
第2次観光振興計画実施状況・課題等一覧表

①

（１）

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

指定管理制度による施設運営 通 観光商工課
観光施設として５施設を４社の指定管理により運営して
いる

施設維持費の増加が今後見込まれるため、将来的な方
向性を明確にしながら運営する必要がある

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

空き店舗活用補助金事業 通 各課
空き店舗活用を推進すると共に、農泊等も含め推進を
図っている

具体的な実績がないが、農泊や民泊等への方向転換も
視野に入れた事業展開を考える必要がある

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

「勝沼マルシェ」から「スタンド勝沼」の
実施へ

H29～ 観光商工課
勝沼駅前広場を活用しワイン販売やキッチンカーの出
店等イベントと管理を委託

定着性や地元との連携の強化が課題

（２）

甲州市景観条例の制定 H25 都市整備課 平成25年度に施行 重点地区の設定等景観づくりを継続的に推進する事

文化的景観調査 H28～ 文化財課
「勝沼のブドウ畑及びワイナリー群の文化的景観」調査
報告書刊行

R1年度から保存活用計画を策定中

建築物及び工作物の色彩基準決定 Ｈ27～ 都市整備課

景観条例及び色彩景観づくりの手引きにより。地域の特
徴的な景観を保全・維持してくため、建築物及び構造物
に対して色彩基準を定めた、建築物、構造物等の建築
等の際には、景観基準に対応しするため届出対象行為
とするとともに、市民協働によるガードレール塗りや、超
獣害ネットの購入助成等を行っている

特有な景観が身近過ぎて意識していないかたが多いた
め景観を意識していただくためのＰＲ他の拡充が必要

アダプト活動への参加 通 観光商工課 勝沼の地域により実施している状況

身近な観光資源等を定期的に清掃する活動であるが、
一部のみでの実施となってしまっているため、観光資源
の維持のためにも全体的な取り組みに移行するように
する

休耕地を利用しながら、一次産品の栽培を検討します 甘草の里づくり事業 H25～ 観光商工課 甘草の試験栽培及び試供品の開発等
試験栽培の結果、産業化、商品化とも非常に厳しい状
況にあり今後の施策転換課題である

（３）

塩山駅観光案内所
勝沼ぶどう郷駅案内所　の運営

通 観光商工課
施設・備品等は市が整備し「甲州市観光案内所運営協
議会」により市及び観光協会の負担金により運営

案内情報の更新や精度の共有及び、外国人対応の問
題、塩山駅のスペース・勝沼駅の混雑時のキャパの限
界が課題である

案内板・トイレ・駐車場の管理 通 観光商工課
トイレの清掃はシルバー委託
年1から2か所の改修工事

公衆トイレ利用者のニーズが高度化しており施設の整
備が遅れているまた、大菩薩関連トイレの設備改善も課
題、サイン、駐車場については計画的な整備、管理がで
きていない

上条集落説明板設置 H28～ 文化財課
上条集落に、地区の説明板２基、個別の説明板３基、散
策用の案内標識17枚を設置

特定物件への説明板設置を進める必要がある

史跡勝沼氏館跡説明板設置、トイレ兼
休憩所機能強化

H29～ 文化財課
新たな知見に基づく説明板を新設するとともに、四阿及
びトイレ兼休憩所について機能強化を図った

維持管理と活用を図る必要がある

ＪＲ３駅の駅前周辺整備事業 Ｈ27～ 都市整備課

ＪＲ中央本線３駅は本市の玄関口の１つとして大勢の方
に利用いただいている。各駅とも共用開始後２０年以上
経過していることから、駅前広場の形状や施設等が老朽
化している、利用者の安全性、利便性等の向上を図り賑
わいと魅力に富んだ駅前周辺の総合的な整備を進める

地域住民と観光客の双方の求めるものの差異につい
て、優先順位や必要な施設を関係各課や各事業者、地
元住民、観光客者との協議を進めながら事業に取り組
む必要がある

「甲州市サイン計画」による公共サイン
の整備基準による整備の推進

通 都市整備課
甲州市サイン計画に基づき、標識及び案内誘導板の整
備の際に、情報の連続性や統一感による的確な情報の
提供及び誘導を図る

公共サインは各課の理解も進み、作成の際には協議が
図られているが、民間サインについては今後も啓発を拡
充し浸透を図る必要がある

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。

インバウンド対応サインの設置 R１ 観光商工課
峡東ワインリゾート事業で大善寺と宮光園に外国語対応
の説明サインを設置

車両誘導サインの整備老朽化したものを改修する程度
でありルート検討等の連続的な整備、改修まで至ってい
ない

地域の観光拠点に案内コンシェルジュの設置を検討 甲州市ツーリズム連絡協議会の設置 H30～ 観光商工課
インバウンド対応も踏まえてガイドの連携を強化し様々
なニーズに対応できる組織づくを行う

