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～商工会議所プロジェクト～

富士吉田市の歴史・文化・自然・街並み・食
といった地域の魅力を捜索、整理するとともに、
地元関係者（市民団体・商店・自治体・企業等）
と協議を進めながら、富士山駅、富士信仰を活
用した新たな観光施策の開発及び普及に関する
事業化を前提とした調査及び活性化方策、課題
解決に向けた施策の提言、事業の立ち上り段階
におけるフォローアップを通じた持続的な地域
振興に繋げることを目的とする。

=
吉田の魅力発掘

地域住民が主役

持続的な仕組み

調査の目的・趣旨
１－１　調査の目的
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魅力発信

本調査研究は、日本商工会議所の補助制度を利用した富士吉田商工会議所のプロジェクト、
「平成25年度 富士山駅・富士信仰を活用した観光施策開発等調査研究事業」として慶應義塾が調査研究を行うものです。
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一ノ瀬研究会 浅間神社～富士山 5合目

「吉田口登山道を活かした観光まちづくり」

浅間神社

中の茶屋

馬返し

富士山五合目

富士山駅

中島研究会
「富士信仰を活かした観光まちづくり」

富士山駅～浅間神社

北口本宮冨士浅間神社や御師の家々、火祭りに代表される豊
富な歴史文化資源を活かし、地域住民の想いを広げるための
舞台を整え、総合的な上吉田のまちの魅力化を進めていくた
めの提案を行う。また、地域住民が主体となって観光客を迎
え入れることができる、きっかけや仕組みづくりの提案も同
時に行っていく。

調査対象エリア
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　中島直人研究会が富士山駅～北口本
宮冨士浅間神社までの上吉田地区を、
一ノ瀬友博研究会が北口本宮冨士浅間
神社から富士山五合目までの吉田口登
山道を調査対象エリアとする。

１－１　調査の目的
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１－１　調査の目的

富士講の記憶を新たなまちづくりと観光の力に
もう一つの富士登山 の復活とまちの再生  

富士山駅・富士信仰を活用した観光施策開発等調査報告書
2013年2月

慶應義塾大学中島直人研究会・一ノ瀬友博研究会・厳網林研究会

１－１　調査の目的

調査の経緯（中島研究会）
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2011

2014

2012

2013

記念すべき第 1回調査を実施。富士山駅・富
士道の動向調査やヒアリング調査などに加
え、火祭りを見学し、豊富な上吉田の地域資
源に触れた。

2011/8/25~29第1回調査

6 か月に及ぶ調査を受け、2011年度調査研
究の最終報告を実施。「歩きたいまち 出迎え
るまち」をテーマとし、7つの提案を行った。

2012/2/142011年度最終報告

富士講の記憶を新たなまちづくりと観光の力に

PRO JECT
冨士吉田
慶

もう一つの富士登山の復活とまちの再生
富士山駅・富士信仰を活用した観光施策開発等調査報告書　2012年2月慶應義塾大学中島研究会・一ノ瀬研究会

2011 年度調査研究の 7つの提案のうち、5
つを実証実験として実施。御師まちの観光資
源の可能性や地域住民の盛り上がりを肌で感
じる一方で、その魅せ方に課題を残した。

2012/8/18~26
御師まち観光まちづくり実験

2012/12/3

実証実験で交流を持った、県立富士北稜高校
の生徒 8名が SFCに来校し、御師を拠点と
した新たな生活文化の提案を行った。

富士北稜高校発表会

実証実験や調査を受け、2012年度の最終報
告を実施。「山からまちへ まちから山へ」を
コンセプトとし、7つの提案を行った。

2013/2/72012年度最終報告

2012 年度の最終報告を受け、実証実験のま
ちづくりイベントOPEN! おしまちを実施。
「おしいえ開放」「御旅所ひろば」「おしまち
夢灯り」などを行い、好評を博した。

2013/6/30~7/6OPEN! おしまち

委員会中間報告にて、OPEN! おしまちの報
告と意見交換会を実施。最終報告に向けて、
「追体験と新体験」というコンセプトを初め
て提示した。

2013/11/19意見交換会

2 年半の調査を受け、2013年度調査研究の
最終報告を実施。「追体験と新体験」をコン
セプトとし、6つの提案を行った。

2014/2/32013年度最終報告

１－２　調査の経緯
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調査の経緯（一ノ瀬研究会）
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2011

2014

記念すべき第 1回調査を実施。富士吉田市の
基礎的な地域情報を収集。
忠霊塔、歴史民俗博物館、北口本宮富士浅間
神社などを視察。

2011/11/2第1回調査

富士吉田市の中高生を対象に、富士吉田の魅
力や地域への想いを調査。アンケートを実施。
1532名から回答を得た。

2012/2富士吉田アンケート

約半年間の基礎調査を経て、自然面の観光活
用の可能性を考えていくという方向性に。歴
史文化的な資源の活用も交え、ターゲットを
若者に絞る。

2012/2/142011年度最終報告 2012/8/25

ミニガイドブックの試作を通し、登山道の新
しい歩き方を提案。ガイド育成の必要性と、
ハード面の整備の重要性を訴える。

2013/2/72012年度最終報告

富士急トラベル㈱と協同で富士山五合目まで
のトレッキングツアーを企画。２回の催行で
約３０名の参加を得る。事後アンケート調査
で登山道の観光ポテンシャルを調査。

2013/10/12･22モニターツアー

「おし街さんぽ」ガイドの２名にヒアリング
を行い、MGTA分析で現在のガイドの問題
点を抽出。参加者向けにも満足度についての
アンケートを実施。

2013/12ガイド分析アンケート

約２年半の調査を経て、ガイド育成システム
の実装と、登山道からおしまちに繋がる着地
型旅行商品展開について提案。

2014/2/32013年度最終報告

一ノ瀬研究会のメンバーを対象に登山道ガイ
ドツアーを実施。アンケート調査から吉田口
登山道の観光活用への課題を洗い出す。

プレモニターツアー

2012

2013

１－２　調査の経緯
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御師まち観光の現状①
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魅力発信
③目的別観光客実人数の推移

平成21年度山梨県観光客動態調査結果より

自然

文化・歴史

④外国人観光客の推移

平成17・18・19・20・21年度山梨県観光客動態調査結果概要より制作

①富士山北麓地区における観光客の推移

平均2千万人

富士山富士五湖観光圏整備計画書H23.2.9より引用
富士山北麓地区：富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖町、富士河口湖町、鳴沢村

②観光客の年齢層

富士東部：富士吉田市、旧河口湖町、旧勝山村 旧上九一色村、旧足和田村、鳴沢村 忍野村、
山中湖村、大月市、旧上野原町、小菅村、丹波山村 都留市、旧秋山村、道志村、西桂町 

平成21年度山梨県観光客動態調査結果より引用

平均2千万人平均２千万人

①富士山北麓地区における観光客数は、近年平均2千万人
　前後を維持しており、ほぼ横ばい傾向が続いている。

②富士東部地区における観光客の年齢層は40代が24 %と
　最も多く、次いで30代、20代、60歳以上と続く。

③山梨県を訪れる観光客は「自然」と「文化・歴史」に触
　れることを求めていることが分かる。

④山梨県を訪れる外国人観光客数は近年に増加傾向にあり

、

　過去5年間で1.5倍に増加した。

◆現状の分析

これは他の地区や山梨県全体と比較しても 20代～30
代が多いという傾向が見られる。

■山梨県の観光客動向

◆世界文化遺産登録

上記を背景に、歴史文化資源を活かした御師まちの魅力化は
現状のニーズ、及び今後予想される観光客の動向を考慮する
と、必ず求められることである。その際に、若年層や外国人へ
の対応も今後更に必要となってくる。

富士山の世界文化遺産登録が実現された今日において、富士
山は国内外問わず多くの観光客が訪れるスポットとなってい
る。さらに、文化遺産としての登録であることから、富士山
に関連する文化・歴史にも大きな注目が集まることが考えら
れる。

２－１　統計から見る御師まち観光の現状
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御師まち観光の現状②
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魅力発信

山梨県観光入込客統計調査 （平成２５年１月～７月・延べ人数・速報値）より引用

<１月から７月 > 
延べ２２，５１８千人 対前年 約２６２千人増加 （前年比 １０１．２％） 
<５月から７月 > 
延べ１２，１７５千人 対前年 約５２１千人増加 （前年比 １０４．５％）

　富士北麓圏域は、富士山の世界遺産登録の勧告、世界遺産決定などにより富士山及び周辺施設等の注目が高まったことにより関連する施設を中心に客足が伸びたこと
に加え、期間を通して好天に恵まれたため、花をテーマにした公園、行祭事・イベントが好調であったことから、大きな伸びを示したとみられる。 

◆世界文化遺産登録を受け、富士北麓地域の観光
客数は 5-7 月で前年比 113.1%、約 59万人の増
加を記録した。

集計結果が出されていない 8月以降および来年以
降においても、富士北麓地域を訪れる観光客数が
増加していくことが考えられ、富士北麓地域はこ
れらの増加する観光客に対応していく必要がある。

■平成 25年山梨県
観光入込客統計調査結果

２－１　統計から見る御師まち観光の現状
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御師まちの成り立ち①
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魅力発信「富士山信仰」の成立　

■神仏の住まう山、富士山
　富士山は、その美しさから日本一の山とし
て愛されてきた。しかし一方で、噴火によっ
て災害をもたらす恐ろしい山でもあった。ゆ
えに、古来より神の住む霊山として人々に山
岳信仰の対象とされた。
　富士山信仰は噴火を鎮めるために浅間大神
（あさまのおおかみ）を祀ったのが始まりと
される。当初、麓から崇めるだけだった信仰
は、平安時代の末期の仏教の影響によって、
山に登り修行するという形に変容した。そし
て、山頂を仏の住む世界だとする考えが加わ
ることにより、江戸初期には神と仏が一体と
なった富士山信仰が形成され、江戸末期に富
士講は江戸八百八講と言われるほど隆盛を極
めた。

■富士山信仰と富士吉田登山口
　富士山を信仰し、登山しようとする人々は
全国にわたり、そのなかでも吉田口登山道を
目指してくるのは、江戸を中心とした関東周
辺の人々であった。

２－２　御師まちの歴史文化資源
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御師まちの成り立ち②

09

魅力発信「御師」のまち
　「御師」とは、富士山の神霊と崇拝者の間にたち、祈りをあげ、お札
を配り、登拝の際には自宅を宿泊所として提供し、富士信仰を広める
役割を果たした人々である。室町末期には既に「御師」の存在が記録
の上で確認されており、江戸時代の最盛期には、86軒の「御師」が
上吉田に居住していた。
　上吉田は、元亀 3年（1572）の雪代（雪泥流）により旧地・古吉
田から現在地に移転した御師の集住する地区である。集落の入口には
金鳥居、集落の背後には浅間神社が鎮座している。各御師家に入れ替
わりはあったものの、町並みの基本的な骨格はその後も変化せず、現
在もかつての「御師」最盛期の面影をみることができる。

２－２　御師まちの歴史文化資源
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御師まちの歴史文化資源①

10

魅力発信◆北口本宮冨士浅間神社　

＜国の重要文化財指定＞
  1907 年 8月 28日　　北口本宮冨士浅間神社東宮本殿 
  1953 年 3月 31日　　北口本宮冨士浅間神社西宮本殿 北口本宮冨士浅間神社本殿 

　国の重要無形民俗文化財に指定

◆吉田の火祭り

＜文化財指定＞
  2000年12月25日　　国の無形の民俗文化財として選択
  2012年3月8日

◆吉田口登山道
北口本宮冨士浅間神社を起点とし､富士山頂の東部へと達する登山道である｡
山麓から山頂まで徒歩によって登ることができる唯一の登山道であり､その全区
間が世界遺産の構成資産である｡

◆火の見やぐら
昭和30年代初頭に建設された上
吉田の火の見やぐらは足を大きく
開いた独特な形をしている。これ
は火祭りのときにやぐらの下を御
神輿が通れるようにしたためであ
る。

◆御旅所（上吉田コミュニティセンター）
御旅所とは火祭りの日に富士みちを通ってきた御神輿が巡幸の途中で宿泊する場
所である。富士吉田コミュニティセンターのピロティが御旅所となっている。

◆富士みち
富士みちとは大月から金鳥居を経て北口本宮冨士浅間神社に至る道。富士
登山者が多く利用したことから「富士みち」と呼ばれる。その起点には御
師まちのシンボルである金鳥居が建っている。」

