
 
 一般プロジェクトは、観光振興の効果や期待が小さいという理由で、最重点・重点の次

に位置づけたものではなく、「これまで取組んできた成果や進捗状況が良いもの」「既に関

係する事業者・団体により事業への取組みがスタートしているもの」で今後集中的に行政

が力を注ぐ必要が少ない、また「長期的な視点での取組みの方がより効果が上がるであろ

うもの」を定めたものです。 
  
 

１．

 

岩本山・雁堤プロジェクト 

富士山を背景にした岩本山公園は、１月下旬から３月上旬には梅、３月下旬から４月上

旬には桜など多くの客でにぎわいを見せています。しかしながら、交通アクセスの面でか

なりの難点が見受けられると同時に、岩本山周辺に特産品販売等を含めた取組みが始まっ

たばかりであるため、観光収入面での弱さがあり経済効果が低いという状況にあります。 
 交通アクセスの面では東海道新幹線新富士駅及び在来線富士駅等から「周遊バス」の運

行を行っていますが、現状では運行回数･運行時間等の課題もあり、１日の乗車平均人数は

５０～８０人程度で、観光客にとって必ずしも満足を得られるような交通アクセスとはな

っていません。こうした点を是正し、新たな展開を構築する必要があると考えます。 
 もう一つの観光スポットである雁堤（かりがねつつみ）は、治水対策として江戸時代に

つくられたもので、現在は公園になっており富士山百景写真コンテストの人気ビューポイ

ントの一つとなっています。特に、コスモス越しの富士山の眺望は優れていますが、公共

交通でのアクセスに難点があることからマイカーでの観光客が多い現状にあります。 
したがって、今後は公共交通によるアクセスを改善するとともに「富士川歴史街道プロ

ジェクト」との連動により富士川地域にある雁堤、公園施設、歴史・史跡施設、飲食施設

等を活用した魅力ある観光地として磨き上げていく必要があると考えます。 
 なお、本プロジェクトの推進にあたっては、富士川を挟んで岩松北、岩松、松野、富

士川地区の「まちづくり推進会議」（４地区）が連携し合い、協働での取組みが既に始

まっていることから、地域住民を主体として更なる進展を図っていきます。 
 
 
 
  

第１４章  一般プロジェクト 

１．岩本山・雁堤プロジェクト 



 
 
 
（１）岩本山の梅林の拡大 
 将来的には全国的にも有数の梅林公園を目指しており、現在公園内の梅は約４００本で

すが、周辺部を含めて富士山の標高と同じ３，７７６本に増やしていきたいと考えていま

す。さらには、今後は梅の実の活用（お土産品）も含め地元のともに魅了の充実を図って

いく必要があると考えます。 
（２）「産直市」の充実 
 現在、岩本山公園では観光客の多い「岩本山梅祭り」開催期間中に富士市農業協同組合

とのタイアップにより「産直市」が開催され、観光客にたいへん人気があります。 
 経済効果の観点からも地元住民による拡充が期待されております。 
 
 
 
（１）周遊バス運行コースの再検討と経路の魅力づくり 
 現在、平成１６年度より梅・桜の開花時期に岩本山公園への周遊シャトルバスの運行を

実施しており、岩松地区内の実相寺、瑞林寺も周遊するコースの中に盛込み、運行コース、

運行時間等改善を加えながら今日まで実施してきました。 
 なお、現行のコースは以下のようになっています。 
  
平成２０年度：ＪＲ新富士駅→ＪＲ富士駅・富士健康印商店会→ＪＲ柚木駅→瑞林寺→

岩本山公園→実相寺→若松公民館→護所神社→ＪＲ柚木駅→ＪＲ富士

駅・富士健康印商店会→ＪＲ新富士駅 
 平成２１年度：ＪＲ新富士駅→ＪＲ富士駅→瑞林寺→岩本山公園→ＪＲ富士宮駅→富士

宮浅間大社→岩本山公園→実相寺→ＪＲ富士駅→ＪＲ新富士駅 
        （なお、富士市・富士宮市観光ボランティアガイドによる車内案内付き） 

 
 
上記の運行コースに見られるように、平成２１年度コースは従来と異なり、富士宮市との

提携による新たなコース設定がなされており、しかも、富士市及び富士宮市双方の観光ボラ

ンティアガイドによる車内案内となっているのが特徴です。 
なお、運行方法については、今後も、改善を加えながらのさらなる魅力アップを図ってい

くために、関係する地域の皆様や事業者と引き続き連携して取組んでまいります。 
 
 
 
