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登録 DMO（法人形態：財団法人）の状況 

 

※ 令和 3 年 3 月 31 日時点での登録 DMO198 件のうち、法人形態が財団法人（公益・一般）を抽出 

 

1. 評議員・理事の定員 

区分 名称 評議員定員 理事定員 会計監査人 

広域連携 （一財）関西観光本部  3 名以上 35 名以内  3 名以上 22 名以内 非設置 

広域連携 （一財）沖縄観光コンベンションビューロー  5 名以上 10 名以内 13 名以上 27 名以内 非設置 

地域連携 （一財）VISIT はちのへ  3 名以上 15 名以内  3 名以上 25 名以内 非設置 

地域連携 （公財）福島県観光物産交流協会 15 名以上 20 名以内  5 名以上 10 名以内 非設置 

地域連携 （公財）群馬県観光物産国際協会  3 名以上 20 名以内  3 名以上 25 名以内 非設置 

地域連携 （公財）宮ヶ瀬ダム周辺振興財団  5 名以上 10 名以内  5 名以上 10 名以内 非設置 

地域連携 （公財）するが企画観光局 15 名以上 25 名以内 15 名以上 25 名以内 非設置 

地域連携 （公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロ―  5 名以上 15 名以内  5 名以上 15 名以内 非設置 

地域連携 （公財）大阪観光局  5 名以上 10 名以内 12 名以上 17 名以内 非設置 

地域連携 （一財）奈良県ビジターズビューロー  8 名以上 15 名以内 15 名以上 25 名以内 非設置 

地域連携 （公財）佐世保観光コンベンション協会  3 名以上 13 名以内  3 名以上 9 名以内 非設置 

地域連携 （公財）みやざき観光コンベンション協会 11 名以上 16 名以内  8 名以上 25 名以内 非設置 

地域 （一財）会津若松観光ビューロー  3 名以上 5 名以内  6 名以上 10 名以内 非設置 

地域 （一財）神戸観光局 12 名以上 18 名以内 12 名以上 18 名以内 非設置 
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2.目的・事業 

