
NO 業務名 内容 開催日 参加料
相談件数
参加人数

会場

1 緑の相談所の解説
果樹、植樹等の栽培方法関する
相談や問い合わせに対する助言

土日祝日や、イベント開催日 無料 107件

【土日祝日】くだもの工
房図書館
【イベント開催日】イベン
ト会場

2
グリーンフェスタ&こどもまつりｉｎフ
ルーツ公園

都市緑化意識の普及・啓発と都
市公園の利用促進へと繋げる機
会を創出することを目的に催した

５月３日（日）
５月４日（月）

21,000名

・入口広場
・芝生広場
・ウォーターガーデン周
辺

2 緑のカーテン設置 地球温暖化防止対策 ５月２６（月） － －
・くだもの工房１Ｆ東側テ
ラス

3 笛吹川フルーツ公園愛護運動

一般公募ボランティアによる公園
内の清掃活動をしながら、同時に
自然環境作りに携わる機会を得
る

１０月２５日（土） － 200名
・公園内全域
・隣接の市道

107件 相談件数

NO 業務（イベント・教室）名 内容 開催期間 時間帯 参加人数 会場

1 春の花茶会

眼下に広がる桃の花や園内の果
樹の花を来園者が満喫し、くだも
のや公園に親しんでもらう機会に
する

４月５日（土）
４月６日（日）

くだもの広場ステージ

2
サマーフルーツフェスティバル「さく
らんぼの日」

最盛期を迎えた桜桃（さくらんぼ）
の味覚体験など、さくらんぼづくし
の一日を楽しむ

６月１４日（土）
６月１５日（日）

8,000名 くだもの工房前

3
サマーフルーツフェスティバル「もも
の日」

最盛期を迎えた桃の味覚体験を
設けたり、各種ゲームの景品に桃
を用意するなど、山梨の旬を思う
存分楽しんでもらう

７月１９日（土）
７２０日（日）

7,000名 くだもの工房前

4
ブルーベリー摘み取りとジャム作り
教室

園内で栽培されたブルーベリーの
摘み取りと、ジャム作り体験

７月２６日（土） 34名
くだもの工房クッキング
教室

5
サマーフルーツフェスティバル「も
も・ぶどうの日」

旬を迎えた桃やぶどうの味覚体
験や、親子で楽しめるゲームを催
し景品に桃とぶどうを用意するな
ど、山梨の旬をとことん楽しんでも
らう

８月９日（土）
８月１０日（日）

5,000名 入口広場

6 桃のシロップ漬けづくり教室
公園内で栽培、収穫された桃を
使ったシロップ漬け作り体験

８月２３日（土） 16名
くだもの工房クッキング
教室

7
サマーフルーツフェスティバル「ぶ
どうの日」

旬を迎えたぶどうの味覚体験や
無料配布、親子で楽しめるゲーム
を催し景品にぶどうを用意するな
ど、旬のぶどうに親しんでもらう

９月６日（土）
９月７日（日）

4,500名
くだもの工房前特設テン
ト

8
山梨うまいもの市inフルーツ公園
2014

山梨特産の果物（主にぶどう）や
新鮮野菜、郷土料理などを販売
する店舗が出店し、果物等の振
興を図る

９月２７日（土）
９月２８日（日）

22,000名
・入口広場
・芝生広場

9 ※新日本三大夜景コンサート
元気村との共催により、公園の利
用促進と、本イベントの認知度
アップを目的

１０月２５日（土） 600名 野外ステージ

10 ころ柿づくり親子体験教室
公園内の柿畑で親子で収穫した
柿を使った、ころ柿づくりを体験

１１月１８日（土） 18名
くだもの工房ワーク
ショップ

11 かりんのハチミツ漬けづくり教室
園内で収穫された「カリン」を使っ
たハチミツ漬け教室

１１月２９日（土） 15名
くだもの工房クッキング
教室

12 パリブレスト作り教室

果物（イチゴ、キウイ、桃）を使用
したパリブレストを公園に隣接す
るフルーツパーク富士屋ホテルの
料理長を講師に迎え作り方を学
ぶ

１２月１３日（土） 18名
くだもの工房クッキング
教室

13 ※フルーツ公園のクリスマス
※実績報告書及び定期報告書に
は果物に関する記述はなし

１２月２１日（土） くだもの広場

14 果樹の剪定教室

果樹の剪定等に関する講習と、
公園内の果樹園にて実際に剪定
を体験（桃、ぶどう、柿、洋ナシな
ど）

