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平成２５年度 第１回（第１回）清水区区民懇話会会議録 

 

１ 日 時 平成 25年６月 19日（水） 18時 30分～20時 20分 

 

２ 場 所 市役所清水庁舎４階 特別会議室 

 

３ 出席者 〔委 員〕糟谷 祥道 委員（会長）、雨宮 令子 委員（副会長）、磯谷 千

代美 委員、 委員、小笠原 泰子 委員、坂本 理沙 委員、

杉本 智恵子 委員、スリヤ佐野ヨハンナ雪恵 委員、田辺 貴

一 委員、藤井 晃 委員、宮澤 裕樹 委員 

 

      〔事務局〕志田清水区長、廣瀬参与兼総務・防災課長、今井参事、洪主査、

深澤主査 

      〔関係課〕豊島主査 

 

４ 欠席者 なし 

       

 

５ 傍聴人 ０人 

 

６ 議 題 清水区の魅力を県内外に発信するにはどうすればいいのか 

 

７ 進行記録 

【事務局（今井）】 

本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。 

ただ今から、第１回清水区区民懇話会を開催します。それでは、始めに静岡市区民懇話

会設置要綱に基づき、第５期清水区区民懇話会委員の委嘱状交付を行います。 

清水区役所 志田浩政区長より委嘱を交付させていただきます。 

お名前をお呼びいたしますので、呼ばれた方はその場でご起立いただき、区長より委嘱

状をお受けください。 

 

≪区長より委嘱状交付≫ 

 

【事務局（今井）】 

 ただ今委嘱状を交付させていただきました、第５期の委員の皆様は、２年１期で活動し

ていただきますのでどうぞよろしくお願いします。 



2 

 

 続きまして清水区長志田より挨拶していただきます。 

【志田区長】 

あらためまして、こんばんは。清水区長の志田でございます。本日は、大変お忙しい中

お集まりいただきましてありがとうございます。第５期区民懇話会、第１回目の開催にあ

たりご挨拶をさせていただきたいと思います。 

ただ今委嘱状を交付させていただきましたが、委員の皆様には大変お忙しい中、第５期

清水区区民懇話会の委員をお引き受けいただきましてありがとうございました。今回のテ

ーマにふさわしい見識のある皆様にお集まりいただいたということで、大変心強く思って

います。区民懇話会は、平成 17年に静岡市が政令指定都市になった時から設置され、これ

まで４期の懇話会が実施されました。今回、第５期のテーマは「清水区の魅力を県内外に

発信するのはどうすればいいか」をテーマとしました。後ほど事務局からも説明がござい

ますが、これにつきましては、昨年行われました静岡版事業仕分け『静岡市市民評価会議』

で、各区が実施している魅力づくり事業が評価の対象となりました。結果は、改善・再構

築という評価をいただいたわけですが、評価の中で、清水区が行った魅力づくり事業につ

きましては、概ね委員の皆さまからは良い評価をいただいたと思っています。ただ、その

意見の中に三区の中でも多くの魅力を持っている清水区から、清水区の魅力を県内外に対

して発信することを考えてもらいたいという意見をいただいき、行政が行う情報発信の難

しさがわかりました。委員の皆様には魅力づくり事業だけにとどまらず清水区からいろい

ろな情報発信をする際に、幅広い年齢層に的確に情報が届くようなことを今回の区民懇話

会ではお願いしたいと思っています。様々な視点から活発なご意見を出していただきたい

と思います。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

【事務局（今井）】 

ありがとうございました。続きまして簡単で結構ですので、委員の皆様に自己紹介をし

ていただきたいと思います。 

 

【雨宮 委員】 

 興津で坐魚荘の管理とか子育て支援、今はあんこコンテストや朝鮮通信使をやりながら、

そういうことで、町おこしをしています。「おもてなしの心で町おこしを」をモットーにし

ている団体「ＡＹＵドリーム」の理事長をしている雨宮令子です。よろしくお願いします。 

 

【磯谷 委員】 

 磯谷千代美と申します。はじめまして。私は、区民公募という形で公募委員として参加

させていただきます。活動としては、ＮＰＯ法人のＮＰＯサポート清水という団体の理事

長をしています。ＮＰＯサポート清水は、静岡市の清水市民活動センターの指定管理者で
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す。葵区にも同じような施設がありますが、両方ともＮＰＯ法人や市民活動をやっている

