（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
マーケティング･マネ
ジメント対象とする
区域
所在地
設立時期

一般社団法人

職員数
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

３人（事務局員数）、※役員 15 名、企業社員 17、個人社員 12
平成 22 年 4 月、国土交通省から認定された八ヶ岳
（氏名）
観光圏の法定協議会である観光圏整備推進協議会代
小林 昭治
表者に任命される。またプラットフォームである八
（出身組織名）
八ヶ岳ツーリズムマネ ヶ岳ツーリズムマネジメント（日本版 DMO）の代表
ジメント代表理事／八 理事として、官民、地域間、既存団体との壁を取り
ヶ岳観光圏整備推進協 除く調整に尽力し、国とのパイプ役を務める。
議会代表／全国観光圏 平成 25 年度からはブランド確立支援事業の採択を
推進協議会会長／日本 受け、八ヶ岳観光圏のプラットフォームとして、更
版 DMO 推進研究会会長 なる地域連携・合意形成のもと、様々な事業の統括
／観光地域づくり MG
責任者として、全体をマネジメントしている。
（所属）
「住んでよし、訪れてよし、住みたいまち」の観光
株式会社清里丘の公園 地域づくりに一貫して取組み、八ヶ岳定住自立圏共
代表取締役
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。

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）
※必ず記入すること

（氏名）
石川 高明
八ヶ岳ツーリズムマネ
ジメント理事/観光地
域づくり MG/山岳ガイ
ド/長野県原村観光連
盟副会長

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
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。

中村 洋平
八ヶ岳ツーリズムマネ
ジメント理事/観光地
域づくり MG/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。

八ヶ岳ツーリズムマネジメント

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
山梨県北杜市高根町清里 3545-4559
平成 22 年 4 月 6 日
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（別添）様式１

滞在プログラムの造
成･販売/宿泊滞在促
進（専門人材）

インバウンド事業
（専門人材）

雨宮 伊織
観光地域づくり MG／株
式会社ビーチュー代表
取締役/（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。

小林 勉
八ヶ岳ツーリズムマネ
ジメント副理事長／
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

NPO 清里観光振興会会長であり、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。

舩木淳
八ヶ岳ツーリズムマネ
ジメント専務理事/萌
木の村株式会社取締役
専務

清里エリアの人気観光スポットである「萌木の村」
にて山野草を活かしたナチュラルガーデンづくりを
始めとした滞在促進の取組を多数行う。また、萌木
の村内の宿泊施設のマネジメントも行う。

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
営業企画室 MG

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。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。

三森 昇
八ヶ岳ツーリズムマネ
ジメント理事/ロイヤ
ルホテル八ヶ岳総支配
人

２５０の客室数を持つ八ヶ岳エリア最大級のホテル
の総支配人。エリア内において、インバウンドの宿
泊も多く、ファミリー層にも人気ホテル。

小塩 智也
八ヶ岳ツーリズムマネ
ジメント理事/八ヶ岳
グレイスホテル支配人

自社農場を持つほど、徹底的に野菜にこだわるホテ
ルの支配人。夜は毎晩星空観望会を開催し、。スタ
ーラウンド八ヶ岳（旧 スターオーシャン八ヶ岳）
の立ち上げから尽力し、現在は同実行委員長。星の
ソムリエ認定、スターラウンドナビゲーター。

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／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。

石川 高明

（前述）
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地域住民意識啓発（専
門人材）

企画・プロモーショ
ン/WEB/PR
（専門人材）

食の魅力のブランデ
ィング・食を活かし
たプログラム造成

五味 愛美
観光地域づくり MG／五
味五感企画主宰／婚活
de 八ヶ岳推進委員会／
帝京学園短期大学非常
勤講師

(公財)キープ協会にて環境教育やイベントマネジメ
ントに携わる。2011 年より婚活 de 八ヶ岳推進委員
会を設立し、地域のポテンシャルを生かした体験型
婚活イベントを企画運営。エフエム八ヶ岳パーソナ
リティーの他、多数のイベント等で司会・進行を務
める。

