
平成２９年度 事業報告 

 

＜観光交流事業＞      

Ⅰ 総務事業  

１ 管理運営事業 

 （１）会議等の開催  

ア 定期総会 

       開催日  平成２９年５月３１日（金） 

       会 場  富士商工会議所 ４階会議室 

       内 容  平成２８年度事業報告について 

            平成２８年度収支決算について 

            平成２９年度事業計画（案）について 

            平成２９年度収支予算（案）について 

   イ 理事会 

    ・第１回理事会   

開催日  平成２９年５月１９日（金） 

       会 場  富士商工会議所 ３階会議室 

       内 容  平成２８年度事業報告について 

            平成２８年度収支決算について 

            平成２９年度事業計画（案）について 

            平成２９年度収支予算（案）について 

    ・第２回理事会 

開催日  平成２９年１１月２２日（水） 

       会 場  ゲストハウス フォレストヒルズ 

       内 容  平成２９年度上半期事業報告について 

平成２９年度上半期予算執行状況について 

富士市新富士駅都市施設指定管理について 

平成２９年度上半期入会会員報告について 

     ・第３回理事会 

        開催日  平成３０年３月２３日（金） 

        会 場  富士市文化会館ロゼシアター４階 特別会議室 

        内 容  平成３０年度事業計画（案）について 

             平成３０年度予算（案）について 

             役員改選について 

             平成２９年度下半期入会会員報告について 

             平成３０年度第１回理事会及び総会の日程確認について 

 



２ 企画調整事業 

（１）セミナー・研修会等開催事業                  

ア おもてなしセミナー２０１７                   

開催日  平成２９年６月１３日（火） 

会 場   ふじさんめっせ 会議室 

参加者   ６０人 

講 師  コーチング・コミュニケーション研修講師 山口真未 氏 

内 容   富士地域の来訪者に最初に接するタクシードライバーや会員を対象に、 

 おもてなしの向上に取り組んでいただくためのセミナー 

    イ 会員交流会 

開催日  平成２９年１１月２２日（水） 

       会 場  ゲストハウス フォレストヒルズ 

       参加者  ５２人 

        内 容  会員相互の交流を促進し活性化を図る目的で開催し、ビューローの平

成２９年の事業活動報告等 

ウ 富士山観光交流フォーラム                 

開催日  平成３０年２月１４日（水） 

       会 場  富士市文化会館ロゼシアター４階 第１会議室 

       参加者  ５８人 

       講 師  株式会社はとバス観光バス事業本部 企画旅行部長 江澤信一 氏  

       内 容  「はとバスが仕掛ける『企画力』の極意と地域資源の活かし方」講演 

（２）広報宣伝事業 

ア 広報紙の発行 

            広報紙「富士山観光交流ビューローＮＥＷＳ」を４回発行し、会員及び全国の観光協 

 会、ビューロー等に送付し、富士地域の情報や当ビューローの活動内容を広報した。 

イ ウェブサイトの改修 

 「自然・観光」「パンフレット閲覧」「会員情報」ページの改修とともに、英語、中国 

 語、韓国語サイトの充実を図った。 

    ウ ＳＮＳを活用したプロモーション 

フェイスブックを利用し、時季に合った観光情報やビューローの取組等を随時更新し、 

      富士地域の広報宣伝に努めた。 

 