方が利用できる施設です。今は 250 くらいの団体が利用登録され、場所として会議室を利

用したり、印刷のために利用するだけではなく、私どもは、法人のために講座を開催した

り、交流事業を開催したり、また、企業のＣＳＲの活動と繋いで、一緒に何かできないか

という時の橋渡し役などを行う施設です。よろしくお願いします。 

 

【小笠原 委員】 

 小笠原泰子です。よろしくお願いします。生まれも育ちも駒越です。浜風に吹かれまし

てこのように色黒く育っておりますけれども、これから２年間よろしくお願いします。 

 

【糟谷 委員】 

 清水区連合自治会の代表として、この懇話会に参加させていただいた糟谷祥道といいま

す。由比は、最後に静岡市になったところで５年が経ちまして、一生懸命静岡市民として、

清水区の発展のために頑張っていきたいと思います。 

 

【坂本 委員】 

 東海大学海洋学部から来ました坂本理沙と申します。私は、出身は山梨で大学に入って

から清水に引っ越しました。外からみて清水って何だろうとか、清水ってどんなところか

なってもう一度考えてみて、当然山梨県にはないものがたくさんあって、山梨県の方から

清水ってどんな所なのって聞かれますが、そういう点で思うところもありましたので、庶

民的な意見を出させていただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 

【杉本 委員】 

 杉本智恵子と申します。ちびまる子ちゃんの作者、さくらももこさんの母校入江小学校

にＰＴＡ事務として勤務しております。清水には通算 30年以上住んでおりまして愛着があ

ります。ぜひ、この機会に清水区の魅力を伝えられるように頑張っていきたいと思います。

２年間よろしくお願いします。 

 

【スリヤ 委員】 

 スリヤ佐野ヨハンナ雪恵です。名前の説明からしたいと思います。フィンランド人の宣

教師の両親のもと、京都で生まれ、滋賀県大津市で育ちました。子供の頃、３回ほどフィ

ンランドに行きましたが、その時に日本の紹介をさせていただきました。中学生までは、

日本フィンランド学校に通い高校はアメリカの高校へ行きました。18 歳になった時に家族

でオーストラリアへ移住しました。国籍は、フィンランドとオーストラリアの２つあって、

日本の永住権を持ってます。20 年前に宣教師として来日し、清水出身の主人と結婚しまし

た。私は、三女ですが両親がずっと日本で働いていた関係で、スリヤという名前を残した
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いということで、スリヤという名前を残し、主人の苗字の佐野と複合性を持たせてスリヤ

佐野としました。ヨハンナはフィンランドでの名前ですが、日本で生まれ育ちましたので

雪恵という名前を両親がつけてくれました。フィンランド語を話すときはヨハンナ、日本

語を話すときは雪恵と使い分けていました。４年前に主人の実家がある清水に移り住みま

した。西口の再開発をきっかけに清水に移り住み、西口で清水シティチャーチルという教

会を開いています。国際交流で英語の教師や、フィンランドの国際交流や講演会をさせて

いただいています。よろしくお願いします。 

 

【田辺 委員】 

 静岡新聞の清水支局に３月から勤めている田辺貴一と申します。出身は、葵区の新間と

いうところになります。小学３年生から駿河区の下川原という用宗港のすぐ横に学校があ

るところに引っ越しました。今、この仕事が 22年目ですが前任地が沼津で、その前が焼津

ということで港まちが３つ続いたなということで、それぞれ港町といっても清水は清水の

印象は違いますし、３月に赴任してまだ３ヶ月しか経っていません。今回のテーマが区の

魅力の発信ということで、中身は僕の仕事にも通じてくるかなと思って、非常に関心を持

って臨みたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【藤井 委員】 

 藤井と申します。このメンバーの中では一番私が歳かなと思いながらも、私は一般公募

で受けさせてもらいました。山口県の岩国市の出身で、学校は九州の学校に行きましたが、

就職と同時に清水に来ました。兄が当時静岡県庁に勤めていましたので、富士山はいいぞ

とか、いろいろ静岡・清水の魅力を説かれて、全国各地に工場がある企業に就職しました

が、清水を希望し配属されずっと清水に住んでいます。今回、静岡気分で清水区で清水区

の魅力を伝えるためにはということで委員の募集がありましたので、私が清水に来た当時

の思いがこの会で活かせるのではないかということで応募したしだいです。   

今、私は、竜南地区の自治会長をやっています。高部地区の連合自治会の副会長も兼務

しています。いろいろな意見を言うかもしれませんがご了承ください。 

 

