
 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和 4 年 10月 31日 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当するもの

を〇で囲むこと 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり

法人の名称 

（一社）八ヶ岳ツーリズムマネジメント 

マーケティング･

マネジメント対

象とする区域 

区域を構成する地方公共団体名 

山梨県北杜市、長野県諏訪郡富士見町、長野県諏訪郡原村 

所在地 山梨県北杜市高根町清里 3545-4559 

設立時期 平成 22 年 4月 6日 

職員数 6人【常勤 4人（契約社員 4人、臨時職員 2人）】（※役員 15 名、企業社員 24名、個人

社員 13 名） 

代表者（トップ

人材：法人の取

組について対外

的に最終的に責

任を負う者） 

※必ず記入する

こと 

（氏名） 

小林 昭治 

（（株）清里丘の公園 代表取締

役） 

平成 22年 4月、国土交通省から認定された八ヶ岳

観光圏の法定協議会である観光圏整備推進協議会

代表者に任命される。またプラットフォームであ

る八ヶ岳ツーリズムマネジメント（登録 DMO／重点

支援 DMO）の代表理事として、官民、地域間、既存

団体との壁を取り除く調整に尽力し、国とのパイ

プ役を務める。平成 25年度からはブランド確立支

援事業の採択を受け、八ヶ岳観光圏のプラットフ

ォームとして、更なる地域連携・合意形成のもと、

様々な事業の統括責任者として、全体をマネジメ

ントしている。 

「住んでよし、訪れてよし、住みたいまち」の観

光地域づくりに一貫して取組み、八ヶ岳定住自立

圏共生ビジョン懇話会の委員を始め、様々な方面

での委員に選ばれ、意見を求められる地域の中核

的存在となっている。 

データ収集・分

析等の専門人材

（ＣＭＯ：チー

フ・マーケティ

ング・オフィサ

ー 

※必ず記入する

こと 

小林 昭治「専従」 

（前述） 

 

（前述） 

 

雨宮 伊織 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント理

事（株式会社ビーチュー代表取締

役） 

観光地域づくり MG／（一社）富

士見町 IT推進協会代表 

 

WEBディレクターとして長年企業・大学・自治体サ

イトの企画・構築、運用サポートを担当。富士見町

に移住後、地方自治体や中小企業の情報発信のプラ

ンニング・サイト構築・研修会などを手がけ、「地

域の情報発信」に軸足を置いた活動を展開してい

る。 

 

中川 綾子「専従」補佐 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント事

務局員 

一般財団法人北國総合研究所の研究員として、石川

県内の産業情勢、企業経営、地域の歴史・文化に関

する各種の調査・研究の情報収集・および事務局業
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務に携わった経験を活かし、事務局員として CMO補

佐を務める。 

 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チー

フ・フィナンシ

ャル・オフィサ

ー） 

※必ず記入する

こと 

小林 昭治「専従」 

（前述） 

 

（前述） 

 

北原 対馬 

観光地域づくり MG／山梨銘醸株

式会社代表取締役社長 

米国 Pacific International Liquor, Inc. にて、

日本酒を中心とした日本食の普及に従事。その後、

故郷の北杜市白州町に戻り、実家である 1750年創

業の歴史ある老舗酒蔵にて営業関係に従事し、現在

同社代表取締役社長。 

 

飯塚 史子「専従」補佐 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント事

務局員 

株式会社ミュープランニングアンドオペレーター

ズ（現：株式会ＭＹＵ）で 18 年間勤務。経理、人

事労務、システム管理、総務など管理部門の業務全

般を幅広く担当し、経営をサポートしてきた経験を

活かし事務局員として財務経理を担当している。 

 

全体統括部会 

（持続可能な地

域創出 SDGｓ／

JSTS-D、危機管

理含む） 

小林 昭治「専従」 

（前述） 

 

（前述） 

 

金丸 滋 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント副

理事長/観光地域づくり MG/株式

会社アルプス 代表取締役 

エリア内の道の駅や直売所、温泉施設等を始めとし

た観光施設の指定管理を受託する企業の代表。エリ

アへの全体的な企画・プロモーションを手掛ける

他、多数のイベント主催にも携わる。幅広い人脈も

生かし、エリアへの誘客に尽力している。 

 

小野 光一 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント理

事／観光地域づくり MG／北杜市

商工会長／金精軒製菓株式会社代

表取締役 

 

地域資源を活かした和菓子作りにこだわる、老舗和

菓子屋（所在地：日本の道百選「台ケ原宿））の代

表を務める。観光庁発行のガイドブック「日本でし

かできない１０１のこと」にも選ばれる商品を開

発。地域における日本の文化・歴史の知識も豊富。 

 

藤田 然 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント理

事/観光地域づくり MG/富士見高

原リゾート株式会社営業部次長 

富士見町“創造の森”を中心とした日本初の大規模

なユニバーサルフェスの開催（企画・立案）の他、

ユニバーサルツーリズムの人材育成の講師を多数務

める。八ヶ岳エリアのユニバーサルツーリズムの推

進に尽力し、ユニバーサルフィールドづくり実行委

員会としても活躍している。 

 

水谷 三重子 

観光地域づくり MG／白州・山の

水農場 LLC 業務執行役員 

グローバルなライセンシング関係の仕事に従事した

後、北杜市に移住しきのこを中心とした農業を学

ぶ。その後夫婦で農業法人を設立し、一次産業の誇

りを商品で伝える経営を行う。自身が立ち上げた地

元マルシェは、地元農家と移住農家との協働の場と

して、次世代の町づくりの礎になっている。 

住んでよし・訪

れてよし推進部

会 

金丸 滋 

（前述） 

（前述） 

石川 高明 スイス・ツェルマット等、海外での観光業の経験を

活かし、インバウンド事業にも積極的に携わる。山
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（地域資源活

用・地域住民意

識啓発含む） 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント副

理事長/観光地域づくり MG/長野

県原村観光連盟副会長/株式会社

八ヶ岳登山企画代表取締役/山岳

ガイド 

 

岳ガイドとして地域資源の魅力を来訪者に伝えな

がら、生のお客様の反応を体感しマーケティングに

つなげる。その他イルミネーションフェスティバル

in 原村の立ち上げ等、年間を通じての観光地域づ

くりに携わる。 

 

五味 愛美 

観光地域づくり MG/五味五感企画

主宰／観光地域づくり MG／婚活

de八ヶ岳推進委員会／ 

財団法人キープ協会を経て，現在フリーランスの

ネイチャーインタープリター。五味五感企画主宰。

「森」「発達心理」「発達五感(造語)」「地球」「八ヶ

岳」「森林療法」をキーワードに環境教育、体験型

婚活ファシリテーターとして活動している。 

井上 能孝 

観光地域づくり MG/株式会社ファ

ーマン代表取締役/山梨県認定青

年農学士・有機 JAS認証取得 

埼玉で 3 年間研修を受けた後、北杜に移住して就

農。 

2010 年には全農家数の 0.2％しかいない有機 JAS

認証を取得。農作物の生産・販売にとどまらず、新

規就農者の支援や福祉施設との連携、農業体験を

積極的に受け入れている。これまで 8 年ほどで約

20人の研修生を受け入れてきたほか、2012年から

は地域の 2 か所の社会福祉施設と連携。農業体験

や企業の研修も積極的に受け入れ、年間約 2500人

がファーマンの農場を訪れている。 

戦略部会 

（情報発信・宿

泊・マーケティ

ング含む） 

石川 高明 

（前述） 

 

（前述） 

雨宮 伊織 

（前述） 

（前述） 

 

河原田敏美 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント監

事/セラヴィリゾート泉郷 元執

行役員 元不動産事業本部長 

株式会社セラヴィリゾート泉郷の執行役員

を務めてきたが、2021 年に役職定年を迎え

られ現在は不動産業務部で勤務。観光地域づ

くりマネージャーとして地域づくり携わっ

ている。 

中村 洋平 

観光地域づくり MG/長野県原村観

光連盟副会長/合同会社ヤツガタ

ケシゴトニン代表 

 

民間企業にて、年間 2000万 PV以上のサイト構築・

運営、大手サイトの構築に携わる。その他、東京大

学生産研究所等のエネルギーモニタリング関連の

WEB システム開発や農産物の EC サイトを企画・運

営する等、データの収集・分析の経験と知識も豊富

である。 

 

その他プロジェ

クト 

小林 勉 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント副

理事長／前 NPO法人清里観光振興

会会長／観光地域づくり MG／ゲ

ストハウスブルーイングリーンオ

ーナー／北杜市議会議員 

 

令和元年度まで NPO 清里観光振興会会長を務め、

清里を中心とした観光振興に大きく尽力。ゲスト

ハウスのオーナーとして経営・おもてなしをする

一方、「八ヶ岳アウトドア・アクティヴィティーズ」

を立ち上げ、地域資源を生かした滞在プログラム

の造成・販売に携わる。宿泊魅力向上事業を始め、

地域づくりマネージャーとして多数の事業に携わ

る。 

 

小野 光一 

（前述） 

（前述） 
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浅川 貴広 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント理

事/観光地域づくり MG／清里高原

ハイランドホテル支配人代理 

 