富士山へ向かう信仰の道 火祭りとその舞台

浅間神社は、富士信仰に基づいて富士山を神格化し、
浅間大神を祀る神社であり、各地に存在する。北口
本宮冨士浅間神社は、延暦 7（788）年に甲斐守紀
豊庭が現在地に社殿を造営した。境内には諏訪神社
も鎮座している。

富士吉田の火祭りは日本３大奇祭のひとつとされ、
北口本宮冨士浅間神社と境内社である諏訪神社に
よって、毎年 8月 26日の｢鎮火祭｣と、8月 27日
の｢すすき祭り｣の 2日間にわたって行われる。

２－２　御師まちの歴史文化資源
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魅力発信

◆織物・染物文化

 

◆小佐野家住宅
小佐野家住宅は江戸末期の文久元（１８６１）
年に建造された御師の住宅である。神殿部を持
つ建物の形態や、参道から奥に入った屋敷の地
割などに、その性格を良く表している。

1976年5月　国指定重要文化財指定

◆御師旧外川家住宅

2004年11月　 市の有形文化財指定
2006年　　　  建物の改修工事開始
2008年1月　　県の文化財指定
2008年4月　   工事完了　 　　　
2011年6月　   国の重要文化財に指定
2013年6月　   世界文化遺産構成資産に指定

現存する御師の一つであり、母屋は１８世紀後
半の明和５（１７６８）年に建造された。上吉
田に現存する御師住宅のほとんどは１９世紀以
降の建築とされているので、本住宅はきわめて
貴重といえる。

　

◆タツミチ
タツミチとは富士みちから御師の家に垂直に伸び
る道のことをさす。神聖な空間である御師の家へ
とつながる重要なアプローチである。入り口に門
柱がある家が多い。

◆ ヤーナ川
ヤーナ川はタツミチを横切って流れる川である。
聖域である御師の家に入るために、講者が身を清
めた禊の川である。また、後には上吉田の大切な
生活用水であった。

富士吉田を中心とした富士山北麓地区では、
約 1000 年前から織物がさかんであった。
上吉田地区には、今も山口染物工場に代表さ
れるように、古き良き藍染め文化が継承され
ている。　

御師の家々

その他のなりわい◆その他の御師の家と御師の文化
上吉田地区には文化財指定がな
された上記二つの住宅以外に
も、10軒以上の御師の家が残っ
ており、その多くは生活の場と
して使われている。各家には御
神殿があり、御師にまつわる信
仰道具や衣装、記録などの貴重
な文化遺産を保有している。

２－２　御師まちの歴史文化資源

御師まちの歴史文化資源②
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上吉田地区において、既存の歴史・文化資源を活かした観光ま
ちづくりの可能性を検証する実証実験

■日程
2013年 6月 30日（日）～ 7月１日（月）、７月６日（土）～
7月 7日（日）

■運営体制
主催　富士吉田商工会議所
共催　御山倶楽部
協力　北口本宮冨士浅間神社　富士急トラベル株式会社　富士
えびす商店会　ふじよしだ観光振興サービス　慶應義塾大学
後援　 富士吉田市

■目的
１）上吉田地区の歴史・文化が生み出す魅力の発掘、顕在化
２）御師まち関連の歴史文化遺産を核とした観光まちづくりの
　　展開
３）御師と富士信仰知名度の向上

2013/6/30 -7/1 ,7/6 -7/7 開催

OPEN! おしまち概要

12

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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対象者内容 学生の役割実施主体提案名

①御旅所ひろば 観光客
観光客
市民•（観光客）
市民

①コミュニティセンターの改修
②夏の簡易展示
③火の見やぐらの活用
④改修ディスカッション

改修のコンセプト提案
展示会場作り、展示物収集
内容の提案
実施主体として

富士吉田市役所
富士吉田市役所
富士吉田市役所
学生

②ちえのわ ①旧外川家住宅周辺の改修計画
　　→②ギャラリー
　　→③お土産販売所
　　→④カフェよしだ

富士吉田市役所
商工会議所
商工会議所
商工会議所

観光客•市民
観光客•市民
観光客
観光客•市民

計画の提案
補助
補助
補助

③お休み処 ①お休み処の設置
②「東屋型お休み処」
　　　　　　　　制作ワークショップ

富士吉田市役所
学生

観光客•市民
北稜高校の学生

設計案、対象地の提案
実施主体として

④のれんでひとつに
　　　　　なるまち

○のれんの掲揚 富士えびす商店会
地元商店街

観光客•（市民）補助

⑤ヤーナ川 ○ヤーナ川の修景 富士吉田市役所 観光客•（市民）デザイン•対象地の提案
⑥御師の
　　　情報デザイン

⑦OPEN! おしまち

○ウェブサイトの構築

○企画の準備・実施・評価

商工会議所

商工会議所

観光客•（市民）

観光客•市民

コンテンツの提案
ウェブ作成補助
企画
実施運営補助

※各提案の実施主体は確定ではなく、今後調整していく。

OPEN! おしまちの経緯

13

　2012年度提案の有効性を検証するために、提案の中で、夏の実証実験として企画されていたOPEN! おしまちの
内容として上記黄色枠のような提案を選び、4日間の期間限定実証実験として実施した。また、上記以外にOPEN!
おしまちを広報・宣伝するために各種Web・Facebook・ポスター・パンフレット等で広報活動を行った。

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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伝承のおしいえ 筒屋
創作のおしいえ 毘沙門屋
交流のおしいえ 菊谷坊

御旅所ひろば
火祭り展示
未来の御旅所計画

おしまち夢灯り
まちのライトアップ

その他企画
おしまちクイズラリー
富士吉田のおみやげ販売
お休み処

普段非公開である御師住宅（おしいえ）を特別に開放し、各
おしいえで御師文化を今に伝える体験型企画を実施します。
【御師料理の提供・富士講リレートーク】
【富士講掛け軸工房・マネキ工房】
【おしいえ喫茶・朗読】

火祭りの際に御神輿を迎える御旅所 (おたびしょ )。その
御旅所に通じる御幸道となる駐車場を活用し、火祭りの魅
力を伝える展示・企画を実施します。
【火祭りに関する展示】
【御旅所活用法提案】

おしまちをライトアップすることにより、世界文化遺産・
富士山の信仰の拠点としてのおしまちの価値およびまちの
一体感を演出します。

【おしまちクイズラリー】
上記の企画をつなげ、まちの回遊性を高めます。
【外川家前活用】
富士みち沿いでのおみやげ販売ニーズやお休み処のニーズ
を調査します。

OPEN! おしまち企画概要①

14

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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OPEN! おしまち企画概要②

15

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

6/30
( 日 )

7/1
( 月 )

7/6
( 土 )

7/7
( 日 )

毘沙門屋
掛け軸

御旅所ひろば・おしまちクイズラリー・おしまちショップなど

御旅所ひろば・おしまちクイズラリー・おしまちショップなど

御旅所ひろば・おしまちクイズラリー・おしまちショップなど

御旅所ひろば・おしまちクイズラリー・おしまちショップなど

毘沙門屋
掛け軸

菊谷坊
喫茶・朗読

菊谷坊
喫茶・朗読

菊谷坊
喫茶・朗読

菊谷坊
喫茶・朗読

毘沙門屋
掛け軸

毘沙門屋
木マネキ

毘沙門屋
木マネキ

毘沙門屋
木マネキ

筒屋
御師ごはん

筒屋
御師ごはん

筒屋
御師ごはん

筒屋
リレートーク

筒屋
リレートーク

筒屋
リレートーク

15

コミュニティ
センター詰所

富士山駅

筒屋

毘沙門屋菊谷坊

旧外川家住宅

（重要文化財／世界文化遺産構成資産）

御旅所ひろば
火祭り展示
“御山さん” 展示

おしまち夢灯り
まち全体のライトアップ

伝承のおしいえ 筒屋
創作のおしいえ 毘沙門屋
交流のおしいえ 菊谷坊

北口本宮
冨士浅間神社

金鳥居

P

P

総合受付
おしまちショップ

西念寺

金鳥居インフォ
メーションセンター

金鳥居公園

至下吉田

国道 138号線
至富士急ハイランド

N

富士吉田市上吉田地区
富士山駅～浅間神社概観図

おしまちクイズラリー設置場所
(詳しくは裏面をご覧ください )

P 駐車場

富 

　士
　 み
　 ち

印のついている拠点をライトアップします。
(富士みちは地図上全域 )

まずはここへ
お越しください

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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伝承のおしいえ 筒屋
創作のおしいえ 毘沙門屋
交流のおしいえ 菊谷坊

■大好評だった「御師ごはん 筒屋」
アンケート結果：全ての項目において 4.5 以上（5段階評価）
・御師や富士信仰を体験する場が限られているため魅力的なものとなっ
たのでは
・実施後にリピーター、団体客の利用が見られた
・コンテンツ改良、利潤活用システムの構築が今後の課題
客層： 富士信仰への興味に関わらず、 幅広い年齢層の方

■手ごろなお土産「富士講掛け軸工房」
アンケート結果：4.3~5.0（5段階評価）
・作りやすく、約 1時間という時間も適当
平均年齢 ：47.3 歳
客層： 富士信仰に興味がある、 比較的高年層の方

■時間が掛かりすぎた「木マネキ工房」
アンケート結果…4.0~5.0（5段階評価）
・制作時間が想定より長くなってしまった
平均年齢 ：47.0 歳
客層： 富士信仰に興味がある、 比較的高年層の方

■地域の方が多く訪れた「朗読会とティータイム」
・絵本の朗読等を取り入れることで、本来の狙い通り御師を身近に感じ
てもらうことができた
・来場者のほとんどは地域の方々で地元の方により深く御師文化を知っ
てもらうことができた反面、観光という目線では成果が出ていない
⇒「御師」に知見の無い方々にも来ていただくことが今後の課題
平均年齢 51.8 歳
客層： 富士信仰に興味がある、 比較的高年層の方

■集客に苦労した「富士講リレートーク」
アンケート結果：全ての項目において 4.5 以上（5段階評価）
・地域の方々にとっても、コアな「富士講」が高いハードルであること
が判明した
・「富士講」という文化にどう興味を持ってもらうか、
いかにわかりやすく伝えるかという課題が改めて浮き彫りになった
客層： 富士信仰へ深い興味を持つ、 高年層の方

◆伝承のおしいえ 筒屋

◆創作のおしいえ 毘沙門屋

◆交流のおしいえ 菊谷坊

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題

伝承・創作・交流のおしいえ



慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室

御旅所ひろば・おしまち夢灯り

17

御旅所ひろば
火祭り展示
未来の御旅所計画

■「火祭り」のシンボルとして目立った御山神輿
・御山神輿がシンボル的な存在として集客に貢献
・アンケート…来場者の半数以上の方々が「とても良かった」と回答
・「雰囲気」のテーマ設定があいまいであった
・今回は学生が主体となって行った
⇒次回以降、どのようにすれば、負担を軽く、かつ地域の方々が中心
となって動くことができるか？
客層： 富士信仰への興味に関わらず、 幅広い年齢層の方

■準備・片付けに多くの方の協力が必要だった
・準備を10人弱、片づけを 20人弱で行った
←人手不足で一人ひとりの負担が大きかった
⇒多くの地域住民の方々の協力が必要

・企画に参加しているという実感を感じてもらう必要性
・キャンドルの灯りが目立たないことがあった

おしまち夢灯り
まちのライトアップ

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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その他企画

18

その他企画
おしまちクイズラリー
富士吉田のおみやげ販売
お休み処

■楽しくまちを巡るのに有効
・53人の方に参加していただいた
・難易度、時間ともに適当
・魅力的な景品が参加の動機付けになった
⇒今後継続していくにあたり、クイズのバリエーション
魅力的な景品の用意などの課題が残る
・「まちを楽しく巡りたい」という方が多かったため、
　クイズラリーのような気軽な仕掛けは有効だと思われる

◆おしまちクイズラリー

■売上は観光バスに左右される
・外川家前での販売は、売上が外川家への観光バスの数で左右された
（平日・土休日は関係なかった）
・富士吉田の水を活用した商品やうどん等、富士吉田ならではのおみや
げが好まれた
・¥500程度の手頃な価格帯の物が好まれた

◆富士吉田のおみやげ販売

■外川家のついでに、小休憩される方が多かった
・外川家前に設置したため、外川家訪問の帰りに小休憩をされる方が多
かった
・暑い日だったこともあり、水サーバは 好評であった

◆お休み処

■活動の周知・拡散にはWeb系、 集客には新聞折込
等が効果的
・Webサイトおよび Facebook ページ等を用いて効果的にたくさんの
人々 (最大 2,587 人 ) に伝達
・その一方で、実際に来た層では新聞折込の比率が高い