３ 新富士駅観光案内所運営事業                    

（１）新富士駅観光案内所の来訪状況                

ア 新富士駅観光案内所において案内業務を行い、来訪者の観光案内、宿泊、交通案内及 

  びイベント案内等を行った。 

年間合計 案内所来訪数 ３１，７２８人  （昨年比 ＋１，９６２人） 

うち外国人  ８，３６２人  （昨年比 ＋  ６９８人） 

外国人比率   ２６．４％ 



       ※宿泊案内件数   富士市内  ５０６件 

       富士宮市内 １６６件 

       その他   １０６件  合計７７８件（昨年比 ＋４０件） 

（２）情報収集事業 

ア 富士山観光メッセージボードの更新 

当ビューロー事務所の外側の壁に設置したボードに、来訪者から寄せられるメッセー 

      ジの外国語には和訳を付け掲示し、来訪者同士で富士地域の印象を共有した。 

   イ 最新の観光情報の収集 

      開花状況や新たな観光要素の取組等の最新情報を、現地調査や電話などで常に把握し、  

      正確な情報提供を行った。また、公共交通機関等を利用し、来訪者目線での現状を把 

      握し実務に活かした。 

（３）情報提供事業 

ア 富士登山情報 

  ・マネキンによる安全な登山装備を啓発 

      ・パンフレット、バス時刻表等関連資料をウェブサイトに掲載するほか、JNTO、近隣 

       案内所等に提供した。 

      ・静岡県の「富士山世界遺産」デジタルサイネージを設置し、日英中韓の四カ国語で 

       富士山情報を提供した。 

イ その他の情報 

      ツイッターやフェイスブックを利用し、富士地域の気象情報やイベント情報、富士山 

      の画像等を配信した。 

ウ 桜マップ作成事業 

富士市内の桜の見どころを記載した桜マップを作成配布し、富士川楽座、道の駅富士 

      や道の駅朝霧高原、宿泊施設等に配架した。 

（４）来訪者の利便性向上事業 

ア 登山バスチケット販売 

            富士登山シーズン中、登山バスチケットを受託販売し、登山案内とともに登山客の 

      利便性の向上を図った。 

    イ 手ぶら観光サービス 

      荷物預かりや宅配により、身軽に富士登山や富士山周辺の観光を楽しむことができる 

      サービスを開始した。また、当ビューロー、御殿場市観光協会、富士河口湖町観光連 

      盟と連携し相互配送を行い、通り抜け型富士登山をアシストする体制を整えた。 

       （実績） 相互配送 １件   宅配 ２１７件   荷物預かり ３４５件 

  （５）おもてなし事業 

      「男前証明書」・「べっぴん証明書」の発行 

富士山が見えない日の来訪者に、富士市のかぐや姫伝説に因んだ「見えなかった証明 

      書」を発行し、再度訪れていただくよう配布した。 

       （配布数） 男前証明書 １，２７３枚   べっぴん証明書 １，３４６枚 

                               合 計  ２，６１９枚 



（６）レンタサイクルサービス                    

ア 自転車無料貸出事業 

            新富士駅来訪者を対象に、散策用の自転車１１台を貸し出した。 

   年間貸出数 ８０３人 （昨年比 －５６人） 

   内、外国人２８７人（昨年比 －３８人） 比率３５．７％（昨年比 －２．１％） 

  ※前輪に、観光写真をプリントしたホイルカバーやフェンダー等に反射フィルムを

圧着した自転車５台を、㈱サンケミカル様より寄贈いただいた。 

イ モデルコース紹介 

レンタサイクルを利用した散策用に５エリアのモデルコース（英語併記）を配布し、 

 利用者への利便性を図った。 

 

Ⅱ コンベンション推進事業 

１ 開催支援事業                         

   (１) コンベンション開催支援事業 

スポーツ、学術、文化等の大会に、パンフレットやコンベンション関連グッズの支援、 

 歓迎モニュメントの設置を、主催者には大会会場、懇親会会場の紹介を行った。 

 平成２９年８月５日（土）〜６日（日）に静岡県富士水泳場で開催の第６８回日本実  

 業団水泳競技大会では、富士地域に因んだ飲食や土産物等のブースを運営し、全国か 

 らの来訪者へおもてなし事業を展開した。  

ア 大会の開催実績                    

 ・大会開催数       １８件（内、スポーツ大会１２件） 

 ・大会等参加者数     約１４，３００人  

イ 歓迎モニュメント設置 

  老朽化に伴い大型モニュメントを新規作製し、大会に設置した。 

 ・年間設置件数      １５件 （屋内１件 屋外１４件） 

 

