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実行委員会主催事業

2018年度　実行委員会　主催事業　進捗状況

１−２０１８
カウントダウンイベント
１００日前

２０１８年
９月２３日

１００日後にこうふ開府５００年当年（２０１９年）
が始まることを周知し、機運のさらなる醸成を進める。
１００日前を１００年前に見立て「明治・大正期」の
雰囲気を演出するイベントを開催する。

２−２０１８
市民みんなのパレード

２０１８年
９月２３日

１００日前イベントに合わせ市民が参加し、見ること
が出来るパレードを実施し、ふるさと“甲府”への愛
着を深める。

３−２０１８
春風亭昇太の城歩きのススメ

２０１８年
９月２４日

１００日前イベントに合わせ「城歩き」を開催し、甲
府城の歴史を学ぶ機会とする。トークショーと落語の
披露を行う。

事業名 実施時期 事業概要（抜粋）

1

実施概要

開催場所：山梨県庁噴水広場

開催時間：１０：００〜２０：００

実施内容：会場イベント／おもひで小路（明治大正時代にタイムスリップ）・仮装体験コーナー・子ど

　　　　　　　　　　　　も遊びコーナー・飲食ブース・展示、物販コーナー

　　　　　ステージイベント／＜第１部＞セレモニー

　　　　　　　　　　　　　　＜第２部＞市民みんなのステージ～市民参加のよろずステージ～

　　　　　　　　　　　　　　＜第３部＞１００日前ステージ～明治大正を彩る音楽会、舞踏会～

　　　　　出演者／しらいみちよ・本岩孝之・南かりん・煌海ルイセ・ＴＯＭＭＹ・福嶋孝顕

参加人数：イベント主会場＝山梨県庁噴水広場　３２，５００人（アドブレーン社調べ）

　　　　　

実施概要

開催場所：平和通り

開催時間：１３：３０〜

実施内容：市民参加のパレードとともに、１００日前イベントに合わせ東京ディズニーリゾート®３５

　　　　　周年スペシャルパレードを誘致し実施した

参加人数：市民などのパレード参加者数＝６２団体　３，０４４人（実行委員会データ）

　　　　　市民みんなのパレード来場者数＝７８，０００人

実施概要

開催場所：舞鶴城公園・山梨県立図書館

開催時間：１３：００〜１５：３０

実施内容：有料事業として、１００日前イベントに合わせ落語家・春風亭昇太氏を招き、城歩き（舞

　　　　　鶴城公園）トークショー・落語（山梨県立図書館・イベントスペース）を実施した。

参加人数：２００人・チケット完売（参加料　２,０００円）



実行委員会主催事業

2018年度　実行委員会　主催事業　進捗状況

６−２０１８
ＫＯＦＵ　ＤＲＥＡＭ　
ＣＡＭＰＵＳ　　　　　　
～未来につなぐ　子どもた
ちの夢みらい学～

２０１８年度
（通年）

こうふ開府５００年を契機に甲府大使やスポーツ
ビューロアスリートボードメンバー、甲府市にゆかり
のある著名人などを「夢の先生」として迎え、一人で
も多くの子どもたちに夢を持つことの素晴らしさを伝
え、子どもたちが未来への夢や希望を持てるようなカ
リキュラムを開催する。

甲府市各地から見える絶景や心に残る景色を切り取っ
た写真の作品を募集する。甲府市の風景を、1 枚の写
真を通じて再発見する。市外、県外の人たちにも募集
をかけ、新たな視点での”景色の切り取り”を促す。
甲府の素晴らしさを再発見する機会とする。

事業名 実施時期 事業概要（抜粋）

2

実施概要

６月２２日　　南中学校　　　　　　　　　　鈴ノ木ユウ（漫画）全校生徒（５１０人）　 　

６月２５日　　舞鶴小学校　　　　　　　　　羽中田昌（サッカー） 全校生徒（３２６人）

６月２９日　　相川小学校　　　　　　　　　萩原智子（競泳）　４・５・６年生（２１３人）

７月９日  　　山城小学校　　　　　　　　　羽中田昌（サッカー） ６年生（２０２名）

７月１２日　　里垣小学校　　　　　　　　　四條稔（野球） ５年生（４７名）

９月１２日　　東中学校　　　　　　　　　　原口玲子（サッカー選手の母） ３年生（２１５人）

１０月１２日　新田小学校　　　　　　　　　田代久美子（サッカー）５・６年生（５８人）　　

１０月１２日　玉諸小学校　　　　　　　　　萩原智子（競泳） ５・６年生（２２５人）

１１月９日　　富竹中学校　　　　　　　　　市川右若（歌舞伎） 全校生徒（２３６人）及び保護者、地域の方

１１月１０日　中道南小学校　　　　　　　　佐藤優香（トライアスロン）全校生徒（６７人）及び保護者、地域の方

１１月１６日　善誘館小学校　　　　　　　　江原騎士（競泳） ５・６年生（６０人）

１１月１７日　国母小学校　　　　　　　　　山村宏樹（野球） ５・６年生（１２９人）及び保護者、地域の方

１１月２１日　北中学校　　　　　　　　　　宮沢和史（音楽） 全校生徒（２６４名）

１１月２２日　東小学校　　　　　　　　　　石川弘樹（トレイルラン）全校生徒（３８０人）　

１１月３０日　笛南中学校　　　　　　　　　今中大介（自転車） 全校生徒（１３５人）

１２月１日　　山梨学院中学校　　　　　　　鈴ノ木ユウ（漫画）全校生徒（２４３人）

１２月３日　　中道北小学校　　　　　　　　カロリーナ・ステチェンスカ（将棋）６年生（２５人）

１２月１２日　朝日小学校　　　　　　　　　堀米勇輝（サッカー）５・６年生（８０人）

１２月１３日　山梨大学教育学部付属小学校　須藤大輔（サッカー）全校生徒（６０８人）

８−２０１８
私のいちおし
甲府フォトコンテスト

２０１８年度
（通年）

実施概要

応募期間：２０１８年７月２日～２０１９年１月３１日まで募集

応募状況：一般応募部門　３４作品／小中学生部門　　１作品（１１月３０日現在）

甲府を愛する心は、先ずは甲府のことを知ることから
始まり、芽生える。開府５００年を契機として、子ど
もたちが、甲府のこと（周囲の山々や盆地の生い立ち、
また甲府の歴史・文化・未来など）を学び、自らの言
葉で話すことができるよう家庭・学校・地域等で取り
組み、開府５００年の様々なイベントなど晴れの舞台
で発表する機会を創出する。