ガイド付の需要が高まる中、特に歴史的文化的資源に
は必要であると思うが、設置するコスト等の詳細検討が

観光施設の維持管理と整備

美しい景観形成の推進

観光案内・利便施設の整備

実施状況

基本施策

具体的取組

具体的施策 実施事業 担当部署
実施
時期

案内板や観光案内所、トイレ、駐車場などをエリアごとに
整備し、充実を図ります

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

課題等

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

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
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第2次観光振興計画実施状況・課題等一覧表

実施状況

基本施策

具体的取組

具体的施策 実施事業 担当部署
実施
時期

課題等

②

（１）

推奨ルートの設定
（フットパス１０コース・ウォーキング8
コース・トレッキング４エリア）

通 観光商工課
イベント等で活用しているが、コースの継続的な管理が
未実施である

コースのPRや注目度を高めるための磨きが必要

歴史的風致散策の開催 H27～ 文化財課
現在までに19回開催、類似の散策を含めると20回を超
える

公共交通機関を利用した散策コースの設定など、来訪
者が独自に歩けるシステムづくり

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。

そば祭り食べ歩きスタンプラリーの実
施

H30～ 観光商工課
栖雲寺「そば法要」に併せて、4か所にスタンプを設置し
て実施

内容の充実や定着への工夫が必要

（２）

2次交通の仕組みを検討し、JR中央本線と市民バスの接
続の改善を図ります

市民バスのダイヤ改正 H30 市民生活課 H３１/４　バスナビ作成
市民バスではあるが、観光客にもわかりやすく、リリース
する必要がある
民間バスとの連携の強化も必要

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

ある～く甲州の推進 通 観光商工課
あるくイベントを関係団体の開催も含めて実施すると共
に大きなイベントにも取り入れて歩く周遊を推奨している

駐車場との連携やマイカー来訪者むけの歩くコース提案
ができていない

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

ぐるりんの整備・運用 H28 観光商工課 現システムのレンタルサイクルに移行
少しづつ利用は増えているが飲酒運転等の課題も出て
きている、また、劣化や不具合も増加してきているので、
更新方法も検討が必要

（３）

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

歴史的風致維持向上計画策定
H28 教育委員会 H29年3月に認定

内容がそもそも不明確なので、教育委員会（文化財課）
か疑問

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

およっちょい祭のリノベーション H31 観光商工課
毎年１０月第４日曜日に開催している、地域活性化を目
的とした、お祭りである

近年、祭り自体が当初の目的にあった内容となっておら
ず、リノベーションが求めらていおり、検討部会を設置し
今後民間の民間の意見も取り入れながら実施方法等を
検討していく

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。

モニターツアーを実施 通 観光商工課
中野の連携によりモニターツアーを1回実施また現在、
専門学校生のプランニングによるツアーを計画している

既存活用のツアーになってしまっているので新たな旅行
商品の開発は出来ていない

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

ある～く甲州の推進 通 観光商工課
あるくイベントを関係団体の開催も含めて実施すると共
に大きなイベントにも取り入れて歩く周遊を推奨している

２次交通の整備は非常に困難な問題であり、具体策の
検討まで至っていない

③

（１）

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

観光協会研修会の実施 通 観光商工課
観光協会の役員を対象として隔年で、現地研修と座学
研修を年に1回実施

研修の内容の見直し及び参加者の拡充が課題

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

甲州市観光おもてなしガイド養成講座
の実施

通 観光商工課 H30年度参加者数１２名
受講者数の拡充と活動への連携と活動の質の向上が
課題

中山間地農業活性化推進事業 通 農林振興課

古くからの食の歴史を掘り起こすとともに、地域の食材
や果実を活用した「食」を来訪者に提供し、広く情報発信
していく。
また、ワイナリーと宿泊施設を活用し農業体験事業に取
組む。

