
 

 

本市の基本的な観光振興を含めた計画は、平成１６年に策定し、着手していますが、さ

まざまな課題が山積していることも事実です。 
このため、既存計画を検証するとともに、新たに構築するコンセプトによる洗い出しと、

既存プロジェクトの有効部分の深度を深めることにより、実効性ある実現可能な振興策と

して取組んでいく必要があります。 
なお、本市における観光交流まちづくりの全体的状況は次のとおりです。 

 

１．富士市の観光交流の現状 

（１）富士市の観光認知度の低迷 

 本市は、日本一の生産量を誇るトイレットペーパーなど、製紙産業を中心とした工業都

市であることから、「紙のまち」としてのイメージが強くあります。 

 東名高速道路や新幹線から望む街は、富士山の麓にそびえる煙突群がまず先に眼に飛び

込んでくることから、観光とは無縁なまちとしてのイメージが定着しています。 

 首都圏でのアンケート調査によると、富士山麓での観光都市は山梨県の富士河口湖町や

富士吉田市などのイメージが強く、静岡県側では御殿場市や富士宮市の観光イメージが浸

透しています。 

 このように本市の観光認知度は極端に低いだけに、今後の観光振興策は、強力にインパ

クトをもった大胆な施策と新たなイメージ形成による観光認知度の向上に取組む必要があ

ります。 

 

（２）工業都市イメージの定着化 

 市民のアンケート調査によると、本市は製紙産業を中心とした工業都市であり、煙突が

象徴するように都市環境イメージは必ずしも良くはなく、観光振興にとって大きなブレー

キになっていると感じられます。 
 現実には、煙突の煙はほとんどが白煙の水蒸気であり、田子の浦港も清浄な海に生まれ

変わっているにもかかわらず、地域のマイナスイメージは払拭されていません。今後、都

市環境イメージを変えていくために、富士山の眺望、駿河湾の「しらす」など清浄なイメ

ージを前面に継続して掲げ、イメージアップに取組む必要があります。 
    

（３）住民主体事業に対する当事者意識の不足 

 本業務を請負ったコンサルタントから「ヒアリング調査では、観光事業主体者の行政依

存を強く感じ、また市民を対象とした世論調査における自由意見からも、すべてにおいて

役所まかせであると受け取れる意見が多いと感じた」との報告がありました。 
観光振興は、行政主導では成就できるものではないことから、民間事業者及び市民一人

ひとりが「地域の光を観（み）る」意識で、地域資源を磨き上げていく心構えを醸成して

いく必要があると考えます。 
なお、観光とは光を観ると書きます。「光」とは地域ならではの、自然・食・水・歴史・

文化・産業などがこれに当たります。 
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（４）住民主体のおもてなし水準の不安定 

 市内には平成２１年度現在、５４の「まちの駅」あります。 
まちの駅は、道を訊ねてきた観光客に観光施設までの道を紹介するほか、休憩所やトイ

レを提供することで、“おもてなしの心を発信する”場所です。 
平成１６年に市からの呼び掛けに応じていただいた４駅で始めたのがきっかけで、まち

おこしを視野に入れたネットワークづくりも進展しています。 
 しかし、市内のまちの駅の中には観光客に対する応対が不十分で、観光客に満足いただ

けない場合もあるようです。 
 まちの駅スタッフと観光客との交流は、大切な出会いの瞬間であり、観光客が不満をも

つとすれば「まちの駅」の機能が十分機能していないともいえます。 
今後は「富士市観光ボランティアガイドの会（以下「観光ガイドの会」という）」などと

の連携も進めておもてなしの充実を図っていく必要があると考えています。 
 観光は、市民のおもてなしの意識によっても大きな影響を受けるだけに、観光客に対す

るおもてなしの水準が安定していないと観光客のリピート効果が生まれないばかりか、多

くの観光客を失うことにもなります。 
 その点でも今後、全市民に対する観光啓発活動は大きな意味を持つことになると考えま

す。 

 

