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令和４年度  公益社団法人やまなし観光推進機構 通常総会 

 
日時 令和４年５月２７日（金） 

 午前１０時００分〜 
場所 ベルクラシック甲府 

 

次 第 

1. 開 会 

2. 会長挨拶 

3. 表 彰 式（感染状況により中止になる場合があります） 

4. 議 事 

 第１号議案 

    令和３年度 事業報告並びに収支決算報告承認の件 

 第２号議案 

    令和４年度 事業計画並びに収支予算承認の件 

 第３号議案 

    一部役員改選の件 

 その他 

 

5. そ の 他 

6. 閉 会 
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　令和３年度（公社）やまなし観光推進機構　事業報告

第１号議案

（令和３年４月１日から令和３年４月３１日まで）
　概　　要

　公益社団法人やまなし観光推進機構は、地域連携ＤＭＯとして令和３年４月から、県内
を「甲府・峡東」、「峡北・峡中・峡南」、「富士北麓・東部」の３つの地域にグループ
分けし、地域の視点に立ちながらグループ内で情報発信・物産販売、旅行商品造成、企業
の高付加価値化支援を行っていく体制に移行し、市町村、観光協会、観光関係の事業者と
連携を深めて参りました。
　しかしながら、令和３年度もコロナ禍の長期化により観光面において非常に厳しい１年
となりました。感染拡大がゴールデンウイークや夏休み・お盆などの時期と重なり、東京
圏をはじめ全国各地でも緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等が発令され、その延長・
再延長もあり、ＧｏＴｏトラベルも再開されず、ほぼ年間を通して事業の停滞が避けられ
ない状況が続きました。
　当機構が実行委員会事務局を務める信玄公祭りにつきましても、ウイズ・コロナの中で
感染症対策を強化し、お客様に安全・安心にお楽しみいただけるよう準備を進めておりま
したが、度重なる延期に見舞われてしまいました。
　一方、昨年４月に東富士五湖道路が新東名高速道路に接続され、８月には中部横断自動
車道の全線開通もあり、静岡方面また中京圏から本県へのアクセス環境が大幅に改善され
ました。
　県内全域への観光客の流入が期待されることから、お客様の増加、滞在時間の延長、多
様化するニーズに対応できるコンテンツや受入環境の整備に向けて取り組んできました。
　具体的には、公式の観光情報サイト「富士の国やまなし観光ネット」における季節感を
重視した記事掲載や、四季を通じたフルーツキャンペーンの実施、ＳＮＳの活用などによ
り、オウンドメディア化を進めたところ、２０２１年の都道府県別公式観光サイトの閲覧
者数で、ＰＣ版では全国３位となりました。
　また、オンラインによる交流会やツアーの実施や、県・市町村・観光協会・観光事業者
等と連携し、全国の旅行会社に対して本県向け旅行商品の造成を促すための観光説明会を
オンラインで実施し誘客を行いました。
　さらに、地域連携ＤＭＯとして、新しい生活様式に対応したおもてなし観光人材の育成
と、北杜市及び山中湖村における専門家が伴走支援を行いながら、ウイズ・コロナにおけ
る観光地経営プランづくりと実践を行うなど、おもてなしを中心に据えた人材育成事業を
行って参りました。また、プロパー職員全員を市町村観光協会等に１か月程度派遣し、現
場における研修を行うなど、市町村、観光協会と連携を強化し、職員のスキルアップを
図って参りました。
　このように、コロナ後の復活を迅速かつ強力に推し進めるため、体制の強化と県内観光
産業の活性化に向けた取り組みを行いました。
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令和３年度事業実績

　　　　　　　　　　　　　Ⅰ　観光・物産のＰＲ

１　観光・物産の情報発信

（１）Ｗｅｂ等による情報発信
　　①　ホームページ「富士の国やまなし観光ネット」による情報発信
　　　・総アクセス数　９９９万ページビュー
　　　　（前年度　９２６万ページビュー、前年度対比８.５％増）
　　　・Ｗｅｂマガジンとして毎月特集を組み、観光、物産、宿泊事業者などの情報　　
　　　　を発信
　　　・特に、令和３年４月から県内の各市町村・観光協会との連携を強化し、地域
　　　　を重視したグループ制を敷き、担当する市町村に関する情報を重点的に掲載
　　　・「泊まるならここ！富士の国やまなしイチオシ宿」企画を継続して実施
　　　・令和２年１１月から毎週１か所ずつ、会員企業の宿泊施設を紹介
　　　・緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置下にあっては、県産品やアウトドア
　　　　アクティビティに関する情報を中心に掲載
　【主な掲載内容】
　　　４月号　花特集、おすすめ県産品（ジュエリー、ジュース）など
　　　５月号　さくらんぼ、ウエルネスツーリズム、ハイキング特集など
　　　６月号　クラフトビール特集、山梨のアイス特集など
　　　７月号　桃、ワインコラム、富士登山、富士山ビュースポットなど
　　　８月号　ぶどう（コロナ感染症拡大に伴い一時記事更新を中断）
　　　９月号　おすすめ県産品（葡萄液、ハーブ）フルーツカット、身延山など
　　１０月号　クラフトビール、大月桃太郎伝説、ワイン、山梨おすすめ秋旅など
　　１１月号　山梨ヌーボー、枯露柿作り体験、昇仙峡オープントップバスなど
　　１２月号　ボルダリング（野猿谷）、星空観察、馬力屋の取り組みなど
　　　１月号　初詣特集、いちご、ジビエ特集、おすすめ県産品（サフラン）など
　　　２月号　美肌の湯３選、おすすめラーメン３選、山梨近代人物館など
　　　３月号　吉田のうどん（ひばりが丘高校）、家族向けアクティビティなど
　　②　インスタグラムを活用した「山梨フルーツキャンペーン２０２１」
　　　・さくらんぼキャンペーン　　　　　　　５月２８日～６月３０日
　　　・ももキャンペーン　　　　　　　　　　７月　１日～８月１０日
　　　・ぶどうキャンペーン　　　　　　　　　８月１１日～９月２１日
　　　・いちごキャンペーン　　　　　　　　　１月２８日～２月２８日
　　　　　フォロワー数　７,７９４人（前年度対比２,８６６人増（５８％増））
　　　　　　＃山梨フルーツ部　記事投稿数　　４,０２７投稿
　　③　ＳＮＳによる情報発信　（３月末日現在のフォロワー数）
　　　・フェイスブック：富士の国やまなし観光ページ
　　　　　フォロワー数　２,５８７人（前年度末から＋２９６人）
　　　・ツイッター：武田菱丸 
　　　　　フォロワー数１１,３４３人（前年度末から＋２,０７３人）
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　　　・インスタグラム：@yamanashikankou
　　　　　フォロワー数１４,３０１人（前年度末から＋２,６８２人）
　　④　「富士の国やまなしメールマガジン」による情報発信
　　　・隔週水曜日にメールマガジンを発行　会員数１２,３５２名
　　　・新規会員獲得キャンペーン（各種キャンペーンと連動）

（２）Ｗｅｂと連動した印刷物による情報発信
　　①　観光＆イベントガイド「ワイン県やまなし」の発行
　　　・各号ごとに特集を組むとともに、地域性を重視した記事掲載により、タイム
　　　　リーな話題や季節を先取りするコンテンツなどを充実
　　②　JTBパブリッシング「るるぶFREE山梨　秋・冬号」への広告記事掲載
　　　・表４（裏表紙）に中部横断自動車道の全線開通に伴う峡南地域の記事を掲載
　　　・発行部数　１０万部
　　③　やまなしの“温泉銭湯化”プロジェクト
　　　・（一財）国土計画協会の支援を受け、首都圏などからのお客様に、泉質が多
　　　　様な山梨の温泉を自宅近隣の銭湯のように何回も訪れていただこうと、“や
　　　　まなし立寄り百名湯”１２０施設を選定
　　　・百名湯手帳やＷｅｂデータベースを作成しＰＲ
　　④　やまなし百名山手帳
　　　・県観光資源課が発行する山梨百名山手帳（安全登山の指針）を配付
　　　・「山梨百名山登頂証明書」の発行　４４件（３月末現在）

（３）マスメディア等による情報発信
　　①　ＦＭラジオによる観光情報提供事業
　　　・機構会員がＦＭ富士ラジオ番組に出演し旬の観光情報等を発信
　　　　１７１回（３月末現在）
　　②　関東ブロック定例記者連絡会への情報発信
　　　・山梨県東京事務所と連携し、東京で行われる日本旅行記者クラブ、レジャー
　　　　記者クラブ、テレビ・ラジオ記者クラブでの定例発表において情報発信
　　③　ヴァンフォーレ甲府、山梨クイーンビーズ広告事業
　　　・ＶＦ甲府のアウェイ練習着へ「ワイン県やまなし」のロゴマークを入れてＰＲ
　　　・山梨クイーンビーズ練習着へ「ワイン県やまなし」のロゴマークを入れてＰＲ
　　④　各種観光広告掲出事業
　　　・旅行会社パンフレットへの広告掲載
　　⑤フィルム・コミッション事業
　　　・映画、テレビドラマ、ＣＭ等の制作支援
　　　　ロケ実施件数　１５５件（３月末現在）
　　　　主な作品：映画「ゆるキャン△」、「シグナチャー」、「ラーゲリから来た
　　　　遺書」、 「流浪の月」、「はい、泳げません」、「グッバイ・クルエル・
　　　　ワールド」、ドラマ「DCU」 など
　　⑥　パブリシティ
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　　　・よみほっと（読売新聞日曜版 Ｒ４.１２３）
　　　・歴史街道　（ＰＨＰ 歴史街道×信玄公生誕５００年記念） 　

（４）観光案内所の運営
　　①　観光物産総合案内所の運営
　　　・やまなし観光推進機構窓口での観光情報の提供、案内
　　　・甲府駅南口総合観光案内所への協力
　　②中京圏での観光情報発信
　　　・中部横断自動車道の全線開通、また、リニア中央新幹線の開業を見据え、中
　　　　京圏からの誘客促進を図るため、民間事業者と連携した情報発信を実施
　　　・松坂屋名古屋店内に令和２年４月「ワイン県やまなし名古屋情報館」を開設
　　　・派遣社員２名を「やまなし観光コンシェルジュ」として現地で雇用
　　　　（松坂屋名古屋店　南館２階　KIKI YOKOCHO「山梨Made」店内）
　　　・当施設を拠点にフェア等を開催（６月：さくらんぼフェア、７月：ももフェ
　　　　ア、１０月：ぶどうフェア・メディア各社訪問）

２　観光・物産のプロモーション

（１）各種団体との連携キャンペーン
　　①　ＪＲ東日本と連携したキャンペーン
　　　・秋のやまなし観光プロモーション
　　　　「富士の国やまなし～風林火山５００年の時を超えて～」の実施
　　　　キャンペーン期間　９月１日～１１月３０日
　　　・プロモーション用観光ポスターの作成　４種類　各１,０００枚
　　　・首都圏主要駅での観光キャンペーン、物産展
　　　・ＪＲ八王子駅「やまたまや」７月　８日～１０日　１月１３日～１７日
　　　　　※連動してオンライン物産展開催
　　　・ＪＲ上野駅で行う産直市【コロナ感染症拡大に伴い中止】
　　②　中日本高速道路と連携したキャンペーン
　　　・ＳＡ、ＰＡを活用した情報発信
　　　・談合坂ＳＡ（下り）県及び市町村等の観光パンフレットを配架
　　　　　　　　　　　　　デジタルコンテンツによる情報発信
　　　・談合坂ＳＡ（上り）でのエリア別キャンペーン
　　　　　　　　　　　　　１０月１７日、１１月７日、１２月１９日
　　　・双葉ＳＡ（下り）　展示コーナーによる情報発信
　　　・双葉ＳＡ（上り）　屋外特設テント内に観光パンフレットを配架
　　③　日本観光振興協会と連携したキャンペーン
　　　・夏の旅観光展　（ＪＲ大宮駅）　　　　　　６月２５日～２７日
　　　・ふるさと観光展（ＪＲ仙台駅）　　　　　１１月１７日～１９日
　　④　第一生命保険㈱との共催による「ワイン県やまなし川柳２０２１」
　　　・同社が行う「㈱サラリーマン川柳」のご当地版「ワイン県やまなし川柳２０
　　　　２１」を共催し、ワインや信玄公、富士山など山梨に関する川柳を募集し、　
　　　　本県をＰＲ
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　　　・全国から２,３５６の投句があり、その中から１０句を入賞作品として選出
　　⑤　アンテナショップ「Cave de ワイン県やまなし」の運営
　　　・令和２年７月に県産ワインと県産食材を楽しむ「食の体感拠点」としてレス　
　　　　トランをリニューアルオープン
　　　・ワイン県副知事田崎真也氏が経営する㈱サンティールに運営を委託
　　　・東京都内のコロナ感染拡大により時短営業及び営業自粛（休業）を実施
　　
（２）県産品通販サイト（Ｙａｈｏｏショッピング内）の管理
　　　　令和３年度実績　販売点数８,５２４点　　　売上１２,９２３千円
　　　　　　　　　　　　（前年度対比３５％増）　　（前年度対比１７％増）

