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甲府市の関連計画などの整理 

１ 第五次甲府市総合計画 

本市では総合計画を策定しており、現⾏の計画は、「第五次甲府市総合計画」

です。基本構想の計画期間は、平成 18 年度〜平成 27 年度です。また、実施計

画では３年間の計画を策定し、毎年度ローリング⽅式により⾒直すこととしてい

ます（第六次甲府市総合計画は策定中）。 

本計画の中で、都市像として「人がつどい、心がかよう、笑顔あふれるまち・

甲府」を掲げています。 

５つの基本目標は次のとおりです。 

・互いに支え合い健やかに暮らせるまち －福祉・健康への支援－ 

・夢にあふれ心豊かに人と文化が輝くまち －教育・文化の振興－ 

・次代に引き継ぐ快適で美しい安らぎのまち －生活・自然環境の向上－ 

・にぎわいと豊かさを創りだす風格のあるまち －産業の振興－ 

・魅⼒と活気のあるだれもが住みたい楽しいまち －都市基盤の整備－ 

このうち、「にぎわいと豊かさを創りだす風格のあるまち －産業の振興－」

では、「恵まれた自然や伝統、歴史的な観光資源を活かし風格とにぎわい、そし

て豊かさを実感できるまちを目指します。また、産業間の相互連携によりバラン

スのとれた産業の発展を目指します。」としています。 

 

２ （仮称）第六次甲府市総合計画策定⽅針 

現在、第六次甲府市総合計画を策定中です。基本構想は、平成 28年度（2016

年度）を初年度とし、10年後の平成 37年度（2025年度）を目標年度としてい

ます。実施計画では３年間の計画を策定し、毎年度ローリング⽅式により⾒直す

こととしています。 

計画策定の背景では、次があげられています。 

（１）人口減少・少子高齢社会や経済のグローバル化の進展 

（２）自然災害に対する備えなど暮らしの安全・安心対策や持続可能な社会 

の形成に向けた地球環境問題への対応の必要性 

（３）リニア中央新幹線新駅の設置、中部横断⾃動⾞道や新⼭梨環状道路の 

整備などの計画・実施 
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また、市⺠参画の⼿段として次があげられています。 

（１）市⺠会議（ワークショップ等）：市⺠の視点からまちづくりに対する 

意⾒を聴取。 

（２）市⺠意向調査（アンケート等）：広範な市⺠の意向等を調査・把握。 

（３）小中学生からの作文、絵画等の募集：本市の将来像について、小中学生 

から作文や絵画等を募集。 

（４）パブリックコメント：基本構想（案）について、市⺠から意⾒を求める。 

 

３ 第 9 次実施計画 

第五次甲府市総合計画における最新の実施計画は第 9 次実施計画です。この計

画では、観光に関しては、「都市型観光の推進」、「資源を活かした観光まちづく

り」、「受入体制の整備」、「情報発信の強化」があげられています。 

このうち、「都市型観光の推進」に関しては、次があげられています。 

（１）昇仙峡や盆地の夜景など本市の豊かな自然や景観、武田信玄に代表され 

る歴史を最⼤限に活⽤しながら、歴史資源の再評価を⾏う中で、観光客 

が感動できる観光地づくりを⾏う。 

（２）新たな交流⼈⼝獲得に向け、これまでとは違った視点からの地域資源 

発掘や、PR活動に努めていく。 
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４ 平成 25 年市⺠満⾜度調査 

本市では、市の施策及び事務事業に関する満⾜度調査を⾏っています。 

平成 25 年の調査において、「観光振興」の満⾜度は 3.37（5 段階評価）で全

29 施策中 8位、重要度は 3.37（5 段階評価）で全 29 施策中 15 位となってい

ます。 

施策の相対的な位置付けを整理するため、満⾜度を横軸、重要度を縦軸にとっ

て、4つの領域に分割すると、観光振興は「維持・改善領域（満⾜度が⾼く、重

要度が低い）」に分類されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：甲府市平成 25 年度市⺠満⾜度調査 
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５ 甲府市中心市街地活性化基本計画 

本市では、平成 12年に「中心市街地活性化基本計画」を策定し、これに基づ

き中心市街地の活性化に取り組んでいます。平成 26 年 10 月には新たな「甲府

市中心市街地活性化基本計画」が認定されました。 

計画の中で、中心市街地活性化の基本的な方針として、次があげられています。 

・方針 1：⾒て楽しみ、買って楽しめる中⼼市街地 

・方針 2：歴史、文化、芸術が薫る中心市街地 

・方針 3：まちとつながる、人とつながる中心市街地 

このうち方針 2 に関しては、「舞鶴城公園や甲府駅北⼝の拠点施設、また、市

内に点在する地域資源の活⽤、さらには回遊道路等の整備により、武⽥信⽞の時

代や江⼾時代の城下町であり、明治以降の商業や⾏政の中⼼であった本市の歴史

と文化、芸術を感じられるまちをつくる。」と記載されています。 
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国及び県の観光振興計画などの整理 