（５）住民のニューツーリズムへの認識不足 

 今日、観光概念は一変し、大量消費型・遊覧見物型のマスツーリズムからパーソナルツ

ーリズム（団体旅行からグループ・個人旅行）にシフトしてきています。 
 これからの観光は、一度に多くの観光客が来てくれさえすれば良いというのではなく、

小規模であっても潤いのあるまちの雰囲気を楽しんでいただくといった、いわゆる、「スモ

ール・イズ・ビューティフルの時代」であるといえます。 
 そぞろ歩きのできるまちの佇

たたず

 観光は２１世紀のリーダー産業として位置づけされているとはいえ、市民の多くは、観

光がもつ可能性に意識をあまり持っていないだけに、新計画の実践を通じて、市全体の観

光意識の改革につなげていくことが必要であると考えます。 

まいを楽しみながら、地域特有の資源やおもてなしなどが

味わうことができる観光まちづくりが求められる時代となってきており、「エコツーリズム」

や「産業観光」、「グリーンツーリズム」などの「ニューツーリズム」と呼ばれる観光形態

が進展してきているのも、そうした時代の潮流と無縁ではありません。 

 

２．計画の進捗状況と課題 
「計画」はおおむね次のようになっています。 
基本目標１「環境交流」の源となる魅力づくり 

基本目標２「にぎわい観光」の源となる魅力づくり 

基本目標３「環境交流」「にぎわい観光」を支える基盤・体制づくり 

 上記の基本目標に基づき１３項目からなる重点プロジェクトを設定し、社会実験を行い

ながら進めるとしており、事業者や市、富士山観光交流ビューロー（以下「ビューロー」

という）が連携し取り組みが行われています。 



しかし、策定から５年経過後の今日においても、未着手及び進捗の遅延、さらに計画の

中断等の状態にある重点プロジェクトもあります。 
そこで、各重点プロジェクトの「進捗状況」の検証、並びにヒアリング調査を実施し、「現

状と課題」の抽出とともに、「課題解決の方向性」を探り出しました。 
 
 
 
（１）全体総括 

現状と課題 課題解決の方向性 
市民の行政依存体質と当事者意識不足 市民の当事者意識への脱皮（実施者の確立） 

観光概念の不統一による観光振興策の曖昧性 観光概念の統一と観光啓発活動 

行政と事業者の連携不足 行政の役割・民間推進者の役割の明確化 

ビューローの観光拠点機能としての位置づけの 

不明確 

観光施策推進ステーション機能の確立 

プロジェクトの優先順位の曖昧性による進捗の停 

滞 

優先順位付けによる事業化の促進 

市内交通アクセスの不備 二次交通充実化のための仕組みの構築 

 
（２）富士山百景プロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 
富士山百景に関する 
情報の整理・提供 

情報の整理・提供 
ガイドブックの発行 

短～長期 随時実施 
毎年発行 

百景エリア・ビュー 
ポイントの整備及び 
百景エリアの景観保 
全 

「左富士」ポケットパークの整

備を実施 
中～長期 ポケットパークは実 

施済み。ポイント整 
備は検討中 

富士山百景を素材と 
した創作活動。 

写真・絵などのコンテストの実

施。入選作品展の開催 
短～長期 写真コンテストは 

H16 より実施。毎回

1,600~2,000 点出品 
絵コンテストは未着 
手 

百景エリアで楽しむ 
プログラムの展開 

音・香り・味など、富士山を五

感で感じるウォーキングツアー

の開催 

短～長期 観光商品化に向けた

モニターツアー実施。 
H18 から「富士山写 
真学校」開催中 

百景を素材にした製 
品の企画・販売・活 
用 

包装用紙や紙袋、絵葉書、カレ

ンダーなどへの百景の活用 
短～長期 販売用・ノベルティ 

用の２種類の「絵葉 
書」の作成。 
市民カレンダーに作 
品データの提供。 
企業・団体・マスメ 
ディア向けニュース 
レター等へのデータ 
提供 

 



