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No. 都道府県 市区町村 実施主体 提案事業名

1
北海道 小樽市 うんがぷらす株式会社 ニシン漁で栄えた漁村文化と、小樽の酒造りと職人技を伝えるガイドツアー

による分散型観光の推進事業

2

北海道 根室市 地域産業を活用した根

室の観光振興を考える

実行委員会

真冬のJR花咲線『丸かじり号』で巡る「地酒」と「おばんざい」満喫旅＆大

自然と動物ウオッチングツーリズム事業～「浜の母ちゃん」のおもてなし！

地域産業振興を通して知るSDGｓ～

3 北海道 厚沢部町 厚沢部町 田舎天国～畑と森で過ごす厚沢部スローツーリズム　実証事業

4
北海道 寿都町 一般社団法人寿都観光

物産協会

aroundニセコ/寿の都　北の寺町での日本文化体験実証ツアー

5

北海道 赤井川村 一般社団法人　赤井川

村国際リゾート推進協

議会

「日本一美しい村」認定の赤井川村が冬のスキー依存からの脱却！ 農業と連

携した伝統「雪室」体験造成を通し、景観を守りながらファンを増やす実証

事業

6
北海道 礼文町 礼文島観光協会 北緯45°最北の島で人生の価値感再発見！「島(しま)っけーしょん」推進の

ための調査・整備事業

7
北海道 浦河町 一般社団法人浦河観光

協会

馬産地観光における課題解決実証事業

8
北海道 中札内村 十勝シティデザイン株

式会社

北海道とかち馬文化ツーリズム発足事業《地域の働く馬の歴史と文化を観光

資源に》

9
青森県 八戸市 一般社団法人東北観光

推進機構

青森県八戸市における「縄文人の食生活」にかかる歴史・文化コンテンツ造

成およびオンラインツアー実施事業

10
青森県 黒石市 あおもり創生パート

ナーズ株式会社

「りんご農家の暮らしぶり」と「～贈答用から加工用まで～農家愛しのりん

ご達の行く末」を学ぶ『アップルツーリズム商品』造成事業

11
岩手県 宮古市 宮古市 “エメラルドの海”を統一コンセプトにした　文化･歴史　ｘ　観光　ｘ　漁業

連携による宮古地域ブランド化事業

12
岩手県 釜石市 株式会社かまいし

DMC

「まちの建築デザイン」共有事業

13
宮城県 塩竈市 株式会社インアウトバ

ウンド仙台・松島

生産と消費を繋ぐ“URATO LOCALHOOD”：塩竈・浦戸諸島における

PHILANTOURISMプラットフォーム連携構築実証事業

14
宮城県 気仙沼市 一般社団法人気仙沼地

域戦略

日本屈指の港町職人達が織りなす「とびっきりの気仙沼」 冬の滞在型観光コ

ンテンツ磨き上げ事業

15

宮城県 名取市 東北レジリエンス・

ツーリズム実行委員会

（一般社団法人　名取

市観光物産協会）

東北レジリエンス・ツーリズム（災害・復興の知を学ぶ教育・研修旅行）創

生事業

16
宮城県 村田町 一般社団法人伊達女 新たな文化祭を通した、歴史に育まれた『「職」と「食」を体験し、学べる

蔵の町』 実証事業

17
秋田県 男鹿市 株式会社おが地域振興

公社

男鹿エリア全体が博物館！来訪神を知る、なまはげ観光ミュージアム実証事

業

18
秋田県 湯沢市 湯沢商工会議所 「雪室」と「地熱」を活かして「米・青果卸」、「酒蔵」事業者と連携した

SDGｓ周遊コンテンツ開発事業

19
秋田県 由利本荘市 由利本荘市 消滅から創造へ！鳥海ダムに沈むエリアから始まるサステナブル・ツーリズ

ム実証事業

20
山形県 米沢市 米沢トリップアラウン

ド推進協議会

＜SDG’ｓ時代のアルカディア＞国内在住外国人に向けた【サステナブルツー

リズム】の提供を通して実現する地域資源の磨き上げ事業
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21
山形県 上山市 蔵王ライザワールド株

