（別添）様式１

日本版ＤＭＯ形成･確立計画

１. 日本版ＤＭＯの組織
申請区分

地域連携ＤＭＯ

日本版ＤＭＯ候補法人
の名称

公益社団法人 やまなし観光推進機構

マーケティング･マネジ
メント対象とする区域

山梨県全域（２７市町村）

所在地

山梨県甲府市丸の内１－６－１ 県庁別館２階

設立時期

平成２１年４月１日

職員数

２１人 （平成３０年７月１日現在）

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）

各種データの分析･収集
等（マーケティング）
の責任者（専門人材）

鎌田 誠一
（㈱ＪＴＢ出身）

今西 祐介「専従」
（㈱ＡＮＡ総合研究所）

各部門（プロモーショ
ン）の責任者
渡辺 一秀
（山梨県職員）

各部門（旅行商品の造
成･販売）の責任者（専
門人材）

連携する地方公共団体
の担当部署名及び役割

山田 雅一
（（株）ＪＴＢ）

大手旅行会社に３９年間に亘り勤務し、役員経
験も有するなど、国内外のプロモーションとマ
ネジメントに高い能力を持つ。また、現在は（公
社）やまなし観光推進機構の理事長として、県
内自治体や観光関係団体、観光事業者間のパイ
プ役となっており、県内の観光推進の一翼を担
う。
本邦大手航空会社でマーケティング業務に携わ
るとともに観光業界関係者との接点も多く持っ
ており、県内の各自治体・ＤＭＯ・観光協会、
観光関係事業者に対して戦略策定・推進を支援
する体制を整備。あわせて経営支援に関する専
門人材とともに観光関係事業者に対する生産性
向上を支援する体制を整備。
山梨県観光プロモーション課との連携を図りな
がら各種プロモーションの先導役として、旅行
会社や物産関係事業者での勤務経験豊富でかつ
当機構での８年間勤務している国内外の観光物
産プロモーションに高い能力有するプロパー職
員とともに一元的な情報発信を展開
大手旅行会社で２９年間に亘り勤務し、観光業
界の事情に通じており、旅行商品の造成・流通
や観光資源の発掘等に高い能力を有している。
地域のコンテンツ開発と着地型旅行商品の造
成・販売を展開。

山梨県観光部観光企画課（観光政策全般・マーケティング）
〃 観光部観光プロモーション課（イベント・プロモーション）
〃 県土整備部都市計画課（社会資本整備）
〃 産業労働部地域産業振興課（地域ブランド、物産振興）
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連携する事業者名及び
役割

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

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
法人のこれまでの活動
実績

県内市町村観光担当課及び観光協会（観光イベント・プロモーション）
山梨県旅館生活衛生同業組合（宿泊確保）
山梨交通(株)・富士急行(株)・ＪＲ東日本八王子支社・ＮＥＸＣＯ中日本八
王子支社（アクセス関係、プロモーション連携）
富士観光開発(株)（着地型旅行商品造成）
県内金融機関（産業支援）
山梨県中小企業団体中央会・山梨県商工会議所連合会・山梨県商工会連合会、
山梨県農業団体中央会（他産業との連携、特産品・土産品等の開発及び販売
促進） 他
（該当する要件）
①～④
（概要）
（公社）やまなし観光推進機構が母体となるが、本機構は平成２１年にオー
ル山梨で観光・物産を推進する組織として新たに発足する際、多様な関係者
を巻き込んでおり、メンバーには、行政、宿泊業者、交通事業者、産業別団
体など多様な関係者が参画し、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が整っている。
年間３回程度開催する理事会において協議を行うとともに、さらに多様な関
係者が参加する運営協議会を開催するほか、必要に応じて日常的な調整を実
務者レベルで行う場を設けている。

