観光まちづくり企画提案事業 過去の採択案件一覧
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応募案件
事業名
ほおづき（スイートパール）の普及のための種購入及び育
成
宝探し観光集客プログラム企画（宝箱を探せ IN 紅葉祭り
企画）
地元の酒蔵とのタイアップによる宿泊客対象の蔵見学に使
用する外国語ガイド冊子の作成

河口湖温泉旅館協同組合

¥180,000

河口湖アートプロジェクト

冨根津クラブ

¥180,000

観光客の携帯バーコードリーダーを活用した斬新な観光案
内地図 「河口湖とっておき観光ナビマップ」の試行実施
ミニFM放送局による、紅葉まつりの案内情報 （駐車場案
内、出店者案内、周辺見どころ、食べどころ等）
オリジナル紙芝居『幻のクニマス物語』・『クイズ富士山の
謎』の制作と実演事業

NPO法人富士山麓観光まち
づくり研究所
NPO法人富士山麓観光まち
づくり研究所
NPO法人富士山麓観光まち
づくり研究所
ご当地キャラクター推進委員
会

河口湖方言キャラクターかわぐっぴょん周知広報活動
「富士北麓なつかし写真館」開催による観光地河口湖の時
代変遷と、人々の暮らしと文化の魅力を伝える事業
オープンバスKABA BUSで行く「標高2305mのプラネタリウ
ム」
オリジナル「西湖クニマス焼き」販売による富士河口湖の豊
かな自然広報活動事業
Ｍｔ．ＦＵＪＩ 河口湖ＪＡＺＺフェスティバル

2

イベントを通じた富士山麓んめぇ～もん倶楽部の活動PR

4
5
6

¥180,000
¥180,000

おおいし屋 チラシ作成費

3

補助金交付額

富士河口湖名物開発委員会

1

平成24年度

申請者名
NPO法人日本国際ふれあい
協会

¥180,000
¥180,000
¥200,000
¥200,000

冨根津クラブ

¥200,000

河口湖温泉旅館協同組合

¥200,000

オリジナル「西湖クニマス焼
き」事業実行委員会
Mt.Fuji 河口湖JAZZフェス
ティバル実行委員会
大石観光協会

富士山麓んめぇ～もん倶楽
部
「西湖クニマス焼」特産化定着促進事業と幻の「西湖クニマ 西湖クニマス焼事業実行委
スかりんとう」商品開発事業
員会
輝け！西湖 富士山クリーンアップ＆富士山演芸会「クニマ 特定非営利活動法人 富士
ス物語」
山クラブ
富士山世界文化遺産登録に伴い外国人誘致の為の英語 国際観光推進委員会 小立
版小立ホームページの作成
ワーキングチーム
Mt.FUJI河口湖JAZZﾌｪｽﾃｨﾊﾞ
河口湖湖上祭 ライブ
ﾙ実行委員会

¥200,000

事業概要
ボランティアとほおづきを育て、町内の
観光施設や家庭に普及させる
施設にヒントやチェックポイントを設け、
町内で宝探しイベントを行う
地元の酒蔵見学を行い、酒造りや日本
を紹介する多言語パンフレットを作成
芸術家が空き店舗にアート展示、子ど
もたちと交流し、アートマップを作成
グルメ、イベント、名所等の情報が載っ
たQRコード入りのマップ作成
微弱FM電波による放送局を開設し、紅
葉まつりの情報を紹介
クニマス、富士山に関する紙芝居作
成、観光施設などで実演を行う
方言をまとめた冊子の作成、配布。ゆ
るキャラの開発、知名度向上
商店街やイベント等で昔の写真を展示
し、展示場所のマップを作成する
KABA BUSで5合目の星空を見学する
ツアーを実施
新名物クニマス焼きの開発、紙芝居の
作成・実演

¥200,000 町内施設でのジャズライブ開催
¥140,000
¥200,000
¥200,000
¥200,000
¥60,000
¥200,000

農産物直売所のチラシ制作、町内のイ
ベントでくじ引き、セールの実施
町内のイベントで、独自に開発したご
当地グルメの提供
クニマス焼きの販路拡大、クニマスか
りんとうの開発、試験販売
清掃活動、富士山に関する演芸会開
催、クニマスのパネル制作・展示
飲食店、観光スポット等を告知するた
めの英語版ホームページ作成、
河口湖湖上祭でジャズ、ゴスペルのラ
イブ開催