◆広報活動

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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OPEN! おしまち分析結果

19

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題

企画名 一言まとめ 客層 企画タイプ 実施側評価 参加者5段階評価 

伝承のおしいえ筒屋 
御師ごはん筒屋 大好評 39.6歳(大学生含) 体験型 ◎ 4.9 

富士講リレートーク 集客に苦労 30.7歳(高校生含) 講義型 △ 4 

創作のおしいえ毘沙門屋 
富士講掛け軸工房 手頃なお土産 47.3歳 体験型 ◎ 4.9 

木マネキ工房 時間が掛かり過ぎた 47歳 体験型 ◯ 4.9 

交流のおしいえ菊谷坊 朗読会とティータイム 地域の方が多く訪れた 51.8歳 講義型 ◯ 4.4 

御旅所ひろば シンボルとして目立った御山神
輿 ー (40代メイン) 見学型 ◯ 4.1 

おしまち夢灯り 多くの方の協力が必要だった ー 見学型 ◯ ー 

おしまちクイズラリー 楽しくまちを巡るのに有効 46.7歳 ー ◯ ー 

外川家前活用 
おしまちショップ 売上は観光バスに左右 ー ー △ ー 

お休み処 外川家のついでに小休憩 ー ー ◯ ー 

■体験型の企画の参加者評価が 4.9 と高い。
富士講を身を持って体験できるような企画が良いコンテンツとなる。

■イベント来場者は、比較的年配の方が多かった。
若者の興味を惹き付ける、今までとは異なる取り組みにチャレンジする価値がある。

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題



３. 御師まち観光まちづくりへの提案

１.調査の目的と経緯

２. 御師まち観光の現状と課題

３. 御師まち観光まちづくりへの提案

４. 資料編



2 年 6か月に及ぶ調査を受け、
富士吉田には豊富な歴史資源が残されていて、それを楽しみたいと願う人々がいる一方で、地域が一体となってそ
れらを “魅せる” という考え方が十分ではないことがわかった。

これからのページでは、「豊富な歴史資源を活かし、地域の方々が磨きをかけることで、さらに魅力的な御師まちに
していく」いくつかのヒントを提案する。

慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室

3-1 提案の趣旨
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3-2 御師まち観光のコンセプト

追体験と新体験
リアルな富士講を感じ、新しい富士講を発見する

かつて誰かがやっていたことを体験する面白さ

コア

広がり

追体験：

ここで誰もやっていなかったことを体験する面白さ
新体験：

若者など富士講に興味のない方々には、「新体験」
を富士山の歴史文化について触れる入口・きっか
けにしてもらう。

富士講に興味のない人…「新体験」⇒「追体験」

富士講に興味を持って観光に来た方々には、「追体
験」にとどまらず、「新体験」をきっかけにして、もっ

とまちの外へ繰り出してもらう。

富士講に興味を持つ人…「追体験」⇒「新体験」

21
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おしまちの特徴
【強み】
■豊富な歴史資源が、モノとして遺っている点
■世界遺産登録により、注目を浴びている点
【弱み】
■富士講という文化そのものに興味を持つ人が限られている点
■富士山観光が地域の賑わいに結びついているとは言えない点

OPEN! おしまちの検証結果より
【＋面】
■富士講に関わるものを、実際に作ったり、食べたりする「体験」
が良い評価を集めた。
【－面】
■参加者の年齢層が高く、関係者以外で若者の参加を得られなかっ
た。

現在の客層に対して魅力を提供する

リアルな富士講の体験
　　　　　　　＝追体験
新たな客層を開拓できる

富士講の新しい楽しみ方
　　　　　　　＝新体験

参考：OPEN! おしまち報告書より

企画名

伝承のおしいえ筒屋

創作のおしいえ毘沙門屋

交流のおしいえ菊谷坊

御師ごはん筒屋

富士講リレートーク

富士講掛け軸工房

木マネキ工房

朗読会とティータイム

御旅所ひろば

おしまち夢灯り

おしまちクイズラリー

外川家前活用
おしまちショップ

お休み処

一言まとめ

大好評

集客に苦労

手頃なお土産

時間がかかりすぎた

地域の方が多く訪れた

シンボルとして目立った御山神輿

多くの方の協力が必要だった

楽しくまちを巡るのに有効

売上は観光バスに左右

外川家のついでに小休憩

客層

39.6 歳（大学生含）

30.7 歳（大学生含）

47.3 歳

47歳

51.8 歳

---（40代メイン）

---

46.7 歳

---

---

企画タイプ

体験型

講義型

体験型

体験型

講義型

見学型

見学型

---

---

---

実施側評価 参加者
5段階評価

◎

△

◎

○

○

○

○

○

△

○

4.9

4

4.9

4.9

4.4

4.1

---

---

---

○

＋
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なぜ「追体験と新体験」なのか
３－2　御師まち観光のコンセプト
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空間・場所 体験

リアル リアル× = 追体験

リアル 新しさ× = 新体験

新しさ リアル× = 新体験

私たちが考える御師まち観光のルール

少なくとも「空間・場所」か「体験」に、リアルな富士講の要素を取り入れる。

「追体験」とは、かつての富士講の体験を、実際にそれが行われていた場所で行うことと定義する。
「新体験」とは、やみくもに地域に関係のない新しいことをしようとするのではなく、①古くから上吉田に残っている空間・場所（＝御師住
宅や御旅所など）において新しい体験を提供すること、②古くから上吉田に伝わる体験（＝御師料理や加持祈祷体験など）をこれまでにな
い空間・場所において提供することを決まりごととする。
このルールを設定することによって、「追体験」では観光客の方々はリアルな富士講を身を持って体験することができ、「新体験」では現在
の価値や考え方に基づいた、これまでにない新しい富士講を、観光客・地元住民両者が一体となって発見することができる。

かつて誰かがやっていたことを体験する面白さ

ここで誰もやっていなかったことを体験する面白さ

23

追体験と新体験とは何か
３－2　御師まち観光のコンセプト
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3-3 御師まち観光の展開戦略
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吉田口登山道

北口本宮冨士浅間神社

御師
旧外川家住宅

御旅所ひろば
新・体験！  の拠点

追・体験！  の拠点

　北口本宮冨士浅間神社といった既存の拠点に、新たな２つ
の拠点「御旅所ひろば」「御師旧外川家住宅」を加え、「タツ
ミチ」「富士みち」「ヤーナ川」をそれら拠点を結びまち全体
をつなげるしかけとして活用、さらにOPEN! おしまち等の
情報発信によって “御師まち” をひとつのものとする。

“御師まち” ( 既存資源＋新拠点＋つながりのしかけ +OPEN!

おしまち + 御師のいえ + 富士山駅 )+“富士山”( 吉田口登山道 )

　さらに御師のいえ・富士山駅、浅間神社から先の吉田口登
山道ともつなげることによって “御師まち” と “富士山” を 
ひとつのパッケージとしていく。
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コミュニティ
センター詰所

富士山駅

御師旧外川家住宅

タツミチ

富士みち

ヤーナ川

ツアー

OPEN! おしまち

ガイド養成

●御師旧外川家住宅御旅所ひろば
●御旅所ひろば

●タツミチ・富士みち
●ヤーナ川
●OPEN! おしまち

●ツアー (まち全体 )
●ガイド養成

■御師のいえ
・富士山駅

追・体験！  の拠点

◆上吉田地区の拠点

新・体験！  の拠点

■

■
■

御師まちをひとつのものに（御師まちの詳細戦略）
3-3 御師まち観光の展開戦略
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◆問題意識

◆提案の目的

◆御師旧外川家住宅は御師の歴史を “知識” “空間”
“物” として今に伝える施設としては完成している
が、御師の歴史を実際に “体験” することはできない。

◆上吉田を訪れた際に、御師まちを総合的に紹介す
る拠点が存在しない。

◆御師旧外川家住宅に訪れた人が御師の歴史を実際
に “体験” できるようなしくみをつくり、御師文化
に対する敷居を下げ、理解しやすいようにする。

◆御師まちを総合的に紹介する拠点を設け、上吉田
の歴史文化遺産等の認知度向上をはかり、まちの回
遊性を向上させる。

◆御師まち総合案内所

◆富士講体験型企画

追・体験！

3-4 拠点を創出する　御師旧外川家住宅 “体験”
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コンセプト・概要

27

1. コンセプト

　“体験型企画”＋“御師まち総合案内所”

◆課題を解決するためのポイント
○これまで敷居が高いと思われていた、御師の歴史・
文化や富士講をより気軽に体験できるようなしくみ
づくり
○上吉田地区に点在する他の歴史文化資源への認知
度向上およびまちの回遊性を高めるしくみづくり

　御師旧外川家住宅は富士山の世界文化遺産構成資産となっ
た背景もあり、観光客が増加している。そのような背景を持
つ御師旧外川家住宅で本取り組みを行う事により、幅広い年
齢層における富士講への理解の向上が期待でき、御師のまち
上吉田の認知度が向上することが期待される。

◆御師旧外川家住宅に、富士講の歴史を肌で
感じられる体験要素を追加
◆御師旧外川家住宅前に、御師まち総合案内
所を設置

2. 提案の概要

Ⅰ. 富士講体験型企画

Ⅱ. 御師まち総合案内所

　御師の歴史を御師旧外川家住宅で肌で感じられるように、白装
束体験や禊 (みそぎ ) 体験・御師の野菜作り体験等、富士講初心
者にもわかりやすい富士講体験型企画を実施する。

　上吉田地区に点在する、様々な歴史文化資源 (御旅所、御師
住宅、北口本宮冨士浅間神社、金鳥居、タツミチ、ヤーナ川等 )
の認知度向上をはかり、これら資源への回遊性を高めるため、
これら資源の魅力を発信すると同時に、まちをまわってもらう
取り組み (観光ルート・スタンプラリー・ツアー )等の充実をは
かる。

場所：御師旧外川家住宅 (国指定重要文化財 )内

場所：御師旧外川家住宅 (国指定重要文化財 )前スペース

御師旧外川家住宅 “体験”
３－４　拠点を創出する
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Ⅰ. 富士講体験型企画

28

御師旧外川家住宅 “体験”
３－４　拠点を創出する

追・体験！

期待される効果
◆体験型企画による富士講への親しみやすさの向上
◆富士講の敷居を下げ、より幅広い層に知ってもらう
きっかけとなる
　富士講の体験型企画を取り入れることにより、いままで敷
居が高く、少し興味はあるが実際に行動に移すまではいかな
かった層が来やすくなる。これによって、従来より広い年齢
層へ富士講を広めることができ、“御師のまち” 上吉田の知名
度向上につながる。

見るだけじゃもったいない！ 
重要文化財「八代家住宅」
場所：山梨県北杜市
内容：重要文化財を活用した「暮らし」体験
主体：特定非営利活動法人
         茅ヶ岳歴史文化研究所
時期：2009年 8月

取り組み
敷居が高いという重要文化財に対するイメージを壊
し、広範な人々を文化財建造物へ誘引することを目
的として、「暮らし」に関する 3つのイベントを開
催する。
◆第１回イベント「八代家で夕涼み」 
古老２名の講演・風呂体験・スイカ割り・蚊帳の中
で怖い話
◆第２回イベント「八代家でお月見」 
お月見だんごづくり
お月見コンサート（篠笛と朗読） 
◆第３回イベント「八代家で冬支度」 
昔の大掃除体験・幻燈上映会 「うみさち やまさち」
「かさじぞう」「かくれみの」
◆小冊子「見るだけじゃ もったいない！ 文化財の
たてもの」作成

◆参考事例

追体験としての意味
　上吉田地区は、最盛期は 86軒もの御師の家がある「御師
のまち」として栄えたまちだった。このようなまちにおいて
実際に当時の富士講の歴史的な御師住宅での体験、つまり実
際に昔の講者の立場にたって同じような体験は、他の場所で
は得られない体験できない貴重な体験となる。

③禊体験

http://shizufan.jp/netamap/tobu/98624/

①白装束体験 ②御師の家野菜作り体験

http://www.bunka.go.jp/bunkazai/hozon/pdf/21_shiryo_04.pdf

　富士講は、外部の歴史好きな方・中高年の方には人気があるが、
一部の地域の方や若者・子どもたちにとっては敷居が高く親しみに
くいという現状がある。そこで、富士講を実際に体験できる企画を
実施することにより、いままで富士講にあまり興味を持っていな
かった層にも理解が促進されることになり、結果的に御師まち・上
吉田地区のまちづくりへの関心を高めることにつながる。