（３）外部出展の強化
　　①　イトーヨーカドー大船店「山梨フェア」（鎌倉市）　４月２１日～２５日
　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月２７日～３１日　
　　②　岡島百貨店「山梨フェア」（甲府市）　　　　　　　５月１９日～２５日
　　③　住友生命本社「山梨フェア」（中央区築地）　　　　６月　７日～３０日　　　
　　　・社員食堂において県産食材を活用したメニュー展開
　　　　　実績　販売数１,４７３食　　　　売上　９７０千円
　　　・社員向けオンラインショップでの県産品販売
　　　　　実績　販売点数　５２点　　　　売上　２８０千円
　　④　ジャパン・ジュエリー・フェア（アイメッセ山梨）１１月２４日～２６日
　　⑤　イオンスタイル碑文谷「山梨ヌーボーフェア」（目黒区）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１月　３日～　７日
　　⑥　富士山静岡空港内　展示販売施設の開設
　　　・空港ターミナル内に４月２７日にオープンした静岡県との協働施設「ふじの　
　　　　くに空のしおり－３７７６－」の一部に県産品や県産ワインを展示
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【春号】 【夏号】
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　　　　　　　　　　　　Ⅱ　観光地域づくりへの支援

１　市町村観光協会等との連携

（１）機構職員の研修派遣と連携事業
　　①　派遣先等：富士河口湖町観光連盟（１/２５～２/２４）清水正則
　　　　連携事業：富士北麓地域のアクティビティを集約して若者向けサイトを作成。
　　　　　　　　　ＳＮＳ等と連携して情報発信。
　　②　派遣先等：北杜市観光協会（５/１４～６/１３）岡美広
　　　　連携事業：北杜市内の春のコンテンツをテーマに旅行情報サイトに掲載。
　　　　　　　　　情報発信及び誘客。
　　③　派遣先等：甲府市観光協会・昇仙峡観光協会（６/１４～７/１１）佐々木絵美
　　　　連携事業：信玄公生誕５００年という節目に、甲府市内の名所や街並みをド
　　　　　　　　　ローンにて空撮。観光ＰＲと資料保存。　　　　　　　　　
　　④　派遣先等：石和温泉観光協会（８/１～８/２８）海口憲一
　　　　連携事業：アソビューと連携し体験・着地型コンテンツ造成ワークショッ
　　　　　　　　　プ・掲載セミナーを実施。その後まとめページを作成。　　　　　　　　　
　　⑤　派遣先等：身延町観光連盟（１１/１５～１２/１２）武川清志朗
　　　　連携事業：身延町のＷＥＢページとＳＮＳへの誘導強化。
　　　　　　　　　「ゆるキャン△」イベントについてのＰＲ。

（２）県委託事業「新しい生活様式に対応したおもてなし観光人材育成事業」
　　　　（講師派遣、セミナー開催）
　　①　北杜市観光協会（８月～２月、１５回）
　　　　　　講　師：経営ジャーナリスト・中小企業診断士　　瀬戸川礼子　氏　　　　　　
　　②　山中湖観光協会（８月～２月、１５回）
　　　　　　講　師：大人の寺子屋ＥＮＫＡＩＮＡ　代表　上田比呂志　氏

（３）共同事業
　　①　韮崎市商工会
　　　・韮崎市における着地型観光の取り組みに向けての課題や手法について、
　　　　地元事業者への周知を目的としたセミナーの開催（７/３０）
　　　　参加者　１９名
　　　　講　師：㈱エコビジョンブレインズ　代表取締役　田村孝次　氏
　　②　増富ラジウム峡観光協会
　　　・推進に取り組む観光協会及び事業者に対する指導・支援
　　　　○増富ラジウム峡観光協会訪問指導の実施
　　　　○セラヴィリゾート泉郷のコワーキングスペースに対する評価対応
　　　　○清里の森内コワーキングスペースに対する評価対応
　　
（４）関係団体事務局
　　　・信玄公祭り実行委員会
　　　　第４９回（令和３年度）については、コロナ感染拡大により中止
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　　　・山梨県観光施設協会　
　　　　総会開催（５/２０）　
　　　・山梨県観光果実園振興協議会　
　　　　フルーツカッティング講座の開催（６/２９）　参加者１８名
　　　　講師：JEWEL FRUITS　　村上しずか　氏　

２　旅行会社へのプロモーション

（１）オンライン説明会・商談会の開催
　　①　第１回目・１０/６（水）　
　　　　説明会参加者：旅行会社等　２５社　　県内事業者　３４者
　　　　商談会参加者：旅行会社等　１８社　　県内事業者　１９者
　　②　第２回目・１２/１３（月）　テーマ「体験型観光」「教育旅行」
　　　　説明会参加者：旅行会社等　３２社　　県内事業者　３８者
　　　　　※説明会のみ、商談会なし
　　③　第３回目・３/１１（金）　
　　　　説明会参加者：旅行会社等　５７社　　県内事業者　５０者
　　　　商談会参加者：旅行会社等　２９社　　県内事業者　２３者
　　
（２）首都圏・中京圏・関西圏の旅行会社訪問営業
　　　県内事業者、東京・大阪駐在員との旅行関連会社への同行営業については、コ　
　　　ロナ感染の状況により自粛

３　着地型観光商品の発掘・造成、流通・販売促進

（１）観光資源の発掘・造成
　　①　アウトドア関連・アドベンチャーツーリズムへの取組み
　　　・「甲斐の国・日帰り富嶽２１名山・トレッキングツアー」造成・販売
　　　・アクティビティ開発支援事業、サウナ推進事業等で連携（県・観光文化部）
　　　・アドベンチャーツーリズム造成協議会への参加（富士吉田市）
　　　・アドベンチャーツーリズムについての情報交換（観光協会、等）　

　　②　県及び市町村との連携による観光商品の開発
　　　・南アルプス観光グレードアップ促進事業にて資源発掘（県・観光文化部）
　　　・「やまなし歴史の道ツーリズム」による５コース造成への支援
　　　　「秩父往還コース」の発掘・造成（県・観光文化部、市町村）
　　　・山梨中央銀行との連携による「持続可能な農泊ビジネス推進事業」への取組み
　　　　セミナー参加者によるビジネスプランをツアー化（県・農政部）
　　　・宿泊ご招待プラン、各種体験プラン、カタログギフト等「ふるさと納税返礼　　
　　　　品」への採用（県・総務部）
　　　・オンラインツアー「芦川町オンライン交流会」の造成（笛吹市）
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（２）着地型観光商品の流通・販売促進
　　　・主たる催行ツアー・プログラム
　　　　○ＪＲ東日本びゅう商品「甲府名物鳥もつ煮・山梨県立美術館」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　１０５名）
　　　　○ふるさと納税関連プログラム　　　　　　　　（参加者　　４２名）
　　　　○芦川町オンライン交流会・６回　　　　　　　（参加者　　４１名）
　　　　○やまなし歴史の道関連ツアー・２回　　　　　（参加者　　２５名）
　　　　○富士山の不思議「樹海洞窟体験」　　　　　　（参加者　　１３名）
　　　　○北杜市教育部ファムトリップ　　　　　　　　（参加者　　　８名）
　　　　○富士の名水が育てた極上の「わさび収穫体験」（参加者　　　６名）
　　　　　　　　　
４　ＭＩＣＥ、インバウンド、教育旅行への取組み

（１）ＭＩＣＥ：開催情報の収集と開催支援
　　　・「ジャパンジュエリーフェア２０２１in山梨」
　　　　１１/２４～２６（アイメッセ山梨）
　　　　「国内観光活性化フォーラム」
　　　・２回目の延期により、２０２２年５月へ

（２）インバウンド：JNTO（日本政府観光局）と連携した海外向けPR推進
　　　・県内インバウンドコンテンツを募集
　　　　９事業所より１９コンテンツを集約の上、ＪＮＴＯへ申請　
　　　　７コンテンツが採用され、ＪＮＴＯのホームページへ掲載
　　　　　リアルジャパン満喫体験（覚林坊・えびすや）
　　　　　南山梨満喫アクティブプラン（覚林坊・えびすや）
　　　　　健康にとても良い、吸う温泉（ラドン温泉）
　　　　　農泊体験（ちかはぎ空の家）
　　　　　時速５００kmの世界へ（山梨県立リニア見学センター）
　　　　　車椅子で体験「青木ヶ原樹海・富岳風穴ツアー」（ＦＵＡＴ）
　　　　　歴史的古民家でのプライベート懐石体験（ＦＵＡＴ）　
　　　　　※ＦＵＡＴ：富士北麓ユニバーサルアドベンチャーツーリズム協議会
　　　・オーストラリア・シドニー「山梨県人会」へのパンフレットの提供
　　　・「ＩＴＦ２０２１台北国際旅行博」へのパンフレットの提供（１１/５～８）

（３）教育旅行
　　　・コロナ禍における方面変更等、旅行エージェント等からの問合せ対応（６９件）
　　　・県内受入施設を対象に教育旅行の実態調査の実施
　　　・上記実態調査及び「やまなし教育旅行誘致促進事業」のデータを分析・整理
　　　・静岡県との連携　
　　　　浜松・浜名湖ツーリストビューローとのオンライン会議
　　　　静岡県教育旅行説明会への参加
　　　・教育旅行にテーマを絞った「オンライン説明会」の実施（１２/１３）
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フルーツカッティング講座

10／6　オンライン説明会・商談会本部（県立図書館）

芦川町オンライン交流会 歴史の道ツアー（山梨市・清白寺仏殿・国宝）

講師の上田先生と意見交換（山中湖観光協会）
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　　　　　　　　　　　Ⅲ　観光関連産業への支援

1　観光人材の育成

（１）次世代観光リーダーの育成
　　①　新しい生活様式に対応したおもてなし観光人材育成事業共通セミナー
　　　　（コロナ後に山梨県の観光と観光地における地域課題の把握と解決に向け　
　　　　ての取組の周知を目的としたセミナー）（９月２８日）
　　　　　　講師：立教大学観光学部　教授　東　徹　氏　　　　
　　②　新しい生活様式に対応したおもてなし観光人材育成事業「次世代おもてな
　　　　しリーダー育成講座」（１０月１３日～１月１２日計６回）
　　　　（地域のおもてなしを先導する企画、実践を行うことができる人材を育成
　　　　することを目的とした講座）
　　　　　　講師：立教大学観光学部　教授　東　徹　氏
　　③　観光協会連携強化セミナー（１２月１６日）
　　　　　　講師：山中湖観光協会　事務局長　横山　知己　氏
　　　　　　　　（県内各観光協会の連携を図ることを目的としたセミナー）

（２）ホスピタリティ人材の育成
　　①　おもてなし力向上セミナーの開催（９月２１日）
　　　　　　演題　「アフターコロナの地域力」
　　　　　　講師：人とホスピタリティ研究所　代表　高野　登　氏
　　②　おもてなしマイスター養成講座（オンラインセミナー）の開催
　　　　（「おもてなしマイスター」の養成を目的とした８回シリーズのオープン
　　　　セミナー）
　　　第１回演題　サービスからホスピタリティへ（１０月６日）
　　　第２回演題　サービスを超える瞬間（１０月２７日）
　　　第３回演題　進化するホスピタリティ（１１月１９日）
　　　第４回演題　社員が仕事にワクワクする姿を実現する方法（１１月２６日）
　　　第５回演題　ホスピタリティ溢れる組織づくり（１２月８日）
　　　第６回演題　いまリーダーに求められるもの（１２月２４日）
　　　第７回演題　感動と伝説が生まれる舞台づくり（１月１９日）
　　　第８回演題　輝く組織の作り方（１月２８日）
　　　　　　講師：人とホスピタリティ研究所　代表　高野　登　氏
　　③　おもてなしの達人表彰（５月２７日）
　　　　会員企業において、特におもてなしに優れた人材、団体を表彰
　　　　２団体、１４名を表彰
　　④　おもてなしセミナーの開催（２月１８日）
　　　　　　講師：三浦コンフェランス　駅弁マイスター　三浦由紀江　氏
　　　　　　　　（ホスピタリティ向上を目的としたセミナー）
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２　経営改善の支援