 
 

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 



 
 
（１）沿線商店街イベントの充実と仕掛けづくり 
 周遊バスの運行コースにある富士駅周辺商店街では、岩本山公園までの周遊バス運行と

合せて商店街独自のイベントや土産品の販売を実施し、バス利用者の満足度をあげていく

ことも効果的であると考えます。 
（２）景観形成阻害要因の排除への取組み 
 岩本山と富士山の間に、高圧電線用鉄塔及び携帯電話用の電波搭などがあり、富士山の

眺望が遮られ、その価値が下がってしまっている現状です。長期的対応とはなりますが、

富士山の眺望確保のために、構築物の移設も含めた検討をしていく必要があると考えます。 
 
 
 
（１）富士市観光ボランティアガイドの会との連携 
 毎年、恒例で実施している周遊バスの運行に併せて、観光ガイドの会が積極的に参画し、

ＪＲ新富士駅、ＪＲ富士駅からの周遊バス内でおもてなしをしていますが、まだまだ充実

を図っていく余地はあると思われ、ビューローとの連携をより一層強化しながら、また新

たな試みも入れながら、観光客の満足度を高めていく必要があると考えます。 
 
 
 
（１）写真愛好家への情報提供 
 現在、岩本山公園の梅・桜の開花時期には、かなりの人数の写真愛好家が遠方より自家

用車・観光バスで訪れています。岩本山公園は、これらの方々に認知されるようになって

いますが、このほかにも市内には写真愛好家の関心を集めている撮影地があると考えます

ので、積極的に情報が提供できるよう推進していきます。 
（２）観光旅行会社との連携 

 岩本山公園の梅の開花時期には「日本三大だるま市」として有名な「毘沙門天大祭」も

開催されておりますので、これらの催事や近隣の観光スポットと組み合わせた観光コース

の情報を提供し、誘客を図っていきます。 
 
 
 
 現在の観光振興への取組みは、市の予算を主に投入しながら、民間の事業者にも参加し

ていただき推進しています。 
しかし、今後は梅や桜の開花時期の交通渋滞対策、誘客イベント、おもてなしの充実を

図る経費を来場者に負担していただけるよう、駐車場の有料化等の検討を本プロジェクト

会議の中で、多くの市民の意見もお伺いしながら検討していく必要があると考えます。

イベント戦略 

マーケティング戦略 

人材育成 

受入体制の整備 
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農業体験プロジェクト（旧森と恵みの体験プロジェクト） 

当プロジェクトは、農業体験を中心にその開発をおこなってきておりますが、個々の農

家には観光客受入に対する十分な施設（駐車場、トイレ、手洗い、調理場等）がなく、現

状では受入体制が整っていない状況にあります。 
平成２０年度には「親子の畑サラダガーデン」という企画で、市内の親子を対象に実証

実験し、野菜づくりを種まきから収穫、料理（さつまいもを使った羊羹づくりなど）まで

の体験を行いすこぶる好評でした。しかしこれも農家単体での取組みであり、近隣を含め

た地域が一体となった受入体制には至っていない状況です。そのため、今後は農業観光に

対する農家への啓発活動が求められると考えます。 
「茶摘み体験」「そば打ち体験」「小麦饅頭づくり」のほか、昨今では「ブルーベリー狩

り」が人気上昇で、こうしたエコツーリズムの要素を取り入れた体験メニューは富士山の

イメージにもふさわしいと考えます。 
農業者や漁業者は、お互いに交流する機会もなく個々で受入をしている現状にあるため、

今後は、漁業体験（田子の浦港しらす漁）と農業体験（農・暮らし体験など）といった異

業種とのジョイント企画の推進を図っていきます。 
また、今日、１次産業から３次産業に至る、いわゆる６次産業的取組みが重要視されて

おり、ジョイント企画には新鮮な魅力の創出と相乗効果が見込めるだけに、推進の強化を

図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．農業体験プロジェクト（旧森と恵みの体験プロジェクト） 



 
 
 

 

 

（１）農業体験アイテムの開発 

 富士山の裾野の広大な農地を生かした体験農業のアイテムを開発すると同時に、１泊２

日型、２泊３日型、さらに長期滞在型等と観光ニーズに応えたプログラムの開発を推進し

ていく価値は十分あると考えます。 

（２）お土産品の開発 

 新鮮な野菜等はもちろんのこと、農業体験等を通した農産品加工食品など、持ち帰り可

能な土産品の開発も積極的に取組む価値があると考えます。 

 