白装束を実際に羽織り、講者の気分を体
感する。

御師の家は裏庭で野菜を育て、それを提
供していたという。そこで実際に裏庭で
野菜を育て収穫する体験を行う。

実際に禊ぐ体験を行うことによって、富
士講を体感すると同時にヤーナ川等への
環境意識向上をはかる。
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Ⅱ. 御師まち総合案内所
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御師旧外川家住宅 “体験”
３－４　拠点を創出する

場所：島根県松江市
内容：地域交流拠点
主体：一般社団法人松江観光協会

取り組み
地域住民や来訪者が求める地域情報を提供する
機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する
空間施設。まちづくりの拠点となり、まちとま
ちをつなぐ役割を持つ。

効果
それぞれの「まちの駅」には活動テーマ (例：
福祉、医療、アート、教育、スポーツ、観光、農業、
海など )があり、そのテーマを連携させること
で、豊かなまちづくりに貢献することができる。
まちの駅には、まちの窓口としての案内機能（窓
口機能）、・人の交流を促進する交流機能（サロ
ン機能）があり、人と人とをつなぐ役割を果た
す。

http://www.kankou-matsue.jp/machiaruki/eki/index.html

期待される効果
◆上吉田地区の回遊性の向上
◆「御師のまち上吉田」としての知名度向上
◆他の歴史資源への観光客の増加
　上吉田地区に点在する、様々な歴史文化資源 (御旅所、御
師いえ、北口本宮冨士浅間神社、金鳥居、タツミチ、ヤーナ
川等 )の知名度向上やこれらの資源への回遊性を高めること
につながり、上吉田を歩く人が増え、まち全体が活性化する
ことが期待される。

松江おちらとあるき　まちの駅
◆参考事例

●御師まち総合案内所を開設

　上吉田地区において、御師旧外川家住宅は観光バスが止まるメジャーな拠点となりつつある。
しかしながらその一方で、上吉田地区に点在する様々な歴史文化資源は日の目を見ることなく、
通りすぎられている現状がある。
そこで御師旧外川家住宅前に金鳥居インフォメーションセンターを移転し、上吉田地区の様々
な観光資源への入り口・案内所としての機能をもたせることにより、上吉田地区の回遊性を高
めまち全体の活性化をはかる。

http://giftgift.sakura.ne.jp/01kihon/annaisyo.html より編集

◆御師まち観光の拠点機能
各種歴史資源の紹介・宣伝や、ツアー・
ガイド・スタンプラリー等の始点・
終点の役割を担う。

また、御師まちを紹介する際には幅
広い年齢層に受け入れやすくするた
めに、格式等にこだわらずキャラク
ターの採用やゲーム形式等、親しみ
やすさを押し出していく。

◆売店・お休み処機能
富士講・御師にちなんだお土産品
や特産物等の販売および休憩がで
きるお休み処の機能を設ける。

◆街並み・景観に配慮した外観
世界文化遺産構成資産である御師
旧外川家住宅の前に開設する以上、
景観に配慮する必要がある。そこ
で、総合案内所は御師の家や町家
等との調和を考えたデザインとす
る。
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◆問題意識

◆提案の目的

火祭りの時に御神輿が運ばれてくる神聖な
場所としての歴史的、文化的ポテンシャル
を活かして観光客や登山客を集める。
”うち”と”そと”の人々が集う場を新たに生

火祭りの際、御旅所及び御幸みちとして祭
事の中心となる場所だが、普段は１Fピロ
ティ部分はほとんど利用されておらず、ま
た御幸道は駐車場となっており、おしまち
観光にほとんど寄与していない。

みだす。
分類：新体験の拠点の整備
場所：上吉田コミュニティセンター
主体：富士吉田市役所

①火祭りミュージアム
②登山客の出発基地
③御幸みちと御休み処
④体験型コンテンツ

3-4 拠点を創出する　御旅所ひろば
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2. コンセプト

” 御旅所からスタート”

課題を解決するためのポイント
○魅力的なコンテンツづくり
○コミュニティセンター及び駐車場の改装
○観光客や登山客の動線の確保

イメージ

詳細
祭りの中心である御旅所を日常的に人が集まるような場所にする。
そのために、新たなコンテンツを用意する。
観光客が「見る」、「体験する」施設。
登山客の登山へのスタート地点として、「使う」施設である。

観光客の新体験の場所、登山客の出発点としての上吉
田コミュニティセンターを作る。

3. 具体案

現状分析とコンセプト
1. 現状分析

①火祭りミュージアム

②登山客の出発基地 富士山の開山期間中を中心に、登山客をターゲット
として売店、お風呂、富士山の見える休憩所として
の機能を新たにコミュニティセンターに与える。

④体験型コンテンツ 火祭りと関係の深い松明をお土産用にミニサイズで作
ることによって火祭りを少しでも肌で感じるための
WS の開催をする。

③御幸みちの御休み処

御旅所、御幸みちとしての場所性が、普段は
ほとんど感じられず、人々が富士吉田に来て
行動する際の動線に入ってこない。

コミュニティセンター１Fのピロティ部分を残しつ
つ、まちの最大のイベントである火祭りを中心とする
展示空間にする。

既存の駐車場を御幸みちとして整備し、全体としての場所性
の向上を図るだけでなく、ヤーナ川の修景とともにお休み処
を併設し、人々の交流・休憩空間を用意する。

御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する
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御旅所ひろばイメージ図

追・体験！
新・体験！

新・体験！
新・体験！

具体案①：火祭り
　　　　　ミュージアム

具体案④：体験型
　　コンテンツ

具体案②：登山客の
　　　　　　　出発基地

具体案③：御幸みちと
　　　　　　　御休み処

①：火祭りミュージアム

④：体験型コンテンツ

②：登山客の出発基地

③：御幸みちと御休み処

御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する
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追・体験！

具体案①：火祭りミュージアム

ピロティ空間から展示空間・ミュージアムへ

田原まつり会館

内容：田原祭りを中心としたまちの文化を
　　　スクリーンやパネルで紹介。田原祭
　　　りに練り歩く山車が展示してある。
主体：田原市
時期：1994年１２月

取り組み

参考：http://www.taharakankou.gr.jp/spot/000042.html　
　　　田原まつり会館　ホームページ

◆参考事例の紹介

追体験としての意味
火祭りにおいて御神輿が担がれて運び込まれる「御旅所」というリア
ルな空間と「火祭り」を感じることが出来る展示をすることでリアル
な場所で火祭りを知ってもらうことが出来る。
実際に使われている場所で火祭りに対してのイメージを膨らませるこ
とで人々が火祭りに興味を抱くことを期待している。

画像引用：http://www.taharakankou.gr.jp/spot/000042.html33
を行っていく。

上吉田コミュニティセンターに歴史民俗博物館の機能の一部を移転する。
これによって、富士みち沿いにも展示空間が構成されることになり、さら
に、歴史民俗博物館への集客効果も持たせる事ができる。
展示は「体験」をテーマに行い、「火祭り」を経験したことのない人でも
「火祭り」を感じることが出来るようにする。
具体的には、神輿展示、火祭り時における街のジオラマ、パネルとスク
リーンによる祭り紹介をメインに、+αで街の子どもの制作物展示など

期待される効果

火祭りの歴史的背景やお祭り
の様子をしってもらいまちへの
関心を深めてもらうだけでなく、
追体験として実際の火祭りの空
間体験をしてもらう。

火祭りで有名な富士吉田市。その火祭りを期間外でも火祭りを知る・ふれ
られる場所を用意することで、まちの魅力を発信する。
また、「御旅所」という火祭りにおいて重要な意味をもつ場所性が、この展
示の意味を歴史的・文化的に豊かにする。

田原氏の最大のお祭りである田原祭りと、それに伴って花
開いた「まつり文化」を展示パネル等で説明されている。
山車の展示や、けんか凧の様子をリアルに展示したジオラ
マがあり、まちの歴史・文化を肌で感じることができる。

御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する
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夏季登山客の利用も想定した施設へ 新体験としての意味

② 登山客の出発基地

参考事例の紹介

効果
電車を利用する登山客の割合増加と地域の価値向上

高尾山駅前の日帰り温浴施設

内容：登山客を中心ターゲットに温泉施設

主体：京王電鉄株式会社

時期：現在建設中

場所：東京都八王子市高尾町

取り組み
登山客+地元民にむけて温泉施設を建設。

利用者の満足度向上。

白馬五竜ゲレンデのベース

内容：ゲレンデの利用者向けに、便利な
　　　ベースキャンプを提供。

場所：長野県北安曇郡白馬村神城

効果

取り組み

①

②

参考：http://www.hakubaescal.com/winter/
　　　白馬五竜エスカルプラザ　ホームページ

御師まちの中心的な商業兼公共
施設

富士山登山の出発地点として必
要な施設を完備することで、人々
が集まる中心になる。

富士登山をする人、下山してきた人たちのための施設にしたいと考えている。
富士山五合目ツアーの出発地としての機能を持つことで、コミュニティセンター
の、上吉田に於ける中心性を高めるのが狙いである。
内容は富士登山者向けの商品を販売する施設、登山道具の貸出などを行う施
設であったり、下山してきた人が汗を流すためにお風呂の開放、そして富士山
が望める休憩所としての機能をコミュニティセンターに持たせる。

今までは富士山駅から登山する人たちはほとんど上吉田に留まることがなか
ったが、この基地を作ることで、まちが登山客へ開かれるきっかけになる。
これまでとは違う層の人々を呼び込むことで街の活性化を狙いとしている。
また、下山してきた人が汗をかいたたまま帰るのではなく、休憩することによっ
て、上吉田にある御師町文化に触れる機会を用意できるのではないだろうかと
考えている。

ゲレンデ利用者のために、レストラン、仮眠所、更衣室、温泉、
ショップを完備。
ゲレンデと道路をつなぐ玄関口にもなっている。

新・体験！

期待される効果

富士登山の出発地点としての役割を持たせることによって上吉田の中心に位置
するコミュニティセンターに、人々の動線を引き込む。
また商業空間を用意（メインターゲットとして登山客）することで、まちの”うち”
側だけにひらかれていたコミュニティセンターを”そと”にもひらき、より中心性を
高めたい。

② 登山客の出発基地具体案②：登山客の出発基地

http://hachioji.keizai.biz/headline/photo/1256/

御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する
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駐車場から歴史が感じられる休憩広場へ 新体験としての意味

③ 御幸みちの御休み処

新・体験！

期待される効果
参考事例の紹介
団五郎茶屋

内容：伊勢神宮前の「おかげ横丁」にて、
　　　

時期：現在取り組まれている。

場所：三重県伊勢市宇治中之切町

お休み処として

取り組み

参考：http://www.okageyokocho.co.jp/shop/dango.html
　　団五郎茶屋　ホームページ

◆登山客の休憩所としての役割

◆地域住民の人々の交流の場
としての役割

御幸みちは富士みちとコミュニティセンターをつなぐ重要な役割を担ってい
含を」らぐや見の火「、」川ナーヤ「るあで源資の田吉士富のらか昔をこそ。る

めた”修景”を行い、魅力を引き出す。
さらにお休み処を設けることで、登山客等の外からの人々だけではなく、地域
住民も含めた”うちとそと”の交流の場所としても活用出きる役割を持たせる。
御幸みちが整備され賑わうことでコミュニティセンターへ引き込む役割も持
たせる。

いままでは駐車場として使われていた御幸みちを「人々が憩う場所」にするこ
とによって富士みちとコミュニティセンターをつなぐ役割を持たせたい。
また、その場所にお休み処を設けることによって人々の交流を生み出すことが
目的である。その場所で、観光客同士、地域住民同士、観光客と地域住民の
交流を生み出す。
※なお、現在の駐車場機能は付近の代替地に移設させる

おにぎり、団子、かき氷、お茶などを安価で提供しているお休
み処。
また無料で開放した座敷も併設されており、観光客が一足
休める場所となっている。

普段から地域の方々に親しまれているコミュニティセンターを、地域住民の方
々に更に気軽に利用出来るように整備するだけでなく、”そと”の方々にも利用
を促すことで上吉田に”うちとそと”の交流の場としての機能を生み出す。

③ 御幸みちの御休み処具体案③：御幸みちと御休み処 御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する
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参考事例の紹介

体験を通じて、歴史文化への関心を拓く

例えば、火祭りにおいて重要な松明をリアルな体験として作成する。
制作を通じて火祭りへの関心を喚起することが目的である。また、ミ
ニ松明をお土産として観光客が持ち帰ることによって火祭りを感じら
れるようにしたいという狙いがある。
参加費をとることで材料を調達し、WS形式で作成を進めていく。