1

「富士とかゝしの里」 トンネルを抜けるとかゝしがこんにち
は！

富士と湖とかゝしの里

¥100,000

2

富士河口湖町産農産物を活用した町の魅力UP作戦

北富士農業協同組合

¥100,000

3

甲州アカペラサミット2013

甲州アカペラサミット

¥140,000

Mt.Fuji河口湖JAZZフェスティバル

Mt.Fuji河口湖JAZZフェスティ
バル実行委員会

¥200,000

5

大石地区観光案内地図兼防災地図作成費

大石観光協会

¥160,000

6

異文化交流まちあるきで地域の魅力再発見

University of Mt.Fuji

¥100,000

7

輝け!西湖 富士山満喫 長月祭り

特定非営利活動法人 富士
山クラブ

1

外国人観光者向けUseful Map 作成

Ｃ＊Ｔｅｔｒａ（シーテトラ）

¥198,000

2

甲州アカペラサミット２０１４

甲州アカペラサミット

¥102,000

平成25年度 4

3
平成26年度
4

「幻の西湖のかりんとう」および「幻の西湖クニマスかりんと 西湖クニマス焼事業実行委
う」の特産品化事業
員会
富士山麓んめぇ～もん倶楽
富士河口湖特産 辛味調味料「ふきこしょう」開発事業
部

¥200,000

¥200,000
¥200,000

5

大石地区フットパス事業

大石観光協会

¥200,000

6

外国人記者と住民交流による富士河口湖町の魅力発信

特定非営利活動法人
富士山クラブ

¥100,000

1

富士五湖の豊かな自然を次世代に～富士五湖の水中、水辺の
清掃活動と環境保護活動、および本栖地区の活性化～

本栖湖ダイビングサービス

¥200,000

2

農業体験現地オプショナルツアー開発並びに実施事業

大石観光協会

¥200,000

チャレンジショップ情報サービスエリア

富士山アウトドアミュージアム

¥200,000

4

星空の輝きにふれる集い in 富士河口湖

星空イベント実行委員会

¥200,000

5

甲州アカペラサミット２０１５

甲州アカペラサミット

¥200,000

平成27年度 3

休耕地等に手作りのかかしを展示、か
かし制作が盛んな地域への視察研修
もろこし祭りで地元の野菜を使った料
理の試食、野菜の販売
町内イベントや町内施設でアカペラライ
ブ、コンテストの開催
3日間にわたるジャズ、音楽イベントの
開催
大石地区の観光案内兼防災マップを
作成、配布
外国人観光客に町内を案内、まちある
きイベントやマップ・ガイドブック作成
清掃活動、富士山に関する演芸会、各
種展示や体験、イベントを開催する
河口湖駅周辺の外国語マップ作成、配
布
町内イベントや町内施設でアカペラライ
ブ、コンテストの開催
新名物のかりんとう開発、製品化およ
びチラシ作成等による告知
地元食材を使用した調味料の開発、製
品化、イベントでの試験販売
町内のイベントに合わせ、ガイド付き
フットパスを開催、ガイドブックの作成
外国人記者と住民が記事を作成し、交
流会やWEBを通じて発信する
本栖湖・西湖の水中・水辺の清掃を3
度実施、同時にカヌー体験を実施
収穫体験等の現地ツアーを開発・実
施、また専門家を招き勉強会を開催
外国人向けに事務所にWi-Fiやテレビ
等を設置、情報発信拠点として整備
ライブやワークショップを交えた星空観
賞イベントを西湖・河口湖で2度実施
町内イベントや町内施設でアカペラライ
ブ、コンテストの開催

1

精進湖観光マップ作成事業

精進湖観光マップ作成委員
会

2

本栖湖ハンターツアーによる本栖地区の活性化

本栖湖ダイビングサービス

3

星の輝きにふれる集い in 富士北麓

星空イベント実行委員会

4

「海蔵寺早朝座禅体験・写経体験」開発並びに実施事業

大石観光協会

平成28年度

平成29年度
平成30年度

採用事業無し
採用事業無し

精進湖地区の観光資源を発掘・紹介す
る「精進湖観光マップ」を作成
冬場の新たな観光資源として、鹿の狩
¥200,000
猟見学ツアーを実施
ワークショップやコンサート、星空の解
¥200,000
説等を交えた星空観察イベントの開催
大石地区の観光客向けに座禅・写経
¥200,000
体験・秋の収穫祭ガイドウォークを実施
¥200,000