現状と課題 課題解決の方向性 
プロジェクトのインパクト効果により観光振興に

大きく寄与 
さらなる内容の充実と誘客拡大への優秀写真の

利活用の促進 

写真愛好者は早朝・夕刻に関心高く、しかも限

定された人数である 

一般客の立ち寄り場の拡大強化による経済効

果向上の仕掛けづくり 

写真は誘客効果があるが一般客は風景鑑賞の

みでは満足しない 
「食文化」との連動の強化（そば街道・しらす街

道・つけナポリタン） 

写真撮影から見た「花」をテーマにした生景観

の未整備 

富士山を背景にした「花のまち」としての生の景

観整備促進 

富士百景イメージにふさわしいまちづくり未整備 富士百景イメージにふさわしい街並み景観や標

識の整備促進 

富士百景関連グッズが乏しい 富士百景素材のグッズ（かるた・版画等）の

開発 
 
 
（３）森と恵みの体験プロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

生活体験・地元学の

展開 

年中行事の体験や自然観察会な

ど郷土を学ぶ機会づくり 

短～長期 観察会の実施（協

力：富士自然観察の

会）、芋煮会の実施 
清水の次郎長講演会 

環境教育と有機のメ

ッカづくり 

環境に配慮した資源循環型の食

物生産、森づくり体験の開催 
落花生の栽培体験による「富士

の落花生」「しらす」のアピール 

短～長期 栽 培 体 験 の 実 施

（於：中里の畑） 
ゆで落花生の試食会

（於：観光ＰＲイベ

ント「富士川楽座」） 
落花生の収穫祭開催 

人材育成と体制整備 農業や文化に詳しい個人、団体

と協力した体制整備 
体験メニューの開発、プロジェ

クトのＰＲ 

中～長期 実験的農業体験の実

施（於：中里の畑） 
体験メニューの整備 
新規メニュー開発へ

の支援事業 

 
現状と課題 課題解決のための方向性 

参加農業者の農村体験プログラムに対する企

画力不足 

プログラム推進体制の強化と受入農業者の企

画力の向上 

プロジェクト参加農業者同士の連携不足 農業者同士及び他業種との連携の強化による

参加者の拡大 

グリーンツーリズムのコンセプトに対する認識不

足 

グリーンツーリズム理念の啓発と実践指導体制

の確立 
受入態勢の不備による参入農業者の取組みの

消極性 

法的規制に対する指導体制の確立と参入農家

の拡大策の推進 



行政主導の格安料金設定体験プログラムによる

事業継続への不安 

ビジネスモデル定着化による経済活動の安定

化 

プログラム認知度不足による参加農業者の低迷 広報戦略の強化と参入農業者への積極的なア

プローチの展開 
各プロジェクト同士の有機的繋がり不足のため

相乗効果が生まれない 

「農業体験プログラム」と「漁業体験プログラム」

などのジョイント企画の構築 

地域特産品が不足しており、農林漁業者の創

意工夫への取組みが不足 
「体験プログラム」の受入に伴う地域資源の掘り

起しと、創意工夫による付加価値のある特産品

開発への取組み 

 
（４）紙のまちプロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 
工場見学の展開 モデルコースの設置と受入態勢