小野 光一

（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。

松山 光
八ヶ岳ツーリズムマネ
ジメント監事/平山郁
夫シルクロード美術館
管理室室長

八ヶ岳ミュージアム協議会や八ヶ岳アート＆クラフ
トネットワーク等、八ヶ岳の美術・文化関係の他、
スリーピークス八ヶ岳や酒巡りイベント等、様々な
分野のイベントの企画・発展に携わり地域活性化に
貢献。

中村 洋平

（前述）

雨宮 伊織

（前述）

名取 政義
八ヶ岳ツーリズムマネ
ジメント監事/株式会
社丸政代表取締役社長

創業大正 7 年の駅弁の老舗「丸政」
。駅弁を日本の
文化として、世界にその魅力を発信する他、新商品
開発や、小淵沢駅構内の売店や駅前そば店の経営を
行う。八ヶ岳の高原野菜を使用した日本ではじめて
生野菜の入った駅弁を開発。

浅川 貴広
八ヶ岳ツーリズムマネ
ジメント理事/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。

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。

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。
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連携する地方公共団
体の担当部署名及び
役割

連携する事業者名及
び役割



山梨県観光部 観光資源課
イベント・プロモーション



長野県観光部 観光誘客課
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）
圏内行政事務局
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

 観光イベント・プロモーション・情報発信
（一社）北杜市観光協会、富士見町観光協会、原村観光連盟


情報共有・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



空間形成・情報共有・情報発信
NPO 清里観光振興会

 宿泊魅力向上・情報共有・情報発信
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
 滞在プログラム造成・販売
（一社）八ヶ岳アウトドア・アクティヴィティーズ


二次交通
二次交通検討委員会（JR 八王子支社・JR 長野支社・圏内二次交通バス運行
事業者・圏内二次交通バス運営実行員会等）、山梨交通、山梨県タクシー協
会峡北交通圏



その他各分野
北杜市フードバレー協議会（食）、八ヶ岳温泉協議会（温泉）
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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

（該当する要件）
①～④
（概要）
 官民出席の戦略会議の開催（図 1 参照）
当法人の理事、行政、観光協会等の諸団体、観光地域づくり MG らが集い、戦
略検討、情報共有、方向性の確認等、合意形成を行う会議を定期的に開催。
専門家を招き、国の動向等も踏まえたアドバイスも頂く。
<図１>

◆ 観光地域づくりマネージャーによる合意形成への取組（図２参照）
観光地域づくりマネージャーが地域内の橋渡し役や事業遂行責任者として、中
核的に活躍している。八ヶ岳観光圏では、それぞれ専門分野が異なる多種多様
な人材が揃い、得意分野での事業責任者として、代表理事より任命されている。
各観光地域づくりマネージャーは、「観光地域づくりマネージャーによるワー
クショップ」でも、それぞれのコミュニティに対しての住民意識啓発や八ヶ岳
観光圏の取組に対しての理解を深める取組みを行っている。また、観光地域づ
くりマネージャー同士のミーティングも実施し、チーム力を高めている。
<図２>
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 事業を通じた合意形成（図３参照）
年間 30～40 程度の事業を実施し、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。
<図３>

 「持続可能な開発目標」
（ＳＤＧｓ）に沿った観光地経営について
報告書「持続可能な観光先進国に向けて」（観光庁 2019 年 6 月）にもある通
り、国連世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）はＳＤＧｓの「すべての目標に対し
て、観光は直接的、または間接的に貢献する力があり、持続可能な開発目標
の達成に向けて、重要な役割を担っていると言える」旨を宣言している。
また、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。のみならず、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。（図４参照）
出典:TOURISM FOR ＳＤＧｓ(ＵＮＷＴＯ)

<図４>
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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）
」（図５参照）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、ＳＤＧｓ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きたい。
<図５>

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
進の取り組み

◆ 住民満足度調査の実施（図６参照）
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、あるいは観光資源と観光客への態度などを含めた「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く。
令和元年度・２年度では、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
行っている。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
指して取り組んでいきたい。
<図６>