区分 名称 目的 事業 

広域連携 一財 関西観光本部 関西地域を先導する大阪湾岸地

域の一体的利用推進に関する事業

及び関西地域の広域的課題解決と

新たな関西の創造に資する事業を

行うことにより、多様な個性を有する

関西地域の総合力を引き出し、地

域社会の発展に寄与することを目的

とする。 

（1）関西地域に係る地域振興 

（2）大阪湾ベイエリアの開発に係る調査研究事業 

（3）旅行業法に基づく旅行業 

（4）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

広域連携 一財 沖縄観光コンベ

ンションビューロー 

沖縄県の観光・コンベンションシン

ク施策等に基づき、沖縄県への観光

客とコンベンションの誘致促進、観

光・コンベンション施設の整備等を行

うことにより、観光・コンベンションの振

興を図り、もって県経済の発展、県

民の福祉及び文化の向上並びに国

際総合理解の増進に寄与することを

目的とする。 

（1）観光客・コンベンションの誘致及び受入に関すること 

（2）観光・コンベンションの支援に関すること 

（3）観光・コンベンションの広報及び宣伝に関すること 

（4）観光・コンベンションの調査、企画及び開発に関するこ

と 

（5）観光・コンベンション情報の収集及び提供に関すること 

（6）観光・コンベンションの人材の育成及び啓発に関するこ

と 

（7）観光・コンベンション思想の啓蒙普及、観光地の美化

及び巡回指導等に関すること 

（8）観光・コンベンション施設の整備及びその運営に関する

こと 

（9）国際観光・コンベンションの振興に関すること 

（10）海浜、海洋の開発及び保全事業に関すること 

（11）国・沖縄県及び市町村等からの受託事業の実施に

関すること 

（12）観光・コンベンション団体との連携及び協調に関する

こと 

（13）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

地域連携 一財 VISIT はちのへ 八戸市及びその周辺地域におけ

る地場産業振興のための事業、物

産品の販路拡大事業、観光客の誘

客促進に関する事業を行うことによ

り、地場産業の健全な育成及び発

展に貢献し、もって活力ある地域経

済社会の形成、地域住民の生活及

び文化の向上、福祉の増大に寄与

することを目的とする。 

（1）地場産業に関する新製品及び新商品の研究、開発

及び調査に関する事業 

（2）地場産業に関する展示及び普及拡大に関する事業 

（3）地場産業に関する情報の収集及び提供に関すること 

（4）地場産業に関する人材育成に関する事業 

（5）地場産業に関する需要開拓に関する事業 

（6）伝統工芸品及び技術の伝承に関する事業 

（7）住民との交流に関する事業 

（8）施設賃貸及び管理運営に関する事業 

（9）公共施設の管理運営に関する事業 

（10）受託事業の実施に関すること 

（11）物産の販路開拓と商品取引の斡旋に関する事業 

（12）商品の品質、意匠、技術等の改善についての調査

研究及び指導に関する事業 

（13）物産の宣伝及び各種物産展、見本市等の開催・参

加に関すること 
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（14）市場の確立・強化に必要な情報収集に関する事業 

（15）観光客の誘客促進に関する事業 

（16）観光客の受け入れ態勢の推進に関する事業 

（17）観光及び郷土芸能の紹介・宣伝に関する事業 

（18）物産及び観光資源の開発及び活用に関すること 

（19）郷土文化の保存及び育成に関すること 

（20）観光諸行事の企画及び実施に関する事業 

（21）旅行業法に基づく旅行業に関する事業 

（22）関連団体との連携に関すること 

（23）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

地域連携 公財 福島県観光物

産交流協会 

国内外からの観光客の誘致促

進、福島県産品の開発・育成、販

路の拡大及び観光・物産関係施設

の整備運営を行うなど、観光・物産

振興の総合的・一体的な展開を図

り、もって電源地域である福島県の

地域経済社会の活性化と多様な交

流の拡大及び観光立国の推進に寄

与することを目的とする。 

■公益目的事業 

（1）福島県内の観光と物産の振興に関する事業 

（2）国内外からの観光客の誘致促進に関する事業 

（3）観光、物産に携わる人材の育成、確保及び資質の向

上に関する事業 

（4）ふるさと産品の開発、育成及び相談指導に関する事

業 

（5）ふるさと産品の普及宣伝及び販売に関する事業 

（6）福島県等が所有する観光・物産関係施設等の整備

運営に関する事業 

（7）旅行業法に基づく旅行業 

（8）その他公益目的を達成するために必要な事業 

■その他の事業 

（1）福島県等が所有する観光施設等における食堂及び

売店及び宿泊経営事業 

（2）その他前各号に定める事業に関連する事業 

地域連携 公財 群馬県観光物

産国際協会 

本県の活性化と世界に開かれた

群馬の実現、県内における観光物

産事業の健全な発展と振興及び健

全な観光旅行の普及発展を図るた

め、群馬県、市町村、関係団体等と

連携し、世界各国との相互理解を

深め、あわせて観光振興及び物産

振興並びに観光旅行の普及啓発を

行い、もって本県に賑わいを創出し、

県民生活、文化及び経済の発展に

寄与することを目的とする。 

■公益目的事業 

（1）国際交流に関する事業 

（2）観光物産振興・推進に関する事業 

■その他事業 

（1）旅行業に関する事業 

（2）観光施設の管理及び運営事業 

（3）その他、前各号に定める事業に関連する事業 

地域連携 公財 宮ヶ瀬ダム周辺

振興財団 

県民の水源環境に対する理解を促

進すること及び宮ヶ瀬湖周辺地域の

活性化を推進することにより、都市と

水源地域及び人と自然の交流・共

存による宮ヶ瀬湖周辺地域の振興と

発展に寄与することを目的とする。 

■公益目的事業 

（1）水源環境の理解促進に関すること 

（2）宮ヶ瀬湖周辺地域の活性化の推進に関すること 

（3）その他公益目的を他精するために必要な事業に関す

ること 

■収益事業 

（1）前項各号に係る附帯事業の運営に関すること 

（2）その他前号に定める事業に関連すること 
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地域連携 公財 するが企画観光

