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信玄公祭りに関するアンケート調査結果について 
 

 

令 和 元 年 ６ 月  

山梨県観光部観光資源課 

 

 

令和元年４月５日～７日の３日間、第４８回「信玄公祭り」が開催されました。 

信玄公役に俳優の山下真司さんを迎え、観客は３日間合計で１６６,０００人と、春の

穏やかな天候のもと３日間の人出を集計した平成２１年以降で最高の人出となりました。 

このアンケート調査は、「信玄公祭り」を通じて山梨の魅力を国内外に発信し、さらに

集客力を高めていく全国ブランドの祭りとすべく検討を進めるため、県政モニターの皆様

を対象に実施しました。 

ご協力いただいた県政モニターの皆様には、非常に有益なご意見やご提案を多数いただ

きました。厚く御礼申し上げます。 

 

 

１．アンケートの実施時期  令和元年４月 

 

２．県政モニター数     郵送      ２２８人 

              インターネット １６４人 

              合計      ３９２人 

 

３．回答者数        郵送      １９８人 

              インターネット １４０人 

              合計      ３３８人 

 

４．回答率         郵送      ８７％ 

              インターネット ８５％ 

              合計      ８６％ 
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あなた自身のことについて 

 

【問１】あなたの性別を教えてください。 

１ 男性    ２ 女性 

 

 

 

【問２】あなたの年齢を教えてください。 

１ ２０歳未満 

２ ２０歳代 

３ ３０歳代 

４ ４０歳代 

５ ５０歳代 

６ ６０歳代 

７ ７０歳以上 
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【問３】住んでいる「市町村」を教えてください。 

１  甲府市 

２  峡中（南アルプス市、甲斐市、中央市、昭和町） 

３  峡東（山梨市、笛吹市、甲州市） 

４  峡南（市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町） 

５  峡北（韮崎市、北杜市） 

６  富士・東部（富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、

山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村） 

 

 

 

【問４】あなたの職業を教えてください。 

１ 自営業（農林水産業を含む） 

２ 会社員・公務員・団体職員 

３ 家事専業 

４ 学生 

５ パート・アルバイト 

６ その他（回答用紙に記入してください。） 

 

 
６ その他の回答（無職、ボランティア等） 
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信玄公祭りについて 

 

【問５】信玄公祭りに行ったことがありますか。 

 １ 行ったことがない →【問６】へ 

 ２ 行ったことがある →【問７】【問８】へ 
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【問６】【問５】で１を選択された方は、行ったことがない理由は何ですか（複数回答

可）。 

 １ 興味・関心がないから 

２ 天気・気象状況が悪いから 

３ 祭りの開催時期・内容を知らなかったから 

４ 交通の便が悪いから 

５ 混雑しているから 

６ 自分の予定と合わないから 

７ その他（回答用紙に記入してください。）  １～７を回答後、【問15】以降へ 

 

 
 ７ その他の回答（仕事だから、テレビで見るから、駐車場が少ないから等） 

 

【問７】【問５】で２を選択された方は、今までに何回行ったことがありますか。 

１ １～３回 

２ ４～６回 

３ ７～９回 

４ １０回以上 

５ ほぼ毎年 
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【問８】【問５】で２を選択された方は、今年開催した「第４８回信玄公祭り」を訪れま

したか。 

１ 行った    →【問９】【問10】【問11】へ 

２ 行かなかった →【問15】以降へ 

 

 
 

 

【問９】祭りの情報はどこで収集しましたか（複数回答可）。 

１ テレビ（「前進！やまなし」など） 

２ 新聞・広報誌（「ふれあい」など） 

３ ラジオ 

４ 書籍・雑誌 

５ ホームページ・ＳＮＳなどインターネットの情報 

６ その他（回答用紙に記入してください。） 

 

 
 ６ その他の回答（同僚、友人から聞いた、ポスター等） 

  



8 

 

【問10】４月５日（金）～７日（日）の間に次のイベントを実施しましたが、訪れたイベ

ントはどれですか（複数回答可）。 

１ 湖衣姫コンテスト（５日） 

２ 出陣の宴（北口よっちゃばれ広場・５～６日） 

３ 武田神社戦勝祈願式（６日） 

４ 甲州軍団出陣（武者行列）（６日） 

５ 出陣式（６日） 

６ 帰陣式（６日） 

７ スーパー風林火山パフォーマンスコンテスト（６日） 

８ 出陣を彩るパレード（平和通り・６日） 

９ 風林火山演舞団「風・林・火・山」総踊り（６日） 

10 信玄公ロードレース（平和通り・６日） 

11 信玄公を想う茶会（６～７日） 

12 甲州寺子屋（７日） 

13 剣道大野試合・空手演舞会（７日） 

14 子ども武者行列（７日） 

15 甲府囃子演奏・和太鼓演奏（７日） 

16 輝きの祭典「大宝飾展」（６日） 

17 ひし丸スタンプラリー（６日） 
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【問 11】【問 10】で見学・参加したイベントに満足しましたか。 

１ 満足した 

２ どちらかというと満足した 

３ どちらかというと不満である 

４ 不満である 

 

 
 

【問12】【問11】で「３ どちらかというと不満である」、「４ 不満である」を選択され 

た方は、その理由や改善すべき点などをお聞かせください。（回答用紙に記入して

ください。） 

 

・武者行列の各軍隊の列が一緒ではなくバラバラ。 

・放送に少し間があるので続けて欲しい。 

・前に来た時とあまり変わっていなかった。 

  

→１または２の場合は【問13】以降へ 

→３または４の場合は【問12】以降へ 
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【問13】信玄公祭りを訪れた際、みやげものや食事などを祭り会場およびその周辺で購入

または飲食する機会がありましたか。あればその場所を教えてください（複数回答

可）。 

 １ 賑わい城下町（舞鶴城公園・遊亀橋前通り・６～７日） 

 ２ 信玄グルメ横町（かすがも～る・パラカ駐車場・６～７日） 

 ３ 大型百貨店・スーパーマーケット 

 ４ 周辺の商店・飲食店 

 ５ コンビニエンスストア 

 ６ 何も購入しなかった 
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【問 14】信玄公祭りのメインイベントである「甲州軍団出陣」（武者行列）について、

より観客に楽しんでもらえる演出や実施方法について、どのようなことを行ったら良いか

ご意見をお聞かせください。（具体的な演出のアイデアや実施方法などを記入してくださ

い：回答用紙に記入してください。） 

 