（１）高付加価値化（５回）
　　　観光産業における「高付加価値化」についての取組や手法についての周知を目　　
　　　的とした５回シリーズのセミナー
　　①　観光高付加価値化推進セミナーの開催（１０月７日）
　　　　　　演題　「地域のファンを増やす！観光の地域連携」（ハイブリッドセミ
　　　　　　　　　ナー）
　　　　　　講師：じゃらんリサーチセンター研究員　森戸香奈子　氏　　
　　②　観光高付加価値化推進セミナーの開催（１０月２０日）
　　　　　　演題　高付加価値化の実現に向けてのヒント（オンラインセミナー）
　　　　　　講師：㈱GRA　代表取締役　岩佐　大輝　氏　
　　③　観光高付加価値化推進セミナーの開催（１１月１９日）
　　　　　　演題　世界の高付加価値化成功事例集（ハイブリッドセミナー）
　　　　　　講師：㈱KKday 日本事業統括責任者　深井　洋平　氏　
　　④　観光高付加価値化推進セミナーの開催（１２月９日）
　　　　　　演題　５つの課題に合わせた観光ＤＸのＴｏＤｏリスト（ハイブリッド
　　　　　　　　　セミナー）
　　　　　　講師：㈱アクティビティジャパン 東日本営業部長　齋藤　大幹　氏　　
　　⑤　観光高付加価値化推進セミナーの開催（１月２８日） 
　　　　　　演題　付加価値を生むコミュニケーションスキル（オンラインセミナー）
　　　　　　講師：経営ジャーナリスト・中小企業診断士　瀬戸川礼子　氏

（２）Ｗｉｔｈ・Ａｆｔｅｒコロナ関連
　　①　ワーケーション推進支援事業
　　　・北杜市ワーケーションセミナーの開催（５月１８日）
　　　　（北杜市の観光事業者を対象としたテレワーク環境の拡大に対応したワー
　　　　ケーションの可能性と取組課題についての周知を目的としたセミナー　
　　　　北杜市観光協会との共催）
　　　　　　講師：山梨大学生命環境学部　田中　敦　教授
　　②　感染症対策関連支援事業
　　　・感染症対策オンラインセミナーの開催（８月６日）
　　　　　　演題　新型コロナウイルス感染症予防と対策
　　　　　　　　　（コロナ感染症予防に向けた基礎知識の提供を目的としたセミ　
　　　　　　　　　ナー）
　　　　　　講師：山梨県感染症対策センター　総長　藤井　充　氏
　　　・感染症対策実践セミナーの開催（１２月１６日、１２月２０日）
　　　　　　演題　お客様・従業員の感染防止に向けて
　　　　　　　　　（現場で作業を行う感染リスクが高いスタッフ向けの感染症対
　　　　　　　　　策方法の実践指導を目的としたセミナー）
　　　　　　講師：㈱サクラクォリティマネジメント代表取締役　北村　剛史　氏
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（３）誘客支援
　　　・Google活用術セミナーの開催（２月２日、2回開催）
　　　　　　演題　「ググったら遊びに行きたいと思った！」無料でできるGoogle
　　　　　　　　　活用術
　　　　　　講師：㈱ルーズリーフ　代表取締役　小林　優樹　氏
　　　・インスタグラム活用術セミナーの開催（２月９日、2回開催）
　　　　　　演題　「インスタでファンとの交流！」～個々の力が活きる活用術
　　　　　　　　　（インスタグラムを活用した誘客支援を目的としたセミナー）
　　　　　　講師：㈱ルーズリーフ　代表取締役　小林　優樹　氏

（４）経営改善の個別支援
　　①　会員訪問による支援
　　　・訪問・ヒアリング件数２０５件
　　　　（地方公共団体等　２９件、市町村観光協会２６件、宿泊関係２３件、
　　　　物産関係２８件、観光施設２２件、運輸・レジャー関係８件、
　　　　その他の団体４４件、非会員２５件）　　　　　　　　　
　　　　うち、個別支援件数　　１０８件
    　　　　　  内訳
　　　　　　　支援完了　　　　１０７件
　　　　うち、助言指導　　　　　３５件（具体的な提案・助言を実施した先）
　　　　　　　継続支援中　　　　　１件（提案・紹介・マッチングを実施中）
　　②　経営改善指導・助言等に係る助成
　　　　　　　派遣件数　　　　　２０件
　　　（取組内容）
　　　　○ワイナリーでの外国人向け英会話力アップによるおもてなし向上支援
　　　　○観光農園での商品開発と販売促進・誘客のための指導・支援
　　　　○神社での外国人向けウェブ多言語化指導・支援
　　　　○観光農園でのオンライン販売およびオンライン決済に向けての指導・支援
　　　　○事業分社化に伴う経営戦略策定の指導・支援
　　　　○新商品開発に伴う、ブランディング・パッケージング等作成の指導・支援
　　③　融資や助成を希望する事業者の金融機関等への斡旋
　　　　宿泊事業者の国の補助金申請要件を充足するための金融機関資金調達に向け　
　　　　ての金融機関斡旋１件

3　データを活用した観光産業の収益確保策の推進

（１）データの収集・分析と活用支援
　　①　観光関連市場データの収集及び分析
　　　　国内主要ＯＴＡへの宿泊動向、交通事業者へのヒアリング調査および結果分析
　　②　地域の観光資源の商品化や、地域観光協会等の観光戦略策定を支援
　　　・富士河口湖町観光連盟、石和温泉旅館組合、北杜市観光協会、甲府市観光協
　　　　協、身延町観光連盟への職員派遣による情報提供と戦略策定支援を実施
　　　・八ヶ岳観光圏戦略会議、二次交通部会への参画
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（２）観光消費額拡大に向けた取り組み
　　①　関係団体・企業と旅行会社等とのマッチングを促進し、飲食・土産品の売り　
　　　　上げ拡大を支援
　　　・１０月及び３月にオンライン観光説明会およびオンライン観光商談会を開催
　　　　しサポート
　　②　感染症拡大により激減した国内外の観光客の回復に向けた、国内ランドオぺ
　　　　レーターのほか、国内外OTAと県内事業者との連携サポートを実施。
　　　・入国制限措置影響によるランドオペレーター等の休業により未実施。

4　その他

（１）無尽でお助け１００億円キャンペーン事務局業務
　　　・令和２年５月２２日より飲食店支援のための「無尽でお助けめざせみんな
　　　　で１００億円キャンペーン」の事務局業務を受託（期間延長）
　　　　最終申請実績　２４,６４３件、 １,８７４,０５２千円

（２）オンラインセミナーの開催サポート
　　　・会員様開催のセミナーについて、オンライン同時配信のサポートを実施。

Ⅲ.観光関連産業への支援 
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（地域のおもてなしを先導する企画、実践を行うことができる人材を

育成することを目的とした講座） 

講師 立教大学観光学部 教授 東 徹 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.観光関連産業への支援 

 

令和３年度 事業報告 

 

1 観光人材の育成 

（１）  次世代観光リーダーの育成 

○  新しい生活様式に対応したおもてなし観光人材育成事業共通セミナー 

（コロナ後に山梨県の観光と観光地における地域課題の把握と解決に

向けての取組の周知を目的としたセミナー）（９月２８日） 

講師 立教大学観光学部 教授 東 徹 氏 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  新しい生活様式に対応したおもてなし観光人材育成事業「次世代おも

てなしリーダー育成講座」(１０月１３日～１月１２日計６回) 

（地域のおもてなしを先導する企画、実践を行うことができる人材を

育成することを目的とした講座） 

講師 立教大学観光学部 教授 東 徹 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  観光協会連携強化セミナー（１２月１６日） 

講師 山中湖観光協会 事務局長 横山 知己 氏 

（県内各観光協会の連携を図ることを目的としたセミナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）  ホスピタリティ人材の育成 

〇おもてなし力向上セミナーの開催(９月２１日) 

演題：「アフターコロナの地域力」 

講師 人とホスピタリティ研究所 代表 高野 登 氏 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  観光協会連携強化セミナー（１２月１６日） 

講師 山中湖観光協会 事務局長 横山 知己 氏 

（県内各観光協会の連携を図ることを目的としたセミナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）  ホスピタリティ人材の育成 

〇おもてなし力向上セミナーの開催(９月２１日) 

演題：「アフターコロナの地域力」 

講師 人とホスピタリティ研究所 代表 高野 登 氏 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 14 － － 15 －

〇おもてなしマイスター養成講座（オンラインセミナー）の開催 

（「おもてなしマイスター」の養成を目的とした８回シリーズのオープン 

セミナー） 

第１回演題 サービスからホスピタリティへ(１０月６日) 

第２回演題 サービスを超える瞬間(１０月２７日) 

第 3 回演題 進化するホスピタリティ（１１月１９日） 

第 4 回演題 社員が仕事にワクワクする姿を実現する方法（１１月２６日） 

第 5 回演題 ホスピタリティ溢れる組織づくり（１２月８日） 

第 6 回演題 いまリーダーに求められるもの（１２月２４日） 

第 7 回演題 感動と伝説が生まれる舞台づくり（１月１９日） 

第 8 回演題 輝く組織の作り方（１月２８日） 

講師 人とホスピタリティ研究所 代表 高野 登 氏 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○おもてなしの達人表彰(５月２７日) 

    会員企業において、特におもてなしに優れた人材、団体を表彰 

    ２団体、１４名を表彰 

〇おもてなしセミナーの開催（２月１８日） 

講師 三浦コンフェランス 駅弁マイスター 三浦 由紀江 氏 

（ホスピタリティ向上を目的としたセミナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇おもてなしマイスター養成講座（オンラインセミナー）の開催 

（「おもてなしマイスター」の養成を目的とした８回シリーズのオープン 

セミナー） 

第１回演題 サービスからホスピタリティへ(１０月６日) 

第２回演題 サービスを超える瞬間(１０月２７日) 
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第 4 回演題 社員が仕事にワクワクする姿を実現する方法（１１月２６日） 

第 5 回演題 ホスピタリティ溢れる組織づくり（１２月８日） 

第 6 回演題 いまリーダーに求められるもの（１２月２４日） 

第 7 回演題 感動と伝説が生まれる舞台づくり（１月１９日） 

第 8 回演題 輝く組織の作り方（１月２８日） 

講師 人とホスピタリティ研究所 代表 高野 登 氏 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○おもてなしの達人表彰(５月２７日) 

    会員企業において、特におもてなしに優れた人材、団体を表彰 

    ２団体、１４名を表彰 

〇おもてなしセミナーの開催（２月１８日） 

講師 三浦コンフェランス 駅弁マイスター 三浦 由紀江 氏 

（ホスピタリティ向上を目的としたセミナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 経営改善の支援 

（１）  高付加価値化（5 回） 

観光産業における「高付加価値化」についての取組や手法についての周知を

目的とした 5 回シリーズのセミナー 

 

〇第１回観光高付加価値化推進セミナーの開催(１０月７日) 

演題「地域のファンを増やす！観光の地域連携」（ハイブリッドセミナー） 

講師 じゃらんリサーチセンター研究員 森戸 香奈子 氏 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第２回観光高付加価値化推進セミナーの開催(１０月２０日) 

演題 高付加価値化の実現に向けてのヒント（オンラインセミナー） 

講師 ㈱GRA 代表取締役 岩佐 大輝 氏  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 経営改善の支援 

（１）  高付加価値化（5 回） 

観光産業における「高付加価値化」についての取組や手法についての周知を

目的とした 5 回シリーズのセミナー 

 

〇第１回観光高付加価値化推進セミナーの開催(１０月７日) 

演題「地域のファンを増やす！観光の地域連携」（ハイブリッドセミナー） 

講師 じゃらんリサーチセンター研究員 森戸 香奈子 氏 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第２回観光高付加価値化推進セミナーの開催(１０月２０日) 

演題 高付加価値化の実現に向けてのヒント（オンラインセミナー） 

講師 ㈱GRA 代表取締役 岩佐 大輝 氏  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第３回観光高付加価値化推進セミナーの開催(１１月１９日) 

演題 世界の高付加価値化成功事例集（ハイブリッドセミナー） 

講師 ㈱KKday 日本事業統括責任者 深井 洋平 氏  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第４回観光高付加価値化推進セミナーの開催(１２月９日) 

演題 ５つの課題に合わせた観光 DX の ToDo リスト（ハイブリッドセミ

ナー） 

講師 ㈱アクティビティジャパン 東日本営業部長 齋藤 大幹 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第３回観光高付加価値化推進セミナーの開催(１１月１９日) 

演題 世界の高付加価値化成功事例集（ハイブリッドセミナー） 

講師 ㈱KKday 日本事業統括責任者 深井 洋平 氏  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第４回観光高付加価値化推進セミナーの開催(１２月９日) 

演題 ５つの課題に合わせた観光 DX の ToDo リスト（ハイブリッドセミ

ナー） 

講師 ㈱アクティビティジャパン 東日本営業部長 齋藤 大幹 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第５回観光高付加価値化推進セミナーの開催(１月２８日)  

演題 付加価値を生むコミュニケーションスキル（オンラインセミナー） 

講師 経営ジャーナリスト・中小企業診断士 瀬戸川 礼子 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）  Ｗｉｔｈ・Ａｆｔｅｒコロナ関連 

①  ワーケーション推進支援事業 

○  北杜市ワーケーションセミナーの開催(５月１８日) 

（北杜市の観光事業者を対象としたテレワーク環境の拡大に対応した

ワーケーションの可能性と取組課題についての周知を目的としたセミ

ナー 北杜市観光協会との共催） 

講師 山梨大学生命環境学部 田中 敦 教授 
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（２）  Ｗｉｔｈ・Ａｆｔｅｒコロナ関連 

①  ワーケーション推進支援事業 

○  北杜市ワーケーションセミナーの開催(５月１８日) 