政府登録ホテルでもある「清里高原ハイランドホ

テル」の支配人代理を務める他、清里観光振興会

の理事や、「清里プチホテルグループ」等、地域

貢献の活動も多数行う。「お酒とジビエの冬まつ

り」等、地域の食の魅力を活かしたイベントも実

施している。 

 

連携する地方公

共団体の担当部

署名及び役割 

・山梨県観光振興課プロモーション担当 

イベント・プロモーション 

・長野県観光部 山岳高原観光課 

イベント・プロモーション 

・北杜市産業観光部観光課（観光振興担当） 

社会資本整備、事業運営サポート、イベント・プロモーション 

・富士見町産業課商工観光係 

社会資本整備、事業運営サポート、イベント・プロモーション 

・原村商工観光課商工観光係 

社会資本整備、事業運営サポート、イベント・プロモーション 

 

連携する事業者

名及び役割 

・（一社）北杜市観光協会、富士見町観光協会、原村観光連盟、NPO清里観光振興会 

観光イベント・プロモーション・情報発信 

 

・長野県諏訪地域振興局、北杜市商工会、富士見町商工会、原村商工会 

情報共有・情報発信 

 

・（一社）北杜市観光協会、山梨県ペンション組合北杜支部、八ヶ岳南麓やとわれ支

配人会、 

富士見町ペンションヴィレッジ、原村観光連盟 

宿泊魅力向上・情報共有・情報発信 

 

・（一社）八ヶ岳アウトドア・アクティヴィティーズ 

滞在プログラム造成・販売 

 

・JR八王子支社、JR長野支社、峡北交通、茅ヶ岳観光バス、清里ピクニックバス、 

山梨交通、山梨県タクシー協会峡北交通圏 等 

交通・二次交通 

 

・八ヶ岳農泊推進協議会 梅木縄文村活用促進協議会 

 山梨県文化観光推進協議会 八ヶ岳ナイトタイム活用促進協議会（略） 

 八ヶ岳アドベンチャーツーリズム協議会 山梨県考古博物館協議会 等 

その他各分野の取り組み 

 

官民･産業間･地

域間との持続可

能な連携を図る

ための合意形成

の仕組み 

〈事業を通じた多様な合意形成〉 

各事業において合意形成の上での事業推進を行うことにより、地域全体・地域住民へ

の合意形成を図っている。各事業は、分野毎に担当観光地域づくりマネージャーが中

心となり、当法人の理事や行政担当者とともに、官民が連携しながら進めている。 
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当法人の代表理事宛には、地域の各種実行委員会等への委員としての参画要請が年々

増え、「観光」という枠を越えた分野の委員会等に参加している。また、地域内外との

連携の窓口（プラットフォーム）としても活動している。 

 
 

〈持続可能な開発目標(SDGs）・日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)の取り

組みについて〉 

「 住んでよし・訪れてよし・住みたいまち」の実現には、SDGsの取り組みが必須の

ことから、SDGs 17の指標を意識して観光地域づくりに取り組み、DMO形成確立計画

にも平成３０年度より、地域指標として記載するなど、SDGs に紐つけた事業を推進

した結果、当法人は「日本版持続可能な観光ガイドライン」（JSTS-D）のロゴマーク

の使用を日本で最初に許可された。持続可能な観光に向けた取組は、その地域に暮

らす住民や環境に適切な配慮を行うために必要なことは言うまでもないが、訪れる

旅行者に満足度の高い観光体験を継続的に提供するためにも不可欠と言える。当法

人では、観光圏の基本理念である「住んでよし、訪れてよし、住みたいまち」を最

重要課題として位置づけ、「合意形成・官民連携・広域連携地域」の次に「交流人口

増加に不可欠な地域住民の巻き込み」を優先フェーズとしている。 
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今後は、国連世界観光機関（UNWTO）が推奨しているように、負の影響を最小限に抑

えつつ、観光が社会経済に最大限寄与することを官民一体となって目指していく。そ

のため、カーボンニュートラル等によるオフセット活性化についてもこれまで以上に

力を入れ、今後は環境に配慮した持続可能な循環型の観光地域づくりの見える化に取

り組んでいきたい。 

 

 

〈シビック・プライドの取り組みについて〉 

地域の人々が自分の住む土地を愛し、自分たちの責任で地域をつくっていく「Civic 

pride （郷土愛）」があってこそ、「持続可能な豊かな地域」につながり、内外の観

光客をひきつける ことができると考えている。持続可能な社会の実現に向けて、Ｓ

ＤＧｓに沿い、地域の実情を最も把握している観光地域づくり法人として観光地マ

ネジメントに取り組んでいる。 
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地域住民に対す

る観光地域づく

りに関する意識

啓発・参画促進

の取組 

 

〈住民満足度調査の実施〉 

日本の顔となるブランド観光地域を目指すには、観光圏の基本理念である、「住んで

よし、訪れてよし、住みたいまち」を最重要課題として位置づけ、多世代にわたり

地域住民が地域の資源と風土・風習を誇りと思える意識啓発が大切である。そこ

で、地域住民が日頃の生活でどういった意識を抱いているのか、観光資源と観光客

への意識などを含めた「住民満足度調査」を実施し、地域住民全員が誇れる地域で

あり続けられるよう、意識啓発と住民の巻き込みを行っている。令和元年度は、公

益社団法人日本観光振興協会の DMO形成支援事業として日本で初めての「住民満足

度×経済波及効果分析プロジェクト」を行った。令和 2年度は、モデル地域事業

（日本財団基金事業）における感染症予防対策に関するアンケートの実施、地域住

民や地域の代表企業からの意見を取り入れた上で、ウィズコロナ・アフターコロナ

の時代における八ヶ岳観光圏での安心・安全体制確立のための取組の支援を受け、

感染症予防対策に関するアンケートを実施した。「住民の満足度があってこそ再来訪

意向や紹介意向も高まり来訪者の満足につながる。真の「住んでよし、訪れてよ

し、住みたいまち」を目指して今後も取り組んでいきたい。 

 

 

〈観光地域づくりマネージャーによる合意形成への取り組みについて〉 

八ヶ岳観光圏の観光地域づくりマネージャーが地域住民へのワークショップを実施

し、各マネージャーそれぞれのコミュニティに対する意識啓発や八ヶ岳観光圏の取

組に対しての理解を深める仕組みがある。 

 
法人のこれまで

の活動実績 

 

 

（活動の概要/令和 3年度実績） 

事業 実施概要 

マーケティン

グ 

■令和 3年度 観光庁 訪日外国人旅行者周遊促進事業 

【全国観光圏共通マーケティング調査事業】 

訪日外国人来訪客に対して、国の基準（7段階評価）の調査票（再来

訪意向・紹介意向・消費額等）を使用し、圏内の宿泊施設及び観光

施設で調査を実施・分析した。来訪者満足度と紹介意向のトップボ

ックスの割合は、昨年度は過去最高と高かったが、今年度は下回る

結果となった。留置き調査の設置数を増やし回収数の確保に努めた
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が、新型コロナウイルスの影響で対面調査を 1 回中止したこともあ

り、回収数は年間の目標に達することができなかった。しかし WEB 

アンケートの利用を観光施設等に推奨したため、WEB アンケートの

回収数は昨年度より増加し、全体の回収数は昨年度より増加した。 

情報発信・プ

ロモーション 

■全国観光圏推進協議会「Undiscovered Japan」情報発信事業 

「全国推進協議会が海外向けに展開しているブランド

「Undiscovered Japan」を活かしたプロモーションを行った。全国

観光圏の取り組みおよび「Undiscovered Japan」（UDJ）の認知度向

上。また「まだ見ぬ知りたい・行ってみたい」という外国人旅行者

のニーズに届くブランディング・プロモーションを行った。 

受入環境の整

備 

■令和 3年度 観光庁 訪日外国人旅行者周遊促進事業 

【地域戦略および二次交通・インバウンド受入環境整備セミナー】 

地域戦略セミナーは、有識者（清水哲夫教授：東京都立大学都市

環境学観光学科／専門：交通学、観光政策・計画学）をアドバイザ

ーに迎え、地域戦略および二次交通・インバウンド受入環境整備に

ついてのセミナーを開催した。地域事業者、観光地域づくりマネー

ジャー、八ケ岳観光圏を構成する市町村・県の担当者等に向けたセ

ミナーを開催により、アフターコロナを見据えた関係者全体の外国

人観光客受入意識の向上とスキルアップを図り、地域の観光人材を

育てた。八ケ岳観光圏内で実施されている事業の進捗状況共有、情

報交換、課題の抽出と検討を行うことで合意形成を図り、インバウ

ンド旅行者等が安心して来訪することができるよう、あたらしいツ

ーリズムに対応した受入環境の整備を進めた。（開催数 10回、延べ

参加者数 351人。） 

二次交通・インバウンド受入環境整備セミナーは、二次交通の課

題について交通事業者や行政と連携し、インバウンド旅行者が来訪

しやすい受入環境整備を行うための協議の場を持ち、関係者間の意

識啓発と合意形成を図った。（開催数 10回延べ参加者数 171名） 

【全国観光圏推進協議会事業】 

全国１３の観光圏が参加し、全国観光圏共通事業の効果的な実施に

向け、また全体計画の策定に向け専門家のアドバイスを受けなが

ら、観光圏全体のブランドを高め、「国内外から選ばれる地域」、「住

んでよし、訪れてよし」の実現を目指すための協議を行った。観光

庁との意見交換等、より効果的・効率的な事業推進を目指し、１３

観光圏からの代表者により会議に専門家を招き開催した。時代に即

したインバウンドと観光地域づくりのスキルアップを継続して行っ

た。（全国観光圏推進協議会開催数 5回、延べ参加者数 349名（内八

ヶ岳 35名）、観光地域づくりマネージャーステップアップ研修開催

数 3回、延べ参加者数 172名（内八ヶ岳 17名）） 

 