※単独都府県の地域連携ＤＭＯのため対象外。

（活動の概要）
本機構は、山梨県観光物産連盟と山梨県大型観光キャンペーン推進協議会、
やまなしインバウンド推進機構が統合し、官民協働による組織運営の下、主
に時代のニーズを踏まえた次の事業を展開している。
❖自治体や観光協会、観光施設との連携による誘客活動の推進
首都圏、関西圏、中京圏の旅行会社を対象とした商談会、マッチング会の
実施。
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実施体制

❖着地型旅行商品の造成・販売促進
旅行業登録（第２種）を行い、県内市町村の着地型旅行商品の造成と情報発
信・販売を支援するとともに、着地型観光セミナー等を開催
❖国内外のプロモーション活動の実施
ＪＲ、ＮＥＸＣＯ等と協働した観光キャンペーンの実施や市町村、民間事業
者の参加による旅行会社向けの観光説明会・観光商談会の開催や観光キャラ
バンを実施
また、海外においても国際観光展への出展や県内事業者の参加を得て、現地
旅行会社へのセールスコール等を実施
❖観光人材の育成
経営者マネジメント力向上研修、業種別専門性向上講座や通訳・観光ボラン
ティアの研修などを実施
❖ＭＩＣＥなど新しい団体旅行の誘致
従来の教育旅行に加え、ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ、企業の研修など新しい団体旅行を誘致
❖物産販売仲介の充実
首都圏や中京、関西地域での県産品の販路拡大に向け、物産展の開催や大型
イベントへの出展、インターネット上での紹介・販売
❖県内観光事業者に対する経営支援
専門人材による会員訪問を通じてのコンサル業務、生産性向上セミナー、専
門家派遣事業を通じた観光事業者の生産性向上につながる各種支援。
（定量的な評価）
県のＤＭＯとして「やまなし観光推進計画」をはじめとする観光政策に関す
る各種計画に基づき、事業計画を策定し実施している。本計画では、事業達
成度を計る目安として１０項目の目標数値（ＫＰＩ）を設定し、事後評価を
行うとともに、ＨＰ上へ公表している。
（実施体制の概要）
（公社）やまなし観光推進機構が母体となり、構成メンバーには、行政、宿
泊業者、飲食業者のみならず、交通事業者、各産業の代表など多様な関係者
が参画し、官民が密接に連携した運営を行う。
（実施体制図）
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２. 日本版ＤＭＯ候補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】

【区域設定の考え方】
本機構は、オール山梨で観光・物産を推進する組織として、平成２１年４月の設立時から山梨県と県
内全市町村が参加する中で、着地型旅行商品の開発や二次交通の開発、観光・物産プロモーションな
ど連携した取り組みを実施しており、県内全域を設定区域とした。
【観光客の実態等】
・日帰り観光客が約７５％
・冬（１２月～２月）の観光客が約１５％
・観光客の土日集中（正規雇用の妨げ）
・自動車利用者が約８５％（自家用車、貸切バス、高速バス含む）
・富士北麓の観光客が県域全体の約４５％
・インバウンドは中国人観光客が約５０％
【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】
・富士山、南アルプス、八ヶ岳、富士五湖、桃源郷など豊かな自然と優れた景観
・もも、ぶどう、さくらんぼなどのフルーツや高原野菜に代表される美味しい農産物
・ワイン、ジュエリー、織物、印傳など世界に誇りうる地場産品や伝統工芸品
・富士山世界文化遺産構成資産、戦国武将武田氏縁の史跡など特色ある文化・歴史
・近代的な温泉郷から秘湯、眺望の優れた湯など県内の至る所で堪能できる種類豊富な温泉
・登山、サイクリング、マラソン、トレイルラニング、スキー・スケート、ゴルフなど雄大な自然を楽
しむスポーツ
・約７５０件の魅力あふれる様々な体験プログラム 等
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【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】
地 域
施設数
収容力
施設規模
（収容人数）
（客室数）
峡中
104
7,354
3,783
峡東