【宮澤 委員】 

 私は、日本平観光組合の組合長を勤めている宮澤と申します。会社自体は日本平ホテル

に勤務していまして、住まいは榛原郡吉田町から通っていまして、１日車で大体 100 ㎞走

ります。売れないタクシードライバーよりもたくさん走っていると思いますけど。日本平

観光組合そのものは、私ども日本平ホテルとゴルフ場、久能山東照宮、ロープウェイ、ド

ライブイン、お狩場焼きという店もありますが、業種・業態、ターゲットが違いますが、

日本平山頂で生業をしている運命共同体いという点では日本平活性化という点では同じ方

向を向くようにしています。実際、私は父が長野県の諏訪湖の近くの出身で、母が新潟県
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の出身、小さい頃に藤枝に引っ越してきまして、静岡で育ちました。日本平に勤めて 17年

になりますけど、半分清水の立場も解りますけど、半分は市外から雪国からという点で話

し合っていければ楽しい雰囲気になるかなと思います。今回女性が多くて楽しい雰囲気に

なると思いますのでよろしくお願いします。 

 

【事務局（今井）】 

ありがとうございました。今回の懇話会の事務局の紹介をさせていただきます。 

 

【事務局（廣瀬）】 

 清水区地域総務課で課長を勤めさせていただいております廣瀬と申します。今の立場で 4

年目を迎えております。よろしくお願いします。 

 

【事務局（洪）】 

 清水区地域総務課総務担当の洪と申します。今年の４月に他課より異動してきました、

よろしくお願いします。 

 

【事務局（深澤）】 

 清水区地域総務課総務担当深澤と申します。この課で３年目になりますが第４期の懇話

会も担当させていただきました。今期もよろしくお願いします。 

 

【事務局（今井）】 

 本日、進行役を務めさせていただいております地域総務課参事の今井と申します。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

【事務局（廣瀬）】 

 今日は、第１回目ということもありまして各区に区民懇話会というものがありまして、

その取りまとめ課として区政課というものがあります。そちらの職員で豊島と申します。 

 

【豊島主査】 

 よろしくお願いします。 

 

【事務局（今井）】 

 このメンバーで皆さんと進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 区長につきましては、他の公務がありますので退席させていただきます。 
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【事務局（今井）】 

 遅くなりましたが、本日皆様の手元にあります懇話会の資料を確認させてください。４

枚ありますが、１つは今回の次第、第５期区民懇話会委員の名簿、資料として、静岡市区

民懇話会設置要綱、事務局の担当者名簿をつけさせていただきました。 

 今回の区民懇話会の概要につきまして廣瀬参与兼地域総務課長より説明させていただき

ます。 

 