の整備 
（紙の種類、製造工程、省エネ、

資源循環、環境対策など） 

短～長期 製紙工場など一部受

入企業あり 
見学コースなどハー

ドの未整備の工場が

多いため安全確保を

含め課題が多い 

紙の博物館整備 紙を「知る」「体験する」「購入

する」機能を持った博物館の開

設 

長期 市立博物館事業で実

施している 

紙をキーワードにし

たイベント・コンテ

ストの開催 

紙を用いた芸術作品・道具・衣

裳などのコンテストの開催 
紙を利用し作品を書く文学賞の

創設 

中～長期 国民文化祭における

「紙のアートフェス

ティバル」の開催 

 
現状と課題 課題解決のための方向性 

富士市の基幹産業は製紙で工業振興がまちの

づくりの最大課題 

工場見学会など、「学ぶ」「体感」の要素を入れ

た産業観光の推進 

リサイクル社会の構築にどう対応するかが企業

生き残りの課題 

リサイクル社会普及の啓発活動強化による企業

イメージのアップ 

「工場見学」受入は社員教育の一環としても活

用できるが、観光目的の不特定多数の者を受

け入れる企業がほとんどない 

「工場見学」受入企業拡大と社員の士気高揚へ

の取組み（人材育成） 

案内者の「おもてなしの心」が観光客の心を動

かすまたとない機会として生かされていない 

案内者の「おもてなしの心」は「企業の心」として

発信効果が大きいことの周知 

紙をテーマにしたイベントはミニイベントとしての

実施はあるが、対外ＰＲとしてインパクトあるもの

には至っていない 

シティブランド向上に必要不可欠の戦略要素と

して市をあげて紙のまちのイメージアップイベン

トを行う 

紙製品の付加価値化のための製品開発が課題 紙と暮らしの融合社会構築をテーマにした新た

な観光プロモーション（観光と連動した紙イメー

ジアップ戦略）の展開 

日常的な紙の文化創造への取り組みや情報発

信が行われていない 

テーマをもった紙の文化創造活動の継続と市

民の意識向上 



（５）東海道吉原宿プロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

まちなかで楽しんで

もらう 
コミュニティ FM やフリーペー

パーを利用した情報発信 
フリーマーケット、シャッター

アートや街頭コンサートなど、

イベントの企画・開催 

短～長期 実施中 

「歴史」を楽しんで

もらう 
東海一の祇園祭である吉原祇園

祭や吉原宿・宿場まつりなどの

盛り上げとＰＲ。山車やさまざ

まな地域資源を展示する仮称

「吉原宿博物館」の整備 

短～長期 吉原祇園祭のＰＲ・

誘客支援実施 

吉原本宿鯛屋旅館に

展示資料館としてオ

ープン 

 
現状と課題 課題解決のための方向性 

吉原宿プロジェクトについては複数の事業主体

による取り組みを実施しているが、相互の連携

やインパクトが不足している 

民間サイドでいろいろな活動が生まれてきてお

り、まちづくりのコンセプトを統一する 

商店街の空き店舗が十分に有効活用されてい

ない 

富士山写真学校や紙文化の体験館などで有効

活用 

「吉原宿・宿場まつり」はコンセプトの曖昧さとマ

ンネリにより没個性化している 

コンセプトの見直しと再構築による情報発信性

のあるイベントへの変身 

吉原界隈には歴史・伝説や神社仏閣があるが、

活用し切れていない 

歴史・伝説の掘り起しと、祭りの香りや歴史漂う

吉原宿の界隈づくりの推進 

 
 