2018 年度北杜市住民満足度調査より
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◆ 観光地域づくりマネージャーによる合意形成への取組（図７参照）
前述のとおり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。
<図７>

法人のこれまでの活
動実績

【多様な関係者の合意形成】
◆ 各種委員会等への参加（図８参照）
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。
そのほか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。
<図８>
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【インナープロモーション／意識啓発】
◆ 1,000m の立体空間を表す「標高サイン」の制作
八ヶ岳独自の価値「1,000m の立体空間」を来訪者・地域住民が体感できる仕組
みとして、
「標高サイン」
（標高を記入する共通のシート）を制作。商工会等を
通じて地域の事業者・施設等に配布し、現在では
2,000 を超える箇所で「標高サイン」を掲示頂いてい
る。ひと目でその場の標高が確認でき、短時間で標
高差を移動できる地域であることを実感できる。海
外の標高比較（ 中国の蓮花峰等）や英語表記を取り
入れ、インバウンドにも対応。
◆八ヶ岳おもてなし Book
地域のこども向けの意識啓発のための冊子「おもてなしブック」を作成・配布
（地域内の小学校高学年に配布、中学校・図書
館等に設置）し、地域の魅力を再認識してもら
うきっかけを創出した。圏域内の様々な地域資
源や、八ヶ岳観光圏の独自の価値「1,000m の標
高差」を紹介。総合等の授業でも活用して頂い
ている。

【各種データ等の継続的な取集・分析】
◆ 来訪者満足度調査
圏内の観光施設（対面聞き取り調査）及び宿泊施設（留め置き調査）にて、来
訪客に対してのアンケート調査・滞在プログラムの参加者への満足度調査、そ
の他必要な情報の収集・調査・分析を行う。対面聞き取り調査は、観光地域づ
くりマネジャーや行政担当職員を中心に対面聞
き取り形式で実施することにより、会話を通じて
来訪客による圏内への真の評価が得られ、また、
来訪者ニーズの把握にもつながっている。さらに
は、その場での観光情報の問合せにも対応がで
き、周遊促進にもつながっている。

◆各種事業でのデータ集計
「八ヶ岳寒いほどお得フェア」や「八ヶ岳そばと温泉めぐり」等、当法人が中
心となり開催している事業などで、紙や WEB によるアンケートを実施し、利用
者の属性や、誘客効果等の検証を行って
いる。
また、その結果は次年度の事業内容に活
かしたり、地域としてのマーケティング
データとして活用している。
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【ブランドの管理・維持】
◆Undiscovered Japan（全国観光圏事業）
インバウンド向けのブランド「Undiscovered
Japan」を、全国 13 の観光圏が一体となり、質
の高いプログラム等を提供・情報発信。コンセ
プトに沿った内容で、八ヶ岳観光圏ならでは
の滞在プランを作成・情報発信している。
◆スターラウンド八ヶ岳
八ヶ岳観光圏ならではの高地の澄んだ空気で体験でき
る星空を、認定ナビゲーターのガイドで味わえる「スタ
ーラウンド八ヶ岳」。現在は、宿泊地の魅力を向上させ
ることに寄与している同事業の商標権の管理と地方公
共団体との連絡・交渉を行っている。

【その他各種事業】
◆ インバウンド
訪日外国人向けのモデルルートを作成し、実際に
外国人の方に巡ってもらう。また、インバウンド推
進ワークショップを開催し、地域内に住む外国人
の方の意見も伺いながら、より適した事業推進に
向け話し合いを行っている。
◆ 講演・視察対応
「観光地域づくり」や「ＤＭＯ」についての具体的な取組内容に興味を持って
いただいた団体等からの問合せがあり、講演・視察等に対応。
これまでに、各都道府県や市町村の行政、他のＤＭＯ、ＪＩＣＡ等の視察を受
け、八ヶ岳観光圏としてのこれまでの取組や具体的な事業内容・ＤＭＯ等につ
いて代表理事が紹介。平成 30 年度は講演 27 回、視察 9 回に対応。
≪国土政策フォーラム in 愛媛（講演）≫