138

12,246

3,258

備考
湯村温泉郷
芦安温泉郷
石和温泉郷・春日居温泉
郷
三富温泉郷
下部温泉郷
増富温泉郷
富士河口湖温泉郷

峡南
105
5,826
1,122
峡北
300
11,551
3,216
富士東部
695
46,679
10,732
計（県全域）
1,342
83,656
22,111
【利便性：区域までの交通、域内交通】
山梨県（対象区域）へのアクセスは、鉄道利用者についてはＪＲ中央線、小海線、身延線、私鉄の富士
急行線、自動車利用者については中央自動車道、中部横断自動車道、東富士五湖道路が整備されてお
り、これらの自動車道を使用した高速バス（山梨交通、富士急行等）が首都圏、中京圏、関西圏等を結
んでいる。東京から約２時間、中京圏から約４時間がアクセス時間の目安となっている。
【外国人観光客への対応】
本県は、外国人旅行者に人気の高い富士山を有し、成田（羽田）空港から富士山を経由して関西空港に
至る、いわゆるゴールデンルートに組み込まれており、これまでにも多くの外国人旅行者が来訪して
いる。今後、更なる外国人旅行者の来県を促進するとともに、本県を訪問した外国人旅行者に満足し
てもらえるよう以下の受入体制の整備を進めている。
・公式ＨＰやパンフレットの多言語化
・宿泊施設や観光施設等の案内標識等の多言語化
・観光施設のキャッシュレス対応。
・観光案内所や宿泊施設、交通機関等での外国語対応
・通訳ガイドの養成・技量向上に関する支援
・外国人向け現地ツアー・アクティビティ予約サイトを活用した着地型ツアーの造成・販売。

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

山梨県内主要６エリアにて来
山梨県観光動態調査(GPS調査)
訪者の属性・流入ルート・滞在
状況を的確に把握するととも
にエリアの観光素材等におけ
る GAP 調査を行い各エリアに
おける課題の今後の戦略策定
の一助とする。
山梨県観光入込客統計調査
観光客のニーズや行動パター
ンが多様化する中で、観光客の
実態を的確に把握する。
その他、交通・宿泊数に関するデ 定量的な数値分析を行うこと
ータ
での現状把握。
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収集方法

山梨県「やまなし DMO マーケティ
ング戦略推進事業」として実施。

山梨県にて実施。データ内容につ
いて共有
公開データの活用や事業者へのヒ
アリング
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４. 戦略
（１）地域の強みと弱み
好影響
内
部
環
境

強み（Strengths）
豊かな自然、特徴ある文化・歴史、個性豊かな
農畜産物、伝統的地場産品等観光資源が豊富
・世界文化遺産「富士山」
・日本一の生産量を誇る果実郷 等

外
部
環
境

機会（Opportunity）
首都圏からの距離的な近さ
中部横断自動車道の静岡までの開通
リニア中央新幹線開業
外国人観光客の増加（冬や曜日の影響が比較的
少なく平準化に寄与）

悪影響
弱み（Weaknesses）
約７５％が日帰り観光、
季節等（季節・曜日）の偏り
観光客の半数近くが世界遺産富士山のある富士
北麓地域に集中、２次交通の脆弱さ。
人口流出、耕作放棄地の拡大
脅威（Threat）
悪天候による交通網の寸断（脆弱性）
外国人観光客の約５０％強が中国人団体であ
り、FIT 化に都市型観光へのシフトによる入域
数、宿泊者数の減。
交通インフラの整備に伴うさらなる日帰り化の
加速による宿泊者の減。