 

 
（１）農業体験型観光コースの設定 

 受入に際しては、多くの農家の参画を促し、個々の農家だけではなく地域内農家が連携

して農地の体験型観光コースを設定していく必要があると考えます。 

 また、コースづくりに際しては、他のプロジェクトとのジョイントや近隣市町との連携

も図った中で、観光客に魅力あるコース提案をしていくことが必要であると考えます。 

 

 
 
（１）歳時記活用参加プログラムの展開 
 体験メニューの企画に際しては、地元に伝統的に伝わる歳時記と地域独自の生活文化や

食文化をプログラムの組み立ての中に盛込んでいくことが効果的であると考えます。 
 なお、体験メニューのイメージを高めるため、また観光情報を強く発信するためには、

富士山の景観に配慮した体験場所の設定、話題性を持たせた企画などを盛込む必要がある

と考えます。 
 
 
 
（１）受入体制セミナーの開催 
 農業者に対する啓発およびおもてなしの拡充、参加農業者間の連携を図っていくために、

グリーンツーリズム及びエコツーリズムにおける受入体制セミナーを開催していきます。 
 
 
 
（１）農業観光ＰＲパンフレット及びウェブサイトの制作 

観光商品づくり 

 

観光コースづくり 

イベント戦略 

人材育成 

マーケティング戦略 

考えられる主な事業の概要 



 固有の農産品のブランド化への取組みとともに、農業体験観光のメニューの開発と体験

プログラムの構築など、実践を伴ったＰＲパンフレットの制作や、ウェブサイトを立ち上

げるなど多角的なＰＲ展開の取組みを図っていく必要があると考えます。 
（２）キャンペーンイベントへの参加 
 首都圏を中心に、地域起し型ＰＲイベントは数多く開催されています。 
 そうしたキャンペーンイベントに積極的に参加し、観光客誘致への働きかけを実施する

必要があり、特に事業者が直接このような事業に参加することは、意識改革を図るうえで

効果があると考えます。 
 
 
 
（１）受入体制の整備及び外国人受入の推進 
日本政府は今後、外国人受入に対する観光推進に力を入れようとしており、日本のシン

ボル富士山を背景にもつ富士市の地域特性は、外国人受入に対し、最もふさわしいステー

ジが提供できる数少ない地域であると考えております。こうした特性を活かし、外国人を

主ターゲットにした「農・暮らし体験プロジェクト」は大いに期待できるだけに、農家民

宿・民泊等の受入体制づくりを支援していきます。 
外国人受入と同時に日本人受入も強化し、富士市での農業をコンセプトにした「国際交

流の場づくり」の推進を図っていきたいと考えます。 
以下は、農家民宿・民泊にふさわしい農家への啓発項目です。 

 
＜「農業体験プログラム」受入にふさわしい農家民宿（外国人を含む）＞ 

①農家民宿が基本 

現代の都市住民は、田舎を旅する際に公的施設よりも農家民宿を好んでいます。 

②行動力ある農家 

受入に対する熱意があり、新しい取組みへの挑戦心がある農家が主体です。 

③食体験可能地域 

「食」をテーマにした実践体験が可能な地域です。 

④活用可能地域 

地域文化（伝統祭事、芸能など）の活用ができる地域です。 

⑤景観に優れた地域 

景観に優れている（または特異性を持っている）地域です。 

⑥体験プログラム可能地域 

体験者が記念に持ち帰れる、体験メニューが作れる地域です。 

⑦特産品のある地域 

地域固有の土産品がある地域です。 

⑧おもてなし心のある地域 

ホスピタリティ度が高い地域です。 

⑨清潔な地域 

清潔度が高い農家民宿（風呂・洗面所・部屋等）が必要です。 

受入体制の整備 



 

⑩地域連帯のある地域 

地域内連携と連帯感が取れている地域です。 

⑪対応迅速性のある地域 

きめ細かな対応と迅速な対応のできる地域です。 

⑫簡単な英語が通じる地域 
外国人受入に際しては、単語の羅列でよいから英語が多少通じる地域です。 

⑬相手国のあいさつ語をマスターできる地域 
受入対象国の簡単な単語をマスターできる地域です。（おはよう、こんにちは、さよ

うなら、駄目、よろしい、などの対応だけでも喜ばれる） 
⑭英語・韓国語・中国語のパンフレット制作可能地域 

３カ国語程度の外国人向けのパンフレットを制作できる地域です。 
⑮宗教面や習慣が理解できる地域 

日常食の提供が原則ですが、共通して嫌いなものは避けると同時に、宗教上の問題 
やベジタリアン向けのメニューも考慮できる農家民宿のある地域です。 

⑯協働作業が可能な地域 
日本人、外国人共通の交流体験を入れ、協働作業を通した交流が可能な地域です。 

⑰滞在宿泊のストーリー化を図れる地域 
単発の連続でなく、体験メニューもストーリー化が図れる地域です。 

 
 