新体験としての意味

具体案④：体験型コンテンツ（ミニ松明作り）

効果

火祭りに実際に使われるものを
ミニサイズでお土産にすること
で火祭りへの興味関心を抱いて

新江ノ島水族館の体験学習

内容：水族館の展示にちなんだもの（例えば、
　　　

主体：新江ノ島水族館
時期：現在取り組まれている。

場所：神奈川県藤沢市片瀬海岸

クラゲ型巾着、にぎり寿司、等）を
　　　ワークショップで制作。

取り組み

参考：http://www.enosui.com/experience.php?month=2
　　　新江ノ島水族館　ホームページ

ミュージアムだけでは体験性に乏しいため、ソフトな企画を実施する。

もらう。

「体験学習プログラム」という名称で、ワークショップを
開催。主に子供向けの内容が多く、製作から講義まで幅
広く行われている。

水族館という展示がメインの観光地にアクティビティを生
み出すことが出来る。またファミリー層をリピーターとし
て継続的に来客してもらうための要素となっている。

新・体験！

期待される効果

普段お祭りで使われている松明に焦点を当てて、実際の作り方と同じよう
にミニサイズの松明を作成する。観光客の方の” ご当地モノ” 商品として、
そして火祭りの雰囲気を思い出せるものを狙う。

御旅所というリアルな場所で
火祭りに関わる新たなWS形
式のイベントを観光客向けに
開催することによって富士吉
田の火祭りに向けた宣伝と集
客を狙う。

例：OPEN! おしまちでの体験型コンテンツ

御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する



◆問題意識

◆提案の目的

◆富士みちが、富士山の眺望を引き立てる
役割を果たしていない。

◆御師まちの大切な歴史資源であるタツミ
チが、どこにでもあるような路地としてし
か認識されていない。

富士山の前景として、また富士信仰の舞台
としてふさわしい街並みを形成すること。分類：拠点間を結ぶ回遊の仕掛けづくり

場所：富士みち・タツミチ・沿道の商店や住宅
主体：沿道の商店や住宅・富士吉田市役所

①富士みち沿道のデザインガイドライン
②タツミチ門柱の保全・補修・再生
③タツミチ空間の修景
④灯りの雰囲気づくり
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3-5 拠点を結び、まち全体をつなげる　富士みち・タツミチ風情の醸成
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現状分析とコンセプト

2. コンセプト

” まちを知りたくなる道”

課題を解決するためのポイント
○富士山や御師まちを引き立てる、
　落ち着いた富士みち空間をつくること
○御師住宅へのアプローチとしてふさわしい、　
　風情のあるタツミチ空間をつくること

観光客にとって、もっと奥へ行ってみたくなる道へ
地域住民にとって、歴史性を再認識出来る道へ

1. 現状分析

◆富士みちは単調で、御師まちの持つ空間的奥行きが感じら
れない
◆タツミチの文化的価値や独自性があらわれていない

38

①富士みち沿道のデザインガイドライン
富士みち沿道のデザインガイドラインを定め、富士山を引き立て
る落ち着いた街並みづくりを行う。

②タツミチ門柱の保全・補修・再生
タツミチの目印である門柱を、街並み整備の一環として、保全・
補修・再生する。

3. 具体案

③タツミチ空間の修景

④灯りの雰囲気づくり

タツミチやその周りの修景整備を
行い、歴史文化的な価値を示すと
ともに、奥へ入ってみたくなる雰
囲気づくりを行う。

提灯や間接照明などによって、夜
にも映える灯りの雰囲気づくりを
行う。

富士みち・タツミチ風情の醸成
３－５　拠点を結び、まち全体をつなげる



慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室

①富士みち沿道のデザインガイドライン

富士みち沿い一体のデザイン感を統一することで、富士山がより引き立つ
ような、落ち着いた、品のある空間を提供する。
また、御師まちとしての歴史を体現し、観光空間としての統一感が生まれ
る。

銀座デザインルール
場所：東京都中央区銀座
内容：街並みのデザインルール
主体：銀座デザイン協議会
時期：2008年

取り組み
銀座街づくり会議が中央区とともに地区計画銀
座ルールを改正し、協議型まちづくりをめざし
て銀座デザイン協議会をたちあげるなかで、銀
座にふさわしい景観やデザインの指針となる考
え方をまとめたもの。「銀座デザインルール」
は冊子として発行され、さらに、2011年 12
月には「銀座デザインルール」第二版が発行さ
れた。

◆参考事例の紹介

期待される効果

◆富士山が引き立つ落ち着いた空間
◆観光空間としての統一感
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金鳥居からまっすぐ富士山へ伸びる富士みちは、歩行者に壮観な景色を見せる。
しかし、沿道の環境は必ずしも整っているとは言い難い。
世界遺産に登録された富士山の前景として、かつ上吉田の中心を貫くにふさわし
い富士みちにするために、デザインガイドラインを提案する。
適用は新築・増改築時とし、市から補助が出る仕組みを整える。

↓際立ちすぎる色の使用や組み合わせを避けて、周囲の街並みに調和する配色に
なるように工夫する。銀座通りに進出したカジュアル衣料のユニクロ１号店は、
企業のテーマカラーである赤を使ったファサード案を、最終的には白に変更した。
http://www.yomiuri.co.jp/otona/pleasure/ginza/20120614-OYT8T00659.htm

１．高さ規制
 富士みち沿道の建築物は、富士みちや主要な眺望点から富士山への
　　　 眺めを遮らないように、高さをコントロールする。

２．色彩規制
 富士みち沿道の建築物・広告物の色彩は、濃紺や濃茶を基調とする 
 ような、御師の街並みに配慮した色とする。

３．電線地中化

富士みち・タツミチ風情の醸成
３－５　拠点を結び、まち全体をつなげる
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19 2

20 × 3

21 × 2 50

22 × 2 50

23 × 3

24 3

25 2 50

26 2 70

27 2 50

28 2 50

29 3 50

30 3 50

31 × 2 70

32 2

33 × 2

34 2 10

35 2 10

36 × 2 10

37 2 50

2 70

39 2 70

× 2 10

西町

2 70

2 × 2 50

3 × 2

4 × 2 10

5 2 50

6 2 70

7 × 1 80

8 2 10

9 × 2 50

10 2 50

11 × × 2 10

12 × 2 50

13 × 3

14 2 10

15 2 10

16 × 2 50

17 × 3

18 × 2 70

東町

■タツミチ詳細調査（2011年 8月 25日）
東町・西町それぞれのタツミチについて調査を実施。【門柱の有無】・【立ち入
りができるか】・【舗装状態】【両サイドの環境】【奥の様子】・【道幅】を調査
項目として行った。

↑上吉田地区の住民にとって、普段は意識することのない門柱だが、
↓観光客にとっては「なにこれ？」という疑問の対象である。

②タツミチ門柱の保全・補修・再生

40

タツミチの中には、門柱が破損していたり、残っていないものがあ
る。しかし、門柱はタツミチの始点を表す大切なものであり、また
富士みちを歩いていても、門柱の並んでいる様は圧巻の景色である。
したがって、現在破損している門柱は保全・修復を、なくなってい
るものについては復元を行い、タツミチの存在をより浮かび上がら
せることを目指す。

富士みちを歩く人の、「さっきからいくつもあるこの柱は何？」という
疑問を誘発することで、タツミチへの意識を向けることができる。
また、きれいな門柱を保全し、壊れた門柱を修復し、無くなった門柱
を再生することで、街並みを地域の方々が守っていく心を養うことが
できる。

期待される効果

◆富士みち沿いの景観整備
◆街並みを守っていく意識の醸成

富士みち・タツミチ風情の醸成
３－５　拠点を結び、まち全体をつなげる
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③タツミチ空間の修景

41

◆参考事例の紹介

取り組み
富山市八尾地区は、浄土真宗の名刹である聞名
寺の門前町として、また、飛騨との交易の要衝、
近隣村落の物資の集散地として、養蚕・和紙な
どの商いで栄えた。八尾は染物、和紙等の職人
の町として長い伝統を持っており、土蔵造りや
格子戸に往時のたたずまいを偲ばせる。
しかし、経年による老朽化、度重なる改修等で
八尾らしいまち並みが消えつつあり、通り沿い
の伝統的家屋などの修景及び建替・新築時の修
景を図るため、工事費の一部を富山市が補助し
ている。

八尾地区まち並み修景等整備事業
場所：富山県富山市
内容：まち並み修景整備事業
主体：富山市
時期：2007年 ~

タツミチ脇は積極的に木質化し、
より風情のある空間に

植栽を整え、
和やかな雰囲気を

砂利や飛び石などを整備し、歩いてみたくなるようなミチに
設置された看板には、タツミチや各御師家の
情報が載っている

富士みちを通る観光客の視線を厚め、まち歩きの際の
一つのコンテンツとして楽しんでもらえるタツミチを
目指す。タツミチやその周りの修景整備を行い、歴史
文化的な価値を示すとともに、奥へ入ってみたくなる
雰囲気づくりを行う。
タツミチは民有地であるが、富士みちの街並み景観の
一部として市の補助が活用できるように制度を整える。

単調になりがちな富士みち歩きにアクセントを加えるような、観光客が立
ち入りやすい雰囲気をつくる。
また、看板によってタツミチや御師住宅のことを知ってもらうことが出来
る。

期待される効果

◆観光客が立ち入りやすくなる
◆タツミチのことを知ってもらえる

http://www.hietsu.jp/2010/10/post-499.html

タツミチ 隣家隣家

タツミチ空間

富士みち・タツミチ風情の醸成
３－５　拠点を結び、まち全体をつなげる
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取り組み
『ひじおりの灯』は、肘折温泉が開湯 1200年
を迎えた 2007年から、肘折地区と東北芸術工
科大学（山形市）が協力して開催しているアー
トプロジェクト。夏の夜、温泉街に点々と灯る
『ひじおりの灯』は、毎年あたらしい絵に貼り
替えられる。雪の残る春に学生たちが温泉街で
滞在制作をおこない、宿や商店のリクエストに
応えながら、34個の灯籠絵を月山和紙に制作
する。

④灯りの雰囲気づくり

42

◆参考事例の紹介

ひじおりの灯
場所：山形県肘折温泉郷
内容：温泉街での燈籠を利用したアート PJ
主体：肘折プロジェクト実行委員会・
　　　東北芸術工科大学
時期：2010年 4月 ~

夏の一定期間に、WSで制作した燈籠や提灯・間接照明などを使用し、タツミチ
のライトアップを行う。
今日では、御師住宅に出入りする人が少なくなる中で、富士みち沿いを歩く人々
の目を引きつけ、奥へいざなうような工夫をすることで、タツミチ自体の重要性や、
その先に構える御師住宅に興味を持ってもらうひとつのきっかけとする。
御師団や御山倶楽部など、地域住民が中心となり準備を行う。

観光客や地域住民など、タツミチに様々な人々が集まることで、タツミチ
のことを知ってもらい、より親しんでもらうことができる。
また、普段はうら寂しい空気が流れる夜の上吉田ではあるが、夏の涼しい
時間に歩いて楽しいコンテンツを提供することで、タツミチがより充実し
た空間になる。

期待される効果

◆観光客や地域住民の目を引く
◆タツミチのことを知ってもらえる
◆夜も楽しい観光地を PRできる

富士みち・タツミチ風情の醸成
３－５　拠点を結び、まち全体をつなげる
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◆問題意識

◆提案の目的

「禊の川」としての価値認識が
されていない。

観光客もまちの人も、禊の川としてのヤー
ナ川の価値を再発見すること。
地域の貴重な資源として、大切に扱っても
らうこと。

分類：拠点間を結ぶ回遊の仕掛けづくり
場所：ヤーナ川流域
主体：御山倶楽部・富士吉田市役所

43

①タツミチにおける看板設置
②小銭を禊ぐ開運ラリー

navi.ag-aoyama.com

3-5 拠点を結び、まち全体をつなげる　ヤーナ川再発見計画
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現状分析とコンセプト

2. コンセプト

” この川、なんだろう？”