≪ＪＩＣＡ（視察）≫

◆ 八ヶ岳寒いほどお得フェア
厳寒地の弱点（寒さ）を強みに変え、“寒くなる程”対象店舗のメニューが安
くなる企画。全国展開のメディア等からの問合せ
も年々増え、
”冬の閑散期対策”として効果を上げ
ている。清里エリア発祥であったものを八ヶ岳観
光圏全域に展開することにより、約 30 だった参画
店舗が 80 店舗近くまで増えている。地域の活性に
繋がるとともに、地域内外の利用者が増え、経済
効果にもつながっている。
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実施体制

（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。

※観光地域づくりマネージャー＝観光庁の一定の研修を受け認定され、地域内の橋渡し役や事業遂行
責任者として、中核的に活躍する存在。

また、（一社）八ヶ岳ツーリズムマネジメントが中心となり、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、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。さらには、当法人が主催
する「八ヶ岳そばと温泉めぐり」や「八ヶ岳寒いほどお得フェア」では、個
人経営の店舗も自己負担をもって、八ヶ岳観光圏の事業に参画している。

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】
《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。
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《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】
一番下のお子様が未就学児・小学生・中高生の子供連れ家族旅行が 39.1%であり 13 観光圏（八ヶ
岳を含む）平均 25.2%を大きく上回っている（H30 年度来訪者満足度調査データ引用）
。このこと
から、八ヶ岳は観光客の全国的に見ても家族連れが多い地域である。
（八ヶ岳 対象人数 544／13 観光圏 対象 10,241 人）
【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（リゾナーレ八ヶ岳/キープ協会/萌木の村/まきば公園/ハイジの村）
2.商業施設（八ヶ岳リゾートアウトレット）
3.自然（富士見創造の森/尾白川渓谷/神代桜/八ヶ岳農業大学校/星空/八ヶ岳/南アルプス/瑞牆山）
4.文化（八ヶ岳自然文化園/平山郁夫シルクロード美術館/キース・ヘリング美術館/井戸尻考古館）
5.スポーツ(ゴルフ場/スキー場/スノーシュー/トレッキング/自転車（ロードバイク・MTB)
6.イベント(ポールラッシュ祭カンティフェア/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等)
【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】
1. 域内分布(全域)
A) 清里観光振興会加盟 50 宿泊施設
B) 北杜市観光協会加盟 81 宿泊施設
C)

山梨県ペンション連合会北杜支部加盟 79 宿泊施設

D)

八ヶ岳やとわれ支配人加盟 18 宿泊施設

E)

富士見町 20 宿泊施設

F)

原村 51 宿泊施設

1.

施設数 299（内訳：ペンション・民宿・学校寮等 285/ホテル・14）

2.

収容力：5,000 名

【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》
（茅野駅からセロリン号（平日運行）/原村
（小淵沢駅から鉢巻周遊バス（5 月 GW〜10 月の土日運行）富士見・原）
（清里駅から清里ピクニックバス（4 月中旬〜11 月中旬頃まで運行）清里・大泉
一部地区）
（韮崎駅から瑞牆・田園バス（4 月〜11 月頃まで運行）ハイジの村・増富温泉/
瑞牆山）
【外国人観光客への対応】・他言語化ポータルサイト・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
・インバウンド推進 WS 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
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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