国の計画など 

１ 観光⽴国推進基本計画 

国では平成 19年 1⽉に「観光⽴国推進基本法」を施⾏し、同年６⽉に「観光

⽴国推進基本計画」が策定されました。そして、平成 24年３⽉には、観光⽴国

推進基本計画（平成 24年から平成 28年度）が閣議決定されています。 

観光⽴国推進基本計画の基本的な⽅針は次のとおりです。 

1.震災からの復興 －観光が、復興を⽀え、⽇本を元気づける－ 

2.国⺠経済の発展 －観光が、日本経済と地域を再生する－ 

3.国際相互理解の増進 －観光が、世界を惹きつける－ 

4.国⺠⽣活の安定向上 －観光が、人生を楽しく豊かにする－ 

観光⽴国推進基本計画内では、観光⽴国の実現に関し、政府が総合的かつ計画

的に講ずべき施策があげられています。このうち、観光庁が主導的な役割を果た

すべき施策としては次があげられています。 

（１）国内外から選好される魅⼒ある観光地域づくり（観光地域のブランド化・ 

複数地域間の広域連携等） 

（２）オールジャパンによる訪日プロモーションの実施 

（３）国際会議等の MICE分野の国際競争⼒強化 

（４）休暇改革の推進 

一方、政府全体により講ずべき施策としては次があげられています。 

（１）国際競争⼒の⾼い魅⼒ある観光地域の形成 

（２）観光産業の国際競争⼒の強化及び観光の振興に寄与する⼈材の育成 

（３）国際観光の振興 

（４）観光旅⾏の促進のための環境の整備 

さらに、観光⽴国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項としては次があげられています。 

（１）多様な関係者の適切な役割分担と連携・協⼒の強化 

（２）政府が一体となった施策の推進 

（３）施策の推進状況の点検と計画の⾒直し 

（４）地域単位の計画の策定  
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２ 観光⽴国実現に向けたアクション・プログラム 2014（観光⽴国推進閣僚会議） 

国は、平成 25 年、観光⽴国推進閣僚会議を⽴ち上げ、6 ⽉に「観光⽴国実現

に向けたアクション・プログラム」を決定しました。その実施に政府⼀丸、官⺠

一体となって取り組んだ結果、平成 25年の訪⽇外国⼈旅⾏者数は約 1036 万人

となり、平成 15 年（2003 年）のビジット・ジャパン事業開始以来の政府目標

であった訪⽇外国⼈旅⾏者数年間 1000 万人を史上初めて達成しました。 

これにとどまることなく、観光⽴国推進閣僚会議は、「2020年オリンピック・

パラリンピック東京大会」の開催という絶好の機会を捉え、2020 年に向けて、

訪⽇外国⼈旅⾏者数 2000 万人の高みを目指すこととしています。訪日外国人旅

⾏者数 2000万⼈の⾼みという、これまでとは次元の異なる目標を達成するため

に必要となる施策を総動員すべく、本プログラムをとりまとめています。各施策

の要点を箇条書きにすると次のとおりです。 

（１）『2020年オリンピック・パラリンピック』を⾒据えた観光振興 

ア オリンピック・パラリンピック開催をフルに活用した訪日プロモーション 

イ オリンピック・パラリンピックを機に訪⽇する外国⼈旅⾏者の受⼊環境 

整備 

ウ オリンピック・パラリンピック開催効果の地域への波及 

エ オリンピック・パラリンピック開催を契機としたバリアフリー化の加速 

（２）インバウンドの飛躍的拡大に向けた取組 

ア インバウンド推進の担い手の拡大 

イ 訪⽇プロモーションの戦略的拡⼤ 

ウ 訪⽇プロモーションの新たな切り⼝での展開 

エ 訪日プロモーションの実施体制の整備 

オ 効果的なメディア戦略 

カ オールジャパン体制による連携の強化 

（３）ビザ要件の緩和など訪⽇旅⾏の容易化 

ア ビザ要件の戦略的緩和 

イ 外国⼈⻑期滞在の促進 

ウ 出⼊国⼿続の迅速化・円滑化 

エ 本邦航空会社による新規路線の開設や LCCの参⼊促進等による、利⽤しや 

すい旅⾏商品の創出 
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（４）世界に通⽤する魅⼒ある観光地域づくり 