（６）新・泉の郷プロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

岳南鉄道を利用した

アクセス方法の工夫 

「新・泉の郷パーク＆ウォーク・ライ

ドシステム」の確立 

短～長期 コース案内パンフの作

成（岳南鉄道利用） 

ウォーキングイベント

への支援（JR、「まちの

駅」主催） 

 
歩いて楽しむモデルコ

ースの整備 

今泉・田宿川散策コース整備、 

原田・吉永散策コース整備 

田宿・滝川川下りコース整備 

短～長期 モデルツアーを実施

し、定着化が課題 

案内体制の整備 案内マップの作成 

「水辺のガイド」の組織化・活動 

短～長期 「たらい乗り」事業の実

施及び視察受入（今

泉六町内河川委員



会） 

湧水地域全体の組織

的受入は＜未着手＞ 

かぐや姫などを生かし

たイベントの展開 

「姫名の里まつり」の拡大 

「かぐや姫電車」のネーミングに合

わせた岳南鉄道の PR 

短～長期 「姫名の里まつり」「ビ

ール列車」「ジャズトレ

イン」事業実施 

 
現状と課題 課題解決のための方向性 

周辺湧水の観光的利活用が不足し、活発化し

ていない 

湧水をコンセプトにしたエコツーリズムの積極的

推進 

湧水箇所は狭く、足の便も悪く近寄り難い面が

ある 

「歩く楽しさづくり」の積極的な啓発活動による

誘客戦略と遊歩道の整備 

ウォーキングコースの未整備（ハード・ソフト） エリア住民・企業等の協力体制の強化 

湧水をコンセプトにした地域づくりの広域連携

不足 

広域連携による「湧水」をコンセプトにしたウォー

キングコースづくりの推進 

湧水箇所への交通アクセスが不便のため観光

客誘致活動へのブレーキがかかっている 

マイナス面をプラスに変える方策として徒歩・バ

ス・鉄道のネットワークによる観光コース設定へ

の取組み 

 

（７）田子の浦港・海の駅プロジェクト 
施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

フェリー乗り場周辺 富士市の玄関となる「海の駅」設

置の検討 

短～長期 港湾使用規制の強化

により課題多い 

漁港周辺 新鮮な魚を食べ、買うことのできる

商業施設の集積 

長期 「しらす街道」事業取

組中（漁協タイアップ） 

海岸緑地周辺 富士山の景観と海辺の環境を楽

しむ緑地公園の整備 

短～長期 緑地公園は整備中

（田子の浦地区） 

公園整備検討中（元

吉原地区） 

管理事務所・吉原駅

周辺 

休日を利用した交流イベントの開

催 

短～長期 H１６より実証実験実施

も観光交流イベントに

適さないことが判明。 

 
現状と課題 課題解決のための方向性 

港湾施設であり、後背地の余裕がないため、ヨ

ット寄港場所や観光スポットの造成に難点あり 
「海の駅」の推進は物理的条件が整わないため

断念の方向性 
田子の浦港の周辺緑地の未整備 県の海岸周辺緑地公園整備に合せて観光・レ

クリエーション活用に着手の方向 

 



港への街道にしらす販売店舗がある（約１０店

舗） 

しらす街道整備と活用による新たな食文化の創

造 

しらすの安定的水揚げに難点がある 漁穫量調査と提供方法の工夫 

海からの富士山眺望の素晴らしさの未活用 体験乗船等で活用を図る 

 

（８）岩本山・雁堤プロジェクト 
施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

コンセプトに沿ったエリ

ア展開 

「花と歴史ロマン」をコンセプトとす

る景観づくり、ストーリーづくり。訪

れる人のニーズに応じた様々な回

遊ルートの設定、PR 

中～長期 西部地域の回遊を促

す広報・魅力づくりの

ための新たな取組み

の継続 

気軽に訪れる環境づく

り 

路線バスの路線延長 

巡回バスの運行 

公共交通の利便性の向上 

短～長期 現在、新富士駅・富士

駅から周遊バスを梅・

桜開花時期に合わせ

て運行中 

受入体制の強化 「梅まつり」や「かりがね祭り」

の盛り上げ 
名物料理の開発 

中～長期 来場者の安全確保・

利便性の確保等支援 

 
現状と課題 課題解決のための方向性 

現状では経済効果が低いため新たな観光商品

等の追加が必要 

関係地域の経済効果を生み出す仕組みづくり 

岩本山までの公共交通機関の運行が不便 

 

周遊バスだけでなく、岩本山までの運行コース

上で、どこでも乗降可能な交通機関の仕組みづ

くり 

近隣地域に比べて文化財発掘が不足している 文化財発掘の拡大と文化財啓発活動の推進 

 

文化財（レトロ家屋等）移築・保存も集客少なく

宝の持ち腐れ 

魅力ある文化財の利活用の仕組みづくりと誘客

アプローチの強化 

市民の観光に対する認識度や観光資源の認知

度も低い 

観光認識度や観光資源認知度アップのための

プロモーション活動の強化 

 
 
