
【別紙】

　　　　　　　　   　※ 複数の市区町村に跨がる事業はNo.212以降に掲載

No. 都道府県 市区町村 実施主体 提案事業名

1 北海道 札幌市 札幌商工会議所 札幌市内観光地活性化屋外サウナ実証事業

2 北海道 札幌市
スマイルアイスリンク

さっぽろ実行委員会

「ウインタースポーツ体験」と「札幌フード」のマッチング事業～都市型スケートリ

ンクを軸とした新たな観光コンテンツの造成

3 北海道 函館市 合同会社コルディス 「デジタルマップと電動バイクを活用した函館市・西部地区の街巡り」事業

4 北海道 小樽市

小樽ホタテブランド化推

進プロジェクト実行委員

会

「おタテ」のブランド化戦略～祝津のホタテ体感！持続型ツーリズム実証事業

5 北海道 室蘭市
室蘭の産業観光発展を考

える実行委員会

東日本最大の吊り橋に代表される産業の街「室蘭」～モノづくりと学びの教育観光事

業～

6 北海道 室蘭市
非日常ポイント絶景体感

プロジェクト実行委員会
室蘭市って”鉄の街"じゃなかった？荒廃した灯台のある無人島探検ツーリズム

7 北海道 帯広市
株式会社デスティネー

ション十勝

北海道・十勝　“五穀豊穣”キャンプファイヤープロジェクト～アウトドア連携プラッ

トフォーム磨き上げ事業～

8 北海道 北見市 北海道北見バス株式会社 路線バスがつなぐ持続可能な観光地づくり事業

9 北海道 留萌市 NPO法人留萌観光協会 復刻版バスで行く！ルルロッソ＆るもいの恵みツーリズム事業

10 北海道 七飯町
一般社団法人ぐるり道南

観光推進協議会

国定公園大沼の秋冬の催事とオフタイムの列車・遊覧船の運行による新規コンテン

ツ・ルート化及び1次産業・教育団体・芸能団体連携による滞在プログラム造成事業

11 北海道 上ノ国町 神の国ファンクラブ 『中世の山城とアイヌと和人の里・上ノ国』で学び・感じる体験プログラム造成事業

12 北海道 奥尻町
一般社団法人奥尻島観光

協会

透明度25mの「オクシリブルー！」秘島奥尻に札幌からの空路直行便が新規就航！島

民連携型現地受け入れ体制整備事業

13 北海道 中富良野町
一般社団法人なかふらの

観光協会
農業×観光×交通を異業種がつなぎ官民でささえる　中富良野町の新たな旅の形

14 北海道 平取町 株式会社NEPKI
_次世代に伝える、繋げる_アイヌ文化の聖地「平取町」の魅力がぎゅっと集まった域

内連携プロジェクト

15 北海道 えりも町 えりも観光協会
プロジェクトE・森の再生で海を取り戻した漁師に学べ～SDGsスタディツアー実証事

業

16 北海道 浜中町
浜中町まちづくり株式会

社（仮称）準備会
国立公園の霧多布湿原・美食の風景物語ツアー実証事業

17 北海道 稚内市 稚内観光協会 ヨーロッパに一番近いマチ稚内　サハリンとのオンライン交流観光促進事業

18 北海道 石狩市
石狩浜ハマナス再生プロ

ジェクト協議会
いしかりの花「ハマナス」の再生・保全による地域連携型観光まちづくり事業

19 青森県 青森市
一般社団法人浅虫温泉観

光協会

「人・海・山」豊かな浅虫まちづくりプロジェクト～セラピーエリアの構築と海岸環

境保全エコツーリズム事業～

20 青森県 西目屋村
道の駅津軽白神活性化協

議会
世界遺産白神山地の地域資源を活かした宿泊滞在強化型コンテンツ開発事業

21 青森県 鰺ケ沢町
鰺ヶ沢白神グリーンツー

リズム推進協議会
世界自然遺産「白神山地」のリブート

22 岩手県 大船渡市
一般社団法人大船渡市観

光物産協会
大船渡が誇る船とユニークガイドを組み合わせた新たなコンテンツ造成実証事業

23 岩手県 陸前高田市 株式会社高田松原
～里・山・海・川、そして震災の記憶を風で感じる～陸前高田サイクルシティ推進プ

ロジェクト

24 岩手県 陸前高田市 特定非営利活動法人SET

民泊修学旅行先進地・陸前高田における「修学旅行に行けない子どもたちのための」

もう一つの民泊修学旅行実現と、民泊体験コンテンツ磨き上げを通じた域内異業種連

携促進

25 岩手県 陸前高田市 陸前高田企画株式会社 「Modern Luxury」層誘致に向けた観光コンテンツの磨き上げ事業

26 岩手県 八幡平市 雪質の魅力増進連携会議
～八幡平が誇る『雪質』・『地熱』資源を活かしたサスティナブルツーリズムの実現

～地熱をテーマにした体験型雪上イベント造成実証事業

27 岩手県 八幡平市 株式会社八幡平DMO 食材の宝庫・美食体験の地いわて八幡平ローカルガストロノミー事業

28 岩手県 普代村 株式会社青の国ふだい
＜漁業×さんてつ×観光＞　漁師とふれあい知る・学ぶ　「走れ！さんてつきづなト

レイン」実証事業
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No. 都道府県 市区町村 実施主体 提案事業名

29 宮城県 仙台市 株式会社office PLAN B 仙台トカイナカ（都会×田舎）農業体験～杜の都Farm to Onsen Project～

30 宮城県 白石市
一般社団法人宮城インバ

ウンドDMO

『Discover Yourself』 コロナ禍でも持続可能な「これからの時代を生き抜く資産と

なる体験」を提供し、再訪する理由をつくる新しい旅の実証事業【宮城県白石市】

31 宮城県 登米市 009株式会社 おかえり登米プロジェクト

32 宮城県 登米市

TomeKomijoプロジェク

ト（登米市古民家女子プ

ロジェクト)