式会社

冬の牧場だからできる絶品！絶景！冬の蔵王坊平高原体験コンテンツ開発実

証事業

22
山形県 戸沢村 戸沢村観光物産協会 「豪雪地域の知恵と文化からSDGsを学ぶ」教育旅行を軸とした域内コンテン

ツ磨き上げ事業

23

福島県 福島市 福島市フルーツライン

エリア観光推進協議会

重点「道の駅」ふくしまの開業に向けた産学官民連携による新たな挑戦～冬

季誘客促進にむけた実証事業～

24
福島県 郡山市 磐梯熱海温泉旅館協同

組合

～単純泉活用の新たなモデルケースを創る～ せいろ湯籠を活用した”蒸しス

トップ”周遊 ・ Myちろりで源泉温度別燗酒飲み比べプロジェクト

25

福島県 金山町 一般社団法人 金山町

観光物産協会

世界でも珍しい天然炭酸水が湧く幻想的な「夢幻峡」を舞台に！ 幻の「赤カ

ボチャ」×伝統「蜜蝋燭」で作るマイランプ（提灯）を手に船で出かける冒

険trip実証事業

26
茨城県 境町,古河市 一般社団法人アユミル 日本初アメリカ輸出の「さしま茶」が「和紅茶」で世界を魅了！茨城・富裕

旅行コンテンツ造成事業

27
栃木県 日光市 足尾まるごと井戸端会

議

植樹で蘇った足尾の山と川と食に学ぶ企業向けSDGsプログラム造成事業

28
栃木県 日光市 一般社団法人ＤＭＯ日

光

日光連山と世界遺産二社一寺が育んだ匠に触れる滞在創出　～未来へ続くサ

ステナブルな日光へ～

29
栃木県 真岡市 真岡市 世界一のいちごのまちを目指して！「いちごのまちdeイチゴツーリズム」事

業

30
栃木県 さくら市 喜連川温泉施設協議会 -美肌の湯と美活、美食で別嬪(べっぴん)に！‐　喜連川温泉湯めぐりプロ

ジェクト

31
栃木県 那須町 ワンコネット那須協議

会

地域連携による新たな経済波及効果を生み出すペット同伴型カーツーリズム

の促進事業

32
群馬県 上野村 上野村 関東一人口の少ない上野村からの挑戦！世界一の水力発電と村内9割を占める

森林空間を軸とした1000mの高地型「エナジーツーリズム」造成事業

33

群馬県 嬬恋村 嬬恋村 『50年連続日本一のキャベツ農家が冬収穫に初挑戦＋世界三大奇勝の浅間溶

岩を石材屋さんが初商品化』 冬も稼ぐぞ嬬恋村！冬のご当地体験を新たに生

み出すオール嬬恋村連携コンテンツ造成事業

34

群馬県 片品村 一般社団法人片品村観

光協会

関東唯一の「特別豪雪地帯」冬の片品村で農家さんと快適な移動・体験を！

農家自ら運転する貸切タクシーガイドで名物雪中りんご取り出し、郷土料理

作りから白銀尾瀬の絶景散策までプレミアム体験周遊プラン造成

35
埼玉県 熊谷市 あついぞ！熊谷開運コ

ンテンツ協議会

御朱印ファンを熊谷ファンに！あついぞ！熊谷「ポスト開運ツーリズム」の

確立～麦王ゆかりの小麦のまちで日本一あつい開運体験～

36

埼玉県 秩父市 一般社団法人秩父地域

おもてなし観光公社

秩父農家独自のおやつ「小昼飯」を仕込み・収穫・加工まで農家さんと一緒

に作って食べる！ 「地酒＋小昼飯」作りを軸にした、ここでしか味わえない

プレミアム周遊体験実証事業

37
埼玉県 越谷市 株式会社まちづくり越

谷

身近な地域の「技」を観光交流資源に　～「越谷技博（こしがやわざは

く）」で新たな交流と産業創造を～

38 埼玉県 ふじみ野市 株式会社アスリコ 東入間地域をエコツーリズムの町へ　～三芳町発信の観光拠点づくり～

39 埼玉県 小川町 東武鉄道株式会社 小川町「有機野菜×地酒」を楽しむオーガニックツアー造成事業

40
千葉県 銚子市 一般社団法人　銚子市

観光協会

日本遺産「外川地区」のSDGs探究学習コンテンツ実証事業

41
千葉県 館山市 館山市 アフターコロナを見据え館山の魅力を再発見！地域連携による「食」を始め

とした既存観光コンテンツ磨き上げ＆情報発信実証事業
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42