・できあがったレシピを市内観光関連業者などにどのよ
うに広めて、如何に活用していくか。
・農泊等の利用者にレシピによる地域特色を持った「食」
を提供できる媒体の整備。

ホスピタリティの向上と人づくりの推進

市全域のネットワークの構築

歩く観光の全市周遊ルートの構築と整備

市内の２次交通の整備強化

観光拠点、イベントなどの観光資源の関連付け

協働による受け入れ体制の整備

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
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第2次観光振興計画実施状況・課題等一覧表

実施状況

基本施策

具体的取組

具体的施策 実施事業 担当部署
実施
時期

課題等

（２） 市民ガイドの育成、及び認定・登録・顕彰制度の制定

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実施します

英和大学と連携したおもてなし講座実
施それ以外の継続事業は未実施

通 観光商工課 年1回　ワイン、ぶどう栽培を中心に4回実施 市民の受け皿づくりとして復活させるか課題

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

甲州市観光おもてなしガイド養成講座
の実施

通 観光商工課 H30年度参加者数１２名
顕彰制度を検討するまで、まだガイドの組織形成が至っ
ていない

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 ボランティアガイドの会による運営 通 観光商工課 ボランティアガイド団体２団体
ボランティアガイド以外にも広く観光振興を牽引する人
材の発掘と連携にネットワークと育成の幅を広げる

（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

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を図ります

策定委員会によりWS実施予定 R１ 観光商工課
計画策定に向けた実証実験とコンテストによるワーク
ショップとして実施する

現在進行中

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。

観光協会加盟事業者研修会の実施 通 観光商工課
観光協会の会員を対象に隔年で、座学と視察研修を実
施している

新たな商品開発までは至らず、より強固な連携が必要と
なる

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す

甘草の里づくり事業 H25～ 観光商工課 甘草の試験栽培及び試供品の開発等
試験栽培、試供品の開発等を行ってきたが、産業化、商
品化ともに厳しい状況である。今後の施策転換が課題と
なる。

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

観光協会の各種打ち合わせの実施 通 観光商工課 三役会議、理事会、各種打合せを実施
会議は実施しているが、ネットワークの構築にが至って
いない

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

得得パンフレットの発行、イベントの参
加料に利用チケットを含める等実施

通 観光商工課
4市+河口湖連携及び大菩薩イベントで入浴券付きや広
告に割引情報掲載等を実施

事業者の連携により個々の営業努力にもかかわる問題
で意識啓発も課題

（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

ガイド養成講座や協会の研修会等実
施

通 観光商工課
研修会や会議を定期的実施しているが、明確推進まで
至っていない

ソフト的受け皿整備と連携して実施するようにすべき

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

地域学習への情報提供 通 観光商工課
先生の依頼による地域学習の歳の観光関係の情報提
供を行っている

具体的に生徒、児童に対して教育していないため、教育
委員会や先生との連携を強化する

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

実施実績無 継続検討とするか課題

農家民宿開業推進事業（市総合戦略） H27～ 農林振興課

農村ワーキングホリデーを一歩進めた、農家民泊（簡易
宿泊型）等により、農ある暮らしを都市住民に体験しても
らうとともに、地域の特色ある素材を活用した食の提供
に向けた事業を進める。

・農家民泊に取り組む事業者は2件と少ない状況であ
る。
・農家が開業するのではなく、来訪者が民宿等の宿泊施
設に泊まり、農家に出向いて体験するメニューの構築が
望まれる。
・農泊施設や農家が、宿泊者やイベント参加者に地域の
特色ある食材を使った食を提供することで、さらなる関
係人口の増加が期待できる。
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第2次観光振興計画実施状況・課題等一覧表

実施状況

基本施策

具体的取組

具体的施策 実施事業 担当部署
実施
時期

課題等

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

（１） 文化・芸術資源の発掘・継承と魅力の再発見

登録有形文化財への登録推進 通 文化財課 40件 登録後の活用についての連携が課題

寺院でのコンサート H30～ 文化財課
国宝大善寺本堂、恵林寺本堂、向嶽寺大方丈でヴァイ
オリンコンサートを開催（ユニークベニュー）

公演メニューの充実

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

レンタルサイクル用モデルコースをパン
フレットに掲載

通 観光商工課
ぐるりんのパンフに推奨コースとして歴訪コース（松里）
丘陵コース（大藤）ぶどう畑コース2（勝沼）のルートを紹
介している

歩くも自転車もコース設定はしているが、整備や管理が
十分ではない

下水道普及促進事業 H３０～ 上下水道課

公共下水道への理解と普及促進を図り、豊かな水環
境、自然環境を後世に残してゆくための啓発の一環とし
て、実際に設置済みの下水道デザインマンホール蓋を
模して作ったマンホールコースターの無料配布を行って
います。