■観光地域づくりマネージャーによるワークショップ 

八ヶ岳観光圏内の地域住民が観光地域づくりの重要性を理解し、主体

的な活動を行う機運の醸成を図るため、観光庁認定の「観光地域づく

りマネージャー」7名によるワークショップを計 27回開催した。 

（開催数：27回、延べ参加者数：375名） 
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観光資源の磨

き上げ 

■令和 3年度 観光庁 訪日外国人旅行者周遊促進事業 

 

【親子で楽しむ八ヶ岳アドベンチャーツーリズムガイドツアー造成

事業】 

登山＆ハイキングエリアとしての認知度をあげつつ、高付加価値商品

を創出することを目的とし、自然環境を活用した親子アウトドア体験

プログラムを改善し、この地を訪れるリピーターを増やす以下の取組

を行った。 

 

【宿泊と滞在プログラムのパッケージ化のためのモニタリング】 

複数のアウトドア体験プログラムと宿泊を組み合わせた四季折々の特

色を生かしたコンテンツを造成すべく、モニターツアーを実施し、商

品に反映させた。また、地域の宿泊施設の関係者を集めたワークショ

ップを開催し、宿泊施設と連携してコンテンツを販売していくための

合意形成を行ったほか、地域の宿泊施設と連携し、体験と宿泊のパッ

ケージ商品の情報を提供し、造成した周遊コース 3件、宿泊者向けの

プログラム 6件について、観光客がセルフガイドとして利用できる

WEBページを作成し、掲載した。また、旅行中の宿泊、飲食、体験の

すべてをコーディネートできる地元のコンシェルジュとしてのガイド

を養成した。 

 

【八ヶ岳いいものセレクション事業】 

地域の生産品や空間・風景などを活用して、デザインや組み合わせ

の工夫により八ヶ岳ならではの魅力ある、高付加価値の商品の開

発、体験コンテンツを造成した。モニタリングやアンケートを通し

てブラッシュアップを図り、また OTA での販路拡大を目指した。開

発した商品は①貴重な日本ミツバチから採取した「ハチミツ」、②

「ハチミツ」とカカオニブを組み合わせた「カカオニブハニー」。造

成したコンテンツは①絵本美術館のガーデンで過ごすリラックス空

間を楽しむコンテンツ ②草原で楽しむたき火時間を体験するコンテ

ンツ ③日本ミツバチの養蜂現場見学 ④カカオニブハニー作り ⑤

「③日本ミツバチの養蜂現場見学」または「④カカオニブハニー作

り」と宿泊がセットになったコンテンツの計５つ。 

 

■令和 3年度 観光庁 地域の観光コンテンツを活用したアドベンチ

ャーツーリズムのモデルツアー造成等事業   

 

【「1000mの天空リゾート八ヶ岳」ＡＴモデルツアー造成事業】 

実施主体である関東運輸局と連携し、本事業の受託者の株式会社リ

ベルタと ATのニーズの高い欧米豪に訴求する長期滞在を促すモデル

ツアーの造成を行った。清里エリアを中心とした八ヶ岳の自然と共

存する地域の歴史文化を探訪するツアー「八ヶ岳アドベンチャーリ

トリート～自然（水・太陽・星）との共存～」（信玄の棒道・吐竜の

滝や八ヶ岳の野菜が堪能できるレストランをハイキングや E－バイク

で巡るツアー）と白州エリアを中心とした山岳信仰が残る甲斐駒ヶ

岳の水と伝統にフォーカスした「八ヶ岳アドベンチャーリトリート

～霊山から受け継がれる地域の伝統～」（尾白川渓谷をトレッキング

して水のパワーを体感し、その水が育む田園風景や地域の伝統を味

わう酒造・和菓子のお店を E-bikeで巡りながら、地域に暮らす人々



（別添）様式１ 

9 

 

に触れ合うツアー）の２つのコースを造成し、ハートランドジャパ

ンのウェブサイトで販売を開始した。 

 

■令和 3年度 地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業 

 

【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」】 

「食」をフックに、八ヶ岳観光圏ならではの価値である「標高

1,000m、標高差 1,000m」「日照時間日本一」「名水の里」を主軸とし、

食の地域資源とそれらを形取る地域資源やストーリーを再編集し、

“美”と“癒し”を提供するとともに、“地域の価値”を追体験するこ

とができる宿泊滞在ルートを含むコンテンツの造成を行った。女子旅

向けに、「A.八ヶ岳野菜の収穫体験&野菜を使った青空調理体験。景色

と楽しむのんびりランチ」、「B.星降る清里の森でグランピング。BBQ&

星空露天風呂と、心を整えるメディテーション」、「C.新鮮な空気でリ

フレッシュ！富士山や南アルプスを望む丘で早朝ヨガ♪運動後は高原

野菜のモーニングでビューティ UP」、「D.八ヶ岳野菜をふんだんに使っ

た絶品ランチをテイクアウト。壮大な風景でピクニック！食後は野菜

の生産現場で収穫体験。」の 4つと、ＤＩＮＫＳ向けに「A.白州の食材

にこだわったランチをもって、尾白川渓谷を散策」、「B.焚火を囲んで

高原野菜たっぷりのディナー。食後はガイドと共に満点の星空を見上

げる。」、「C.採れたて野菜たっぷりランチ。食後は太陽の恵み感じる収

穫体験&南アルプスの山々の風を感じるガーデンアフタヌーンティー」

の３つを造成した。 

造成したコンテンツは OTAに掲載し自走化を図り、これら一連の取り

組みで参画事業者に提供したノウハウやターゲットのニーズをハンド

ブックに取りまとめ、地域の事業者に配布することで、コンテンツの

横展開を行った。ハンドブックでは、地域の事業者が八ヶ岳独自の価

値を活用した食コンテンツ磨き上げに取り組めるよう、八ヶ岳の食材

例や磨き上げの手法、磨き上げたコンテンツの事例、他地域事例、メ

ニュー例等を掲載した。また、磨き上げたコンテンツの内容を紹介す

る動画を制作し、八ヶ岳観光圏の YouTubeチャンネルで配信した。感

染症対策として、4回のワークショップを実施し、新型コロナウイル

ス感染症防止対策マニュアルを制作し三市町村の商工会を通じ八ヶ岳

観光圏の事業者に配布した。 

 

【八ヶ岳新しい旅のスタイル DX活用 mobility で「ライトドア＆ア

ドベンチャー聖地」を磨き上げ】 

新たに電動モビリティ（Eバイク、電動スクーター）を利用すること

によって、豊かな山岳景観や山の恵である『水』に関連したストー

リーを身近に感じることができる以下の 3つのプログラムを造成し

た。 

①歴史めぐりコース：自然と歴史情緒あふれる北杜市白州町・武川

町の甲斐駒ヶ岳山麓エリアを、eバイクでめぐる旅。名将ゆかりの地

をローカルガイドとともに満喫する。） 

②森林浴コース：清流とおいしい空気の林間ルートと、昔懐かしい

雰囲気の残る集落内を走る半日コース。農場でのたまご拾い体験

（新鮮たまご 6個お土産付き）とのセットプラン。 

③山岳信仰と名水コース：名水を育む甲斐駒ヶ岳の山麓エリアを、e

バイクで巡る。山岳信仰の歴史に触れながら、身も心も清らかにな

る 1日をお楽しみいただく。信仰の山・甲斐駒ヶ岳の里宮「横手駒
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ヶ岳神社」「竹宇駒ヶ岳神社」の二社、美しい田園地帯からの山岳景

観も素晴らしいルートや日本名水百選にも選ばれた尾白川渓谷で

は、エメラルドグリーンに輝く「千ヶ淵」までを散策する。 

 

コロナ禍でセルフガイドやプライベートな体験への嗜好が高まってい

る傾向があることから、デジタルコンテンツを活用したセルフガイド

で楽しむことができるプログラムを造成し、これまで「点」であった

事業者を線で結び、移動自体を楽しむことができるコンテンツを造成

した。セルフガイドやインバウンド誘客の実現に向け、導入したデジ

タルコンテンツでは、イラストマップ上で立ち寄りポイントの情報

（解説、他の季節の写真等）やモデルコースをプロット・表示させる

とともに、Google mapを用いて、経路案内を行うことができるデジタ

ルマップを活用し、ガイドレスによる周遊を実現した。地域事業者だ

けでなく、感染症対策・アクティビティ・情報発信・事業進行管理な

どの専門事業者を連携事業者に加え、アドバイスをいただきながら事

業を推進した。連携事業者を対象にした観光コンテンツ磨き上げワー

クショップ（4回）、新型コロナウイルスの実態や対策の啓発ワークシ

ョップ（4回）を開催し、地域間での情報共有及び密なコミュニケー

ションを深めながら努めながら各種取組を遂行するに至った。 

 