 

 

        農作業体験＆田舎暮らし体験 
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東海道・吉原宿プロジェクト 

昨今、観光における新たな需要掘り起こしに各観光関連企業が趣向を凝らした企画立案

を図っていますが、なかなかインパクトをもった観光施策が見出せず苦慮しているのが実

態です。そうした中にあって需要掘り起こしに成功した企業もあり、貸切バスを用いた首

都圏でツアー事業を展開する「はとバス」は２００２年６月期を底に、年々利用観光客が

増加し、年間約２００コースを提供し、顧客に常に新鮮な感動を与え続ける企画が売り物

となっています。 
特に異色で人気のツアー企画に「江戸食い倒れツアー」があり、朝食は「築地の寿司」、

昼食に「浅草のてんぷら」、夕食に「柴又のうな重」と、江戸の伝統料理を老舗店で味わえ

る企画が功を奏し、しかも、食事だけにとどまらす、ショッピング、浅草・仲見世の散策

などを組み入れています。 
このように、地域活性化策のひとつとして、また観光振興策として、郷土色豊かで個性

的な「食文化」の提供は不可欠の要素であり、その点、本市のご当地グルメを代表する「つ

けナポリタン」を開発した地域の意気込みを観光振興にも生かしていく必要があると考え

ます。 
さらに、吉原宿の歴史掘り起こしによる、いにしえの食文化「ねぎ雑炊」の復元や、伝

統祭事「吉原祇園祭」をコンセプトに、さらには最重点プロジェクトとして位置づけた「紙

まち文化プロジェクト」との取組みも加えた、さまざまなまちづくり戦略を実践的に活か

すことで、まちは活気づくものと考えます。 
 

 
 
  

３．東海道吉原宿プロジェクト 



 
 
 
（１）「吉原祇園祭」の活性化への取組み 
 「吉原祇園祭」は、地区住民だけでなく、富士市民が全国に誇る伝統祭事であります。

吉原祇園祭のさらなる活性化を通して、吉原商店街の魅力アップや繁栄に繋がれば「文化

のまち吉原」が強力に情報発信できると感じております。「吉原祇園祭」は、その意味で吉

原地区活性化の起爆剤ともなるもっともふさわしい伝統文化であると考えます。 
（２）いにしえの食文化「ねぎ雑炊」の復元 
 江戸期には吉原宿独特の食文化に「ねぎ雑炊」がありました。特に、鯛屋旅館では評判

の雑炊として他国に轟いたと言われております。この食文化を復活させ、新たな地域食と

して定着させていくことは、当地域の魅力を高めていくうえで大いに期待ができるものと

考えます。 
 
 
 
（１）いにしえの吉原宿・歴史散歩 
 いにしえの吉原宿は、豪奢な山車で有名な「吉原祇園祭」天満宮のある本町、吉原地区の

歴史資料館となっている鯛屋旅館など、「いにしえの宝」がいっぱい詰まっていると考えま

す。 
 この吉原地区に観光ガイドの会や地域住民による案内で、楽しく歴史散歩をする観光コ

ースを設定することは、大いに観光客の満足を得られるものとなると考えます。 
 
 
 
 
（１）「つけナポリタン」を中心とした食のイベントの開催 

 平成２１年９月に開催された「第４回ご当地Ｂ級グルメの祭典！Ｂ－１グランプリ秋田

大会」では、１５道県の２６品が出展し、延べ２６万 7 千人が秋田県横手市を訪れていま

す。 

 食に対する関心の高まりにより、Ｂ－１グランプリをはじめ多くのイベントが全国各地

で開催され、観光客誘致・まちおこしにつなげています。 

 本市も、「富士のふもとの大博覧会」などの「食」をテーマとした事業に取り組んでおり

ますが、今後も継続・拡充を図っていく必要があると考えます。 

 特に「つけナポリタン」の発祥の地として、吉原商店街を会場に「つけナポリタンまつ

り」を開催していることから、本プロジェクトを推進していくうえで、観光戦略を組み込

んだ展開を図っていく必要があると考えます。 

 

 