千葉県 柏市 手賀沼アグリビジネス

パーク事業推進協議会

里山と水辺の課題にチャレンジする新たな教育体験プログラム造成事業　～

こどもの「学び」を地域の「力」に。手賀沼スクールヤード。～

43
千葉県 神崎町 鍋店株式会社 ～日本一の発酵の里でユネスコ無形文化遺産「和食」の原点である「麹」を

学ぶ～　和食の歴史体験プログラム実証事業

44

千葉県 東庄町 東庄町観光協会 ウィズ・アフターコロナ期　新しい生活様式から増加したサイクリストに向

けた域内連携による「とうのしょうサイクルツーリズム」～気軽に安全なサ

イクリングと地産地消で一日滞在型観光コンテンツ実証事業～

45

千葉県 成田市,香取市,

芝山町,多古町,

神崎町,栄町

成田空港トランジット

＆ステイプログラム連

絡会

三方よし！スキマ時間でOMOTENASHI　～成田空港がつなぐ地域と日常～

46
東京都 千代田区 一般社団法人千代田区

観光協会

東京駅を中心としたあたらしい産業観光の創出　～Premium Industrial

tourism in TOKYO～

47
東京都 墨田区 一般社団法人　墨田区

観光協会

（オールすみだ×産業×観光＋α＝無限大）区内の産業集積を活かした着地

型産業観光ツアーの実施事業

48
東京都 大田区 羽田旅客サービス株式

会社

SORAからMIRAIを考える！～航空産業のウラガワを学ぶ観光コンテンツ実証

事業～

49
東京都 大田区 おおたオープンファク

トリー実行委員会

「おおたクリエイティブタウン」モノづくり関係人口創出・拡大ツアー事業

50
東京都 豊島区 株式会社ティー・マッ

プ

よみがえる「旧中山道 種苗屋街道」～ 江戸時代から日本の農業・食文化を支

えた街道の魅力～

51

東京都 葛飾区 一般社団法人葛飾区観

光協会

満喫！冬の夜に浮かぶ堀切の江戸文化とおもてなし　～堀切菖蒲園を核とし

た歴史×伝統工芸×葛飾野菜×地元商店街による地域連携と観光コンテンツ

化

52

神奈川県 横浜市 合同会社横浜 旬･菜･

果

＜地場産業・農業×観光＞江戸時代の “幻の杉田梅林” ゆかりの地探訪と梅し

ごと体験 ～　磯子区観光まちづくり事業（ Visit the  legendary Sugita plam

grove from the Edo period and experience ume-shigoto ）

53
神奈川県 相模原市 NPO法人自然体験学

校 みどり校

～クリエイティブ思考を刺激する！新しい農体験の提供～　芸術のまち藤

野、アートと農が織りなす「ふじのアート屋台村」事業

54
神奈川県 山北町 山北町都市農村交流活

性化推進協議会

復活！「鉄道の町 山北」を食と体験で満喫するプログラム造成事業

55
神奈川県 開成町 開成町農泊推進協議会 果実酒づくり、釜戸DEメガ釜飯、重要文化財の古民家と酒蔵で体験する

「はっこう大作戦」

56

神奈川県 小田原市,南足

柄市,中井町,大

井町,松田町,山

北町,開成町,箱

根町,真鶴町,湯

河原町

一般社団法人かながわ

西観光コンベンショ

ン・ビューロー

里山・海・温泉を満喫する神奈川県西まるごとスポーツミュージアムプロ

ジェクト

57
新潟県 十日町市 一般社団法人雪国観光

圏

顧客創造と持続可能な観光を両立するエコロッジの創出

58
新潟県 上越市 上越地域農泊推進協議

会

発酵文化とふるさとの味をテーマにした農業観光の実証事業
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59
新潟県 湯沢町 一般社団法人 越後湯