局 

静岡県中部・志太榛原地域の文

化的、社会的、経済的特性等を活

用し、観光関連産業の振興と交流

人口拡大による地域経済の活性化

を促進するとともに、国際的な相互

理解の増進、文化の向上及び豊か

な人間性に根差した社会の創造に

寄与することを目的とする。 

（1）地域ブランドの価値向上に向けた地域戦略の策定及

び周知 

（2）国内外へのプロモーションの実施 

（3）地域内の周遊促進と受け入れ環境の整備 

（4）観光関連サービスや地域産品等の企画開発及びその

支援 

（5）観光客及び MICE の誘致及び支援に関する事業 

（6）観光施設等の管理運営及び地域産品等の販売 

（7）旅行業法に基づく旅行業 

（8）その他この法人の目的達成に必要な事業 

地域連携 公財 浜松・浜名湖ツ

ーリズムビューロ― 

浜松市、湖西市及びその周辺地

域の有する文化的・社会的・経済的

優位性を生かし、地域社会の健全

な発展を目指し、地域の多様な関

係は都の連携により地域をブランドと

して磨き上げ、国内外の観光客及び

コンベンションの誘致等を行うことによ

り、観光コンベンションに関連する産

業の振興と観光まちづくりを推進し、

もって国際相互理解の増進並びに

地域経済の持続的発展及び地域

住民の満足度向上に資することを目

的とする。 

（1）浜松市、湖西市及び周辺地域の観光で稼ぐ力を強

化するため、様々な関係者との連携を図るとともに、調

査、分析に基づく戦略策定と戦略に基づくブランド確立

による地域一体の観光地域づくりを行う事業 

（2）浜松市、湖西市及び周辺地域に国内外からのコンベ

ンションを中心とした MICE を誘致するため、各種誘致

活動並びにコンベンションを中心とした MICE に関する情

報の収集及び分析並びに浜松市、湖西市及びその周

辺地域でコンベンションを中心とした MICEを開催する団

体等に対する各種支援を行う事業 

（3）浜松市、湖西市及びその周辺地域に国内外からの観

光客を誘致するため、旅行業法に基づく旅行業及びそ

れを活用した産業、文化、歴史等の資源を活用した着

地型旅行商品の開発及び販売、観光キャンペーンの開

催等による観光に関する広報及び情報の提供、地方

公共団体、観光に関する事業を行う団体等との連携等

を行う事業 

（4）観光客の利便性を向上させるとともに地域のホスピタリ

ティの醸成を図るため、浜松移観光インフォメーションセン

ターにおいて観光客に対する情報の提供及び市民ボラ

ンティアとの連携による観光案内等を行う事業 

（5）浜松市、湖西市及びその周辺地域で生産される特産

品の販路拡大を支援するため、各種情報発信活動並

びに販売等を行う事業 

（6）賛助会員に対する情報提供、観光セミナー等を開催

する事業 

（7）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

地域連携 公財 大阪観光局 大阪府、大阪市及び堺市の歴史

的、文化的及び経済的特性を活か

し、大阪府、大阪市及び堺市におけ

る観光事業の振興並びにコンベンショ

ンのン誘致及び支援等に関する事業

を行うことにより、地域掲示の活性化

を図り、もって、世界に開かれた国際

観光都市としての発展に寄与すると

（1）観光客の誘致及び滞在支援 

（2）コンベンションの誘致及び開催支援 

（3）観光・コンベンション都市大阪の広報及び宣伝 

（4）観光・コンベンションに関する調査研究・企画、情報収

集及び提供 

（5）観光・コンベンションに関する観光資源の開発・人材育

成 

（6）観光移設の運営管理 
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ともに、国民の生活、文化及び経済

