
ふじしあああふうふふふｆ 

 重点プロジェクトは、これからの観光振興を効果的・効率的に図るうえで、効果が大い

に期待できるもの、重点的に力を注ぐ必要があるものとして、以下のプロジェクトを位置

づけたものです。これまで取組んできたものを更に発展させ、計画の推進役としての役割

を果たすものとして優先的に取組みます。 

 
 
当プロジェクトは、秀峰富士を背景にもつ本市ならではの、景観スポットを対外発信す

ることで、「美しいまち富士市」をＰＲすることに主眼をおいたものです。 
「富士山百景写真コンテスト」は、本市を撮影地とすることを応募条件とし、本市に撮

影に来ていただく、またコンテストの入賞作品を観光振興に使うことを目的に平成１７年

より着手した事業です。 
平成２１年度は５回目の実施となり応募作品数２，０９７点の応募があり、コンテスト

の開催効果は期待以上のものが残されています。 
今後の方向性としては、この写真コンテストを継続して実施していくことに加え、これ

までコンテストの入賞作品として蓄積した写真をどのように観光振興に活かしていくか、

また写真撮影者以外の人にも富士山の眺望を楽しんでいただける仕組みを構築できるよう

取組んでいきます。 
 
 
 

 
  ＪＲ新富士駅から富士山を望む 

１．富士山百景プロジェクト 

第１２章 重点プロジェクト 



 

富士山百景プロジェクトの事業体系 

 
         ※アミカケは重点事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

【考えられる主な事業】 

観光商品づくり 

富士山ビューポイント標識の設置 

富士山を描いた名画の収集展示 

富士山を題材とした芸術作品の全国募集 

富士山百景グッズの開発 

富
士
山
百
景
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

観光コースづくり 富士山百景観光コース巡り 

人材育成 
常設「富士山国際写真学校」の開校 

富士山百景ビューポイント巡りガイド養成 

イメージ戦略 
富士山百景絵葉書の有効活用 

作品活用におけるキャプションの義務付け 

イベント戦略 
「富士山百景を詠う」俳句・短歌コンベンシ

ョンの開催 

富士山百景展示会の開催 

旅行会社タイアップによるキャンペーン推進 

マーケティング戦略 
Ｗｅｂサイトの活用と充実化 

推進体制の確立 富士山観光交流ビューローの活用方策の充実 



 
 
 
（１）

 写真撮影者以外にも富士山百景入選写真の絶景ポイントを楽しんでいただけるよう、看

板や安全を確保するための整備を図っていく必要があると考えます。 

富士山ビューポイント標識の整備 

（２）富士山百景グッズの開発 
 観光客の富士山に関わる土産品への関心は大変高く、観光客の求めに応じた土産品の開

発・販売を達成すれば大きな効果を期待できると考えます。なお、土産品の開発・販売に

関しては産業間連携による取組みが必要と考えます。 
（３）富士山を題材とした芸術作品の全国募集 
 写真コンテスト以外にも、絵画、版画、工芸品、文芸作品など富士山を題材とした公募

展を開催することは、誘客数を増やすうえでの効果が期待できると考えます。 
（４）富士山を描いた名画の収集展示 
 北斎「富嶽三十六景」の版画、横山大観の日本画、大山行男氏の写真などは、世界に誇

る富士山の作品です。 
 版画：写真・絵画・オブジェなど世界に誇れる著名な作家の作品の中から「富士」をテ

ーマにした目玉芸術品を買収し、美術館（またはロゼシアター）に展示することで、環境・

文化が体感できる魅力ある都市となると考えます。 
 
 
 
（１）

 富士山百景にちなんだ、ビューポイント巡りを盛込んだテーマ別のモデルコースを設定

し情報発信することで、富士市発の観光イメージが創られていくと考えます。 

富士山百景観光コース巡り 

 なお、コース設定にあたっては、観光ガイドによる案内、まちの駅、富士山しらす街道、

農業体験など、市内の食・歴史・文化等と連動させたプログラムづくりやクイズ形式を取

り入れたオリエンテーリングなどの取組みも満足度を高めるうえで有効であると考えます。 
 
 
 
