
事業区分

地域･広域

1 01空知 広域 （一社）岩見沢市観光協会 そらちワーケーション・テレワーク推進プロジェクト2021

2 01空知 地域 （一社）岩見沢市観光協会 岩見沢のバラを活かした観光資源開発事業

3 01空知 地域 （一社）岩見沢市観光協会 岩見沢市中心市街地観光化プロジェクト

4 01空知 地域 ウィンタースポーツ・ゴルフ実行委員会 魅力ある冬季アドベンチャートラベル推進事業

5 01空知 地域 栗山町観光地域づくり推進協議会 SDGsワーケーション受入推進事業

6 01空知 地域 美唄観光物産協会 美唄における中長期滞在向け観光コンテンツの造成

7 01空知 地域 （一社） 深川観光協会 深川観光コロナ対応ＰＲ事業

8 01空知 広域 北海道そらちグルメフォンド実行委員会 南空知サイクルツーリズム推進事業

9 02石狩 広域 JTB協定旅館ホテル連盟北海道ホテル支部 ≪TOYAMA≫Active Village　イベント推進実証事業

10 02石狩 広域 石狩北部・増毛サイクルツーリズム推進協議会 サイクリング推進事業

11 02石狩 地域 北石狩地域まちづくり協議会 北石狩着地型観光商品化事業

12 02石狩 地域 北広島市観光協会
北広島市を舞台にした漫画「プラタナスの実」楽市楽場～楽しい市の楽しい場所による魅力
発見事業

13 02石狩 広域 (一社）シーニックバイウェイ支援センター 札幌圏における都市と自然を結ぶ新しいアドベンチャー・ツーリズム推進事業

14 02石狩 地域 （一社）定山渓観光協会 定山渓エリア　秋の滞在促進事業

15 02石狩 広域 第39回全国都市緑化北海道フェア実行委員会 はなふるを拠点とするガーデンツーリズム推進事業

16 02石狩 地域 （一社）千歳観光連盟 スポーツ合宿を活用した観光地づくり実証実験

17 02石狩 広域 道内中核都市観光連携協議会 道内7都市を中心としたオープンジョー促進事業

18 02石狩 広域 （一社）日本ＵＤ観光協会 新千歳空港駅バリアフリー観光窓口設置実証事業

19 03後志 地域 岩内ツーリズム活性化委員会 岩宇地区インターナショナル・サマーアクティビティプログラム推進事業

20 03後志 地域 岩内ツーリズム活性化委員会 CATスキーを活用した冬季ワーケーション推進事業

21 03後志 地域 （一社）小樽観光協会
小樽ワーケーション推進事業
「アセジョ×小樽ステイ」

22 03後志 地域 (一社）倶知安観光協会 ニセコくっちゃん「アドベンチャートラベル×サマーステイ」

23 03後志 地域 (一社）倶知安観光協会 ワーケーションニセココンシェルジュ体制整備事業

24 03後志 地域 （一社）黒松内町観光協会 エコモビリティタウン推進事業

25 03後志 地域 (一社) 仁木町観光協会 仁木町版ワーケーション×ワインツーリズム推進事業

26 03後志 広域 （一社）ニセコプロモーションボード 通年型ニセコのアウトドアライフ情報発信の整備事業

27 03後志 地域 （一社）余市観光協会 余市アドベンチャートラベル環境整備事業

28 03後志 広域 羊蹄ニセコ自転車走行協議会 羊蹄ニセコサイクルエリアの魅力アップ事業

29 04胆振 地域 （一社）厚真町観光協会 厚真町震災学習プログラム造成

30 04胆振 地域 壮瞥町観光受入滞在環境整備推進協議会 壮瞥町観光受入滞在環境整備事業

31 04胆振 地域 ＮＰＯ法人　だて観光協会 伊達市アドベンチャートラベル推進事業

32 04胆振 地域 （一社）苫小牧観光協会 苫小牧アニメツーリズム推進事業

33 04胆振 地域 登別市 コロナ禍における新たなニーズに対応した冬期観光推進事業

34 04胆振 広域 東胆振地域ブランド創出協議会 東胆振ファンプロジェクト事業

35 04胆振 地域 （一社）噴火湾とようら観光協会 洞爺湖有珠山ジオパークを活用した豊浦町型アドベンチャーツーリズム推進事業

36 04胆振 広域 北海道新幹線×nittan地域戦略会議 nittanアウトドアコンテンツ形成・魅力発信事業

37 04胆振 地域 室蘭観光推進連絡会議 地域観光資源磨き上げ、体験型観光創出事業

38 04胆振 地域 ムロランワンパク実行委員会 ムロランワンパク2021

39 05日高 地域 日高町地場産品推進協議会 日高町の魅力発見・発信を軸とした周遊促進事業

40 05日高 地域 日高町地場産品推進協議会 廃線のJR日高線で繋ぐ地域活性化事業

令和3年度地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業一覧表　

番号 エリア 応募団体名 事業名
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事業区分

地域･広域
番号 エリア 応募団体名 事業名

41 05日高 地域 (一社）びらとりウレシパ 平取町二風谷アイヌ文化認知度向上集客事業

42 05日高 広域 鵡川・沙流川ＤＭＯ むかわ町・日高町・平取町滞在型周遊事業

43 06渡島 地域 大沼体験観光づくり実行委員会 七飯町アドベンチャートラベル推進事業

44 06渡島 広域 (一社）ぐるり道南観光推進協議会
アフターコロナを見据えたコンテンツの磨き上げによる滞在時間の拡大による大沼国定公園
アドベンチャートラベル推進事業