■ Living History（生きた歴史体感プログラム）促進事業 

北杜市が文化庁 Living History生きた歴史体感プログラム促進事業

費補助金の交付を受けて実施する「梅之木縄文ムラ体感プログラム

事業」（以下「事業」という。）において造成した黒曜石交易体感プ

ログラム（以下「プログラム」という。）を当法人では体験プログラ

ムの磨き上げに資することを目的に電動 4輪自転車のモニターツア

ーを実施し、そのプログラムを体験して、プログラムの感想、改善

点などをアンケート調査し、報告書を作成した。 

 

旅行商品流通

整備 

■令和 3年度 観光庁 訪日外国人旅行者周遊促進事業 

 

【全国観光圏推進協議会「Visit Japan トラベル＆MICEマート」商

談会参加】 

海外の訪日旅行取扱旅行会社等と日本全国の観光関係事業者が一堂

に会し、様々なインバウンド関連ビジネスを創出する商談会「VISIT 

JAPAN トラベル ＆ MICE マート」は当初大阪で開催予定であった

が、主催者側（日本政府観光局）の発表により、11 月開催が翌年 3 

月開催＜完全オンライン＞に延期されることとなり、全国観光圏推

進協議会に参画する全国１３観光圏が連携し、一体となって商談会

にオンラインで参加した。 

広域周遊ルートの造成事業において作成したモデルコースを元に、

商談用プレゼン資料のスライドを制作し、商談会で活用した。モデ

ルコースを商談会で紹介することにより、国外の観光関係者等から

の興味・関心の向上を図り、インバウンド誘致を行った。 

（定量的な評価） 

 

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症により八ヶ岳観光圏も多大な影響を受

ける中、地域が一丸となって感染症対策に取り組みながら、安心・安全な新しい旅の

スタイルに適応した滞在コンテンツの造成や、OTA販売を含む受入環境整備を実施す

ることができた。引き続き、失われた観光需要を回復していくため、観光圏整備実施
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計画に沿いながら、地域に眠る観光資源を磨き上げ、当観光圏のブランドコンセプト

である「1,000ｍの天空リゾート八ヶ岳～澄みきった自分に還る場所～」を軸により

一層地域の魅力を高めるとともに、感染拡大防止策を徹底し、域内の多様な事業者と

連携して JSTS-Dに準拠した持続可能な観光地域づくりに取り組み、地域経済の活性

化に向け事業を進めていく。 

 

実施体制 

※地域の関係者

との連携体制及

び地域における

合意形成の仕組

みが分かる図表

等を必ず記入す

ること（別添

可）。 

（実施体制の概要） 

八ヶ岳ブランド確立に向けての各事業は、分野毎に担当観光地域づくりマネージャー

が中心となり、官民が連携しながら進めている。 

 

 
 

また、当法人が中心となり、二次交通検討分科会（行政担当者、交通事業者、各バス

実行委員、地域づくりマネージャーが集う会議）や、インバウンド協議会（行政担当

者、宿泊事業者、飲食事業者、美術館関係者、観光地域づくりマネージャーが集う会

議）等の会議を開催し、多様な関係者が参画し合意形成する場がある。 

 

 

（実施体制図）
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２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 
《地理的要素》 

山梨県北杜市、長野県富士見町・原村の 1市 1町 1村からなる県をまたいだエリアであるが、縄文時代

より安住の地として栄え、古くから自然、歴史、文化等において密接な関係のある土地であった。現在

でも住民間の交流があり、県を越えた持続可能な連携が可能な地域である。 

 

《連携基盤》 

従来から民間事業者間での連携があり、八ヶ岳観光圏のプラットフォームが発足して以降は、行政同

士の連携、官民の連携がより強まり、地域全体でエリアの魅力向上に向け事業を行っている。また、

平成 27年には、北杜市を中心市とした定住自立圏協定（北杜市・富士見町・原村）が結ばれ、観光

という分野を越えた連携がなされている。 

 

【観光客の実態等】 

令和 3年度来訪者満足度調査結果より 

・性別 

『男性』40％、『女性』59％。 

 

・年代  

2021年度は、『60代』(27％)が最も高い。次いで『70代以上』が 21%『50代』19％で続く。60代以上

がボリュームゾーン。 

 

・居住地  

2021年度は、『関東』からの来訪が 48％。次いで『甲信越』が 27％。2018年以降『関東』が減少し、

『甲信越』や東海が増加している。 

 

・本地域での滞在期間 
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2021年度は、『宿泊・計』が 44%、『日帰り・計』44％と昨年同程度。全国観光圏と比べ日帰りと宿泊

の割合が同程度であることが特徴的である。 

 

・消費額 

2021年度は、1人あたりの平均消費額総額が 22,455円。『日帰り』総額が 8,744円、『宿泊』総額が

32,945 円。いずれも昨年度から増加。  

 

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

1.観光施設 

白州・尾白の森 名水公園べるが／清泉寮／萌木の村／まきば公園／ハイジの村／サンメドウズ清里／

富士見パノラマリゾート／富士見高原リゾート／八ヶ岳自然文化園／おいしい学校／清里丘の公園／

スパティオ小淵沢／サントリー白州蒸留所／星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳／三分一湧水館等 

 

2.商業施設 

八ヶ岳リゾートアウトレット 

 

3.自然 

八ヶ岳中信高原国定公園／南アルプ国立公園／秩父多摩甲斐国立公園／南アルプスユネスコエコパー

ク／甲武信ユネスコエコパーク／八ヶ岳／南アルプス/瑞牆山／尾白川渓谷／吐竜の滝／信玄棒道／

星空／湧水群等 

 

4.文化 

平山郁夫シルクロード美術館／中村キース・ヘリング美術館／井戸尻考古館／梅ノ木遺跡／星降る中

部高地の縄文世界等 

 

5.スポーツ 

ゴルフ／スキー／スノーシュー／トレッキング／自転車（ロードバイク・MTB・e-bike）／ホースラ

イド等 

 

6.イベント 

ポールラッシュ祭カンティフェア／カントリーフェスタ in萌木の村／清里フィールドバレエ／サン

フラワーフェス/八ヶ岳ホースショー／台が原宿市／星空の映画祭／スターラウンド八ヶ岳／八ヶ岳

マルシェ原村／八ヶ岳クラフト市／富士見「ＯＫＫＯＨ（オッコー）」祭り等 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

域内分布(全域)  

北杜市商工会加盟宿泊施設 165施設 

富士見町商工会加盟宿泊施設 15施設 

原村商工会加盟宿泊施設 34施設 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 

《区域までの交通》 ・JR 中央線特急 韮崎駅/小淵沢駅/富士見駅/茅野駅 

          ・JR 小海線 小淵沢駅/甲斐小泉駅/甲斐大泉駅/清里駅 

                   ・高速バス停留所 明野/須玉/長坂/小淵沢/富士見/原 

《域内交通》    ・茅野駅から茅野バス観光 穴山・原村線 原村役場にてセロリン号接続 

（平日運行）／原村 

・茅野駅からアルピコ交通美濃戸口線（土日運行）／原村 

           ・清里駅から清里ピクニックバス（4月下旬～11月中旬まで運行）／清里・大

泉一部地区 
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          ・韮崎駅から茅ヶ岳みずがき田園バス（4月〜11月中旬まで運行）／ハイジの

村・増富温泉・瑞牆山 

・北杜市民バス／北杜市内 

・北杜市デマンドバス／北杜市内 

           

【外国人観光客への対応】 

・他言語化サイト・アプリ 

・他言語化マップ・二次交通の各種整備 

・外国人観光案内所（道の駅こぶちさわ）の受け皿環境整備 

・多言語案内看板の整備 

・インバウンド推進ワークショップの開催 

・外国人向けモデルルートの作成、プロモーション等 

 

 

３. 各種データ等の継続的な収集･分析 
 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 地域に対する顧客の関心度や施策の

効果等を把握するため。 

八ヶ岳観光圏ポータルサイトのアク

セス解析を実施。 

住民満足度調査 観光振興に対する地域住民の理解度

を測るため。 

アンケート調査を自主事業として実

施（3 年ごとに実施予定） 

来訪者満足度調査 来訪客のニーズを把握し、戦略・

事業推進に活用する 

宿泊施設への留置き・観光地での

対面聞き取り調査による。(毎年) 

ワンストップ窓口での問合せ数 観光案内所来訪者数を把握し、シ

ーズン・時間・曜日等のマーケテ

ィングを把握・活用する。 

道の駅こぶちさわ観光案内所への

来訪者数を窓口スタッフがカウン

ト。 

ワンストップ窓口での問合せ内

容 

観光客からの質問・相談を収集

し、ニーズの把握・満足度向上に

つなげる。 

道の駅こぶちさわ観光案内所の窓

口で問合せ・相談内容をエクセル

にてデータ蓄積。 

各種イベント・モニタリングで

の参加者からの意見聴取 

イベントやコンテンツ自体の改善

につなげる他、エリアのマーケテ

ィングにも活用する。 

アンケート（WEBを含む）を実施。 

WEB アクセスデータ サイト(コンテンツ)の最適化。 Google Analyticsを使用。 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 