癒し時代を見据えた登米「米の国」づくり体験滞在プログラム開発実証事業（古民家

ファン女子市場への癒し＆食・デトックス体験プログラムの提案）

33 宮城県 大崎市 鳴子温泉もりたびの会 サスティナビリティ（SDGs）を体感できる循環型森林ツーリズム造成事業

34 宮城県 丸森町 株式会社GM7
～水と緑の輝く町　丸森の新たな魅力を世界に～宮城県丸森町発ネイチャーイルミ

ネーション造成事業

35 宮城県 蔵王町 みやぎ蔵王別荘協議会
遊休資産である別荘の貸別荘化による宿泊需要の受け皿拡充と宮城県蔵王町の名産フ

ルーツと農産物を活用したご当地サイクリングイベント

36 宮城県 大和町 七ツ森農泊推進協議会
旅行者の滞在時間長期化を目指した宿泊連動型ツアープログラム造成及びマルシェイ

ベント造成事業

37 秋田県 秋田市 秋田商工会議所 ２０２１千秋蓮まつり

38 秋田県 横手市
一般社団法人横手市観光

推進機構

「バーチャル＆リアル・サイクリングで世界と交流」アドベンチャーツーリズム推進

事業

39 秋田県 三種町
一般社団法人ヘルスケア

デザイン秋田

コロナ禍での消費者価値観を追求した「三種町ヘルスケア型ワーケーション」プロ

ジェクト

40 秋田県 にかほ市 秋田県漁業協同組合 体験漁業を通じた観光コンテンツ創出及び観光・漁業連携促進事業

41 秋田県 小坂町 小坂まちづくり(株) 縄文人が愛した「縄文ワイン」で繫ぐ「縄文ロマンとワインツーリズム」

42 山形県 山形市 (仮称)蔵王ＤＭＣ
星空をテーマにアートで繋ぐ！観光×地域産業　「蔵王グロースハックプロジェク

ト」

43 山形県 米沢市 小野川開発有限会社 小野川温泉の四季を五感で楽しむプロジェクト

44 山形県 酒田市 酒田市 鳥海山・飛島ジオパーク　親子で「命」をいただきますの旅実証事業

45 山形県 天童市 天童温泉協同組合
GI登録！「山形ラ・フランス」を農業資源から持続可能な観光コンテンツに磨き上げ

る実証事業

46 山形県 尾花沢市 銀山温泉組合 銀山温泉街のブランド価値向上事業

47 福島県 福島市
一般社団法人福島市観光

コンベンション協会

～ふくしま Peach Tourism～The World Peach Festival Fukushima 2022（仮称） 開

催のための、有望コンテンツの掘起し・磨き上げ・顧客体験実証等を通じた準備事業

48 福島県 会津若松市
株式会社読売新聞東京本

社

「鉄道」「歩く」「日本酒」「温泉」……会津の魅力を満喫する「ONSEN×鉄印」

ガストロノミーウォーキング

49 福島県 白河市 株式会社福島中央テレビ タクシーを活用した二次交通の課題を解決する「動く観光案内所」実証事業

50 茨城県 水戸市
一般社団法人水戸観光コ

ンベンション協会

観光ｘ学問ｘスポーツ　日本開国に影響を与えた【水戸学】の教えを現代の観光コン

テンツ化

51 茨城県 古河市
一般社団法人まくらがＤ

ＭＣ

万葉集にも詠まれた麻久良我の古都『古河』を現代の 【史・農・工・翔の街】 とし

て新たにブランディング

52 茨城県 牛久市
ワイン文化日本遺産協議

会

日本遺産「日本ワイン140年史 ～国産ブドウで醸造する和文化の結晶～」を学びなが

ら旅する「一日学校」実証事業

53 茨城県 ひたちなか市
ひたちなか海浜鉄道株式

会社

延伸開業へ！ひたちなか海浜鉄道・世界初「ほしいもカフェトレイン」運行による阿

字ヶ浦域内農商工交通連携「ほしいもツーリズム」実証事業

54 茨城県 大洗町 大洗町漁業協同組合 漁師体験×海のSDGsサスティナブルな海のコンテンツ磨き上げ事業

55 栃木県 宇都宮市
宇都宮観光コンベンショ

ン協会
大谷地区の観光経済圏の拡大に向けた、ミュージアムパーク化事業

56 栃木県 那須町 関東自動車株式会社 那須岳火山における「豊かな自然の恵み」再発掘事業

57 栃木県 日光市 有限会社チロリン村 日光の伝統「天然氷」等の磨き上げ・ワーケーション推進事業

58 群馬県 高崎市 群馬県達磨製造協同組合 高崎だるまの里街づくり事業

59 群馬県 桐生市
特定非営利活動法人キッ

ズバレイ

市制施行100周年！飛び地の桐生市を「まなび」体験で初融合。織物も農業も「市民

先生」直伝の本物で、親も子も感性育つ『GROWケーション』実証事業【群馬県桐生

市】
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60 群馬県 富岡市
一般社団法人富岡市観光

協会

シルク肌の工女を生んだ富岡～働く女性のための【日本で最初のワーク美ケーショ

ン】実証事業～

61 群馬県 安中市
一般社団法人安中市観光

機構

DMO安中市観光機構の挑戦！国重要文化財・旧碓氷峠鉄道遺構「碓氷峠・廃線

ウォーク」の磨き上げを核とした、オール安中による安中市観光再生チャレンジ事業

62 埼玉県 秩父市 秩父市
サウンドAR（音声案内システム）と光の演出を活用した滞在型まちなか周遊プロジェ

クト”秩父まるっとテーマパーク”