１０−２０１８
甲府ラーニング・
スピーチ事業

２０１７年度　
から継続

実施概要

実施日　：９月２３日　カウントダウンイベント１００日前

開催場所：山梨県庁噴水広場

学校名　：伊勢小学校、国母小学校の児童 ８名
　　　　　　（昨年度からの累計　小学生２０人　中学生４人）



実行委員会主催事業

2018年度　実行委員会　主催事業　進捗状況

１１−２０１８
かふふの歴史パネル
展示事業

２０１７年度　
から継続

５００年の歩みを学び、知ることのきっかけとして、
甲府市の様子、市民の表情などを写真や記事によるパ
ネルで紹介する。懐かしさ、驚き、発見を提供しながら、
先人が築いた甲府を学ぶ機会とする。

事業名 実施時期 事業概要（抜粋）

3

実施概要

≪展示≫

開催場所：甲府市役所、防災新館、市立図書館、かいてらす、山交百貨店、市内小中学校

≪常設展示メモリアルギャラリー≫

開催場所：甲府駅ペデストリアンデッキ

開催期間：９月２１日～２０２０年３月３１日

開催時間：９：００～１８：００

入場者数：利用者　１７，７５１人（オープンした９月２１日～１１月３０日まで）

　　　　　オープン以来、１日平均２５０人の来場を得ている。約１か月後の１０月２３日には１万

　　　　　人を突破した。

実施概要

応募状況：市内　４３件　県内　１６件　県外　１６件　合計　７５件

提案アイデアについては上位１０件を選び、主催事業専門部会で１～２案に絞り込む予定

１２−２０１８
チャレンジ５００
募集事業

２０１７年度　
から継続

実行委員会が実施する開府５００年の「５００」にち
なんだ事業アイディアを市民をはじめ全国から募集
し、多くの方が参加できる事業につなげ、こうふ開府
５００年を周知する。２０１８年度に審査を行う。



実行委員会企画提案事業

２０１８年度　実行委員会　企画提案事業　進捗状況

事業名 実施時期 事業概要（抜粋）

4

２００１−２０１８
企画提案事業
１／３

２０１７年度　
から継続

重層的で多様な歴史・伝統・文化を次代に継承すると
ともに、新たな甲府のまちづくりに繋げていく「こう
ふ開府５００年記念事業」の一環として、各種団体や
自治会などが自主的に企画運営する企画提案事業を募
集する。

実施概要

≪ハナミズキ祭りこうふ開府５００年朝日通り記念事業≫

４月２１日　朝日通り商店街連盟　朝日中央商店街　

≪こうふのまちの一箱古本市≫

５月６日　こうふのまちの一箱古本市実行委員会　

≪空き店舗を使ったアーティストによる遊休不動産の再生と活用借り手が見つかるまでの仮
の店舗空間「temporary tempo」≫
５月６日　temporary tempo project　