課題を解決するためのポイント
○ヤーナ川の価値を認識してもらうこと
○ヤーナ川に意識を向けてもらうこと
○「禊」という行為をヤーナ川と結びつけること

地域住民や観光客の視線・意識を集め、
より身近に感じることができる川へ

1. 現状分析

◆禊の川であった歴史の認知度が低い
◆目立たず、川に意識が向かない
◆ゴミなどが見受けられ、景観が良好とは言えない

44

①タツミチにおける看板設置
タツミチのヤーナ川前に看板を設
置し、禊の川であるヤーナ川の歴
史文化的重要性を広く認識しても
らう。
観光客へのヤーナ川の認知度向上
と、まち歩きの際の視点を提供す
ることを目的とする。

②小銭を禊ぐ開運ラリー
古くは行者が身体を清めていた
ヤーナ川で、小銭を禊ぎながらま
ち歩きをするラリーを実施する。
気軽に「禊」に触れられることで、
ヤーナ川の価値がより伝わりやす
くなる。また、まちを巡るツール
としても有効である。

3. 具体案

ヤーナ川再発見計画
３－５　拠点を結び、まち全体をつなげる
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①タツミチにおける看板設置

まち歩きの拠点となる旧外川家住宅においてヤーナ川の解説があること
で、これからまちを歩く観光客にとって、見落としがちなヤーナ川に気付
き、富士講の面影残る上吉田をよりリアルに体験することができる。
また、まちを巡る際に、ひとつの着眼点・話題を提供する。

タツミチへの看板設置
場所：山梨県富士吉田市
内容：タツミチへの看板設置
主体：各御師住宅・御山倶楽部
時期：2012年

取り組み
慶應義塾大学の提案を受けて、5軒の御師住宅
前のタツミチに、富士講の歴史や各御師住宅の
特徴がわかる案内パネルを設置した。

◆参考事例の紹介

効果
観光客の方々が立ち止まって看板を眺めること
が多く見受けられるようになった。7月の実証
実験時には、クイズラリーの問題に活用したこ
とで、相乗効果が生まれた。

期待される効果

◆観光客へのヤーナ川の認知度上昇
◆まち歩きの着眼点の提供

45

追・体験！

ヤーナ川は「間の川」という語源の通り、神聖な空間である御師住宅に入る前の、
いわば境界であり、行者はその水で身体を禊いだと言われる。現在ではその面影
が薄くなってはいるものの、御師まち固有の財産として非常に価値の高いものあ
ると考えられる。
そこで、まずは旧外川家住宅を流れるヤーナ川の前に、その価値を伝える看板を
設置することで、観光客がまちを歩く際の着眼点を増やすことができる。
反響次第で将来的には金鳥居公園や御旅所ひろば・御師住宅にも設置していく。

ヤ
ー
ナ
川

「
間(

あ
い)

の
川
」
と
も
呼
ば
れ
る
ヤ
ー
ナ
川
は
、

聖
域
で
あ
る
御
師
の
家
に
入
る
た
め
に
、
行
者
が
身
を

清
め
た
禊
の
川
で
す
。
後
に
は
上
吉
田
の
大
切
な
生
活

用
水
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

ヤ
ー
ナ
川

「
間(

あ
い)

の
川
」
と
も
呼
ば
れ
る
ヤ
ー
ナ
川
は
、

聖
域
で
あ
る
御
師
の
家
に
入
る
た
め
に
、
行
者
が
身
を

清
め
た
禊
の
川
で
す
。
後
に
は
上
吉
田
の
大
切
な
生
活

用
水
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

ヤーナ川再発見計画
３－５　拠点を結び、まち全体をつなげる
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②小銭を禊ぐ開運ラリー

かつての宗教的な「身体」の禊に対し、「小銭」を禊ぐという、昨今のパワー
スポットブームのような、ある種の世俗的な新体験を提供することで、訪
れた観光客がまちをめぐるきっかけをつくるとともに、ヤーナ川の禊とい
う価値に気軽に触れていただくことができる。

◆参考事例の紹介

期待される効果

◆観光客へのヤーナ川の認知度上昇
◆気軽に「禊」に触れられる
◆まちをめぐるツールになる

46

ヤーナ川は「間の川」という語源の通り、神聖な空間である御師住宅に入る前の、
いわば境界であり、行者はその水で身体を禊いだと言われる。
そこで、ヤーナ川で「身体」ではなく「小銭」を禊ぎながら御師まちをまわるラリー
を実施する。旧外川家住宅に受付を設け、小さなザルを貸し出し、参加者は各御
師家前のヤーナ川で小銭を禊いでまわる。
ヤーナ川と「禊」体験を結びつけ、その価値に気付いてもらう提案である。

新・体験！

世界に誇る神秘の霊峰…日本一の山へ！
（クラブツーリズム
「今ツアーで行きたい日本全国パワースポット特集」より加筆
http://www.club-t.com/special/japan/powerspot/04tokai.htm#page01）

「富士山（ふじさん）」は、静岡県と山梨県にまたが
る標高標高 3,776mの活火山。日本最高峰であると
ともに、日本三名山（三霊山）、日本百名山・日本の
地質百選のひとつでもあり、日本の特別名勝指定に
も選ばれている、日本国民なら誰でも知っている名
実共に「日本一の山」である。

その美しさ、雄大さは、国内のみならず海外でも日
本の象徴として広く知られ、スピリチュアルの世界
においても、富士山には「神々のパワー」が集まる
ところとして有名である。
富士山には様々な力が集まるといわれ、富士山自身
から発されるパワーも強く、山中や登山道はもちろ
んのこと、裾野や富士五湖、その周囲の温泉地といっ
た富士山を望む広いエリアにも強い影響を与えてい
る。

↑今までの歩き方提案の歩き方↑

ヤーナ川 ヤーナ川富士みち

ヤーナ川再発見計画
３－５　拠点を結び、まち全体をつなげる
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◆問題意識

◆提案の目的

◆上吉田地区に残されている「御師住宅」という貴
重な歴史文化資源が、十分に活用できいない

◆地域住民が「御師」や「富士講」に触れる機会が
あまりない

◆御師の方々を中心に、地域住民の方々が観光客に
対して、地域一体となって「おしまち」そのものを
紹介する機会を設けること

◆地域住民が、自分たちのまちの良さを再発見する
機会を設けること

外川家 浅間神社

外川家 浅間神社御師住宅

地域住民

普段の観光では、外川家と浅間神社を点的に廻るのみ。

ＯＰＥＮ！おしまちでは、外川家と浅間神社に加えて御師住宅

もオープン。さらにそれらを、地域住民が中心となって運営す

ることで、観光客との交流を促す。

3-5 拠点を結び、まち全体をつなげる　OPEN! おしまち
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「オープン」というコンセプトと取り組み

48

1. コンセプト

　“こころとまちをひらく”

◆課題を解決するためのポイント
○御師住宅の開放にこだわる。
　御師住宅は、上吉田地区の大きなアイデンティティである。期

　間限定でも御師住宅の開放があることで、御師まちとしての上

　吉田をアピールすることができる。

○観光客だけではなく、地域住民の参加も積極的に
募る。
　OPEN! おしまちは観光客だけのためのイベントではない。自分

　たちのまちの良さを再発見するという目的も持つOPEN! おしま

　ちでは、地域住民の積極的な参加を募る。

◆地域住民が一体となって、観光客を出迎える
◆外からの視点によって、自分たちのまちの隠れ
た良さに気付かされる

ひらかれたまちを舞台に、こころをひらいて交流し合
う地域住民と観光客のコミュニケーションによって、
お互いに知らなかった富士山の文化の魅力を知ること
ができる。

2. 提案する取り組み

◆現在も住宅として使い続けられており、普段は公開されてい
ない御師の家を、御師の方々の主導のもと、期間限定で外部に
開き、御師の歴史や文化をひろく伝えるイベントを実施する。
◆御師の家の公開と合わせて、御旅所やヤーナ川など、普段は
なかなかその価値がアピールできておらず、見過ごされがちな
場所や空間にて、その可能性を引き出すようなまちづくり実験
を、地域主導で実施する。

OPEN! おしまち
３－5　拠点を結び、まち全体をつなげる
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ターゲットと具体的な企画

49

ターゲット
地域住民重視

ターゲット
観光客重視

ターゲット：地域住民

・地域住民に上吉田の歴史•文化•御師文化などを知って
もらう機会
・観光まちづくりへの住民参加の意識を高め、きっかけ
を与える

役割

ターゲット：観光客
役割
・観光客を呼び込むイベントとしての役割
・観光客に御師を知ってもらう機会
・火祭り期間以外の観光目的

例えば…

おしまちサミット
御師は富士吉田に限らず全国に
存在する。伊勢や白山・出雲と
いった各地の御師を集め、御師
とは何なのかを学び、地域の持
つ特徴を理解するとともに、こ
れからの姿についても考える。

御師フリーマーケット「おしま」
地域の方が出店するフリーマー
ケット。観光客や地域住民にとっ
て、御師の家で眠っているお宝
を入手することができるチャン
スかも！織物や農作物などの地
域の特産品も販売。

芸術のおしいえ
アーティストが御師住宅に滞在
しながら、そこならではの作品
制作を行う。芸術という切り口
から、富士講や御師文化に触れ
てもらうきっかけをつくる。

http://www.kisaiyahiroba.com/blog110508095016.html

http://www.pref.kyoto.jp/tango/tango-doboku/oote_hagukumu_ws.html

■呼び込みたいターゲットによって、実施する内容が異なってくる。

OPEN! おしまち
３－5　拠点を結び、まち全体をつなげる
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◆問題意識

◆提案の目的

・観光資源が山からまちにかけて散在
・富士観光スタイルが確立していない
・スバルラインに流出した登山客
・登山道の歴史文化資源がわかりづらい

・まちと登山道を一体化させた着地型旅行
　ヘリテージツーリズムを打ち出す
・文化的資源の価値を来訪者に伝えること

51

分類：追体験と新体験の融合
場所：吉田口登山道から五合目
主体：富士吉田市役所

①富士講の歩いた道

②スペシャリストガイド

3-6 御師まちを一つのパッケージに　おしまち～吉田口登山道ツアー
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現状分析とコンセプト

2. コンセプト

“よしだツーリズムの提唱”

課題を解決するためのポイント
○富士講を擬似体験できるコンテンツづくり
○信仰登山拠点から、
　　ヘリテージ・ツーリズムの先進地域へ

イメージ

吉田口登山道は由緒正しい登山道である。
かつてまちと登山道は信仰登山という文化によって繋がっていた。
それは全国的に見ても極めて珍しく、富士吉田ならではの部分であ
る。富士吉田らしい観光を実現するには”富士講のまち”というイメー
ジを発信する必要がある。
現代においては着地型旅行と呼ばれる体験型旅行商品が人気を博し
ていることから、文化旅行（ヘリテージ・ツーリズム）という枠組
みで「よしだツーリズム」の実現を目指す。

富士吉田らしい観光とは何か。
またそれを発信するには。

3. 具体案

1. 現状分析

①富士講の歩いた道

②スペシャリストガイド

街と山に点在し、ただ見るだけでは理解することので
きない歴史資源を観光資源化し、かつての富士講を疑
似体験することで富士吉田を楽しんでもらう。

富士吉田の魅力を訪問者に効果的に伝える案内人をつ
くり、継続性のある事業にする。
新しいよしだツーリズムの担い手。

・おしまちガイドの案内はまちに限定
・説明板などが整備不足や史跡として残っておらず、
  登山道を歩くだけでは富士講を感じ難い
・訪れる人が少ない、知られていない
・ガイドの人員不足と継承問題

三合目三軒茶屋
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おしまち～吉田口登山道ツアー
３－6　御師まちを一つのパッケージに
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追・体験！まちと山を歩く

かつて富士講行者らがした、御師の家に宿泊したり、
そこから北口本宮富士浅間神社に参拝し富士山への道
を歩んだ道をたどり、歴史を感じながら実体験できる
ツアーを組む。
街の中、山の中に点在している観光資源と資源を導線
でつなぐ。

タイトル：飯山旅々。
場所：長野県飯山市
内容：地域住民企画の着地型旅行商品
主体：一般社団法人信州いいやま観光局
時期：２０１０年４月

取り組み
飯山市の５つのエリアの有志と観光局担
当者がツアーを企画した。

現状の写真

参考事例の紹介

経緯
地元民向けの商品開発から発展し、観光
客向けに着手した。

効果
常時３００件程の着地型旅行が地域から
集まり、あるツアーでは利用者の６０％
がリピーターに。

具体案①：富士講の歩いた道

追体験としての意味
かつて富士講行者は関東各地を出発し、御師の世話や
指導を受けながら信仰登山を目的として富士山に参詣
していた。
信仰登山というものが衰退した現代において、富士吉
田を繁栄させた富士講文化を実体験できる、ここにし
かない旅行商品に。