１月１７日（土） 22名 ・園内果樹園

15 ※子供お菓子作り教室
※実績報告書及び定期報告書に
は果物に関する記述はなし

２月１４日（土） 20名
くだもの工房クッキング
教室

16
フルーツ公園のひなまつり&いちご
の日

雛祭りに関する雰囲気を演出し、
塗り絵や抽選会の景品にいちご
を景品にするなど、雛祭りの季節
感を味わう

２月２８日（土） 500名 くだもの広場

合計イベント７回、教室６回（No.9、No.13、No.15は含まず）

平成２６年～２９年度緑化の啓発・普及及びくだものに関する振興業務実績表

笛吹川フルーツ公園（平成２６年度）

○緑化の啓発・普及業務

○くだものに関する振興業務

合計



平成２６年～２９年度緑化の啓発・普及及びくだものに関する振興業務実績表

NO 業務名 内容 開催日 参加料
相談件数
参加人数

会場

1 緑の相談所の解説
果樹、植樹等の栽培方法関する
相談や問い合わせに対する助言

土日祝日や、イベント開催日 無料 141件

【土日祝日】くだもの工
房図書館
【イベント開催日】イベン
ト会場

2 緑のカーテン設置 地球温暖化防止対策
５月２８（木）
６月９日（火）

－ －
・くだもの工房１Ｆ東側テ
ラス
・くだもの広場西側

3
グリーンフェスタ&こどもまつりｉｎフ
ルーツ公園

都市緑化意識の普及・啓発と都
市公園の利用促進を図ることを
目的に、地産地消の果物や野菜
の販売等の他、家族連れの集客
を図るための催しとした

５月２日（土）
５月３日（日）

無料 20,100名

・入口広場
・芝生広場
・ウォーターガーデン周
辺

4 笛吹川フルーツ公園愛護運動
ボランティアを募り、公園内の清
掃活動をしながら、同時に自然環
境作りに携わる機会を創出

１０月２４日（土） －
・公園内全域
・隣接の市道

141件 相談件数

NO 業務（イベント・教室）名 内容 開催期間 時間帯 参加人数 会場

1 春の花茶会

眼下に広がる桃の花や園内の果
樹の花を来園者が満喫し、果物
や公園に親しんでもらう機会にす
る

４月５日（土）
４月６日（日）

くだもの広場

2
フルーツフェスティバル「さくらんぼ
の日」

旬を迎えた桜桃（さくらんぼ）の味
覚体験、地産地消推進コーナー
等

６月１３日（土）
６月１４日（日）

10,800名
くだもの工房前特設会
場

3 フルーツフェスティバル「ももの日」
旬を迎えた桃の味覚体験、地産
地消推進コーナー、簡単木工教
室等

７月１８日（土）
７月１９日（日）

6,000名 くだもの工房前

4
ブルーベリー摘み取りとジャム作り
教室

園内で栽培されたブルーベリーの
摘み取りと、ジャム作り体験

７月２５日（土） 37名
くだもの工房クッキング
教室

5
フルーツフェスティバル「もも・ぶどう
の日」

旬を迎えた桃やぶどうの味覚体
験、地産地消推進コーナー、夏休
み木工教室等

８月８日（土）
８月９日（日）

4,500名
くだもの工房前特設テン
ト

6 桃のシロップ漬けづくり教室
公園内で栽培、収穫された桃を
使ったシロップ漬け作り体験

８月２２日（土） 18名
くだもの工房クッキング
教室

7
フルーツフェスティバル「ぶどうの
日」

旬を迎えたぶどうの味覚体験、地
産地消推進コーナー、木工教室
等

９月５日（土）
９月６日（日）

5,500名
くだもの工房前特設テン
ト

8 山梨うまいもの市inフルーツ公園
山梨県内の果物やうまいもの、山
梨市の交流都市のうまいものを
一堂に集めての開催

９月２６日（土）
９月２７日（日）

入口広場

9 ※新日本三大夜景コンサート

※もぎ箱に大量の果物が写って
いる写真はあるが、実績報告書
及び定期報告書には果物に関す
る記述はなし

１０月２４日（土） 800名 野外ステージ

10 ころ柿づくり親子体験教室
公園内の柿畑で親子で収穫した
柿を使った、ころ柿づくりを体験

１１月７日（土） 28名
くだもの工房クッキング
教室

11 かりんのハチミツ漬けづくり教室
園内で収穫された「カリン」を使っ
たハチミツ漬け教室

１１月２１日（土） 15名