≪こうふ開府５００年石田地区記念事業≫

５月２６日　石田地区自治会連合会　

≪アマチュア無線で「こうふ開府５００年記念」知名度ＵＰ大作戦≫

６月１日～２０１９年３月３１日　こうふ開府５００年記念局運営委員会　

≪得する街のゼミナール in 甲府　夏休み　まちゼミＫｉｄｓ≫

 ７月１４日～３１日　甲府まちゼミ実施グループ　

≪こうふ開府５００年インターナショナルスポーツフェスタ≫

７月２８日　一般社団法人総合型地域 U-SportsClub 山梨　

≪リレー･フォー･ライフ･ジャパン２０１８甲府≫

８月３１日～９月１日　リレー･フォー･ライフ･ジャパン２０１８甲府実行委員会　

≪行くじゃん！こうふミュージアム≫（甲府市内博物館等リーフレット作成）
９月～ 甲府博物館実行委員会　

≪甲府商工会議所女性会　こうふ開府５００年記念講演会≫

9月 12 日　甲府商工会議所女性会　

≪第５回　紅梅通り文化祭≫ 
10 月 6 日～ 14 日　紅梅通り文化祭実行委員会　

≪開府 500 年記念　荒川よっちゃばれウォーク≫

10 月 7 日　ＮＰＯ法人「未来の荒川をつくる会」　

≪甲府開府５００年、「書」で語る武田家三代、‘信虎’‘信玄’‘勝頼’≫
10 月 27 日　山梨学院大学　国際リベラルアーツ学部　

≪甲府開府 500 年記念　応援イベントまるグル’１８in 甲府≫

10 月 27 日･28 日　まるごみ Japan（まるグル甲府実行委員会）　

≪こうふ開府５００年企画提案事業　武田氏ゆかりの史跡ウォーク≫

１１月３日　甲府ウォーキング協会　

≪開府５００年記念　第 1 回国際シニアサッカー大会　インターナショナルフレンドリー
マッチイン甲府≫

１１月１０日・１１日　湯村温泉旅館協同組合　

≪国指定重要文化財　藤村記念館で聴く郷土唱歌　「甲府案内一周唱歌」≫
１１月２３日　株式会社ＳＰＳやまなし　

≪みんなのクラフトアート展　こうふ開府５００年に向けて≫

１１月２８日～１２月２日　クラフトカンパニー　

≪宇宙を旅した種から育てた山高神代桜植樹と記念式典≫　
２０１９年３月　相川地区自治会連合会　

≪「開府しちゃうぞ！」≫
１２月１５日・１６日　みっかる .ＴＶ　

≪開府５００年プロモーション事業≫

８月～ ダブルツー　

≪通りと商店街の歴史から見る甲府５００年の歩み≫

４月１日～２０１９年３月３１日　ワイワイ実行委員会甲府支部　

≪開府５００年応援太鼓≫

８月～１０月　悠紀太鼓　

≪第１４回定期演奏会≫

２０１９年３月　オルケスタ・フェニックス　

≪甲府道祖神祭り「幕絵コンテスト」事業≫

８月２日～９月２８日（募集期間）
コンテスト４月～２０１９年２月中旬　甲府商工会議所　

≪健康安全女士『キューティーウーマン』大作戦≫

６月～２０１９年３月　リズムオブラブ　

≪甲府マイスターになろう！≫ 
４月～２０１９年３月　甲府マイスターになろう！実行委員会　

≪大好き！甲府～こどもアンバザダー（大使）≫
９月～２０１９年３月　ラボ国際交流センター山梨　

≪こうふ開府５００年ＰＲ近都県　小学生ソフトテニス大会≫

２０１９年２月～３月　甲府市ソフトテニス協会　

≪甲府路地横丁の調査研究及び冊子の作成≫

４月１日～２０１９年３月３１日　山梨学院大学現代ビジネス学部　

≪こうふ開府 500 年記念事業に連動した「水」の歴史をテーマとするＳＮＳ(facebook) での
観光情報発信事業≫

４月下旬～２０１９年３月末　山梨県立大学国際政策学部　

≪武田文化とこうふ開府５００年の海外発信≫

（継続事業：ドイツ・サムライグループＴＡＫＥＤＡ－２０１９信玄公祭り招待）
４月１日～２０１９年３月３１日
山梨県人会首都圏甲府会甲府出張所　

≪開府５００年！時空を旅するサイクリング！ From Shingen to Linear≫
２０１９年 3月 　特定非営利活動法人ふるさとわいわいねっと　

≪「新春お正月初かるた大会」
２０１９年１月中旬　ＮＰＯ法人甲府駅北口まちづくり委員会　



実行委員会企画提案事業

２０１８年度　実行委員会　企画提案事業　進捗状況

事業名 実施時期 事業概要（抜粋）
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≪ハナミズキ祭りこうふ開府５００年朝日通り記念事業≫

４月２１日　朝日通り商店街連盟　朝日中央商店街　

≪こうふのまちの一箱古本市≫

５月６日　こうふのまちの一箱古本市実行委員会　

≪空き店舗を使ったアーティストによる遊休不動産の再生と活用借り手が見つかるまでの仮
の店舗空間「temporary tempo」≫
５月６日　temporary tempo project　

≪こうふ開府５００年石田地区記念事業≫

５月２６日　石田地区自治会連合会　

≪アマチュア無線で「こうふ開府５００年記念」知名度ＵＰ大作戦≫

６月１日～２０１９年３月３１日　こうふ開府５００年記念局運営委員会　

≪得する街のゼミナール in 甲府　夏休み　まちゼミＫｉｄｓ≫

 ７月１４日～３１日　甲府まちゼミ実施グループ　

≪こうふ開府５００年インターナショナルスポーツフェスタ≫

７月２８日　一般社団法人総合型地域 U-SportsClub 山梨　

≪リレー･フォー･ライフ･ジャパン２０１８甲府≫

８月３１日～９月１日　リレー･フォー･ライフ･ジャパン２０１８甲府実行委員会　

≪行くじゃん！こうふミュージアム≫（甲府市内博物館等リーフレット作成）
９月～ 甲府博物館実行委員会　

≪甲府商工会議所女性会　こうふ開府５００年記念講演会≫

9月 12 日　甲府商工会議所女性会　

≪第５回　紅梅通り文化祭≫ 
10 月 6 日～ 14 日　紅梅通り文化祭実行委員会　

≪開府 500 年記念　荒川よっちゃばれウォーク≫

10 月 7 日　ＮＰＯ法人「未来の荒川をつくる会」　

≪甲府開府５００年、「書」で語る武田家三代、‘信虎’‘信玄’‘勝頼’≫
10 月 27 日　山梨学院大学　国際リベラルアーツ学部　

≪甲府開府 500 年記念　応援イベントまるグル’１８in 甲府≫

10 月 27 日･28 日　まるごみ Japan（まるグル甲府実行委員会）　

実施概要

≪こうふ開府５００年企画提案事業　武田氏ゆかりの史跡ウォーク≫

１１月３日　甲府ウォーキング協会　

≪開府５００年記念　第 1 回国際シニアサッカー大会　インターナショナルフレンドリー
マッチイン甲府≫

１１月１０日・１１日　湯村温泉旅館協同組合　

≪国指定重要文化財　藤村記念館で聴く郷土唱歌　「甲府案内一周唱歌」≫
１１月２３日　株式会社ＳＰＳやまなし　

≪みんなのクラフトアート展　こうふ開府５００年に向けて≫

１１月２８日～１２月２日　クラフトカンパニー　

≪宇宙を旅した種から育てた山高神代桜植樹と記念式典≫　
２０１９年３月　相川地区自治会連合会　

≪「開府しちゃうぞ！」≫
１２月１５日・１６日　みっかる .ＴＶ　

≪開府５００年プロモーション事業≫

８月～ ダブルツー　

≪通りと商店街の歴史から見る甲府５００年の歩み≫

４月１日～２０１９年３月３１日　ワイワイ実行委員会甲府支部　

≪開府５００年応援太鼓≫

８月～１０月　悠紀太鼓　

≪第１４回定期演奏会≫

２０１９年３月　オルケスタ・フェニックス　

≪甲府道祖神祭り「幕絵コンテスト」事業≫

８月２日～９月２８日（募集期間）
コンテスト４月～２０１９年２月中旬　甲府商工会議所　

≪健康安全女士『キューティーウーマン』大作戦≫

６月～２０１９年３月　リズムオブラブ　

≪甲府マイスターになろう！≫ 
４月～２０１９年３月　甲府マイスターになろう！実行委員会　

≪大好き！甲府～こどもアンバザダー（大使）≫
９月～２０１９年３月　ラボ国際交流センター山梨　

２００１−２０１８
企画提案事業
２／３

２０１７年度　
から継続

重層的で多様な歴史・伝統・文化を次代に継承すると
ともに、新たな甲府のまちづくりに繋げていく「こう
ふ開府５００年記念事業」の一環として、各種団体や
自治会などが自主的に企画運営する企画提案事業を募
集する。