63 埼玉県 飯能市
一般社団法人奥むさし飯

能観光協会

健康意識の高い台湾女子を狙いうち！東京から一番近い山岳リゾート「飯能」ならで

はの豊かな森林と水の恵みを五感で味わい尽くすニューノーマル時代の滞在型体験交 

流観光の整備事業

64 埼玉県 加須市 加須市物産観光協会
着地型旅行商品『KAZOVENTURE～開拓せよ！新しい加須を創造るのはあなただ！

～』造成に向けた事業所連携と地域資源の磨き上げ

65 埼玉県 ときがわ町 ときがわネットワーク
里山基盤ものづくりの川上から川下までの事業者連携によるDIY体験コンテンツ造成

事業

66 千葉県 香取市
一般社団法人水郷佐原観

光協会

江戸優り・佐原で産直の美食を満喫♪～江戸風情残る町並みや「舟めぐり」を楽しむ　

粋な旅～

67 千葉県 香取市 佐原みらい運河株式会社 江戸優り佐原・まちぐるみ地域を慈しみ育む集客事業

68 千葉県 酒々井町 株式会社飯沼本家
酒の井伝説のあるまち酒々井 日本酒ナイトマーケットで域内連携！～「きのえね夜

市」開催によるナイトエコノミー創出実証事業～

69 千葉県 銚子市
一般社団法人銚子市観光

協会

【Food iｍpact in 銚子】新しい五感との出会い！～銚子フードツーリズムを通じた域

内連携促進事業～

70 千葉県 茂原市 茂原市 もばらの“千産千消“エネルギー＆世界に誇る産業観光コンテンツ造成事業

71 千葉県 いすみ市 いすみ鉄道株式会社
ローカル鉄道とガイドが繋ぐ、地域の農業・漁業・自然を満喫するアドベンチャー

ツーリズム造成事業

72 東京都 千代田区
特定非営利活動法人秋葉

原観光推進協会
秋葉原ハイブリッド体験ツアー

73 東京都 台東区
一般財団法人浅草花街伎

芸振興財団

受け継がれる浅草芸者文化と、ものづくり産業連携による浅草地域体験コンテンツ造

成事業～浅草の伝統に込められた”ストーリー ”に触れられる共感型体験～

74 東京都 台東区
浅草エーラウンド実行委

員会

地場産業でまちを見直し、まちに広がる「革とものづくりのまち、奥浅草サイコウプ

ロジェクト～いつでも、どこでも体験できるオープンまちファクトリー化計画」

75 東京都 港区 株式会社エイトスターズ 舟遊びの文化を伝える屋形船の事業継続に向けた新たなビジネスモデルの取組

76 東京都 北区
一般社団法人東京北区観

光協会

渋沢栄一のテーマパーク王子飛鳥山を「持続・確立・発展」させるためのコンテンツ

造成と地域連携

77 東京都 八丈町
八丈町の産業観光発展を

考える実行委員会
TOKYOの島・八丈島をまるごと学ぶ！複合型体験ツーリズム事業

78 神奈川県 横須賀市
一般社団法人横須賀市観

光協会
農業×漁業×地域×教育×体験　「食」と「人」で繋ぐ地域活性事業

79 神奈川県 横須賀市 株式会社トライアングル 国史跡「猿島」における地域資源のリブランドおよびフードループの実践

80 神奈川県 湯河原町 湯河原町役場
週末女子旅は湯河原へ！次世代の来訪を増やすための体験・周遊ルートの作成＆“湯

河原人（ゆがわらびと）”の育成

81 新潟県 長岡市
一般社団法人長岡コンベ

ンション協会
＃山古志・摂田屋　山回廊

82 新潟県 小千谷市 小千谷市
小千谷の花火や錦鯉などを繋いだ「丁寧な手仕事」体験実証プロジェクト～職人の仕

事ぶりを通した、日本の伝統文化に触れる旅～

83 新潟県 五泉市 五泉ニット工業協同組合 ニットの街五泉市・地域の価値を編みあげる産業観光地域づくり事業

84 新潟県 佐渡市
一般社団法人佐渡観光交

流機構
GIAHS世界農業遺産から培われた佐渡の食文化（酒・食・アート）DX化事業

85 新潟県 南魚沼市 一般社団法人雪国観光圏 長期滞在者に向けた雪国ガストロノミーを活かした新・湯治実証事業

86 新潟県 妙高市 妙高市
DMOと地域医療の連携「妙高モデル」をベースに、市民が連携した｢オール妙高｣に

よる着地型観光コンテンツ磨き上げ事業

87 富山県 富山市
富山地場産業活性ツーリ

ズム実行委員会
富山の薬売り産業から学ぶ逆境を跳ね返す社会科ツーリズム



【別紙】

No. 都道府県 市区町村 実施主体 提案事業名

88 富山県 南砺市
沖縄ツーリスト株式会社 

井波トリニティ事業課
井波彫刻文化・伝統工芸を見学・体験ツアー～手仕事の技術を未来へ繋ぐ～

89 石川県 金沢市
一般社団法人金沢市観光

協会

「食」の発信を中心とした”新しいKANAZAWAのコンテンツ"を創る　FOOD×

Creator「NEW KANAZAWA FOOD LABO」実証実験

90 石川県 七尾市