当市上下水道課で無料配布を行っているマンホール
コースターは、マンホールカードと並んで全国的に収集
がブームとなっています。
　現地に出向かないと入手できないにもかかわらず。市
内だけでなく県内外から観光を兼ねて入手しに来庁され
ています。また、実際に設置してあるデザインマンホー
ル蓋を見たり写真を撮るために現地に行く方も多く、甲
州市に来るきっかけづくりにも貢献できていると思われ
ます。
　しかし、目的が公共下水道への理解と普及促進である
ことから、観光目的の配布とあまり言えず、対応に苦慮
しています。

（２） 市民の「みつけようおらが地域の宝」活動を協力・支援

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

ボランティアガイドの会による運営 通 観光商工課 ボランティアガイド団体２団体
団体と施設の連携やガイドの質等も含めシステムの作り
こみが課題

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

まちづくりワークショップの実施 都市整備課 都市計画で塩山駅周辺について実施 連携した活用の検討が必要

⑤ 広域化・国際化にい対応した観光地づくりの推進

（１） 広域観光圏の推進

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

やまなしフルーツライド実行委員会参
画 H30～ 観光商工課 峡東3市連携事業として参画し2回実施

将来的な運営を見据え着地点を明確にする必要がある
観光客の需要をキャッチし、供給できる体制づくりが必
要

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

峡東３市及び+甲府の４市連携事業に
実施

H29～ 観光商工課
ファムトリップ含めたプロモーションを連携して実施して
いる

連携の強化を図りながら、ＰＲシステムの構築を図る必
要がある

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市連携に加え富士河口湖と連携して
事業を実施

H30～ 観光商工課
日曜限定の民間のバス運行は開始しており、連携によ
るＰＲを実施

ツアーの企画まで至っておらず、引き続き連携の強化と
実施に向けての検討が必要

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

4 / 7 ページ



第2次観光振興計画実施状況・課題等一覧表

実施状況

基本施策

具体的取組

具体的施策 実施事業 担当部署
実施
時期

課題等

（２） 外国人観光客の受け入れ体制の整備と誘客の推進

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

インスタグラム（観光協会）を英語で発
信

通 観光商工課 インスタグラムを周1回程度更新
更新頻度や国外での閲覧をどのように増やすのかが課
題

道路標識や案内標識等への外国語表記を推進します
enjoyKoshuと連動のソフトにより目的地
への案内が可能なシステムを導入

H29 観光商工課 5か国対応パンフレット作成
案内内容充実や対応言語の検証及びソフト活用促進の
ためのPR等継続的に取り組む必要がある

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

通訳や登録制度を推進するための「甲
州市ツーリズム協議会」を設置

H30～ 観光商工課
ボランティアガイドやフットパスの会を中心としたメンバー
で設置し協議会を実施した

今後、どのようにして外国語ガイドを要請したり、既存パ
ワーを活用するかが課題

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

策定委員の協力による情報提供 Ｒ１ 観光商工課 在日の方の情報発信にリンクを依頼
多くの方と交流をしていく基礎をつくる必要があり、交流
の促進まで至っていない

友好都市との交流や情報交換を深め海外との人的交流
や経済交流を促進します

国際交流にて実施 通 市民生活課
国際交流事業として実施しているが、観光の交流への
広がりについて事業未実施

継続検討とするか課題

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

アジアむけプロモーション実施 H27～ 観光商工課 ベトナム、タイへプロモーションを実施した
プロモーションの手法と受け入れ体制の整備についての
検討が必要

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

3市・4市連携で共同でファムトリップを
実施

H30～ 観光商工課
H30　ベトナム　R1　タイを訪問し商談やPRを実施して来
訪を促す

訪問しての事業は、費用も高く広域連携でないと不可能
と思われるので、それ以外の活動の検討を行う必要が
ある

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

4市連携に加え富士河口湖と連携して
事業を実施

H30～ 観光商工課 河口湖と連携した得得クーポンマップ作成
交通手段や連携に課題が多いが民間とも連携した活動
が必要

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

enjoyKoshuの作成及び運営 H29 観光商工課 5か国対応パンフレット及び日本語版も作成
情報の記きっかづくりであるので、ネット情報やアプリ情
報の充実と連携した情報更新の検討が課題