（北杜市の観光事業者を対象としたテレワーク環境の拡大に対応した

ワーケーションの可能性と取組課題についての周知を目的としたセミ

ナー 北杜市観光協会との共催） 

講師 山梨大学生命環境学部 田中 敦 教授 
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⼭梨県 市町村担当者 各位
やまなし観光推進機構会員及び観光事業者 各位
※各団体等の組織メンバーの皆様へ転送願います

⽇頃から⼭梨県およびやまなし観光推進機構の観光施策に御理解と御協⼒を賜り、厚く御礼申し
上げます。
さて、今回の感染症対策オンラインセミナーは、いまだ思うように感染者が減少していかない中で改めて
、事業主、人事労務担当者、労働者様に向けて、現状を理解していただき、今最も最適な新型コロナ
ウイルス感染症に対する予防と対策方法は何なのか、ということについて講師である藤井 充氏をお招き
して開催いたします。
⼭梨県の感染症の状況や対応留意点などについてお話をいただく予定です。また、参加申込の際に、
質問事項も受け付けますので、大勢の皆様のご参加をお待ちしております。

お申し込み方法は2枚目のQRコードから

【1/2P】

【感染症対策オンラインセミナー】
「新型コロナウイルス感染症予防と対策」
〜最新の状況を踏まえた留意事項等〜

記
■演 題︓「新型コロナウイルス感染症予防と対策」

〜最新の状況を踏まえた留意事項等〜
■講 師︓⼭梨県感染症対策センター 総⻑ 藤井 充 氏
■⽇ 時︓2021年8月6⽇（⾦）14:00~16:00
■場 所︓⼭梨県医師会館 講堂 ⼭梨県甲府市徳⾏5-13-5
■募集定員︓オンライン受講定員７０名(先着順）※定員に達し次第締め切ります。

■参 加 費 ︓無料
■お申込み ︓裏⾯のQRコードから参加申込フォームに⼊⼒

＜講師略歴＞
信州大学医学部卒業後、厚⽣省（現厚⽣労働省）⼊省。疾
病対策課⻑、成⽥空港検疫所⻑等を歴任。平成22（2010）
年から令和2（2020）年3月末まで、峡東保健所⻑を務めるとと
もに、令和2（2020）年2月からは、⼭梨県知事政策補佐官と
して、県の新型コロナウイルス感染症対策に対し、専門的な観点か
ら指導・助⾔を⾏う。
令和2（2020）年4月、健康科学大学看護学部教授に就任
令和3（2021）年4月、県の感染症対策の司令塔となる組織と
して設⽴された⼭梨県感染症対策センター（⼭梨県CDC）総⻑
に就任。
＜関連資格＞
医師、⽇本医師会認定産業医、診療情報管理⼠
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■講 師︓⼭梨県感染症対策センター 総⻑ 藤井 充 氏
■⽇ 時︓2021年8月6⽇（⾦）14:00~16:00
■場 所︓⼭梨県医師会館 講堂 ⼭梨県甲府市徳⾏5-13-5
■募集定員︓オンライン受講定員７０名(先着順）※定員に達し次第締め切ります。

■参 加 費 ︓無料
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もに、令和2（2020）年2月からは、⼭梨県知事政策補佐官と
して、県の新型コロナウイルス感染症対策に対し、専門的な観点か
ら指導・助⾔を⾏う。
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(単位：円）
科　　　　　　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ 資 産 の 部
  １．流動資産
    (１) 現金預金
         普通預金 23,779,918 18,471,273 5,308,645
          現金預金合計 23,779,918 18,471,273 5,308,645
    (２) その他流動資産
         立替金 100,000 94,758 5,242
         未収金 40,030,989 17,043,036 22,987,953
          その他流動資産合計 40,130,989 17,137,794 22,993,195
          流動資産合計 63,910,907 35,609,067 28,301,840
  ２．固定資産
    (１) 基本財産
         有価証券 14,800,000 14,800,000 0
Ⅰ 資 産 の 部
  １．流動資産
    (１) 現金預金
         普通預金 23,779,918 18,471,273 5,308,645
          現金預金合計 23,779,918 18,471,273 5,308,645
    (２) その他流動資産
         立替金 100,000 94,758 5,242
         未収金 40,030,989 17,043,036 22,987,953
          その他流動資産合計 40,130,989 17,137,794 22,993,195
          流動資産合計 63,910,907 35,609,067 28,301,840
  ２．固定資産
    (１) 基本財産
         有価証券 14,800,000 14,800,000 0
          基本財産合計 14,800,000 14,800,000 0
    (２) 特定資産
         定期預金 4,581,993 4,847,203 △ 265,210
         退職給付引当資産 8,254,389 6,449,417 1,804,972
          特定資産合計 12,836,382 11,296,620 1,539,762
    (３) その他固定資産
          備品 25 25 0
          車両 989,171 1,483,014 △ 493,843
          その他資産合計 989,196 1,483,039 △ 493,843
          固定資産合計 28,625,578 27,579,659 1,045,919
          資産合計 92,536,485 63,188,726 29,347,759

Ⅱ 負 債 の 部
  １．流動負債
         未払金 28,499,153 6,588,068 21,911,085
         預り金 1,168,437 909,483 258,954
          流動負債合計 29,667,590 7,497,551 22,170,039
  ２．固定負債
         退職給付引当金 8,254,389 6,449,417 1,804,972
          固定負債合計 8,254,389 6,449,417 1,804,972
          負債合計 37,921,979 13,946,968 23,975,011

Ⅲ 正 味 財 産 の 部
  １．指定正味財産
          指定正味財産合計 0 0 0
  ２．一般正味財産 54,614,506 49,241,758 5,372,748
          （うち基本財産への充当額） (14,800,000) (14,800,000) 0
          正味財産合計 54,614,506 49,241,758 5,372,748
          負債 及び 正味財産合計 92,536,485 63,188,726 29,347,759

公益社団法人　やまなし観光推進機構

貸　　借　　対　　照　　表
令和4年03月31日現在



－ 16 － － 17 －

(単位：円）

科　　　　　　　　　目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 合計

Ⅰ 資 産 の 部

  １．流動資産

    (１) 現金預金

         普通預金 6,158,356 0 17,621,562 23,779,918

          現金預金合計 6,158,356 0 17,621,562 23,779,918

    (２) その他流動資産

         立替金 0 0 100,000 100,000

         未収金 33,235,659 927,166 5,868,164 40,030,989

          その他流動資産合計 33,235,659 927,166 5,968,164 40,130,989

          流動資産合計 39,394,015 927,166 23,589,726 63,910,907

  ２．固定資産

    (１) 基本財産

         定期預金 0 0 14,800,000 14,800,000

          基本財産合計 0 0 14,800,000 14,800,000

    (２) 特定資産

　　　　 有価証券 4,581,993 0 0 4,581,993

         退職給付引当資産 0 0 8,254,389 8,254,389

          特定資産合計 4,581,993 0 8,254,389 12,836,382

    (３) その他固定資産

          備品 0 0 25 25

          車両 989,171 0 0 989,171

          その他資産合計 989,171 0 25 989,196

          固定資産合計 5,571,164 0 23,054,414 28,625,578

          資産合計 44,965,179 927,166 46,644,140 92,536,485

Ⅱ 負 債 の 部

  １．流動負債

         未払金 26,623,042 927,166 948,945 28,499,153

         預り金 0 0 1,168,437 1,168,437

          流動負債合計 26,623,042 927,166 2,117,382 29,667,590

  ２．固定負債

         退職給付引当金 0 0 8,254,389 8,254,389

          固定負債合計 0 0 8,254,389 8,254,389

          負債合計 26,623,042 927,166 10,371,771 37,921,979

Ⅲ 正 味 財 産 の 部

  １．指定正味財産

          指定正味財産合計 0 0 0 0

  ２．一般正味財産 18,342,137 0 36,272,369 54,614,506

          （うち基本財産への充当額） (0) (0) (14,800,000) (14,800,000)

          正味財産合計 18,342,137 0 36,272,369 54,614,506

          負債 及び 正味財産合計 44,965,179 927,166 46,644,140 92,536,485

公益社団法人　やまなし観光推進機構

貸　　借　　対　　照　　表　　内　　訳　　表
令和4年03月31日現在



－ 18 － － 19 －

(単位：円）
科　　　　　　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
    １． 経常増減の部
      (１) 経常収益
        基本財産運用益
            基本財産受取利息 30,340 30,340 0
          基本財産運用益計 30,340 30,340 0
        受取会費
            受取会費 12,759,000 13,888,725 △1,129,725
            受取会費負担金 24,006,000 24,006,000 0
          受取会費計 36,765,000 37,894,725 △1,129,725
        受取補助金等
            補助金収益 111,618,085 133,689,681 △22,071,596
            委託料収益 176,360,525 58,710,863 117,649,662
            その他団体委託料 50,000 50,000 0
          受取補助金等計 288,028,610 192,450,544 95,578,066
        事業収益
            旅行商品売上 2,700,480 40,055,422 △37,354,942
            オリジナルグッズ販売収入 28,000 61,123 △33,123
            武田武具貸出収益 0 0 0
          事業収益計 2,728,480 40,116,545 △37,388,065
        受取負担金
            観光物産展等負担金 769,135 572,412 196,723
            広告料収益 1,514,610 1,997,700 △483,090
          受取負担金計 2,283,745 2,570,112 △286,367
       寄付金収入
　　　　　 受け取寄付金 0 12,760 △12,760
        雑収益
            受取利息 1,244 1,537 △293
            雑収益 104,247 46,945 57,302
          雑収益計 105,491 48,482 57,009
          経常収益計 329,941,666 273,123,508 56,818,158
      (２) 経常費用
        事業費
            役員給料 3,350,000 4,333,330 △983,330
            給料手当 24,315,782 24,079,151 236,631
            臨時雇賃金 9,959,648 6,543,340 3,416,308
            福利厚生費 4,458,519 4,196,414 262,105
            旅費交通費 1,893,572 2,053,970 △160,398
            通信運搬費 2,758,516 4,389,730 △1,631,214
            消耗品費 6,257,914 5,961,807 296,107
            修繕費 0 155,100 △155,100
            印刷製本費・製作費含 37,336,812 43,038,535 △5,701,723
            購読料 88,440 133,460 △45,020
            使用料及び賃借料 11,288,033 7,855,775 3,432,258
            保険料 36,321 82,374 △46,053
            諸謝金 7,594,215 464,430 7,129,785
            支払時間外等負担金 9,146,345 28,749,123 △19,602,778
            各種団体等負担金 6,564,810 4,773,792 1,791,018
            広告掲載料 23,103,114 9,112,314 13,990,800
            支払助成金 117,746,202 29,577,173 88,169,029
            委託事業費 27,304,164 33,669,687 △6,365,523
            諸雑費 3,415,292 34,301,922 △30,886,630
            租税公課 3,995,610 839,914 3,155,696
            会議費 365,757 24,920 340,837
            出展料 70,970 0 70,970

公益社団法人　やまなし観光推進機構

正味財産増減計算書
令和3年04月01日から 令和4年03月31日まで

            手数料 1,048,620 464,835 583,785
            報酬 114,340 30,330 84,010
          事業費計 302,212,996 244,831,426 57,381,570
        管理費
            役員報酬・賞与 5,304,907 6,122,578 △817,671
            役員給料 2,150,000 2,166,670 △16,670
            給料手当 3,239,873 3,214,151 25,722
            退職給付費用 1,804,972 1,353,363 451,609
            福利厚生費 2,050,242 1,998,549 51,693
            旅費交通費 141,801 96,562 45,239
            通信運搬費 402,194 363,861 38,333
            消耗品費 214,159 407,754 △193,595
            印刷製本費・製作費含 625,964 332,851 293,113
            使用料及び賃借料 1,183,041 577,403 605,638
            保険料 151,090 222,890 △71,800
            派遣職員共済費負担金等 4,128,314 4,081,832 46,482
            各種団体等負担金 1,600 14,150 △12,550
            租税公課 57,350 532,200 △474,850
            会議費 244,659 232,416 12,243
            交際費 47,621 28,110 19,511
            手数料 168,135 74,080 94,055
            報酬 440,000 440,000 0
          管理費計 22,355,922 22,259,420 96,502
          経常費用計 324,568,918 267,090,846 57,478,072
            当期経常増減額 5,372,748 6,032,662 △659,914
    ２． 経常外増減の部
      (１) 経常外収益
          経常外収益計 0 0 0
      (２) 経常外費用
          経常外費用計 0 0 0
            当期経常外増減額 0 0 0
            税引前当期一般正味財産増減額 5,372,748 6,032,662 △659,914
            当期一般正味財産増減額 5,372,748 6,032,662 △659,914
            一般正味財産期首残高 49,241,758 43,209,096 6,032,662
            一般正味財産期末残高 54,614,506 49,241,758 5,372,748
Ⅱ 指定正味財産増減の部
            当期指定正味財産増減額 0 0 0
            指定正味財産期首残高 0 0 0
            指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 54,614,506 49,241,758 5,372,748



