
令和3年度（補正予算）国⽴・国定公園の利⽤拠点の魅⼒創造による地域復興推進事業費
A 国⽴・国定公園での利⽤拠点を活⽤した⾃然体験プログラム推進事業

No. 公園名 事業者名

1 知床国⽴公園 羅⾅町

2 知床国⽴公園 知床国⽴公園カムイワッカ地区利⽤適正化対策協議会

3 知床国⽴公園 NPO法⼈知床⾃然学校

4 知床国⽴公園 株式会社ピッキオ

5 阿寒摩周国⽴公園 阿寒摩周国⽴公園川湯地域運営協会

6 阿寒摩周国⽴公園 リバー&フィールド

7 阿寒摩周国⽴公園 北海道エアポート株式会社

8 阿寒摩周国⽴公園 ワッカヌプリ

9 阿寒摩周国⽴公園 ⽇本航空株式会社

10 釧路湿原国⽴公園 ⼀般社団法⼈釧路観光コンベンション協会

11 ⼤雪⼭国⽴公園 NPO法⼈⼤雪⼭⾃然学校

12 ⼤雪⼭国⽴公園 ⼀般社団法⼈交通環境まちづくりセンター

13 ⽀笏洞爺国⽴公園 ⼀般社団法⼈国⽴公園⽀笏湖運営協議会

14 ⽀笏洞爺国⽴公園 ⼀般財団法⼈千歳観光連盟

15 ⽀笏洞爺国⽴公園 ⽀笏湖漁業協同組合

16 ⼗和⽥⼋幡平国⽴公園 ⼀般財団法⼈⾃然公園財団⼋幡平⽀部

17 ⼗和⽥⼋幡平国⽴公園 合同会社⼗和⽥湖ガイドハウス櫂

18 ⼗和⽥⼋幡平国⽴公園 ⼀般社団法⼈⼗和⽥奥⼊瀬観光機構

19 ⼗和⽥⼋幡平国⽴公園 ⼀般社団法⼈しずくいし観光協会

20 三陸復興国⽴公園 特定⾮営利活動法⼈体験村・たのはたネットワーク

21 三陸復興国⽴公園 ⼀般社団法⼈浄⼟⽇和

22 三陸復興国⽴公園 ⼀般財団法⼈休暇村協会

23 三陸復興国⽴公園 ワタミオーガニックランド株式会社

24 三陸復興国⽴公園 気仙沼ツーリズム合同会社

25 三陸復興国⽴公園 ⼀般社団法⼈⼤槌町観光交流協会

26 三陸復興国⽴公園 株式会社かまいしＤＭＣ

27 三陸復興国⽴公園 ⼀般社団法⼈⽯巻圏観光推進機構

28 磐梯朝⽇国⽴公園 曽原湖エリアにぎやかし委員会

29 磐梯朝⽇国⽴公園 福島県
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30 磐梯朝⽇国⽴公園 裏磐梯観光活性化協議会