山本勘助役がイケメンで格好良かった。いつもイケメン君だと若者の見学者が増えると思いま

す。 

全員が今迄のようなただダラダラ歩くような行列には不満を感じます。そこで、１．先端まで音

響効果を高めるためスピーカーの数を多くし、特に太鼓の音をリズミカルに高める、２．各グル

ープ（各隊）毎に行列中には全員あわせて駆け足風に足踏みしたり、また忍び足を装うよう繰り

返したらどうでしょう。全員そろうことが必要です。 

女性部の「武田節」「風林火山」「よっちゃばれ」などの踊りの競演を行列に。 

観客へのコスプレ推奨などを行う。より集客に繋がると思う。 

武田信玄と同じ時代を生き抜いた武田以外の武将を比較交える演出等が現状あるのか。なければ

企画工夫して欲しい。 

あまり現代的なパフォーマンスは良くない。実際の武田信玄公のイメージが崩れる。 

マスクをしない。髭を伸ばす。 

リアルタイムのTV中継をすることにより、次年度以降直接観に行きたくなるよう促す。 

外人の武者行列と女性の武者行列が良かったので続けてください。 

見学者の人たちに何か記念品などを抽選か品数分配ったりしてみる。簡単なもの 

城からのろしを上げる。市内からも上げる（カラー）。ドローンで見せる。 

これだけの多彩イベントを実行して頂いているのでなかなか思いつきません。 

私は参加したことはないのですが、参加した人に聞いたのですが、信玄公役の人がなかなか見つ

けにくかったそうです。人数が多いので無理かもしれませんが、信玄公を見たい気持ちは皆同じ

なので何か良い方法があったらと思いました。 

現状の参加型、出陣等大変良いと思っています。また、多くの外国の観光者も多いため、理解で

きるよう対応が良いですね。 

可能であれば上杉軍（隊）を加えることで盛り上がりができて良いと思われる。 

大きな灯籠や幻灯みたいなものを作る。ねぶた祭りのようなもの。 

ただ歩くだけでなく、一定の間隔で戦いシーン等を演じてもらう。もしくは、なにかセリフを（観

客に向けて）発してもらう。 

信玄公祭りに一度も参加したことがない者にとってはパレード位しか知らないのはニュース等

でもそれ位しか放映されないからで、全国的にも取り上げられるようにならないと山梨が文化的

にも優れた地域なのだと知られていないからで、その時だけでなく広く広報するべきだと思う。 

かなり前の祭りで平和通りをかがり火に照らされる中を軍馬が駆け抜ける場面がありましたが、

雄壮で強烈な印象を残しました。ただ、軍団がのろのろ歩くのだけではつまらない。 

観客がもう少し近くで見て、迫力を感じてもらえるよう。 

出陣式を大型スクリーンでに映し出して欲しい。 

歩くだけでなくパフォーマンスをしたり楽しそう。 

武田神社にて戦勝祈願式の後、すぐに車で出られますが、時間が取れたら一言皆様にご挨拶して

くださると喜ばれるのではないかと思いますが。 

外国人も楽しめるような仮装参加、写真撮影スポットの設置、ほうとうの振る舞い 

ニュースでしか見たことがないので、なんとも言えませんが、信玄公の役をもう少し、若くて話

題の人が宜しいかと思います。 
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嫌々参加してるような人を減らす。 

企業や地域は固定でも良いが、会社命令や消防団、市職員などでなく、希望者で構成する。 

会場で少し見かけたが、観客の人も紙の兜を被ったりして、一緒に出陣する気分に浸れるように

する 

信玄や勘助にもっと有名な人を起用する 

ナレーションや戦の説明をもっと楽しくする 

信玄公の役者さんとの事前の交流イベント（サイン会・記念撮影会等）を春日モールなどででき

たら町の活性化にもなるのではないでしょうか？ 

鎧武者の方たちが戦に行くという感じがなく、ただ鎧を着てダラダラと練り歩いて感じ。出陣と

謳っているので武者行列に笑顔やお手振りはいらないと思う。勇壮な迫力が伝わらない。 

観客に向かって手を振る 

行った事がないので、YouTubeで投稿された動画を見ました。 

団体パフォーマンスの内容に差があるように感じたので、すべての参加団体に、一定条件を加え

たパフォーマンスを提供してもらうように提起してはいかがでしょうか？ 

例えば、ディズニーなどのパレード前にある予行練習などを参考に、観客に対して簡単な手拍子

やハンドサイン、掛け声を促すだけでも観客との一体感が生まれ楽しんでもらえると思います。 

コースに信玄公祭りの幟などの装飾がなくお祭りの雰囲気が少なく感じました。エリア内に武田

家紋入りの行燈があると良いなと思いました。暗くなってからもライトアップされて風流です。 

イベント時に評判がよければ、太陽光発電、常設タイプなどに変更することで、防犯にもなり、

イベント事にパネル（？）を差し変えて、普段は企業広告を募集する等。 

自然に返る、環境に悪影響の無い紙吹雪をしたら盛り上がるのではないでしょうか。 

当日、ただ行列を行うだけではなく、色々な陣が有るので、それぞれの歴史や、生い立ち等を事

前にTV等で放送して、興味を持ってもらう。また、当時の街道を現在の道路と照らし合わせ、プ

ロジェクトマッピングなどで放映してみる等、行列に繋がる、興味を引く趣向があっても良いと

思う 

一般の人たちが参加できる部隊を作ったらどうでしょうか。 

見学者も参加できると楽しいかもしれない。見ているだけではつまらない。 

松本ボンボンは、見学者も自由に踊れるので楽しかった。やっている人も、ただ歩いているだけ

で楽しいのかなー？と思う。 

甲斐市の子供も行列に参加できるように 

SNS映えを意識する 

その年の活躍したタレントさんの起用 

武者行列参加者と観客が一緒にできるイベント、今回のミニ決戦のようなイベントがもっとある

といいと思います。観客が見るだけでなく、一緒に体感、体験、参加できるイベントがあるとい

いです。 

BGMを流す 

24番全てに1人芸能人を入れてほしい。 

地元にゆかりのある俳優（芸人？）の招聘 

行ったことがないので、イメージが湧かない。 

上杉謙信など敵対していた戦国大名を毎年参加させるとか。 

現在のもの以上は思い浮かばない。 

信玄公以外にも各軍団も芸能人を起用してはどうですか？費用はかかると思いますが？ 

そもそも作り物のイベントは不要。観光で地域経済を立て直した国や地域を教えて下さい。 
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【問15】今後「信玄公祭り」を国内外からの観光客を集客できる魅力的な祭りにしていく

ために必要なこと、特に力を入れて取り組んでほしいことは何ですか（複数回答

可）。 

  

１ 信玄公役への有名人の起用 

２ 鎧武者の迫力や戦国時代を体感できるような演出 

３ 一般の方が参加できるイベントの拡大 

４ テレビやインターネット等を通じた効果的な情報発信の実施 

５ 有料観覧席の充実 

６ 祭りを軸にした県内周遊観光ツアーやイベントの実施 

７ 中心商店街の誘客イベントなど関連イベントの充実 

８ 外国人観光客向けの案内所や看板等の充実 

 ９ 宿泊・休憩施設、公共交通、駐車場等の基盤整備 

10 その他（回答用紙に記入してください。） 

 

 
 

10 その他の回答 

歴史と時代考証を大切にして欲しい。 

駐車場の充実、観覧場所の充実 

若者が喜びそうな有名人を呼んで欲しいです 

悪天候でも自宅でも楽しめるテレビ、インターネットでの参加型イベントを行ったらと

思います。 

信玄が活躍した時代の国外の武将チーム編成で参加させる。 

武田通りの商店の充実 

所々に仮設トイレが欲しい。特に女性のため。 
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県民への理解 

県内全体を巻き込むような企画。（例.祭り当日県内各地から武者が集まってくるよう

な） 

子どもの参加を自治体役員でするとこが負担になっている点を改善して欲しい 

信玄公そのものを海外にアピールする。 

会場の周りに他から来た人にも欲しい物、食べたい物がなさすぎです。 

他県のJR・私鉄駅でのポスター掲示 

無作為に外国人を入れないで欲しい。 

武田神社の駐車場が相川小学校の近くにありますが、小学校入り口のカーブの所を大型

バスのすれ違いができるよう道路の拡幅をお願いします。 

兎に角、無料駐車場。一部のみに固まらない混雑しない、導線つくり。 

武田信玄をよく知らない人もいると思うので、「信玄公祭」の前にテレビドラマとかで

やったら、いいアピールになると思う。 

今の世の中ではSNSが大事なツールになると思う 

ツイッターやインスタで写真や動画を投稿するなど、ぜひ力を入れていってほしい 

ロンリープラネットへの掲載 

騎馬武者の数を増やす。平和通りを騎馬武者が疾走する。踊る人を多くする。 

インフルエンサーの活用 

海外のサイトへの広告展開、YouTubeなどの活用 

特に駐車場（臨時）を無料で利用できる様にしないと客は増えない。 

ユーモアさ。発想の転換。 

剣士の方の演舞 

大型の野外モニター設置 

寒さや雨の対策（休憩施設） 

○トイレ、オムツ替えスペース、授乳室などの整備。 

○何時にここに行くと、こんな様子で楽しめるというのが分かる写真付きパンフレット 
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【問16】「信玄公役」として見たいのはどんな人ですか（複数回答可）。 