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）富士山百景プロジェクト連携「富士山国際写真学校」（常設）の開校協力 
富士山百景プロジェクトでの映像文化の拠点「富士山国際写真学校」の開校への取組みと

連携して、吉原商店街の空店舗等を活用した映像文化の拠点づくりを推進します。 
著名なカメラマン・映像ディレクター・ジャーナリスト等の行き交うまち並み、文化の

漂うイメージの定着化を図っていくことで、新たな魅力の付け加えが図られていくと考え

ます。 
 
 

 

 
（１）吉原祇園祭の観光客誘致ＰＲ展開 
 毎年６月に開催される吉原祇園祭には、観光客を大いに魅了する演出と歴史があると感

じています。しかしながら、これまで県外へのＰＲを実施してこなかったことから、特に

首都圏における認知度は低いと思われます。 
今後は、首都圏在住者をターゲットにした誘客プロモーションを旅行会社とのタイアッ

プで積極的に展開することで、来場者の拡大につながると考えます。 
 
 
 

 

        ご当地グルメ つけナポリタン 
 

人材育成 

マーケティング戦略 
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新・泉の郷プロジェクト 

富士市内には湧水箇所が多数あり、約２０年前から「泉の郷」として湧水地整備の推進

を図っておりました。それを平成１６年の計画策定の際にエリアを拡げ取組むこととした

ものが本プロジェクトです。 

鎌倉時代の東海道は、現在と異なって富士山および愛鷹山の裾野（現在の根方街道）を

通っていたようで、その当時から集落の周囲には湧水も多くあります。たまたま、その地

域は「かぐや姫伝説のふる里」であったことから、かぐや姫伝説にちなんだ竹採公園が整

備され毎年地域のイベントも行っています。 
平安期以前の伝説では、竹採公園近辺に竹

たけ

採
と

「新・泉の郷」の案内については、ＮＰＯ法人にお願いし観光案内・解説等を行うこと

が考えられていますが、観光地としての認識がまだまだ薄いなどの課題があります。 

りの翁・姥が住んでいたといわれており、

伝説の中でかぐや姫が富士山に戻る時に歩いたとされる道や、ところどころに物語の地名

を残しております。 

モデルコースの「原田・吉永散策コース」は既に約２０年前に整備が行われており、計

画の中に本プロジェクト名を「新」と入れた理由は、従来行ってきた「泉の郷構想」が「東

部地区」（吉永地区）のみであったものを「西部地区」の方（今泉・田宿・滝川地区）にも

拡大しようとするためです。 
今後は地域住民が主体となり、湧水地、竹採公園、町並みのほか沼川・滝川・赤淵川な

どの河川や、岳南鉄道と連携などにより、富士山の景観も活かした取組みをおこなってい

けば、観光客にも十分魅力がある地となっていくと考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．新・泉の郷プロジェクト 



 
 
 
 
（１）かぐや姫グッズの開発 
 かぐや姫伝説にちなんだ、「竹文化のふるさと」にこだわった観光グッズの開発を進めた

いと考えます。 
例：茶の湯との関わりからの茶杓や茶筅など竹製品 
（２）かぐや姫御膳の開発 
 地元特産を利用し、竹を利用した食文化（竹の子飯、竹五目飯、竹のかっぽ酒など）、竹

の器等を用いた、遠き昔のかぐや姫が愛した食膳など「竹づくし食文化」を開発すれば観

光客に満足感を与えると考えます。 
（３）和菓子「かぐや姫」の開発 
観光振興におけるお土産品は必須アイテムであることから、湧水と紙製品（竹の皮を模した紙製

品）を用いた新たな和菓子の開発は本プロジェクトを推進していくうえで、欠かすことのできないも

のと考えます。 
 
 
 
（１）湧水のふるさと巡りコース 
 湧水のふるさとを中心とした、観光バス（下車）→湧水コース（徒歩）→岳南鉄道（乗

車・下車）→観光バス（乗車）のモデルコースを地域住民と連携した中で設定し案内して

いきたいと考えます。 
 なお、コースづくりに際しては、かぐや姫が通ったという伝説の道を辿る富士山への道

を盛り込むほか、衣装もかぐや姫や夫（国司）の貸衣装（紙製）を提供するなどの工夫が

必要であると考えます。 
 
 
 