一般社団法人ななお・な

かのとDMO

能登の國食材　漁獲高日本一の「能登ふぐ」を磨き上げ観光立国を目指すプロジェク

ト

91 石川県 七尾市 和倉温泉観光協会 能登の里山里海が育んだガストロノミー半島STYツアー

92 石川県 小松市
公益社団法人日本観光振

興協会

地域産業の可視化「オープンファクトリー」化にむけた共通プラットフォーム構築と

地域観光DX化支援事業

93 石川県 加賀市
加賀地域周遊事業実行委

員会
ウィズコロナにおける「楽しみながら歴史文化を学ぶ」地域周遊事業

94 石川県 白山市
一般社団法人白山市観光

連盟

教育・知的好奇心を満たす旅の聖地を目指し　世界が誇る自然・食・文化・産業を学

ぶ　ローカルスタディツーリズムコンテンツ造成

95 石川県 白山市 鶴来まち歩き促進委員会 SSMRで鶴来まち歩き ＆ 北鉄・ゴンドラ×新キャンペーンで魅力アップ

96 福井県 敦賀市 敦賀市 「北前船」観光の磨き上げを通じた商業・漁業レジリエンス強化推進事業

97 福井県 永平寺町
一般社団法人永平寺町観

光物産協会
「禅」で心を磨き、「ZEN」で地域資源を磨く地域連携体験型ワーケーション事業

98 山梨県 小菅村 小菅村古民家活用協議会
700人の村のSDGsツーリズム形成事業～地域と企業の共創による「地域課題」の観光

資源化・「課題解決」のプログラム化～

99 山梨県 富士吉田市
一般財団法人ふじよしだ

観光振興サービス

「日本屈指の『機織り』」×「『富士山』のお膝元」で『絵』になる体験・商品開発

による立ち寄り地からの脱却！モデル宿泊プラン整備実証事業

100 山梨県 身延町
みのぶ農泊地域連携協議

会

寺（じ）ビールで繋ぐ！宿坊の町身延町でアルベルゴ・ディフーゾ型宿坊群の構築に

よる新たな観光需要基盤の造成

101 長野県 茅野市
一般社団法人ちの観光ま

ちづくり推進機構

「アドベンチャーツーリズムの聖地”ちの”」におけるブランド化（「看板商品」造

成）事業

102 長野県 塩尻市
株式会社しおじり街元気

カンパニー

アートツーリズムで魅せる、文化と歴史ー地域資源を再構築する、回遊型観光モデル

の提案ー

103 長野県 塩尻市
一般社団法人塩尻市観光

協会
「URUSHI」の魅力・観光コンテンツの磨き上げ活用事業

104 長野県 千曲市
一般社団法人信州千曲観

光局
U25(Z世代)をターゲットとした「ちくまレトロトリップ」定着化プロジェクト

105 長野県 富士見町
富士見高原リゾート株式

会社

ユニバーサルフィールド・ユニバーサル温泉の磨き上げによる「富士見・諏訪湖エリ

アユニバーサルツーリズム着型滞在プログラム開発」実証事業

106 長野県 松川町 丸茂自動車有限会社 愛猫（ペット）同伴旅での「猫神様」巡礼体験・ルート開発事業

107 長野県 南木曽町 南木曽町
妻籠宿と中山道ハイキングの魅力向上実証事業-街道文化に触れながら安心して歩け

る環境づくりと「木」の文化体験の充実

108 長野県 白馬村
一般社団法人白馬村観光

局	

サステナブルマウンテンリゾートへ　白馬村の自然とこれからの新しいローカルに関

して考えるリゾートワークプログラム「GREEN WORK HAKUBA」

109 長野県 山ノ内町 山ノ内町
「守る・学ぶ・活かす～100年後の未来へ～」　志賀高原ユネスコエコパーク活用プ

ロジェクト

110 長野県 諏訪市 諏訪商工会議所 諏訪圏工業メッセの産業資源としての磨き上げを通じた地域観光振興実証事業

111 長野県 須坂市 須坂市観光協会
須坂生まれの『新品種ぶどう』を生かした新たな体験型ツアーの造成と域内連携促進

事業

112 岐阜県 高山市
飛騨朝日地域活性化推進

協議会

飛騨匠クラフトツーリズムin飛騨朝日町～匠×仕事×ライブにより国道361号線をク

ラフト街道へ～

113 岐阜県 関市
関市地場産業活性ツーリ

ズム実行委員会
刀鍛冶と鵜匠の街“匠”体験ツーリズム事業

114 岐阜県 美濃市 みのまちや株式会社 美濃市　町ごと体験滞在プログラム「クラフトステイMINO」

115 静岡県 静岡市 株式会社創造舎 東海道の宿場町「駿府匠宿」における駿河の歴史と伝統工芸コンテンツ磨き上げ事業

116 静岡県 静岡市
公益財団法人するが企画

観光局

静岡市ナイトツーリズム造成・地域活性化事業 ～三保松原・伝説の天女のように心も

身体も更にキレイに～
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No. 都道府県 市区町村 実施主体 提案事業名