＜なぜ観光（あるいは観光地域づくり）に取り組むのか＞ 

・我が国のみならず世界において、高齢化と人口減少（自然減）が進んでおり、当圏域内でもそれに

伴う関係・交流人口の伸び悩みと観光産業や農業関係の労働者不足が課題となっている。 

 

・首都圏近郊の観光地であることから、宿泊滞在型の来訪客が日帰り来訪客と比較すると少ない。そ

のため、観光消費単価が伸び悩んでいたが、コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、首都圏か

らの日帰り来訪客も激減している。 

 

・訪日外国人旅行者については、長引く新型コロナウイルス感染症の影響をうけ入国自体が難しく、

昨年度に引き続き、個人旅行およびツアー旅行ともに集客が見込めず、深刻化している。 

 

・Withコロナ期、Afterコロナ期にも国内外から選ばれる地域になるよう、地域一丸となって安心・
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安全の感染症対策に取組み、官民の合意形成を図り、継続して訪日外国人来訪客や国内来訪客等の滞

在型関係・交流人口の増加を図る事業、および定住自立圏共生ビジョンによる圏域内の人口流出防止

や移住促進につなげる事業を行うことで「活気ある豊かな地域」を目指している。このような取り組

みを持続して行うことにより、地域内の雇用を創出し、観光地域づくり法人が目標とする誇れる地域

づくりのクレドである「住んでよし・訪れてよし。そして住みたいまち」の豊かな地域づくりに繋げ

ている。 

 

＜豊かな観光地域を目指すには＞ 

・豊かな観光地域を目指すには、国内外の来訪客に高いレベルで地域全体の総合満足度を提供し、再

来訪意識を高めることによる安定した来訪者の獲得、さらには周遊滞在することにより、移住に繋が

る観光地域づくりを目指すことが必要と考えている。そのことから八ヶ岳では観光圏基本理念であ

る、「住んでよし、訪れてよし、住みたいまち」を最重要課題として位置づけ、多世代にわたり地域住

民が地域の資源と風土・風習を誇りと思える意識啓発が重要と考えている。地域住民全員が誇れる地

域であり続けられるよう、意識啓発と住民を中心とした観光地域づくりに取り組んでいる。このよう

に、住民の満足度があってこそ再来訪意向や紹介意向も高まり来訪者の満足につながる。それにより、

真の「住んでよし、訪れてよし、住みたいまち」、さらには交流人口増加による豊かな地域づくりが達

成可能と確信している。 

  

・平成２２年度より、これらを実現するための観光地域づくりのビジョンを次の３項目と位置づ

け、大きな目標として官民一体となって取り組んでいる。 

 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 
・自然（山、高原、渓谷、滝、森） 

・星空 

・都心から近距離圏であるアクセスの良さ 

・食（高原野菜・米・酒等） 

・高原リゾート 

・温泉 

・芸術 

・欧風の雰囲気 

・日本の田園風景 

・1000ｍ（標高・標高差） 

・爽やかな気候 

・高い晴天率 

・縄文文化 

・水の恵み 

・日照時間日本一 

弱み（Weaknesses） 
・二次交通 

・情報発信力 

・日帰り観光客が多い 

・海外における認知度の低さ 

・大型宿泊施設が少ない 

・ペンションオーナーの高齢化 

・品質保障制度導入の遅れ（宿泊施設・食・ア

クティビティ） 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
・アドベンチャーツーリズムの需要 

・ライトアウトドアの需要 

・ロケ地としての需要 

・癒し／健康志向 

・環境への意識向上 

・“コト消費”へのシフト 

・ワーケーション＆ブレジャーの加速 

・移住およびに地域居住者の増加 

脅威（Threat） 
・異常気象（温暖化、台風、長雨等）による

様々な災害 

・少子高齢化 

・スキー人口減少 

・免許返納/若者の車離れ 

・新型コロナウイルス感染症をはじめとする未

知のウィルスによる来訪者の減少 
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・コンテンツの高付加価値化 

・起業における SDGs 取組意識の向上 

・教育のおける SDGs 取組マーケットの拡大 

※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、そ

の内容を記入（様式自由）。 

 

（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

片道 200Km以内のマイカー移動のファミリー層 

○選定の理由 

新型コロナウイルス感染症の影響から、訪日外国人旅行者の誘客は難しいため、八ヶ岳エリアにと

って国内最大マーケットである首都圏からの車移動のファミリーをターゲットとする。理由はエア

ーを含む公共交通機関の通常期の５０%にも満たない利用率と継続的に実施している来訪満足度調査

の来訪者の属性による。 

 

○取組方針 

新型コロナウイルス感染症対策にしっかりと取組み、地域が一丸となって安心・安全を掲げるとと

もに、コロナ禍に対応した新たなコンテンツを磨き上げる。 

 

○ターゲット層  

リピーターのファミリー層  

○選定の理由 

他地域と比較して当該ターゲット層の来訪が多く、またファミリー層の再来訪意向のトップボックス

が 33.0%（全国観光圏平均 24.0%）と非常に高く、LTVを考えても適切と思われるため、4年前から継

続してターゲット層としている。 

 

○取組方針 

満足度調査の充実などにより再来訪意向につながる要因を分析し、分析結果に基づいてターゲット

層に強力に訴求するコンテンツを磨き上げる。 

 

○ターゲット層  

欧米豪、台湾を中心とした FIT 

○選定の理由 

当エリアの訪日には台湾・香港の FITの来訪が非常に多く、リピーターや来訪者によるブログ発信か

らの来訪（口コミ効果）も多い傾向にあるためこの層を固める。一方、欧米豪にはアドベンチャーツ

ーリズムを好む傾向があり、八ヶ岳の自然や富士山の風景が好まれると想定されるため、新型コロナ

ウイルス感染症収束後を見据えターゲット層とする。 

 

○取組方針 

WEBマーケティング調査等により、来訪者のニーズや本エリアに求めるものを分析した上で、プロモ

ーションや滞在コンテンツの磨き上げを行う。また、英語を基本とした外国語情報の充実も図る。 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 
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①コンセプト 「1000mの天空リゾート八ヶ岳 

～澄み切った自分に還る場所～」 

 

・メインテーマである[1000m の天空リゾート]とは、標高

1000mであるとともに、生活圏の居住空間が標高差 1000mで

もある。さらには、田園・里山・高原・山岳の 4つのゾーン

からなり天空：広い空（青空、星空）の下、2シーズンを一

度に味わえる空間のことである。 

 

・サブテーマである～澄み切った自分に還る場所～とは、

澄んだ空気と爽やかな天空リゾートは、都会の喧騒に疲れ

た心と体を癒してくれる 1000mの自然空間である。 

 
②コンセプトの考え方 ・八ヶ岳観光圏エリアは観光資源が数多く点在している水平

軸の 1000m のベルトゾーンばかりではなく標高 400m から

1400mの 1000m標差に地域資源や生活圏がある「1000mの立体

空間」であるとともに、周囲を３つの国立・国定公園（八ヶ岳

中信高原国定公園、南アルプス国立公園、秩父多摩甲斐国立

公園）が囲み、そのうち２つはユネスコエコパーク（南アル

プスユネスコエコパーク、甲武信ユネスコエコパーク）に登

録されている。このような地域資源を有する地域は、国内に

おいても唯一無二であると考える。 

 

・特筆すべきは、圏域内をわずか約 30分移動することで、約

1000mの標高差を体感できる“標高 1,000mの立体空間”とい

う特有の地理により、四季を 1 度で 2 シーズン味わうことが

できる。 

 

約 5,000 年前、このエリアは縄文銀座と伝わるほど多くの

人々が住み、素晴らしい造形の土器をつくり栄えた地域であ

ったことが挙げられる。それは、現代において、癒しを求め

別荘が建ち、芸術家やクラフトマン等が創造の地として移り

住み工房等を開いていることに通じ、縄文時代から続く「癒

しの空間・住みよい地域」であるといえる。標高 1,000mの気

圧は胎内圧に近い環境とも言われることと合わせ、“安住の

地”である。 
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・日本のミネラルウォーターの約４割を生産するとともに、

同地域（北杜市）には昭和・平成の名水百選として、日本で唯

一３箇所が選ばれている名水の地である。 

 

・圏域内で体感できる「日本の原風景」や「爽やかな高原風

景」、「雄大は山岳風景」、「日本を代表する星空観察スポット」

などは、訪れる人々に日々の生活から離れた非日常的な時間

を提供してくれる。これらの特性から、コンセプには「標高

1,000mの安住（癒し）の空間と標高差 1,000mの織り成す立体

空間」という独自の価値が生み出す「高原リゾート×山岳リ

ゾート×里山ゾーン×田園ゾーン+天空（青空・星空）」の魅

力により、「リセット（Reset）、リフレッシュ（Refresh）、リ

ボーン（Re・born）」していただきたい、という願いを込めて

いる。 

 