45 06渡島 地域 鹿部温泉観光協会 DASHI TOURISM推進事業

46 06渡島 広域 新幹線木古内駅活用推進協議会 日本遺産「北前船」観光ツアー開発事業

47 06渡島 地域 函館スイーツ推進協議会 函館スイーツを活用した縄文文化のPR・着地商品造成プロジェクト

48 06渡島 広域 北海道ドラマティックロード推進協議会 北海道ドラマティックロード推進協議会　レンタカーを活用した周遊促進事業

49 06渡島 地域 湯の川冬の灯り実行委員会 湯の川冬の灯り開催事業

50 08上川 地域 「北の国から」40周年記念実行委員会 ドラマ「北の国から」を利用した誘客推進とPRイベント開催事業

51 08上川 地域 (一社）層雲峡観光協会 上川アイヌ協会オリジナルコンテンツづくり事業

52 08上川 地域 （一社）層雲峡観光協会 奇跡のイルミネート バージョンアップ事業

53 08上川 地域 地域DMO大雪山ツアーズ㈱ 滞在促進に向けた着地型体験商品の造成・受入整備事業

54 08上川 地域 地域DMO大雪山ツアーズ㈱ ワーケーションの推進に向けたガイドツアーの造成事業

55 08上川 広域 道北観光連盟 道北ATブランディング事業

56 08上川 広域 道北着地型観光プロモーション推進協議会 道北「クラフト＆プレイ」ワーケーションリゾート形成事業

57 08上川 広域 富良野美瑛広域観光推進協議会 トマム富良野間二次交通実証運行事業

58 08上川 地域 中川町ワーケーション推進協議会 中川町AT体験型ワーケーション推進事業

59 08上川 地域 (一社）なかふらの観光協会 中富良野町ワーケーション推進事業

60 08上川 地域 NPO法人なよろ観光まちづくり協会 名寄市ワーケーション推進事業

61 08上川 地域 NPO法人なよろ観光まちづくり協会 誘客多角化実践事業

62 08上川 地域 日本一の蕎麦の里・幌加内推進協議会 道の駅を拠点とした地域アクティビティ推進事業

63 08上川 地域 東神楽町 旭川空港を拠点とした旅行商品造成事業

64 08上川 地域 ふらのスノーファンタジー推進協議会 冬季モーニングシャトルバス域内活性化事業

65 08上川 地域 NPO法人南富良野まちづくり観光協会 南富良野「手ぶらでキャンプ」推進事業

66 08上川 地域 NPO法人南富良野まちづくり観光協会 「WOW！南富良野アドベンチャートラベル」推進事業

67 09留萌 地域 羽幌町観光協会 離島を活用した長期滞在型観光推進事業

68 10宗谷 広域
猿払・浜頓別・中頓別・枝幸アドベンチャートラベル振興
協議会

猿払・浜頓別・中頓別・枝幸アドベンチャートラベル推進事業

69 10宗谷 広域 幌延町豊富町観光促進協議会 冬でも手ぶらでワーケーションステイ

70 10宗谷 地域 （一社）豊富町観光協会 最北の国立公園＆温泉癒されSTAY

71
11オ

ホーツ
ク

地域 網走市 天空の里魅力発信・活性化事業

72
11オ

ホーツ
ク

地域 オホーツク農産漁村活用体験型ツーリズム推進協議会 オホーツク網走アドベンチャートラベルコンテンツ造成事業

73
11オ

ホーツ
ク

広域 オホーツク観光連盟 ちょい旅！オホーツク再発見

74
11オ

ホーツ
ク

広域 (一社）北見市観光協会 北見・阿寒湖・釧路を結ぶ観光周遊バスの実証運行事業

75
11オ

ホーツ
ク

地域 (一社）北見市観光協会 飲食店と連携したフードツーリズム推進事業

76
11オ

ホーツ
ク

広域 (一社）小清水町観光協会 ラムサール条約登録湿地・濤沸湖エリアにおける持続可能なツアー造成

77
11オ

ホーツ
ク

地域 斜里町水産振興会
観光×漁業で目的型観光へシフト　～
日本一の知床鮭体験をワーケーションと結ぶ事業

78
11オ

ホーツ
ク