（２）ターゲット
①全般
○ターゲット層
首都圏在住者、特にリピーターとシニア層、女性
○選定の理由
首都圏近郊にあって豊かな観光資源を有する特性を十分に活かすため。
○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。その中で、地域資源の観光資源化に向けた再発掘や整理
により、地域の新たな価値創造を強化し、来訪者が多い富士北麓地域からの他地域への周遊に繋げて
いく。一方で、鉄道等公共交通機関の利用者に対し周遊を促すための２次交通の整備や周遊型着地型
旅行商品の造成を促進する。
また、地域のブランドイメージの向上を図るとともに、ワインリゾート構想の推進等「山梨に宿泊す
る」ことの動機付けとなるよう、滞在型観光の推進に取り組む。
さらに、季節、曜日で大きな波がある入込実態（冬の観光客が少ない、観光客が土日に集中）により、
生産性が上がらず、通年雇用や正規雇用の妨げとなっていることから、冬の観光に関するメニューや
プログラムの開発、平日旅行が可能なシニア層や女性をターゲットとした神社・仏閣や地域に伝わる
伝統的な行事、
「食」等のコンテンツの充実とＰＲを強化する。
○ターゲット層
北関東・東北、東海圏の在住者
○選定の理由
圏央道の全線開通及び中部横断自動車道の開通により、北関東（茨城・栃木・群馬）
・東北方面、静岡
等東海圏からのアクセスが大きく改善されるため。
○取組方針
これらの道路の開通によりアクセスが改善される地域へ一定期間集中的にＰＲを行うとともに、ＮＥ
ＸＣＯの企画割引制度の活用等により誘客を促進し、県内周遊観光へ結びつけていく。
○ターゲット層
中国に加え、東南アジアや欧米からの観光客
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○選定の理由
外国人観光客は観光客の純増に繋がるだけでなく、冬や曜日の影響が比較的少なく、季節、曜日の平
準化にも寄与しており、インバウンドの誘客をさらに推進していく必要がある。一方で、外国人観光
客の５０％超が中国からの観光客であり、今後ＦＩＴ化による都市型観光へのシフトや宿泊事業者に
よる入れ込みの見直し等による減が想定されるため、タイ、インドネシアをはじめ今後訪日需要が増
加することが見込まれるベトナム、フィリピンからの取り込みを強化する必要がある。
○取組方針
国内外のプロモーションをさらに強化するとともに、中国以外の東南アジアへのセールス（在日オペ
レーター等）を拡大していく。
案内表示板や観光案内所の多言語化対応等外国人観光客の受入体制の整備を促進する。
富士山を核としつつ、富士山以外の外国人観光客向け観光資源の発掘、ＰＲを行う。
外国人向け現地ツアー・アクティビティ予約サイトを活用した着地型ツアーの造成・販売を展開
○ターゲット層
学習旅行、ＭＩＣＥ
○選定の理由
季節や曜日の観光客数の平準化を図り、生産性の向上による通年雇用を促進し、本県における冬季
やや平日の観光を強化する必要があるため
○取組方針
冬季の観光強化のため国内の新たな地域からの誘客を促進するとともに、平日の観光強化のため修学
旅行や全国的な会議や学会、展示会等（ＭＩＣＥ）の誘致を推進する。

②個別地域観光資源開発
○ターゲット層
大都市の企業 その他
○選定の理由
空屋や廃校を宿泊施設や仕事場として企業に貸与し、
「サテライトオフィス」として活用。社員は週末
に農業ボランティアに従事し耕作放棄地の解消に寄与する。県にとっては二地域居住の促進となり、
企業にとっては新しい働き方を社員に示すことでＣＳＲの進化につながる。
○取組方針
農村移住体験や空き家視察を盛り込んだモニターツアーを実施。市町村役場や協力隊、ＮＰＯ法人と
連携し受入体制を整備する。および企業の長期的研修の誘致にも取り組む。
（例、酒米の田植えから
稲刈り、オリジナルブランドの酒つくりなど）
○ターゲット層
農業で企業を目指す若者、週末の田舎暮らしに憧れる都会の富裕層、共働き層(DINKS)
○選定の理由
耕作放棄地や空き家の解消が目的であるが、豊かな自然環境を活かし二地域居住や定住人口の拡大を
目指す。経済的活性化も狙う。
○取組方針
学校スタイルの体験ツアーやセミナーを実施し、農業企業を後押しする。また、すでに人気の高いク
ラインガルテンの拡充を行うとともに都市と農村を結ぶ人材の育成も推進する。
○ターゲット層
都会の小学生が集う組織（塾、スポーツスクール等）
○選定の理由
すでに行われている夏季等の合宿の誘致。豊かな自然環境の中で座学だけでなく、五感を使った
体験型の合宿を提案し、山梨の魅力を発信する。また少年期の体験を通じて生涯にわたった山梨ファ
ンつくりの土壌をつくる。
○取組方針
東京や神奈川の水源となる源流域でシャワークライミング、火起し、伐採などの原始的体験プログラ
ムを実施する。また絶滅危惧種といわれる生物の生態観察など知的興奮を誘う内容も盛り込む。
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（別添）様式１