 １ 俳優 

 ２ 歌舞伎役者 

 ３ お笑い芸人 

 ４ 歌手 

 ５ スポーツ選手 

 ６ 文化人 

 ７ その他（具体的な名前があれば記入してください：回答用紙に記入してください。） 

 

 
 

 
 

７ その他の回答 

中井貴一、福士蒼汰、野村萬斎、三浦知良、室伏広治、葛西紀明、斎藤工、大谷

翔平、羽生結弦、大泉洋、サンドウィッチマン、千鳥、福原愛、小栗旬、里崎智

也、草刈正雄、松本幸四郎、博多華丸・大吉、田原俊彦、武藤敬司、橋本大二

郎、山田孝之、内野聖陽、安田顕、上川隆也、香川照之、吉田鋼太郎、桜井和

寿、松岡昌宏、長瀬智也、市川猿之助、香取慎吾、遠藤憲一、佐々木蔵之介、鈴

木良平、高橋英樹、菅田将暉、マキタスポーツ、稀勢の里、中田英寿、東山奈央 

その他に、県知事、市長、ジャニーズ、ヴァンフォーレ甲府の選手、県出身の

有名人、品位ある方、日本人に限らず世界的に活躍している人、過去の映画やド

ラマで信玄公を演じた役者などの意見あり。  
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【問17】「信玄公祭り」について、ご意見・ご感想等ありましたら自由にお書きくださ

い。 

    （回答用紙裏面） 

 

・信玄公祭りの理念、目的をもう一度再確し、それを県民が共有したうえで、一義的には県民

が楽しめる祭りにして頂きたい。県民が参加して楽しければ来県者、観光客も楽しめると思い

ます。そして持続可能性が高まると思います。 

・信玄公祭りの歴史は、まだ半世紀しかありません。是非、200年、300年と続くよう県民参加

型の祭り、企画をして頂きたい。 

・歴史的事実と信玄公祭りの繋がりが不明確であるため、県民、観光客への訴求力に欠けてい

ると思います。史実をアピールすべきではないでしょうか。現状は大型の仮装行列のように思

います。 

・笛吹市で実施している「川中島合戦」などとの連携を考えてはどうでしょうか。 

県庁のところでもっとイベントがあれば良いと思います。広いスペースがあるのにもったいな

いと感じました。 

・あまり行ったことはないが、マンネリ化しているのではないか。毎年行こうという気は起き

ない。 

・天候が不順な時期なので、雨が降り、寒さに震えることが多いように思う。時期は変えられ

ないか（命日に合わせているのだとは思うが）。 

・前日の金曜日に前夜祭として花火やワインなどで盛り上げる。 

・信玄公祭りを中心とした各関連行事を「甲州武田祭りウィーク」と銘打ってそれぞれを１週

間のうちに集約し、もっと充実した内容でより多勢の県民の参加を呼びかける。 

問１５にある項目などもっと広くPRする。 

・今後、甲州軍団出陣式はあまりショー的に派手にしない（必要以上に予算をかけない）。 

富士吉田市に住んでいるのですが、観光する所が沢山あるのですが、まだまだ知られていない

ので、また、山梨県の中でも富士山が目の前にありながら観光にあまり力を入れていないので、

残念に思っていますので、もう少し市の皆さんが観光に目覚めて欲しいと思っています。 

郡内・東部から交通が不便。車を利用した場合、駐車場がわからない。祭りのイベント会場が

わからない。 

いつまでもこの行事を続けていって欲しいです。 

子どもの頃、習い事の関係で訪れて以来、話題にはなるものの行っていません。混雑と駐車場

がわからないことが足を遠ざけ、テレビで見るだけで十分と思ってしまっています。公共の交

通機関に不慣れなので、車中心の案内をして欲しいです。シャトルバスの案内、駐車場の無料

化など。子どもを連れて安全に観られるのか不安です。後ろから押されたりしないかと。観に

行くとしたら荘厳な雰囲気の演出を期待します。有名な女性芸能人も出演しても良いのかと思

います。湖衣姫は一般でコンテストをした方が楽しいかと思いますが。 

実際に行ったことはありませんが、いつもテレビで見ています。今後は仕事も辞めて時間もと

れるので、是非実際に見てみたいです。来年は行ってみたいと思っています。立派な武将であ

った信玄公のことを全国の人や海外の人たちに知ってもらう良い機会なので、信玄公祭りはず

っと続けて欲しいと思います。 

交通の便や混雑などを考えると毎年行きたいと思いつつ、なかなか出かけられないが、テレビ

ではいつも見ています。解説を聞きながら家にいながらも祭りは楽しめますが、やはり実際に

現地に行って参加するのが一番。いかに多くの人を訪れさせるか工夫が必要ですね。今年は従

者の数が少なくなったように思いましたが、供回りもある程度の人数も多くし、馬も沢山使っ

て迫力あるものにしたら良いと思います。それから、各学校などに要請して、和太鼓の演奏も

何箇所かでやると賑やかになると思います。山梨県内には舞踊連盟などの団体も沢山あるので

山梨ゆかりの曲で盛り上げたらと思います。この時季いつも気象状況が悪い時が多いので、大

型テントなどを沢山使い、出演者、観覧者が天気に左右されることなく祭りに参加できればと

思います。スタンプラリーの充実、参加者への福引きなど景品に県産品を沢山使うのも良いか

と考えます。観光客にとってトイレの充実も。 
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信玄公役により、集客数はかなり違うと思う。有名人を起用したいが具体的なギャランティー