≪こうふ開府５００年ＰＲ近都県　小学生ソフトテニス大会≫

２０１９年２月～３月　甲府市ソフトテニス協会　

≪甲府路地横丁の調査研究及び冊子の作成≫

４月１日～２０１９年３月３１日　山梨学院大学現代ビジネス学部　

≪こうふ開府 500 年記念事業に連動した「水」の歴史をテーマとするＳＮＳ(facebook) での
観光情報発信事業≫

４月下旬～２０１９年３月末　山梨県立大学国際政策学部　

≪武田文化とこうふ開府５００年の海外発信≫

（継続事業：ドイツ・サムライグループＴＡＫＥＤＡ－２０１９信玄公祭り招待）
４月１日～２０１９年３月３１日
山梨県人会首都圏甲府会甲府出張所　

≪開府５００年！時空を旅するサイクリング！ From Shingen to Linear≫
２０１９年 3月 　特定非営利活動法人ふるさとわいわいねっと　

≪「新春お正月初かるた大会」
２０１９年１月中旬　ＮＰＯ法人甲府駅北口まちづくり委員会　



実行委員会企画提案事業

２０１８年度　実行委員会　企画提案事業　進捗状況

事業名 実施時期 事業概要（抜粋）

6

≪ハナミズキ祭りこうふ開府５００年朝日通り記念事業≫

４月２１日　朝日通り商店街連盟　朝日中央商店街　

≪こうふのまちの一箱古本市≫

５月６日　こうふのまちの一箱古本市実行委員会　

≪空き店舗を使ったアーティストによる遊休不動産の再生と活用借り手が見つかるまでの仮
の店舗空間「temporary tempo」≫
５月６日　temporary tempo project　