沢温泉観光協会

雪国の宝物「雪がもたらす恵みの水を訪ねて」事業

60
富山県 黒部市 一般社団法人黒部・宇

奈月温泉観光局

黒部･宇奈月エリアの魅力再創造実証事業

61
富山県 - 有限会社富山メディア

ワーク

富山の美酒・美食の造り手との語らい、地元アートを巡るラグジュアリーコ

ンテンツ造成実証事業

62 石川県 金沢市 株式会社こはく 金沢食材と食をつなぐ、生産者連携における循環型観光モデル実証事業

63
石川県 七尾市 一般社団法人能登半島

広域観光協会

“生活文化観光“ 加賀・能登伝統の文化体験を。『花嫁のれん』に学ぶ、ウェ

ディングツーリズム

64
石川県 七尾市 中島地域づくり協議会 世界農業遺産・能登の里山里海の“守り人”から学ぶ、新しい生き方に出会う

旅“Re:born ツーリズム”形成事業

65
石川県 珠洲市 奥能登・馬プロジェク

ト

奥能登に新たな価値を生み出すホースウェルフェアツーリズム実証事業

66
石川県 加賀市 片山津温泉観光協会／

片山津商工振興会

温泉と食とまちをアートと融合させたF1・M1層のためのナイトタイムエコノ

ミー実証事業

67

石川県 加賀市 山代温泉観光協会 九谷焼・漁業・狩猟・地酒と交通事業者　「加賀の伝統を学び味わう　産地

で味覚と銘酒のペアリング」山代温泉宿泊者対象　チェックイン前・チェッ

クアウト後の時間を有効利用するための新幹線延伸にむけた周遊観光バスツ

アー実証事業

68
福井県 小浜市 一般社団法人若狭湾観

光連盟

”地域の力”を活かす探究型学習プログラムの創出　～若狭湾周辺における教

育旅行受入の高次化～

69
福井県 鯖江市 NPO法人エル・コ

ミュニティ

オープン鯖江を通じた、日本の田舎での伝統と次世代のものづくり体験

70
福井県 坂井市 福井県広域ウエルネス

推進協議会

世界的な健康ツーリズムのハブへ～福井県 永平寺と造る日本最高のウエルネ

ス体験～

71
福井県 永平寺町,越前

市,鯖江市

株式会社クラフトパー

トナーズ

アート×禅（ＺＥＮ）×地域資源（文化、伝統工芸、食）による海外富裕層

向け特別ツアー実証事業

72

山梨県 北杜市 一般社団法人八ヶ岳

ツーリズムマネジメン

ト（地域連携DMO）

八ヶ岳新しい旅のスタイル　DX活用mobilityで「ライトアウトドア＆アドベ

ンチャー聖地」を磨き上げ

73
長野県 須坂市 一般社団法人日本国際

広報戦略機構

「オフロードの聖地」を目指し、峰の原高原と須坂市の商業とを結ぶ域内連

携事業

74
長野県 小布施町 小布施文化観光協会 「栗フトビール造り」プロジェクト型観光ツアー造成と地域密着型滞在促進

事業

75
長野県 信濃町 一般社団法人信濃町振

興局

国立公園の自然を五感で感じるウェルネスプランの開発

76

岐阜県 高山市 濃飛乗合自動車株式会

社

奥飛騨温泉郷を中心とした地域の「縁」×「温泉」×「食」×「雪」をテー

マとした観光資源磨き上げのための 「飛騨高山・奥飛騨温泉郷HAPPY HOT

ROUTE」モニターツアー実施事業

77
岐阜県 下呂市 一般社団法人　下呂温

泉観光協会

地域自慢の宝資源を活用した新しい滞在コンテンツ造成事業

78

静岡県 富士宮市 一般社団法人しずおか

スポーツプロモーショ

ン　富士山支部

富士山朝霧高原をぐるっと体験！農畜産業等と結び付けた「アウトドアス

ポーツツーリズム」の商品造成及び提供
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79
静岡県 伊東市 伊東市 伊豆半島ジオパークで火山の恵みを知る＆学ぶ～働き女子の週末女子旅を