－ 18 － － 19 －

(単位：円）
科　　　　　　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
    １． 経常増減の部
      (１) 経常収益
        基本財産運用益
            基本財産受取利息 30,340 3,746 26,594
          基本財産運用益計 30,340 3,746 26,594
        受取会費
            受取会費 14,698,730 15,250,150 △ 551,420
            受取会費負担金 24,006,000 24,006,000 0
          受取会費計 38,704,730 39,256,150 △ 551,420
        受取補助金等
            補助金収益 165,414,600 159,244,460 6,170,140
            委託料収益 22,671,368 23,075,090 △ 403,722
            その他団体委託料 70,000 70,000 0
          受取補助金等計 188,155,968 182,389,550 5,766,418
        事業収益
            旅行商品売上 18,320,805 6,539,798 11,781,007
            オリジナルグッズ販売収入 2,100 115,487 △ 113,387
            武田武具貸出収益 830,500 730,000 100,500
          事業収益計 19,153,405 7,385,285 11,768,120
        受取負担金
            観光物産展等負担金 4,311,160 3,610,716 700,444
            広告料収益 2,314,189 2,503,000 △ 188,811
          受取負担金計 6,625,349 6,113,716 511,633
        雑収益
            受取利息 1,682 2,632 △ 950
            雑収益 156,120 16,000 140,120
          雑収益計 157,802 18,632 139,170
          経常収益計 252,827,594 235,167,079 17,660,515
      (２) 経常費用
        事業費
            役員給料 2,670,210 2,374,153 296,057
            給料手当 23,128,503 22,583,319 545,184
            臨時雇賃金 9,027,914 8,862,764 165,150
            福利厚生費 4,421,851 4,341,754 80,097
            旅費交通費 7,208,484 9,005,653 △ 1,797,169
            通信運搬費 3,187,662 3,447,466 △ 259,804
            消耗品費 5,635,460 6,176,994 △ 541,534
            修繕費 157,220 28,324 128,896
            印刷製本費・製作費含 15,375,392 17,467,949 △ 2,092,557
            購読料 37,160 29,160 8,000
            使用料及び賃借料 7,884,216 7,505,566 378,650
            保険料 258,918 117,248 141,670
            諸謝金 1,408,606 1,503,044 △ 94,438
            支払時間外等負担金 28,833,320 28,478,171 355,149
            各種団体等負担金 6,992,448 6,247,908 744,540
            広告掲載料 8,385,972 9,473,274 △ 1,087,302
            支払助成金 37,217,696 38,070,940 △ 853,244
            委託事業費 32,130,720 22,471,268 9,659,452
            諸雑費 17,548,585 6,450,099 11,098,486
            租税公課 792,959 800,000 △ 7,041
            会議費 2,440 192,371 △ 189,931
            出展料 7,998,846 8,146,202 △ 147,356
            手数料 51,408 27,972 23,436
            報酬 281,604 0 281,604
          事業費計 220,637,594 203,801,599 16,835,995

公益社団法人　やまなし観光推進機構

正味財産増減計算書
平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

            手数料 1,048,620 464,835 583,785
            報酬 114,340 30,330 84,010
          事業費計 302,212,996 244,831,426 57,381,570
        管理費
            役員報酬・賞与 5,304,907 6,122,578 △817,671
            役員給料 2,150,000 2,166,670 △16,670
            給料手当 3,239,873 3,214,151 25,722
            退職給付費用 1,804,972 1,353,363 451,609
            福利厚生費 2,050,242 1,998,549 51,693
            旅費交通費 141,801 96,562 45,239
            通信運搬費 402,194 363,861 38,333
            消耗品費 214,159 407,754 △193,595
            印刷製本費・製作費含 625,964 332,851 293,113
            使用料及び賃借料 1,183,041 577,403 605,638
            保険料 151,090 222,890 △71,800
            派遣職員共済費負担金等 4,128,314 4,081,832 46,482
            各種団体等負担金 1,600 14,150 △12,550
            租税公課 57,350 532,200 △474,850
            会議費 244,659 232,416 12,243
            交際費 47,621 28,110 19,511
            手数料 168,135 74,080 94,055
            報酬 440,000 440,000 0
          管理費計 22,355,922 22,259,420 96,502
          経常費用計 324,568,918 267,090,846 57,478,072
            当期経常増減額 5,372,748 6,032,662 △659,914
    ２． 経常外増減の部
      (１) 経常外収益
          経常外収益計 0 0 0
      (２) 経常外費用
          経常外費用計 0 0 0
            当期経常外増減額 0 0 0
            税引前当期一般正味財産増減額 5,372,748 6,032,662 △659,914
            当期一般正味財産増減額 5,372,748 6,032,662 △659,914
            一般正味財産期首残高 49,241,758 43,209,096 6,032,662
            一般正味財産期末残高 54,614,506 49,241,758 5,372,748
Ⅱ 指定正味財産増減の部
            当期指定正味財産増減額 0 0 0
            指定正味財産期首残高 0 0 0
            指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 54,614,506 49,241,758 5,372,748



－ 20 －

(単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部

    １． 経常増減の部

      (１) 経常収益

        基本財産運用益

            基本財産受取利息 0 0 30,340 30,340

          基本財産運用益計 0 0 30,340 30,340

        受取会費

            受取会費 8,293,350 0 4,465,650 12,759,000

            受取会費負担金 20,000,000 0 4,006,000 24,006,000

          受取会費計 28,293,350 0 8,471,650 36,765,000

        受取補助金等

            補助金収益 98,633,063 0 12,985,022 111,618,085

            委託料収益 168,374,466 1,866,500 6,119,559 176,360,525

            その他団体委託料 0 0 50,000 50,000

          受取補助金等計 267,007,529 1,866,500 19,154,581 288,028,610

        事業収益

            旅行商品売上 0 2,700,480 0 2,700,480

            オリジナルグッズ販売収入 28,000 0 0 28,000

            武田武具貸出収益 0 0 0 0

          事業収益計 28,000 2,700,480 0 2,728,480

        受取負担金

            観光物産展等負担金 769,135 0 0 769,135

            広告料収益 1,514,610 0 0 1,514,610

          受取負担金計 2,283,745 0 0 2,283,745

　　　　寄付金収入

            寄付金 0 0 0 0

        雑収益

            受取利息 0 0 1,244 1,244

            雑収益 0 0 104,247 104,247

          雑収益計 0 0 105,491 105,491

          経常収益計 297,612,624 4,566,980 27,762,062 329,941,666

      (２) 経常費用

        事業費

            役員給料 3,350,000 0 0 3,350,000

            給料手当 24,315,782 0 0 24,315,782

            臨時雇賃金 9,959,648 0 0 9,959,648

            福利厚生費 4,458,519 0 0 4,458,519

            旅費交通費 1,856,227 37,345 0 1,893,572

            通信運搬費 2,691,260 67,256 0 2,758,516

            消耗品費 6,193,349 64,565 0 6,257,914

            修繕費 0 0 0 0

            印刷製本費・製作費含 37,336,812 0 0 37,336,812

            購読料 88,440 0 0 88,440

            使用料及び賃借料 11,288,033 0 0 11,288,033

            保険料 27,300 9,021 0 36,321

            諸謝金 7,574,215 20,000 0 7,594,215

            支払時間外等負担金 9,146,345 0 0 9,146,345

            各種団体等負担金 6,564,810 0 0 6,564,810

            広告掲載料 23,103,114 0 0 23,103,114

            支払助成金 117,746,202 0 0 117,746,202

            委託事業費 26,999,641 304,523 0 27,304,164

            諸雑費 15,719 3,399,573 0 3,415,292

            租税公課 3,995,610 0 0 3,995,610

            会議費 364,357 1,400 0 365,757

            出展料 70,970 0 0 70,970

            手数料 1,006,170 42,450 0 1,048,620

            報償 114,340 0 0 114,340

          事業費計 298,266,863 3,946,133 0 302,212,996

公益社団法人　やまなし観光推進機構

正　味　財　産　増　減　計　算　書　内　訳　表
令和3年04月01日から 令和4年03月31日まで

科　　　　　　　　　目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 合計



－ 20 － － 21 －

(単位：円）

公益社団法人　やまなし観光推進機構

正　味　財　産　増　減　計　算　書　内　訳　表
令和3年04月01日から 令和4年03月31日まで

科　　　　　　　　　目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 合計

        管理費

            役員報酬・賞与 0 0 5,304,907 5,304,907

            役員給料 0 0 2,150,000 2,150,000

            給料手当 0 0 3,239,873 3,239,873

            退職給付費用 0 0 1,804,972 1,804,972

            福利厚生費 0 0 2,050,242 2,050,242

            旅費交通費 0 0 141,801 141,801

            通信運搬費 0 0 402,194 402,194

            消耗品費 0 0 214,159 214,159

            印刷製本費・製作費含 0 0 625,964 625,964

            使用料及び賃借料 0 0 1,183,041 1,183,041

            保険料 0 0 151,090 151,090

            派遣職員共済費負担金等 0 0 4,128,314 4,128,314

            各種団体等負担金 0 0 1,600 1,600

            租税公課 0 0 57,350 57,350

            会議費 0 0 244,659 244,659

            交際費 0 0 47,621 47,621

            手数料 0 0 168,135 168,135

            報酬 0 0 440,000 440,000

          管理費計 0 0 22,355,922 22,355,922

          経常費用計 298,266,863 3,946,133 22,355,922 324,568,918

            当期経常増減額 △654,239 620,847 5,406,140 5,372,748

    ２． 経常外増減の部

      (１) 経常外収益

          経常外収益計 0 0 0 0

      (２) 経常外費用

          経常外費用計 0 0 0 0

            当期経常外増減額 0 0 0 0

            他会計振替額 654,239 △620,847 △33,392 0

            税引前当期一般正味財産増減額 0 0 5,372,748 5,372,748

            当期一般正味財産増減額 0 0 5,372,748 5,372,748

            一般正味財産期首残高 18,342,137 0 30,899,621 49,241,758

            一般正味財産期末残高 18,342,137 0 36,272,369 54,614,506

Ⅱ 指定正味財産増減の部

            当期指定正味財産増減額 0 0 0 0

            指定正味財産期首残高 0 0 0 0

            指定正味財産期末残高 0 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 18,342,137 0 36,272,369 54,614,506



－ 22 －

１．重要な会計方針

（２）　消費税等の会計処理

　　　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

（３）　引当金の計上基準

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

14,800,000 0 0 14,800,000

14,800,000 0 0 14,800,000

6,449,417 1,804,972 0 8,254,389

6,449,417 1,804,972 0 8,254,389

21,249,417 1,804,972 0 23,054,389

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

当期末残高
（うち指定正味財
産からの充当額）

（うち一般正味財
産からの充当額）

（うち負債に対応す
る額）

14,800,000 0 14,800,000 0

14,800,000 0 14,800,000 0

8,254,389 0 0 8,254,389

8,254,389 0 0 8,254,389

23,054,389 0 14,800,000 8,254,389

４．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

当期増加額

当期減少額

111,618,085 ※精算書補助金収益

111,618,085 ※上と同額

１．基本財産及び特定資産の明細

２．引当金の明細

科目

財務諸表に対する注記

（１）　当機構は、「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日　最終改正　内閣府公益認定等委員会）を
　　採用している。

　　　 退職給与引当金の退職一時金に係る債務の額は、「公益法人会計基準の運用指針」の５に定める
　　　 期末要支給額により算定している。

科　　　目

　基本財産

　　　　有価証券

　　　　小　　　　　　計

　特定資産

　　退職給付引当資産

　　　　小　　　　　　計

　　　　合　　　　　　計

貸借対照表上の記
載区分

　基本財産

　　　　有価証券

　　　　小　　　　　計

　特定資産

　　退職給付引当資産

　　　　小　　　　　　計

　　　　合　　　　　　計

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期末残高

　　財務諸表の注記に記載しているので、平成２０年４月１１日改正公益法人会計基準第６の２により、記載を省略する。

　　財務諸表の注記に記載しているので、平成２０年４月１１日改正公益法人会計基準第６の２により、記載を省略する。

やまなし観光推進
機構事業補助金

山梨県 0 0 　

附属明細書
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(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産)

 現金預金  普通預金 普通預金 23,779,918  一般 やまなし館

  山梨中央銀行県庁支店 事業等運転資金 22,611,481 18,909,166 558,046

  山梨中央銀行県庁支店（２） 源泉徴収税等の職員からの預り金 1,168,437 やまなし館

23,779,918 18,909,166 558,046

 その他流動資産  立替金 普通預金 100,000

 未収金   山梨中央銀行県庁支店 3年度補助金等収入の未収分 40,030,989

40,130,989

63,910,907

(固定資産)

 基本財産 有価証券   山梨中央銀行県庁支店 基本財産として運用益を管理費の財源としている 14,800,000

14,800,000

  山梨中央銀行県庁支店 武田武具の修理のための備えたもの 2,681,993

 特定資産   山梨県民信用組合本店 DCキャンペーンのために整えたもの 1,900,000

　退職給付引当資産 職員の退職の支払いに備えたもの 8,254,389

12,836,382

25

989,171

989,196

28,625,578

92,536,485

(流動負債)