117 静岡県 静岡市

一般社団法人しずおか観

光・産業戦略推進機構

（TIPS）

江戸から続く匠技・ものづくりスピリットナビゲーターがデイレクションする【しず

おかものづくりツーリズム】育成・実践事業

118 静岡県 島田市 島田市観光協会
川越遺跡を利用した島田の『茶文化体感ツーリズム』コンテンツ造成による回遊性促

進事業～お茶で繋がる歴史と文化を楽しむ地域へ～

119 静岡県 松崎町 松崎町観光協会 松崎町 SAKAN アート ワールドカップ実施事業

120 愛知県 半田市
特定非営利活動法人半田

市観光協会

地域全体で実施する「醸造文化」に対する顧客エンゲージメント向上に向けた体制構

築と実証事業

121 愛知県 春日井市
一般社団法人春日井市観

光コンベンション協会
こころからだキレイdeサボテン-City事業

122 愛知県 碧南市 碧南市観光協会
白しょうゆ発祥の地、碧南『白しょうゆの可能性に挑戦！どこまでかもしだせ

る？！』～へきなん、どこなん？ここなんよ！白しょうゆ生誕200年の歴史～

123 愛知県 西尾市
一般社団法人西尾市観光

協会
Shareしたくなる「西尾しましまロマンチック海道」の誕生に向けて

124 愛知県 田原市
株式会社田原観光情報

サービスセンター

渥美半島の「暮らしぶり」を体感、地域の農漁業者と連携した体験・学習型観光コン

テンツの磨き上げ事業

125 愛知県 幸田町 幸田町観光協会 しあわせのまち幸田の科学する快眠＆グルメ体験ウェルネスツーリズム事業

126 愛知県 岡崎市 岡崎市 徳川家康公に学ぶ「健康長寿」の秘訣を現代に紡ぐ滞在型プログラム実証事業

127 三重県 鳥羽市 有限会社オズ
体験観光から作る漁業の未来！伊勢湾を望む魚市場で「DXによるリアル入札体験」

事業

128 三重県 鳥羽市
一般社団法人鳥羽市観光

協会

「海藻」で切り開く鳥羽の新たな滞在魅力創出プロジェクト～エシカル層をターゲッ

トとした新しい学びの旅と歳時記を絡めた海藻料理の開発～

129 三重県 志摩市 志摩市 志摩の海辺環境における漁業者と異業種連携ネットワーク活用事業

130 三重県 志摩市
一般社団法人志摩市観光

協会

「海女・漁師」の生活に触れ、出張料理まで！ここでしか味わえない漁師町暮らしの

プレミアム体験実証事業

131 三重県 伊賀市 伊賀上野観光協会ＤＭＯ
教育旅行3.0～地域に受け継がれた「忍者の正心」に学ぶ「生きる力」実践プログラ

ムの開発～

132 三重県 伊賀市 伊賀上野観光協会ＤＭＯ
伊賀上野城下町デジタルテーマパーク～オリジナルアプリを活用したリアル＆バー

チャル体験～

133 三重県 伊勢市 伊勢まちづくり株式会社 外宮、内宮、河崎まで！伊勢の「今」を届けるスマートな旅事業

134 三重県 紀宝町 有限会社楽らく 「紀の宝」プロジェクト～知られざる紀宝町の魅力～

135 滋賀県 栗東市
一般社団法人栗東市観光

協会
ホースセラピーを軸としたウエルネスツーリズム事業

136 滋賀県 高島市 株式会社平和堂
発酵するまち、高島。免疫力を高める日本の「発酵食」を極める旅～味噌・醤油から

寿司の起源「鮒寿司」まで～造成事業

137 京都府 京都市
公益社団法人京都市観光

協会(DMO KYOTO)

世界基準のサステナブルコンテンツの魅力磨き上げ事業～京都観光モラルの普及を目

指して～（仮称）

138 京都府 京都市 龍谷山本願寺
「キャンプ＋地域産業体験」という新たな旅の形「キャンプツーリズム」の確立推進

事業～「お寺きゃんぷ」イベントを通じた観光資源磨き上げ～

139 京都府 八幡市 八幡市 空中茶室「閑雲軒」と松花堂をテーマにした時空×観光の実証事業

140 京都府 宇治市 宇治市 ”放ち鵜飼”復活プロジェクトによる新しいツーリズムの実証事業

141 大阪府 大阪市 南海電気鉄道株式会社 今こそ、がんばりまっせ！星空スタンド

142 大阪府 交野市 交野市
～七夕伝説の地 かたの～天の川リバーサイドベニュー（ナイトタイムエコノミー）に

向けた実証事業

143 兵庫県 神戸市 一般財団法人神戸観光局
神戸空港＆宿泊施設と連携した神戸の地域産業と食の魅力を発信するガイドコンテン

ツによる周遊・滞在促進事業

144 兵庫県 神戸市
神戸農業ツーリズム促進

実行委員会
「100％神戸産原材料ビール×有機農業」で神戸まち歩きツーリズム事業

145 兵庫県 姫路市 ひめじあかり実行委員会
おもてなしとメディシェフ（医学とおいしさの技術）をテーマに、姫路から未来の食

文化を磨く！事業
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146 兵庫県 姫路市
家島諸島都市漁村交流推