（９）スポーツメッカプロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

スポーツ合宿のメッ

カづくり 
合宿受入相談窓口の設置 
運動施設やメディカルセンター

の充実 

短～長期 受入態勢（ホテル旅

館組合が主体）につ

いて現在、ビューロ

ーと協議中 



富士川緑地公園は優

先順位を決めて施設

整備に着手 
全国大会の誘致 トップレベルの国内・国際大会

や広く門戸を開いた大会の誘

致・開催 

短～長期 現在、グラウンドの

整備中 
H21 年度よりアルテ

ィメット大会に合せ

て誘致活動展開 
市民サイドからのス

ポーツの盛り上げ 
市民講習会の開催 
クラブチームの創設、活動によ

るトップクラスの選手やチーム

の育成・強化 

短～長期 スポーツ振興課で各

種ニュースポーツ等

の講習会を実施 

 
現状と課題 課題解決のための方向性 

宿の B&B（宿・食の分離）の社会潮流への対応 飲食店とのさらなる連携強化 

アルティメットというマイナースポーツの知名度

不足 

「アルティメットのメッカ」を通じて富士市のイメー

ジ戦略のさらなる強化 

大会開催に対するグラウンド不足の懸念 各種スポーツ団体との連絡・調整強化 

スポーツ団体の会場使用に対する手続きの煩

雑さ 

管理運営窓口の一本化 

富士ハイツ閉鎖に伴う合宿等受入態勢不足へ

の懸念 

富士宮市・清水市との宿泊施設のさらなる連携

強化、ホテル・旅館等の宿泊等機能向上 

アルティメット大会参加者の富士市資源に対す

る関心の希薄 

各種産業・市民活動など、地域活性化の仕掛け

づくり 

アルティメット以外のスポーツの招致活動が手

薄になっている 

新たなスポーツに対する招致活動の強化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（10）らくらくアクセスプロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

公共交通機関の整備 主要駅や市街地を結ぶ交通機関

の整備 
長期 富士急静岡バス等と

の連携にて、実験運

行を実施中 



観光交流エリアへの

アクセス整備 
主要駅と観光交流エリアを結ぶ

シャトルバス・定期タクシー・

ハイヤーの運行 

短～長期 シャトルバスは現

在、岩本山公園を結

ぶ周遊バスのみ 
案内体制の充実 案内サインの改良 

分かりやすい交通案内 
短～長期 市内の案内看板につ

いてはほぼ完了 
道の駅の整備 国道１号・浮島近辺への道の駅

の整備検討 
長期 構想の断念 

 

（11）エコマネープロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

エコマネー運用の準

備 
勉強会やテスト運用の実施 
中心となる組織・メンバーの育

成 

短期 ＜未着手＞ 

市民対象のエコマネ

ー実験 
ポイント獲得による優待サービ

スの仕組みづくり 
検証実験 

短期 ＜未着手＞「海交流」

として実証実験を行

ったが、本格運用は

なされていない。 
観光客を含めた運用 観光客と市民の交流を促すツー

ルとしての活用 
中～長期 ＜未着手＞ 

 
（12）まちの駅プロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

より多くの「まちの

駅」の登録・開設 
商店・公共施設等を活用した休

憩場所、トイレ、情報コーナー

の設置、富士市のご案内 

短～長期 H16  ４駅登録 
H17 20 駅登録 
H18 40 駅登録 
H19 50 駅登録 
H20 54 駅登録 

それぞれの「まちの

駅」のテーマ性、地

域特性の磨き上げ 

この駅ならではの情報提供（食

べ物、スポーツ、農林業、海な

ど） 

中～長期 H19「富士市まちの

駅ネットワーク」を

設立 
「まちの駅」の連携

による大きな魅力づ

くりとおもてなし 

富士地域の「まちの駅」の連携

によるイベント開催 
中～長期 ウォーキング事業

（「まちの駅」主催） 

 
 