【事務局（廣瀬）】 

 それでは、先ほど区長の挨拶にもありましたが重複する点もあるかもしれませんがよろ

しくお願いします。区民懇話会がどういうものかということで、区長の挨拶の中で平成１

７年４月に静岡市が政令指定都市となったと同時に葵区、駿河区、清水区に区民懇話会が

設置されました。お手元にある、区民懇話会設置要綱をご覧いただきたいと思います。第

２条の所掌事務という所に５点ほどあります。地域の諸問題に関すること、区に魅力づく

りに関すること、区民交流の促進に関すること、区の特性を活かしたまちづくりに関する

こと、前各号に定めるもののほか、その他区における施策に関することの５項目について

審議していただいて、最終的には区長に提出していただくことになります。特に（２）区

の魅力づくり事業に関することという点で、区民の意識の醸成や区の魅力を高めるなどの

イメージを図るなどの清水区独自の提言をいただきたいなと思っております。今回、第５

期ということになりますが、審議テーマが第１期（平成１７・１８年）は「地域づくりは

人づくり、足もとから手もとから清水から」で進めさせていただきました、第２期（平成

１９・２０年）は、「清水区の特性を活かしたまちづくり（港・花・スポーツ・文化）」で

提言をいただきました、第３期（平成２１・２２年）は、「食を活かして地域の誇りと笑顔

をつないでいこう！自然をもっと身近に感じられるまちに」とういうことで提言させてい

ただき、直近であります第４期（平成２３・２４年）は、「安全・安心なまちづくり」とい

うテーマを防災・防犯の視点から提言をいただき区長の方に提言書を提出していただきま

した。 

 これらにつきましては、皆様に提言書をお渡してあると思いますのでご確認をお願いし

ます。 

 第１期から第４期の提言の中で実現された一例もあるわけですが、その一例としまして、

清水駅乗降口の愛称設定事業というものを実施させていただきました。東口・西口という

呼称で読んでいましたが、区民懇話会の提言の中から地域に合った名称に変更したらどう

かという提言があり、ＪＲ清水駅と協議した結果、東口がみなと口、西口が江尻口という

名称に変更されました。区民懇話会の提言としまして、中・長期的な提言もあれば、来年

度実施できる提言もあります。中期、長期とこだわらない意見をいただきたいと思います

ので、そのへんをこだわらないでいただきたいと思います。第５期の皆様の任期は２年と
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いうことで平成２５年度、２６年度とお願いしたいと思います。年間の開催は５回～６回、

今日のように平日の夜間に開催を予定しております。皆様方から提言いただいた提言内容

につきましては、区の魅力づくり事業や区政全般に反映していきたいと思いますので、ま

た、２年という長期にわたりますので、皆様の活発な意見をいただきたいと事務局として

は考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

【事務局（今井）】 

 それでは、スケジュールにつきまして深澤主査より説明させていただきます。 

 

【事務局（深澤）】 

 第５期区民懇話会の委員の皆様には２年１期で活動していただきます。来年の８月に清

水区長に提言書を提出していただきます。平成２５年度、２６年度と委員の皆様にお集ま

りいただき、このような形で懇話会を開催していきますが、今回は事前に事務局から開催

通知とともに送付させていただいた付箋に意見を書いていただき、模造紙に貼っていただ

く作業をします。それをもとに、２回目に向け事務局で皆様からいただいた意見をグルー

プ分けさせていただきます。また、今まで清水区魅力づくり事業で行った活動のＰＲ方法

を資料として作らせていただきます。その２つを見比べていただき、皆様から意見をいた

だければありがたいなと思います。年末から年明けにかけて提言書の素案作りをしていき

ます。内容としまして、具体的事業提案としてどういった活動をしていけばいいのかを皆

様に考えていただくようになります。提言書の素案が固まりましたら、皆様と事務局で内

容を精査しまして、来年８月に清水区長に提出する提言書が完成する形になります。提言

書は来年８月に提出しますが、最後に皆様にお集まりいただいて提言書を提出後から最後

の区民懇話会が開催されるまでの間に、事務局が関係課に提言書を持って伺います。そこ

で、実施できるものか、すでに実施済のものなのかの回答をいただいて、皆様へ報告する

ことになります。このような流れで、今年度、来年度進めさせていただきますのでよろし

くお願いします。 

 

【事務局（廣瀬）】 

 ただ今のスケジュールについて１点だけ補足をさせていただきます。なぜ、来年の８月

に提言書を提出するのかということですが、各局、各課が提言の内容を見ましてこの内容

なら来年度反映できるという内容のものであれば、来年度予算へ反映しなければならない

ものなので、予算要望に間に合うのが８月ということの意味あいでございます。 

 

【事務局（今井）】 

 事務局から懇話会の趣旨、スケジュールについて説明がありましたが、聞いておきたい

こと、質問などはありますか。わからないときは、その都度こちらで回答させていただき
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ますので、よろしくお願いします。 

 それでは、会長・副会長の選出に移りたいと思います。設置要綱第５条に基づきまして、

会長、副会長の選出方法が書いてありまして、規定によりますと、選出方法は、委員の皆

様の互選によるものとなっておりますので、先ほど自己紹介していただきまして、まだ、

今日全く初顔合わせていうこともありますけど、会長・副会長を選出していただかなくて

はなりませんので、ご意見等がございましたら聞きたいなと思いますが。 

 