≪こうふ開府５００年石田地区記念事業≫

５月２６日　石田地区自治会連合会　

≪アマチュア無線で「こうふ開府５００年記念」知名度ＵＰ大作戦≫

６月１日～２０１９年３月３１日　こうふ開府５００年記念局運営委員会　

≪得する街のゼミナール in 甲府　夏休み　まちゼミＫｉｄｓ≫

 ７月１４日～３１日　甲府まちゼミ実施グループ　

≪こうふ開府５００年インターナショナルスポーツフェスタ≫

７月２８日　一般社団法人総合型地域 U-SportsClub 山梨　

≪リレー･フォー･ライフ･ジャパン２０１８甲府≫

８月３１日～９月１日　リレー･フォー･ライフ･ジャパン２０１８甲府実行委員会　

≪行くじゃん！こうふミュージアム≫（甲府市内博物館等リーフレット作成）
９月～ 甲府博物館実行委員会　

≪甲府商工会議所女性会　こうふ開府５００年記念講演会≫

9月 12 日　甲府商工会議所女性会　

≪第５回　紅梅通り文化祭≫ 
10 月 6 日～ 14 日　紅梅通り文化祭実行委員会　

≪開府 500 年記念　荒川よっちゃばれウォーク≫

10 月 7 日　ＮＰＯ法人「未来の荒川をつくる会」　

≪甲府開府５００年、「書」で語る武田家三代、‘信虎’‘信玄’‘勝頼’≫
10 月 27 日　山梨学院大学　国際リベラルアーツ学部　

≪甲府開府 500 年記念　応援イベントまるグル’１８in 甲府≫

10 月 27 日･28 日　まるごみ Japan（まるグル甲府実行委員会）　

≪こうふ開府５００年企画提案事業　武田氏ゆかりの史跡ウォーク≫

１１月３日　甲府ウォーキング協会　

≪開府５００年記念　第 1 回国際シニアサッカー大会　インターナショナルフレンドリー
マッチイン甲府≫

１１月１０日・１１日　湯村温泉旅館協同組合　

≪国指定重要文化財　藤村記念館で聴く郷土唱歌　「甲府案内一周唱歌」≫
１１月２３日　株式会社ＳＰＳやまなし　

≪みんなのクラフトアート展　こうふ開府５００年に向けて≫

１１月２８日～１２月２日　クラフトカンパニー　

≪宇宙を旅した種から育てた山高神代桜植樹と記念式典≫　
２０１９年３月　相川地区自治会連合会　

≪「開府しちゃうぞ！」≫
１２月１５日・１６日　みっかる .ＴＶ　

≪開府５００年プロモーション事業≫

８月～ ダブルツー　

≪通りと商店街の歴史から見る甲府５００年の歩み≫

４月１日～２０１９年３月３１日　ワイワイ実行委員会甲府支部　

≪開府５００年応援太鼓≫

８月～１０月　悠紀太鼓　

≪第１４回定期演奏会≫

２０１９年３月　オルケスタ・フェニックス　

≪甲府道祖神祭り「幕絵コンテスト」事業≫

８月２日～９月２８日（募集期間）
コンテスト４月～２０１９年２月中旬　甲府商工会議所　

≪健康安全女士『キューティーウーマン』大作戦≫

６月～２０１９年３月　リズムオブラブ　

≪甲府マイスターになろう！≫ 
４月～２０１９年３月　甲府マイスターになろう！実行委員会　

≪大好き！甲府～こどもアンバザダー（大使）≫
９月～２０１９年３月　ラボ国際交流センター山梨　

実施概要

≪こうふ開府５００年ＰＲ近都県　小学生ソフトテニス大会≫

２０１９年２月～３月　甲府市ソフトテニス協会　

≪甲府路地横丁の調査研究及び冊子の作成≫

４月１日～２０１９年３月３１日　山梨学院大学現代ビジネス学部　

≪こうふ開府 500 年記念事業に連動した「水」の歴史をテーマとするＳＮＳ(facebook) での
観光情報発信事業≫

４月下旬～２０１９年３月末　山梨県立大学国際政策学部　

≪武田文化とこうふ開府５００年の海外発信≫

（継続事業：ドイツ・サムライグループＴＡＫＥＤＡ－２０１９信玄公祭り招待）
４月１日～２０１９年３月３１日
山梨県人会首都圏甲府会甲府出張所　

≪開府５００年！時空を旅するサイクリング！ From Shingen to Linear≫
２０１９年 3月 　特定非営利活動法人ふるさとわいわいねっと　

≪「新春お正月初かるた大会」
２０１９年１月中旬　ＮＰＯ法人甲府駅北口まちづくり委員会　

２００１−２０１８
企画提案事業
３／３

２０１７年度　
から継続

重層的で多様な歴史・伝統・文化を次代に継承すると
ともに、新たな甲府のまちづくりに繋げていく「こう
ふ開府５００年記念事業」の一環として、各種団体や
自治会などが自主的に企画運営する企画提案事業を募
集する。
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２−２０１８
私の地域・歴史
探訪事業

２０１８年
（通年）

開府５００年を契機として、自らが住まう地域の地名
をはじめ、歴史・文化・伝承などを掘り起こし、発見し、
学び、教えの機会を創出する。高齢者から小中学生に
いたるまでの幅広い年代の方の参画を促し、後に小冊
子を作成し、地区文化祭等でお披露目するなど、地域
の歴史・文化財産として残し、活用していく。

実施概要

私の地域・歴史探訪事業　地区散策会一覧

５月５日 　　　朝日　　　　　　  １２人（大人）

５月２０日 　　富士川　　　　　  ５０人（大人）

５月２７日 　　穴切 　　　　　   ８０人（うち子ども５人）

６月１０日 　　穴切　　　　　    ７０人（うち子ども４人）

７月９日 　　　大国 　　　　   １２０人（うち子ども８９人）

７月１５日 　　大里  　　　　　  ６０人 (うち子ども３人 )

１０月１３日 　伊勢  　　　　　  ７０人 (うち子ども８人 )

１０月１４日 　湯田  　　　　  １００人 (うち子ども９人 )

 　　　　　　　能泉  　　　　　  ３０人 (うち子ども２人 )

１０月２１日 　相生  　　　　　  ９０人 (うち子ども２０人 )

１０月２２日 　千代田  　　　　  ５０人 (うち子ども１５人 )

１０月２８日 　東  　　　　　　  ６０人 (うち子ども８人 )

 　　　　　　　玉諸  　　　　  １００人 (うち子ども５人 )

１１月４日 　　甲運 　　　　   ２１０人 (うち子ども５０人 )

１１月１１日 　北新 　　　　　   ７０人 (うち子ども２３人 )

 　　　　　　　里垣（２回目 )　   ９０人 (うち子ども２０人 ) 

　　　　　　　 千塚（２回目）　   ４０人 (うち子ども１人 )

１１月１３日 　新紺屋 　　　　   ３５人 (大人）

１１月１７日　 朝日            １００人 (うち子ども２０人 ) 

　　　　　　　 春日              ４０人 (うち子ども３人 )

１１月１８日　 新田              ９０人 (うち子ども１０人 )

１１月２４日   池田            １００人 (うち子ども４人 )

１１月２５日   山城            １８０人 (うち子ども１４人 ) 

　　　　　　　 富士川（２回目)   ２８人 (大人 )

 　　　　　　　住吉              ９０人 (うち子ども１０人 )

１２月１日　　 池田　            ８０人（うち子ども２人）

１２月２日　　 宮本　            ５０人（大人）

　　　　　　　 相川　            ５７人（うち子ども１２人）

１２月８日　　 上九一色　        ２７人（うち子ども３人）

　　　　　　　 西ブロック５地区　３０人（大人）

１２月９日　　 大里（２回目）　   ４０人（うち子ども１人）　　　
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事業名 実施時期 事業概要（抜粋）

３００１−２０１８
ロゴマークを使用した
ツールの製作

継続 こうふ開府５００年記念事業公式ロゴマーク・キャッ
チフレーズ及びキービジュアルを使用し、こうふ開府
５００年を県内外に周知する。

３００２−２０１８
ポスター・リーフレット
の製作

継続

公式ポスター及び周知用のリーフレットを製作し、甲
府市の関連施設などに掲示し、県内外にＰＲを行う。
また、県内外の周知イベント等にも活用する。

３００３−２０１８
こうふ開府５００年
記念事業
公式ホームページ

継続 公式ＨＰを活用し、全国へこうふ開府５００年記念事
業の内容、実行委員会の活動、イベント告知、トピッ
クス等を掲載し、周知する。

３００６−２０１８
ラジオスポット（ＣＭ）
でのＰＲ

継続 ラジオＣＭを活用し、こうふ開府５００年を周知する。

実施概要

≪ロゴマークを使用したツール一覧≫

①のぼり旗　唐紅色

②開府５００年キャンディー

　