31 磐梯朝⽇国⽴公園 横向⾼原リゾート株式会社

32 磐梯朝⽇国⽴公園 松原キャンプ場

33 磐梯朝⽇国⽴公園 郡⼭市

34 ⽇光国⽴公園 有限会社⼭本屋

35 ⽇光国⽴公園 塩原温泉活性化推進協議会

36 ⽇光国⽴公園 ⼀般社団法⼈⽇光市観光協会 湯⻄川・川俣・奥⻤怒⽀部

37 ⽇光国⽴公園 ⼀般社団法⼈⽮板市観光協会

38 ⽇光国⽴公園 ⼀般財団法⼈休暇村協会

39 ⽇光国⽴公園 栃⽊県

40 ⽇光国⽴公園 株式会社Recamp

41 ⽇光国⽴公園 ⼀般社団法⼈⽇光市観光協会⽇光⽀部

42 尾瀬国⽴公園 ⼀般社団法⼈関東観光広域連携事業推進協議会

43 上信越⾼原国⽴公園 ⼀般社団法⼈越後湯沢温泉観光協会

44 上信越⾼原国⽴公園 ⻑野県志賀⾼原⾃然保護センター運営協議会

45 上信越⾼原国⽴公園 株式会社ピッキオ

46 上信越⾼原国⽴公園 株式会社ズイカインターナショナル

47 妙⾼⼾隠連⼭国⽴公園 株式会社⼾隠

48 妙⾼⼾隠連⼭国⽴公園 ⼀般社団法⼈⼾隠観光協会

49 秩⽗多摩甲斐国⽴公園 帯那地域活性化推進協議会

50 秩⽗多摩甲斐国⽴公園 well f.m.⼀般社団法⼈

51 秩⽗多摩甲斐国⽴公園 株式会社数⾺観光デザインセンター

52 秩⽗多摩甲斐国⽴公園 株式会社みとみむら

53 秩⽗多摩甲斐国⽴公園 ⼀般社団法⼈⻘梅市観光協会

54 富⼠箱根伊⾖国⽴公園 特定⾮営利活動法⼈カケルバイク

55 富⼠箱根伊⾖国⽴公園 認定特定⾮営利活動法⼈富⼠⼭クラブ

56 富⼠箱根伊⾖国⽴公園 富⼠北麓ユニバーサルアドベンチャーツーリズム協議会

57 富⼠箱根伊⾖国⽴公園 認定特定⾮営利活動法⼈富⼠⼭クラブ

58 富⼠箱根伊⾖国⽴公園 well f.m.⼀般社団法⼈

59 富⼠箱根伊⾖国⽴公園 合同会社FamiliA

60 富⼠箱根伊⾖国⽴公園 株式会社BASE TRES
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61 富⼠箱根伊⾖国⽴公園 ⼀般社団法⼈エコロジック

62 中部⼭岳国⽴公園 ⾶騨朝⽇地域活性化推進協議会

63 中部⼭岳国⽴公園 ⼀般社団法⼈信州・乗鞍グリーンツーリズム

64 中部⼭岳国⽴公園 ⼀般社団法⼈⽴⼭町観光協会

65 中部⼭岳国⽴公園 株式会社ひらゆの森

66 中部⼭岳国⽴公園 濃⾶乗合⾃動⾞株式会社

67 中部⼭岳国⽴公園 湯俣温泉晴嵐荘

68 中部⼭岳国⽴公園 公益社団法⼈⽇本⼭岳ガイド協会

69 中部⼭岳国⽴公園 ⼤⽇⼩屋

70 中部⼭岳国⽴公園 乗鞍観光協議会

71 中部⼭岳国⽴公園 有限会社のりくら倶楽部

72 中部⼭岳国⽴公園 ⼀般財団法⼈休暇村協会

73 中部⼭岳国⽴公園 奥⾶観光開発株式会社

74 中部⼭岳国⽴公園 有限会社Raicho

75 中部⼭岳国⽴公園 ⼀般社団法⼈奥⾶騨温泉郷観光協会

76 中部⼭岳国⽴公園 ⼀般社団法⼈⼩⾕村観光連盟

77 中部⼭岳国⽴公園 ⼀般社団法⼈松本市アルプス⼭岳郷

78 中部⼭岳国⽴公園 ⼀般財団法⼈⻑野経済研究所

79 中部⼭岳国⽴公園 ⼀般財団法⼈⻑野経済研究所

80 中部⼭岳国⽴公園 池ノ平⼩屋

81 中部⼭岳国⽴公園 三俣⼭荘株式会社

82 南アルプス国⽴公園 株式会社南信州観光公社

83 吉野熊野国⽴公園 下北⼭村

84 吉野熊野国⽴公園 有限会社楽らく

85 吉野熊野国⽴公園 合同会社WhyKumano

86 吉野熊野国⽴公園 株式会社ロカ

87 吉野熊野国⽴公園 ⽇⾼広域観光振興協議会

88 ⼭陰海岸国⽴公園 ⼭陰海岸ジオパーク推進協議会

89 ⼭陰海岸国⽴公園 ⼀般社団法⼈たけの観光協会

90 ⼭陰海岸国⽴公園 ⼀般財団法⼈休暇村協会

91 瀬⼾内海国⽴公園 琴平バス株式会社
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92 瀬⼾内海国⽴公園 特定⾮営利活動法⼈アーキペラゴ