 未払金   山梨中央銀行県庁支店 ３年度事業等未払い分 28,499,153

 預り金   山梨中央銀行県庁支店（２）
職員から預かった源泉所得税、社会保険料
等

1,168,437

29,667,590

(固定負債)

積立定期預金 　退職給付引当金 職員の退職の支払いに備えたもの 8,254,389

  山梨中央銀行県庁支店

8,254,389

37,921,979

54,614,506

92,536,485

車両　ホンダステップワゴン

公益社団法人　やまなし観光推進機構

財　　産　　目　　録
令和４年03月31日現在

貸借対照表科目

現金預金合計

その他流動資産合計

流動資産合計

基本財産合計

積立定期預金

特定資産合計

備品　武田武具備忘価格

正味財産

負債及び正味財産合計

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

流動負債合計

固定負債合計

負債合計
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取組方針

　公益社団法人やまなし観光推進機構は、地域連携DMOとして令和３年度に県内を

「甲府・峡東」、「峡北・峡中・峡南」、「富士・東部」の３つの地域にグループ分け

し、地域の視点に立ちながらグループ内で情報発信・物産販売、旅行商品造成、企業の

高付加価値化支援を行っていく体制に移行し、市町村、観光協会、観光関係の事業者と

連携を深めて参りました。

　また、新しい生活様式に対応したおもてなし観光人材３０名の育成及び北杜市と山中

湖村における専門家が伴走支援を行いながら、ウイズ・コロナにおける観光地経営プラ

ンづくりと実践など、おもてなしを中心に据えた人材育成事業を行って参りました。

　令和４年度は、これまで以上に地域と密着した体制を構築し、観光産業の「稼ぐ力と

働く魅力」の向上を進めて参ります。

　ここ２年、新型コロナウイルスが猛威を奮い、本県の観光関連産業は大いに影響を受

けたところですが、やまなし観光推進機構は、公益社団法人として会員の皆様とともに、

コロナ後の復活とサステナブルな観光を目標とし、地域経済の活性化に向けて取り組み

を進めて参ります。

令和４年度取組方針、事業計画 並びに収支予算承認の件

第２号議案
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　　　　　令和４年度　事業計画（２０２２年４月～２０２３年３月）

　　　　　　　　　　　Ⅰ　観光・物産のＰＲ

１　観光・物産情報発信

（１）Ｗｅｂマガジンの発行
　　①　ホームページ「富士の国やまなし観光ネット」による情報発信
　　　・Ｗｅｂマガジンとして毎月特集を組み、観光、物産、着地型旅行、観光事業者
　　　　などの情報をタイムリーに発信
　　　・トップ画面の見やすさ・検索しやすさ向上のためのリニューアル
　　②　ＳＮＳによる情報発信
　　　　「富士の国やまなし観光ネット」と連動し、地域の旬な情報を動画等で発信　　　　　　
　　③　「富士の国やまなしメールマガジン」による情報発信
　　　　メールマガジンを発行し、旬の観光情報を発信

（２）Ｗｅｂと連動した印刷物による情報発信
　　①　観光＆イベントガイド「ワイン県やまなし」の発行
　　　　（夏、秋、冬、春号 　各１０～２０万部）
　　②　山梨ガイドマップの作成（１８万部）
　　③　山梨百名山登頂証明書の発行
　　④　やまなし立ち寄り百名湯入湯証明書の発行

（３）マスメディア等による情報発信
　　①　ＦＭラジオによる観光情報提供事業
　　　   機構会員がＦＭ富士のラジオ番組に出演し、観光情報等を発信
　　②　関東ブロック定例記者連絡会への情報発信
　　　　山梨県東京事務所と連携し、東京で行われる日本旅行記者クラブ、レジャー記者
　　　　クラブ、テレビ・ラジオ記者クラブの記者への定例発表において効果的に情報を
　　　　発信
　　③　ヴァンフォーレ甲府、山梨クイーンビーズ広告事業
　　　　ヴァンフォーレ甲府及び山梨クイーンビーズ練習着へ「富士の国やまなし」のロ　　
　　　　ゴマークを入れてＰＲ
　　④　各種観光広告掲出事業
　　　   旅行会社パンフレット、各種新聞、雑誌   等
　　⑤　フィルム・コミッション事業
　　　・映画、テレビドラマ、情報番組、ＣＭ等の制作会社からの依頼に対し、ロケ地の　
　　　　の介、ロケ場所の申請等について支援
　　　・本県を舞台とした作品と連動したプロモーション活動の実施
　　　・全市町村加盟の山梨県フィルム・コミッション連絡協議会の開催

（４）観光案内所の運営等
　　　観光物産総合案内所運営
　　　　・やまなし観光推進機構窓口での観光・物産情報の提供・案内
　　　　・甲府駅南口総合観光案内所への協力
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　　　・「Cave deワイン県やまなし」（東京・日本橋）での観光・物産情報の提供
　　　・「ワイン県やまなし名古屋情報館」（名古屋・栄）を拠点とした中京圏で
　　　　の観光・物産情報の提供
　　　・「笛吹川フルーツ公園」（山梨市）での観光・物産情報の提供

２　観光・物産プロモーション

（１）ＪＲと連携したプロモーション
　　①　重点販売プロモーションの実施
　　　　ＪＲ東日本と連携し、同社のエリアを対象とした「重点販売プロモーション」
　　　　を７月～９月の３か月間展開
　　　　旬のフルーツや自然体験など、山梨県の夏ならではの上質感を訴求できるプ
　　　　ロモーションを展開する
　　②　観光キャンペーンの展開
　　　　季節ごとの観光キャンペーンを東京圏・東海圏のＪＲ主要駅で実施
　　③　多摩エリアにおける活性化の取組み
　　　　多摩エリアからの誘客及び県産品の販路拡大を図るため、観光キャンペーン
　　　　及び物産展をＪＲ八王子駅で実施
　　④　その他の取り組み
　　　・ＪＲ駅への観光＆イベントガイドの配架
　　　・鉄道と県内の観光資源をセットにした旅行商品の造成・販売促進

（２）中日本高速道路と連携したキャンペーン
　　　ＳＡ、ＰＡを活用した情報発信
　　　・談合坂ＳＡ（下り）での観光案内、季節ごとの観光キャンペーンの実施、
　　   　パンフレットラックを設置し、県・市町村等のパンフレットを配架、デジ
　　　　タルコンテンツによる観光情報の発信
　　　・談合坂ＳＡ（上り）での観光案内、エリアごとの地域特産品販売の実施
　　　・双葉ＳＡ（下り）の展示コーナーでの観光情報の発信及び営業施設ガラス
　　　　面への観光ＰＲ写真掲出
　　　・双葉ＳＡ（上り）にパンフレットラックを設置し、県等のパンフレットを
　　　　配架
　　　・その他のＳＡ、ＰＡへの観光＆イベントガイドの配架

（３）各種団体等と連携したキャンペーン
　　①　（一社）全国旅行業協会と連携した観光キャンペーン
　　　　第１６回国内観光活性化フォーラムｉｎ山梨（５月３１日）
　　②　日本観光振興協会と連携した観光キャンペーン
　　③　静岡県及び近隣県と連携した観光キャンペーン
　　④　ヴァンフォーレ甲府戦誘客キャンペーン
　　⑤　首都高速道路㈱と連携した誘客キャンペーン　等

（４）新型コロナウィルス感染症による観光客減少に対する復興対策
　　　新型コロナウィルスの感染拡大により影響を受けた事業者を支援し、激減した　
　　　観光客を呼び戻すため、時宜を捉えた復興対策事業を実施
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　　① 　ＧｏＴｏトラベルの地域共通クーポン情報の情報掲載及び内容の充実
　　② 　市町村や市町村観光協会が行う事業との連携強化

３　県産品の販路拡大
　　①　県産品通販サイト（Yahooショッピング内）の運営、オンライン物産展の開催 
　　②　会員事業者を対象としたマッチングフェア「売れ筋商品発掘市」
　　　・県内で土産物を販売する事業者と、県内の会員事業者とのマッチングの機会
　　　　の創出
　　③　商業施設等活用
　　　・首都圏のイトーヨーカドー、イオン等店舗における山梨フェアの開催
　　　・百貨店等における山梨の物産展開催の支援
　　　・岡島百貨店において物産展を開催
　　④　大型イベント等出展
　　　・ねんりんピック、県民の日記念行事、山梨県人会連合会総会　等への出展
　　⑤　商工会マッチングフェア商談会
　　　・県商工会連合会主催のマッチングフェアを活用し、機構会員に商談の場を　　　
　　　　紹介
　　⑥　山梨県と包括連携協定を締結している企業における県産品ＰＲ

－ 29 －
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※新型コロナ感染症の収束状況により適時復興キャンペーンや物産展を行う

５月 第１６回国内観光活性化フォーラム（県民文化ホール）

ＪＲ八王子駅物産展・観光キャンペーン（やまたま）

ＪＲ大宮駅夏の旅観光展

駅ビル物産展・観光キャンペーン（国分寺）

談合坂ＳＡ（下り）観光キャンペーン

ＪＲ上野駅やまなし産直市

駅ビル物産展・観光キャンペーン（八王子）

ヴァンフォーレ甲府観光キャンペーン

首都高速ＰＡ観光キャンペーン

いきいき山梨ねんりんピック出展

駅ビル物産展・観光キャンペーン（国分寺）

イトーヨーカドー物産展・観光キャンペーン（神奈川県）

第４９回信玄公祭り

県民の日出展

東京圏JR駅観光キャンペーン

ＪＲ仙台駅ふるさと観光展

談合坂ＳＡ（下り）観光キャンペーン

１２月温泉キャンペーン

１月 温泉キャンペーン

売れ筋商品発掘市商談会

ＪＲ八王子駅物産展・観光キャンペーン（やまたま）

温泉キャンペーン

談合坂ＳＡ（下り）観光キャンペーン

８月

２月

９月

３月

令和４年度観光キャンペーン・物産展等スケジュール（予定）

４月

１０月

６月

７月

１１月

ＪＲ東日本

重点販売プロモーション
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　　　　　　　　　　　Ⅱ　観光地域づくりへの支援

１　市町村観光協会等との連携

（１）機構職員の研修派遣と連携事業
　　　・機構プロパー職員を、市町村観光協会等に１ケ月程度派遣。市町村観光協会
　　　　との連携を強化して、職員のスキルアップを図る。課題解決にむけて、連携　　
　　　　事業も実施。
　　　　※２０２１年度未実施地区での実施を検討。
　　　　　　　　　　　
（２）共同事業
　　　・生産性向上セミナー、専門家派遣事業及び県委託事業等々、様々なチャネ
　　　　ルより課題解決に向けての連携を図る。

（３）関係団体事務局
　　　・信玄公祭り実行委員会
　　　　※第４９回（令和４年度）については、コロナ感染により秋を予定。
　　　・山梨県観光果実園振興協議会　
　　　・山梨県観光施設協会　
　　　　　

２　旅行会社へのプロモーション

（１）オンライン説明会・商談会の開催
　　　・年間４回程度を開催予定

（２）旅行会社訪問営業の検討
　　　・基本はオンライン営業だが、会員様のご意見、コロナ感染含めた社会情勢
　　　　を見ながら検討　　　　

３　着地型観光商品の発掘・造成、流通・販売促進

（１） 観光資源の発掘・造成
　　　・サステナブル・ＳＤＧｓ関連への取組み
　　　・アウトドア関連・アドベンチャーツーリズムへの取組み　 
　　　・高付加価値化への取組み　　
　　　・県及び市町村との連携による観光商品の開発

（２） 着地型観光商品の流通・販売促進
　　　・やまなし観光ネットの強化、ＯＴＡとの連携
　　　・「ふるさと納税返礼品」での流通の拡大
　　　・オンラインツアー（芦川町オンライン交流会、等）の継続・拡大
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 ４　ＭＩＣＥ、インバウンド、教育旅行への取組み

（１）MICE開催支援（観光パンフレット類の提供、物産販売、等）
　　　・　５月　国内観光活性化フォーラム（県民文化ホール、等）※再延期
　　　・　６月　日本老年泌尿器科学会（県民文化ホール、等）
　　　・１０月　日本公衆衛生学会総会（県民文化ホール、等）
　　　・１０月　日本ＰＴＡ関東ブロック研究大会（河口湖ステラシアター等）
　
（２）インバウンド事業への取組み
　　　・ＪＮＴＯ（日本政府観光局）と連携した海外向けＰＲ推進
　　　・トラベルマートへの出展

（３）教育旅行への取組み
　　　・コロナ禍における方面変更等、旅行エージェント等からの問合せ対応
　　　・県内受入施設を対象に教育旅行の実態調査の実施
　　　・上記実態調査及び「やまなし教育旅行誘致促進事業」のデータをフィー
　　　　ドバック
　　　・観光説明会・商談会等を活用した誘致活動
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　　　　　　　　　　　　Ⅲ　観光関連産業への支援