実施概要
①メインスポンサー社名入りポスター　Ｂ２サイズ　２,０００部

②メインスポンサー社名入りチラシ　Ａ４サイズ　３５,０００部

③Ａ４サイズ　三つ折リーフレットの製作（仕上げサイズ：１００×２１０mm）

　日本語版：２０,０００部　仏語版：３,０００部　英語版：１０,０００部　

実施概要

アクセス数：２３４,１１８件（１１/３０現在）

実施概要

≪テレビ番組でのＰＲ≫

①ＮＮＳ日本ネットワークサービス：「甲府３１歴史探訪」４月１日より放送中

まち自慢・魅力、地区ごとに行われている歴史散策会の様子など、市内 31 すべての地区を順次紹介

放送時間：毎日２回・各１５分

日・月・水・金曜日→午後６時／午後１０時　火・木・土曜日→午後６時／午後９時

放送内容リンク先　http://www.kofu500.com/committee/kofu31.html

実施概要

≪テレビスポット（ＣＭ）でのＰＲ≫

①ＹＢＳ山梨放送：毎週月曜日午後６時１５分から午後７時の間にスポットＣＭ（１５秒）を２回放送

②ＵＴＹテレビ山梨：毎週水曜日午後６時１５分から午後７時の間にスポットＣＭ（１５秒）を２回放送

③ＮＮＳ日本ネットワークサービス：毎週木曜日午前１１時から正午の間にスポットＣＭ（１５秒）を

４回と、全国高校野球選手権山梨大会と秋季関東地区高等学校野球大会の間に放送

実施概要

≪ラジオスポット（ＣＭ）でのＰＲ≫

①ＹＢＳ山梨放送：１０月２２日から朝～夕方の時間帯においてＣＭ（２０秒）を放送中

②ＦＭ富士：１０月１５日から朝～夕方の時間帯においてＣＭ（２０秒）を放送中

３００５−２０１８
テレビスポット（ＣＭ）
でのＰＲ

継続 テレビＣＭを活用し、こうふ開府５００年の周知を県
内に向けて行う。

３００４−２０１８
テレビ・ラジオ番組
でのＰＲ

継続 甲府の５００年の歴史をテレビ・ラジオ番組を活用し、
紹介する。
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３００７−２０１８
公用車・タクシー・自家用
車等ステッカーによる
周知事業

継続 身近に活用できるタクシー・公用車・自家用車を使用
し、こうふ開府５００年をＰＲする。

事業名 実施時期 事業概要（抜粋）

実施概要

≪車両用（計１,０００+２,０００）≫（単位／枚）

山梨県タクシー協会（甲府）４００・公用車　管財課 ８０・公用車　上下水道局 ４０・甲府市議会

議員 ３２・甲府商工会議所 １０・かいてらす ３・日本郵便 ５０・山日ＹＢＳグループ ３０・甲府

青年会議所 １６・山梨中央銀行 ２８０・甲府市管工事組合 ３５０・発掘作業員 １５・テレビ山梨 

３０・個人 １０・甲府警察署 ２０　計１,３６６　

≪バイク用（計２００）≫（単位／枚）

日本郵便 ２００

実施概要

掲載紙：山梨日日新聞

掲載日：１２月１９日

掲載面：終面　１５段フルカラー

掲載紙：るるぶＦＲＥＥ山梨　秋冬号

掲載日：８月末から

掲載面：２０１８年秋冬号 1／２ページ　フルカラー

実施概要

≪参加したイベントプロモーション（県内）≫  

４月７日　　　　　　　湯村山と舞鶴城天守台　狼煙リレー

４月７日　　　　　　　舞鶴城周辺　第４７回信玄公祭り甲州軍団出陣

４月２１日　　　　　　水源林　山梨県人会連合会の第８回水源林植樹会

７月１日　　　　　　　よっちゃばれ広場　山日ＹＢＳグループ「ててて！ラララ♪祭り」

７月８日　　　　　　　ベルクラシック甲府　女性団体連絡協議会 創立５０周年記念大会

８月１日　　　　　　　防災新館　関東若手市議会議員の会・総会研修会

８月４日　　　　　　　武田神社周辺 「甲府にぎわい祭り」躑躅ヶ崎　信玄花火

８月１１日　　　　　　舞鶴城公園　小江戸甲府の夏祭り

８月１９日　　　　　　甲府市総合市民会館　将棋甲府夏の陣

８月２４日～２５日　　リニア見学センター　やまなしリニアフェス２０１８

１０月６日　　　　　　よっちゃばれ広場 トラックの日・山梨フェスタ２０１８

１０月１３日～１４日　県立美術館 ミュゼマルシェ２０１８

１０月１４日　　　　　須玉ふれあい館広場 ２０１８須玉甲斐源氏祭り

１０月２７日　　　　　小瀬スポーツ公園 甲府大好きまつり・農林業祭り

１０月２８日　　　　　笛吹河川敷 ２０１８川中島合戦戦国絵巻

３００８−２０１８
主要新聞広告等
によるＰＲ

継続 新聞広告等を掲載し、こうふ開府５００年の周知を行
う。

３００９−２０１８
こうふ開府５００年
県外イベントＰＲ
１／２

継続 首都圏甲府会・山梨県人会連合会・愛知山梨県人会等
の総会が開催される会場に出向き、こうふ開府５００
年の周知を図る。また、やまなし観光推進機構、山梨
県東京事務所、山梨県大阪事務所等が定期的にＰＲイ
ベントを行う場所で、こうふ開府５００年の周知を図
る。



実行委員会実施プロモーション

２０１８年度　実行委員会　実施プロモーション　進捗状況

３００９−２０１８
こうふ開府５００年
県外イベントＰＲ
２／２

継続 首都圏甲府会・山梨県人会連合会・愛知山梨県人会等
の総会が開催される会場に出向き、こうふ開府５００
年の周知を図る。また、やまなし観光推進機構、山梨
県東京事務所、山梨県大阪事務所等が定期的にＰＲイ
ベントを行う場所で、こうふ開府５００年の周知を図
る。