（１）「かぐや姫結婚式」新郎・新婦全国募集 
 全国公募により、平安朝前期の衣裳をまとった新郎新婦による結婚式を実施することは、

かぐや姫伝説発祥地としての認知度アップに繋がっていくと考えます。 
 なお、衣裳は地元製紙工場で作られた紙を素材とした小袿

こうちぎ

姿・衣冠
い か ん

姿で、竹灯篭
とうろう

（２）かぐや姫幻想夜話（語りの夕べ） 

や紙等

の素材を用いた時代背景と幻想性を浮かび上がらせた世界を演出できればより効果がある

と考えます。 

 かぐや姫伝説発祥の地の認知度を上げるために、月に一度満月を迎えるたびにかぐや姫

は復活することをイメージした「かぐや姫幻想夜話」や「竹灯篭」などの催事の開催が有

効な推進策と考えます。 

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）かぐや姫伝説・語り部養成塾の開講 
竹取物語の主人公であるかぐや姫にまつわる伝説にちなみ、プロの語り部を指導者とし

て招き、本格的な語り部を育成していきたいと考えています。 
 
 
 
（１）富士市シンボルレディとしての「かぐや姫」活用の見直し 
 従来、本市の公的行事にシンボルレディとして「かぐや姫」が出演していますが、観光

キャンペーンレディとして、観光ＰＲに集中的活用を図ることで観光インパクトを強化す

る必要があり、そのため、所管も現在の市観光課からビューローに移すことも検討してい

ます。 
（２）かぐや姫の統一的イメージ形成の確立 
 現在、「かぐや姫」は、市のシンボルキャラクターとしての位置づけがなされていますが、

ロゴマーク、キャッチフレーズ、イラスト、衣装等が必ずしも統一されていません。 
 伝説年代も奈良時代とも平安時代ともいわれ、時代背景も不明確であることから、観光

イメージ戦略構築のために、統一コンセプトの確立とともに、コンテストの方法も再検討

していきます。 
 
 
 
（１）岳南鉄道車内での定期ＰＲ展開 
 岳南鉄道との連携により、「湧水のふるさと」のＰＲは常に岳南鉄道とセットで実施する

方法が有効な施策と考えております。中刷り広告のみならず、車内放送もイメージづくり

を考慮したものとしていくよう連携を図っていきます。 
 

 
医王寺の湧水 

イメージ戦略 

マーケティング戦略 

人材育成 
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スポーツメッカプロジェクト 

スポーツイベントが果たす役割について「スポーツ産業」（原田宗彦編著・杏林書院）に

よると次の４項目の機能があると指摘しています。 
 

（１）施設や空間を社会資本としてストックする「社会資本を蓄積する機能」 
（２）スポーツ施設使用料や飲食、宿泊などの関連支出を促すなどの消費活動を誘導し、 

地域経済を活性化する「消費を誘導する機能」 
（３）スポーツへの参加や観戦によって、地域に連帯が増し、共通の話題が人々のコミュ 

ニケーションを深め、社会的交流や地域への帰属意識が高まる「地域の連帯性を向 
上する機能」 

（４）スポーツが生み出した感動や興奮を体感したり、メディアが伝えたりすることによ 
って、イベント開催地域の都市イメージが明るく友好的なものになる「都市のイメ 
ージを向上する機能」 

 
他にも、スポーツを通して地域に産業が根付くなどの「地域産業を誘発する機能」もあ

ます。具体的には、北海道壮瞥町の「国際雪合戦大会」では、雪だるま製造機などの商品

開発に結びき、東京都町田市ではフットサルスポーツ団体とタイアップして洋菓子メーカ

ーがサッカーボールの形をしたチョコレートを開発し、連携しながらお互いの活性化に役

立てています。 
そこで、本市で開催しているアルティメット全国大会が一過性に終わることなく、上記

の機能をどの程度果たしていけるかが、今後の課題と考えます。 
さらに、室内スポーツとして牛乳パックで出来た紙だるま風ボールによる「紙だるま合

戦（仮称）」全国大会、富士山と市内スポーツ施設とのルートを活用した「高地トレーニン

グ」のメッカづくりなど、本市ならではの特色ある取組みを関係する方々とともに展開し

ていきたいと考えます。 
 
  

５．スポーツメッカプロジェクト 



 

 

 

 

（１）グッズ開発とグッズアイテムの拡大 

 Ｔシャツ、レプリカユニフォーム、キーホルダー、および富士山を素材としたグッズや

アイテムを市街地または旅館組合等とのジョイントにより開発することは、大会参加者お

よび観光客の満足を高めると考えます。 

（２）地域製造業提携による産品開発 

 スポーツ振興と産業振興の相乗効果を狙っていくために、製紙産業・アパレル産業・菓

子製造業・伝統工芸等、地元製造業とのタイアップによる、いわゆる産業間連携によりア

ルティメットをはじめとする関連産品を開発していく必要があると考えます。 
 
 
 
