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In Order to promote tourism, it requires creating to attractive area using the local resources and culture. We selected 

Mount Fuji, which is UNESCO World Heritage Site, as a tourism resource at northern base of Mount Fuji. As a result 

of this survey, the following points were suggested; 1) Mount Fuji fifty visitors live around Kanto district in their 

twenties. They have a tendency to decide the tourism destination by the name of place and stay there for a short 

period. 2) They knew Mount Fuji registered UNESCO World Heritage, but the reason why they selected this area was 

not the World Heritage registration. They understand the strong relationship with the culture and the nature of Mount 

Fuji. 3) They understand this strong relationship. However, their degrees of cultural and natural interests were low. In 

addition, the participation willingness was low, too. 
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1. はじめに 

 観光振興のためには，地域固有の観光資源を活用した魅力ある

観光地づくりが不可欠である。こうした地域の資源をまもる仕組

みとして，ユネスコの世界遺産は大きく注目されている。長期的

な視点に立った場合，世界遺産登録が観光振興を通じた地域の活

性化に本当に寄与するかについては疑念もある 1)。とくに，わが

国の世界遺産となった構成資産，観光地の中には，登録後の来訪

者の増加によって，環境や景観が劣化する事例もあり，世界遺産

登録後の持続可能な観光地づくりは大きな課題の一つになりつ

つある 2)。 

そこで，本稿では2013年6月に世界文化遺産に登録された富

士山を事例として取り上げ，富士登山や五合目観光に訪れた来訪

者を対象に，アンケート調査を実施し，富士山とその北側の山梨

県側（以下，富士山北麓）における観光の実態を把握した。 

 

2. 方法 

2-1. 調査方法 

アンケート調査には，A4版3ページからなる調査票を準備し

た。調査項目は，「属性」，「旅行前の準備と行程」，「世界遺産」，

「旅行中の配慮」，「今回の旅行で重視したこと」，「価値をまもる

仕組み」，「自然と文化」，「旅行の感想・満足」の8つの大設問（表

-1）である。調査は，2013年8月8日から11日（木～日）の4

日間実施し，富士登山や五合目観光を目的とした登山者や観光客

（以下，来訪者）を対象に，調査票を直接配布，回答させ，その

場で回収する方法を採用した。 

2-2. 集計・分析方法 

 調査票は，調査日ごとに入力したところ，4日間で 484名（8

日104名，9日135名，10日130名，11日115名）から回収し

た。これらのデータから，基本属性の「年齢補注(1)」，「性別」，「住

所」，「訪問回数」が未記入であったデータを外した445名（8日

94名，9日122名，10日122名，11日107名）を有効回答とし，

以下の分析に使用することとした。 

 

3. 結果 

3-1. 属性 

平均年齢は 39.7歳（標準偏差±15.5）となった。その内訳は，

『10代補注(1)』が5名，『20代』が160名，『30代』が79名，『40

代』が78名，『50代』が59名，『60代』が47名，『70代以上』

が17名で，20代が全体の約4割を占めていた。男女比（男性：

女性）は，230：215となった。住所は，『東京』が最も多く，116

名，以下は『神奈川（65名）』，『埼玉（51名）』，『千葉（36名）』，

『愛知（17名）』，『茨城（16名）』，『大阪（15名）』，『群馬（14

名）』，『兵庫（14名）』となった。今回の旅行も含めた「富士山  
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【図-1】 富士山五合目までの交通手段 
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【表-1】 設問内容 

大設問 設問概要 回答方法 

問1： 

属性 

年齢，性別，住所，訪問回数，

交通手段，グループの人数と構

成等 

選択・ 

記述 

問2： 

旅行前の準備と 

行程 

旅行先決定の理由，旅行日数，

宿泊の有無等 

選択・ 

記述 

問3： 

世界遺産 

①世界文化遺産登録の認知 選択 

②富士山五合目を訪れた理由 選択 

③文化と自然の関係 選択 

④今回の旅行で訪れた（訪れる）

場所補注(2) 