事業名 実施時期 事業概要（抜粋）

10

実施概要

≪参加したイベントプロモーション（県外）≫  

４月１７日　　　　　　首都圏甲府会　第３回役員会

６月２日～３日　　　　浜松城公園 第１１回家康楽市・第５回出世の街浜松 家康公祭り

６月３日　　　　　　　新高輪プリンスホテル 山梨県人会連合会 第６９回総会・大会

６月３日　　　　　　　名鉄ニューグランドホテル 愛知山梨県人会 第３７回定期総会

６月１４日～１５日　　ＪＲ八王子駅 ＪＲ八王子駅観光キャラバン

６月１９日　　　　　　東京海上日動マリンギャラリー　やまなし物産展：東京海上日動火災主催

７月１５日　　　　　　千葉県南房総市 復興支援イベントまるグルｉｎ南房総

７月１７日　　　　　　首都圏甲府会　第５回役員会

７月１９日　　　　　　大阪市内 大阪山梨県人会役員会に出席　チラシ等配布

８月５日　　　　　　　清水港 第７１回清水みなと祭り

９月５日　　　　　　　首都圏甲府会　理事会

９月６日　　　　　　　日本橋プラザ やまなしサポーターズ倶楽部交流会２０１８

９月８日～９日　　　　名古屋久屋大通公園 ふるさと全国県人会まつり２０１８

１０月２５日～２６日　ＪＲ新橋駅前ＳＬ広場港区桜田公園 全国物産展ｉｎ新橋

１１月３日　　　　　　川崎区富士見公園一帯 第４１回かわさき市民まつり

１１月２５日　　　　　小田原城址公園 本城イベント　北条早雲黎明期獅子咆哮ノ陣

実施概要

「歴史物語都市こうふの５００年を辿るロードムービー」を制作した。

武田三代の戦国時代、小江戸と呼ばれるほどの賑わいを見せた江戸時代や、西洋風のしゃれた文化が

花開いた明治・大正時代など、それぞれの歴史や伝統、文化などを豊かな自然の中で感じることので

きる甲府の魅力を紹介している。

実施概要

≪こうふ開府５００年記念事業「出張！なんでも鑑定団 in 甲府」　テレビ東京制作≫

開催日時（収録日）：１０月６日１４:００ ～ １６:００（開場１２:００）

開催場所：甲府市総合市民会館　芸術ホール（収容可能人数５００人）

入場者数：一般観覧者４３５人、出場者関係者２７人、番組側関係者７人、長野県箕輪町（視察）３人

観覧者募集方法：広報こうふ６月号、テレビ CM、ラジオ番組（FM 富士、FM 甲府）、チラシ１５,０００枚（お

宝募集と共通）、こうふ開府５００年記念事業公式ホームページで周知。１，２９５枚の応募があり、

実行委員会事務局で抽選をおこない、当選２４５組

お宝鑑定出場者募集方法：活用した媒体は、観覧者募集と共通。１５１人２０９点の応募

３０１０−２０１８
こうふ開府５００年
動画・ＣＭの制作

新規 ２０１６年度に制作したＣＭをリニューアルし、テレ
ビＣＭやネット動画として活用し、こうふ開府５００
年を周知する。

３０１１−２０１８
全国放送公開番組
の誘致によるＰＲ

新規 全国放送番組を誘致し、こうふ開府５００年を周知す
る。



実行委員会実施プロモーション

２０１８年度　実行委員会　実施プロモーション　進捗状況

３０１２−２０１８
交通広告
プロモーション

新規 交通広告を利用し、首都圏へ向け、こうふ開府５００
年を周知する。

事業名 実施時期 事業概要（抜粋）
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実施概要

交通広告を利用し、首都圏へ向けこうふ開府５００年記念事業を周知。

山梨交通株式会社、富士急山梨バス株式会社が所有する高速バス後部へのラッピングを施すことで、「こ

うふ開府５００年」を効果的にＰＲを行う。

≪高速バス後部にＰＲラッピング≫ 

①山梨交通高速バス：１台

大阪グループ （大阪線、甲府新宿線、伊那駒ヶ根線、成田線、名古屋線、静岡線、羽田線、身延線）

②富士急山梨バス：１台

東京‐富士五湖線、新宿‐富士五湖線

≪山梨交通バス情報誌に広告掲載≫ 

２０１８夏号　２ページ　フルカラー

３０１３−２０１８
ＶＦ甲府・山梨ＱＢとの
コラボレーション

継続 ＶＦ甲府・山梨ＱＢのホームゲーム、アウェイゲーム
を通じて、こうふ開府５００年を周知する

実施概要

実施概要

≪２０１９年用広告付き年賀葉書の発行及び販売≫

２０１９年のこうふ開府５００年の開幕を全国に周知するため、年賀葉書にこうふ開府５００年の広

告を掲載。

開府５００年のキービジュアル（２４個の紋章風デザイン）を用いたデザインとしており、全国の皆

様に甲府市の魅力をお伝えできる機会に、また、甲府市に何かしらのご縁をお持ちの皆様に、甲府市

を思い出していただく機会にする。

販売開始：１１月１日　午前９時から

販売場所：甲府市内の全郵便局（簡易郵便局を除く）

発行枚数：２０万枚

用　　紙：インクジェット紙

販売価格：５７円（通常価格より５円引き）

３０１５−２０１８
オール市民
インフォメーション事業

新規 すべての市民が、市外や県外の友人や知人などに、手
紙やＳＮＳなど様々な手段でこうふ開府５００年の節
目をインフォメーションしてもらう。

ＶＦ甲府ホームゲームにおいて、入場口サンプリングを行なった。

４月１４日　松本山雅ＦＣ戦

９月１日　　ＦＣ町田ゼルビア戦



協賛金について

２０１８年度　実行委員会　協賛金　進捗状況

12

≪メインスポンサー　ゴールドパートナー【３００万円】≫(５０音順 )

１　　(株 )桔梗屋

２　　サントリービール (株 )

３　　山日ＹＢＳグループ

４　　ジット (株 ) 