（１）高地トレーニングのメッカづくり 
 体験するスポーツへの取組みとして、富士川河川敷のスポーツ公園と富士山を結ぶルー

トを活用した「高地トレーニング」招致への取組みを図っていきたいと考えます。 
 約１週間～２週間など滞在型のスポーツメッカづくりを目指し、文化遺産としての富士

山とスポーツ振興とを融合させながら行うことで、全国的に注目されるような取組みとし

て発信して行きたいと考えます。 
 
 
 
（１）アルティメット全国大会の充実 
 現在行われているアルティメット全国大会をさらに充実させるためには、見せる大会の

演出を盛り込みながら、グラウンドの整備及び市民の協力体制を強化していく必要がある

と考えます。 
（２）アルティメット参加者と市民との交流の充実 
 現在、全国から訪れるアルティメット大会参加者と市民との交流が、必ずしも活発に展

開しているわけではないことから、今後は大会後の市内散策を含めての新たな交流の集い

など、ふれあいの演出を仕掛けていく必要があると考えます。 
（３）「紙だるま合戦」大会の開催 
 冬のスポーツとして北海道壮瞥町で開発された「雪合戦」は、今や国際大会として雪国

に定着しています。そのスポーツと類似したスポーツとして、雪国の雪だるまに代わり、

紙のまちにふさわしく牛乳パックで作った「紙ボール」を用いた「紙合戦」を新たな紙の

まちのスポーツとして実現させたいと考えます。 
 
 

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）地域密着型スポーツ大会の開催 

 グランドの整備、大会運営などアルティメット愛好者と市民、それに行政が一体となっ

た地域密着型の運営体制が今後事業を拡大していくうえで必要になっていくと考えます。 

 そのためには、参加スポーツ選手との交流会やスポーツ観戦を充実させて、関係者以外

の市民等にもその輪を広げていく必要があると考えます。 
 
 
 
（１）相乗効果の仕組みづくり 

 本市が「スポーツのメッカ」であるというイメージを定着化させていくために、大会の

開催を多くの市民および市外にも伝える手段を拡充していく必要があると考えます。 

 そのためには、ビューローのホームページの充実をはじめ、スポーツ施設や公共施設に

スポーツカレンダーを掲示するなどの振興策も必要と考えます。 

 

 

 
（１）富士市ファン拡大の仕組みづくり 

 認知度拡大による富士市ファン拡大のための仕組みづくりを行います。具体的には富士

市民とのインターネットによるコミュニケーションの拡大、富士ブランド商品の定期購入、

本市のＰＲマン、さらにアルティメット大会以外の時期に訪れてくれる富士市ファンを全

国に拡大することで、組織化と地域振興に役立てられると考えます。 

（２）スポンサー等地元事業者との連携強化 

 各店舗でのポスター掲示等による PR 活動の強化、商店街とのコラボレーション、「ファ

ンクラブカード」所持者に対する割引制度などの導入が考えられます。 

（３）アルティメットのサポーターの拡大 

 サポーター登録者カード持参者には、本市内飲食店や観光施設入場割引などの特典等が

受けられるなどの取組みをおこなうことにより、事業者・市民が一体となったサポーター

の拡大が期待されると考えます。 

 

 

人材育成 

イメージ戦略 

マーケティング戦略 
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富士川・松野地区は合併により新たに富士市に加わった地域です。 
旧富士川町においても様々なグリーンツーリズムの取組みがなされ、内容・素材・地域

住民の意識は非常に高いと評価されています。しかしながら、合併による効果を最大限に

高めていくためには、交流と一体感を加速させていく必要があると考えます。 
 本プロジェクトでは、地元住民とともに、富士川・松野地区のこれまでの取組みを検証

し、その良さを残しながら合併の効果が最大限発揮できるよう取組んでまいります。 
 富士川・松野地区は農業を中心とするグリーンツーリズム、富士川沿岸や豊かな水資源

を活用したエコツーリズムなど豊かな自然に恵まれた地域です。 
 現在、フルーツの里らしく「キウイマラソン」が毎年秋に実施されており、既に地域に

定着化し成果ももたらされています。 
 また、富士川楽座には年間３００万人を超す観光客があり、うち約６万９千人が「ぶら

りウォーキングコース」をはじめ、富士川地区４コースのウォーキング等に参加していま

す。 
 富士川沿岸エリアでは、変化に富んだ自然景観や歴史・伝統が暮らしの中に息づいて

おり、エコツーリズムの展開が可能な地域だけに、いち早く取組みを図っていきます。 
 
  