（１）富士山百景展示会の開催 

 富士山の美しい姿を描いた写真や絵画などのコンテストを開催するとともに、入賞作品

の展示会を市内だけではなく市外においても開催し、富士山イコール富士市のイメージを

発信していく必要があると考えます。 

（２）「富士山百景を詠う
う た う

 俳句・短歌等のコンベンションを誘致し、富士山を題材とした俳句や短歌コンテストを

開催し、本市からの富士山の魅力・観光を発信していきます。 

」俳句・短歌コンベンションの開催 

観光商品づくり 

観光コースづくり 

考えられる主な事業の概要 

イベント戦略 



 
 
 
（１）常設「富士山国際写真学校」の開校 

 次代を担う人材の育成と交流を目的に、著名なカメラマン、映像ディレクター、ジャー

ナリスト等よる常設の写真学校を開校し、映像文化の拠点づくりを進めていく必要がある

と考えます。なお、市内商店街の空店舗を活用して開催することで、波及効果も期待でき

ると考えます。 
（２）富士山百景ビューポイント巡りガイド養成 

 富士山百景ビューポイントの中から、「今日の八景」というテーマでガイドをする養成講

座を開設する必要があると考えます。併せて写真の撮り方、写真活用の仕方、マナーなど

の指導など、楽しいガイドをすることを狙いに養成講座を開く必要があると考えます。 
  
 
 
（１）富士山百景絵葉書の有効活用 

 絵葉書を作成し各種キャンペーンツール及び各種市民活動との連動、「ふるさと観光大使」

等との連携による複合的展開による有効活用を図る必要があると考えます。 
（２）作品活用におけるキャプションの義務付け 

 写真の優秀作品の多様な活用促進を図る際には、使用写真等にキャプション（撮影場所

等）が入ることの効果は大きいことから、キャプションについては貸し出し要項の中で義

務付けを基本とするべきと明記していきます。 
 また、百景写真の観光活用を積極的に推進するために、積極的にＰＲしていきます。 
 
 
 
（１）

 旅行会社（主に首都圏）とのタイアップによるキャンペーンを積極的に展開し、告知と

ともに誘客受付等も行っていきます。 

旅行会社タイアップによるキャンペーン推進 

（２）Ｗｅｂサイトの活用と充実化 

 写真コンテストそれ自体がイメージ戦略であるが、直接的に観光客誘致につなげるため

の新たな販売促進戦略として、Ｗｅｂサイトの掲載とサイトの充実化を図っていきます。 
 
 

 
 

（１）富士山観光交流ビューローの活用方策の充実 

 ビューローが事業主体となって取組んでおり、さらなる推進体制の充実が求められてい

ます。 
 各プロジェクトとの連携も重要で、各事業者等との連携を積極的におこなっていきます。 

人材育成 

イメージ戦略 

推進体制の確立 

マーケティング戦略 



 
 
 
 平成１６年より「田子の浦・海の駅プロジェクト」としての取組みが行われ、さまざま

な社会実験を行ってきましたが、田子の浦港の物理的条件、法的規制等により当初の計画

を断念せざるを得ない状況となりました。 
 しかし、「田子の浦・海の駅プロジェクト」のイベントとして行った「海交流」事業での

連携により、田子の浦漁業協同組合（以下「漁協」という）で水揚げされる優良な「しら

す」に市外からも脚光があたり、以後漁協とビューローと市の連携による新しい観光振興

策の取組みも始まっています。 
 田子の浦漁港（以下「漁港」という）で水揚げされる生しらすは、「これを食べたら、よ

そでは食べられないほどのぷりぷりしらす！」と言われるほどの甘味と食感が絶品の生し

らすで、その秘密は一艘
いっそう

曳
び

 漁港へ向かう道路沿いにはしらす販売の店舗が立ち並び、さながら「しらす街道」の趣

を呈していることから「富士山しらす街道」と命名して取組んでいます。 

きにあり、網掛けから１５分の早さで曳きあげられるためです。 

なお、毎年９月下旬の日曜日に実施している「しらす祭り」は年々観光客が増加し、平

成２１年の第１０回目は３，０００人を超えるまでに発展しています。 
また、日本一の富士山を見ながら、駿河湾の沖合いの船上から眺めながら日本一の生し

らすを食べる醍醐味を情報発信し、観光の目玉商品化に育て上げようと取組んでいる最中

で、実施にあたっては、漁協を中心に周辺地域の住民と連携した中で地域の魅力を向上さ

せ、誘客に繋げていきたいと考えます。 
 

 
 

 