・今後も引き続き、コンセプトに基づいての絶景スポットや

草木や湧水、渓流など自然の恵みに触れられ、天空から降り

注ぐ星空など、1,000mの標高差が織り成す自然の恵みや八

ヶ岳ならではの歴史を最も感じることができる八ヶ岳観光圏

のコンセプトである「1,000mの天空リゾート八ケ岳～澄み

きった自分に還る場所～」を確立し、国内外来訪者の広域周

遊滞在観光の拠点となるような、“住んでよし、訪れてよ

し”の観光地域づくりを考えている。 

 

 

５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 

プロモーション  
 

項目 概要 

戦略の多様な関係者との

共有 

※頻度が分かるよう記入

すること。 

【戦略会議・戦略セミナーの開催】 

毎月、戦略会議・戦略セミナーを開催し、当法人理事、観光地域づくりマ

ネージャー、行政関係者、各団体責任者等とともに、コンセプトに基づき

方向性や具体的事業内容を決定している。 

 

令和 3年度実績  

戦略会議（分科会を含む）／合計 20回（のべ出席者 546名） 

 

 

【観光地域づくりマネージャーによるワークショップ等の開催】 

戦略会議で決定した方向性や事業について、観光地域づくりマネージャ

ーによる地域住民へのワークショップや各種実行委員会等で関係者に共

有している。 

 

令和 3年度実績 

観光地域づくりマネージャーによるＷＳ／合計 27回（延べ出席者 359

名） 
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観光客に提供するサービ

スについて、維持･向

上・評価する仕組みや体

制の構築 

【観光品質認証制度「SAKURA QUALITY」の導入】 

観光品質認証制度は、申請のあった宿泊施設などの観光サービスの品質

を第三者が評価し、その品質の高さを認証する仕組みであるが、この観光

品質認証制度である「SAKURA QUALITY」の導入に向けた取組を推進するこ

とにより、安心・安全な情報を観光客へ発信するとともに、サービスを提

供する事業者にとっては、同時にサービスレベルの維持・向上を図る仕組

みとっている。 

 

【持続可能な地域創出部会（SDGｓ／JSTS-D）の新設】 

令和 3年度より、持続可能な地域創出部会を新設し、持続可能な開発目

標（SDGs）達成に向け取り組んでいる。また、グローバル・サスティナ

ブル・ツーリズム協議会（GSTS-D)が開発した国際基準である観光指標

を基に策定された持続可能な観光を推進するためのガイドラインである

日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）に沿い、持続可能な観光

地マネジメントを行うための仕組みの構築を図っている。 

 

観光客に対する地域一体

となった戦略に基づく一

元的な情報発信･プロモ

ーション 

1． 八ヶ岳観光圏ＨＰ を中核とした情報配信ネットワークの取り組み 

当観光圏が3蜜(密閉・密集・密接)の回避に適した観光地であることを謳

うとともに、豊かな自然や観光コンテンツ、安心・安全の取組み、持続

可能な観光地域づくりの取組み、カーボンニュートラルの取組み等につ

いて、一元的な情報集約・情報発信することの重要性が高まると考えて

いる。また、新型コロナウイルス感染症に限らず、新たな感染症や災害

が発生することも考えられるため、観光客が来訪できない時期にも魅力

的な情報を発信し続けることが重要である。このような状況をふまえ、

令和3年度は、既存の八ヶ岳観光圏で構築したシステム「八ヶ岳DMS（八

ヶ岳観光圏ポータルサイト）」のリニューアルを進め情報共有体制の強

化を図った。それにより、対地域、対観光客、対事業者に対して、下記

の利点を生むことを目指している。 

 

■対地域…八ヶ岳観光圏の運営する対事業者向け「事業者専用ページ」

と対観光客向け「八ヶ岳ブランドホームページ」の2つをそれぞれ中核

として、様々な民間で運営される情報発信サイトと連携を行い、情報の

一元化とそれぞれの発信する情報の拡散力向上を狙う。また、自治体と

の連携においても中核サイトとして露出、活用することでシャワー効果

のように民間サイトへと効果が波及するような仕組みを作る。 

 

■ 対観光客…八ヶ岳エリアの観光のプラットフォームサイトである

「八ヶ岳ブランドホームページ」を整備し、地域ブランドの価値及び認

知度を向上させ、来訪促進につなげる。また、当法人（八ヶ岳ツーリズ

ムマネジメント）が運営することにより、誤った情報等のないブランド

管理のできたサイトを提供できる。 

 



（別添）様式１ 

20 

 

■対事業者…各省庁からの情報や地域自治体や組織等からの情報を一元

的に蓄積、閲覧する仕組みを備え、アンケートやアクセス解析、入場者

等のマーケディングで得られたデータも共有化を行い、地域内での情報

データベースとしての役割を担うとともに、事業者への情報伝達経路と

して各種イベントの実施スケジュールや募集なども共有化することで、

地域内の事業者ネットワークを構築していく。 

 

２.JNTO 認定外国人観光案内所「道の駅こぶちさわ」の取り組み 

当法人が北杜市より指定管理業務を受託している「道の駅こぶちさわ」

は、JNTO 認定外国人観光案内所となっており、JNTO のウェブサイト

「Visit Tourist Information Centers in Japan」にて、海外に向け

た情報発信を行っている。 

 

３.JNTO 観光コンテンツ収集事業の取り組み 

2018 年度よりJNTO の観光コンテンツ収集事業に応募し、圏内における

訪日外国人旅行者が参加可能なアクティビティや、受入体制が整った特

徴ある観光施設等などの観光コンテンツ情報を提供している。 

 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）年

度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●旅行消費額 

平均（円） 

目

標 

32,540 28,000 29,000 30,000 30,000 30,000 

(33,102) (34,000) (34,000） (35,000） (35,000) (35,000） 

実

績 

25,189 20,496 22,455 - - - 

(33,964) (53,701) (19,550) （ - ） （ - ） （ - ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

1,251,688 800,000 800,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

(103,000) (1,000) (10,000) (80,000) (80,000) (80,000) 

実

績 

1,097,450 504,918 574,567 - - - 

(28,746) (3,506) (775) （ - ） （ - ） （ - ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 

(96.9) (96.9) (96.9) (96.9) (96.9) (96.9) 

実

績 

95.8 91.1 89.1 - - - 

（97.0） （100） （78.0） （ - ） （ - ） （ - ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

80.0 80.0 80.5 81.0 81.0  

（-） （30.0） （30.0） （30.0） （30.0） （30.0） 
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※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

日本の顔となるブランド観光地域を目指すには、観光圏の基本理念である、「住んでよし」、「訪れて

よし」を最重要課題として位置づけ、多世代にわたる地域住民が地域の資源と風土・風習を誇りに

思えるような意識啓発が必要である。KPIの設定にあたっては、まずは地域が豊かになることを念頭

におき、来訪者満足度調査や他のデータを参考に選定を行った。 

 

【設定にあたっての考え方】 

・旅行消費額 

滞在コンテンツの充実や磨き上げにより滞在時間を伸ばし、宿泊地としての魅力を向上させる

ことで旅行消費額をあげることを想定した。来訪者満足度調査より算出している。 

 

・延べ宿泊者数 

旅行消費額を向上させるには宿泊者数を増やすことが強く関連していることから目標値を設

定。数値の検証は、山梨県、長野県の観光入込客統計調査を利用している。（※長野県の発表が

出次第、報告する） 

 

・来訪者満足度 

来訪者満足度をさらに精緻にみるため、7段階のトップボックスである「大変満足」を追う KPI

も追加設定した。合わせて相関関係がある「再来訪意向」と「紹介意向」にも別途注視してい

く。来訪者満足度調査より算出している。 

 

・リピーター率 

八ヶ岳観光圏へ実際にリピーターがどのくらい来ているのかを定点観測し、他の地域との比較

においての特性・特徴も理解し、事業計画に反映をしていきたい。来訪者満足度調査より算出

している。 

 

・WEBサイトのアクセス状況 

八ヶ岳観光圏ポータルサイトへの 1年間のアクセス数 

 

・住民満足度 

3年ごとを目標に実施する住民満足度調査にて、この地域に暮らすことの満足度を測定する。 

 

 

（２）その他の目標 

実

績 

79.1 69.9 74.6 - - - 

（27.3） （66.7） （75.0） （ - ） （ - ） （ - ） 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）年

度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●住民満足度 

（％） 

目

標 

80.0   82.5 - - 

（ - ） （ ） （ ） （ - ） （ - ） （ - ） 

実

績 

81.6 - - - - - 

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） 

● WEBサイトの

アクセス状況 

目

標 

1,600,000 1,000,000 1,000,000 1,400,000 1,400,000 1,000,000 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 
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※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

※各指標項目の単位を記入すること。 
 

指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 
【検討の経緯】 

日本の顔となるブランド観光地域を目指すには、観光圏の基本理念である、「住んでよし」、「訪れ

てよし」を最重要課題として位置づけ、多世代にわたる地域住民が地域の資源と風土・風習を誇り

に思えるような意識啓発が必要である。KPIの設定にあたっては、まずは地域が豊かになることを

念頭におき、来訪者満足度調査や他のデータを参考に選定を行った。 

 