ア 地域連携による情報発信⼒強化と新たな広域周遊ルートの形成 

イ 地域の魅⼒を来訪者に体感してもらうための仕組みづくり 

ウ 世界に通用する地域資源の磨き上げ 

エ 観光振興による被災地の復興⽀援 

（５）外国⼈旅⾏者の受⼊環境整備 

ア 多言語対応の改善・強化 

イ 無料公衆無線 LAN環境の整備促進など、外国人旅⾏者向け通信環境の改善 

ウ 公共交通機関による快適・円滑な移動のための環境整備 

エ 「クルーズ 100万人時代」実現のための受入環境の改善 

オ ムスリムおもてなしプロジェクトの実施 

カ 「外国⼈旅⾏者向け消費税免税制度」の拡充を契機としたショッピング・ 

ツーリズムの振興と決済環境の整備 

キ 外国⼈旅⾏者の安全・安⼼確保 

ク 多様な滞在ニーズへの対応と宿泊施設の情報提供の充実 

ケ 観光産業の人材育成 

（６）MICE の誘致・開催の促進と外国人ビジネス客の取り込み 

ア MICE に関する取組の抜本的強化 

イ 外国人ビジネス客の取り込み強化 

ウ IR（統合型リゾート）についての検討 
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⼭梨県の計画など 

１ おもてなしのやまなし観光振興条例 

⼭梨県では、平成 23 年 12 ⽉に「おもてなしのやまなし観光振興条例」を施

⾏しました。条例の目的は、次のとおりです。 

地域への誇りと愛着に基づくおもてなしを県⺠総参加により推進し、旅⾏者

がやすらぎと感動を覚え、再び訪れたいと思う魅⼒ある地域づくりを進めるこ

と等により県の観光の振興を図り、もって観光産業が県の基幹的な産業として

発展することを通じて、県経済の発展及び活⼒に満ちた地域社会の実現に寄与

することを目的としています。（条例第 1 条） 

条例に規定されている「おもてなし」とは、旅⾏者の⽴場に⽴って、次に掲げ

る⾏為により旅⾏者をもてなすこととされています。 

（１）温かな心配りによる接待 

（２）地域の良好な景観の形成並びに施設の整備、適切な管理等による旅⾏者 

の安全性、利便性及び快適性の確保 

（３）地域の特産物の活用並びに歴史的又は文化的資産の保存及び活用 

また、「おもてなしのやまなし観光振興条例リ

ーフレット」には、「私たちにできる『おもてな

し』って何？」として、次をあげています。 

（１）旅⾏者に明るくあいさつする 

（２）住んでいる地域をきれいにして、旅⾏者 

をお迎えする 

（３）地域の魅⼒を知って、旅⾏者に紹介する 

（４）外国⼈が安⼼して⾏動できる環境づくり

をする 

（５）地域のお祭りやイベントに積極的に参加

し、旅⾏者とともに楽しむ 

（６）地域にあるものを使って、うまいものづ

くり、土産物づくりをする 
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観光を振興する上での基本理念は次のとおりです。 

（１）観光振興は、「おもてなし」が重要 

観光の振興は、県⺠等が地域に対する理解と関⼼を深め、誇りと愛着を持

ち、おもてなしを実践することが重要であるという認識で推進 

（２）観光振興は、県⺠総参加により推進 

観光の振興は、県⺠、観光事業者、観光関係団体、市町村及び県が相互に

連携をとりながら協⼒して推進 

（３）観光振興は、県経済の発展のために重要 

観光の振興は、多様な産業が関連するものであり、県経済の発展のために

重要であるという認識で推進 

（４）人材の育成が重要 

観光の振興は、⼈材の育成が重要であるという認識で推進 

（５）持続的な観光の振興の実現が重要 

観光の振興は、持続的な観光の振興の実現のため、良好な⾃然環境、景観、

文化的資産等の保存・保全が重要であるという認識で推進 

（６）安全・快適の視点が重要 

観光の振興は、UD を推進すること等により、全ての旅⾏者が常に安全・

快適に旅⾏できるよう配慮することが重要であるという認識で推進 

 