            田子の浦漁港と富士山しらす街道の幟 
 

２．富士山しらす街道プロジェクト 
（旧名称「田子の浦港・海の駅プロジェクト」） 



 

富士山しらす街道プロジェクトの事業体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※アミカケは重点事業 

【考えられる主な事業】 

観光商品づくり 

生しらす丼の安定的提供の促進 

釜揚げしらす及び新鮮魚介類の販売強化 

しらす加工特産品開発 

ビジネスモデルの構築 

「しらすレストラン」の設置 

体験漁業と駿河湾からの富士山眺望の演

出と富士山しらす街道の整備 
 

「海のしらす街道」・「陸の食文化」との連動 

観光コースづくり 

「しらす祭り」の充実 

「富士山しらす街道祭り」の造成 
イベント戦略 

漁業体験インタープリター養成講座開設 

しらす料理アイテム開発講座の開設 

人材育成 

イメージ戦略 
レトロ感覚をもった建造イメージの形成 

しらす街道幟
のぼり

制作とＰＲエリア拡大 

首都圏誘客キャンペーンの実施 

マーケティング戦略 
「駿河湾実証実験ツアー」の実施 

「富士山しらす街道」の推進体制 推進体制の確立 

富
士
山
し
ら
す
街
道
プ
ロ
ジ
ェ
ク
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（１）

 「日本一の富士山を眺めながら日本一の生しらす丼を食べる」ことを売り文句に、漁港

でしか食べられない地域限定料理としての位置づけ、本市最上級の食文化として提供して

いきたいと考えます。なお、商品化にあたっては生しらすの安定的提供が鍵となると考え

ますので、漁協と共に検討していきます。 

生しらす丼の安定的提供促進 

（２）

 生しらすは、観光商品として魅力いっぱいですが、獲れたてが売り物の生しらすを土産

品としての販売には難点があり、釜揚げしらす及び新鮮魚介類等の販売もセットとして検

討する必要があると考えます。 

釜揚げしらす及び新鮮魚介類の販売強化 

 なお、漁港での「海鮮朝市」などが開催されれば更なる魅力が加わると考えます。 
（３）しらす加工特産品開発 
 新たにしらすを用いた加工商品も、新たな付加価値づくり、ブランド力向上の観点から

取組む必要があると考えます。 
（４）ビジネスモデルの構築 
 観光商品としての「しらす漁体験」「食体験」「漁師による案内」などを盛り込んだプロ

グラムを設定し、着地型旅行商品のサポート業務を整え、ビジネスモデルを早急に構築す

る必要があると考えます。 
 
 
 
 
（１）

 漁港に訪れた観光客が回遊できるよう、早朝のしらす漁体験・見学、しらす丼を中心

とする飲食の提供、また「富士山しらす街道」と称している街道沿線の魅力を磨き上げて

いく必要があると考えます。 

体験漁業と駿河湾からの富士山眺望の演出と富士山しらす街道の整備 

 特に、街道沿線については、エコのイメージを持たせた、レトロの雰囲気を残した中

で、新たな飲食店、商店、みやげ販売店などが増え、回遊しても時間の経過を感じさせ

ない街道になっていくことを期待しております。 
 なお、この地に多くの観光客が訪れ、にぎわいが創出されれば、次代を担う人材の後

継者問題解消にもつながっていくと考えます。 
 
（２）「しらすレストラン」の設置 
 現在の「富士山しらす街道」は、釜揚げしらすの販売は可能であるが、生しらす丼を

提供する店舗は数店であり、今後観光客の受入を拡大していくためには、生しらすを提

観光商品づくり 

観光コースづくり 

考えられる主な事業の概要 



供する個性的な飲食店が増えることが望まれます。 
（３）「海のしらす街道」、「陸の食文化」との連動 
 海のしらす丼と、陸のそば、つけナポリタン、かぐや姫茶漬け、ねぎ雑炊等とセットに

した、富士市食文化巡りの観光コースを設定（連動プログラムの構築）することで一層の

効果が期待できると考えます。 
 
 
 
