連絡調整

利用方法

実施 2 週間前までに申請書のご提出をお願いします。
まずはお電話でご相談ください。事前の下見にも対応可能です。

お 問 合 せ

教育旅行

郊外学習の実施なら

その他

この補助に関するお問合せ

学生のサークル・ゼミ等の団体が、合宿等を目的に滞在した場合、
補助金あるいは補助金額相当の大野産米を補助します。

教育旅行

市内スキー場を利用したスキー等の雪に親しむ体験活動について、
貸切バスの借り上げ料を助成します。

利用方法

約 200 人が同時に体験可能！
体験に必要な用具はセンターで
用意するため、手ぶらで OK ！
TEL：0779-78-2070

URL：http://www.city.ono.fukui.jp/kanko/
kanko-joho/kanko̲oyakudati/kaseki-basu-hojo.html

対象

スキー教室を
実施するなら

化 石発掘体験等誘客促進補助

詳しくはお問い合わせください。

福井県大 野市商工観光振興課 観光振興室
〒912-8666 福井県大野市天神町 1- 1
TEL：0779- 66-1111 ㈹ FAX：0779-65-1424
MAIL：kanko@city.fukui-ono.co.jp
URL：http: //www.city.ono.fukui.jp/kanko/kanko-joho/kanko̲oyakudati/otoku.html
発行：平成 30 年 3 月