ターゲットとした、ワンランク上のクラシカルトリップ造成事業

80
静岡県 焼津市 一般社団法人　焼津市

観光協会

さかなのまち焼津『学び』体験プログラム実証事業～海から学ぶ、漁業のす

べて～

81
静岡県 下田市 下田交通ツーリズム活

性化委員会

伊豆が誇る交通産業が繋ぐ～観光列車とロープウェイで巡る～知られざる伊

豆の魅力ツアーの造成事業

82
静岡県 函南町 函南町農泊推進協議会 「ご当地牛乳×ラドン温泉×ジオパーク」　五感で体感　函南町のヒスト

リー

83

愛知県 豊田市 小原観光協会 室町時代から続く小原・和紙職人と作る「世界で一つだけのオリジナル作

品」～植樹体験・担手育成で伝統文化を未来へ繋げる「高付加価値体験」創

出事業～

84

愛知県 蒲郡市 蒲郡市観光協会 日本一の深海魚のまち蒲郡で「触れて・知って・食べて」深海魚丸ごと体験

～漁業関係者と市が連携！未来を担う子供たちに届ける「おさかな食育コン

テンツ造成事業～

85

滋賀県 大津市 公益社団法人びわ湖大

津観光協会

最澄1200年大遠忌を迎える比叡山延暦寺を活用した新たな挑戦 始発前の特別

運行！長さ日本一の坂本ケーブルで行く琵琶湖の御来光を始めとした朝・

昼・夜の分散型・滞在型観光 事業

86
滋賀県 長浜市 びわこ長浜サイクリン

グ観光促進協議会

サイクリングを活用した2次アクセス充実と冬季閑散期間のサイクリングの定

番観光素材化による地域活性化支援事業

87
京都府 京都市 公益財団法人京都伝統

伎芸振興財団

無形文化遺産”花街文化”を支える”職”をめぐる新たな教育プログラムの造成事

業～日本の伝統文化を次世代へ～

88
京都府 京都市 株式会社白川まちづく

り会社

～「映え」が若者と文化を繋ぐ！京都地下鉄文化ミュージアム構想～　京都

の文化振興と地下鉄東西線沿線の活性化実証事業

89

京都府 京都市 一般財団法人　京都府

立ゼミナールハウス

～京北“エシカルヴィレッジ”構想～　地域住民と旅行者で作る第二の故郷

90 京都府 京都市 貴船観光会 貴船恋愛美術館～縁結びと絵馬による冬の貴船の新たな魅力創出事業～

91
京都府 京都市 京都府公衆浴場業生活

衛生同業組合

京都銭湯を京都カルチャーに！京都の分散型観光促進事業 ～京都銭湯と京都

カルチャーを融合させ、京都銭湯の磨き上げを行う～

92

京都府 舞鶴市 一般社団法人　京都府

北部地域連携都市圏振

興社（通称：海の京都

DMO）

特急列車でつなげる「海の京都」回廊（消費地との新たな人流・物流の創

出）

93 京都府 宇治市 株式会社ネイキッド 祈りのアートを中心とした夜間演出で新しい風物詩をつくる実証事業

94

京都府 京丹後市 一般社団法人京都府北

部地域連携都市圏振興

社　京丹後地域本部

森・川・里山・海のプロ(名人)が教える自然遊び・暮らしの知恵・食材調達！

自ら食材を調達し料理として食す「京丹後流・ヘルスツーリズム」磨き上げ

事業

95
京都府 京丹波町 京丹波町 ＴＡＭＢＡＲＩN（丹波林）で遊ぶ・学ぶ　林業ツーリズム×教育プログラム

実証事業

96

大阪府 大阪市 住吉地区の高付加価値

観光を考える実行委員

会

国宝「住吉大社」で古希・米寿を言祝ぐ～能楽「高砂」を通した「富裕層」

長寿ツーリズム事業～

97
大阪府 枚方市 枚方文化観光協会 観光DXで「はしご型トキ消費」回遊促進実証事業　～多様なエンタメ・ライ

ブが相互連携　枚方伝統の商魂「くらわんか」ツーリズムの創出～
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98