選択 

問4： 

旅行中の配慮 

①地域への経済貢献 選択 

②地域の環境保全 選択 

③地域住民に対する敬意 選択 

④地域のルールについて 選択 

問5： 

今回の旅行で 

重視したこと 

①日常からの解放 選択 

②静かな環境 選択 

③新たな発見，学び 選択 

④健康の回復 選択 

⑤五感を使った体験 選択 

⑥家族との団らん・交流 選択 

⑦仲間との親睦・交流 選択 

⑧旅行費用 選択 

⑨家からの距離 選択 

⑩滞在日数 選択 

⑪その他 選択 

問6： 

価値をまもる 

仕組み 

①国立公園 選択 

②特別保護地区 選択 

③特別名勝（文化財） 選択 

問7： 

自然と文化 

自然への関心・興味，文化への

関心・興味，自然解説ツアー（有

料・ガイド付き）への参加の有

無，自然解説ツアーへの参加の

希望とその理由，文化解説ツア

ー（有料）への参加の希望とそ

の理由 

選択 

問8： 

旅行の感想・満足 

再訪の希望と総合満足度 選択 

 

五合目の訪問回数」は，『1回（初めて）』が最も多く242名，以

下は『2～3回（150名）』，『4～9回（42名）』，『10～19回（9名）』，

『20回以上（2名）』となり，『1回（初めて）』と『2～3回』が

全体の約9割を占め，10回以上のリピーターは少なかった。「富

士山五合目までの交通手段補注(3)」は，『観光ツアーバス』が最も

多く218名，以下は『路線バス（125名）』，『マイカー（84名）』，

『高速バス（74名）』となった（図-1）。「一緒に旅行した（自分

を入れた）グループの人数」は，166名が『2人』と回答し，以

下は『4人（78名）』，『3人（71名）』，『5人（27名）』，『1人（24

名）』の順となった。1グループあたりの平均構成人数は6.0人（標

準偏差±10.0）であった。「グループ構成（複数回答可）」は，『家

族』と『友人』がそれぞれ151名で最も多く，以下は『夫婦（72

名）』，『同僚（46名）』，『カップル（36名）』となった。そのうち，

123名は「高校生以下を含むグループ」と回答し，『乳児（1歳未

満）』が1名，『幼児（1歳以上小学生未満）』が32名，『小学生』

が82名，『中学生』が32名，『高校生』が16名であった補注(4)。 

3-2. 旅行前の準備と行程 

(1) 旅行先決定と理由 

 「旅行先決定の理由」として最も多く選択，回答されたのは，

『行き先（地名）から（219名）』であった。以下は，『活動（や

りたいこと）から（122名）』，『友人などの薦めから（58名）』と

なり，全体の約5割が富士山五合目を『行き先（地名）』から選

択，決定していることが示された（図-2）。 

(2) 旅行全体の日数と富士山北麓への滞在 

 「旅行全体の日数」として最も多く回答されたのは，『1 泊 2

日（238名）』であった。以下は，『日帰り（110名）』，『2泊3日

（71名）』であった（図-3）。そのうち，124名は「富士山北麓に

宿泊した」と回答し，『ホテル等』が 43 名，『山小屋』が 8 名，

『別荘』が3名，『大学の寮』と『友人宅』はそれぞれ1名とい

う結果であった。 

3-3. 世界遺産 

(1) 世界文化遺産登録の認知 

調査を実施した2013年の6月に，富士山が世界文化遺産に登

録されたこともあり，全体の9割以上となる439名が『知ってい

た』と回答し，『知らなかった（2 名）』，『無回答（4 名）』は 1

割にも満たなかった。 

(2) 富士山五合目を訪れた理由 

富士山の世界文化遺産登録が，富士山五合目を訪れた理由にな 
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【図-2】 旅行先決定の理由（複数回答可） 
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【図-3】 旅行全体の日数（N=444） 

- 41 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.15, 2016 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.15, May, 2016 

 

 

 