２ 調査企画・情報収集事業 

（１）圏域内のコンベンション開催状況調査 

富士地域のコンベンション施設へ開催状況や今後の開催予定を調査するとともに、富  

士市役所各課へ聞き取り調査を行った。 

  （２）情報収集 

    ア 中部コンベンション連絡協議会に出席し、各コンベンションビューロー等と情報交換、 

      情報収集を行った。 

    イ 経済波及効果調査を実施した。（第６８回日本実業団水泳競技大会） 

 

Ⅲ 観光振興事業 

１ 旅行商品企画販売協賛事業 

  （１）旅行商品企画事業 

    富士のふもとの観光大商談会の開催 



    富士地域の魅力ある観光素材を広く情報発信するとともに、ビューロー会員と旅行会 

    社の交流を図るため、首都圏、中京圏、関西圏の旅行会社企画担当者等を招き、ビジ 

    ネスマッチングやファムトリップを企画運営した。 

    ・開催日  平成３０年１月１６日（火）〜１７日（水） 

    ・参加者  旅行会社 ２５社 ３１人   富士地域事業者 ４０社 ６６人 

  （２）富士山しらす街道推進事業 

全国的にも知られるようになった「田子の浦しらす」が、平成２９年６月に農林水産  

省の地理的表示保護制度（ＧＩ）に登録されたことから、ＰＲ活動を強化し誘客事業 

を展開した。                  

ア 富士山しらす街道フェアの運営               

田子の浦漁業協同組合やしらす漁関係者、地元町内会等で実行委員会をつくり、釜揚 

      げしらすをメインに富士山しらす街道の周知と観光振興を図った。  

      ・開催日   平成２９年６月２５日（日） 

      ・来場者   約３，０００人 

    イ 田子の浦港漁協食堂ほか運営支援                

      団体のバスツアーで訪れた後の個人客のリピーター増を推進               

年間実績 個人客  ５１，０４５食（昨年比 −１５，４７１食） 

              ※漁協食堂のみ 

団体客    １５，６１３食（昨年比 − ３，２２６食） 

         ※田子の浦しらす提供全体 

合計   ６６，６５８食 

ウ 広報、ＰＲ活動 

       田子の浦漁協と連携して事業をＰＲするとともに、ＳＮＳ等を活用し「田子の浦し 

       らす」の認知度を高めた。 

       その他、新聞・テレビ等のメディアへの取材協力や情報提供を行った。 

       年間実績 新聞１６回、雑誌２回、ラジオ５回、テレビ１８回、 

            フリーペーパー１回、ＳＮＳによる投稿多数 

（３）農業観光推進事業                      

ア 農業体験観光 

   ブルーベリー狩りやいちじく狩り、落花生やサツマイモの収穫体験など農業観光体 

   験バスツアーによる誘客を行った。 

   ブルーベリー狩り  バス ３２台   誘客数 ９２８人 

   いちじく狩り    バス  ６台   誘客数 １３０人 

   落花生掘り     バス  ２台   誘客数  ３９人 

   サツマイモ掘り   バス  ８台   誘客数 １７５人 

   お茶摘み      バス  ４台   誘客数  ５２人 

  ブルーベリー共和国については、ウェブサイトやチラシ、ＰＲグッズ作製等、個人 

  向けにも積極的に広報し誘客を図った。 

 



    イ その他農業観光 

 富士山の絶景ポイント大淵笹場のお茶畑撮影ツアー 

          バス ２８台   誘客数 約８００人 

      

２ 企画イベント事業 

（１）企画・イベント事業 

ア ステーションプラザＦＵＪＩ内で開催されたイベントに共催及び協賛等の支援を行 

 った。 

     ・富士山お山開き写真展     「写団ふじ」平成２９年７月８日(土)〜１４日(金)  