【藤井 委員】 

 基本的には事務局にお任せということでいいのではないでしょうか。 

 

【事務局（今井）】 

 それで、よろしいでしょうか。 

 

【藤井 委員】 

 お互いに知りませんし、特にまたいろいろな職種の方がいますので、そのへんを考えて

決めていただければいいと思います。 

 

【事務局（今井）】 

 ただ今、事務局からというお話がありましたが、よろしいですか。それでは、名簿の方

を見ていただきたいですが、これまで第４期まで活動をしてきましたが、自治会からの団

体推薦で役員をされている方が出てきてくれています。連合自治会になりますと地域の皆

様と広く接している団体となります。また、これまでも連合自治会選出の委員の方に会長

を務めていただいておりましたので、こちらとしましてはよろしければ、糟谷委員に会長

になっていただければと思っております。いかがでしょうか。よろしければ拍手をしても

らえますでしょうか。 

≪一堂拍手≫ 

 

【事務局（今井）】 

 ありがとうございます。それでは糟谷委員に会長ということでお願いします。副会長で

すが、こちらも互選ということですがどうしましょうか。 

 

【田辺 委員】 

 会長さんがやりやすい組織でやっていくという組織が一番いいと思いますので、糟谷さ

んが指名なり意見を言っていただいたらと思います。 

 

【糟谷 会長】 
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初めてお会いする方が多い中で、よろしければいろいろな場面で活躍されている雨宮さ

んにお願いしたいと思いますが、皆さんどうでしょうか。 

 

【事務局（今井）】 

 よろしければ、拍手をお願いします。 

≪一同拍手≫ 

 それでは、副会長は雨宮さんになっていただくということでよろしくお願いします。 

 ただ今、会長、副会長が決まりましたので会長、副会長の席を設けますので席の移動を

お願いします。 

 会長、副会長から一言ずつお願いします。 

 

【糟谷 会長】 

 とてもこのような大役を引き受けるような器ではございませんけど、自治会で魅力づく

り、まちづくりを進める中で、少しでもお役に立てればと思いお引き受けしました。ぜひ、

皆さんもいろいろな考えをお持ちだと思いますので、これからきたんのないご意見をいた

だいて、提言書にまとめていきたいと思います。 

今回、清水区の魅力を県内外に発信するにはどうすればいいかをテーマに進めていきま

すが、第４期をのぞいた過去３期の提言はすべて繋がっているような中身じゃないかなと

感じています。今までの提言書の中身を踏まえながら、全国に清水を売り込んでいくには

どうすればいいかを考えたていきたいと思います。売り込んでいくためには当然、地域の

良さをＰＲしていかないといけないと思いますのでよろしくお願いします。特に、政令市

になって 10年目ということですので、そういう意味も含めてさらに地域の発展に繋がる提

言書にまとめていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【雨宮 副会長】 

 副会長をやらせていただく雨宮です。興津でまちづくりをしている団体なので、まちづ

くりの基本の興津ラブ、清水ラブです。うちのメンバーは全員清水ラブなので、それだけ

で、ここにいる資格が少しはあるのではないかなと思います。あとのことはできなくても、

地元が大好きで、地元にずっと住んでいますので、それだけのことで女性として一言言わ

せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

【事務局（今井）】 

 ありがとうございました。それでは審議に入っていきます。要綱の第５条第４項により

まして、会長が懇話会の議長になることとなっていますので、ここから先の進行は会長に

委ねたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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【糟谷 会長】 

それでは、議事を進めさせていただきますのでよろしくお願いします。今回のテーマが

「清水区の魅力を伝えるに」ということで応募された方、団体の代表として参画された方

だと思いますので、このテーマに沿っていろいろな意見を進めていきたいと思います。こ

のテーマを設定した理由を事務局から説明していただきたいと思います。 

 