っているか否かを尋ねたところ，134名は『富士山の世界文化遺

産登録が契機，理由になっている』と回答し，残りの307名は『富

士山の世界文化遺産登録とは関係がない，前から訪れるつもりだ

った』と回答した。 

(3) 富士山の「文化」と「自然」の関係 

 ICOMOSは，「火山との共生を重視し，山麓の湧水等に感謝す

る伝統と，時代を超えた今日の富士登山及び巡礼の形式・精神へ

の継承」，「近代以前の山岳に対する信仰活動及び山岳に対する展

望に基づく芸術活動」，「近・現代の西洋美術のモチーフ，日本及

び日本の文化を象徴する記号」といった「自然」と「文化」の切

り離すことのできない関係性を富士山の普遍的価値 3)として評

価している。そこで，富士山の「文化」と「自然」の関係を 4

段階（非常に関係がある／やや関係がある／あまり関係がない／

まったく関係がない）で評価させたところ，214名が「非常に関

係がある」と回答し，以下は「やや関係がある（176 名）」，「あ

まり関係がない（38名）」，「まったく関係がない（7名）」となっ

た。「非常に関係がある」と「やや関係がある」の回答と合わせ

ると，全体の8割以上が「富士山の『文化』と『自然』」につい

て，何らかの関係があることを理解していることが示された。 

(4) 富士山の世界文化遺産登録の認知と来訪理由，「文化」と「自

然」の関係 

次に，富士山の世界文化遺産登録の認知と来訪理由，「文化」

と「自然」の関係をみるため，クロス集計を行った。富士山の世

界文化遺産登録の認知と来訪理由との関係では，304 名が「『富

士山の世界文化遺産登録』を知っていたが，『世界文化遺産登録』

は訪れた理由ではない」と回答し，「『富士山の世界文化遺産登録』

は知らなかったし，『世界文化遺産登録』は訪れた理由ではない」

の回答は 0名であった（表-2）。また，富士山の世界遺産登録の

認知と「『文化』と『自然』」の関係では，212 名が「『富士山の

世界文化遺産登録』は知っていて，その『文化と自然』には非常

に関係がある」と回答し、「『富士山の世界文化遺産登録』は知っ

ていたが，『文化と自然』にはまったく関係がない」の回答は 7

名であった（表-3）。 

(5) 訪れた場所，訪れる場所（複数選択可） 

今回の旅行で訪れた場所と訪れる場所（計20か所）から該当

する場所をすべて選択，回答してもらったところ，『富士五湖』

が最も多く 213名，以下は『富士山頂（184名）』，『吉田口登山

道（北口本宮冨士浅間神社～富士山五合目）（174名）』，『忍野八 

 

【表-2】 富士山の世界文化遺産登録認知と来訪理由補注(5) 

 世界文化遺産への登録 

知っていた 知らなかった 計 

富
士
山
五
合
目
を
訪
れ
た
理
由 

契機に 

なっている 

132 

（29.7） 

2 

（0.4） 

134 

（30.1） 

関係ない 
304 

（68.3） 

0 

（0.0） 

304 

（68.3） 

計 
436 

（98.0） 

2 

（0.4） 

438 

（98.4） 

【表-3】 富士山の世界文化遺産認知と 

「『文化』と『自然』の関係」補注(5) 

 世界文化遺産への登録 

知っていた 知らなかった 計 

「
文
化
」
と
「
自
然
」
の
関
係 

非常にある 
212 

（47.6） 

1 

（0.2） 

213 

（47.9） 

ややある 
174 

（39.1） 

1 

（0.2） 

175 

（39.3） 

あまりない 
38 

（8.5） 

0 

（0.0） 

38 

（8.5） 

まったくない 
7 

（1.6） 

0 

（0.0） 

7 

（1.6） 

計 
431 

（96.9） 

2 

（0.4） 

433 

（97.3） 
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【図-4】 今回の旅行で訪れた場所，訪れる場所 

（複数回答可）補注(2)，(6) 

 