来訪者満足度調査

来訪客のニーズを把握し、戦

宿泊施設への留置き・観光地で

略・事業推進に活用する

の対面聞き取り調査による。

観光案内所来訪者数を把握し、

道の駅こぶちさわ観光案内所へ

シーズン・時間・曜日等のマー

の来訪者数を窓口スタッフがカ

ケティングを把握・活用する。

ウント。

ワンストップ窓口での問合せ内

観光客からの質問・相談を収集

道の駅こぶちさわ観光案内所の

容

し、ニーズの把握・満足度向上

窓口で問合せ・相談内容をエク

につなげる。

セルにてデータ蓄積。

各種イベント(寒いほどお得フェ

イベント自体の改善につなげる

スタンプラリーへの応募はがき

ア等)での参加者からの意見

他、エリアのマーケティングに

等に、要望・意見欄を設置し、

も活用する。

集計する。WEB アンケート。

サイト(コンテンツ)の最適化。

Google Analytics を使用。

ワンストップ窓口での問合せ数

WEB アクセスデータ

４. 戦略
（１）地域の強みと弱み
内
部
環
境

外
部
環
境

好影響
強み（Strengths）

悪影響
弱み（Weaknesses）

自然・星空・都心から至近・食（高原野菜・米
等）
・高原リゾート・温泉・芸術・欧風の雰囲気・
1000ｍ（標高・標高差）
・山の魅力（景観・スポ
ーツ）
・爽やかな気候・移住希望が高い・高い晴
天率・縄文文化・水

二次交通・情報発信力・日帰り観光・人材育成・
認知度低い・地域連携（事業者・住民）
・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）

機会（Opportunity）

脅威（Threat）

ブランド力・節電対策・ロケ地・癒し/健康志向・ 地域間競合激化・少子高齢化（定住者減少）・
環境への意識・FIT 化・農山村教育・山ガール・ 厳寒イメージ・温暖化/レジャーの多様化（ス
訪日来訪客増加・“コト消費”へのシフト
キー人口減少）
・交通インフラの向上・免許返
納/若者の車離れ

（２）ターゲット
○第１ターゲット層
ファミリー層（リピーター）
○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 33.1%（全国観光圏平均 13.6%）と非常に高く、LTV を考えても適切と思われるため。
※平成 30 年度来訪者満足度調査による

○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。
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○外国人ターゲット層
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。
○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。
令和元年度は「訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテンツ造成事業」で、欧米豪向けのロン
グトレイルコンテンツを造成し旅行商品化も目指す。

（３）コンセプト
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～」

1.
2.
3.

1000m とは標高 1000m であり
1000m とは標高差 1000m であり
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。

②コンセプトの考え方
八ヶ岳エリア（３市町村）は標高差という「立体
軸」と各標高を流れる季節「時間軸」が織りなす
風景を短時間で空間移動できる場所であり、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」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。豊かな自然や様々なコンテンツを提
供することによりリセット・リフレッシュ・リボ
ーンできるエリアである。

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 の自然空間は
～澄み切った自分に還る場所～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

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

概要
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、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。
宿泊施設・アクティビティ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・安全な情報を情報発信
するとともに、サービス選択の幅が広がり、旅行者のニーズにあった観光
サービスを提供できる。また、サービスを提供する事業者にとって
も、同時にサービスレベルの維持・向上を図る仕組みとなる。
※観光品質認証は、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
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食のブランド化を目指し、圏内の生産者・有機野菜飲食店・オーナーシェ
フ・野菜市場オーナー等を中心としたワークショップを実施し、野菜を中
心とした価値の再認識や地域の意識啓発を図る。
地産地消の促進・生産性の向上を図るべく、地域間連携・農業との連携に
よる独自の流通システムの構築を図る。

一元的な情報発信･プ 八ヶ岳観光圏のホームページに搭載されているシステム「八ヶ岳 DMS」によ
り、地域の事業者と一般ユーザーをそれぞれ会員化し、一元的な情報発信・
ロモーション
情報集約などのプロモーション及びマーケティングを行う。それにより、下
記 3 者に対しての利点を提供することができる。
対地域…八ヶ岳エリアの観光のプラットフォームサイトである「八ヶ岳観
光圏ホームページ」を整備し、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。
対観光客…「八ヶ岳観光圏」のホームページで、最新のイベント情報、店
舗から発信されている情報、八ヶ岳観光圏の魅力等を一元的かつ旬な情報
で見ることができる。また、英語ページでは、当エリアの魅力が伝わる写
真を多数掲載し、情報を発信している（ネイティブ訳）。
対事業者…ログインすることにより、
「八ヶ岳観光圏ホームページ」への情
報発信（プロモーション）、アクセス数等によるマーケティング、地域の情
報収集、多言語対応、アンケート機能等を活用することができる。
≪具体的な機能一例≫