「富士講」の文化や歴史深い吉田口登山道が
来訪者に伝わるとともに、地域の人もその文
化がある富士吉田に誇りを感じ、まちとして
の魅力が高まる。

期待される効果

・富士講への理解が進む
・吉田口登山道の認知度UP

追・体験！
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吉田口登山道

ふじみち
御 師
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http://platform.nihon-kankou.or.jp/wp/?p=1333
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おしまち～吉田口登山道ツアー
３－6　御師まちを一つのパッケージに



慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室

タイトル：㈱合力の登山ツアー

イメージ

場所：山梨県富士吉田市
内容：観光案内業務
主体：㈱合力
時期：2010年～現在

参考事例の紹介

具体案②：スペシャリストガイド

登山ツアーにはプロのガイドが必要なことは明らかである。
ただ登るだけでは理解することができない歴史文化をわかりやすく噛
み砕いて説明するなど、旅行者と上手くコミュニケーションをとりな
がら、自分らしく富士吉田を案内することができる。
ただの観光地にいるガイドではなく、その人の個性、富士吉田らしさ
を活かした特別なガイド達は、その存在自体が観光の魅力である。
そんな魅力に惹かれた旅行者をもっと富士吉田へのリピーターにする
ことができる。

新体験としての意味
かつては先達による、祈祷をしながら登頂を目指す登山であり、
彼らは案内人としての役割も担っていた。
現代においてその役割を務めるのが観光ガイドである。
まちと山、両方の歴史文化、魅力を説明してくれる人と一緒に観光す
ることができる。いままでと同じ場所なのに、いままで見えなかった、
知らなかったことを体験させてくれる。

富士吉田のためのガイド現状の写真

取り組み
高単価・高付加価値の登山ツアーを実現。
総合的に極めて高いレベルのガイドを提
供している。
経緯
富士登山学校ごうりきとして発足。自然体
験などを通して人・自然の関わりから新し
い社会を構築したいという想いから。

効果
「この人だから頼みたい」というリピー
ターの創出。

新・体験！

視覚だけでは伝わらない魅力を、オリジナル
なガイドで案内してくれることで、他の観光
地にはない、富士吉田にまた来たいと思わせ
るような感動を提供。
また来たい、もっと富士吉田を知りたいと
思ってもらった人はリピーターに。

期待される効果

・富士吉田の魅力を確実に伝える
・吉田のファンをつくる
・地域観光事業

⇒プロフェッショナル・ガイドの養成が必須 https://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/env/5policy/taishou/taishou05.html
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おしまち～吉田口登山道ツアー
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◆問題意識

◆提案の目的

・ガイドの産業化に至っていない
・後継者が不足している
・ガイドのデビュー基準が曖昧である

・観光教育の周知をはかる
・まちの人のガイド業への関心を高める
・ガイド認定の基準や制度を設ける

55

場所：富士吉田市内全域
主体：市内の教育機関・地元の商店街等・金鳥居インフォメーショ
ンセンター

①観光教育の実施
②全住民おもてなしガイド運動
③ガイドの認定制度

3-6 御師まちを一つのパッケージに　プロフェッショナルガイドの養成
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観光庁の推進する「観光立国推進基本法」に則った、「自分のまちや地域に誇りを持てるような創造的な事業」を展開する。
総合的な学習の時間や富士山教育のカリキュラムを利用して、おしまちや御師の家を利用した体験学習を行うなど、子ど
もたちに幼いころから地元住民や地域に根付く歴史文化と触れ合う機会をもたせる。子どもたちが調べたり学んだりした
内容は、まちづくりコンクールや右に紹介したような映像コンクールを実施することでアウトプットする機会を与え、地
域を「調べる」学習のみならず「創造する」学習を行うことを重要視する。
また、そのようなアウトプットの場では地域の人にも子どもたちの成果を見てもらうことによって地域の活力とするとと
もに、子どもたちに達成感や評価してもらうことの喜びを感じてもらう。

子ども観光・まちづくり PR映像大賞
場所：全国の小中学校
内容：「郷土・地域のよさを発信する」ことを
目的として製作されたＰＲ映像を募集・表彰
主体：まちづくり教育全国大会実行委員会
時期：２０１０年 ~現在
取り組み
子どもたちが地元の観光資源やゆるキャ
ラなどを調べて PR映像作品にする

参考事例の紹介

経緯
観光等をテーマに地域教育を実践してい
る教師を表彰し、地域の良さを発信する
映像作品を広く賞揚するために設立
効果
子どもたちが自主的に地域について学ぶ
姿勢が身に付き、作品が共有されること
で他地域でも地域学習の方法を応用可能

具体案①：観光教育の実施

幼少期から地域の人々と触れ合い、地域の歴
史文化に興味を持つことによって、将来的に
「自分の地域に多くの観光客を呼び込みたい」
という気持ちをもってもらう。ひいてはガイ
ド業をはじめとする観光業に関心を持つ人材
を育成する。

期待される効果

◆幼いころから地域に愛着がわく
◆観光業に興味をもってもらう

（出典：http://www.satoiku.jp/pr/sakuhin/index.html#prWorks）

プロフェッショナルガイドの養成
３－6　御師まちを一つのパッケージに
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おし街さんぽといったガイドツアーに参加して観光を楽しんでもらうことも重要であるが、商店街の人や通りすがりの
人といった地域の人々とのちょっとした触れ合いによってもたらされる観光の楽しみも存在する。また、観光客が何か
情報を必要としている時に近くにいた地域の人がその情報をすぐに提供できれば、観光客も安心感を覚え、その地域に
対する評価も高まる。
ガイド料をもらって案内を行うプロフェッショナルとしてのガイドを養成するだけでなく、「全住民がガイドになろう」
といったように「運動」として地域全体で「おもてなしの心を体現し、観光客に楽しんでもらおう」という気運が高まっ
ていくことが重要である。

庄内ガイドライバー
場所：山形県庄内地方
内容：ガイドができるタクシー乗務員の養成
主体：庄内ガイドライバー協議会
時期：２００７年 ~現在

取り組み
タクシー乗務員が庄内地域の歴史や文
化、自然、食などに関する知識を身につ
け、認定試験を受ける

参考事例の紹介

経緯
地域全体で「おもてなしの心」を醸成し
観光のレベルアップをはかろうとした
効果
１００人以上のガイドライバーが誕生
し、乗客に質問を受けた際などに案内を
行い、観光客の満足度を高めている

具体案②：全住民おもてなしガイド運動

観光客が必要としている情報を提供しても
らったり、地域の人々と何気ない会話を交わ
したりすることによって観光客の満足度が高
くなる。また将来的にプロフェッショナルの
ガイドになる人材の創出につなげる。

期待される効果

・地域の人々との触れ合いによっ
て観光客の満足度が高まる
・地域全体でのおもてなしを実現
する

（出典：http://www.shoko-hire.jp/driver/）
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具体案③：ガイドの認定制度

横浜シティガイドの育成

イメージ

場所：神奈川県横浜市
内容：地域ガイド
主体：NPO法人横浜シティガイド協会
時期：１９９２年～現在

参考事例の紹介

調査の結果、ガイドに必要な要素として大きく５つの項目が抽出され
た（右部分参照）。これらの要素に付いてそれぞれの項目をリスト化し、
ガイド個人個人が達成できているかをチェックする。項目ごとに教育・
認定を行うことにより、それぞれのガイドが達成できてない部分を明
確にする。それにより個人ごとに効率的な練習や指導を行う。
また、御師の家の方や浅間神社の宮司の方に講師をお願いし定期的に
研修を実施して幅広い知識を身に付けるとともに、現在の専任ガイド
のお二人を認定責任者とし、新たなガイドを育てて認定責任者及び認
定制度を受け継いでいく。

【ガイドに必要な要素】
・基本姿勢…観光客の方を向きはっきり大きな声で話す
・知識と話題…一般の人が興味を持つ内容を話す
・ガイド方法…資料を効果的に見せる
・言葉…相手の年齢層などを見て言葉を使い分ける
・観光客の誘導…全員を安全に、時間内に案内する

取り組み
座学の養成講座とワークショップ型研修
講座 (新たなコースとマップ、マニュア
ル作成）を実施。ガイドの認定はコース
リーダーが行う。
経緯
生涯学習から発展、もっと沢山の人に横
浜を好きになってもらうための足掛けと
して開始。
効果
養成講座によって歴史の他にも知識を身
に付け、研修講座によってスキルと知識
を両立して習得できる。

これまで感覚的に行われていたガイドの認定
が、目に見える判断基準で行えるようになる。
またガイドとして最低限身に付けておくべき
内容を網羅することによってガイド間の実力
の差を少しでもなくし、観光客の満足度に差
が出ないようにできる。

期待される効果

・認定基準が明確になる
・ガイド間の実力の差が少なくなる
・幅広い知識が身に付けられる

プロフェッショナルガイドの養成
３－6　御師まちを一つのパッケージに
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■自治会
全世帯が加入する。上吉田の御師まちには、上宿自治会・中宿
自治会・下宿自治会という３つの自治会がある。

■御師団
富士講信者が訪れる富士吉田市内の御師の家を構成員とした組
織。富士吉田の御師まちとしての文化や歴史の継承を担う役割
を担う団体。御師・富士講に関係した祭事の実施・運営等を行っ
ている。

■御山倶楽部
平成１９年度に富士吉田市が国土交通省とともに実施した「観
光まちづくりコンサルティング事業」の際に集まった地域住民
たちで構成される団体。構成員それぞれの職業はさまざまだが、
観光による地域活性化をめざした活動を展開している。

■富士ゑびす商店会
商店経営者が参加する商店会組織。年に数回、商店ならではの
イベントを企画・実施し地域活性化に貢献している。加盟店は
上吉田だけに限定されない。

それぞれ自治会として、地域の防犯・防災面やコミュ
ニティ醸成等を担っている。

各種祭事の運営のほか、御師の家の屋号が記されたちょ
うちんを作り、開山祭・火祭りなどの時に家の入り口
にちょうちんを掲げている。

御師の家の案内看板のほか、まちなかにベンチ・案内
板の設置や各種祭りにおける活動を積極的に展開して
いる。

各種福引・セール等イベントの開催や、オリジナル商
品の開発等を行い、商業の面から地域活性化に貢献し
ている。

　以上の提案を実現させるためには、関係する各種主体が集った富士吉田商工会議所「富士吉田市観光振興サービス開発等調査研究委員会」の枠組みを継続し、
引き続き検討を重ねていくことが重要である。さらに、調査研究段階から実行実践段階へと進むためには、御師まちの地域組織の連携と協働が必要となって
くる。 上吉田地区・御師まちを中心に活動する主な地域組織としては、以下のようなものが挙げられる。

富士ゑびす
商店会

御山倶楽部

自治会

御師団

概要 活動内容

3-7 これからの展開に向けて　御師まちの各主体の取り組み状況
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富士ゑびす商店会
企業

御山倶楽部
ガイドマイスター協会

企業
御師団

若者・
富士北稜高校

地域住民

（仮称）御師まち観光まちづくり協議会

実施主体

観光 商業 歴史 教育・育成

協力支援
富士吉田市

富士吉田
商工会議所

慶應義塾大学
(各団体の代表者などで構成 )

ふじよしだ
観光振興
サービス

その他の
大学、
企業など

など など
など

　このような状況において求められるのは、現在それぞれ個別に活動している組織の代表者などで構成する (仮称 ) の「御
師まち観光まちづくり協議会」を中心として、まちづくりを進めていく構想である。各組織の連携を深め、相乗効果の発揮
が実現されるとともに、行政や商工会議所等や大学からの協力や支援を受ける窓口の一元化にもつながる。また、この協議
会が構成されても、実施主体はあくまで個別に活動している組織であるため、それぞれの組織が得意分野において力を発揮
することができる。また、若者からも代表者を選出することにより、若い世代への活動の継承が期待され、持続可能な活動
へとつながる。

◆御師まち観光まちづくり協議会を中心とした連携のしくみ

3-7 これからの展開に向けて　御師まち観光まちづくり協議会の設立



４. 資料編

１.調査の目的と経緯

２. 御師まち観光の現状と課題

３. 御師まち観光まちづくりへの提案

４. 資料編
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コンセプト

かつては富士信仰を支えるまちとして多くの人々をもてなし、
賑わいを見せていた御師まちを、現代においても歩きたくなるような
魅力的な空間にすることを目的とし、富士道を軸とする御師まち特有
の往来性を活かした「歩きたいまち、出迎えるまち」というコンセプト
のもとに提案を行った。