93 瀬⼾内海国⽴公園 株式会社地域ブランディング研究所

94 ⼤⼭隠岐国⽴公園 特定⾮営利活動法⼈隠岐しぜんむら

95 ⼤⼭隠岐国⽴公園 トヨタ・コニック・プロ株式会社

96 ⼤⼭隠岐国⽴公園 ⼀般社団法⼈真庭観光局

97 ⾜摺宇和海国⽴公園 ⼟佐清⽔市

98 ⻄海国⽴公園 国⽴⼤学法⼈九州⼤学

99 雲仙天草国⽴公園 苓北町

100 雲仙天草国⽴公園 ⼀般社団法⼈雲仙観光局

101 阿蘇くじゅう国⽴公園 NPO法⼈ASO⽥園空間博物館

102 阿蘇くじゅう国⽴公園 ⼀般財団法⼈休暇村協会

103 阿蘇くじゅう国⽴公園 やまはく・うみはく協議会

104 阿蘇くじゅう国⽴公園 株式会社くまもとDMC

105 阿蘇くじゅう国⽴公園 阿蘇くじゅうサイクルツーリズム推進協議会

106 阿蘇くじゅう国⽴公園 ⼀般社団法⼈⾼森観光推進機構

107 霧島錦江湾国⽴公園 公益社団法⼈霧島市観光協会

108 霧島錦江湾国⽴公園 ⼀般財団法⼈⾃然公園財団えびの⽀部

109 霧島錦江湾国⽴公園 ⼀般社団法⼈霧島コネクト

110 霧島錦江湾国⽴公園 NPO法⼈桜島ミュージアム

111 奄美群島国⽴公園 ⼀般社団法⼈しま・ひと・たから

112 やんばる国⽴公園 特定⾮営利活動法⼈おおぎみまるごとツーリズム協会

113 やんばる国⽴公園 ⼀般社団法⼈国頭村観光協会

114 慶良間諸島国⽴公園 Sunny Coral合同会社

115 ⻄表⽯垣国⽴公園           株式会社ピッキオ

116 ⻄表⽯垣国⽴公園 公益社団法⼈⽇本環境教育フォーラム

117 ⻄表⽯垣国⽴公園 合同会社うたくなー

118 暑寒別天売焼尻国定公園 ⼀般社団法⼈シーニックバイウェイ⽀援センター

119 栗駒国定公園 栗駒⼭麓ジオパーク推進協議会

120 栗駒国定公園 ⼀般社団法⼈世界遺産平泉・⼀関DMO

121 栗駒国定公園 鳴⼦温泉もりたびの会

122 栗駒国定公園 ⼀般社団法⼈みやぎ⼤崎観光公社
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123 栗駒国定公園 秋ノ宮地域都市農村共⽣対流推進協議会

124 ⽔郷筑波国定公園 筑波観光鉄道株式会社

125 越前加賀海岸国定公園 休暇村越前三国

126 若狭湾国定公園 三⽅五湖DMO株式会社

127 ⼋ヶ岳中信⾼原国定公園 株式会社明神館

128 ⼋ヶ岳中信⾼原国定公園 帰ってきた蓼科株式会社

129 ⼋ヶ岳中信⾼原国定公園  ⽩樺湖観光まちづくり協議会

130 ⼋ヶ岳中信⾼原国定公園 信州・⻑和町観光協会

131 鈴⿅国定公園 ⼀般社団法⼈グリーンクリエイティブいなべ

132 琵琶湖国定公園 特定⾮営利活動法⼈きれいなおうみを作ろうの会

133 丹後天橋⽴⼤江⼭国定公園 京都府京丹後市

134 丹後天橋⽴⼤江⼭国定公園 株式会社エーゲル

135 丹後天橋⽴⼤江⼭国定公園 上世屋獣⾁店運営推進協議会

136 京都丹波⾼原国定公園 ⼀般社団法⼈南丹市美⼭観光まちづくり協会

137 ⽯鎚国定公園 有限会社⽯鎚観光⽩⽯ロッジ

138 耶⾺⽇⽥英彦⼭国定公園 ⼀般社団法⼈ATOCHI DESIGN

139 耶⾺⽇⽥英彦⼭国定公園 ⼀般社団法⼈豊前市観光協会

140 九州中央⼭地国定公園 特定⾮営利活動法⼈五ヶ瀬⾃然学校

141 ⽇南海岸国定公園 特定⾮営利活動法⼈宮崎ライフセービングクラブ

142 甑島国定公園 ⼀般社団法⼈SATSUMA FLAG