５　　(株 )千代田セレモニー

６　　早野グループ

７　　(株 )山梨中央銀行

８　　山梨トヨタグループ

９　　(株 )ＹＳＫ ｅ-ｃｏｍ

≪メインスポンサー　シルバーパートナー【１００万円】≫(５０音順 )

１　　(株 )オギノ

２　　長田組土木 (株 ) 

３　　甲斐日産自動車 (株 ) 

４　　吉字屋グループ

５　　キリンビール (株 )山梨支店

６　　(株 )クロスフォー

７　　甲府商工会議所

８　　甲府信用金庫

９　　(株 )坂本建運

１０　住友林業ホームテック (株 )甲府支店

１１　(株 )タンザワ

１２　(株 )テレビ山梨

１３　(株 )テンヨ武田

１４　(株 )フォネット

１５　(株 )藤二誠

１６　山梨県民信用組合

１７　山梨信用金庫

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

協賛企業の状況について（１１月３０日現在）



資料編

ロゴマーク・キャッチフレーズ使用申請状況

13
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(株)山梨中央銀行
日本郵便(株)甲府中央郵便局
穴切地区文化協会
山梨中央交通(株)
(株)天野製作所
武田勝頼・新府にらさきの会
Localstyle
アドブレーン・共立・ＮＴＴファシリティーズ共同事業体
個人
(一社)全日本花押会
(株)岡島
NPO法人山梨ICT＆コンタクト支援センター
武田流花押を学ぶ会
甲斐手づくり甲冑の会
東京海上日動火災保険(株)山梨支店
住宅金融支援機構
楽天トラベル
甲府富士屋ホテル
国際建設(株)
(株)桔梗屋
個人
おかめ麹商事（有）
(公社)日本水道協会山梨県支部
(一財)山梨県地場産業センター
オフィスかがみもち
甲府市社会福祉事業団
個人
甲府市議会政友クラブ
(株)ＴＢＳテレビ
個人
山梨県水晶美術彫刻協同組合
(株)市川商店
(株)清水家プロジェクト
(株)ラビン
(株)オオキ
モモハナ
個人
JR東京西駅ビル開発(株)
個人
(株)マルアイ産機
(一社)山梨県消防設備協会
アルファシステムサービス(株)
貢川幼稚園
(株)近畿日本ツーリスト首都圏埼玉支店
山梨ベーコンソーシアム
(株)サドヤ
フレームデザインオフィス
(一社)日本機械学会
個人
在宅血液透析研究会
甲府市剣道連盟
Kofu Toastmasters
有川商事(株)
甲府山の手七福神会
(株)丸政
(株)ホテル石風
(株)ドコモＣＳ山梨支店

●

●
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●

1

●

1

●

1

●

●

●

●

4

２０１８年１１月３０日現在



資料編

名義後援申請状況

他団体が実施した開府５００年応援イベント

14

第6回研究大会（および付随するオープンセミナーほか）          
文化の湖プロジェクト創作舞台「ヤマガヒしんしん」          
小椋佳　歌紬の会　武田神社特別公演          
Local style presents KOFU CITY FESTIVAL 2018          
「甲府にぎわい祭り」躑躅ヶ崎信玄花火          
龍華祭り          
秋の山梨県地場産業まつり          
第10回荒川よっちゃばれ「子ども水辺楽校」          
ウィーン・山梨交流祭　音楽の都からの贈り物          
トゥーレモンド・エクスプレッション          
企画展「宝石の街甲府」          
ブラインドサッカー中日本リーグ          
日本の花押展          
まるグル’１８in山梨 甲府山フェスタ×南房総海フェスタ          
第3回こうふファミリースポーツフェスティバル          
第15回やまなし留学生スピーチコンテスト          
第14回定期演奏会          
「時を泳げ魚の如く」宮沢和史コンサート          
ソプラノ　リサイタル「歌に憧れ」          
第８回　お正月を遊ぼう          

(一社)日本相続学会
アドブレーン・共立・ＮＴＴファシリティーズ共同事業体
(株)テレビ山梨
Local style
にぎわい創生実行委員会
ミロク実行委員会
(一社)山梨県地場産業センター
未来の荒川をつくる会
アドブレーン・共立・ＮＴＴファシリティーズ共同事業体
トゥーレモンド・エクスプレッション
山梨ジュエリーミュージアム
山梨ブラインドサッカークラブ
武田流花押を学ぶ会
ＮＰＯ法人　Ｕ－ＰＲＯＪＥＣＴ
(一社)国際テニスコミッション
やまなし留学生スピーチコンテスト実行委員会
オルケスタ・フェニックス
(株)テレビ山梨
甲府21ワイズメンズクラブ
ＮＰＯ法人甲府駅北口まちづくり委員会

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

事業名称申請者No.

こうふ開府500年記念初代市長若尾逸平展
第7回甲府ジェムマーケット
手づくり甲冑展
甲府夏祭り
創立50周年記念大会
没後90年記念・野口英世展
KOFU RESORT JAM／DREAM PROJECT
第17回サマーinこうふ2018
山梨ベーコンフェスティバル2018
第20回ライトダウンやまなし「みなみこうみんかん星☆まつり」
美術館＆文学館のマルシェMuse’e Marche’
第30回甲府市交響楽団演奏会
かふふフルートコンサート2018
FMラジオ放送　甲府を作った男「武田信虎」

山梨中央銀行金融資料館
ジェムストーンクラブ
甲斐手づくり甲冑の会
甲府商店街連盟
甲府市女性団体連絡協議会
NPO法人甲府駅北口まちづくり委員会
RESORT　JAM実行委員会
NPO法人甲府駅北口まちづくり委員会
山梨ベーコンコンソーシアム
甲府市南公民館＆一般財団法人星つむぎの村（共催事業）
ミュゼマルシェ
甲府市交響楽団・甲府市教育委員会
甲府市交響楽団・甲府市交響楽団実行委員会
甲府商工会議所

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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事業名称実施主体No.

２０１８年１１月３０日現在

２０１８年１１月３０日現在