くだもの工房クッキング
教室

12 フルーツピザ作り教室

フルーツを使ったフルーツピザ作
りを公園に隣接するフルーツパー
ク富士屋ホテルの料理長を講師
に迎え作り方を学ぶ

１２月１２（土） 18名
くだもの工房クッキング
教室

13 ※恋人の聖地のクリスマス
※実績報告書及び定期報告書に
は果物に関する記述はなし

１２月１９日（土） くだもの広場

14 エコリース作り教室

恋人の聖地のクリスマスイベント
とタイアップし、園内で栽培された
ぶどうの剪定枝を使ったリース作
り教室

１２月１９日（土） 51名 くだもの広場

15 果樹の剪定教室

果樹の剪定等に関する講習と、
公園内の果樹園にて実際に剪定
を体験（桃、ぶどう、柿、洋ナシな
ど）

１月２３日（土） 23名 園内圃場

16
バレンタインにむけて！！パン作り
＆野菜ソムリエによるデザート作り
教室

バレンタインに向けて、パン作り
の先生と野菜ソムリエを講師に迎
え、パン作りとデザート作りを学ん
だ

２月６日（土） 18名
くだもの工房クッキング
教室

17 笛吹川フルーツ公園感謝デー
旬の「いちご」を使ったデザートを
配布するなど、季節の演出を行っ
た

３月１９日（土） 400名 くだもの広場

合計イベント８回、教室８回（No.13は含まず）

笛吹川フルーツ公園（平成２７年度）

○緑化の啓発・普及業務

合計

○くだものに関する振興業務



平成２６年～２９年度緑化の啓発・普及及びくだものに関する振興業務実績表

NO 業務名 内容 開催日 参加料
相談件数
参加人数

会場

1 緑の相談所の解説
果樹、植樹等の栽培方法関する
相談や問い合わせに対する助言

土日祝日や、イベント開催日 無料 151件

【土日祝日】くだもの工
房図書館
【イベント開催日】イベン
ト会場

2
グリーンフェスタ&こどもまつりｉｎフ
ルーツ公園

都市緑化意識の普及・啓発と都
市公園の利用促進を図ることを
目的に、地産地消の果物や野菜
の販売等の他、家族連れの集客
を図る

４月３０日（土）
５月１日（日）

無料 17,000名 ・入口広場他

3 緑のカーテン設置 地球温暖化防止対策
６月２７（月）
７月１日（金）
７月２０日（水）

－ －
・くだもの工房１Ｆ東側テ
ラス
・わんぱくドーム

4 笛吹川フルーツ公園愛護運動

ボランティアを募り、公園内の清
掃活動をしながら、同時に自然環
境作りに携わる機会をもってもら
う

１０月２２日（土） －
・公園内全域
・隣接の市道

151件 相談件数

NO 業務（イベント・教室）名 内容 開催期間 時間帯 参加人数 会場

1 春の花茶会

眼下に広がる桃の花や園内の果
樹の花を来園者が満喫し、くだも
のや公園に親しんでもらう機会に
する

４月９日（土）
４月１０日（日）

400名 くだもの広場

2 梅もぎ体験教室
公園内の果物に親しんでもらい、
また甲州小梅のもぎ取りを体験す
る

５月２１（土） 13名 梅園

3
フルーツフェスティバル「さくらんぼ
の日」

旬を迎えた桜桃（さくらんぼ）の味
覚体験、地産地消推進コーナー
等

６月１１日（土）
６月１２日（日）

3,500名
くだもの工房前特設会
場

4 フルーツフェスティバル「ももの日」
旬を迎えた桃の味覚体験、地産
地消推進コーナー、簡単木工教
室等

７月１６日（土）
７月１７日（日）

4,000名
くだもの工房前特設会
場

5
ブルーベリーつかみ取りとジャム作
り教室

公園内で栽培されたブルーベリー
のつかみ取りと、ジャム作り体験

７月２３日（土） 41名
くだもの工房クッキング
教室

6 夏休み特別企画「日曜味覚体験」
イベント非開催の日曜日に、果物
を食べたい、という来園者に園内
で収穫された「桃」を配布した。

７月２４日（日）
７月３１日（日）

園内

7
フルーツフェスティバル「もも・ぶどう
の日」

旬を迎えた桃やぶどうの味覚体
験、地産地消推進コーナー、夏休
み木工教室等

８月６日（土）
８月７日（日）

5,000名
くだもの工房前特設会
場