がわからない。 

・今年は赤ちゃんがいて行けませんでした。 

・信玄公祭りは武将のイメージで、行ってもつまらなそうという勝手なイメージで、子どもを

連れて行きたいとなりません。 

・甲府市なので、交通手段についていつも困っています。行こうとならないので、調べてなく

てわからないのですが、駐車場が有料そうで車では行けないかな、電車になってしまうかなと

いうイメージです。赤ちゃんや子どもを連れて電車は大変です。もし、無料ならTVの宣伝など

に駐車場無料と書いてあると利用したいと思います。もう少し、赤ちゃんが大きくなれば電車

を利用するきっかけにもなりそうですが。 

・武田２４将が同時代ではなかったという話、信玄はほうとうを食べていなかったという話な

ど、実はという裏話をクイズ形式で番組にしたら、あるいは、旅行者用に３月末～４月上旬辺

りまで宿泊者限定のクイズと賞品プレゼント（当日足を運べばもらえる）など、当日前から盛

り上がりませんか。 

・川中島の合戦までを信玄公祭りに繋げて集客できたらと思います。 

今回は信玄公祭りに行けませんでした。来年は是非行ってみたいです。 

幅広い年齢層の方が来ると思うので、コストが掛かっても山梨、お金かけてるねと思ってもら

えるぐらいの有名人を信玄公役としてお願いするべきだと思います。山梨を代表する信玄公で

すし、県内外、海外いろいろな方に山梨の歴史や山梨をアピールできる祭りだと思います。毎

年、TVや広報でお祭りの内容や信玄公役を見るのですが、正直、中途半端だなと思ってしまい

ます。若者や子連れのために原宿等で流行しているフード類など山梨コラボで出店すれば面白

そう。 

信玄公祭りは興味があって見たい祭りです。テレビ、新聞、ラジオなどニュース、事前の案内

番組などあるのですが、もったいないと思うのが、山梨県広報誌ふれあい。市町村の広報誌な

ど４月５～７日開催案内の内容が紹介されていて、信玄公祭りが終わった後に配布されてもっ

たいない。早い時期の作成、来年は行きたいと思える時期での発行が大切。 

４月初旬の開催日程は考慮した方が良いかと思います。 

年をとるにつれ地方から甲府に出かけるのは億劫になります。まして、信玄公祭りのように賑

やかな場所には興味はあっても出かけられないです。でも、ニュースなどで信玄公祭りの盛り

上がりを見ると春の訪れを感じ嬉しくなります。 

実際に行ったことがなく、ただ客が観ているだけのイメージ。だらだら歩くような締まりのな

い祭りに見える。最近タレントを信玄公役としているが（集客を考えると仕方がないと思う）、

実在のイメージと離れ、本来の祭りの目的はなんなのかということが薄れているように思う。 

開催日を知らなかった。当日のニュースを見て初めて知りました。もっとすべての人に告知し

て欲しい。 

いろいろな事情で行けない方も大勢いると思います。テレビ中継などの時間をとって欲しいと

思います。 

毎年同じ日程での開催として実施。大阪のだんじりや諏訪の御柱祭みたいな歴史的なお祭りと

同じくらいメジャーになればと思います。 

マンネリ化で関心が無くなってきている。 

山梨県内の方でも甲府市以外にお住まいの方は、信玄公祭りをよく知らない、興味の無い方が

わりと多いことに最近びっくりしています。パフォーマンス等で参加する方はわかりますが、

それ以外の参加、見学が興味の持てるものになるともっと良いか思います。今年はテレビで村

松邦洋さんが楽しい詳しい会話をしていましたが、よく知らない私でも興味を持てて面白かっ

たです。賛否両論あるとは思いますが、少し遠い方でも参加しやすい駐車場があると行きやす

い気もします。 

まずは地元が盛り上がるためにどうしたらよいかを考えた方が良いと思います。今後のために

も中高生が参加できるようにしても良いのではと思います。（学校単位で） 

・雨天の場合のお祭りの楽しみ方を考えて欲しい。例えば、観客にもオリジナルのビニール傘

や笠のをプレゼントまたは、購入してもらう。降水確率で割引券を配布する。 
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・信玄公役には若い俳優を起用して欲しい。 

来年もスーパー風林火山パフォーマンスコンテストに出場する予定でいます。来年は武者行列

を見学してくるつもりです。 

信玄公祭りに行きたいと思いつつも、バス、電車を利用しないと行けないことがネックとなり、

なかなか行けないというのがここ数年続いています。駐車場（臨時）やシャトルバスの利用が

わかりやすいと行きやすいかなと思います。また、テレビでもリアルタイムにイベントの様子

が見られるとお祭りがもっと身近になると思います。 

いつも楽しそうで行ってみたいのですが、なかなか予定（畑仕事）が合わず行ったことがあり

ません。来年は是非行ってみたいと思います。 

・４月の信玄公祭りだけでなく、季節毎になにかイベントをやって欲しい。機構がいつも不順

だし、４月を逃すともう一年後になってしまう。私みたいに遠方だとちょっと難しい。夏、秋、

冬とかに 

・馬糞について、以前甲府の会社に勤めていた時、２階や３階の事務室まで馬糞の臭いが入っ

てきて困ったことがありました。すぐ処理をしてくれているとは思いますが。 

テレビで毎年信玄公や勘助をやる人が発表されると少し興味がひかれます。信玄公祭りがあっ

たことをテレビで見かけると「今日あったんだなと」と思います。私は小さい頃から県内で育

ちましたが、両親は県外出身者なので信玄公祭りが毎年いつやるのかよく知りません。４月初

め頃なのは知っています。信玄公については、甲斐の国の信玄として周囲の戦国大名に恐れら

れた偉大な人物だと誇りに感じています。いつか信玄公祭りは見てみたいなとは思っています

が、仕事が忙しく、身体が弱いので休日は休養として必要です。休日に外出するのはかなり覚

悟というか決心が要ります。吉田の火祭りも近いのですが、すごい人出なのでいつか行ければ

という感じです。 

都留市に住んでいますが、信玄公祭りは甲府だけの祭りという感じ。都留には都留の祭りがあ

り、どうしても見たいと感じない。もし全県的に信玄公祭りに関心を持ってもらいたいのなら、

その期間県全体のスーパーで信玄公割引をするとか、新聞に大きく広告を入れるとかどうです

か 

今まで仕事上及びその他の知り合った方に山梨県のPRにしたい。それにより、交流が深められ

人間関係がより交通が深まる方ができると思います。そのPR資料が必要と思い希望します。 

毎年行っていて山梨を知ってもらえる良い機会だと思います。 

毎年信玄さんには誰がなるのか楽しみにしています。やっぱり有名人が良いですね。それと駐

車場がいっぱいあると行きやすいと思います。家族で行きたいと思うのではないでしょうか。 

外国人の参加の呼びかけ 

若者たちへの呼びかけ 

→コスプレなど楽しめることを伝える。 

その年の信玄公と写メなど取れる。 

行進中の寸劇などしてみる。（短時間で終わる様な内容） 

行ったときもテレビで見るときも毎回楽しんでいます。 

毎年行きたいとは思うが駐車場も少なく電車も混み合っているため駐車場を増やしたりすれば

人ももっと来場すると思います。 

有名な俳優さんを信玄公にしてください。楽しみにしています。 

自分が住む郡内地域では、甲府や都市部へ出る際も交通機関が乏しく、よほどの目的がなけれ

ば外出が難しいときもあります。信玄公祭りには行ったことがありませんが、上記のような部

分が大体の理由です。新聞やテレビの報道からほとんどの情報を得ているので、これからも取

り上げてくださると親しみやすいと思います。 

・プロジェクションマッピングを利用した演出 

・インターネットによる同時配信 

・信玄公祭りだけで人を集めるのは無理がある。他のイベントと共催をもっと強化する必要が

ある。 

・国内に誇れる祭りだと思っています。企業の力を借りたり、県民の意識を高めて盛り上げて

欲しいです。 
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・甲府市の祭りと化している感があるので県の祭りとして県民の理解・県税の用途等不透明 