大阪府 泉佐野市 一般社団法人 泉佐野

シティプロモーション

推進協議会

体育大学のメソッド×製薬会社の知見で地域食材と観光資源を磨き上げ！

ここでしか体験できない産学連携の健康増進ツアー＠泉佐野

99
大阪府 阪南市 株式会社ジェイコムウ

エスト

めざせ!!新たな「大阪湾」スタイル !～大阪初！地域の力によって生まれる

「大阪産（もん）”ぼうでの牡蠣”」等の体験型エコツーリズム実証事業～

100
大阪府 豊能町 NPO法人　豊能町ふ

るさとおこし協議会

豊能町における都市近郊型「耕作放棄地再生」×「農業」×「ピルグリム

ツーリズム」実証事業

101
兵庫県 丹波市 株式会社まちづくり柏

原

「時」を軸にしたロマンあふれる地域観光資源のリンクによる体験型観光コ

ンテンツ造成事業

102

兵庫県 たつの市 特定非営利活動法人ひ

とまちあーと

～揖保川が育む龍野の地場産業。支える「職人」の誇りと挑戦に触れる～ <

本邦一般向け初公開> made in 龍野 まちごとファクトリーツアー×城下町ダ

イニングアウト

103
奈良県 宇陀市 なつかしいみらいサー

ビス株式会社

薬草の聖地 宇陀の薬草ツーリズム実証事業

104
和歌山県 和歌山市 和歌の浦観光協会 日本遺産「絶景の宝庫　和歌の浦」構成文化財と地域固有の水産資源を活用

した「SDGs学びのプログラム」実証事業

105
和歌山県 和歌山市 一般社団法人　和歌山

市観光協会

漁業とレストランが提供する「海辺で過ごす休日」　食体験コンテンツ磨き

上げ事業

106

和歌山県 田辺市 一般社団法人 田辺市

熊野ツーリズムビュー

ロー

熊野の地域DMO初の林業連携での新たな挑戦！世界遺産「熊野」を守る林業

の匠から自然と共存する大切さを直接学ぶ体験整備事業

107
和歌山県 田辺市 中辺路町観光協会 熊野の人々と世界遺産・熊野古道がつなぐ「新しいなかへち旅」創造プロ

ジェクト

108
和歌山県 高野町 株式会社ＤＭＣ高野山 ～願いが叶う場所～　冬ならではの高野山コンテンツ開発事業

109
和歌山県 日高川町 日高川町 世界一高価な木炭「紀州備長炭」が薫る４つの柱で「世界一の木炭ツーリズ

ム」へ ～炎・水・蛇・音～

110
和歌山県 白浜町 とれとれ市場南紀白浜

株式会社

白浜町通年型教育ツーリズムの造成事業

111

和歌山県 上富田町 一般社団法人紀州くち

くまの未来創造機構

広域連携型の屋外アクティビティ（サイクリング）を活用したワーケーショ

ンのコンテンツ造成事業

112
和歌山県 すさみ町 一般社団法人すさみ町

観光協会

漁法の創造者・紀州人マインドとその恵みを最新テクノロジーで体感コンテ

ンツ事業

113
和歌山県 太地町 太地町漁業協同組合 オフシーズンと気候条件に強い、太地町ブルーツーリズムの構築と異業種連

携による新たな地域経済の創出事業

114
和歌山県 湯浅町,広川町 湯浅広川えきからワク

ワク検討委員会

湯浅広川えきからワクワク事業

115

鳥取県 米子市、倉吉

市、境港市、

大山町、伯耆

町、南部町、

日吉津村、琴

浦町、日野

町、日南町、

江府町

鳥取県西部ブランディ

ングプロジェクト「大

山時間」

日本一人口の少ない県が取り組むサイクルツーリズム！サイクルで地域の魅

力をつないで発信・誘客作戦！「大山時間」パワーアップ事業
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116