8 桃のシロップ漬けづくり教室
公園内で栽培、収穫された桃を
使ったシロップ漬け作り体験

８月２０日（土） 18名
くだもの工房クッキング
教室

9
サマーフルーツフェスティバル「ぶ
どうの日」

旬を迎えたぶどうの味覚体験の
他、地産地消推進コーナー等

９月３日（土）
９月４日（日）

6,500名
くだもの工房前特設会
場

10
山梨うまいもの市2016inフルーツ公
園

山梨県内の果物やうまいもの、山
梨市の交流都市のうまいものを
一堂に集める

１０月１日（土）
１０月２日（日）

25,000名
・入口広場
・ウォーターガーデン

11 ころ柿づくり体験教室
公園内の柿畑で収穫された柿を
使った、ころ柿づくりを体験

１１月５日（土） 17名
くだもの工房クッキング
教室

12 かりんのハチミツ漬けづくり教室
園内で収穫された「カリン」を使っ
たハチミツ漬け教室

１１月１９日（土） 10名
くだもの工房ワーク
ショップ

13 料理長による洋菓子づくり教室

公園に隣接するフルーツパーク富
士屋ホテル料理長に協力をいた
だき、「いちご」を使用したタルト作
り教室

１２月４日（日） 18名
くだもの工房クッキング
教室

14 恋人の聖地のクリスマス

クリスマスのひと時を恋人の聖地
に認定されている同公園で楽しん
でもらう、また園内で栽培された
ぶどうの弦を使ったリース作り等
を学ぶ

１２月２４日（土） 1,000名 くだもの工房２Ｆ他

15 果樹の剪定教室
果樹の剪定等に関する講習と、
公園内の果樹園にて実際に剪定
を体験

１月２１日（土） 30名
・くだもの工房２Ｆワーク
ショップ
・園内果樹園

16 バレンタインケーキ作り教室

バレンタインデーを前にケーキ作
りを開催し、同公園の特色である
フルーツをトッピングし冬果実との
ふれあいを通じて果樹振興を図
る

２月１２日（日） 18名
くだもの工房クッキング
教室

17 笛吹川フルーツ公園感謝デー
旬の「いちご」を使ったデザートを
配布するなど、季節の演出を行う

３月２５日（土） 1,000名 くだもの広場

合計イベント９回、教室８回

合計

笛吹川フルーツ公園（平成２８年度）

○緑化の啓発・普及業務

○くだものに関する振興業務



平成２６年～２９年度緑化の啓発・普及及びくだものに関する振興業務実績表

NO 業務名 内容 開催日 参加料
相談件数
参加人数

会場

1 緑の相談所の解説
果樹、植樹等の栽培方法関する
相談や問い合わせに対する助言

土日祝日や、イベント開催日 無料 222件

【土日祝日】くだもの工
房図書館
【イベント開催日】イベン
ト会場

2
グリーンフェスタ&こどもまつりｉｎフ
ルーツ公園

都市緑化意識の普及・啓発と都
市公園の利用促進を図ることを
目的に、地産地消の果物や野菜
の販売等の他、家族連れの集客
を図る

５月３日（水）
５月４日（木）

無料 20,000名
・入口広場
・ウォーターガーデン周
辺

3 緑のカーテン設置 地球温暖化防止対策 ５月２７（土） － －
・くだもの工房１Ｆ東側テ
ラス
・くだもの広場南西側

3 笛吹川フルーツ公園愛護運動
ボランティアを募り、公園内の清
掃活動をしながら、同時に自然環
境作りに携わる機会にする

１０月２８日
（土）

－ ・公園内全域

222件 相談件数

NO 業務（イベント・教室）名 内容 開催期間 時間帯 参加人数 会場

1 春の花茶会
眼下に広がる桃の花や園内の果
樹の花を来園者が満喫でき、くだ
ものや公園に親しむ機会にする

４月８日（土）
４月９日（日）

350名 くだもの広場

2 梅もぎ体験教室
公園内の果物に親しんでいただく
ことを目的に、甲州小梅のもぎ取
りを体験する

５月２７（土） 梅園

3
フルーツフェスティバル「さくらんぼ
の日」

旬を迎えた桜桃（さくらんぼ）の味
覚体験、地産地消推進コーナー
等

６月１０日（土）
６月１１日（日）

4,000名
くだもの工房前特設会
場

4 フルーツを使ったパン作り教室
料理を通してフルーツと触れあ
い、フルーツの魅力再確認ができ