・設問にもあるとおり目線が国内、海外と足下をよく見ているのかよくわからない。 

・今回１６万人の集客とあるが目標に対して多いのか少ないのかわからない。 

・この祭りの収入収益がどれだけ県税の増加に繋がっているのかわからない。 

・集客を増加させることが目的ならば他の市町村のそれぞれの祭りに信玄公祭り実行委員会と

して参加し、PRもさせてもらってはいかがか。そして、それは県内市町村に限らず他県の祭り

も同様。例として、静岡県今川復権祭りに甲州軍団の一部隊でも良いから出陣参加すれば、甲

斐からの援軍と歓迎されると思います。 

平成最後の武者行列、桜満開のもと天気に恵まれ出陣して頂きました。開府５００年祝い多く

の観光客で賑わい、また、地場産品のジュエリーをPRするなど、バブルが崩壊して久しく良い

宣伝になったと思います。この観光客が日帰りせず各方面の宿泊施設と手を組んで県内の観光

地にも足を運んで頂けたら良いかな。高齢化が進み祭りを観に行きたくても体調のことを考え

ると遠くまで歩くのは不便かと思います。駐車場を便の良い所に設置してください。 

今年の信玄公役は重厚味があり、テレビ視聴でしたが、良い人選だったと思います。山本勘助

役の人は知らなかった。機会があれば祭りに訪れてみたいです。 

毎年TVで信玄公の様子を見ています。甲府の混み具合などを見るとTVで見るぐらいが良いのか

ななんて思います。義母は毎年行って楽しんでいます。子どもの習い事などのタイミングが合

えば行って見せてあげたいと思います。 

仕事の都合により見に行けなかったが、テレビのニュースでお祭りの様子を見ると、壮大なイ

ベントでありギネスにも登録されているのでもっと内外へ発信して大きいお祭りになると良い

ですね。 

平和通り（甲府市役所辺りまで）を土曜の昼間から通行止めにして平和通り上でいろいろなパ

フォーマンスをして欲しい。今年の自転車ロードレースだけだともったいない。 

・テレビ、インターネット等で情報発信する。 

・休憩所等をもっと作って欲しい。 

・電車利用者に対して時刻表を案内して欲しい。 

各地方にはそれぞれの歴史あり伝統が多々あります。その中心にあるのが武田信玄その人だと

思います。当地外より転居してきた者はその人それぞれの趣味で関心を持たないのが当然だと

思います。私の住んでいるところは東京に近いです。甲府に行く時間と同じ位で行動すること

ができます。しかし、地元にはこれという目を引くものはほとんどありません。年配者より若

い人たちが１つでも何かをみつけ住みたいと思える行事をつくってと思います。 

鎧武者がパフォーマンスとかは子どもに見せたいと思うが、駐車場が遠いのと小さい子どもを

連れ歩くのが大変ということでなかなか足を運ぶのがきつい。気軽に行ける感が欲しい。前は

信玄公役が有名人で知っている人だったがだんだん知らない人やしょぼくなっていると思う。

頑張ってください。 

甲府中心のお祭りに過ぎず、他の一般のお祭りとさほど変わらない。大規模に見せているだけ

で、それほど県内で盛り上がっているようには感じない。有名人のキャラのみでは集客も限定

的に思う。武田の歴史が感じられるような企画が全体にあって良いのでは。県内全体を巻き込

む企画も考えられないか。 

信玄公祭りが全国的に周知されるようになってきていることを感じている。今年の山本勘助役

の俳優さんがEXILE劇団の方で我が家の娘が「見に行きたい」といつもの年なら興味を示さない

娘が出かけていったので若い人たちに関心を持ってもらえるよう、若者に人気がある俳優さん

に出演していただけると良いように思います。 

信玄公祭りを通してより深く武田信玄のことを多くの方に知ってもらうために、甲府駅周辺ば

かりでなく「県内の信玄のゆかりツアー」をつくり県民、観光者共に学べる県づくりを行う。

県民、観光者向けの学習内容の本、観光場所、歴史、移動方法（電車、バス、車、自転車、タク

シー、徒歩）具体的な提示（時間、距離、代金）、飲食場所、おすすめスポット（温泉、公園な

ど）、宿泊場所、特典、お土産プレゼントなど。また、山梨に来たいな、信玄公祭りに行きた

いなと思える新しいことを取り入れながら、見学ではなく参加型を多く導入すると良いと思う。 

一度も見学したことがないので一度見たい気持ちはありますが、農家なのでちょっと受粉の時

期で気持ちに余裕がなく、またあの混雑の様子を見ると若くないので出かけて行こうという気
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が起きません。テレビなどでゆっくり見られたらと思います。 

仕事としてではありましたが、２日目に参加いたしました。県外出身の自分にも伝わる長い伝

統と地域に根ざした素晴らしいイベント、公共行事であると思います。開府５００年を迎え、

益々大きな行事に発展されることを一市民として楽しみにしております。 

私は桜井町みこしの会（会員現在１３０名）を始め現在３５年目になり４月１３日に近い日に

みこしの渡御を行っておりますが、こういう団体の出場も考えてもらいたい。同時に県内春祭

の発信をしてもらえたら県外客の集客もあるのでは。※３０年ほど前に地域で参加しましたが

楽しかったです。 

信玄公祭りは長く行われており山梨を代表するお祭りだと周知されていますし、数年前から有

名人を信玄公役に起用することでテレビなどで取り上げられ見に行きたいという人も多くいる

と思います。女優さんの起用もあれば華やかで良いのではないでしょうか。甲州軍団出陣につ

いては市町村、企業色が濃いように感じます。小さいお子さんや若い人の参加とかはないので

しょうか。それによってその家族の方にも広まるかと思います。交通手段ですが、気軽に自動

車で見に行きたいと思っても駐車場がないため行くのを諦めてしまうこともあったので駐車場

は遠くてもシャトルバスがあるなど考慮して頂けると良いかと思います。 

信玄公祭りへ参加したい子どもを自治体の青少年育成委員が希望を募り保険の手続き、当日の

引率まで引き受けています。高齢化が進み自治体の組の役をすることが不可能になった世帯が

徐々に抜けるようになってきているので、やり方を改善して欲しいという気持ちがあります。 

信玄公祭りに行ってみたいと思うが駐車場など混雑しているのでなかなか行く機会がない。 

このアンケートに回答をお出しいたしますのは大変申し訳なく感じております。現在に至るま

で祭りの期間中一度も訪れたことがなく（理由の１つは混雑で私の住む一宮からですと車を利

用する他交通手段がございませんので）ただ、テレビでは拝見しておりますが。現在の山梨の

状況が全く祭りにも感じられテレビで拝見する限りにおいて昔のような活気が感じられないの

は残念です。現場で参加しているのではございませんので、その場の空気は感じられないので

すが逆にレンズを通しますと現場で見えないものも見えることがございます。今後の信玄公祭

りがより素晴らしいものとなりますことお祈り申し上げます。 

吉田でも出陣前日にパレードができれば見てみたい。甲府の祭りしか思ってなかった。 

駐車場、ホテル、休憩できる店、代行など充実して安価なものがあれば中心街に行って観光な

り飲食したいと思う。今のところ不便と感じるのでわざわざ行くのも億劫に思う。充実してい

れば飲食店、商店など利用したい。 

若い人を呼ぶために戦国武将のコスプレ大会など開催したら良いと思います。 

他地域の時代的祭りを参考にして良い点は積極的に取り入れていただきたい。 

山梨県の祭りの中で代表的なものなので今後とも継続して開催していただきたい。 

まだ信玄公祭りに行ったことがないのですが、暇ができ予定が合えば必ず行きたいと思います。

とても興味があり信玄公祭りに期待しているのでとても行ける日が来たとしたらとても今から

ワクワクでたまりません。楽しみです。１つ気になるのですが、混雑した場合は人数制限など

あるのですか。もしも、その場合は信玄公祭りに参加できなければ信玄公祭り目的で来た人た

ちはどうなりますか。 

小学生の時に子ども武者隊に参加させていただきました。貴重な経験をすることができて良か

ったです。信玄公祭りは山梨県の誇るべき祭りなのでこれからも受け継いでいくべきだと思い

ます。最近では戦国武士が好きな外国人が増えているので外国人向けの何かを実施すればもっ

と観光客が増えると思いました。 

歴史が好きなので子どもを連れて行きたいが、駐車場の問題と混雑していることからまだ行く

ことができない。 

私には母がおり以前から「お祭りに行きたい」と言っておりますが、足が悪く杖を使用して歩

行のため、なかなか行くことができません。駐車場等、行列を観るに際して、近い場所への事

前の予約があると安心して連れて行くことができるのかなと。障害者までではない人を対象に

して配慮をお願いいたします。 

駐車場の確保。県産名物の開発と継続して宣伝すること。とりもつも一時的な流行で継続して
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いない。 