【設定にあたっての考え方】 

・旅行消費額 

滞在コンテンツの充実や磨き上げにより滞在時間を伸ばし、宿泊地としての魅力を向上させる

ことで旅行消費額をあげることを想定した。来訪者満足度調査より算出している。 

 

・延べ宿泊者数 

旅行消費額を向上させるには宿泊者数を増やすことが強く関連していることから目標値を設

定。数値の検証は、山梨県、長野県の観光入込客統計調査を利用している。（※長野県の発表

が出次第、報告する） 

 

・来訪者満足度 

来訪者満足度をさらに精緻にみるため、7段階のトップボックスである「大変満足」を追う

KPI も追加設定した。合わせて相関関係がある「再来訪意向」と「紹介意向」にも別途注視し

ていく。来訪者満足度調査より算出している。 

 

・リピーター率 

八ヶ岳観光圏へ実際にリピーターがどのくらい来ているのかを定点観測し、他の地域との比較

においての特性・特徴も理解し、事業計画に反映をしていきたい。来訪者満足度調査より算出

している。 

 

・WEBサイトのアクセス状況 

八ヶ岳観光圏ポータルサイトへの 1年間のアクセス数 

 

・住民満足度 

（PV） 

 

実

績 

805,234 261,573 518,144 － － － 

（-） （-） （－） （－） （－） （－） 

●八ヶ岳観光圏観光

案内所の来訪者数/外

国人数 

（人） 

目

標 

41,160 28,670 29,800 40,000 40,000 40,000 

（ 140） （25） （55） （100） （100） （100） 

実

績 

39,258 23,025 27,272 － － - 

（ 55） （18） （40） （－） （－） （ - ） 

●八ヶ岳観光圏観光

案内所案内数 

（人） 

目

標 

9,080 9,500 9,600 13,000 13,000   13,000 

（-） （5） （12） （12） （12） （12） 

実

績 

13,030 7,609 11,260 － － - 

（0） （18） （23） （－） （－） （ - ） 

●ホームページアク

セス（ユーザー数

（人）） 

目

標 

480,000 290,000 300,000 350,000 350,000 350,000 

（-） （-） （－ （-） （ - ） （ - ） 

実

績 

280,968 120,080 104,231 － － - 

（-） （2,600） （2,296） （－） （－） （ - ） 
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3 年ごとを目標に実施する住民満足度調査にて、この地域に暮らすことの満足度を測定する。 

 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

64,546,642（円） （円） 

【国からの補助】                   14,533,507 

【地方公共団体からの指定管理収入】       5,306,685 

【市町村からの事業負担金】          22,869,777 

【民間からの事業負担金】                  5,757,421 

【ＤＭＯ事業事務費負担金（手数料）】      12,528,885 

【ＤＭＯ事業事務費負担金（民間）】       493,906 

【会費収入】                  235,000 

【収益事業収入】               2,779,828 

【雑収入】                       41,633 

2020（Ｒ２）年

度 

66,074,023（円） （円） 

【国からの補助】                  30,765,636 

【地方公共団体からの指定管理収入】       5,355,370 

【市町村からの事業負担金】          11,284,796 

【民間からの事業負担金】                  2,579,100 

【ＤＭＯ事業事務費負担金（市町村）】     11,776,010 

【ＤＭＯ事業事務費負担金（民間）】       219,175 

【会費収入】                   270,000 

【収益事業収入】                3,773,800 

【雑収入】                  50,136 

2021（Ｒ３）年

度 

45,903,508（円） （円） 

【国からの補助】                   3,113,889 

【地方公共団体からの指定管理収入】       5,645,200 

【市町村からの事業負担金】           2,356,354 

【民間からの事業負担金】                   799,700 

【ＤＭＯ事業事務費負担金（市町村）】     11,603,824 

【ＤＭＯ事業事務費負担金（民間）】        79,970 

【会費収入】                   280,000 

【収益事業収入】                22,024,439 

【雑収入】                    132 
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2022（Ｒ４）年

度 

63,200,047（円） （円） 

【国からの補助】                  13,161,866 

【地方公共団体からの指定管理収入】       5,645,200 

【市町村からの事業負担金】           9,749,868 

【民間からの事業負担金】         1,385,866 

【ＤＭＯ事業事務費負担金（市町村）】     12,933,947 

【ＤＭＯ事業事務費負担金（民間）】           0 

【会費収入】                   295,000 

【収益事業収入】                20,028,300 

2023（Ｒ５）年

度 

65,915,000（円） （円） 

【国からの補助】                  34,000,000 

【地方公共団体からの指定管理収入】       5,645,000 

【市町村からの事業負担金】         10,000,000 

【民間からの事業負担金】                  1,000,000 

【ＤＭＯ事業事務費負担金】             12,000,000 

【会費収入】                   270,000 

【収益事業収入】                3,000,000 

2024（Ｒ６）年

度 

65,915,000（円） （円） 

【国からの補助】                  34,000,000 

【地方公共団体からの指定管理収入】       5,645,000 

【市町村からの事業負担金】         10,000,000 

【民間からの事業負担金】                  1,000,000 

【ＤＭＯ事業事務費負担金】             12,000,000 

【会費収入】                   270,000 

【収益事業収入】                3,000,000 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

 

63,532,808（円） 

 

（円） 

【一般管理費（人件費）】          14,624,208 

【一般管理費（その他）】          3,615,206 

【受入環境整備】               27,647,800 

【観光資源の磨き上げ】            13,979,793 

【マーケティング】                841,674 

【旅行商品流通環境整備】             691,438 

【指定管理事業費】                933,463 

【その他】                  1,199,226 

2020（Ｒ２）年

度 

64,059,367（円） （円） 

【一般管理費（人件費）】            14,168,722 
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【一般管理費（その他）】            3,336,168 

【情報発信】                  1,573,488 

【受入環境整備】               12,907,237 

【観光資源の磨き上げ】           29,511,470 

【マーケティング】                853,246 

【指定管理事業費】                923,824 

【その他】                    785,212 

2021（Ｒ３）年

度 

44,868,353（円） （円） 

【一般管理費（人件費）】         14,629,722 

【一般管理費（その他）】          3,202,368 

【情報発信】                 1,079,746 

【受入環境整備】              906,390 

【観光資源の磨き上げ】            22,458,843 

【マーケティング】                725,000 

【旅行商品流通整備】             82,307 

【指定管理事業費】                946,931 

【その他】                     837,046 

2022（Ｒ４）年

度 

62,325,501（円） （円） 

【一般管理費（人件費）】           14,965,157 

【一般管理費（その他）】           4,000,995 

【情報発信】                   1,497,000 

【受入環境整備】               1,652,600 

【観光資源の磨き上げ】            35,718,100 

【マーケティング】              2,115,000 

【指定管理事業費】                1,392,273 

【その他】                    984,376 

2023（Ｒ５）年

度 

64,210,000（円） （円） 

【一般管理費（人件費）】           14,000,000 

【一般管理費（その他）】           3,880,000 

【情報発信】                   500,000 

【受入環境整備】              20,000,000 

【観光資源の磨き上げ】           23,300,000 

【マーケティング】               700,000 

【指定管理事業費】               1,478,000 

【その他】                   352,000 

2024（Ｒ６）年

度 

64,210,000（円） （円） 

【一般管理費（人件費）】           14,000,000 

【一般管理費（その他）】           3,880,000 
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【情報発信】                   500,000 

【受入環境整備】              20,000,000 

【観光資源の磨き上げ】           23,300,000 

【マーケティング】               700,000 

【指定管理事業費】               1,478,000 

【その他】                   352,000 

 

（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 
1. ３市町村が行う事業を観光地域づくり法人として、一元化して事業の執行管理及び国申請等を行

うため、官民事業者と事業調整を行い、事業費の５％を手数料として徴収している。今後も、地

域が豊かになるよう、事業を積極的に取りに行くとともに、手数料については８％を基本として

く。 

 

2. 観光圏ＨＰへのリンクバナーや年会費収入を収益事業とする。 

 

3. 平成 28年度から八ヶ岳観光圏のゲートウェイである「道の駅こぶちさわ」観光案内所を指定管理

業者として受託している。八ヶ岳観光圏の観光案内所として地域への周遊促進を図るとともに、

自主事業を積極的に行い、安定した資金確保につなげる。 

 

4. 観光地域づくり法人の強みを活かし、圏内外の研修を受託。広域の地域資源や地域独自の価値の

他、観光に対する取組姿勢等を伝え、研修費による収益確保及び地域の人材育成を行う。 

 

しかしながら、当法人は「（当法人が）稼ぐのではなく、地域が稼ぐ仕組みを作る」ための中間支援組

織であることから、収益の確保よりも地域づくりの取組に力を入れている。上記項目のみの収益では

事業を円滑に運営するには厳しいことから、当面は３市町村からの運営費との両輪で、各種事業や地

域が豊かになるための取組を進めていく。  

 
 

８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 

 

山梨県、長野県、北杜市、富士見町、原村は、一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメントが八ヶ

岳観光圏（八ヶ岳観光圏整備推進協議会）の代表者として、観光地域づくりを推進してきた実績を

評価し当該県及び市町村における地域連携ＤＭＯとして登録したいので一般社団法人八ヶ岳ツーリ

ズムマネジメントとともに申請します。なお、県や市町村の観光協会等とは役割分担を明確にし、

効率的な業務執行ができるよう調整を図って参ります。 

 