海（88名）』，『青木ヶ原樹海（72名）』，『神社（北口本宮冨士浅

間神社・河口浅間神社・冨士御室浅間神社）（63 名）』，『胎内樹

型（10名）』，『御師住宅（3名）』となった（図-4）補注(6)。 

3-4. 旅行中の配慮 

 今回の旅行中に配慮したこと4項目（地域への経済貢献／地域

の環境保全／地域住民に対して敬意を払いつつ接すること／地

域のルールを知り，従うこと）を5段階の配慮度（とても配慮し

た／やや配慮した／どちらでもない／あまり配慮しなかった／

まったく配慮しなかった）で評価させた（図-5）。『とても配慮し

た』の回答が多かった順に，「地域の環境保全（280名）」，「地域

のルールについて知り，従うこと（192 名）」，「地域住民に対し

て敬意を払いつつ接すること（177名）」「地域への経済貢献（53

名）」となった。次に，5段階の配慮度にそれぞれ 5から 1点の

評価点を配して，項目ごとの平均配慮度を算出したところ，「地 
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【図-5】 旅行中の配慮度（N=445） 
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【表-4】 旅行中の配慮度に関する多重比較検定 

（Tukey’s HSD Test） 

水 準 1 水 準 2 平均値の差 統 計 量 P 値 

経済貢献 環境保全 1.24 19.68 1.30×10-6 

 敬 意 0.84 13.34 1.30×10-6 

 ル ー ル 0.86 13.56 1.30×10-6 

環境保全 敬 意 0.40 6.31 1.30×10-6 

 ル ー ル 0.38 6.09 1.30×10-6 

敬 意 ル ー ル 0.01 0.22 1.00 

 

域の環境保全」が4.5と最も高く，以下は「地域住民に対して敬

意を払いつつ接すること（4.1）」，「地域のルールを知り，従うこ

と（4.1）」となり，「地域への経済貢献」が最も低く3.3を示した。

そこで，一元配置分散分析と多重比較検定（Tukey’s HSD Test）

を行ったところ，有意水準 1%（P 値=4.17×10-80）において，4

つの項目間で配慮度が異なること，特に「地域の環境保全」は他

の3項目と比較して，配慮度が有意に高いこと（有意水準1%）

が示された（表-4）。 

3-5. 今回の旅行で重視したこと 

 今回の旅行で重視したこと11項目（日常からの解放／静かな

環境／新たな発見，学び／健康の回復／五感を使った体験／家族

との団らん・交流／仲間との親睦・交流／旅行費用／家からの距

離／滞在日数／その他）について，それぞれ5段階（とても重視

した／やや重視した／どちらでもない／あまり重視しなかった

／まったく重視しなかった）で評価させた（図6）。『とても重視

した』の回答が多かった順に，「日常からの解放（176名）」，「新  
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【図-6】 今回の旅行で重視したこと（N=445） 
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【図-7】 平均重視度（5点満点） 