進協議会
家島しまたび受入整備事業

147 兵庫県 豊岡市
一般社団法人豊岡観光イ

ノベーション
新観光素材  TOYOOKA 演劇列車の開発・運行事業

148 兵庫県 西脇市
公益社団法人ひょうご観

光本部
本物の産地を体感する持続可能な観光開発～播州織が紡ぐ未来への挑戦～

149 兵庫県 南あわじ市
公益社団法人ひょうご観

光本部

日本遺産「国生みの島」で進む持続可能な観光開発～体験型宿泊施設に生まれ変わっ

た廃校で学ぶ農漁業の未来～

150 兵庫県 福崎町 株式会社PAGE 埋もれた地域資源を磨き上げ、滞在型コンテンツ群を作る事業

151 奈良県 明日香村 明日香村商工会
「地域資源の磨き上げ」×「顧客生涯価値拡大」による明日香観光地経営ビジネスモ

デル構築事業

152 奈良県 吉野町
一般社団法人吉野ビジ

ターズビューロー

withコロナ・afterコロナ期の「新しい価値観」に応える、吉野の世界遺産・日本遺産

（桜の歴史、修験道、自然、産業）を活かしたコンテンツ造成事業

153 奈良県 東吉野村
東吉野・奥大和地域ふる

さと創生協議会

AIトラベルコンシェルジュによる東吉野の自然・食・歴史・文化・農林業体験プライ

ベートツアー

154 和歌山県 紀の川市
一般社団法人紀の川フ

ルーツ観光局
 フルーツのまち紀の川周遊化構想～憧れの「フルーツのある生活」～

155 和歌山県 白浜町

株式会社アワーズ　白浜

事業所 アドベンチャー

ワールド

家族みんなが遊ぶ！学ぶ！南紀白浜エリア 『観光キッザニア化』事業

156 和歌山県 白浜町 日置川町商工会
「日置（南紀）のオンリーワン（自然環境）を軸とする地域連携型サスティナブル

ツーリズム 」

157 和歌山県 古座川町 古座川町観光協会 産学官民連携による観光型過疎地域課題解決実証事業

158 鳥取県 鳥取市 因幡街道交流会議
日本一の鳥取砂丘を育んだ「山・海・川・里」の日本一の生業（なりわい）を一貫し

て見せる体験開発～鳥取でＳＤＧｓを体感するコンテンツ造成事業～

159 島根県 大田市
株式会社石見銀山生活観

光研究所

地域一体型経営のためのウォーキングミュージアム構想事業　ー歴史的時間のつなが

りと世界への広がりー

160 島根県 隠岐の島町
山陰観光開発㈱（隠岐旅

工舎）
教育旅行コンテンツ磨き上げによる域内連携促進事業

161 岡山県 倉敷市
倉敷訪日外国人誘客促進

協議会
「倉敷ものづくり体験」への外国人誘客による地域活性化支援事業

162 広島県 呉市
安芸灘とびしま海道ク

ルーズ観光協議会
安芸灘とびしま海道・観光クルーザーがつなぐ食体験コンテンツ磨き上げ事業

163 広島県 竹原市
特定非営利活動法人ネッ

トワーク竹原
竹原大正浪漫　ー町並み保存地区磨き上げ連携事業ー

164 広島県 安芸太田町
温井スプリングス株式会

社

「現代によみがえる龍姫たち」～龍姫湖に関わる「姫」によるインフラ（ダム）の活

用と地域の振興ツアー「癒しの温井で待っとるけぇね」～

165 広島県 三原市
地域連携DMO（株式会

社空・道・港）

地域連携DMO_広島空港を起点とした中山間地域の新たな観光資源〝シン・ヒロシマ

〟の開発事業

166 山口県 長門市
長門湯本温泉まち株式会

社
「オソト天国」強化を通じた長門湯本温泉街と文化・農業・交通の連携促進事業

167 徳島県 鳴門市 鳴門エエとこ倶楽部
【鳴門リゾートエリアブランド再構築事業】少人数で楽しむアート & おいしい鳴門漁

師体験の鳴門旅づくり

168 香川県 小豆島町
一般社団法人小豆島観光

協会

島横断で瀬戸芸オフシーズン課題に共通ターゲット（健康志向・ベジタリアン）設定

で取り組む「醤油・素麺・オリーブ」✕「域内周遊クルーズ」の新規開発・実証事業

169 香川県 綾川町 綾川町 綾川ブランドを体験する「夜のいちご園」と道の駅を拠点とした周遊促進

170 香川県 高松市 (一社)かがわガイド協会
中央卸売市場・プロガイド・域内事業者連携による感染症対策をふまえた着地型観光

商品の造成・磨き上げ体制構築事業

171 愛媛県 松山市
全日本空輸株式会社松山

支店

愛媛県 松山市「みかん農園を守る」 グリーンツーリズム プロジェクト　（地域のみ

んなが愛顔に！SDGsの取組に貢献する）

172 愛媛県 今治市
しまなみ海道ツーリング

キャンプ推進協議会
しまなみ海道ツーリングキャンプコンテンツ造成事業
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173 高知県 黒潮町
株式会社土佐西南黒潮観