 
（１）

 毎年９月下旬に実施されている「しらす祭り」は年々盛況の一途を辿っており、早朝か

ら漁港周辺に数１００メートルの長い列ができる程の大変な賑わいを見せおり、現状の漁

港を会場とする「しらす祭り」にこれ以上の来場者を招くことは物理的に難しいと考えま

す。 

「しらす祭り」の充実 

 「しらす祭り」は、生しらす・釜揚げしらす・しらす丼など提供される値段設定が安価

であることが多くの来場者を集めている理由のひとつとして考えられますが、まだまだ普

段「生しらす」が手に入らないと感じている方々が多いからであると思われます。 
 今後は「しらす街道」の受け入れ態勢の充実を図りながら、常時「生しらす」を購入で

きることをＰＲする絶好の機会として発信する必要があると考えます。 
（２）

 多くの観光客による賑わいを創出するために、しらす街道の新たなイベントとして、し

らす街道沿いに展開する店舗を中心に、市民と一体となった形で、海の幸いっぱいの即売

会、生しらすの料理づくり体験、釜揚げしらすの実演販売、「海の大道芸」など味の一大祭

典を実施していくことが大きな効果をもたらすと考えます。 

「富士山しらす街道祭り」の造成 

 
 
 
 
（１）漁業体験インタープリター養成講座開設 
 しらす漁見学と食体験は魅力的ツアーの一つであるが、不可欠なのは体験ツアーに対す

る案内解説者である。したがって、漁師を職業とする人々に対し案内解説者の心得や感動

的案内の方法などを体得する講座の開設を恒常的に実施していきます。 
（２）しらす料理アイテム開発講座の開設 
 「生しらす」の提供の確立後の次の戦略として、しらすの魅力を更に広げ高めるために、

新たなしらす料理を開発していく必要があると考えます。 
 そこで、料理の専門家を招いて、新たなしらすを素材とした商品の開発を市民と一体と

なって取組んでいく必要があると考えます。 
 
 

イベント戦略 

人材育成 



 
 
 
 
 

（１）富士山しらす街道幟
のぼり

 現在、しらす店舗が並ぶ県道３４１号線沿いには「富士山しらす街道」の文字入り幟

が立てられていますが注意をしないと見逃してしまう状況です。 

制作とＰＲエリアの拡大 

幟旗は「富士山しらす街道」のイメージづくりを図るうえで非常に効果的なアイテム

であることから、エリアの拡大とともに、そのデザインも色彩・エコ・しらす・魚介類

などのイメージを効果的に印象づけるものにしていく必要があると考えます。 
（２）レトロ感覚をもった建物イメージの形成 

現在の「富士山しらす街道」は、海辺・漁村のイメージ形成にはほど遠いため、観光

客を迎えるおもてなしの心を感じさせるように可能な限り無機的空間のカモフラージュ

を行い、温かみのある木造空間、よしず等を上手に活用したレトロ感覚の建造物など、

環境に優しい海のまちの雰囲気をもつ観光演出が望まれると考えます。 
 
 
 

 
（１）

  実証実験ツアーとともに、首都圏での誘客キャンペーンは大きな効果があると考えま

す。キャンペーンの実施に際しては、いつ実施するのが良いか、また内容もどのような

形で実施したらより効果があがるのかを十分検討して実施すべきと考えます。 

首都圏誘客キャンペーンの実施 

 例：釜揚げシラスの「つかみ取り」、生しらす丼の試食など 
（２）駿河湾実証実験ツアーの実施 
 全国への情報発信として、漁協との協働により漁港で水揚げされるしらすの商品価値

のアピール戦略として実証実験ツアーを定期的に実践していきます。 
モニターツアーとしての対象者は一般客ではなく、有識者をはじめ、ジャーナリスト、

旅行作家、マスコミ人、映像作家、旅行関係者等、情報発信に携わる人々を招聘し、広

報・告知効果のある展開を図っていきます。 
 
 
 
 
（１）「富士山しらす街道」の推進体制 
  「富士山しらす街道」のイメージ形成及び整備促進を図るためには、主体となる漁協

のほかにも、田子浦地域の全住民との理解と協力が不可欠であると考えています。漁協

マーケティング戦略 

推進体制の確立 

イメージ戦略 



の役員と、地区まちづくり推進会議の役員のほか地元企業が一体となって取り組めるよ

う、定期的に話し合う場を設けていく必要があると考えます。 
  

毎年恒例の「しらす祭り」は長蛇の列 



 
 
