
第３次観光振興計画施策内容一覧表

みんなでつくる・みんなが集う・観光のまち みんなでつくる・みんなが集う・観光立市甲州市

甲州市観光による地域ブランド育成 観光地としての地域ブランド育成

基本施策１　来訪者に対する受け入れ体制の整備強化

① ① 観光拠点の整備

（１）観光施設の維持管理と整備 （１）交流体験施設の維持管理

公設観光施設の維持管理と指定管理者制度の推進を引き続き行い、施設
の整備とサービスの充実を図ります

指定管理者による合理的かつ有効的な活用の推進

農業観光推進のためのフルーツ加工体験施設、フルーツセンターや農園レ
ストランなどの整備・導入を推進します

交流体験施設の機能集約等を検討し管理コストの効率化を図る

かつぬまぶどう郷駅改修に伴い、来訪者に対する滞留拠点、物販拠点つく
りを検討します

（２）美しい景観形成の推進 （２）観光施設の維持管理
景観法適用などを考慮した景観整備、規制等の方針づくりを行い、屋外広
告物などの整備ガイドラインを検討します

「甲州市公共施設総合管理計画」に沿った、公衆トイレの整備

美しい景観形成のため、市民の美化運動を支援・推進します
休耕地を利用しながら、一次産品の栽培を検討します

（３）観光案内・利便施設の整備 （３）観光案内・利便施設の整備
案内版や観光案内所、トイレ、駐車場などをエリアごとに整備し、充実をは
図ります

観光案内所の案内機能の強化

マイカー利用者の円滑な誘導のため、幹線道路から主要観光拠点を結ぶ
ルートの再検討と案内サインの整備を促進します。

観光案内サインの整備及び改修の推進

地域の観光拠点に案内コンシェルジュの設置を検討
② ② 観光ネットワークの強化

（１）歩く観光の全市周遊ルートの構築と整備 （１）歩く観光周遊ルートの整備
登山やハイキング、自然観察などの山歩き、歴史的・文化的価値を有する
景観や文化財を巡るまち歩き・里歩きのルートを維持・整備します

トレッキング、ウォーキング、フットパスの再整備

観光施設にスタンプポイントを設けるなど、周遊に関心を持たせる方策を検
討します。

ある～く甲州の継続した推進

（２）市内の２次交通の整備強化 （２）２次交通の強化
2次交通の仕組みを検討し、JR中央本線と市民バスの接続の改善を図りま 市民バスと観光交流者との共存の検討
歩く観光を促進するための「パーク＆ウォーク」の仕組みを検討します 「パーク＆ウォーク」の仕組みの検討
レンタル自転車のサービス増強など地域内における流動性を高めるための
移動手段の整備を検討します

レンタサイクル活用の推進をのための流動性の向上

（３）観光拠点、イベントなどの観光資源の関連付け （３）観光資源の面的活用の強化
伝統的な祭りや行事、本市が主催するイベントのストーリー化や関連付けを
行います

観光拠点と観光資源を関連付けて面的観光エリアを構築する

通年観光の推進に向け、来訪者のリピート率を高めるためのイベントの企
画内容や開催時期を検討します

観光施設のイベントや行事との連携による面的活用の検討

地域資源の再発掘による新たなイベントづくりを推進します 滞留人口の増加のための交流イベントとの連携及び推奨
宿泊来訪者の誘致に向けて、市内の各観光拠点とホテル、旅館、民宿が連
携した新たな旅行商品の開発に取り組みます。
2次交通の整備とも連携したお薦めルートを設定し、多様な地域資源へのア
クセスを可能にする具体策を検討します

③ ③ 官民連携の強化
（１）ホスピタリティの向上と人づくりの推進 （１）ホスピタリティーの向上

おもてなしの心を育み、あいさつ運動を積極的に推進するための広報活動
に取り組みます

地域間を含めた来訪者との交流の促進

観光事業者のホスピタリティの向上、イベント協力員、ボランティアガイドの
養成など、来訪者への受け入れ体制を整えます

（２）市民ガイドの育成、及び認定・登録・顕彰制度の制定 （２）観光ガイドの育成
現在実施されているボランティアガイド講座、まちのソムリエ検定、まちのソ
ムリエ講座、ある～くこうしゅう検定や市民教養講座を引き続き体系づけて

ボランティアガイドの育成の推進

市民ガイドの認定、登録制度を制定し、併せて市民ガイド事業の発展に貢
献した人を顕彰する制度を推進します

名物ガイド、プロガイド等の育成検討

市民ガイド・ボランティアガイドの人的強化を推進します
（３）観光まちづくりに関する産・学・官の連携、異業種交流の推進 （３ 観光まちづくりに関する産学官連携の強化