（３）コンセプト
①コンセプト
（主）
“富士の国やまなし”
、“フルーツ王国やまなし”
（副）
“週末は山梨にいます。
”
②コンセプトの考え方
〇“富士の国やまなし”
世界遺産「富士山」は、突出した観光資源として他地域と差別化でき、海外へも単独で発信可能であ
るとともに、南アルプスや秩父多摩甲斐国立公園、八ヶ岳中信高原国定公園などを擁する本県の豊か
な自然をイメージさせるものである。
〇“フルーツ王国やまなし”
山梨県はぶどう・もも・すももの生産量が日本一を誇り、春の桃源郷やぶどう棚の景観、ほぼ年間を
通じて楽しめる果物狩り、海外へ輸出されるようになった甲州ワインなどが重要な観光資源及び特
産品となっており、フルーツは本県をイメージさせるものとして欠かせないものである。
「富士の国
やまなし」と併用し、周遊を促進していく。
〇“週末は山梨にいます。
”
“週末は山梨にいます。
”は、主コンセプトと一緒に使用する副コンセプトで、首都圏に隣接する手
軽さと、頻繁に訪れても楽しめる場所というイメージを発信するものである。また、さらに一歩進ん
で二地域居住や移住・定住へも繋がるコンセプトである。

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
戦略の多様な関係者との
共有

概 要
本機構の会員や関係者を中心として、講演会やワークショップ等コミュ
ニケーションの場を設けるとともに、「ツーリズムビジネス活性化センタ
ー」にて、やまなし観光産業活性化計画に基づき、戦略的な観光地経営と
個々の関連事業者に対してのコンサルティング等を実施し、これらを通じ
て観光産業の「稼ぐ力」や「働く魅力」を高める。また、地域連携ＤＭＯ
として市町村等との調整を図りながら、県内の地域ＤＭＯを支援してい
く。
観光客に提供するサービ 「やまなしおもてなし宣言」の制度などを通じて飲食店や宿泊施設をはじ
スについて、維持･向上・ め、広く住民を巻き込んだおもてなしの実践を推進するとともに、アンケ
評価する仕組みや体制の ート調査等により、定期的に観光サービスに係る評価を行い、品質の維持・
構築
向上を図っていく。
また、やまなし観光産業活性化計画に基づき、農業等他産業と連携した
宿泊施設等での地場産品の活用を促進し、サービスの高付加価値化や他の
観光地との差別化を図っていく。
一元的な情報発信･プロ 本機構を山梨県の各種観光情報発信を行うワンストップ窓口として、ＨＰ
モーション
やパンフレット等による一元的な情報発信や旅行エージェント等を対象
とした観光商談会の開催、ＳＮＳを利用した効果的なプロモーションを実
施する。
また、やまなし観光産業活性化計画に基づき、宿泊施設での、観光スポ
ット、イベント、着地型旅行等地域情報の発信機能を強化するとともに、
観光産業の重要性・将来性についての情報発信を行う。
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（別添）様式１

６．ＫＰＩ（実績･目標）
（１）必須ＫＰＩ
単
位

26 年

27 年

28 年

29 年

30 年

●旅行消費額

億

3,573
(202)

3,967
（291）

4,157
（221）

4,133
(219）

4,285
（225）

●延べ宿泊者数

万

757(95)