          ・富士山周辺でみられる野鳥展 

                 「日本野鳥の会」 平成２９年８月２８日(月)～９月３日(日) 

     ・富士山写真展       「写団富士宮」 平成２９年９月２１日(木)～２５日(月) 

     ・富士山写真展      「主峰富士を撮る」平成２９年１０月９日(月)～１６日(月) 

イ 各種イベントに参加し、観光ＰＲ及び富士山グッズの販売を行った。 

     ・富士のふもとの大博覧会        平成２９年５月２７日(土)、２８日（日） 

     ・富士市勤労者福祉サービスセンターフェスティバル   平成２９年７月９日（日）                    

     ・ポートフェスタ                     平成２９年９月１７(月) 

          ・富士山紙フェア            平成２９月１０月２８日(土)、２９日(日) 

（２）レンゲの里づくり推進事業 

  吉永地区の富士山と新幹線の写真撮影スポットを活かすため、圃場の耕作者に来春の 

  レンゲ畑づくりの演出を依頼した。また、須津地区の「富士山れんげまつり」の駐車 

   場警備や仮設トイレ設置等を支援した。 

（３）富士のお茶販路拡大事業（富士市委託事業） 

      バスツアー客に対して、昼食時間等に、お茶の入れ方や効能等を紹介し販路拡大を 

      図った。             ツアー催行件数 ８件   誘客数 ４２４人 

 

３ 協賛・補助事業 

（１）祭りやイベント等の協賛、助成事業 

ア 市内外からの集客が多い各種例祭やイベントの運営に対する支援を行った。 

   ・吉原祇園祭（吉原祇園祭実行委員会・イラストマップ制作委員会） 

   ・田子の浦みなと祭り（田子の浦みなと祭り実行委員会） 

   ・富士まつり（富士まつり実行委員会） 

・甲子神社秋まつり（甲子秋まつり祭典委員会） 

・富士山紙フェア（富士山紙フェア実行委員会） 

     ・その他 ４件 

イ 各種大会、イベント等へ後援 

     ・年間実績 １９件 

 

 



４ 観光宣伝事業                        

（１）観光誘客事業                        

ア 旅行会社への観光素材提案・商品造成セールス 

首都圏（１都６県）から中京圏、関西圏までの旅行会社にセールスを行い、田子の浦 

      しらす、産業観光体験、岳南電車、岩本山公園などをコースに組み入れたツアーが企 

      画実施された。 

       旅行会社訪問件数 合計２８回 延べ１５０ヵ所 

 年間誘客実績  

  ・バス台数          ７５８台（−６４台）    ※延べ ９０７台 

        ・誘客ツアーの参加者      ２３，３１３人（−２，５２０人） 

                                ※延べ ２７，１００人 

イ 観光広告事業 

新聞、テレビ及び観光情報誌等に広告を掲載し、富士地域の観光情報や観光素材の知 

 名度の向上に努めた。また、富士地域で観光に取り組んでいる人物を紹介し、地域の 

 観光の取組をＰＲするラジオ番組「旅ラジ」の番組制作をラジオエフに委託した。 

（放送は、平成２９年４月より毎月１回で合計１２回） 

    ウ 大淵笹場の茶畑のＴＶ番組撮影に協力しＰＲした。 

    エ 富士商工会議所と連携して富士工場夜景ＰＲを推進した。 

  （２）観光誘客キャンペーン事業 

 ア 商談会参加 

・ふじのくに静岡大商談会 in東京   平成２９年６月７日(水) 

     ・ふじのくに静岡大商談会in名古屋  平成２９年９月５日(火) 

     ・ふじのくに静岡大商談会in大阪    平成３０年２月７日(水) 

  （３）富士まつり啓発事業 

    ア ウェブサイトによる啓発活動 

      当ビューローのウェブサイトを更新し、富士まつりの啓発やかぐや姫コンテストの募 

 集サイトを掲載した。 

    イ 富士まつり2017に協賛し運営および案内等に協力した。 

     