る機会にする

６月１７（土） 18名
くだもの工房クッキング
教室

5 園内果樹の施設への提供

果物の味や魅力を紹介するた
め、また園内果実の有効利用を
図るため、地元保育園への「サク
ランボ」の提供

６月１５（木） 市立山梨保育園

6 フルーツフェスティバル「ももの日」
旬を迎えた桃の味覚体験、地産
地消推進コーーナー、簡単木工
教室等

７月１５日（土）
７月１６日（日）

4,500名
くだもの工房前特設会
場

7
ブルーベリーつかみ取りとジャム作
り教室

公園内で栽培されたブルーベリー
のつかみ取りと、ジャム作り体験

７月２９日（土） 35名
くだもの工房クッキング
教室

8
フルーツフェスティバル「もも・ぶどう
の日」

旬を迎えた桃やぶどうの味覚体
験、地産地消推進コーナー、夏休
み木工教室等

８月５日（土）
８月６日（日）

4,500名
くだもの工房前特設会
場

9 園内果樹の施設への提供

果物の味や魅力を紹介するた
め、また園内果実の有効利用を
図るため、地元養護老人ホーム
への「桃」の提供

８月７（月）
市立養護老人ホーム
「清風園」

10 桃のシロップ漬けづくり教室
公園内で栽培、収穫された桃を
使ったシロップ漬け作り体験

８月１９日（土） 18名
くだもの工房クッキング
教室

11
フルーツフェスティバル「ぶどうの
日」

旬を迎えたぶどうの味覚体験の
他、地産地消推進コーナー等

９月２日（土）
９月３日（日）

4,000名
くだもの工房前特設会
場

12 園内果樹の施設への提供

県産果実の魅力を紹介するた
め、また園内果実の有効利用を
図るため、地元幼稚園への「ぶど
う」の提供

９月７（木） 市立つつじ幼稚園

13
フルーツと食べる「塩パンロール作
り教室」

人気の「塩パンロール」と園内で
栽培されたキウイフルーツを使っ
た「ヨーグルトフルーツソースが
け」の作り方を学ぶ

９月９（土） 18名
くだもの工房クッキング
教室

14
山梨うまいもの市2017inフルーツ公
園

山梨県内の果物やうまいもの、山
梨市の交流都市のうまいものを
一堂に集める

１０月２１日（土）
１０月２２（日）

2,000名 入口広場ほか

15 新日本三大夜景コンサート

ぶどう・柿を初めとする季節の果
物や野菜などの収穫物の紹介と
同公園の夜の魅力再発見及び施
設の利用促進を図る

１１月３日（金） 2,000名
野外ステージ、ステージ
広場

16 ころ柿づくり教室
園内の柿畑で収穫された柿を
使ったころ柿づくりの体験とワーク
ショップ

１１月４日（土） 14名
くだもの工房クッキング
教室

17 親子パン作り教室
季節のフルーツを使ったパン作り
を親子で学ぶ

１１月１２（日） 24名
くだもの工房クッキング
教室

18 料理長による洋菓子づくり教室

公園に隣接するフルーツパーク富
士屋ホテル料理長に協力をいた
だき、「いちご」を使用したタルト作
り教室

１２月３日（日） 18名
くだもの工房クッキング
教室

19 恋人の聖地のクリスマス

クリスマスのひと時を恋人の聖地
に認定されている同公園で楽しん
でいただくことを目的に、園内で
栽培されたぶどうの弦を使った
リース作り等の教室

１２月２３日（土） 1,000名 くだもの工房２Ｆ他

20 果樹の剪定教室
果樹の剪定等に関する講習と、
公園内の果樹園にて実際に剪定
を体験（桃、ぶどう、りんご、柿）

１月２０日（土） 20名
・くだもの工房ワーク
ショップ
・園内果樹園

21 バレンタインお菓子づくり教室

バレンタインデーを前にお菓子作
りを開催し、同公園の特色である
フルーツをトッピングし冬果実との
ふれあいを通じて果樹振興を図
る

２月１０日（日） 18名
くだもの工房クッキング
教室

22 笛吹川フルーツ公園感謝デー
旬の「いちご」を使ったデザートを
配布するなど、季節の演出を行う

２月２３日（土） 1,000名 くだもの広場

合計

合計イベント１２回、教室１０回

笛吹川フルーツ公園（平成２９年度）

○緑化の啓発・普及業務

○くだものに関する振興業務