１　観光関連産業の生産性向上
　　観光産業の生産性向上に向けた観光事業者等への支援・指導

（１）外部の専門家等による生産性向上講座の開催
　　　会員の関心の高いテーマを中心に、地域性を考慮した内容についてオンライン
　　　セミナーも活用して開催
　　①　地域単位での生産性向上を目的としたセミナーの開催
　　②　県域全体を対象とした観光生産性向上を目的としたセミナーの開催
　　③　サステナブル観光推進を目的としたセミナーの開催

（２）山梨県立大学と連携した講座の開催
　　①　観光実践マネージメント講座（１０月から）
　　②　おもてなしマイスター養成講座（１０月から）

（３）機構職員による経営改善の指導・助言等の実施
　　①　経営課題等の抽出、助言、コンサルタント
　　②　課題解決に向けた適切なプログラムの提供と専門人材の斡旋
　　③　サステナブル観光推進に向けた取組に対する指導・助言と専門人材の斡旋

（４）経営改善指導・助言等に係る助成
　　　専門家を活用した課題解決の取り組みに対する助成
　　　（３０件程度の派遣助成を実施予定）

（５）ホスピタリティの向上
　　　事業者の「もてなし力」向上
　　①　おもてなしセミナーの開催
　　②　おもてなしの達人表彰
　　　・ 感謝状（奨励賞）
　　　・ 模範観光従業員表彰

（６）融資や助成を希望する事業者の金融機関等への斡旋
　　　経営課題の解決に向けた、設備投資等が必要な事業者に対する、各種助成制度　
　　　の導入支援および金融機関の斡旋

２　データを活用した観光産業の収益確保策の推進
　　　各種観光データをもとに、地域観光協会等の観光戦略策定支援や訪日外国人観
　　　光客の回復期に向けた事前準備への取り組み

（１）データの収集・分析と活用支援
　　①　観光関連市場データの収集及び分析
　　②　分析結果の観光事業者等へのデータフィードバック
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（２）地域DMO、観光協会への支援
　　①　地域の観光資源の商品化や、地域観光協会等の観光戦略策定を支援
　　②　ワーケーション、感染症対策についての先進的取り組みなどの情報の提供

（３）観光事業者の要望把握と情報提供
　　①　観光産業の現状や観光事業者の要望を把握するための聞き取りの実施
　　②　要望等解決に向けた情報提供と支援
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(単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 0 0 30,000 30,000

受取利息 0 0 30,000 30,000

受取会費 29,026,500 0 7,223,500 36,250,000

受取会費 10,251,500 0 2,348,500 12,600,000

受取会費負担金 18,775,000 0 4,875,000 23,650,000

事業収益 820,000 5,100,000 0 5,920,000

旅行商品売上 0 5,100,000 0 5,100,000

オリジナルグッズ販売収入 70,000 0 0 70,000

武田武具貸出収入 750,000 0 0 750,000

受取補助金等 157,948,001 0 9,893,999 167,842,000

受取負担金 2,200,000 0 0 2,200,000

物産展出展負担金 1,000,000 0 0 1,000,000

広告掲載負担金 1,200,000 0 0 1,200,000

雑収益 0 0 8,000 8,000

雑収入 0 0 8,000 8,000

経常収益計 189,994,501 5,100,000 17,155,499 212,250,000

（２）経常費用

事業費 191,646,350 4,000,000 195,646,350

給料諸手当 25,091,904 0 25,091,904

臨時雇賃金 10,466,092 0 10,466,092

福利厚生費 4,633,902 0 4,633,902

旅費交通費 5,335,381 0 5,335,381

通信運搬費 3,708,965 0 3,708,965

各種団体負担金 4,871,760 0 4,871,760

旅行原価 0 4,000,000 4,000,000

消耗品費（ノベルティー含む） 4,978,200 0 4,978,200

合計

令和４年度　収支予算（案）

令和４年　４月　１日から令和５年　３月３１日まで

科     目 公益目的事業会計収益事業等会計 法人会計

印刷製本費 20,115,000 0 20,115,000

感染症対策支出 2,248,350 2,248,350

租税公課 747,586 0 747,586

使用料及び賃借料 10,950,294 0 10,950,294

保険料 100,000 0 100,000

諸謝金 120,000 0 120,000

会議費 474,976 0 474,976

支払負担金　 16,000,000 0 16,000,000

支払助成金 51,547,000 0 51,547,000

出展料 700,000 0 700,000

委託費 15,652,540 0 15,652,540

広告掲載料 13,900,000 0 13,900,000

手数料 4,400 0 4,400

諸雑費 0 0 0

管理費 16,603,650 16,603,650

役員報酬、給料 5,294,837 5,294,837

給料手当 3,268,834 3,268,834

賞与引当金繰入額 1,510,197 1,510,197

退職給付費用 1,173,272 1,173,272

福利厚生費 1,500,328 1,500,328

旅費交通費 120,000 120,000

通信運搬費 120,000 120,000

消耗品費 180,000 180,000

印刷製本費 50,000 50,000

感染症対策支出 666,722 666,722

租税公課 700,000 700,000

使用料及び賃借料 60,000 60,000

保険料 40,000 40,000

会議費 400,000 400,000

支払負担金（時間外含む）　 980,000 980,000

各種団体負担金 80,000 80,000

交際費 30,000 30,000

手数料 49,460 49,460

報酬（会計士等） 350,000 350,000

諸雑費 30,000 30,000

経常費用計 191,646,350 4,000,000 16,603,650 212,250,000

当期経常増減額 △ 1,651,849 1,100,000 551,849 0
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印刷製本費 20,115,000 0 20,115,000

感染症対策支出 2,248,350 2,248,350

租税公課 747,586 0 747,586

使用料及び賃借料 10,950,294 0 10,950,294

保険料 100,000 0 100,000

諸謝金 120,000 0 120,000

会議費 474,976 0 474,976

支払負担金　 16,000,000 0 16,000,000

支払助成金 51,547,000 0 51,547,000

出展料 700,000 0 700,000

委託費 15,652,540 0 15,652,540

広告掲載料 13,900,000 0 13,900,000

手数料 4,400 0 4,400

諸雑費 0 0 0

管理費 16,603,650 16,603,650

役員報酬、給料 5,294,837 5,294,837

給料手当 3,268,834 3,268,834

賞与引当金繰入額 1,510,197 1,510,197

退職給付費用 1,173,272 1,173,272

福利厚生費 1,500,328 1,500,328

旅費交通費 120,000 120,000

通信運搬費 120,000 120,000

消耗品費 180,000 180,000

印刷製本費 50,000 50,000

感染症対策支出 666,722 666,722

租税公課 700,000 700,000

使用料及び賃借料 60,000 60,000

保険料 40,000 40,000

会議費 400,000 400,000

支払負担金（時間外含む）　 980,000 980,000

各種団体負担金 80,000 80,000

交際費 30,000 30,000

手数料 49,460 49,460

報酬（会計士等） 350,000 350,000

諸雑費 30,000 30,000

経常費用計 191,646,350 4,000,000 16,603,650 212,250,000

当期経常増減額 △ 1,651,849 1,100,000 551,849 0

(単位：円）
科　　　　　　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
    １． 経常増減の部
      (１) 経常収益
        基本財産運用益
            基本財産受取利息 30,340 3,746 26,594
          基本財産運用益計 30,340 3,746 26,594
        受取会費
            受取会費 14,698,730 15,250,150 △ 551,420
            受取会費負担金 24,006,000 24,006,000 0
          受取会費計 38,704,730 39,256,150 △ 551,420
        受取補助金等
            補助金収益 165,414,600 159,244,460 6,170,140
            委託料収益 22,671,368 23,075,090 △ 403,722
            その他団体委託料 70,000 70,000 0
          受取補助金等計 188,155,968 182,389,550 5,766,418
        事業収益
            旅行商品売上 18,320,805 6,539,798 11,781,007
            オリジナルグッズ販売収入 2,100 115,487 △ 113,387
            武田武具貸出収益 830,500 730,000 100,500
          事業収益計 19,153,405 7,385,285 11,768,120
        受取負担金
            観光物産展等負担金 4,311,160 3,610,716 700,444
            広告料収益 2,314,189 2,503,000 △ 188,811
          受取負担金計 6,625,349 6,113,716 511,633
        雑収益
            受取利息 1,682 2,632 △ 950
            雑収益 156,120 16,000 140,120
          雑収益計 157,802 18,632 139,170
          経常収益計 252,827,594 235,167,079 17,660,515
      (２) 経常費用
        事業費
            役員給料 2,670,210 2,374,153 296,057
            給料手当 23,128,503 22,583,319 545,184
            臨時雇賃金 9,027,914 8,862,764 165,150
            福利厚生費 4,421,851 4,341,754 80,097
            旅費交通費 7,208,484 9,005,653 △ 1,797,169
            通信運搬費 3,187,662 3,447,466 △ 259,804
            消耗品費 5,635,460 6,176,994 △ 541,534
            修繕費 157,220 28,324 128,896
            印刷製本費・製作費含 15,375,392 17,467,949 △ 2,092,557
            購読料 37,160 29,160 8,000
            使用料及び賃借料 7,884,216 7,505,566 378,650
            保険料 258,918 117,248 141,670
            諸謝金 1,408,606 1,503,044 △ 94,438
            支払時間外等負担金 28,833,320 28,478,171 355,149
            各種団体等負担金 6,992,448 6,247,908 744,540
            広告掲載料 8,385,972 9,473,274 △ 1,087,302
            支払助成金 37,217,696 38,070,940 △ 853,244
            委託事業費 32,130,720 22,471,268 9,659,452
            諸雑費 17,548,585 6,450,099 11,098,486
            租税公課 792,959 800,000 △ 7,041
            会議費 2,440 192,371 △ 189,931
            出展料 7,998,846 8,146,202 △ 147,356
            手数料 51,408 27,972 23,436
            報酬 281,604 0 281,604
          事業費計 220,637,594 203,801,599 16,835,995

公益社団法人　やまなし観光推進機構

正味財産増減計算書
平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで
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第 3号議案



 公益社団法人 やまなし観光推進機構定款



－ 41 －

　　　　　　　　公益社団法人やまなし観光推進機構定款

　　　　　　　　　　　　　　　第１章　　総　　則
　　（名称）
第１条　この法人は、公益社団法人やまなし観光推進機構（以下「機構」という。）と称する。

　　（事務所）
第2条 この法人は、主たる事務所を山梨県甲府市に置く。

　　　　　　　　　　　　　　　第２章　　目的及び事業
　　（目的）
第３条　この法人は、国内外からの観光客の増加と山梨県の優れた産品の浸透等を図ることにより、　
　　　　山梨県内における観光事業及び物産事業の健全な振興を図り、地域産業及び文化の発展に寄　　
　　　　与し、もって県民福祉の増進を図ることを目的とする。

　　（事業）
第４条　この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
　（1）　国内外からの観光客の誘致促進、誘客対策に関する事業
　（2）　国内外からの観光客の受入体制に関する事業
　（3）　観光宣伝及び観光案内に関する事業
　（4）　地域発の旅行商品の造成及び販売の促進に関する事業
　（5）　コンベンションや企業研修等の誘致及び開催支援に関する事業
　（6）　観光人材の育成、資質向上及び活用に関する事業
　（7）　訪日教育旅行の受入促進に関する事業
　（8）　県産品の紹介及び販路拡大に関する事業
　（9）　官公庁等からの受託に関する事業
　（10）  旅行業法に基づく旅行業に関する事業
　（11）  その他この法人の目的を達成するために必要な事業

　　　　　　　　　　　　　　　第３章 会　　員
　　（法人の構成員）
第５条　この法人の会員は、機構の目的に賛同する地方公共団体、地域観光団体、商工関係団体、農　　
　　　　水関係団体、観光又は、物産事業に関係する個人又は団体であって、次条の規定により機構
　　　　の会員となった者をもって、構成する。
　　２　前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」とい
　　　　う。）上の社員とする。
　
　　（会員の資格の取得）
第６条　この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認
　　　　を得なければならない。
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　　（経費の負担）
第７条　この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、会員になった時、及び毎年、会員
　　　　は、総会において別に定める会費（会員が地方公共団体の場合は負担金とする。）を支払う
　　　　義務を負う。
　　  
　　（脱　会）
第８条　会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会する　
　　　　ことができる。
　　
　　（除　名）
第９条　会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名するこ
　　　　とができる。
　　　（１）この定款その他の規則に違反したとき。
　　　（２）この法人の名誉をき損したとき又は目的に反する行為をしたとき。
　　　（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。
　　２　前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、当該会
　　　　員に弁明の機会を与えなければならない。
　
　　（会員資格の喪失）
第10条　前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
　　　（１）第７条の支払い義務を２年以上履行しなかったとき。
　　　（２）総会員が同意したとき。
　　　（３）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