５ 富士山百景ＰＲ事業 

（１）富士山百景写真展の開催 

ア 富士地域の観光啓発と富士市の観光事業の知名度の向上を図るため、富士山百景写真 

 展を５会場で開催した。 

・富士市文化会館 ロゼシアター 

       平成２９年４月３０日(日)～５月６日(土)  

     ・名古屋市 名古屋市民ギャラリー栄・中日ビル 

          平成２９年６月１３日(火)～１８日(日)   

・大阪市 天保山マーケットプレイス  

       平成２９年６月３０日(金)～７月２日(日)  



 ・東京都新宿区 小田急百貨店新宿店  

       平成２９年８月２日(水)～２２日(火) 

     ・大阪市北区 大阪市中央公会堂 

       平成３０年１月２６日(金)～２７日(土) 

 

    イ ウェブサイトの更新と活用 

・ビューローＨＰ内「富士山百景フォトギャラリー」の写真と募集等紹介サイトを更新 

  した。 

・旅行会社、新聞社等に写真データを提供使用することで広く事業をＰＲした。 

    ウ ＰＲ用パンフレットとガイドブックの作成 

     ・富士山百景ＰＲ用のパンフレットを東京、名古屋、大阪の静岡県観光案内所ほか近隣 

      の道の駅、観光施設等に配布した。また、入賞作品を掲載したガイドブックを作成し 

 新富士駅観光案内所等で販売したほか写真コンテストのＰＲに活用した。 

 

 ６ 観光施設整備事業 

（１）観光トイレの清掃管理 

  観光や周辺ウォーキングに多くの人が訪れる２箇所の寺院に設置してあるトイレの 

 清掃管理を行った。(富士市シルバー人材センターへ委託) 

実相寺・瑞林寺  

 

 ７ 観光ボランティアガイド養成事業 

（１）養成講座の開催 

    広報ふじ等で受講生を募り、観光ボランティアガイド養成講座を週１回全１０回開 

 催し、富士市の観光の人的充実を図った。 

・ 受講生 １４人 

・ 期 間 平成２９年９月２６日(火)〜１１月２８日(火) 

  

 ８ 岩本山・雁堤活用事業 

  （１）平成３０年２月１日から４月８日までの「絶景☆富士山 まるごと岩本山」期間中の  

          イベント及び峠の屋台村運営、観光ガイド「花咲案内人」の委託等を行った。 

  ア 平成３０年２月 １日（木）  梅の小枝プレゼント 

  イ 平成３０年２月１７日（土） 観梅ウエディング２０１８  

  ウ 平成３０年３月 ４日（日） タイムスリップ「岩本茶屋」 

                  岩本山DE撮影会         

  エ 平成３０年３月１０日（土）  夜梅×竹かぐや×二胡コンサート 

  オ 平成３０年３月１１日（日）  かぐや姫ポートレート撮影会    

  カ 平成３０年３月３０日（金）〜４月 １日（日）     

                 夜桜プレミアムライトアップ〜極上の夜景を添えて〜 

                      初企画 来場者 約３，３００人 



 ９ 観光商品開発事業 

（１）観光ノベルティ作製 

商標登録「日本一に会う。」を使用したノベルティとして、新規にウェットティッシ 

      ュとクリアファイルを作製し、観光ＰＲや旅行会社へのセールス等に活用し広く富士 

      地域の魅力を発信した。 

  （２）観光商品作製 

富士山百景写真コンテストの入賞作品を使用した手提げ袋、フェイスタオル、絵はが 

      きセットを新たに作製した。 

 

 

 