 誰でも気軽に立ち寄れる観光案内と休憩処として、おもてなし文化の確立を目指した「ま

ちの駅プロジェクト」は、平成１６年に４駅で開駅以来、年々多くの参加駅が増え続け、

平成２１年度現在では５４駅の参加となりました。平成２０年度には「富士市まちの駅ネ

ットワーク（以下「まちの駅ネットワーク」という）を設立し、以後本市の「おもてなし

文化の確立」は着実に大きな成果を挙げつつあります。 
 また、観光ガイドの会は平成１５年に静岡県で国体が開催された事をきっかけに設立し

たもので、本市へ訪れた観光客のおもてなし案内人として、長年にわたり観光振興の一翼

を担ってきました。毎年ボランティアガイドの養成講座を開催し、会員の数の拡大と、お

もてなしの養成・ガイドに要する知識の養成を実施してきております。 
このことから、まちの駅ネットワークと観光ガイドの会、その他の団体が連携し、同じ

方向性を持ったおもてなしの充実を図っていくことが、今後の本市におけるおもてなしの

充実を高めていくうえで重要なことであると考えます。 
なお、本市における「まちの駅」は、全国１，４００箇所以上ある「まちの駅」の中で

も、その活動ぶりに注目が集まり、全国各地から視察団に訪れるなど、観光客はもちろん

市民の立ち寄りの場として愛されるようになってきております。 
しかしながら、比較的小規模な事業所が多いこと、多業種（※１）による構成であるこ

とから良い意味では様々な特色がありますが、悪い意味で統一したおもてなしの提供を図

れていないなどの要素があり、今後長期的な視点の中でおもてなし水準の確立を図ってい

く必要があると考えます。 

 

 

※１＜まちの駅職種分類＞ 
 

公共関連：７駅、寺社関連：３駅、漁業関連：１駅、小売関連：１１駅、生鮮販売：１駅 
飲食関連：１８駅、製造関連：３駅、医療関連：３駅、宿泊関連：４駅、 
その他のサービス：２駅、建設関連：１駅（計 ５４駅） 

 

３．まちの駅・おもてなしプロジェクト 



 

まちの駅・おもてなしプロジェクトの事業体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

※アミカケは重点事業 
【考えられる主な事業】 

観光商品づくり 観光グッズ開発と販売拠点づくり 

ま
ち
の
駅
・
お
も
て
な
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

観光コースづくり 

まちの駅スタンプラリーの定着化 

富士市まちの駅ネットワーク独自企画の

実施 

「観光ふじ・おもてなし講座」の開設 

「キッズ観光ガイド」の養成塾の開設 

人材育成 

イメージ戦略 

富士市シンボルフラワーの設置 

まちの駅お休処とお茶サービスの充実 

富士市逸品めぐりツアーの実施 

「まちの駅・語りの部」の活動 

イベント戦略 

推進体制の確立 

まちの駅ネットワーク・観光ガイドの会の連

携強化 

外国人観光客受入体制の整備 

まちの駅発足精神の再認識と体制強化 

「仮称：富士市おもてなし推進協議会」の

設置 



 
 
 
 

（１）

 現在、ネットワークでは「手ぬぐい」の既存商品があり、富士山の日（２月２３日）に

ちなんだグッズ開発にも取組んでいます。 

観光グッズ開発と販売拠点づくり 

 今後さらに、ビューローや観光ガイドの会との連動により本市の民話・伝統等をテーマ

にした伝統食品・伝統工芸などの観光土産品など新しい魅力ある観光グッズの開発をすす

め、「まち歩き」と連動した観光グッズの販売を推進していきたいと考えます。 

 

 
 
 
（１）まち駅スタンプラリーの定着化 
 「国民文化祭・しずおか２００９」を記念して実施した応援イベントで、市内のまちの

駅に備え付けのスタンプをスタンプカードに押しながら１０駅を踏破する「まち歩きラリ

ー」を実施しております。今後も創意工夫を凝らした取組みを期待するとともに、必要に

応じた支援をしていきます。 
（２）富士市まちの駅ネットワーク独自企画の実施 
 独自に新たな観光コースを立案し、観光ガイドの会と連携した展開を図っていけるよう、

必要に応じた支援をしていきます。 
 
 
 
 
（１）「まちの駅・語り部」の配備 
 本市には竹採塚にまつわる「かぐや姫」伝説をはじめ、歴史・民話等もたくさん存在し、

現在も語り部活動が行われています。 
 こうした活動をさらに市民への拡がりをもたせるため、まちの駅ネットワーク、観光ガ

イドの会との連携により更なる広がりと充実を図っていきたいと考えます。 
（２）富士市逸品めぐりツアーの実施 
 現在、本市のブランドづくりは富士商工会議所が主体となっての取組みを行っています