山梨県立産業技術短期大学校観光ビジネス科、並びに他大学とも連携し、
ホスピタリティ向上に向けた人材育成を通じ、観光ビジネスのレベルアップ

山梨県立産業技術短期大学との継続的な連携体制の構築

観光関連事業者をはじめ各商工業者、農家との異業種交流を推進し、観光
関連商品の開発、観光サービスの質的向上などを推進します。

農業者及び商工業者等との連携による交流観光商品の開発

地位以内で栽培した一次産品を利用した特産品開発と販路開拓を推進しま
市域内における人店ネットワークを創出するために、定期的な顔合わせの
場を設けることを検討します
観光関連事業者及び行政が連携し、クーポン券、1日パスポートなど、周遊
と消費を促す仕組みの創出を検討します

（４）地元住民と来訪者との交流促進 （４）地元住民と来訪者との交流促進
市民、観光事業者などが「ウエルカム」の気持ちを込めて来訪者に対する声
掛け運動を推進します

観光事業者及び市民のお「おもてなし」意識の向上

教育現場において児童、生徒に対し地域を学ぶ機会を創出します 地域の魅力を学ぶ機会の創出
市民を対象とした「観光ワークショップ」「市内観光ツアー」などを企画し、地
域をより深く知る機会を提供します

具体的施策具体的施策
具体的取組

基本目標１

協働による受け入れ体制の整備

市全域のネットワークの構築

具体的取組

基本施策１　来訪者に対する受け入れ体制の整備強化

観光拠点の整備強化

基本目標１

第３次計画（案）
基本理念 基本理念

第２次計画

基本施策
基本目標 基本目標

基本施策
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第３次観光振興計画施策内容一覧表

みんなでつくる・みんなが集う・観光のまち みんなでつくる・みんなが集う・観光立市甲州市

具体的施策具体的施策
具体的取組具体的取組

第３次計画（案）
基本理念 基本理念

第２次計画

基本施策
基本目標 基本目標

基本施策

甲州市観光の質的向上と満足度の向上 観光の質的向上と満足度の向上
基本施策２　観光資源の磨き上げと発掘 基本施策２　観光資源の磨き上げと発掘

④ 文化・芸術の見える交流のまちづくり ④ 歴史・文化資源の活用の強化
（１）文化・芸術資源の発掘・継承と魅力の再発見 （１）歴史的な資産、施設の観光利用の推進

伝統文化や史跡など、観光資源として十分活用されていない文化資源の活
用策を検討し、情報発信を行います

登録有形文化財等の活用検討及び推進

文化・芸術資源に対しウォーキングやサイクリングに適したモデルコースの
設定、休憩施設や案内板を整備します

国宝を活用したイベントの検討

（２）市民の「みつけようおらが地域の宝」活動を協力・支援 （２）活用イベントとの連携強化による観光イベント化
市民ガイドの学習講座やワークショップを通じて、来訪者に対する文化財の
解説や案内ができる人材の育成や活動支援を行います

歴史的資産を活用したイベントと観光のコラボイベント化の推進

文化資源や芸術創作活動を「おらが地域の宝」として見つけ出し、ウォーキ
ングルートを設定する活動などを支援します

⑤ 広域化・国際化にい対応した観光地づくりの推進 （３）伝統行事や地域イベントの活用の推進
（１）広域観光圏の推進 伝統的なイベントの見える化等により観光スポットの構築

フルーツ・ワインなどの地域文化を共有する山梨市や笛吹市、武田家代々
の歴史を共有する甲府市などと広域連携を進め、観光地域としての魅力
アップを図ります

本来の行事の趣旨に沿った保存的な行事の掘り起こし

富士山周辺の自治体及び観光事業者との連携を進め、移動手段を含めた
「甲州市ツアー」の企画検討を行います

（４）体験型・滞在型の観光商品の開発の推奨

（２）外国人観光客の受け入れ体制の整備と誘客の推進 アクティビティイベントの創出検討及び推奨
インターネットを利用し、海外に向けた情報発信の強化を図ります 体験型観光商品の開発の推奨
道路標識や案内標識等への外国語表記を推進します ⑤ 広域連携強化
外国語に対応できるガイドの養成や登録制度を推進します （１）広域連携による観光内容の充実化
市内に住む外国人や県内の大学に学ぶ留学生などの協力を得て、外国語
による海外向けの情報発信を強化していきます

周辺市町村及び交流自治体と連携したイベントの推進

友好都市との交流や情報交換を深め海外との人的交流や経済交流を促進 （２）広域連携を活かした観光商品の開発および活用
アジアからの来訪者をメインターゲットとして訴求ポイントの検討と受け入れ
体制の整備を検討します

周辺市町村と連携した広域的な観光商品の開発検討

訪日数の伸びが著しアジア諸国の現地旅行代理店に対し、旅行商品の提
案を行い、積極的な来訪を促す活動を推進します
富士山周辺への訪日外国人旅行者に対し、本市への来訪を促す方策を検
討します
海外からの来訪者に対するサービスの向上のために観光案内パンフレット
の外国語対応を検討します