９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯ（県単位以外）や

地域ＤＭＯと重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要） 

 

重複しない。 
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１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 飯塚 史子 

担当部署名（役職） 事務局 

郵便番号 〒４０７－０３０１ 

所在地 山梨県北杜市高根町清里３５４５－４５５９ 

電話番号（直通） 0551-48-3457 

ＦＡＸ番号 0551-48-3479 

Ｅ－ｍａｉｌ info@yatsugatake-tm.com 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

 

都道府県･市町村名 山梨県 

担当者氏名 矢野 久 

担当部署名（役職） 観光文化部 観光振興課（課長） 

郵便番号 〒400-8501 

所在地 山梨県甲府市丸の内１－６－１ 

電話番号（直通） 055-223-1557 

ＦＡＸ番号 055-223-1438 

Ｅ－ｍａｉｌ yano-tkn@pref.yamanashi.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 長野県 

担当者氏名 井出 尚人 

担当部署名（役職） 観光部 長野県観光部 山岳高原観光課（企画経理

係） 

郵便番号 〒380-8570 

所在地 長野県長野市大字南長野字幅下６９２の２ 

電話番号（直通） 026-235-7251 

ＦＡＸ番号 026-235-7257 

Ｅ－ｍａｉｌ mt-tourism@pref.nagano.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 北杜市 

担当者氏名 土屋 直己 

担当部署名（役職） 産業観光部 観光課（課長） 

郵便番号 〒408-0115 

所在地 山梨県北杜市須玉町大豆生田 961-1 

電話番号（直通） 0551-42-1351 

ＦＡＸ番号 0551-42-5216 
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Ｅ－ｍａｉｌ tsuchiya-nao@city.hokuto.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 富士見町 

担当者氏名 植松 聖久 

担当部署名（役職） 産業課（課長） 

郵便番号 〒399-0214 

所在地 長野県諏訪郡富士見町落合 10777番地 

電話番号（直通） 0266-62-9231 

ＦＡＸ番号 0266-62-4481 

Ｅ－ｍａｉｌ uematsu-kiyohisa@town.fujimi.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 原村 

担当者氏名 小池 恒典 

担当部署名（役職） 商工観光課（課長） 

郵便番号 〒391-0192 

所在地 長野県諏訪郡原村 6549番地 1 

電話番号（直通） 0266-79-7929 

ＦＡＸ番号 0266-79-5504 

Ｅ－ｍａｉｌ shokan@vill.hara.lg.jp 

 



項目

2019
（H31）
年度

2020
（R2）
年度

2021
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

2024
（R6）
年度

旅行
消費額
一人(円)

目標
32,540 28,000 29,000 30,000 30,000 30,000

(33,102 ) (34,000 ) (34,000) (35,000 ) (35,000 ) (35,000 )

実績
25,189 20,496 22,455 - - -

(33,964 ) ( 53,701 ) (19,550) ( - ) ( - ) ( - )

延べ宿泊者
数

(千人)

目標
1,251 800 800 1,300 1,300 1,300

(103 ) ( 1.0 ) ( 10) ( 80 ) (80) (80)

実績
1,097 504 575 - - -

(28) (3.5) ( 0.8 ) ( - ) ( - ) ( - )

来訪者
満足度

(％)

目標
96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9

( 96.9 ) (96.9 ) ( 96.9 ) ( 96.9 ) ( 96.9 ) ( 96.9 )

実績
95..8 91.1 89.1 - - -

( 97.0 ) ( 100 ) ( 78.0 ) ( - ) ( - ) ( - )

リピー
ター率
(％)

目標
80.0 80.0 80.5 81.0 81.0 81.0

( - ) (30.0) (30.0) (30.0) (30.0) (30.0)

実績
79.1 69.9 74.6 - - -

（27.3） ( 66.7 ) ( 75.0 ) ( - ) ( - ) ( - )

法人名：一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

【区域】 山梨県北杜市、長野県諏訪郡富士見町・原村
【設立日】 平成２２年４月６日
【登録日】 平成２９年１１月２８日
【代表者】 代表理事 小林昭治
【マーケティング責任者（CMO）】
小林昭治／補佐中川綾子（事務局）
【財務責任者（CFO）】
小林昭治／補佐飯塚史子（事務局）
【職員数】 6人（常勤（契約社員）4人、臨時職員2人）

※役員15人、企業社員24人、個人社員13人
【連携する主な事業者】
（一社）北杜市観光協会・富士見町観光協会・
原村観光連盟・北杜市商工会・富士見町商工会・原村商工会
NPO清里観光振興会・八ヶ岳アウトドアアクティヴィティーズ
山梨県ペンション組合北杜支部・八ヶ岳南麓やとわれ支配人会
山梨交通他二次交通検討分科会

合意形成の仕組み

登録区分名：地域連携ＤＭＯ

※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

・地域の事業者向けに感染症対策ワークショップを開催
し、感染防止ハンドブックを配布するなど地域における感
染症対策を徹底。

・地域の企業・行政・団体等で構成する戦略会議やイン
バウンド・二次交通等の受入環境整備に関するワーク
ショップを開催し、官民一体となった事業執行体制を構
築している。

・令和２年度観光庁誘客多角化等実証事業で、「Withコ
ロナ期の八ヶ岳周遊滞在モデル」や令和３年度観光庁
「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に
向けた実証事業」・運輸局主体の「ATのモデルツアー造
成事業」・で、自然豊かなコースをEバイクで楽しむバイク
ツアーの実施などコロナ禍にも対応するプログラムの造
成に積極的に取り組んでいる。

・1000mの標高差を地域住民や来訪者に啓蒙すべく標
高サインを観光協会・商工会会員に配布して店舗等に掲
示頂き、住民の意識啓発も合わせて行っている。

法人のこれまでの活動実績

戦略

【該当する登録要件】 （①～④）
【概要】 観光地域づくりマネージャーが地域住民への
ワークショップを実施し、意識啓発や八ヶ岳観光圏の取
組に対しての理解を深める仕組みがある。観光地域づ
くりマネージャーを事業の執行責任者として配属し、行
政など地域のキーパーソンを配した事業推進の組織体
制を構築し、月に１度、各事業のKPI達成に向けた進捗
状況をチェックする官民合同の会議を開催している。

【主なターゲット】
・片道200Km以内のマイカー移動のファミリー層
（Withコロナ期）
・リピーターのファミリー層
・欧米豪、台湾を中心としたFIT（新型コロナウィルス
感染症収束後）
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
・新型コロナウィルス感染症対策にしっかりと取組み、
地域が一丸となって安心・安全を掲げるとともに、コロ
ナ禍に対応した新たなコンテンツを磨き上げる。
・満足度調査の充実などにより再来訪意向につなが
る要因を分析し、分析結果に基づいてターゲット層に
強力に訴求するコンテンツを磨き上げる。
・WEBマーケティング調査等により、来訪者のニーズ
や本エリアに求めるものを分析した上で、プロモー
ションや滞在コンテンツの磨き上げを行う。また、英語
を基本とした外国語情報の充実も図る。

実施体制

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション

毎月、戦略会議を開催し、当法人の理事、観光地域
づくりマネージャー、行政関係者、民間を含む各団体
責任者等とともに、コンセプトに基づき方向性や具体
的事業内容を決める。その方向性や事業を、観光地
域づくりマネージャーによる（地域住民への）ワーク
ショップ、各種実行委員会等で関係者に共有している。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し
【主な収入】国からの補助 （3,114千円）、北杜市からの指定管理収入（5,645千円）、八ヶ岳観光圏を構成
する3市町村（山梨県北杜市・長野県富士見町・原村）からの事業負担金（2,356千円）、民間事業者事業
負担金（ 800千円）、DMO事業事務費負担金（手数料）（11,684千円）、企業社員および個人社員年会費
収入（ 280千円）、実証事業委託収入、バナー広告、DMS参画料、事務代行、視察受入等の収益事業収
入（22,024千円）、合計45,904千円（R3年度決算）
【総支出】 一般管理費17,832千円、事業費27,036千円 合計44,868千円（R3年度決算）
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
財源の確保として「構成市町村からの負担金」「事務費負担金（事業費の５~8％を実施事業者より預か

る）」「指定管理料（観光案内所）」「自主事業収入」「社員年会費」となっているが、さらに安定した財源確保
のためには、現在の自主事業以外にDMOが稼ぐことにより地域が豊かになる事業の請け負いを増やして
いく。

マーケティング・マネジメントする区域

・標高1,000mの安住（癒
し）の空間と標高差
1,000mの織り成す立体空
間」という独自の価値が生
み出す「高原リゾート×山
岳リゾート×里山ゾーン×
田園ゾーン+天空（青空・
星空）」
・名水百選に3箇所選ばれ
ている名水の地

ＫＰＩ（実績･目標）

【主な観光資源】
・周囲を囲む３つの国立・国定公園（八ヶ岳中信高原国定公園、
南アルプス国立公園、秩父多摩甲斐国立公園）

記入日： 令和3年9月 30日