島根県 松江市 エコ×ユニバーサルな

松江のまちづくりを考

える会

水路と陸路で巡る夜の城下町マイクロ観光実証～水都まつえ・土曜つながナ

イト～

117

岡山県 倉敷市 公益社団法人 倉敷観

光コンベンション

ビューロー

倉敷のナンバー１とオンリー１が紡ぐ、「稼げる産業観光ツーリズム」実証

実験事業

118
広島県 広島市 広島電鉄株式会社 広島の都心部と中山間地域を食と文化で結ぶトランルージュツアー造成事業

119

広島県 広島市 SOUND TRIP in

HIRODEN 実行委員会

広島戦後復興の象徴「路面電車」をコロナ禍からの観光復興の象徴へ。広域

オーディオガイドと、その車体でしか流れないオリジナルミュージックでの

エンターテイメント型周遊ガイド『SOUND TRIP in HIRODEN』

120
広島県 呉市 音戸町魅力化推進協議

会

生産量日本一「音戸産牡蠣」の先進ブランド戦略~「食」と「健康」の新しい

牡蠣ロゲイニングの造成~

121
広島県 福山市 一般社団法人Tourism

Experience Design

日本一のものづくり溢れる備後でイノベーション産業観光事業

122 広島県 北広島町 有限会社　大朝交通 体験を通じてSDGsを学ぶ、「さとやま未来ツアー企画」ガイド育成事業

123
広島県 竹原市,大崎上

島町

株式会社いいね竹原 製塩町が紡いだ文化・魅力磨き上げ事業 ~「せとうちまるごとマルシェ」×

次世代観光まちづくり人材「HAMADANNA」育成~

124
山口県 下関市 一般社団法人海峡都市

関門DMO

巌流島を活用し海峡都市連携推進に向けたツアー実証事業（農業×漁業×飲

食×交通）

125
徳島県 上勝町 株式会社 BIG EYE

COMPANY

「ゼロ・ウェイスト」ＭＩＣＥ事業～上勝 ゼロ・ウェイスト クリエイティブ

ワーク ～

126
徳島県 松茂町 松茂町 空港近くのコワーキングスペースから生み出すアーバンアウトドア型ブレ

ジャー＆ワーケーション事業

127

香川県 琴平町 琴平クリエイター・イ

ン・レジデンス実行委

員会

日本最古の歌舞伎小屋を支える『讃岐のり染』をはじめとする琴平の伝統工

芸とクリエイターのコラボレーション～伝統工芸×ヨソモノ・ワカモノの連

携促進による新顧客層獲得・ファンリピーター拡大実証事業～

128
愛媛県 宇和島市 宇和島市観光物産協会 目指せ！市民みんなが営業マン！地域を誇れる宇和島観光コンテンツの造成

129
愛媛県 西予市 一般社団法人西予市観

光物産協会

標高差1,400mの大地におけるアウトドアアクティビティを核とした「四国西

予ジオツーリズム推進事業」

130
高知県 須崎市 集落活動センターあわ 須崎産物の“残滓（廃棄物）”を活用した「食・泊・交流の新地域ストーリー

体験型観光」開発事業

131
高知県 四万十町 しまんと街おこし応援

団

四万十川流域どこでもおしゃれカスタムキャンプ実証事業

132

福岡県 北九州市 一般社団法人ベースメ

ント北九州

DX（デジタル）活用による北九州街バル（北九州の食材を利用したバルメ

ニュー対決・ハシゴ歩き）開催による域内連携促進事業（農業×漁業×飲食

×交通）

133
福岡県 福岡市 公益社団法人福岡県観

光連盟

九州自然歩道を活かした”神の山”英彦山参りの復興・参詣ルート開発

134
福岡県 福岡市 株式会社エスティ環境

設計研究所

里山公園を拠点とした農村部と都心部の異業種交流型里山ツーリズムの実証

事業～FUKUOKA SATOYAMA CONNECT～

135
福岡県 福岡市 株式会社西日本新聞社 福岡市西部(北崎校区を中心とした隣接校区)における「地域づくり」をテーマ

としたキャリア教育コンテンツの磨き上げ実証事業

136 福岡県 田川市 田川市 炭鉱が育てた田川ストーリーズ伝承事業
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137
福岡県 行橋市 行橋にぎわいづくり