が、選りすぐりの逸品（ブランド商品）を巡るまち歩きツアーを食体験とあわせて実施す

ることで、さらなる効果が期待できると考えます。 
  

観光商品づくり 

観光コースづくり 

イベント戦略 

【考えられる主な事業の概要】 



 
 
（１）

 現在、行われている観光ボランティアガイドの養成をさらに拡充させ、観光に携わる人づ

くり全般を育成する講座を設けます。講師は本市在住の文化人・有識者・専門家・企業経

営者等を起用し、観光プログラム作成の留意点、話し方教室など、実践的講座も充実させ

ます。さらに、ガイド養成と並行して観光専門家を招いて「おもてなしの基本」などを学

ぶ場を設けていきたいと考えます。 

「観光ふじ・おもてなし講座」の開設 

（２）「キッズ観光ガイド養成塾」の開設 
 市内の子ども会とのタイアップによる、キッズ観光ガイドの養成をおこなってまいりま

す。これは、子どもに郷土の歴史や伝説・民話等の認識を深めてもらうとともに、自己表

現の技術をマスターする意味でも貴重な体験となるとの考えによるものです。 
 
 
 
 
（１）まちの駅お休処とお茶サービスの充実 
 まちの駅は公共関連施設や寺社をはじめ、多くの民間企業や商店等が参加し、観光客に

市内の案内など、「おもてなし」をすることで地域イメージアップを図っている点で大いに

評価されております。そこで、観光客がゆったりとくつろげるようさらなる雰囲気づくり

と、環境に優しいまちを前面に打ち出したおもてなしツールとして、全参加店によるおも

てなしお休処（縁台）の設置等の充実を図っていくべきと考えます。 
 お休処は地域のおもてなしの心を売る最も効果的なツールであり、現代人が求めている

コミュニケーションツールとしても最適なものであることから、ここでくつろぐ観光客は、

本市特産のお茶のサービスが無料で受けられるサービスシステムの方法を検討していきま

す。 
（２）富士市シンボルフラワーの設置 
 市内５４駅のほとんどが花に囲まれた癒しの空間が醸し出されれば、一休みする観光客

の心をなごませ、かけがえのないひと時を演出することになります。 
 そのためにも、「紙のまち」らしく、生花ではなく紙でできた市花（バラ）が、街のシン

ボルフラワーとして「まちの駅」を飾るといった演出も考えられます。いずれにしても、

まちの駅の統一コンセプトによるシンボルフラワーの設置（または植栽）で、観光客の心

を癒す心配りが大切であると考えます。 
 
 
 
（１）

 観光ガイドの会の活動は、現在、市内の名所旧跡等のガイドが業務の中心ですが、今後

は、産業観光や市内散策等に活動の範囲が拡がりつつあり、まちの駅ネットワークとの連

まちの駅ネットワーク・観光ガイドの会の連携強化 

イメージ戦略 

人材育成 

推進体制の確立 



携の強化は市内散策等、連携を深めながら相互扶助も検討する観点から必要であると考え

ます。 
（２）

 外国人観光客の受入は、これからの観光振興にとっては必須の課題です。 

外国人観光客受入体制の整備 

本市も外国人観光客の誘致にあたり、交流プログラムの開発はもとより、外国人が一人

でまち歩きができるような、外国語による案内マップや外国語観光ガイド、さらに対応の

方法など、受入体制の整備促進を図る必要があると考えます。 

（３）まちの駅発足精神の再認識と体制強化 
 現在、５４駅のまちの駅は、各駅の特色を活かしたおもてなしを実施してきています。 
 しかしながら、発足してから年数が経過するとともに、新たなまちの駅の加入などによ

りまちの駅ネットワーク加入の駅数も増えたことから、基本となる「おもてなし」や「ホ

スピタリティ度」を今一度原点に立って見つめなおし、長期的な視点に立った充実を図っ

ていく必要があると考えます。 
（４）「仮称：富士市おもてなし推進協議会」の設置 
 まちの駅ネットワーク、観光ガイドの会、その他おもてなしをおこなっている多くの団

体間の相互理解・情報交換、連携、人材交流等実践に即した観光業務の向上に役立てるた

めの組織を設置していきたいと考えます。 
 
 
 

 

         富士川楽座と富士山 
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