の向上発展並びに国際親善に寄与

することを目的とする。 

（7）賛助会員に関する事業 

（8）物品販売・独自ブランド品の製作・各種ロゴマークを使

用したライセンス事業並びに物品販売代理店に関する

事業 

（9）旅行業法に基づく旅行業 

（10）損害保険代理業に関する事業 

（11）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

地域連携 一財 奈良県ビジター

ズビューロー 

奈良県の歴史的、文化的、経済

的な特性を活かし、観光振興並びに

コンベンションの誘致及び胃炎等に関

する事業を行うことにより、奈良県経

済の活性化を図り、県民の生活、文

化及び経済の向上発展並びに国際

親善に寄与することを目的とする。 

（1）内外観光客の誘致促進 

（2）コンベンションの誘致、開催及び主催者に対する支援 

（3）観光・コンベンションに関する調査研究及び企画並び

に情報の収集及び提供 

（4）観光・コンベンションに係る人材育成及び啓発 

（5）観光振興のためのイベント等の開催 

（6）観光案内施設の整備等観光地の環境整備及び観

光拠点施設の運営（酒類、たばこ等の物販を含む） 

（7）観光事業従事者の人材確保及び資質向上のための

事業 

（8）外国客受入れのための観光施設に対する情報提供 

（9）外国客受入れのための観光施設に対する情報提供 

（10）観光振興のため、地方公共団体、地方観光連盟

（協会）、観光事業者等を会員として組織された全国

団体の行う事業に対する拠出 

（11）旅行業法に基づく旅行業 

（12）その他当財団の目的を達成するために必要な事業 

地域連携 公財 佐世保観光コン

ベンション協会 

佐世保市及び周辺地域との緊密

な連携の下に観光客の誘致、コンベ

ンション（国際・国内の各種会議、

展示会等をいう）の誘致を行うことに

より、佐世保市における観光及びコン

ベンションの振興を図り、もって国際、

国内観光の振興による人的交流の

促進並びに地域経済の活性化及び

文化の向上に寄与することを目的と

する。 

（1）観光客の誘致及び受入 

（2）コンベンションの誘致及び主催者に対する支援 

（3）観光・コンベンション都市佐世保の広報及び宣伝 

（4）観光及びコンベンションの調査、企画及び開発 

（5）佐世保市からの委託による受託事業の管理運営 

（6）不動産賃貸事業及び駐車場運営事業 

（7）旅行業法に基づく旅行業 

（8）賛助会員向け事業 

（9）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

地域連携 公財 みやざき観光コ

ンベンション協会 

国内外の観光客、コンベンション、

スポーツ大会・合宿等の誘致及びコ

ンベンション主催者及び観光関連施

設を運営する者に対する支援等を行

うことにより、宮崎県内における観

光、コンベンション及びスポーツの振興

を図り、地域経済の活性化、文化の

向上及び国際交流の促進に寄与す

ることを目的とする。 

（1）国内外の観光客、コンベンション及びスポーツイベント

等の誘致及び受入支援 

（2）コンベンション主催者及び観光関連施設を運営する者

に対する支援 

（3）観光みやざき振興基金を活用する事業に対する拠出 

（4）その他本協会の目的を達成するために必要な事業 

地域 一財 会津若松観光

ビューロー 

会津若松市における将来の観光の

あり方を調査研究し、観光意識の高

（1）会津地域の産業、経済の振興に資する会津若松市

の将来の観光のあり方を調査研究する事業 
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揚へ向けた市民運動を強力に推進

するとともに、会津若松市の観光関

連施設の管理運営を通じて高度な

観光サービスの提供を行い、もって会

津若松市の観光を振興し、活力ある

会津若松市の発展に寄与することを

目的とする。 

（2）会津若松市民の観光意識を高揚する事業 

（3）会津若松市を訪れる観光客へ観光情報を提供する

事業 

（4）会津地域の歴史、文化、芸術、伝統産業等を広く紹

介する事業 

（5）次に掲げる会津若松市の観光関連施設の管理運営

に関する事業並びに当該事業に附帯する売店事業及

び飲食等事業 

①若松城天守閣 

②会津若松市麒閣 

③会津若松市御薬園 

④会津町方伝承館 

⑤その他、別表に掲げる施設 

（6）前号に掲げる施設の利用惻隠に関する事業 

（7）会津若松市の観光の振興に関する事業 

（8）旅行業事業 

（9）その他目的を達成するために必要な事業 

地域 一財 神戸観光局 神戸市及び周辺地域で形成する

「神戸観光圏」における多様な観光

資源の魅力を最大限に活かし、公

民連携により、観光事業を国内外に

おいて戦略的に推進するとともに、

MICE の誘致・支援等の事業を行う

ことにより、地域経済の発展と市民

文化の向上、さらには国際交流及び

国際親善に寄与することを目的とす

る。 

（1）観光の国内外でのプロモーション及び観光客の誘致 

（2）地域内における観光を通じたおもてなし・回遊性向上 

（3）マーケティングリサーチの実施及び都市のブランディング 

（4）地域における観光コンテンツの発掘及び開発 

（5）観光イベントの主催及び支援 

（6）MICE の誘致及び推進 

（7）公の施設の指定管理及びその他観光関連施設の管

理運営等 

（8）フィルムオフィス 

（9）ポートピア 81 記念基金 

（10）旅行業法に基づく旅行業 

（11）その他本法人の目的を達成するために必要な事業 

 