地域 芝ざくら滝上公園地域づくり拠点実行委員会 たきのうえユニバーサルツーリズム商品造成事業

79
11オ

ホーツ
ク

地域 滝上町農泊観光地域づくり協議会 たきのうえ体験コンテンツ造成事業

80
11オ

ホーツ
ク

地域 (仮称)紋別長期滞在推進協議会 オホーツク紋別・長期滞在におけるテーマ型（趣味別）ワーケーション実証事業

81 12十勝 地域 音更町十勝川温泉観光協会 アフターコロナを見据えた冬の観光素材「冬桜」事業
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事業区分

地域･広域
番号 エリア 応募団体名 事業名

82 12十勝 地域 帯広アイヌ古式舞踊等観光コンテンツ化推進協議会 十勝が誇るアイヌ古式舞踊の販売コンテンツ造成・実証事業

83 12十勝 地域 (一社）帯広観光コンベンション協会 帯広圏域サイクルツーリズムコンテンツ開発事業

84 12十勝 広域 (一社）新得町観光協会 十勝　ワ―ケーション定額搭乗プラン事業

85 12十勝 地域 (一社）新得町観光協会 ワ―ケーション in 新得町

86 12十勝 地域 （株）デスティネーション十勝 十勝アウトドア×ワーケーション開発事業

87 12十勝 広域 十勝観光連盟 ”とかチカラ”魅力・満足度アップ！発信事業≪3年目≫

88 12十勝 広域 十勝観光連盟 クリスタルランドＴＯＫＡＣＨＩ形成事業≪2年目≫

89 12十勝 広域 南十勝観光振興協議会 南十勝観光振興プロジェクト

90 13釧路 地域 (特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構 阿寒湖温泉におけるアイヌ文化の魅力発信事業

91 13釧路 広域 摩周・鶴居　台湾友好観光推進協議会 令和3年度　摩周・鶴居　台湾友好観光推進事業

92 13釧路 地域 （特非）美しい村・鶴居村観光協会 令和3年度　鶴居村ワーケーション推進事業

93 13釧路 地域 (一社）釧路観光コンベンション協会 釧路市を拠点としたアドベンチャートラベル商品造成・販売事業

94 13釧路 広域 釧路町・厚岸町・浜中町広域観光推進協議会 厚岸霧多布昆布森国定公園の魅力発信事業

95 13釧路 広域 (一社）ひがし北海道自然美への道ＤＭＯ 世界に通じるDMP(destination marketing plan)を目指したひがし北海道自然美への道DMO
バージョンアップ事業

96 13釧路 広域 (一社）ひがし北海道自然美への道ＤＭＯ ワーケションを軸としたひがし北海道DMO関係人口構築マネジメントプラットフォーム事業

97 13釧路 地域 (一社）ひがし北海道自然美への道ＤＭＯ DXで地域と旅行者を繋ぐ受入体制構築事業

98 13釧路 地域 (一社）ひがし北海道自然美への道ＤＭＯ 女満別空港を中心とした滞在型推進事業

99 13釧路 広域 (一社） 摩周湖観光協会 女満別・釧路空港を起点とした国立公園受入体制構築事業

100 13釧路 地域 (一社）摩周湖観光協会 新しい湯治のススメ・川湯温泉ブランド化事業

101 14根室 地域 標津町観光協会 標津町日本遺産・エコツーリズム可能性実証事業

102 14根室 地域 標津町観光協会 標津町観光WEBシステム構築事業

103 14根室 広域 知床ねむろ観光連盟 知床ねむろ地域の空港を拠点とした二次交通整備と周遊促進事業

104 14根室 地域 別海町役場 ふるさと納税プラットフォームを活用したコンテンツ開発及び人材育成事業

105 14根室 地域 (一社）知床羅臼町観光協会 アドベンチャーツーリズム素材整備事業

106 14根室 地域 (一社）なかしべつ観光協会 モーターサイクルツーリズム推進事業
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