光

高知県黒潮町の製造業・農業・漁業資源を活かした新たなグランピングスタイル創出

事業

174 福岡県 北九州市 北九州釣りいこか倶楽部
「北九州釣りいこか倶楽部」を軸とした北九州市の新たなインバウンド市場多角化促

進事業

175 福岡県 北九州市 NPO法人ノースナイン
「北九州市＝滞在・宿泊型観光都市」を目指して　GOLF×FISHING×SUSHI×

TANGA MARKET（北九州の台所）×きたきゅう魚宴（ぎょえん）イベント開催

176 福岡県 北九州市 WeLove小倉協議会
地域を元気に！地域を創る！竹害を竹財に　市民参加型のSDGsを目指し、合馬地区

の地域活性化×北九州食の魅力発信フェスタ×世界体操・世界新体操

177 福岡県 八女市 一般財団法人FM八女
「八女茶ブランド力向上」×「ガストロノミーツーリズム」によるハイブリット型実

証事業～旧1市3町2村の農業と観光を結ぶ・産学官連携プロジェクト～

178 福岡県 朝倉市 あさくら観光協会 伝建地区「秋月」で小中高校と連携したワーケーションプログラム事業

179 福岡県 朝倉市 あさくら観光協会 朝倉市　山田堰を中心としたキャリア教育コンテンツ開発事業

180 福岡県 篠栗町
一般社団法人篠栗町観光

協会

「町のみんなでRe:Branding！篠栗ツーリズム」　来訪者拡大に向けた“お遍路コンテ

ンツ”造成実証事業

181 福岡県 赤村 一般財団法人源じいの森
暮らすように旅する、むらごとキャンプサイト構想～観光客と村民が一緒につくりあ

げる共創のサステナブル・ツーリズム～

182 福岡県 宗像市 一般社団法人九州のムラ 世界遺産・宗像海人族　遊漁船活用による沖ノ島遠望及び体験プログラム造成事業

183 佐賀県 鹿島市
鹿島酒蔵ツーリズム推進

協議会
レストランシティ構築でお酒と食で高付加価値化した農と食の磨き上げ事業

184 佐賀県 小城市
小城観光まちづくりプロ

ジェクト合同会社

天山から有明海に繋がる小城の『名水と食文化』を軸にした観光まちづくりバリュー

チェーン形成促進事業

185 佐賀県 嬉野市 嬉野茶時
「ワーケーションリゾート・嬉野」実証事業～嬉野三大産業の発展と地域の活性化に

向けて～

186 長崎県 長崎市
一般社団法人長崎国際観

光コンベンション協会
長崎平和ARアクティブラーニング

187 長崎県 佐世保市 株式会社長崎国際テレビ
島民と旅人をつなぐ「グリーンスローモビリティ」を活用した島周遊・世界文化遺産

のある島「黒島」の未来

188 長崎県 島原市 島原市
雲仙・普賢岳噴火災害から30年「火山（ジオパーク）レガシー観光資源磨き上げ」事

業

189 長崎県 対馬市 株式会社今村商店 マリンレジャーによる地域連携実証事業

190 熊本県 八代市 湯の里日奈久振興会 日奈久温泉「裏路地ツーリズム」推進事業

191 熊本県 人吉市 くま川鉄道株式会社
人吉復興ツーリズム：～レールがつなぐ人・文化・歴史、くま川鉄道沿線ストーリー

の磨き上げ～

192 熊本県 宇城市 株式会社on the soil 不知火海の恵みを体感する域内連携ツーリズム実証事業

193 熊本県 御船町
一般社団法人御船町観光

協会
「9000万年前へ令和からタイムトラベル」を疑似体験できるスモールツーリズム事業

194 熊本県 熊本市 熊本県旅行業協同組合
熊本の豊かな水資源が育む自然と食・伝統文化を伝える二次交通を活用したガイドツ

アーによる地域周遊促進事業

195 熊本県 小国町 くまもとDMC
豪華バス「GRANDAYS」公式ツアー企画造成をフックとした域内回遊観光コンテン

ツ造成事業

196 大分県 日田市
一般社団法人日田市観光

協会
環境と教育を重要視した持続可能な林業×観光の新たな価値創出事業

197 大分県 竹田市
NPO法人里山保全竹活

用百人会

20年続くたけた竹灯籠“竹楽”の背景にある竹林の里山保全活動の継承を目的とした観

光コンテンツ磨き上げ事業

198 大分県 竹田市 竹田市役所
“湯治”の概念を革新的に変える！世界に通用する“ヘルスケアリゾート温泉地”形成事

業

199 大分県 日出町
一般社団法人ひじ町ツー

リズム協会

＃新しいツーリズムの創造「HIJI　STORY」地域の人と人が繋がる多業種ツーリズム

事業」

200 宮崎県 えびの市
デトックス・トリップ宮

崎推進協議会

～えびの市の自然に囲まれながら自分の棚卸し～働く女性の口角を上げる、アウトド

ア空間を活用したコンテンツ開発事業

201 宮崎県 高千穂町
一般社団法人高千穂町観

光協会

オーバーツーリズム解消! 世界農業遺産と廃線を活かした新たな地域周遊アドベン

チャーツーリズム造成事業
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202 鹿児島県 鹿児島市
鹿児島市メディカルツー

リズム促進実行委員会
今だからこそ、医療関係者が作るメディカルツーリズム

203 鹿児島県 出水市 株式会社NOTE出水
国内外長期滞在者をターゲットとする出水麓を起点とした観光コンテンツ造成実証事

業

204 鹿児島県 奄美市 まぁじんま会
奄美のガイドと「自然のバイオリズムに溶け込む旅」。 五感験型ネイチャーツーリズ

ム

205 鹿児島県 姶良市
一般社団法人姶良市観光

協会
「もう通過点とは呼ばせない！姶良市観光改造計画」実証事業

206 鹿児島県 南大隅町
一般社団法人南大隅町観

光協会
最南端観光アカデミー　１限目「Reborn！時を止めるバス旅」実証事業

207 鹿児島県 喜界町
特定非営利活動法人喜界

島サンゴ礁科学研究所
喜界島のサンゴ礁文化に触れる“うるシマめぐり”