たな発見，学び（168名）」，「仲間との親睦・交流（144名）」，「五

感を使った体験（139名）」，「家族との団らん・交流（128名）」，

「静かな環境（109名）」，「健康の回復（54名）」，「滞在日数（53

名）」，「家からの距離（40名）」，「旅行費用（33名）」となった。

次に，5段階の重視度にそれぞれ 5から 1点の評価点を配して，

項目ごとの平均重視度を算出したところ，最も高い値を示したの

は「日常からの解放」で 4.1，最も低い値を示したのは「家から

の距離」で3.0であった（図-7）。そこで，一元配置分散分析と多

重比較検定（Tukey’s HSD Test）を行ったところ，有意水準1%（P

値=1.59×10-101）において，項目により重視度が異なることが確

認できた。 

3-6. 価値をまもる仕組み 

 富士山北麓の価値をまもる仕組み3項目（富士山北麓の一部が

国立公園に指定されていること／富士山北麓の一部が特別保護

地区に指定されていること／富士山北麓の一部が特別名勝（文化

財）に指定されていること）について，それぞれ3段階（訪れる

前から知っていた／今回の旅行で知った／知らなかった（今知っ

た））で評価させた（図 8）。『訪れる前から知っていた』の回答

が多かった順に，「特別保護地区（225名）」，「国立公園（219名）」，

「特別名勝（文化財）（192名）」となった。次に，3段階の認知

度にそれぞれ3から1点の評価点を配して，仕組みごとの平均認

知度を算出したところ，「特別保護地区」が2.14と最も高く，以

下は「国立公園（2.10）」，「特別名勝（文化財）（1.98）」の順とな

った。そこで，一元配置分散分析と多重比較検定（Tukey’s HSD 

Test）を行ったところ，有意水準 5%（P 値=0.04）において，3

つの仕組みに関する認知度が異なることが示された（表-5）。 

3-7. 自然と文化 

(1) 富士山の「自然」への関心，興味 

 富士山の「自然」について，その関心や興味の有無を4段階（非

常にある／ややある／あまりない／まったくない）で尋ねたとこ

ろ，『非常にある』207名，『ややある』208名，『あまりない』20

名，『まったくない』3名となった（図-9）。 

(2) 富士山の「文化」への関心，興味 

 富士山の「文化」について，その関心や興味の有無を4段階（非

常にある／ややある／あまりない／まったくない）で尋ねたとこ  
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【図-8】 価値をまもる仕組み（N=445） 

 

【表-5】 認知度に関する多重比較検定（Tukey’s HSD Test） 

水 準 1 水 準 2 平均値の差 統 計 量 P 値 

国立公園 特別保護 0.04 0.64 0.80 

 特別名勝 0.11 1.79 0.17 

特別保護 特別名勝 0.16 2.44 0.04 
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【図-9】 富士山の「自然」と「文化」に対する関心， 

興味の有無 

 

ろ，『非常にある』140名，『ややある』228名，『あまりない』64

名，『まったくない』4名となった（図-9）。 

(3) 自然解説ツアーへの参加の有無 

 「有料のガイド付き自然解説ツアー」への参加の有無を尋ねた

ところ，『ある』40名，『ない』391名となった。 

(4) 富士山の「自然」を解説する自然解説ツアーへの参加希望

とその理由補注(7) 

 前掲の「有料のガイド付き自然解説ツアーへの参加の有無」に

関わらず，今後，富士山の「自然」を解説する自然解説ツアーに

参加してみたいかどうかを尋ねたところ，『参加してみたい』288

名，『参加したくない』138 名となった。そこで，それぞれにつ

いて，その理由を選択，回答させた。「参加してみたい」とした

理由として，最も多く選択された理由は『楽しさ（165 名）』と

なり，以降は『質の高い解説（159 名）』，『安全管理（84 名）』，

『ツアー料金の安さ（56名）』であった（表-6）。「参加したくな

い」とした理由として，最も多く選択された理由は『ガイドなし

で自由に歩きたい（102名）』，以降は『費用がかかる（19名）』，

『自然に興味，関心がない（9 名）』，『人と話すことが億劫（7

名）』であった（表-7）。 

(5) 富士山の「文化」を解説する有料のガイド付きツアーへの

参加希望とその理由補注(7) 

 今後，富士山の「文化」を解説する有料のガイド付きツアーに

参加してみたいかどうかを尋ねたところ，『参加してみたい』257

名，『参加したくない』171 名となった。そこで，それぞれにつ

いて，その理由を選択，回答させた。「参加してみたい」とした

理由として，最も多く選択された理由は『質の高い解説（168名）』

となり，以下は『楽しさ（131名）』，『安全管理（58名）』，『ツア

ー料金の安さ（48名）』であった（表-6）。「参加したくない」と

した理由として，最も多く選択された理由は『ガイドなしで自由

に歩きたい（104 名）』，以降は『文化に興味，関心がない（31

名）』，『費用がかかる（27名）』，『人と話すことが億劫（8名）』 

 