⑥ 新たなる観光資源の創出 ⑥ インバウンドの受け入れ強化
（１）自然 （１）訪日外国人観光客受け入れに関する講習会の実施

甲州アルプスなど、観光資源としての「山」の魅力を高め、登山客の来訪を
一層促すための情報発信に取り組み、新たなるルートの開発および登山道
整備の検討を行います

簡単外国語講座等の実施

山岳地形を生かしたツーリズム・イベント（トレイルランニング・登山教室な
ど）の期間導入を検討します

インバウンド対応整備の情報提供や共有の促進

季節毎の魅力を高める花の名所、紅葉の名所づくりを検討します （２ 訪日外国人観光客の案内体制の強化
冬季における果樹園地帯のイルミネーションイベントの開催を検討します ｅｎｊｏｙ甲州の活用の促進及び内容の充実
温泉（旅館・日帰り）への集客力を高めるための方策を検討します 観光案内所のＡＩ化の推進による多言語対応の強化

（２）歴史・文化 （３）外国訪日外国人向けプロモーションの実施
歴史ストーリーを基にしたパワースポットの選定を行うなど、新しい観光資
源の創出を検討します

プロモーション方法の検討及び実施

冬季における観光吸引力創出のために国宝二点の公開を検討します
冬季おける神社仏閣のライトアップイベントの開催を検討します
塩山・勝沼・大和地区に現存する民俗芸能や例祭、大祭を地域の方々とと
もに観光メニューとするための検討を行います
果物、ワイン、枯露柿などの特産品に焦点を当てた体験型ツーリズムの導
入を検討します

（３）産業
地元食材を使用した料理とワインを楽しめる場所の創出を検討します

基本目標２ 基本目標２
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第３次観光振興計画施策内容一覧表

みんなでつくる・みんなが集う・観光のまち みんなでつくる・みんなが集う・観光立市甲州市

具体的施策具体的施策
具体的取組具体的取組

第３次計画（案）
基本理念 基本理念

第２次計画

基本施策
基本目標 基本目標

基本施策

観光地としてのプレゼンスの向上 基本目標３ 観光地としての存在感の向上

基本施策３　情報発信と人的ネットワークの構築　 基本施策３　情報発信と人的ネットワークの構築　

⑦ 効果的なPR活動の強化 ⑦ 戦略的な情報発信の強化

（１）観光ニーズに応える情報発信と様々なメディアへの対応 （１）ビックデータを活用した情報発信、プロモーション活動の推進

観光施設など、市内のあらゆる観光情報を総合的に整理・集約した市の
「観光情報ポータルサイト」構築を検討します

ビックデータの作成及び分析の実施の検討

情報発信については、メールマガジン、ブログ、SNS、写真・動画投稿サイト
など様々な経路を活用し、利用者へのアクセスポイントを増やします

データの活用による明確なターゲット向けの情報発信

フィルムコミッションの活動に協力し、地域のイメージアップのためのロケ支
援を行います
観光案内所の機能の充実を図ります （2) フィルムコミッション等、メディアを利用したプロモーションの実施
「甲州市の今」をタイムリーに発信するためにスマートフォンを対象にした
プッシュ型情報発信を検討します

ロケ地としての情報発信の向上と、継続的な効果の活用方法の検討

デバイス毎に最適な環境による情報提供をWi-Fiスポットのの環境整備を検
討します

（２）フルーツ娘や甲州市観光大使による情報発信 （３）フルーツ娘や観光大使を活用したプロモーションの強化
認知度とイメージアップを図るため、キャンペーンやイベントなどにフルーツ
娘の活動を拡大するとともに、観光大使により本市の魅力を全国に積極的
にアピールします

継続して活用を行うと共に、話題性の創出の工夫を行う

（３）戦略的な誘客宣伝活動の展開 （４）観光イベントを活用したプロモーションの検証及び改善を実施
首都圏を中心に、主要駅、高速道路サービスエリアなどでキャンペーン活
動を行い、本市の魅力を積極的にアピールします

観光イベントを相対的なプロモーション活動としてとらえた効果検証

キャンペーンのPRツールとして宣伝用DVDを制作し、観光案内所、主要駅、
道の駅などで上映キャンペーンを展開します

（４）観光パンフレット、マップ類の整備 （５）観光パンフレットの集約化等を含めた見直しの実施
観光パンフレットなどを、より使いやすい内容に改善します。また、来訪者が
必要な時に入手できるよう配布場所を整備します

インターネットとの連携等も踏まえ効率的な観光パンフレットの作成

⑧ リーダーの創出 ⑧ 観光関係組織の強化及びネットワークの構築
（１）人的ネットワークの構築 （１）観光協会等の組織機構の見直しによる機能強化

市域内の各団体・組織の方々が定期的に集合し、観光立市推進のために
意見交換・情報共有できる場を設けます

観光関連組織の強化のための検討

市域内の各団体・組織の方々を包括的・横断的に結ぶ観光立市推進協議
会（仮称）を設置し施策を推進します

（２）人材育成 （２）民間事業者と連携し、拠点の点から線、平面へのネットワーク強化
観光事業者を中心に、本市における地域資源の知識の蓄積、サービスの
質的向上を図るために研修会を実施します

民間活力のネットワーク化による新たな観光ルートの構築

行政ポストに観光に精通した人材を登用する事を目標とし、継続的かつ専
門的に観光立市推進のための施策を進めていきます

基本目標３
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