843（125）

835（137）

802（161）

904（192）

●来訪者満足度

％

44.0

50.1

43.1

44.0

50.0

●リピーター率
( )内は外国人

55.4
60.0
「68.0」
「70.0」
リピーター率「 」は訪日外国人を除く県外来訪者のリピーター率。
％

56.7

56.6

51.7

※年次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】
山梨県の観光の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成 23 年 12 月に施行
した「おもてなしのやまなし観光振興条例」に基づき、本県の観光の振興に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、やまなし観光推進会議（会部有識者も交えた）による検討やパブ
リックコメントによる県民からの意向反映をもとに「やまなし観光推進計画（平成 24 年～平成
30 年）
」を策定。
【設定にあたっての考え方】
平成２３年の本計画策定時に平成 30 年の目標値を設定し、各年毎に割振。
＊）期中にて目標値到達済みの係数については、暫定的に目標値を設定。
●旅行消費額 ： 18％UP 2,548 億円 → 3,000 億円 （山梨観光産業活性化計画にて修正）
●宿泊客数
： 21％UP 677 万人 → 820 万人
●リピーター率： 19％UP 58.6％ → 70％
●観光客満足度： 1.5 倍

33.2％

→

50％

平成 31 年以降については、本年度に開催されている山梨観光推進会議にて新たなやまなし観光
推進計画を策定するとともに平成 31 年～平成 34 年の各ＫＰＩを設定。

（２）その他の目標
指標項目

単位

27 年

28 年

29 年

30 年

●観光客入込客数

万

3,146

3,205

3,216

3,250

●観光ネットアクセス数

万

1,493

1,249

1,082

2,000

●外国人宿泊客数（延人数）

万

125

137

161

192

●通訳ボランティアガイド・
通訳案内士登録数

人

279

291

275

320

【検討の経緯】
「やまなし観光推進計画」に掲げた観光戦略を着実に推進するために「山梨県外国人観光客受入
環境整備計画（平成 26 年 12 月制定）
」
「ダイナミックやまなし総合計画（平成 27 年 12 月制
定）」
「やまなし観光産業活性化計画（平成 28 年 3 月制定）
」を策定。
「やまなし観光推進計画」で策定した目標値の一部修正と新たな目標の指標を策定。
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（別添）様式１

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し
（１）収入
年 度

総収入（円）

２７年度

285,000,000（円）

２８年度

273,000,000（円）

内 訳
【県からの補助金】168,000,000 円
【市町村からの負担金】24,000,000 円
【地方公共団体からの委託料収入】62,000,000 円
【会費収入】13,000,000 円
【収益事業収入】9,000,000 円
【受取負担金】8,000,000 円
【その他】1,000,000 円
【県からの補助金】136,000,000 円
【市町村からの負担金】24,000,000 円
【地方公共団体からの委託料収入】71,000,000 円
【会費収入】15,000,000 円
【収益事業収入】19,000,000 円
【受取負担金】7,000,000 円
【その他】1,000,000 円

２９年度

235,000,000（円）

３０年度

238,000,000（円）

（予算）

３１年度
（計画）

238,000,000（円）

【県からの補助金】159,000,000 円
【市町村からの負担金】24,000,000 円
【地方公共団体からの委託料収入】24,000,000 円
【会費収入】15,000,000 円
【収益事業収入】7,000,000 円
【受取負担金】6,000,000 円
【県からの補助金】165,000,000 円
【市町村からの負担金】24,000,000 円
【地方公共団体からの委託料収入】24,000,000 円
【会費収入】14,000,000 円
【収益事業収入】6,000,000 円
【受取負担金】6,000,000 円
【県からの補助金】108,000,000 円
【市町村からの負担金】24,000,000 円
【地方公共団体からの委託料収入】75,000,000 円
【会費収入】15,000,000 円
【収益事業収入】9,000,000 円
【受取負担金】6,000,000 円
【その他】1,000,000 円
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（別添）様式１
（２）支出
年 度
２７年度