【表-6】 解説ツアーに参加してみたい理由 

理 由 自 然 文 化 総 計 

質の高い解説 159 168 327 

楽しさ 165 58 223 

安全管理 84 131 215 

ツアー料金の安さ 56 48 104 

その他補注(8) 0 4 4 

総計 464 409 873 

【表-7】 解説ツアーに参加したくない理由 

理 由 自 然 文 化 総 計 

ガイドなしで自由に歩きたい 102 104 206 

費用がかかる 19 31 50 

その他補注(9) 16 27 43 

興味，関心がない 9 16 25 

人と話すことが億劫 7 8 15 

総計 153 186 339 

 

【表-8】 各種ツアーへの参加意向の関係補注(5) 

 文化解説ツアー 

参加してみたい 参加したくない 計 

自
然
解
説
ツ
ア
ー 

参加して 

みたい 

127 

（28.5） 

10 

（2.2） 

137 

（30.8） 

参加 

したくない 

41 

（9.2） 

246 

（55.3） 

287 

（64.5） 

計 
168 

（37.8） 

256 

（57.5） 

424 

（95.3） 

 

であった（表-7）。 

(6) 「自然」を解説するツアーと「文化」を解説するツアー 

 「『自然』を解説する自然解説ツアー」と「『文化』を解説する

有料のガイド付きツアー」との参加意向の関係をみるため，クロ

ス集計を行った。その結果，246名が「自然解説ツアー」と「文

化解説ツアー」の両方に参加したくないと回答し，両方に参加し

てみたいと回答した127名の約2倍を示した（表-8）。 

3-8. 旅行の感想・満足 

(1) 富士山北麓への旅行の希望 

 次回の富士山北麓への旅行の希望を尋ねたところ，『できれば

行きたい』が最も多く337名，以下は『必ず行く（55名）』，『あ

まり行きたくない（21名）』，『絶対に行きたくない（4名）』であ

った。 

(2) 滞在の総合満足度 

 富士山北麓における滞在の総合満足度は，『不満だった＝0点』，

『満足だった＝10点』として11段階で評価させたところ，総合

満足度の平均は7.3（標準偏差±1.9）となった（図-10）。 

(3) 富士山北麓への旅行の希望と滞在の総合満足度の関係 

 富士山北麓への旅行の希望を5つのレベル（必ず行く／できれ

ば行きたい／あまり行きたくない／絶対に行きたくない／無回

答）にわけ，滞在の総合満足度の傾向を把握した。レベル別の滞 
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【図-10】富士山北麓滞在の総合満足度（N=445） 
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【表-9】富士山北麓への旅行の再訪と滞在の総合満足度の多重比

較検定（Tukey’s HSD Test） 

水 準 1 水 準 2 平均値の差 統 計 量 P 値 

必ず行く できれば 1.32 5.33 2.44×10-6 

 あ ま り 2.73 6.10 1.31×10-6 

 絶 対 に 6.82 7.84 1.29×10-6 

 無 回 答 2.74 3.79 1.02×10-3 

できれば あ ま り 1.42 3.57 2.33×10-3 

 絶 対 に 5.51 6.52 1.29×10-6 

 無 回 答 1.42 2.06 1.66×10-1 

あ ま り 絶 対 に 4.09 4.43 7.87×10-5 

 無 回 答 0.01 0.01 1.00 

絶 対 に 無 回 答 4.08 3.77 112×10-3 

 

在の総合満足度は，「必ず行く」8.6（標準偏差±1.4），「できれば

行きたい」7.3（標準偏差±1.7），「あまり行きたくない」5.8（標

準偏差±2.4），「絶対に行きたくない」1.8（標準偏差±2.4），「無

回答」5.8（標準偏差±1.3）を示した。そこで，一元配置の分散

分析と多重比較検定（Tukey’s HSD Test）を行ったところ，有意

水準1%（P値=2.00×10-17）において，富士山北麓への旅行の希

望により，滞在の総合満足度が異なること，特に「必ず行きたい」

はほか4つのレベルと比較して，有意に滞在の総合満足度を高く

評価していることが示された（表-9）。 

 