「情報提供・発信機能」
・八ヶ岳観光圏として、イベントや季節の情報等を発信し、興味の喚起及び
誘客促進を図る。
・参画（加盟）店舗/施設は、八ヶ岳観光圏内に自分のページを持て、その中
で随時情報発信を行うことができる。
「販売促進機能」
・ホームページポータルサイトに登録したユーザー（会員）に対するメール
マガジンを配信できる
・参画（加盟）店舗/施設は、独自でクーポンを発行できる。
「インバウンド対応」
・事業者のブログやイベント情報登録の際も同様に自動翻訳機能を使用する
ことができるため、外国語に不慣れな事業者でも事業者ブログなどで多国語
の配信が可能になる。
・自動翻訳ではなく、ネイティブにより翻訳された原稿を、八ヶ岳の写真と
ともに紹介。情報も充実させる。
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６．ＫＰＩ（実績･目標）
（１）必須ＫＰＩ
指標項目

単
位

27 年
（度）

28 年
（度）

29 年
（度）

30 年
（度）

令和元年
（度）

令和 2 年
（度）

●旅行消費額

円

28,049
(24,500)

23,571
(29,029)

20,799
(30,009)

21,476
(30,989)

(32,540)

(34,170)

人

1,254,247
(1,250,000)

1,150,722
(1,168,022)

1,124,318
(1,350,000)

1,209,675
(1,223,300)

(1,251,688)

(1,271,135)

89.6
(96.5)
18.0

88.1
(96.6)
17.3

89.8
(96.9)
19.5
(20.0)
78.5
(80.0)

87.0
(96.9)
19.9
(20.1)
76.3
(80.0)

(96.9)

(96.9)

(20.2)

(20.3)

(80.0)

(80.0)

●延べ宿泊者数
●来訪者満足度

％

来訪者満足度（ト
ップボックス）

％

●リピーター率

％

79.6

78.2

※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】
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。
●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。
●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。
●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。

（２）その他の目標

単
位

27 年
（度）

28 年
（度）

29 年
（度）

30 年
（度）

令和元年
（度）

令和 2 年
（度）

●主たる滞在促進
地区宿泊数

人
泊

345,074
(355,000)

323,647
(380,000)

330,880
(401,000)

351,017
(422,531)

(443,660)

(465,840)

●八ヶ岳観光圏観
光案内所の来訪者
数/外国人数
（目標値）

人

35,556/45
(12,000/50)

30,625/38
(37,330/70)

48,585/40
(39,200/100)

指標項目
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●八ヶ岳観光圏観
光案内所案内数
（目標値）

人

●ホームページア
クセス（ＰＶ）
（目標値）

Ｐ
Ｖ

●ホームページア
クセス（ユーザー
数）
（目標値）

人

7,843
(2,000)

9,786
(8,240)

13,197
(8,650)

(9,080)

(9,530)

664,251
(551,000）

950,739
(800,000)

1,072,982
(1,200,000)

1,051,566
(1,400,000)

(1,600,000)

(1,800,000)

194,382
(181,000）

219,610
（270,000）

229,005
（330,000）

256,962
（400,000）

（480,000）

（576,000）

※項目及び年次・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】
KPI とするにはいたらないが八ヶ岳整備実施計画及び DMO として着目をしておきたい指標を
その他の目標としている。
【設定にあたっての考え方】
●主たる滞在促進地区宿泊数
観光圏整備実施計画で設定した主たる滞在促進地区内の宿泊者数を調査し把握することで、
地域の対策とするため。
●八ヶ岳観光圏観光案内所の来訪者数/外国人数
主たる滞在促進地区を含め八ヶ岳観光圏、またさらに広域周遊への入口となるワンストップ
窓口への来訪者数を把握し、マーケティングデーターとする。
●八ヶ岳観光圏観光案内所案内数
ワンストップ窓口への来訪者のうち具体的な案内をした件数をその内容とともに把握し、案
内品質の維持・向上と総合満足度につなげるため。
●ホームページアクセス（ＰＶ）
●ホームページアクセス（ユーザー数）
情報収集の中心となる WEB サイトでの閲覧ページ数及び集客数を把握する。