現状と課題 課題解決のための方向性 

ネットワーク内の各駅の取組みにおける温度差

が大きい 
ブロック別事業強化など密な相互コミュニケーシ

ョンによる温度差の解消 
おもてなし（ホスピタリティ）水準の曖昧さ 「まちの心」の発信力強化による、おもてなし水

準の向上 



立ち寄りスタンプ帳があまり生かされていない まちの駅の全駅踏破の特典の工夫 
まちの駅（店舗）の特徴が生かされていないケ

ースがある 

おもてなしをコンセプトにし一店逸品運動の展

開 

観光客体験ツアーの実施によるレベル向上す

る機会が少ない 

鉄道・バスとの連携強化によるまち巡りの仕組

みづくり 

まちの駅エリアが広すぎるため展開の密度が薄

い 

ブロック別展開の仕組みと各エリアの個性化戦

略づくり 

まちの駅利用者は近隣在所からの客が多い 観光客誘致のためのマーケティング戦略の強

化 

おもてなしレベルの向上者に対する顕彰制度

がない 

市民レベルの観光カリスマ（またはマイスター）

認定制度の確立 

 
（13）おもてなしの心技体プロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

コンシェルジュサー

ビスの展開 
観光ボランティア及び専門指導

員による観光案内 
短～長期 随時実施 

ガイドや専門指導者

の育成 
魅力的ガイド、専門指導者の養

成と活動 
短～長期 毎年実施 

おもてなしのまちづ

くり 
観光交流に関わる市民等のマナ

ー向上 
市民向け郷土学習の機会充実 
観光施設等のユニバーサルデザ

イン化 

短～長期 毎年講座の実施 

 
現状と課題 課題解決のための方向性 

ガイド会の活動拠点がステーションプラザ

以外になく十分な活動ができない 
ガイドの会活動拠点の各地区設置による活

動の拡充化の推進 

観光ボランティアガイド養成講座と運営機

能の充実化 
養成講座内容の充実と活動の場の拡大策へ

の取組み 

「まちの駅」「工場見学」等との連携がない 「まちの駅」との連携強化と工場見学可能企

業の拡大 
観光ボランティアガイド講座の告知・PR の

不十分 
富士市あげての観光ボランティアガイド参

加への啓発活動や PR の強化 
現在、子どもの活用は実施しておらず、底辺

拡大に小・中学生参加も課題のひとつ 
キッズ活用による教育効果向上への取組に

よる「キッズ観光ガイド」養成講座の設置 
 

（14）おいでよ富士へ！プロジェクト 

施策項目 プロジェクトの内容 年次目標 進捗状況 

ビューローの組織化 機動力が高い推進体制 中～長期 H20 ビューロー設立 



活動母体の整備 コンベンション事業 
観光商品化事業 
情報発信事業 
近隣市町との広域連

携活動 
宣伝と企画 効果的な売り込みの検討と展開 

タイムリーで信頼性の高い情報

発信 
人、組織、プロジェクトの連携

及び企画開発 

短～長期 観光商品化のメニュ

ー整備、観光ルー

ト・体験観光メニュ

ーづくり、ウェブサ

イトの充実、観光パ

ンフの一新、観光商

品開発のための交流

会等の開催 
フィルムコミッショ

ンの検討 
富士市の景観や資源を活かした

ロケーション誘致 
中～長期 H21 ＮＰＯ法人フ

ィルムコミッション

富士設立（市による

支援） 
 

現状と課題 課題解決のための方向性 

観光客受入体制の未整備 観光客受入体制の整備充実と機能強化 
既存祭事への対応面の不統一 既存祭事への対応方針の統一とプロモーシ

ョン活動強化 
新たな観光イベント造成への取組みが不十分 新たな観光イベント造成と支援強化 

 
観光の目玉商品不足による誘客低迷 

 
観光の目玉商品づくりの推進（ニューツーリズム

への取組み強化） 
ビューローの位置づけの曖昧さ 行政・ビューローの役割分担の明確化 

二次交通不足に対する対応不足 行政・交通事業者と連携して二次交通の利便

性強化 

観光振興に係る民間人材の不足 

 

市民ホスピタリティの向上をはじめ、観光に係る

人材育成の強化 

富士山周辺地域との連携不足 環富士山連携の強化と連携プロモーション活動

の推進 

任意団体の活動限界と社会的信頼度の不足 事業活動の充実と法人化への早期取組み 
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