 ＜都市施設管理事業＞ 

Ⅰ 都市施設管理事業 

１ 新富士駅都市施設（ステーションプラザＦＵＪＩ）の管理運営 

（１）施設の維持管理業務 

 ア 施設の管理業務 

・開館日 年間を通じて開館 

・開館時間 午前７時から午後１０時 

・施設の管理業務は、富士市シルバー人材センターに委託し派遣員の交替勤務により 

常駐管理を行った。（平日昼間は１人、夜間及び土日祝祭日は２人体制） 

    イ 施設の維持管理業務 

・清掃業務 定期清掃は、月１回清掃専門業者により実施 

     日常の清掃は、シルバー人材センター派遣員により毎日 

・設備等の保守及び法定点検は、其々の専門業者により実施（８業務） 

  建築物環境衛生安全管理業務  月１回 

  昇降装置保守点検業務     月１回 

  自家用電気工作物点検業務   月１回 

  夜間警備業務         毎  日 

  空調設備機器保守点検業務   年３回 

  消防用設備機器保守点検業務  年２回  

  特殊建築物・建築設備点検業務 年１回 

  自動ドア保守点検業務     年２回 

（２）施設の貸出業務 

 貸出施設の利用状況 

・サロン        ４７７件（１，５０４時間）   ４，４２８人 

・展示場・ビジネスコーナー   ４９件（２６６日）  ８０，４２０人 

 

Ⅱ 自主事業 

 １ 地域啓発事業 



（１）施設を利用した自主事業の実施 

ア 富士山音の駅ミニコンサートの企画運営 

     ・Xmasミニコンサート“ハーモニカの調べ”  佐野良夫 氏         

   平成２９年１２月１０日（日）          来場者 約２００人 

 

    イ 富士地域の観光啓発イベントを実施 

     ・双葉写真同好会、主峰富士を撮る、写団富士宮の合同による「新春富士山写真展」 

平成２９年１２月２７日（水）〜平成３０年１月４日（木） 来場者 約５００人        

    ウ 富士地域に因んだ物産展、産業展の開催 

・「富士市の新茶フルコース体験」 

    平成２９年５月８日（月）～１２日（金）      来場者 約１５０人 

     ・「富士の一押し ここに集結！ 日本一を味わう。」 

       平成２９年５月１１日（木）〜１２日（金）      来場者 約５００人 

 ・産業のまち・富士市「旭化成株式会社」 

       平成２９年５月１８日（木）〜３１日（水）  来場者 約３，５００人  

 ・産業のまち・富士市「パーパス株式会社」 

       平成２９年６月１４日（木）〜２６日（月）  来場者 約３，０００人  

 ・産業のまち・富士市「ダイワ・エム・ティ株式会社」 

       平成２９年６月２７日（火）〜７月７日（金） 来場者 約２，９００人  

 ・産業のまち・富士市「林製紙株式会社」 

       平成２９年１１月３日（金）〜９日（木）   来場者 約３，０００人  

 ・産業のまち・富士市「日本プラスト株式会社」 

       平成２９年１１月１４日（火）〜２０日（月） 来場者 約３，０００人  

     ・「富士の一押し ここに集結！ 日本一を味わう。」 

       平成２９年１２月１４日（木）〜１５日（金）      来場者 約５００人 

 

 ２ 企画事業   

（１）毘沙門天大祭に伴うおもてなし事業     

  毘沙門天大祭時の駐車場管理・運営を行った。 

・富士市の依頼により、毘沙門天大祭来場者へのおもてなしとして、駐車場及びシャ 

トルバスの運営を行った。 

平成３０年２月２２日（木）〜２４日（土） 

利用実績 ３日間合計   乗用車  ４，５５１台   昨年比 ２６３台減 

 バス           ８台   昨年比     ３台増 

※ 参拝者数（主催者発表） 

  ２２日（木）６万人、２３日（金）８万人、２４日（土）１２万人 

                合計 ２６万人  昨年比 ２万５千人増 

・臨時観光案内所を設置し、観光ＰＲ及びビューローグッズ等の販売を行った。 