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）
28 年度

99,992,173（円・実績）

内訳
（内訳の区分例）
（円）
【国からの補助】
35,850,891
【地方公共団体からの指定管理収入】
5,258,101
【市町村からの事業負担金】
42,305,020
【民間からの事業負担金】
11,143,607
【ブランド事業事務費負担金（5%の手数料）】 ※3,318,870
【会費収入】
195,000
【収益事業収入】
1,363,997
内訳 セグウェイ貸出料 50,000 /web 掲載費 496,800 /事務手数料
等 817,197
※ブランド確立支援事業総事業費の 5%を当法人事務手数料として
市町村および実施共同事業者が負担
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29 年度

90,447,615（円・実績）

（円）
【国からの補助】
27,837,073
【地方公共団体からの指定管理収入】
5,258,000
【市町村からの事業負担金】
51,227,639
【DMO 事業事務費負担金（5%の手数料）】 3,308,102
【会費収入】
210,000
【非収益事業収益】
123,950
【収益事業収入】
2,380,886
内訳 セグウェイ貸出料 50,000 /web 掲載費 540,000 / web 年会費 168,000
/人材育成研修費 93,400 /事務手数料・研修受入等 1,529,486

【雑収入】

30 年度

101,965

（円）

79,420,395（円・実績）
【国からの補助】
【地方公共団体からの指定管理収入】
【市町村からの事業負担金】
【DMO 事業事務費負担金（5%の手数料）】
【会費収入】
【収益事業収入】

23,366,591
5,258,000
44,862,262
3,085,914
225,000
2,621,509

内訳 セグウェイ貸出料 40,000 /web 掲載費 561,000 / web 年会費 112,000/
人材育成研修費 80,000 /事務手数料・研修受入等等 1,828,509

【雑収入】

令和元年度

（円）

65,030885（円・見込み）
【国からの補助】
【地方公共団体からの指定管理収入】
【市町村からの事業負担金】
【DMO 事業事務費負担金（5%の手数料）】
【会費収入】
【収益事業収入】

令和 2 年度

【国からの補助】
【地方公共団体からの指定管理収入】
【市町村からの事業負担金】
【DMO 事業事務費負担金（5%の手数料）】
【会費収入】
【収益事業収入】

28 年度

98,683,471（円・実績）

17,200,000
5,306,685
37,411,200
3,313,000
210,000
1,590,000
（円）

65,030885（円・見込み）

（２）支出
年度
総支出

1,119

17,200,000
5,306,685
37,411,200
3,313,000
210,000
1,590,000

内訳
（内訳の区分例）
（円）
【一般管理費】
13,148,570
内訳 人件費 9,611,910 販管費 3,536,660
【国内プロモーション】
866,157
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【海外プロモーション】
6,377,796
【マーケティング（市場調査、ブランド戦略等）】
1,284,400
【滞在プログラム造成・モニタリング費】 12,276,143
【人材育成・空間形成等各種ワークショップ開催費】
2,653,100
【宿泊滞在魅力向上事業費】
11,232,370
【情報発信・情報一元管理費】
9,300,000
【２次交通運行補助】
7,622,174
【景観・空間形成整備費】
32,443,756
【全国観光圏推進協議会推進事業費】
633,168
【道の駅こぶちさわ観光案内所事業費】
845,837
29 年度

89,023,822（円・実績）
【一般管理費】
内訳

（円）
16,329,842

人件費 12,694,605 販管費 3,635,237

【国内プロモーション】
4,854,460
【海外プロモーション】
624,000
【マーケティング（市場調査、ブランド戦略等）】
1,408,000
【滞在プログラム造成・モニタリング費】 15,351,602
【人材育成・空間形成等各種ワークショップ開催費】
2,424,000
【宿泊滞在魅力向上事業費】
12,674,722
【情報発信・情報一元管理費】
4,922,500
【２次交通運行補助】
3,292,579
【景観・空間形成整備費】
25,556,651
【全国観光圏推進協議会推進事業費】
765,979
【道の駅こぶちさわ観光案内所事業費】
819,487
30 年度