祭りに参加しろと言われても、まず一番近い駅には有料、無料にしても車を駐車するスペース

もありません。甲府周辺の渋滞を思うと参加する気持ちはなくなります。それに、せっかく出

かけても帰りにコーヒーを気軽に飲む場所も買い物する所もないので気持ちが向きません。信

玄公は知っていますが、歴史のある祭りでもなく、甲府には広い公園があるので、そういう場

所でしてくれるのなら気持ちも軽くなりますが、普段人通りない所でやられてもなんなの、み

たいな気です。外部から来た人間にとっては場所も考えてもらえると行く気になるかもです。 

①JRと協力した集客のための臨時列車の運転 

通常の土日に運転される列車の名称を当日に限り「信玄公祭り号」などと名前をつける。もち

ろん、別立てのお座敷電車を利用した臨時でも可。 

②県内の施設や交通機関のサービス向上 

今回東京から来た知人が駅前からタクシーに乗ったところ、スーツケースがトランクに入らず

に座席に横にして置くことになったが、降車時に台車（ゴロ）がシートに触れたため、聞こえ

よがしに「シートを汚すんじゃねえよ」との声が聞こえたと言っていました（ちなみに南西タ

クシーだとのことです。）。これで甲府の印象が大分悪くなったと言っていました。交通機関

の運転手さんはもっと愛想良く丁寧な対応を心掛けるべきかと思います（性格にもよります

が）。 

問１４に書いたようにただ単に歩くのみではおもしろくなく、色々なパフォーマンスを見たり、

体験したりが多くの観客の求めるところと思います。 

若いときに見たのでそのころと変わっていると思うのでまた見に行きたいと思います。 

櫛形町内の病院に勤めていた頃は地域から○○隊に出陣したのでとても身近に思えました（２

０代の頃）。今はテレビで祭りを知るのみです。 

小・中学生を対象とした○○隊地域おこしのため独特のもので彩りを添えて参加するのも良い

かとも。 

今のイベントには残念ながら高齢のため見に行くことができません。若い方々に頑張って伝統

を継承していって欲しいと思います。 

「信玄公祭り」が小・中学生にも身近なものとなってくれることを希望いたします（新学期の

始まりなので、無理かもしれませんね）。 

信玄公祭りは好きなお祭りです。山梨から世界へ誇れるお祭りだと観光が充実すると思います。

毎年、有名人の方が信玄公役で来ていると思いますが、信玄公祭りの宣伝にも有名人の方に参

加して欲しいと思います。たまには若い芸能人の方に信玄公役になっていただければ若い観光

客も来ると思います。 

①折角お金をかけてあれだけの支度をするので、鎧武者の迫力や戦国時代の体感できるよう、

県民だけでなく県外の人たち、外国人の人たち、誰でも出たい人たちを出してやることで国際

社会とも係わりを持つことで、やがて世界中に口コミで伝わって行くことではないでしょうか。 

②駐車場のスペースが少ないことがネックではないかと思います。 

全体的に迫力を増して行くのが良いのかな。 

信玄公祭りのメインだけではなく周りで違うイベント、県の食べ物を売るなどのイベントをし

て欲しい。 

問１５で回答しましたが、鎧武者の迫力や戦国時代を体感できるようもっと演出について、で

きる範囲の中でやって頂きたい。かなり前ですが、本陣に伝令等で実際に平和通りを騎馬隊が

走ったことを思い出します。 

県内に住んでいる人にとっても甲府の町中は一方通行の道も多く交通量も多く駐車場もあまり

なく、なかなか行きやすい所ではないというのが正直なところです。お祭りともなると会場に

近い所は通行止めにもなるでしょうし、人も多く混雑して人同士のトラブルも起きるかもしれ

ません。一度そうしたことに直面してしまうともうお祭りに来てくれないかもしれません。マ

ナーの良い人ばかりではありませんし、マナーの悪い人がトラブルを起こさないよう係員さん

の巡回も重要だと思います。 

・会場へのアクセスをインターネットやSNS以外でもちゃんと周知して欲しい。 

・小さい子どもがいると武者行列を子どもが見づらいかもしれません（目の前は人人人で人の
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足しか見えない）。小さい子ども連れが優先して行列を見れるスペースをつくる。 

・お祭りを見る人同士のトラベルを防ぐ。マナーの悪い人を取り締まる。そうすることができ

るよう係員（または警官）の巡回の強化。 

・マナー良く過ごした人にはお祭り中（後？）何らかのメリットになるようなことをする（マ

ナーをポイント化してポイントに応じて粗品を進呈とか近隣のお店で飲食した時ちょっとだけ

おまけしてもらえるとか）。 

４月１週目は仕事が毎年あり観る機会ができず残念です（入学シーズンのため）。テレビ放送

を見ています。こちらは遠い、混雑するという思いがあり、地元の知り合いの方はあまり行か

ないようです。 

今年はお天気に恵まれて本当に良かったですね。テレビで見たり新聞で見たりとお父さんが何

十年前に槍を持って出た時は雨でした。残念でした。 

３年前に職場のドクターが歴史好きで言ってすごく説明もあって良かったって言ってたけど武

田信玄の像の下にゴミ箱？があるのは、かなりショックだったと言っていました。あんなにす

ごい方だからもっと目立つように、綺麗にした方が良いって言ってました。 

武田菱丸が大好きです。グッズが昔はもっとあったのになくて残念。日本橋にもなかった。マ

グネットとかも作ってください。最近はうまい棒とか嬉しいけれど捨てちゃうので寂しい。 

交通手段に困る。普段車移動が多いため。バスの運行数を増やして欲しい。 

私は５年前まで東京に住んでいました。山梨県のアピールが弱い。県外にも多くの山梨県民が

住んでいると思いますが、その人たちの為にももっと県（甲府）の宣伝をして知るようにして

ください。例えば、信玄公祭り、名物、土産品、特産品など新宿駅での宣伝とか色々あります。

インターネットでも良いですが、人ともっと身近での行動、宣伝が必要ではないでしょうか。 

皆が知っている祭りだが、武者行列以外どういったことが行われているのかどんなイベントが

あるのか分からない。甲府駅のさほど遠くない所に住んでいるが賑わいも感じなかった。足を

運んでみたいと思うイベントも必要だが、広報活動を充実されることが大切では。 

観光よりも県民の所得を増やして欲しい。交通インフラをしっかりと整えて欲しい。マナーが

悪い外国人は来させないで欲しい。中小企業のためにも減税をして欲しい。 

予算の無駄 

これから追い追い生涯学習推進センターを利用し、教養を深めたいと思います。 

・４月５日の午後武田通りの下りは車の行列で横断するのも大変な位でした。人様からお聞き

しますのに梨大の入学式もあったようです。公園運動場の方にまわれるような案内板でもあっ

たら良かったのではないかと思いました。 

・以前は子ども達が楽しめる出店がたくさん出ていましたが、最近は余り見かけませんが、大

人の私どもが子どもの時の思い出を楽しんでおりますが、それは無理なのでしょうか。 

祭りの情報が少ない。自分で調べないといつやるのか、どういうことをするのかわからない。

テレビのニュースで直前に信玄公祭りが行われることを知ることが多い。CMとかポスターとか

あるのかもしれないが、あまり見かけた記憶がない。 

駐車場などの心配もあり行こうという気になかなかならない。 

県の祭りとしてもっと盛大に希望する。駅近くの宿泊場所が少ないので石和に多く行って泊ま

っている人が多い。 

・外国人などが滞在してくれるイベントにすべき。 

・宿泊プランがつくり安いイベントに。 

松平健さんが信玄公の時、馬場信春の足軽として参加させていただきました。足軽の衣装など

を身に付けて、とても良い経験ができました。 

行進までの待機時間が長くて疲れました。 

今年の信玄公祭りは、用事で行けませんでしたが、毎回色々なイベントを実施されて楽しませ

ていただいております。そして、毎年信玄役には注目しております（結構関心は皆さんあるの

では）。春といえば信玄公祭り。これからずっと期待しています。 

絶やさないで欲しい。 

信玄公祭りに行ってみたいと思った。 
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今住んでいる地域からだと遠くて行ったことがない状況です。子どもも小さくて中々行けませ