【ニュープロジェクト】 
６．富士川エコツーリズムプロジェクト 



 
 
 
（１）富士川沿岸の観光資源の調査・整備 
 富士川に沿って走る身延道及び富士川沿岸等の自然・伝統・歴史・固有の風俗など、地

域資源の掘り起こし作業による調査と観光資源化の検討・整備・活用法などを地域の住民・

団体と検討していきます。 
（２）富士川沿岸の観光振興の推進 
 旧富士川町からおこなわれている、取組みや催事を、地域住民の理解と協力を得ながら、

新たな誘客の推進策として検討していきます。 
 
 
 
（１）魅力あるウォーキングコースづくり 
 富士川地域には、現在「ぶらりウォーキングコース」をはじめ、４コースが「おすすめ

コース」として設けられています。それらには①緑地公園に広がるパノラマ景観、②はた

ご池からの富士山を満喫、③木立の中を縦走、④四季の特産品・果樹園からの富士山の眺

望、などのキャッチフレーズでウォーキングコースが設定されている。これらのコースに

新たに掘り起こした地域資源を加え、さらなる魅力あるコースづくりを検討していきます。 
 
 
 
（１）ウォーキングと自然体験イベントの実施 
 ウォーキングイベントと連動して、自然体験イベントを実施し、富士川沿岸にふさわしい地

域特性をもった農産物や川魚を用いた野外バーベキューや鍋料理など、自然の魅力いっぱ

いの体験イベントを企画し、富士川の魅力を満喫できるよう検討していきます。 
 
 
 
（１）インタープリター養成講座の開催 
 自然解説者、環境セミナーなど専門知識を要するガイドや指導者の養成講座を設けます。 
 また、子どもたちを対象に豊かな自然環境保全のための心得やマナーなどの意識改革セ

ミナーも開催していきます。 
（２）「匠の技スキルアップセミナー」の開催 
 伝統と歴史のまち富士川地域には、伝統の技や手仕事の技術を継承している団体や個人

が存在しています。彼らの手仕事技のさらなる向上や観光客の参加・体験メニューの開発

及び技術解説の向上など、団体及び個人のスキルアップのための講座を検討していきます。 
 
 

観光商品づくり 

観光コースづくり 

イベント戦略 

人材育成 

考えられる主な事業の概要 



 
 
 
（１）イメージプロモーション映像の制作 
 現在、「日本一の富士山・日本三大急流富士川の眺めは世界に誇れる財産」と謳っている

富士川地域のイメージアップを図るため、富士山と富士川と江戸期の渡船のイメージによ

るＣＧ映像を加えた、いにしえの富士川のロマンを彷彿とさせるプロモーション映像の制

作を検討していく必要があると考えます。 
（２）実証実験ツアーの実施 
 日本ウオーキング協会及び大手旅行会社に働きかけをし、マスコミ関係者、旅行作家、

ジャーナリスト、映像作家、旅行事業者等を対象とした、実証実験モデルツアーによる話

題づくりを行っていきたいと考えます。 
 
 

 
             秀麗富士山を望む 
 
 

 
             富士山ウォーキング 
  

イメージ戦略 



【廃止されるプロジェクト】 
 
１．らくらくアクセスプロジェクト 

本市における公共交通については、観光振興を推進していくうえで重要な要素です

が、庁内において担当課が総合的な見地から取組んでおり、新計画の中でその充実を

図るのではなく、所管する課の取組みの中で観光振興の考え方も反映していく方が良

いと判断し、新計画の中に位置づけしないものとしました。 
 

２．エコマネープロジェクト 

 前計画策定の時期においては、エコマネーへの取組みが着目されていたが、現時点

では新計画の中に早急に位置づけて取組む必要がないとの検証結果より、新計画の中

に位置づけしないものとしました。 
 

３．おいでよ富士へ！プロジェクト 

 前計画におけるおいては、ビューローの組織化、宣伝と企画、フィルムコミッショ

ンの検討を事業の柱としていました。 
この５年間で、ビューローの設立、ビューローの業務を中心に宣伝と企画が展開さ

れ、またフィルムコミッションを担う、NPO 法人の設立など大きく前進を見ることが

できました。 
  今後も継続的に事業を推進していきますが、新計画の中に位置づけしないものとし

ました。 
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