4. まとめ 

 富士山が世界遺産に登録された2013年に，富士山五合目の来

訪者を対象に観光旅行の実態調査で得られた主要な結果をまと

める。 

 富士山五合目の来訪者は，関東近郊に居住する20代の若年者

で，旅行先を『行き先（地名）から』決定した短期宿泊型の旅行

者が多かった。彼らは，富士山の世界文化遺産登録は知っていた

が今回の旅行の来訪理由ではなかった。また，富士山の世界文化

遺産登録は知っていて，その「『文化』と『自然』には非常に関

係がある」ことを理解していた。しかし，「富士山の『文化』と

『自然』には非常に関係がある」と理解しているものの，それら

文化や自然に対する興味関心の程度，解説ツアーへの参加意向は

低いことが示された。 

今後は，属性や訪問場所の特徴から，解説ツアーや満足度との

関係性を分析し，富士山北麓での持続可能な観光地づくりのあり

方を検討する予定である。 

 

補注 

(1) 有効回答には，年齢を 18 歳以上と回答したデータを採用し

た。 

(2) 該当するすべての場所を選択，回答させた。 

(3) 該当する交通手段をすべて選択，回答させた。『その他』の

回答のうち，具体的に交通機関が回答された場合は，新たに

項目を追加して，集計した。 

(4) 「（一緒に旅行した）グループの中にいた高校生以下」の属

性は，『乳児』，『幼児』，『小学生』，『中学生』，『高校生』の中

からあてはまるものすべてを選択，回答させた。本研究では，

1 歳未満を『乳児』，1 歳以上小学生未満を『幼児』と定義し

た。 

(5) 無回答は外した。上段は回答数（人），下段は全体の回答者

数に占める割合（%）を示す。 

(6) 富士五湖は構成する湖ごとに来訪の有無が回答できるよう

に設定した。その結果，河口湖 22 名，山中湖 18 名，西湖 9

名，本栖湖5名，精進湖4名となった。神社も富士五湖同様，

構成資産として登録されている神社ごとに来訪の有無が回答

できるように設定した。その結果，河口浅間神社 4 名，北口

本宮冨士浅間神社 2名，冨士御室浅間神社は 0名となった。

御師住宅の旧外川家住宅，旧小佐野家住宅，胎内樹型の船津

胎内樹型，吉田胎内樹型でも，登録されている構成資産を個

別に選択・回答できるように設定したが，回答はいずれも 0

名となった。 

(7) 「自然」，「文化」ともにツアー参加希望の理由は，複数選択

可とした。 

(8) 「文化」を解説する有料のガイド付きツアーでは，「わかり

やすさ」，「少人数でも可」，「神社関係（教派神道でもOK）」，

「富士山の文化について知りたいから」が挙げられた（すべ

て1名）。 

(9) 「自然」を解説する自然解説ツアーでは，「ガイドと同じく

らい知っている」，「スケジュールが合わない」，「その気にな

った時に，自分の眼と耳，感覚で触れるべき」，「つらい」，「ま

だわからない」，「遠いので，わざわざその為に来たくない」，

「解説なしでも大丈夫だから」，「気の合わないガイドだと困

るので」，「腰が悪いので」，「時間が取れない」，「自分で勉強

したいから」，「自分の目で」，「体力が無い」，「富士山はもう

いい」，「毎年の参拝」，「話が長いと飽きる。知りたいことを

ピンポイントだけがいい」が挙げられた（すべて 1 名）。「文

化」を解説する有料のガイド付きツアーでは，「自分で勉強し

たいから」のみ 2 名，以下は「その気になった時に，自分の

眼と耳，感覚で触れるべき」，「だいたい知っている」，「つら

い」，「まだわからない」，「遠いので，わざわざその為に来た

くない」，「機会なし」，「気の合わないガイドだと困るので」，

「時間が取れない」，「体力が無い」，「年齢的に」，「富士山は

もういい」，「本で十分だと思った」が挙げられた（すべて 1

名）。 
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