各主体の責務と役割は次のとおりです。 

（１）県の責務 

観光振興施策の総合的な策定・実施。市町村との連携を図り、市町村に必

要な⽀援や広域的な⾒地からの調整に努めるなど 

（２）県⺠の役割 

おもてなしの重要性に対する理解を深め、おもてなし推進に努めるなど 

（３）観光事業者の役割 

旅⾏者に対する良質なサービスの提供や魅⼒ある観光地づくりに主体的

に取り組むよう努める。県や市町村と連携を図り、観光振興施策に協⼒する

よう努めるなど 

また、２月１日から７日を「おもてなし推進週間」と定め、県⺠や観光事業者

に、おもてなしについて理解と関⼼を深めてもらうための様々な事業を展開して

います。  
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２ やまなし観光推進計画 

「おもてなしのやまなし観光振興条例」第 13条の規定に基づき、⼭梨県では、

「やまなし観光推進計画」を策定しています。 

本計画の計画期間は、平成 23 年度から平成 30 年度で、計画期間内の観光振

興の総合的な目標は、「やすらぎと感動の⼭梨」とされています。 

この総合的な目標を実現させるため、次の３つのジャンルに関して目標を設定

しています。 

（１）旅⾏者に対する目標：旅⾏者の笑顔あふれる⼭梨 

（２）地域に対する目標：地域がいきいきしている⼭梨 

（３）インバウンド観光に対する目標：海外の⼈々が訪れたくなる⼭梨 

施策の基本方針は次のとおりです。 

（１）おもてなしの推進 

（２）多様な観光の推進 

（３）外国⼈旅⾏者の来訪の促進 

（４）広報宣伝及び情報提供 

また、具体的な戦略は次のとおりです。 

戦略Ⅰ 

おもてなし戦略 

①人材育成・郷土教育の充実 

②美しい景観づくり・観光インフラの整備 

③魅⼒ある地域資源の発掘、育成、保全及び活⽤ 

④おもてなしに取り組む気運の醸成 

戦略Ⅱ 

地域資源活⽤戦略 

①着地型観光の推進 

②宿泊・滞在型観光の推進 

③都市農村交流・⼆地域居住の促進 

④環境に配慮した山岳観光の推進 

⑤効果的な情報発信 

戦略Ⅲ 

インバウンド観光戦略 

①観光プロモーションの展開 

②外国⼈旅⾏者の受⼊環境整備 

③国際交流の促進 

④海外に向けた情報発信 

その他の取組 ①産業としての観光の発展 

②観光地へのアクセスの向上 

③災害に対する準備及び災害時の対応 
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３ 東京オリンピック・パラリンピック開催決定に伴う県の取り組み 

⼭梨県東京オリンピック・パラリンピック推進本部を平成 25年 11月 22 日に

設置し、次の専門部会において、関連事業の抽出・課題整理等を⾏い、具体的な

検討をすすめています。 

（１）情報収集・連絡調整部会 

（２）事前合宿等誘致部会 

（３）観光戦略部会 

（４）スポーツ振興部会 

 

このうち、観光戦略部会にて検討する事業例は次のとおりです。 

（１）富⼠⼭を核とした周遊観光の促進、リニア実験線の体験乗⾞等のPRに 

よる誘客 

（２）東南アジア、東アジア、姉妹友好県州等からの誘客促進 

（３）県産品等のPR、販路拡⼤ 

（４）道路標識、案内板等の英語表記  等 
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４ 平成 25年観光入込客調査 

「⼭梨県観光⼊込客統計調査（平成 25年）」の主な結果は次のとおりです。 

 

観光入込客 

観光客実人数 29,678千⼈（前年⽐ 108.5％） 

観光客延人数 43,515千⼈（前年⽐ 101.3％） 

平均訪問観光地点数 1.3地点（前年 1.5 地点） 

日帰り・宿泊別観光入

込客 

日帰り客実人数 23,157千⼈（前年⽐ 109.6％） 

宿泊客実人数 6,521千⼈（前年⽐ 104.9％） 

居住地別観光入込客 
県外客実人数 22,120千⼈（前年⽐ 108.7％） 

県内客実人数 7,558千⼈（前年⽐ 108.0％） 

訪日外国人客 延べ宿泊者数 483千⼈（前年⽐ 134.5％） 

目的別観光入込客 

（延べ人数） 

自然 6,091千⼈（前年⽐ 114.4％） 

歴史・文化 8,855千⼈（前年⽐ 100.0％） 

温泉・健康 6,025千⼈（前年⽐ 98.5％） 

スポ・レク 9,376千⼈（前年⽐ 100.5％） 

都市型観光 4,269千⼈（前年⽐ 95.4％） 

⾏祭事・イベント 3,605千⼈（前年⽐ 100.4％） 

その他 5,294千⼈（前年⽐ 100.6％） 

季節別観光入込客 

春（3〜5 月） 7,240千⼈（前年⽐ 113.1％） 

夏（6〜8 月） 9,550千⼈（前年⽐ 102.3％） 

秋（9〜11 月） 7,972千⼈（前年⽐ 105.1％） 

冬（1〜2 月、12 月） 4,916千⼈（前年⽐ 122.0％） 

観光消費額 
観光消費額 3,643億円（前年⽐ 110.0％） 

１人当たり平均消費額 12,274円（前年⽐ 101.4％） 

 

 

 

 

 

 

 

 