⑥ 新たなる観光資源の創出

（１） 自然

甲武信ユネスコパーク登録決定に伴う
自然環境保全事業

H３０～ 環境政策課

山梨、埼玉、長野、東京の１都３県ににまたがる秩父多
摩甲斐国立公園を中心とした生物圏保存地域が、令和
元年６月１９日に、甲武信ユネスコパークとして登録決定
された。
エコパークの理念である「自然保護と活用の両立」に向
け、甲州市の豊かな自然、地域の伝統芸能、文化活

令和元年6月に登録決定されたが、事務局である甲武
信ユネスコパーク推進協会により、具体的な事業の方向
性等を協力していく予定。

甲州市・オルビスの森　森林浴で心と
身体をリラックス（仮称）

管財課

甲州市塩山上小田原地内の「甲州市・オルビスの森」
で、医学的にも裏付けされたリラックス効果に基づき、心
と体の健康維持・増進、病気の予防を行う森林浴を楽し
んでもらう。
事業主体は民間団体で、森林セラピストの資格を持つガ
イドにより、心身ともにバランスの良い癒しを効果的に得

給排水設備が無く、トイレを造るには建設費用が掛かり
すぎるので、簡易トイレ等で対応しなければならない。

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

トレッキングイベントの実施 通 観光商工課
森林浴の後は、近くにある「大菩薩の湯」、神社仏閣や
ワイナリー見学など、利用者の希望に合わせたプログラ
ムが考えられれる。

ブームに沿ったイベントや内容の検証を随時行っていく
必要がある

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

健康ウォークＩＮ甲州 通 生涯学習課
誰でも気軽に参加できるウオーキングを通じて、晩秋の
甲州市を楽しんでもらいながら、家族のふれあいや人と
人とのつながりを深めることで、心身の健康づくりを図る

現在、多数の課及び団体で様々なウォークイベントが定
着する中で、市が主体の事業としては、「あるーくこうしゅ
う」などが中心となって、大きなイベントとして春や秋など
に開催することが望ましいと考えられることから、関係各
課との協議を行う。

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

甚六桜ライトアップ 通 観光商工課 ３月下旬から４月上旬に甚六桜のライトアップ実施
ライトアップのみではなく、プラスした集客も検討する必
要があり実施へのハードルが高い

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

県の観光機構による銭湯化計画への
参画協力

R１ 観光商工課
現在4施設を推薦している今後は名湯100に選考される
か？

方策の検討を行い施設や事業主からの連携強化を行う
必要がある

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
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実施状況
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（２） 歴史・文化

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

桜イベントの実施 H29 観光商工課 甚六桜イベントの実施
観光資源の磨き上げを継続的に実施すると共に、関連
した体験型や着地型のマッチングを行い継続的な観光
資源活用及び強化を図る

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

国宝「小桜韋威鎧　兜、大袖付き」特別
公開

H31 文化財課 夏に開催し1300人来場した定期的になるかも
そもそも達磨図は東京国立博物館に寄託されており市
内での公開は困難である

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

宮光園コンサート 通 観光商工課
コンサート等への利用によし活用は推進しているが冬季
のライトアップの実行はない

ライトアップのみではなく、プラスした集客も検討する必
要があり実施へのハードルが高い

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

小正月行事（民俗芸能）等の周知 H27～ 文化財課

無形民俗文化財に指定されている小正月行事につい
て、チラシやSNS等で宣伝を行った。また、上条集落の
オコヤについて見学会で解説し、そのままどんど焼きに
参加するなど、伝統行事の普及啓発に努めた