ん。行ったことがある人に聞くと渋滞がすごくてゆっくり見れなかったと聞くのでそのあたり

が解消されたら参加してみたいと思いました。 

今のままでも計画として良いと思う。あまりこった演出はしない方が良い。 

信玄公役として、NHK等で信玄公の役を行った有名な俳優さんを起用されたらどうですか。そし

て、テレビやインターネット等で大きく情報発信をすると効果的ではないかと思います。 

信玄公祭りと言えば県内外ではもう有名なお祭りだと思います。私も子どもに馬を見せてあげ

たい、有名なお祭りだから連れて行ってあげたいと思いますが、大勢の人が集まる所なのでな

かなか足を運べないのが現実です。もっと駐車場や休憩所、警備など充実していけば行けるか

もしれません。 

一般の方が参加できるイベントが数多く実施されているのは良いと思います。 

祭り会場の移動について（年ごとに変更） 

１．場所 

 ・竜王駅前 

 ・石和温泉駅前 

２．理由 

 竜王駅前や石和温泉駅前は周辺道路が整備されてきているので、これらの駅前で信玄公祭り

を１回実施できないものか検討して欲しいです。 

信玄公祭りやいろいろ甲府の駅前などでイベントがあるのはわかっていますが、車で行くと駐

車に困ります。 

イベント外一年通して無料又は安い料金で駐車出来る場所があると甲府の方にも足が向くと思

います。 

信玄公祭りがどういったものか、内容がいまいちわからない。興味がわかない。 

年々向上していると思います。 

山梨県を代表するお祭りであることは間違いないと思います。イベントのひとつとして、山梨

県のプロスポーツのひとつヴァンフォーレ甲府をお祭りに絡めたイベントはあるのでしょうか

（今年は行けなかったのでわからないのですが）。 

約９０分間のスポーツでJ1にいたころは約１万人の人が集まる小瀬でした。J2になった現在で

も８千人の人が動きます。そんなイベントが山梨県には他にないと思います。どのようなイベ

ントにしたら良いのか私にはわかりませんが、甲府と新潟（同じJ2ステージ）を絡めたらおも

しろいのではないかと思います。 

信玄公祭りには見て参加したいと思います。 

山梨県人として１回はみたい。 

人が多くて行列がよく見えないというような印象です。 

無料駐車場があれば行きたいなと思います。それか各市からシャトルバス(例えばショッピング

モールなど車を無料で停められるところから)を出すなどして行きやすくして欲しいです。 

今年は仕事の都合で行けなかったので来年は行きたいと思います。 

行ったことがないので、特に御坂越えたこちらの地域ではどういったものなのか情報が少ない

と思います。 

夕方のテレビだと忙しく見れないし、新聞はとってる家がどんどん減っているので 

パンフレットを保育園や小学校で配布してほしいです。 

テレビをみない新聞をとっていないからか情報がほとんど入らない。平和通りを通った際にの

ぼりを目にする程度。告知に力を入れたほうが良い。知らない人が多い印象。 

「信玄公祭り」に行ったことがないので、どんなお祭りなのかよくわからない。 

機会があれば、行ってみたいと思う。昔、NHKの大河ドラマで、武田信玄を市川猿之助（当時、

亀治郎）がやったのを見たがそれはそれは、かっこいい武田信玄であった。信玄公役を市川猿

之助がやるとなったら、必ずお祭りを見てみたいと思う。 
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当日見に来た人が鎧や刀を身につけて記念写真を取れるブースがあれば、一般の方だけでなく

外国人の方々もより興味を示すのではと思いました。既に行っていたら申し訳ありません。 

屋台は平和通り沿いと舞鶴城周辺に出した方が良い。 

かすがもーるなど、あっちこっちに飛び地的にあるため、イベントの統一感がない。 

八王子まつりのような、地域をあげて盛り上がる感じがない。 

山梨そのものについて言えることだが、名産品や名物がたくさんあるのに、アピール不足で損

をしていると感じる。 

調べようと思わないと知ることができないのではなく、ツイッターや広告などで自然と情報が

流れてくる、くらいにしてほしい。 

混みあい過ぎて何も見えない。 

人混みが苦手なため、自分自身はお祭りに行くことはありませんが、山梨であのような盛大な

催しがある事はとても良いと思います。観光客の方も多く見かけますし、山梨を知っていただ

く機会になって欲しいです。 

今まで参加したことがなかったですが、来年は是非参加してみたいと思います。 

駐車場と、そこから中心部へのシャトルバスなどを整備拡大して欲しいです。 

混んでいるだけというイメージで、特に魅力を感じないので誰かに強く誘われないと行きませ

ん。 

小学生の女の子が，信玄公祭りについて「観るより参加した方が楽しいよね。」と言っている

のを聞き，もっといろいろな年齢層の人が参加できることがあればと思いました。 

数年前に好きな俳優さんが信玄公役ということで見に行ったのですが、勘助役や信玄公役が来

るまで沿道からただ行進を眺めているだけでした。 

調べて行かなかった私も悪いのですが、もう少し一般観客も参加できるようなイベントがある

楽しいなと思います。 

長年にわたる恒例行事なので今後も続けて行ってほしい。 

平和通り脇にあるビルから鑑賞出来る方たちがうらやましく思う。歩道からでは馬に乗った信

玄さんは見えるが行列は見えないので残念に思う。人に埋まるより家でテレビ中継を見ている

方を選んでしまう。 

私は県外出身者ですが、山梨県に引っ越してくるまで信玄公祭りを知りませんでした。初めて

見たときにその迫力に感動したので、もっと全国ネットで紹介されればいいと思います。 

後期高齢者の仲間に一歩踏み入れた年齢になり、テレビを観ている方が多くなりました。 

NHKローカル放送中継されると良いと思います。 

今年TVで拝見しておりました。松村邦明さんとYBSアナウンサーの実況がとても上手見ていて楽

しかったです。来年は行ってみたいなぁーと思いました。 

出陣パレードに桜の時期が重なるのは、とてもよいと思うが、夜になるとまだまだ寒い時期な

ので地元でもなんとなく足が遠のいてしまう。 

命日に合わせた四月のお祭りをしつつ、例えば、夏にも平和通りをメイン会場としてパレード

が往復し、舞鶴城から花火があがるようなお祭りをするのはどうでしょうか。 

四月の信玄公は貫禄のある俳優さんで、夏はもう少し若者にも人気のある俳優さんを呼ぶこと

ができれば、集客力がアップすると思います。 

祭りでは、桜の花が背景になって、甲府城・武田神社等甲府の町が観光客に美しく映っている

と思いますが、そこからもう一歩踏み込んで、より多くの人を周辺の市町村の武田一族の観光

施設に誘導できたら良いと思います。 

信玄公祭りを含めた「県民だから考えられるツアー」計画の提案などの情報発信を幅広く行え

たら、観光客ももっと多く見込めるのではないでしょうか。 

子供も一緒に楽しめるお祭りになるならと、行ってみたいです。 

仕事があるのでなかなか行けませんが、県内のお祭りの中では、国内外に誇れるイベントの一

つと思います。 

知人男性の複数人から『参加したことがあるよ』と、聞きます！(あれ？男性だけ？女性は？)