富士山へ向かう参道性を強く感じさせる一方で、傾斜もあり、長く単調な一本道である
め、まちの回遊性が生まれづらい

・ 富士みちの景観・街並み
富士山への眺望は圧倒的だが視点場が少なく、沿道の建物もまちの歴史の深さを感じ
せるものでなく魅力に欠ける

・ 富士みち
観光客の目を引き、立ち寄りたくなるような商店やオープンスペースが不足している

・ 歴史文化資源への誘導のありかた
ふじ道沿いに歴史文化資源へ誘うサインが少なく不明確なかたちで歴史文化資源が
存在している

・ 歴史文化資源の空間的・時間的な発現
豊富な歴史文化資源が街並みの影に隠れ、過去のものとなり、忘れ去られつつある

・ 富士信仰の基本的な性格
歴史的文脈や背景の知識がなければまちを楽しむことができず、特定の層の観光客
のみが歴史を味わっている

・ 受け継いでいくこころ
地域の人々の思いが必ずしも歴史資源に向いているわけではなく、それら歴史資源
を持続的に育んでいく取り組みが不足している

・富士みちの街路形態

1.
・観光客数は例年 2千万人ほどで横ばい
・観光客に若年層（20代、30代）が多い
・山梨県を訪れる観光客は、自然や文化・歴史を求めている
・山梨県を訪れる外国人観光客が、近年増加傾向にある

2. 見えてきた課題

現状分析

た

さ

４－１　2011・2012年度報告書の概要

2011 年度報告書の概要
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4. 全体構想
まちを左図のように上町・中町・下町の３つに分け、それぞれを「歴史体感ゾーン」
「一休みゾーン」「上坊収集ゾーン」として、以下の６つを柱として提案を行った。

①富士みちを界隈に分ける
②まち並みを連続させる
③休める場所を増やす
④新たな観光拠点を確立する
⑤歴史資源を掘り起こす
⑥富士山駅の真の玄関化

４－１　2011・2012年度報告書の概要
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3. コンセプト

コンセプト

” 山からまちへ、まちから山へ”
上吉田地域の観光は、あくまでも富士登山の出発点であり、観光客の意識の中心は
登山にあった。しかし「信仰の山」としての富士の魅力がある。その信仰を支えた
「御師まち」に焦点を当て、文化を再発見する。その結果、本格的な登山だけでなく、

れ流の人「、るせさ現実をりくづちま光観なか豊で様多、ため含でま見士富いな気何
を生み出す」という構想１、そして、観光を支える地域コミュニティへ焦点を当てた
「想いを広げる」という構想２を軸として提案を行った。

.
・富士山北麓地区における観光客数は、近年平均 2千万人前後を
　維持しており、ほぼ横ばい傾向が続いている。
・富士東部地区における観光客の年齢層は40代が 24 %と最も多く、
　次いで 30代、20代、60歳以上と続く。
・山梨県を訪れる観光客は「自然」と「文化・歴史」に触れることを
　求めていることが分かる。
・山梨県を訪れる外国人観光客数は近年に増加傾向にあり、過去
　5年間で 1.5 倍に増加した。

2. 見えてきた課題

歴史文化資源を活かした御師まちの魅力化は現状のニーズ、
及び今後予想される観光客の動向を考慮すると、必ず求められる
ことである。その際に、若年層や外国人への対応も今後更に必要
となってくる。

上記に加え、富士山の世界文化遺産登録が実現することで、
国内外問わず、今後多くの観光客が富士山を訪れることが予想
された。更に、文化遺産での登録であることから、富士山に関連
する文化・歴史にも大きな注目が集まると考えられた。

構想１「人の流れを生み出す」
提案図

1 現状分析

４－１　2011・2012年度報告書の概要
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4. 提案内容一覧 5. 実証実験

提案名 内容

①御旅所ひろば

②ちえのわ

③お休み処

④のれんでひとつ
　　　になるまち

⑤ヤーナ川
⑥御師の
　　情報デザイン

⑦OPEN! おしまち

①コミュニティセンターの改修

②夏の簡易展示

③火の見やぐらの活用

④改修ディスカッション

①旧外川家住宅周辺の改修計画
②ギャラリー
③お土産販売所
④カフェよしだ

①お休み処の設置
②「東屋型お休み処」
　　　　　　　　製作ワークショップ

○のれんの掲揚

○ヤーナ川の修景

○ウェブサイトの構築

○企画の準備・実施・評価

１
験
実

２
験
実

３
験
実

○御旅所ひろば
火祭りの日、御神輿が一晩を過ごす神聖な御旅所（おたびしょ）で以下の様な各種イベ
ントを実験的に実施し、まちの中心の「ひろば」として活用の可能性や課題を検証した。
◆御旅所フォトシアター (富士吉田写真展 )　◆富士吉田いいとこガリバーマップ
◆きき水 - 富士吉田の「清水」を味わおう -　◆燈籠づくり体験 - 御師まちの夕べを演出する -

広場として利用可能性を見つけた一方で、空間的課題を発見できた。また、富士吉田の歴史的な要素は、
地域住民にとってあまり馴染みがないことがわかった。

○ヤーナ川再生ワークショップ
古くから講者の禊や生活用水として利用されていた「間 (あい ) の川」としても呼ばれ
るヤーナ川の歴史的重要性を理解してもらうために、地域の方々による清掃活動と共に、
地元富士北稜高校の生徒たちとワークショップを実施。さらに 23日に御旅所ひろばで
作成した燈籠でライトアップを行った。北稜高校生13 名が参加した。
想定より、地域の方々のヤーナ川に対する知識が少なかった。また、実験への参加者がほとんど地域住民
であったため、ヤーナ川の観光応用性については、あまり効果的な検証ができなかった。

○オープンタツミチ
富士講で訪れた人々の接待をする "御師 ( おし )" の家の方々にご協力をいただき、合計
5軒 ( 毘沙門屋・筒屋・竹屋・菊谷坊・大雁丸 )の御師の家のタツミチを開放。それに
伴い、富士講や御師の家の歴史についての立て看板を設置した。

４
験
実

５
験
実

富士みち沿いの商店にのれんを掲げることにより、まちに一体感を与え、また営業中の
合図を表すのれんによって観光客が店内に入りやすい雰囲気をつくることを目標として
設置。富士ゑびす商店会さんの協力のもと実施した。

○富士山を眺められる「お休み処」
富士みちの休憩場所不足解消のため、和菓子屋「金太郎」さんの協力を得て、その店舗
の横にお休み処を設置。富士の水をサーバーで提供した。

○のれんでひとつになるまち

実施期間：2012年 8月 18日 ( 土 )～26日 ( 日 )
実施場所：富士吉田市上吉田地区

吉田の火祭りの時期は５～１０分おきに通行人がパネルに気付いて見にきた。しかし、火祭り以外の時期は
ほとんど立ち止まってパネルを見る人の様子はみられなかった。観光客よりも地元の方のほうがよくパネルを
見ていた。

共通デザインののれんが複数連続することにより、一定程度の連続性を通りに生み出すことができた。また、利用客
からも評価の声があった。富士えびす商店会の主導で進められたことにより、地域主導のまちづくりのきっかけ
として捉えることができる。

実験期間の３日間、歩行者数は２００人にも満たなかった。立ち止まり、お休み処を見て通り去る
場合が多く、座ったのは最終日に通りかかった親子のみ。

４－１　2011・2012年度報告書の概要

慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



65

４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

66慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

67慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

68慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

69慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

70慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

71慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

72慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

73慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

74慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

75慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

76慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

77慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告資料

78慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室



４－２　2013年度中間報告資料・WSまとめ

2013 年度中間報告WSまとめ

79

議題 1：OPEN! おしまちの評価や、お気づきになられた点
　○　浅間神社のポテンシャルはやはり高かった
　○　御師料理は評価が高い（量が少し多かったけれども）
　○　木マネキはよかった
　▲　参加費がある程度の中で満足度を上げることが大切（一ノ瀬研）
　▲　ゴールの具体性が欲しい
　▲　日常的すぎて外部から見た価値に実感がない
　×　利益があるとは思えない
　×　ねらう年齢層を絞った方が具体性を持たせやすい
　？　観光客か地域住民どっちを基準で考えるのか

議題 2：「追体験・新体験」というコンセプトは、
　　　　　　　　　　　　　　おしまち観光にふさわしい？
　○　考え方としてはおもしろい
　▲　宿泊客を狙う（その際に宿泊施設へのメリットを考える）
　▲　現実的に考えつつもやりたいことを考えることが重要
　▲　戦略的ではなく現実的にやるべき
　▲　どの時期がベストか？やはり夏がメイン？

2013 年度中間報告 2014年 11月 19日（火）19:00~20:30

議題４：吉田口登山道を活用した新しいツアープラン
■提案
 ・今あるものを有効活用していくべき
 ・眺望の問題の問題もあるが、林道の活用もある
 ・ボタンティアガイドで地域の力を上げる
 ・山は「登る」ものなのか？「降りる」というコースもあるのではないか
 ・「山ガール」のような、女性をターゲットにしたプランの提案
 ・民間へヒントを与えるように提案を進めていくとよいと思う
 ・自衛隊が活動していないときは特別感があるのではないか
■課題　
 ・受け入れ態勢に問題があるのではないか
 ・誰にどういうようなガイドが必要かを考える
 ・外国の方は文化というものに興味が高い
 ・お金をどう落としてもらうかちう問題もある

＠富士吉田商工会議所
議題３：「追体験・新体験」のアイデア
■追体験
 ・お昼ごはんにレストランなどで御師料理の提供
■新体験
 ・ヨガ体験（モニターツアー経験あり） 
 ・ホテルと野外イベント（双方にメリットがあるもの） 
 ・浅間神社のライトアップ時に地元商店が屋台などを出す
 ・夜の浅間神社
 ・縁日

慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室
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2013年度最終報告 2014年２月３日（月）19:00~20:30
＠富士吉田商工会議所

■感想など
・実際に住んでいても知らないことがあったので勉強になった。
・一つでも実現できるように頑張らなければならない。良い刺激になった。
・浅間神社、火祭り、御師の家、富士山を使って感動をどのように伝えるか。感動が
なければリピーターはない。今ある物をもっと磨きかける必要がある。
・地元の人たちが知らない事が多すぎる。御師の存在も 20歳くらいになるまで知ら
なかった。
・地元の人が楽しく積極的に参加できなければ周りからも魅力的には感じられない。
・なぜ富士山が文化遺産になったのかを理解してもらう事によって、より富士吉田の
魅力を感じてもらうことができると思う。
・少しずつだが達成感が得られるようになってきた。
・地元の方にもっと理解していただけるような行動をとって行きたい。
・新しい事よりも地道に同じ事を毎年繰り返して行く事によって知ってもらう事が大
事。
・御師家などに刺激を与えてくれた事によって活性化などが出来た。これからも協力
していただきたい。

■提案に関してのご意見など
・コミュニティーセンターの火祭りミュージアムは、ぜひ実現したい。
・まちから山に登ってもらいたいため休憩所、案内所の設備は重要になる。
・下吉田の駅から富士山も考えてほしい。
・掛け軸などは好評だった。
・吉田口登山道ツアーは好評で、定着できるようにしていけたら良いと思う。
・新しい切り口を新しい視点で行う事によってより発展的になるのではないだろう
か。
・冬場での客の呼び込みが欲しい。雪などを利用したりする。（河口湖では雪山遊び
などが始まっている）普段できない体験が出来るようになれば良いと思う。
・商店街の人がおしまちマイスターをとる必要があるだろう。のれんの評判がよい。
・商店街としては富士道沿いのお店に声をかけて新しい提案をしている。
・総ガイド住民になれたら良いかと思う。
・旧外川家住宅から浅間神社までの間に魅力があまりない。そういう意味では、火祭
りを観て聞いて紹介できる御旅所ひろばはとても整備してほしい。
・高齢者のガイドはきつい。
・旧外川家住宅が休館日のときにはおもてなしが出来ないため、代替のものが存在す
るとよりよいのかもしれない。
・今年の 4月から旧外川家住宅の前で売店などをやろうと思っている。
・ターゲットとコンセプトを明確にする事。ターゲットが見えてこない。
・継続可能なのか。その仕組みをもう一度考えてほしい。
・登山道ツアー。富士吉田らしい観光とはどういう物なのだろうか？
・観光教育をやっていただきたい。子どもの学校、富士吉田の観光教育の構築。
・タツミチではなく、御師の家の景観も富士吉田市の中でも補助が出来る仕組みを考
えなければならない。
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