観光情報との連携を強化し効率のよい発信をするように
して発信効果を他高めるよういにする

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

ころ柿体験ツーリズムの実施 通 観光商工課
甘草屋敷でころ柿体験 盛況で人気を得られるイベントでがあるが、現状の成果

検証が必要

（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

地産ワインと合う料理メニュー開発およ
び普及啓発事業

通 観光商工課
平成３０年度において「地産ワインと合う料理メニュー開
発事業」を実施。令和元年度は、普及啓発事業を行う。

昨年度からに事業であるため、順調に進んでいる。

空き店舗活用補助事業 通 観光商工課
空き店商店街舗対策補助金H３０　０件
（H27～３件）

果樹産業、ワインなどの定番化している資源にプラスの
コンテンツを定着させることにより継続した注目どを確保
していく

世界農業遺産登録に向けた取組 通 農林振興課

峡東3市と県がFAO（国連食糧農業機関）に対し、世界
農業遺産としての承認申請を進めている「峡東地域の扇
状地に適応した果樹農業システム」は、ブドウ、モモに代
表される峡東の果樹栽培は、扇状地に適応した土地利
用など、世界においても独創的で重要な農業システムで
ある。峡東地域から産出される農作物の高付加価値化
を目指し、承認申請を進めるもの。

世界農業遺産認定後、甲州市観光諸事業と認定とを如
何に結びつけるか。市内観光にどのような付加価値を付
け加えることができるかを模索していく必要がある。
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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

（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

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

観光情報サイトぐるりの活用 通 観光商工課
お知らせやイベント情報の更新を実施し、閲覧数による
モニターも可能な状態

情報の更新速度が課題また、事業主の情報提供や話題
等での更新も必要

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

Twitterを利用した情報発信 通 観光商工課
開花情報や旬のフルーツ情報など、タイムリーな話題の
更新頻度上げて取り組んでいる

更新頻度や情報の内容などを今後も改善していく必要
がある

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

県のフイルムコミッション事業に参画し
ロケの誘致等を実施

通 観光商工課
ロケ実績はあるが、FCでの対応ではなく、活用とかのレ
ベルになっていない

ロケ地として活用の実績はあるが、ロケ地の活用がされ
ていない、プロモーションとしての位置づけをしっかり行
い実行することが課題

観光案内所の機能の充実を図ります
勝沼案内所の運営時間延長及び塩山
案内所の場所のリニューアル

通 観光商工課 運営協議会で4名で2か所を年中無休で運用している
AIの活用等により案内情報の内容の充実や速度アップ
を検討し場所や運用の効率化についても改善の必要が
ある

「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

Twitterを利用した情報発信 通 観光商工課
開花情報や旬のフルーツ情報など、タイムリーな話題の
更新頻度上げて取り組んでいる

更新頻度や情報の内容などを今後も改善していく必要
がある

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

観光案内所のフリーＷｉ-Ｆｉ設置 通 観光商工課
観光案内所２か所にフリーＷｉ-Ｆｉを設置し利用者の利便
性を図っている

エリア的にカバーが難しく今後環境整備をどうするかの
検討も併せて必要

（２） フルーツ娘や甲州市観光大使による情報発信 通 観光商工課 委嘱数３０名 活躍の場を検討しPR効果を高める工夫を行う

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

フルーツ娘のイベント参加
観光大使の任命

通 観光商工課
委嘱数30名（2年任期）
６名委嘱（1年任期）

情報発信方法を検討し露出度をあげ活用の方法を検討
する

（３） 戦略的な誘客宣伝活動の展開

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

国内交流による観光PR 通 観光商工課 中野区　文京区　大和市　新城市　等 交流内容を常に検討してく

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

広告によるPR 通 観光商工課 新聞広告等に掲載（東海地方）
広告の狙いを絞って実施すると共に成果検証について
検討を行う

（４） 観光パンフレット、マップ類の整備

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

継続的利用のための補充 通 観光商工課 総合パンフ　エリアガイド　ワイナリーガイド等 形態や内容の更新時期がきていると感じる

⑧ リーダーの創出

（１） 人的ネットワークの構築
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

観光協会会員連携の強化 Ｒ２ 観光商工課
観光協会加盟事業者を中心とした情報交流の推進の検
討を行う

実質的な情報共有に至っていない

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

観光ガイドの連絡協議会の設置 Ｒ２ 観光商工課
観光ガイドの連携組織を構築して運営を開始して、拡充
を図っていく

具体的な観光立市としての協議会の設置に至っておら
ず推進の強化が必要

（２） 人材育成
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

観光協会加盟事業者研修会の実施 通 観光商工課
観光協会の会員を対象に隔年で、座学と視察研修を実
施している

新たな商品開発までは至らず、より強固な連携が必要と
なる

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立市推進のための施
策を進めていきます

実施実績無 継続検討とするか課題
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