
■令和２年度第3次補正予算事業　既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業

　【区分１】自治体・DMO型　採択事業者一覧

MAP番号 団体名称 所在地 計画地域（エリア） MAP番号 団体名称 所在地 計画地域（エリア）

1 網走市 北海道 網走市 52 一般社団法人　伊豆市産業振興協議会 静岡県 伊豆市修善寺

2 NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 北海道 釧路市 53 浜松市 静岡県 浜松市

3 釧路観光コンベンション協会 北海道 釧路市釧路川リバーサイドエリア 54 静岡県湖西市 静岡県 静岡県湖西市

4 札幌市 北海道 札幌市南区定山渓 55 一般社団法人奥三河観光協議会 愛知県 愛知県新城市（鳳来寺山、湯谷温泉エリア）

5 千歳市 北海道 北海道千歳市支笏湖地域 56 愛知県岡崎市 愛知県 愛知県岡崎市

6 一般社団法人倶知安観光協会 北海道 倶知安町 57 一般社団法人知多半島観光事業協会 愛知県 南知多町

7 青森県黒石市 青森県 青森県黒石市 58 三重県名張市 三重県 名張市

8 一般社団法人　十和田奥入瀬観光機構 青森県 青森県十和田市 59 三重県東員町 三重県 三重県員弁郡東員町

9 久慈市 岩手県 久慈市 60 一般社団法人明和観光商社 三重県 三重県明和町、一般社団法人明和観光商社

10 株式会社八幡平DMO 岩手県 岩手県八幡平市「八幡平温泉郷」 61 滋賀県 滋賀県 近江鉄道・信楽高原鉄道沿線地域

11 株式会社いわてラボ 岩手県 岩手県盛岡市、岩手郡雫石町 62 大津市 滋賀県 大津市（JR大津駅から大津湖岸地域）

12 (一社)世界遺産平泉・一関DMO 岩手県 岩手県一関市厳美地域 63 亀岡市 京都府 カメオカシ

13 一般社団法人石巻圏観光推進機構 宮城県 石巻市、東松島市、女川町 64 公益社団法人京都市観光協会 京都府 京都市

14 宮城県大崎市 宮城県 宮城県大崎市鳴子温泉地域 65 豊岡市 兵庫県 城崎温泉（兵庫県豊岡市城崎町）

15 秋田県北秋田市 秋田県 北秋田市 66 新温泉町 兵庫県 新温泉町

16 山形県最上町 山形県 最上町赤倉温泉地域 67 一般財団法人神戸観光局 兵庫県 有馬温泉～ウォーターフロントエリア

17 山形県酒田市 山形県 山形県酒田市 68 公益社団法人姫路観光コンベンションビューロー 兵庫県 兵庫県姫路市

18 一般社団法人DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー 山形県 鶴岡市 69 一般社団法人淡路島観光協会 兵庫県 淡路市、洲本市、南あわじ市

19 おもてなし山形株式会社 山形県 山形県山形市、上山市（蔵王温泉エリア） 70 奈良県 奈良県 奈良市

20 山形県天童市 山形県 天童市（天童温泉） 71 十津川村 奈良県 十津川村

21 福島県会津若松市 福島県 福島県会津若松市大戸町大字芦ノ牧 72 高野町 和歌山県 和歌山県伊都郡高野町高野山地内

22 茨城県ひたちなか市 茨城県 茨城県ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸周辺地域 73 米子市 鳥取県 皆生温泉

23 那須町 栃木県 那須町　那須高原地域 74 鳥取県江府町 鳥取県 鳥取県江府町「奥大山エリア」

24 みなかみ町 群馬県 みなかみ町 75 西ノ島町 島根県 西ノ島町

25 中之条町 群馬県 中之条町四万温泉 76 出雲市 島根県 出雲市

26 （一社）草津温泉観光協会 群馬県 群馬県吾妻郡草津町全域 77 江津市 島根県 江津市

27 渋川市 群馬県 群馬県渋川市伊香保町 78 岡山県玉野市 岡山県 玉野市

28 鴨川観光プラットフォーム株式会社 千葉県 鴨川市 79 一般社団法人庄原観光推進機構 広島県 広島県庄原市

29 一般社団法人銚子市観光協会 千葉県 銚子市犬吠埼温泉郷を中心とした地域 80 呉市 広島県 広島県呉市東部瀬戸内海国立公園地域

30 神奈川県横須賀市 神奈川県 横須賀市 81 山口市 山口県 山口市

31 湯河原町 神奈川県 神奈川県湯河原町 82 山口県長門市 山口県 長門湯本温泉を拠点とする周遊観光エリア

32 粟島浦村 新潟県 粟島浦村 83 一般社団法人宇部観光コンベンション協会 山口県 山口県宇部市

33 一般社団法人　佐渡観光交流機構 新潟県 佐渡市 84 下関市 山口県 下関市

34 一般社団法人雪国観光圏 新潟県 雪国観光圏 85 一般社団法人イーストとくしま観光推進機構 徳島県 鳴門市

35 黒部市 富山県 黒部市 86 一般社団法人そらの郷 徳島県 徳島県美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし

36 一般社団法人ななお・なかのとＤＭＯ 石川県 七尾市、中能登町 87 大洲市 愛媛県 大洲市　城下町エリア

37 白山市観光連盟 石川県 白山市 88 土佐清水市 高知県 高知県土佐清水市（あしずり温泉郷エリア）

38 加賀市 石川県 加賀市 89 添田町 福岡県 福岡県田川郡添田町

39 あわら市 福井県 あわら市 90 一般社団法人　うきは観光みらいづくり公社 福岡県 福岡県うきは市浮羽町

40 株式会社まちづくり小浜 福井県 小浜市 91 一般財団法人FM八女 福岡県 福岡県八女市全域、特に奥八女エリア

41 笛吹市 山梨県 笛吹市（石和温泉エリア） 92 嬉野市 佐賀県 嬉野市(嬉野温泉を中心とした地域)

42 甲府市 山梨県 甲府駅周辺、御岳昇仙峡、湯村温泉 93 一般社団法人平戸観光協会 長崎県 平戸市北部エリア（城下町＆世界遺産）

43 一般社団法人白馬村観光局 長野県 長野県白馬村 94 公益財団法人佐世保観光コンベンション協会 長崎県 佐世保市、小値賀町

44 一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構 長野県 茅野市、立科町 95 波佐見町 長崎県 波佐見町中尾郷

45 阿智村 長野県 阿智村 96 長崎市 長崎県 長崎市

46 岐阜県白川村 岐阜県 白川村荻町、白川村平瀬 97 阿蘇市 熊本県 熊本県阿蘇市（内牧温泉エリア）

47 一般社団法人　下呂温泉観光協会 岐阜県 下呂市 98 人吉市 熊本県 人吉市

48 特定非営利活動法人ＯＲＧＡＮ 岐阜県 岐阜県岐阜市 長良川温泉エリア 99 日南市 宮崎県 日南市

49 養老町 岐阜県 養老町（養老公園・養老の滝・養老駅） 100 鹿児島市 鹿児島県 鹿児島市　桜島・錦江湾エリア

50 熱海市 静岡県 熱海市 101 一般社団法人北谷ツーリズムデザインラボ 沖縄県 沖縄北谷町西海岸エリア（美浜、北前）地区

51 静岡県伊豆の国市 静岡県 伊豆の国市 102 南城市 沖縄県 沖縄県南城市