パートナーズ

満足度にコミットする、海・山・健康で「一度で３倍おいしい行橋」を味わ

い尽くす体験価値向上事業

138
福岡県 広川町 広川町観光協会 地域の「伝統工芸」×「観光」連携による、『クラフト・ツーリズム』の高

付加価値化事業

139
佐賀県 唐津市 いきいき唐津株式会社 やきものツーリズム～窯元・食・人が映し出す唐津焼の奥深い魅力を磨き上

げ～

140
佐賀県 武雄市 一般社団法人九州観光

推進機構

武雄市図書館から始まる「遊び心のある学び」たけONLY ONE事業

141
佐賀県 有田町 有田商工会議所 有田焼職人の「心」「技」「体」に焦点を当てた有田ならではのマインドフ

ルネスツーリズムによる新規顧客・マーケット拡大実証実験

142 長崎県 松浦市 松浦市 アジフライを核としたインバウンド向け観光コンテンツの磨き上げ事業

143

長崎県 佐世保市,松浦

市,平戸市

長崎ユニバーサルツー

リズム産業共同提案体

（長崎県ユニバーサル

ツーリズムセンター）

長崎ユニバーサルツーリズム受入体制の環境整備による域内観光需要拡大の

実証事業

144

長崎県 五島市,上五島

町

一般社団法人　五島市

観光協会、五島観光連

盟、双日株式会社

五島ならではの観光資源を磨き富裕層・インバウンドを対象としたスロー

ツーリズムを造成し「ONE GOTO」で魅力を増幅する（世界文化遺産のキリ

スト教関連遺産群、遣唐使ゆかりの史跡、絶景、食、自然などの豊富な観光

資源を統合）

145

熊本県 熊本市 一般財団法人熊本国際

観光コンベンション協

会

肥後細川文化に会いにいく～240年の歴史を語り継ごう～

146
熊本県 宇土市 宇土市の魅力を伝える

実行委員会

「うとんがまだす(宇土の頑張る)父ちゃん・母ちゃん」　JR三角線を守り、

観光通過点脱出を目指す実証事業

147
大分県 津久見市 津久見市観光協会 石灰石・セメントを軸とした「エデュケーショナルツーリズム」資源の磨き

上げ事業

148

宮崎県 宮崎市 ひなたフルーツツーリ

ズム推進協議会

宮崎の「生産者マインド」を学ぶ“日本一のフルーツ”の舞台裏をみる　～ス

ポーツランドみやざきの認知度を活かした 世界に誇れる 新たな体験コンテン

ツの開発に挑戦する～

149
宮崎県 日南市 日南市観光協会 江戸から続く飫肥杉と漁業が紡ぐストーリー、食と伝統文化を伝えるガイド

ツアー周遊･滞在促進事業

150

鹿児島県 日置市 日置の観光発展を考え

る実行委員会（仮）

島津の大茶会 白薩摩を愛でるツーリズム事業

151
鹿児島県 屋久島町 NPO法人屋久島エコ

フェスタ

「オンラインアカデミー　屋久島大学」による、島民・来島者（観光客）・

関係人口のネットワーク構築事業

152
鹿児島県 与論町 一般社団法人ヨロン島

観光協会

電動モビリティと方言トランスレーターを活用したヨロン島まるごとミュー

ジアム化事業

153
沖縄県 宜野湾市 一般社団法人　宜野湾

市観光振興協会

インドの予防医学を沖縄のオバァーの知恵で実現「アーユルワーケーショ

ン」実証事業

154
沖縄県 国頭村 一般社団法人　国頭村

観光協会

希少な野生生物と力強く知恵深い先人達の”奇跡の森”国頭村・地域活性化事

業

155 沖縄県 久米島町 FM久米島株式会社 泣きたくなったら『久米島・家出旅』バージョンUＰ版　『しま遍路』