208 沖縄県 石垣市 特定非営利活動法人夏花

「オーリミリ　ムラニンズ（来てみて　村の仲間）」サブヌ村づくり事業－サンゴ村

を核とした地域と大学との連携による持続可能な地域づくり人材の育成プログラムの

構築－

209 沖縄県 石垣市 合同会社うたくなー 高齢者福祉およびお茶産業と連携したナイトタイムコンテンツの磨き上げ事業

210 沖縄県 国頭村
株式会社カヌチャベイリ

ゾート
やんばる世界自然遺産を活用したSDGs次世代教育ツアー企画・ガイド育成事業

211 沖縄県 本部町 本部町観光協会 アセローラと海の幸で長寿の食育を学ぶグリーン・ツーリズム

212 北海道

旭川市,鷹栖町,

東神楽町,比布

町,愛別町,上川

町,東川町,当麻

町

一般社団法人大雪カムイ

ミンタラDMO
大雪山国立公園に抱かれた北海道「大雪圏域」における滞在型ツーリズム推進事業

213 北海道

北海道三笠市,

美唄市,夕張市,

岩見沢市

特定非営利法人炭鉱の記

憶推進事業団
日本遺産「炭鉄港」を活用してオンラインで現地へ誘う地域内外連携促進事業

214 東北

五所川原市,青

森県西北地域県

民局管内

一般社団法人かなぎ元気

村
奥津軽トレイルアドベンチャーライド滞在コンテンツ実証事業

215 東北

岩手県陸前高田

市,宮城県気仙

沼市

一般財団法人3.11伝承

ロード推進機構
伝承ロードバス事業

216 東北

宮城県仙台市,

多賀城市,石巻

市,登米市

新しい東北観光シンポジ

ウム実行委員会
「食材王国みやぎ」が持続的に発展していくためのコンテンツ創出・実証事業

217 東北
宮城県仙台市,

名取市

仙台ターミナルビル株式

会社
東部沿岸被災エリアに創る！～農業・漁業・自然×復興×学びツーリズム～

218 東北
秋田県大館市,

小坂町

一般社団法人秋田犬ツー

リズム
秋田犬のふるさと「奥秋田」でココロとカラダを満たす。

219 東北
秋田県北秋田

市・上小阿仁村

一般社団法人秋田犬ツー

リズム
北秋田で縄文人になろう！マタギになろう！

220 東北

山形県鶴岡市,

酒田市,三川町,

庄内町,遊佐町

庄内空港利用振興協議会
漁村を中心とした域内連携による「釣・働・泊」プロジェクト「庄内浜釣りケーショ

ン」実証事業

221 関東

千葉県富津市,

神奈川県横須賀

市

東京湾海堡ツーリズム機

構
日本最古の人工島「第一海堡」「第二海堡」をめぐる新たなインフラツーリズム

222 北陸

新潟県三条市,

十日町市,燕市,

上越市

新潟県 新潟県教育旅行コンテンツ造成事業

223 北陸
新潟県燕市,三

条市
株式会社つくる

「～燕三条の職人・技術を紡ぐ～『クラフトツーリズム』によるファンコミュニティ

形成によって経済サイクルを生み出すための実証」事業
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224 中部
南信州天龍峡エ

リア
株式会社南信州観光公社

「天龍峡百年再生」天竜川流域観光資源を活用した持続可能なリバーツーリズム創出

事業

225 中部
静岡県三島市,

富士市

静岡県東部地域スポーツ

産業振興協議会
楽チンE-BikeでGO！首都圏ファミリー＆若者向け宿泊・農業体験ツアー創造事業

226 中部
静岡県川根本

町,島田市
大井川農泊推進協議会 天空茶園と大井川茶鉄のお茶休み実証事業

227 中部

静岡県富士市,

富士宮市,御殿

場市,裾野市,小

山町

しずおか富士山利活用推

進協議会

～富士山新ブランド＆テーマ「富士下山のすゝめ」を国内外に～国内外客の富士山再

訪を見据えた新たな富士山地域周遊観光実証事業

228 中部
浜松市,湖西市,

浜名湖
舘山寺温泉観光協会

Grandscape浜名湖＠舘山寺開催時におけるマルシェの開催と周遊クーポン発行並び

に舟運による移動サービスでの域内連携

229 中部

愛知県名古屋

市,知多市,阿久

比町

コットンロードから始ま

る有松絞400年の旅実行

委員会

コットンロードから始まる有松絞400年の旅 実証事業

230 中部 山梨県北杜市等
一般社団法人八ヶ岳ツー

リズムマネジメント
澄みきった自分に還る「太陽と大地と水が育む八ヶ岳ガストロノミーの旅」

231 近畿

宮津市,伊根町,

与謝野町,京丹

後市

「和の源流の会」
「日本のベネチア伊根で糸を垂らし、ちりめんガチャ万を身に纏う国産み丹後の旅 ＋ 

α 」

232 近畿
兵庫県内並びに

近県

一般社団法人高砂市観光

交流ビューロー
好きやねん昭和事業～とことん昭和ばえ！～

233 近畿
奈良市,明日香

村

奈良新しい学び旅推進協

議会
奈良SDGs学び旅 伝統的地場産業連携促進事業

234 近畿
鳥羽市・志摩

市・南伊勢町

公益社団法人伊勢志摩観

光コンベンション機構

「地の食×地の酒」至福のペアリングを愉しむ　『伊勢志摩ガストロノミーバス』モ

ニターツアー事業

235 近畿
滋賀県大津市・

高島市
株式会社ツールドラック

滋賀県発：セレクティブ・ラグジュアリー層に向けた上質な農漁村生活文化体験型ツ

アー磨き上げ事業

236 近畿

京都府宇治市,

宇治田原町,和

束町,南山城村

一般社団法人京都山城地

域振興社
伝説の茶農家・茶商によるプレミアム大茶会

237 中国

鳥取県八頭郡八

頭町,鳥取県東

部地区

高田技研（八東ふるさと

の森指定管理業者）

八東ふるさとの森を舞台にSDGsの理念を通じた地域連携事業（環境保全X教育、食X

生産農家）

238 四国

徳島県美馬市,

三好市,つるぎ

町,東みよし町

にし阿波ネイチャーツ

アー実行委員会
にし阿波ネイチャーツアー事業

239 九州 熊本県6市町村
公益社団法人熊本県観光

連盟
くまもと観光資源の地域産業横断的な磨き上げ事業

240 九州
熊本県水俣市,

天草市
株式会社くまもとDMC

新たな二次交通をフックとした水俣～天草の回遊促進のための観光コンテンツ高付加

価値化事業

241 九州

鹿児島県鹿屋

市,垂水市,曽於

市,志布志市,大

崎町,東串良町,

肝付町,錦江町,

南大隅町

株式会社おおすみ観光未

来会議

「冒険者たちは、南風の彼方へ」アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成

実証事業

242 九州

鹿児島県徳之島

町,伊仙町,天城

町

一般社団法人徳之島観光

連盟

「結いの島」の連携促進＆世界自然遺産登録を見据えた徳之島コンシェルジュ（仮

称）の観光資源化へ向けた磨き上げ事業
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243 沖縄

沖縄県南城市,

他沖縄県の市町

村の地域観光協

会

一般社団法人南城市観光

協会
ウェルネスブルーゾーン商品創出事業