79,122,428（円・実績）
【一般管理費】
内訳

（円）
14,904,003

人件費 11,263,858 販管費 3,640,145

【訪日外国人旅行者周遊促進事業】

45,903,187

<内訳>

・各種調査(定額)
830,000
・協議会の運営経費 、計画策定に係る調整等 321,320
・体験型・滞在型プログラム改善・向上
29,322,634
・名産品の企画・開発経費、販売促進経費等 1,098,700
・二次交通の改善・向上
4,111,061
・情報環境の改善・向上
600,000
・多言語案内の改善 ・向上
4,737,044
・人材育成（セミナー、研修等）
1,625,817
・プロモーションに係る各種事業
2,160,000
・その他（全国観光圏推進協議会関連事業費）1,096,611
【3 市町村単独・環境整備事業費等】
【道の駅こぶちさわ観光案内所事業費】
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令和元年度

64,765,553（円・見込み）
【一般管理費】
内訳

（円）
17,149,868

人件費 13,813,200 販管費 3,336,668

【訪日外国人旅行者周遊促進事業】

35,965,000

<内訳 様式 2 に基づく>

①各種調査（マーケティング調査）
830,000
⑤体験型・滞在型コンテンツ等企画･造成･改善事業
17,452,000
⑩多言語案内の改善 ・向上
12,269,000
⑪人材育成
4,680,000
⑬商談会･旅行博等イベント出展
734,000
【3 市町村単独事業費】
【道の駅こぶちさわ観光案内所事業費】
【その他収益事業事業費等】

5,500,000
1,068,685
887,000

※全体額との差異は主に訪日外国人旅行者周遊促進事業の計画時と
交付決定時の事業費差異による。
令和 2 年度

65,000,000（円・見込み）
【一般管理費】
【訪日外国人旅行者周遊促進事業】

（円）
17,150,000
40,000,000

・各種調査（マーケティング調査）
830,000
・体験型・滞在型コンテンツ等企画･造成･改善事業
20,170,000
・多言語案内の改善 ・向上
14,000,000
・人材育成
5,000,000
【3 市町村単独事業費】
【道の駅こぶちさわ観光案内所事業費】
【その他収益事業事業費等】

5,850,000
1,000,000
1,000,000

（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.

2.
3.

4.

5.

３市町村圏域が行う事業をプラットフォーム組織として、一元化して事業の執行管理及び国
申請等を行うため、官民事業者より事業費の５％を手数料として徴収する。(300 万円〜400
万円/年)
DMS 機能を搭載したポータルサイトへのリンクバナーや年会費収入 100 万円程度/年を収益事
業とする。
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。
プラットフォームの強みを活かし、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。
（100 万円/年）
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。
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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
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. 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

望月 成恭
事務局 次長
山梨県北杜市高根町清里 3545-4559
0551-48-3457
0551-48-3479
info@yatsugatake-tm.com

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
三嶋 豊博
観光部観光資源課（課長補佐）
山梨県甲府市丸の内１－６－１
055-223-1573
055-223-1558
mishima-vny@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

長野県
中島 邦雄
観光部山岳高原観光課（課長補佐）
長野県長野市大字南長野字幅下６９２の２
026-235-7251
026-235-7257
mt-tourism@pref.nagano.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

北杜市
小尾 正人
産業観光部 観光課（課長）
山梨県北杜市須玉町大豆生田 961-1
0551-42-1351
0551-42-5216
obi-mas@city.hokuto.lg.jp
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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

富士見町
和田 正生
産業課（課長）
長野県諏訪郡富士見町落合 10777 番地
0266-62-9231
0266-62-4481
wada-masao@town.fujimi.lg.jp

都道府県･市町村名
担当者氏名
担当部署名（役職）

原村
清水 秀敏
商工観光課（課長）

所在地
電話番号（直通）

長野県諏訪郡原村 6549 番地 1
0266-79-7929

FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

0266-79-5504
shokan@vill.hara.nagano.jp
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