総支出
285,000,000（円）

内 訳
【国内プロモーション費】40,000,000 円
【海外プロモーション費】71,000,000 円
【情報発信費】63,000,000 円
【観光人材育成費】3,000,000 円
【観光イベント開催費】32,000,000 円
【マーケティング費（市場調査、ブランド戦略等）
】
0（円）
【物産展開催・物産販売仲介費】16,000,000 円
【着地商品造成費】9,000,000 円
【一般管理費・人件費】51,000,000 円

２８年度

272,000,000（円）

２９年度

235,000,000（円）

３０年度

238,000,000（円）

（予算）

３１年度
（計画）

238,000,000（円）

【観光・物産プロモーション費】16,000,000 円、
【着地型旅行商品造成・販売促進費】19,000,000 円、
【インバウンド誘客費】3,000,000 円、
【観光・物産情報発信費】58,000,000 円
【観光人材育成費】1,000,000 円
【物産販売仲介費】17,000,000 円
【拠出金・負担金】5,000,000 円
【県受託事業費】95,000,000 円
【観光・物産プロモーション費】13,000,000 円
【着地型旅行商品造成・販売促進費】6,000,000 円
【インバウンド誘客費】2,000,000 円
【観光・物産情報発信費】56,000,000 円
【観光人材育成費】1,000,000 円
【物産販売仲介費】18,000,000 円
【拠出金・負担金】5,000,000 円
【県受託事業費】51,000,000 円
【地域連携 DMO 事業費】34,000,000 円
【管理費】49,000,000 円
【観光・物産プロモーション費】15,000,000 円
【着地型旅行商品造成・販売促進費】4,000,000 円
【インバウンド誘客費】2,000,000 円
【観光・物産情報発信費】59,000,000 円
【観光人材育成費】1,000,000 円
【物産販売仲介費】16,000,000 円
【拠出金・負担金】5,000,000 円
【県受託事業費】52,000,000 円
【地域連携 DMO 事業費】34,000,000 円
【管理費】50,000,000 円
【観光・物産プロモーション費】14,000,000 円
【着地型旅行商品造成・販売促進費】7,000,000 円
【インバウンド誘客費】2,000,000 円
【観光・物産情報発信費】59,000,000 円
【観光人材育成費】1,000,000 円
【物産販売仲介費】17,000,000 円
【拠出金・負担金】5,000,000 円
【県受託事業費】51,000,000 円
【地域連携 DMO 事業費】28,000,000 円
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（別添）様式１
（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
区域を構成する地方公共団体における宿泊税の導入、着地型旅行商品の造成･販売等の取組･方針
を記載）
本機構は、県・市町村・関係団体・観光事業者等約３００を超える会員で構成され、オール山梨で
観光を推進する唯一の組織として、補助金や負担金、会費等を安定的に確保している。
着地型観光商品の造成・販売は、新たな観光資源の発掘や開発に繋がること、また当該造成・販売
事業に損失が発生しないように取り組むとともに、生じた利益は公益事業へ振り向けている。
ＤＭＯとしての機能拡充と事業実施に要する費用については、県の観光政策との連動と双方での
役割分担の関係から当面は県の支援にて対応を行う。

８. 日本版ＤＭＯ形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見
公益社団法人やまなし観光推進機構は、県とともに山梨県の観光振興を推進する団体であり、今後
は、県内ＤＭＯや観光協会等と連携しながら、マーケティングやマネジメントを担っていく団体で
ある。よって山梨県は、公益社団法人やまなし観光推進機構を地域連携ＤＭＯとして登録したいの
で、当該団体とともに申請します。

９. 記入担当者連絡先
担当者氏名
担当部署名（役職）
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

新井 達司
（公社）やまなし観光推進機構 事務局長
甲府市丸の内１－６－１ 山梨県庁別館２階
０５５－２３１－２７２２
０５５－２２１－３０４０
kankou@yamakan-sk.jp