　　（拠出金の不返還）
第11条　既に納入した会費その他拠出金は、返還しない。

　　（賛助会員）
第12条　この法人は、第５条に定める会員以外のもので、この法人の目的に賛同して、その事業に賛
　　　　助する事業者及び団体を賛助会員とすることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　第４章　　総　　会
　　（構成）
第13条　総会は、すべての会員をもって構成する。
　　２　前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

　　（権　限）
第14条　総会は、次の事項について決議する。
　　（１）会員の除名
　　（２）理事及び監事の選任又は解任
　　（３）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）
　　（４）定款の変更
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　　（５）解散及び残余財産の処分
　　（６）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

　　（開　催）
第15条　総会は、定時総会として、毎年度５月に１回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開
　　　　催する。
　　２　前項の定時総会をもって、法人法第３６条第1項に定める、定時社員総会とする。
　　　　
　　（招　集）
第16条　総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
　　　　ただし、理事長に事故あるときは、専務理事がこれにあたる。
　　２　総会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である
　　　　事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
　　　
　　（議　長）
第17条　総会の議長は、理事長がこれに当たる。
　　２　理事長に事故あるときは、専務理事がこれに当たる。

　　（議決権）
第18条　総会における議決権は、会員１名につき１個とする。

　　（決　議）
第19条　総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権
　　　　の過半数をもって行う。
　　２　前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権数の３
　　　　分の２以上に当たる多数をもって行う。
　　　（１）会員の除名
　　　（２）監事の解任
　　　（３）定款の変更　　　
　　　（４）解散
　　　（５）その他法令で定められた事項
　　３　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わな
　　　　ければならない。
　　４　理事又は監事の候補者の合計数が第２２条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を
　　　　得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

　　（委任表決等）
第20条　会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該会
　　　　員又は、代理人は、委任権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。この場合
　　　　において、書面による委任状提出者は、第19条の規定の適用については出席した者とみなす。
　　２　前項の委任権の授与は、総会ごとにしなければならない。
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　　（議事録）
第21条　総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。議事録は、一般社団　　　
　　　　法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第１１条第３項に掲げる事項を記載する。

　　２　議長及び出席した理事の中から当該総会において選出された議事録署名人２名が、前項の議　　
　　　　事録に記名押印する。　

　　　　　　　　　　　　　　　第５章　　役　　員

　　（役員の設置）
第22条　この法人に次の役員を置く。
　　　　　（１）　理事　　５名以上１５名以内　
　　　　　（２）　監事　　２名以内
　　２　理事のうち１名を理事長とする。
　　３　理事長以外の理事のうち１名を専務理事とする。
　　４　第２項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、前項の専務理事をもって同法第９１条
　　　　第１項第２号の業務執行理事とする。
　　　
　　（役員の選任）
第23条　理事及び監事は、総会の決議によって選任する。なお、任期途中で理事・監事が辞任し欠員
　　　　が生じた場合に備え、あらかじめ補欠の役員・監事を総会に諮ることができる。

補欠の役員
順位 氏 名 　　　　所　属　・　役　職　名
　１　　

補欠の監事
順位 氏 名 　　　　所　属　・　役　職　名
　１　　　　　甲府市産業部長が欠けた場合　甲府市が推薦する者
　　　　　　　磯部公認会計士事務所に所属する者が欠けた場合　磯部公認会計士事務所の推薦する者

　２　理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

常勤の理事又は山梨県観光文化部長が欠けた場合　山梨県が推薦する者
山梨県市長会又は山梨県町村会に所属する者が欠けた場合　山梨県市長会又は山梨県町村会が推
薦する者
山梨県旅館ホテル生活衛生同業組合に所属する者が欠けた場合　山梨県旅館ホテル生活衛生同業
組合が推薦する者
東日本旅客鉄道（株）に所属する者が欠けた場合　東日本旅客鉄道（株）が推薦する者
中日本高速道路（株）に所属する者が欠けた場合　中日本高速道路（株）が推薦する者
富士急行（株）に所属する者が欠けた場合　富士急行（株）が推薦する者
山梨交通（株）に所属する者が欠けた場合　山梨交通（株）が推薦する者
富士観光開発（株）に所属する者が欠けた場合　富士観光開発（株）が推薦する者
山梨県中小企業団体中央会に所属する者が欠けた場合　山梨県中小企業団体中央会が推薦する者
山梨県農業協同組合中央会に所属する者が欠けた場合　山梨県農業協同組合中央会が推薦する者
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　　（理事の職務及び権限）
第24条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
　　２　理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、
　　　　専務理事は、業務を掌理し、この法人の業務を分担執行する。
　　３　理事長及び専務理事は、毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の
　　　　状況を理事会に報告しなければならない。

　　（監事の職務及び権限）
第25条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
　　２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の
　　　　状況の調査をすることができる。

　　（役員の任期）
第26条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終
　　　　結の時までとする。
　　２　監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終
　　　　結の時までとする。
　　３　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
　　
　　（役員の解任）
第27条　理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
　　　
　　（報酬等）
第28条　理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会の定める総額の範囲
　　　　内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給
　　　　する。

　　（会長、最高顧問、副会長、顧問）
第29条　この法人に会長、最高顧問、副会長、顧問を置くことができる。
　　２　会長、最高顧問及び副会長は、名誉職として、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
　　３　顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
　　４　会長、最高顧問及び副会長は、機構の運営について助言を行うことができる。
　　５　顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　第６章　　理事会
　　（構　成）
第30条　この法人に理事会を置く。
　　２　理事会は、理事をもって構成する。

　　（権　限）
第31条　理事会は、次の職務を行う。
　　　（１）この法人の業務執行の決定
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　　　（２）理事の職務の執行の監督
　　　（３）理事長及び専務理事の選定及び解職

　　（招　集）
第32条　理事会は、理事長が招集する。
　　２　理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。　

　　（招集手続）
第33条　理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を
　　　　発しなければならない。
　　２　前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続
　　　　を経ることなく開催することができる。
　　　　　
　　（理事会の議長）
第34条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
　　２　理事長に事故あるときは、専務理事がこれに当たる。
　　
　　（決　議）
第35条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、　　
　　　　その過半数をもって行う。
　　２　この法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提
　　　　案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものにかぎる。）の全員が書面
　　　　又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたと
　　　　きを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

　　（議事録）
第36条　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
　　２　出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

　　　　　　　　　　　　　　　　第７章　　事務局
　　（事務局及び職員）
第37条　この法人の事務を処理するため、事務局をおく。
　　２　事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
　　３　事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。

　　（事務局規程）
第38条　事務局及び職員に関する諸規程は、理事会の議決を経て理事長が定める。

　　　　　　　　　　　　　　　　第８章　　資産及び会計
　　（資産の構成）
第39条　この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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　　　（１）財産目録に記載された財産
　　　（２）会費
　　　（３）寄付金（賛助会員からの事業賛助のための納入金額を含む。
　　　（４）事業から生ずる収入
　　　（５）資産から生ずる収入
　　　（６）その他の収入

　　（資産の種類）
第40条　資産は、基本財産とその他の財産の２種とする。
　　２　基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
　　　（１）別表に記載する財産
　　　（２）基本財産とすることを指定して寄付された財産
　　　（３）理事会で基本財産に繰り入れられることを議決した財産
　　３　その他の財産は、基本財産以外の資産とする。
　　　
　　（基本財産の処分）
第41条　基本財産は、やむを得ない理由があるときは、理事会の決議に基づき、総会において、出席
　　　　した会員の４分の３以上の同意を得て、その全部若しくは一部を処分し、又は担保に供する
　　　　ことができる。

　　（財産の管理）
第42条　資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。

　　（経費の支弁）
第43条　この法人の経費は、その他の財産をもって支弁する。

　　（事業年度）
第44条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

　　（事業計画及び収支予算）
第45条　この法人の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につ
　　　　いては、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなけれ
　　　　ばならない。これを変更する場合も、同様とする。
　　２　前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般
　　　　の閲覧に供するものとする。

　　（事業報告及び決算）
第46条　この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、
　　　　監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会において、第１号の書類について
　　　　はその内容を報告し、第３号、第４号及び第６号の書類については承認を受けなければなら
　　　　ない。
　　　（１）事業報告
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　　　（２）事業報告の附属明細書
　　　（３）貸借対照表
　　　（４）損益計算書（正味財産増減計算書）
　　　（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
　　　（６）財産目録
　　２　前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、備え置き、一般の閲覧に供するとと
　　　　もに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
　　　（１）監査報告
　　　（２）理事及び監事の名簿
　　　（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
　　　（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載し
　　　　　た書類

　　　　　　　　　　　　　　　第９章　　公益認定の取消し等に伴う贈与等

　　（公益認定の取り消し等に伴う贈与）
第47条　この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その
　　　　権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、公益目
　　　　的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から
　　　　１ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律（以下「公益認定法」と
　　　　いう。）第５条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

　　（残余財産の帰属）
第48条　この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第５
　　　　条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　第10章 　　公告の方法
　　（公告の方法）
第49条　この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法による。

　　　　　　　　　　　　　　　　第11章　　　雑　則
　　（委　任）
第50条　この定款の施行について必要な事項は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、
　　　　理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
　　
　　　附　則
　１　この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関
　　　係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
　２　法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
　　　等に関する法律第106条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記　
　　　を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
　　　設立の登記の日を開始日とする。
　３　この法人の設立の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
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　　　　理事　松井政明、窪田克一、小林明、中村康則、新海一男、横内金弥、笹本森雄、
　　　　　　　小野隆弘、谷岡和範、福重隆一、雨宮正英、梶原信行
　　　　監事　保坂照次　磯部芳彦

４　この法人の最初の理事長は松井政明、専務理事は窪田克一とする。

　　　附　則（令和元年５月３０日変更）
　　この定款は、令和元年５月３０日から施行する。

　　　附　則（令和２年５月２７日変更）
　　この定款は、令和２年５月２７日から施行する。

別表　基本財産（第４０条関係）
　　
　　　財　産　種　別 　　　　　　場　所　・　物　量　等

　　　　有価証券　　　　　山梨中央銀行県庁支店（１,480万円）



令和 4 年  公益社団法人 やまなし観光推進機構

被 表 彰 者 名 簿　　　　
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令和４年　(公社)やまなし観光推進機構被表彰者名簿

感謝状　２団体　３個人

№ 氏名 推薦団体

1
(株)山梨中央銀行

石和支店
(一社)山梨県銀行協会

2 第 一 特 科 隊 (一社)北杜市観光協会

3 久　保　公　博 (一社)北杜市観光協会

4 内　山　利　勝 (一社)北杜市観光協会

5 小　林　　　勉 (一社)北杜市観光協会

模範観光物産従業員　１４名

「交通関係」

№ 氏名 勤続年数 勤務先 推薦団体

1 大原　和司 24.1 山梨交通㈱ (一社)甲府市観光協会

2 浅利　真一 20.09 山梨交通㈱ (一社)甲府市観光協会

3 相川　浩 18.07 山梨交通㈱ (一社)甲府市観光協会

4 早川　和年 17.03 山梨交通㈱ (一社)甲府市観光協会

5 保坂　隆 14.1 山梨交通㈱ (一社)甲府市観光協会

6 望月　年秋 14.02 山梨交通㈱ (一社)甲府市観光協会

7 大沼　南風 8 富士急バス(株) (公社)やまなし観光推進機構

「旅館・観光物産関係」

№ 氏名 勤続年数 勤務先 推薦団体

1 加藤　信子 12 御師旧外川家住宅 富士吉田市

2 酒井　宏知 25 (株)富士急ハイランド (公社)やまなし観光推進機構

3 宮下　新一 33.11 富士観光開発(株) (公社)やまなし観光推進機構

4 梶原　義行 33.11 富士観光開発(株) (公社)やまなし観光推進機構

5 小嶋　孝治 26 (株)河口湖第一ホテル (公社)やまなし観光推進機構

6 織田　健資 14.08 (株)河口湖第一ホテル (公社)やまなし観光推進機構

7 水本　育男 24 (株)河口湖第一ホテル (公社)やまなし観光推進機構

あなたはNPO法人清里観光振興会の会長として　清里ピクニックバ
スの黒字化や　(一社)八ヶ岳アウトドア・アクティヴィティーズを設立し
年間を通して活動を展開するなど　本県の観光振興に貢献された功
績は多大である

活動歴

貴支店は石和温泉を中心に笛吹市の観光情報や魅力の発信に積
極的に努め　本県の観光振興に貢献された功績は多大である

貴隊は山梨県雪合戦大会において雪玉の製造により大会運営に協
力するとともに　大会への参戦により地域の皆さんと交流を深めるな
ど　本県の観光振興に貢献された功績は多大である

あなたは北杜市観光協会の理事として　「こぶちざわうまのまちまつ
り＆信玄棒道ウォーク」をはじめ様々なイベントを通じて地域資源を
活用した活性化に取り組むなど　本県の観光振興に貢献された功
績は多大である

あなたは北杜市観光協会の理事として　うつくし森つつじ植栽事業
やひまわりフェスタなど様々なイベントを通じて地域資源を活用した
活性化に取り組むなど　本県の観光振興に貢献された功績は多大
である