私が知らないだけかもしれませんが、女性の男装足軽も公募したらいいかもですね。 
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過去に1回だけ行ったことがありますが たくさんの人垣で全然見ることが出来なく それ以来

行ったことがないので特に何も書くことはありません 

全国各地で人気のあるお祭りのように、魅せるパワーを感じるようなイベントになるよう応援

しています。 

沢山のイベントをやられていますが、なかなか行列以外が良く分かりません。もっと興味を持

ってもらうためのパンフレットを広く広報されたら良いと思います。 

観光客の参加型イベントにも力を入れていると感じましたが、外国人の方が仮装して歩いてい

ましたが、少し辛そうでした。もっと手軽で、楽しく、参加できるイベントがあった方が良い

かと感じました。 

行ったことはないのですが、毎年お祭り近くの時期になると「今年の信玄公役は誰だろう？」

と気になりニュースを楽しみにしています。 

山本勘助役にもドラマ等で活躍している若手の俳優さんを起用していただけたら嬉しく思いま

す。 

勇壮で凛々しい騎馬武者を見たい。 

騎馬武者の疾走を見たい。 

参加型のイベントの充実が必要と思います。また歴史的な意味のアピールがあった方が良いと

思いました 

駐車場を充実してもらいたい。あるいは、シャトルバスの運行。 

山梨県にいても信玄公祭りに行った事が無い人が多数いる。それは、信玄公役の人の起用にも

よるだろうが、何かマンネリ化されているような気もするし、インパクトを与えるものがない

のかもしれない。 

鎧を着て歩いているだけで、なんの面白みもないので、何処で寸劇でも見せて下さい。 

時代を思わせる、劇的なものが欲しい。 

一般の観光客も鎧行列に参加できるようにできたら面白い。有料でもやりたいという人はいる

と思う。 

山梨に住んで5年目ですが、未だに参加したことがないので来年こそは参加させていただきたい

です。 

信玄公祭りの事を自体、私のまわりでは話しの話題に上がりません。ただ信玄公役の俳優さん

が誰になったのかなどはたまに会話に出ます！少しｲﾍﾞﾝﾄとしてのｲﾝﾊﾟｸﾄを、現代に合わせて変

えることも必要かもしれません。 

今後、リニアの開通等により県外からの観光客を取り込む機会になると思います。 

信玄公祭りの実施期間を延ばす事や、甲府市以外での実施等を検討してみてはいかがでしょう

か？ 

甲州軍団出陣のパレードの時間・スケールの拡大が必要。もっとパレードの距離を長くし（相

生交差点くらいまで）、スケールの拡大を図った方が良い。 

もっと近くに駐車場が必要 

乗馬できるイベント 

今年は特に、誰が信玄公役で来たかを知らないくらい話題にならなかった気がします。やはり

タレントを呼ぶなり、CM打つなりして、全国的に有名なイベントになったら良いなと思います。 

戦国軍団（武田信玄公）は全国的にも由緒あるお祭りですので、このままずっと継続して続け

ていただきたい。また、何か戦国時代を体験できるような催しものもあると、観光客も増え素

晴らしいものになると思います。 

昨年信玄公祭りに行きました。今年の祭りは残念ながら用事があった為に行きませんでしたが 

次回は行きたいと思いますが、祭り時には甲府駅前の大型デパートの後利用が大いに影響する

と思います？ 

見学者も体験できるようなイベントを増やすことと飲食ブースでもっと地元ならではのものを

出したり、それをゆとりを持って食べることができるスペースがあるといいと思います。 

 大月に住んでいるので、そもそも武田信玄に思い入れがありません。 

でも、こういうイベントは続けることに意味があると思うので、信玄公に関心のない人達も楽

しめるイベント(ワインや富士山、南アルプスなど）に纏わるイベントも同時に県内各地で催し
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て「YAMANSHI Fes」として展開するのもいいと思う。 

武者行列はもっと長い距離を希望します。そうすれば、数カ所に人は集中しない。 

山梨県でサポーターの多いヴァンフォーレ甲府との関連イベントなどがあればより多くの人の

来場が見込めるかもしれません。 

今はインターネットで開催情報があり、車で行く場合でも便利になっているとおもいます。 

また、甲州軍団出陣の様子を動画で配信しているのも、実際行きたいと思うので良いと思いま

す。 

甲府のイベントでしかない、県民全体の祭りと考えるなら、駐車場、宿泊等の環境整備が必要。 

甲府市内に集中させるだけでなく、隣接の市などにもイベント等を分散させたらどうでょうか。 

山梨といえば武田家である。引き続き継続して甲州軍団出陣を実施してください。 

今以上にテレビなどの宣伝を何か月も前からしてほしい。家族達とスケジュール合わせる為に。 

20年くらい前に1度だけ行ったのですが、とても寒かった記憶があります。 

もっと暖かい季節だと良かったなと記憶してます。 

ギネスにも載っている祭りなので、ぜひ発展させて頂きたい。 

毎回来たくなる様な趣向をその都度織り交ぜて欲しい。 

スリや犯罪は祭りを興ざめさせてしまうので、取り締まりは強化してもらいたい。 

毎年見学したいと思うが駐車場が無いことがネックになっているので当日は公共の施設の駐車

場を無料或は五百円程度で解放したら如何でしょうか。さらに、学校などのグランドなど広場

からシャトルバスを出すなども一考かと思います。 

山梨県民のほとんどが休日イオンへ行く。そこでのPRや、またはイオンでのイベント活動を行

い、信玄公祭りを周知する 

小売り業なので土日休日は基本仕事を行っておりイベント関連は観覧などしたことがほぼ無

い。 

上記の東山奈央さんは日常アニメ(難民アニメ)界隈では有名な方なので、口コミも期待できま

す。 

アニメファンはネットでの活力が大きいので、ネットによる拡散が期待できるのではないかと

思います。 

一度会社の関係で武者行列に参加させていただいたことがありますが、普段着ない甲冑を着て

楽しかったです。行列を見るだけではなく参加できるともっと盛り上がると思いました。 

甲府駅近郊で開催されるお祭りでは最大だと思います。人出も多く、甲府市在住の身とすると

参加に躊躇してしまう部分もありますが、地域イベントとしては応援しています。問10のイベ

ント一覧を見て、その多彩さに驚き、再認識いたしました。来年はスケジュールをチェックし、

参加したいと思います。 

山梨県の地理的な条件を生かした、都会に近い田舎の開発を考えてみたらと思います。 

小さい子連れだと、メインイベントを楽しむには時間が遅い。メインイベントの開始時間がも

う少し早ければ子連れでも出かけやすい。 

イベントがあり、人が集まることは良いことと思います。 

今後とも無理のない範囲で継続していければ良いイベントと考えています。 
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【問18】最後に県の観光施策全般について質問します。お住まいの地域に今以上の観光客

が訪れることについて、どう考えますか。 

 １ もっと来てほしい 

 ２ どちらかというと来てほしい 

 ３ 今くらいで良い 

４ もう少し減ってほしい 

５ これ以上来てほしくない 

 

 