１０. 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
担当者氏名
担当部署名（役職）
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

山梨県
坂本 亜希子
観光プロモーション課 主査
甲府市丸の内１－６－１
０５５－２２３－１５５７
０５５－２２３－１５５８
sakamoto-wyp@pref.yamanashi.lg.jp

都道府県･市町村名
担当者氏名
担当部署名（役職）
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

山梨県
今泉俊彦
観光企画課 政策企画監
甲府市丸の内１－６－１
０５５－２２３－３７７６
０５５－２２３－１５７４
imaizumi-uyf@pref.yamanashi.lg.jp
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法人名：公益法人 やまなし観光推進機構
登録区分名：地域連携ＤＭＯ
【区域】山梨県

「富士の国やまなし」
（実施体制）

週末は山梨にいます。
（表：ＫＰＩ（実績･目標））※（）内は外国人に関するもの

【設立時期】２１年４月１日
【代表者】 理事長 鎌田 誠一
【マーケティング責任者】 今西 祐介
【職員数】 ２１名
【連携する主な事業者】
山梨県、県内市町村及び観光協会
県旅館生活衛生同業組合
山梨交通、富士急行、富士観光開発
JR東日本八王子支社、NEXCO中日本八王子支社
県中小企業団体中央会、県商工会議所連合会
県農業協同組合中央会 他

取組①バランスの取れた
インバウンド誘客
〇インバウンド誘客をさらに推進する
とともに、地域バランスのとれた誘客
のため、東南アジア及び欧米からの誘
客強化（東南アジア向けｾｰﾙｽｺｰﾙ、在
日ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、集客ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ活用）
〇案内表示板等や観光案内所の多元語
化対応、地域限定通訳案内士養成等外
国人観光客の受入体制整備を促進
〇富士山以外の外国人観光客向け観光
資源の発掘・ＰＲ 等

27年

28年

29度

30年

旅行消
費額

3,573
（202）

3,967
（291）

4,157
（221）

4,133
（219）

4,285
（225）

延べ宿
泊者数

757
（95）

843
（125）

835
（137）

802
（161）

904
（192）

来訪者
満足度

44.0

50.1

43.1

44.0

50.0

リピー
ター率

56.7

56.6

51.7

55.4

70.0

価値創造＝やまなしブランドの確立を目指して

ターゲット別の
プロモーション
空港：
羽田・成田
中部・静岡・松本

取組②周遊・滞在型観光の推進
〇富士北麓地域を訪れる観光客の県内
他地域への周遊を促進：２次交通の整
備推進、周遊旅行商品の造成促進
〇圏央道の北関東・東北方面への開通
や中部横断自動車道の静岡方面との接
続：アクセスが改善される地域への集
中的ＰＲ、高速道路企画割引制度の活
用
〇ワインリゾート構想の推進 等

26年

マーケティ
ング・マネジ
メント支援

取組③リピーターと平準化
〇冬の観光に関するメニューやプログ
ラムの開発や冬の誘客を目的とした
キャンペーンの実施
〇平日旅行が可能なシニア層等をター
ゲットとした神社・仏閣めぐりや食等
のコンテンツの整備、ＰＲ 等

取組④地域の価値創造
鉄道：JR中央線・身延線・小海線
富士急行線
高速道：中央自動車道
中部横断自動車道
東富士五湖道路

〇市町村等と連携した新たな観光資源
の発掘と多様な着地型旅行商品の造成
〇神社・仏閣等の地域資源の観光資源
化を図るための取り組み：資源の整理
〇観光の価値や楽しみを高める観光ガ
イドの育成と活用 等

取組⑤稼ぐ力と魅力を高める

地域・各産業
との連携

地域資源の
活用（観光
資源化）

○生産性の向上のために経営形態、
規模別の講座の実施
○専門人材による経営改善の助言、コン
サルティング支援
○データに基づく地域のマーケティング
戦略策定支援 等