【事務局（今井）】 

先ほど区長から説明もありましたが、今年の１月に静岡市事務事業市民評価会議、いわ

ゆる事業仕分けを行いました。区役所は、住民の方々の窓口業務がほとんどですから、事

業仕分けにあがるものではありませんが、一つだけ魅力づくり事業として事業を展開して

いるものがあります。これは、予算でいいますと９５０万円の予算がついております。先

ほど廣瀬の方から説明がありましたが、この懇話会で提案された内容をもとに魅力づくり

事業を構築するということもやっています。その魅力づくり事業が事業仕分けの対象とな

りまして５人に委員の方に仕分けをされ、評価としましては再構築という評価を受けまし

た。これは、この事業の内容を委員の皆様に説明して評価を受けたわけですが、清水区に

は全国の中でもポテンシャルの高い観光資源がたくさんあるのにもかかわらず、市内、市

外、県外に認知されていないので、その点の方法なり手段を検討してくださいと。それに

よって、事業を再構築した中で進めていってはどうですかという評価の結果をいただきま

した。それについては、今回懇話会が始まるということで、指摘を受けた情報発信という

部分についてみなさんにいろいろな意見を出していただいた中でやっていただき、その意

見を事業にフィードバックするということもありまして、今回のテーマとして決めさせて

もらいました。これまで、第１期から第３期の懇話会につきましては、テーマを決めずに

入ってきまして、テーマを決めるだけで、２、３回を要してしまいました。第４期は事前

にテーマを決めさせてもらってから審議に入りスムーズに進みましたので、今回も同様の

方法を取らせていただきました。 

 

【糟谷 会長】 

テーマ設定について質問があれば、いかがでしょうか。 

事前に、「清水区の魅力」と「魅力の発信方法」について付箋に書いていただいたと思い

ます。いろいろな意見が重なると思いますが、順番に皆さんの意見を聞かせてもらえれば

と思います。 

 

【雨宮 委員】 

 どこの部分を自分の中で魅力として捉えるかがありまして。私は清水が大好きなんです

けど、人間性とか人情っぽいところとかいろいろありますけど、それでは魅力にならない
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ので、普段は観光・まちづくりをしているので、富士山のビューポイントや食などを考え

てきましたが、それをどう発信するかはまとまらなかった。一番最初に清水の魅力という

ことでみんなに聞いてみたんですけど、無いとかって言われて終わってしまいました。考

えられないんですよね。特別抜きん出ているものがないということと、意識しないで、大

切な町並であるとか景観であるとか富士山もそうですけど、毎日見ていて他からは羨まし

がられるのに、清水の人には何の思いも無いというところがさみしいのかなと思いました。

景観としては、日本平があり、三保松原があり、それから蒲原、由比の古い街並みがあり、

それからウォーキングのさった峠があって、ナンバーワンのウォーキングコースですがた

だ歩いている人の姿だけを見ているだけです。由比には感心させられますが、桜えびであ

んな盛り上がることができたり、いろいろな町おこしに感心させられます。自分たちはあ

んこで町おこしをしようと思って７年も活動をしていますが、誰も意識を持ってもらえな

いので、なかなか難しいものがある。あんこコンテストと言っても、やっと興津のあんこ

と言われるようになったのですが、さみしいことに清水で上手くいったら話にのるよとい

う程度なので、一所懸命がんばっていますが、その形が成果にあらわれない。ＰＲの方法

で吊り革とかありましたが、乗ったら乗客の方はすぐ携帯を見て、ＪＲのアナウンスも携

帯を見ないで歩かないでくださいと言うアナウンスをしているくらいです。いろいろな形

で発信するには、私が心掛けていることは主婦なので、お茶・黒はんぺん・桜えび、何か

と言うと自分が好きなもの地元の物、買い物するならご近所と一緒ということを心掛けて

います。 

 

【藤井 委員】 

 今言われたことは、だいたい清水出身なのでわかっていると思います。そして、第１期

～３期までの提言書の中に書いてあります。これを１回読んでこられた方は、その内容を

そこにあげるだけで充分だと思う。いかに発信していくかという点。魅力については景色

と食べ物に尽きる。これは第１期から第３期の提言書に書いてある。それを発信していく

にはどうするかということが欠けていることだと思います。そのへんを主体で述べた方が

いいと思いますがどうですか。 

 

【糟谷 会長】 

 結論は、そういう方向に進めていくことになると思います。まずは、一人一人の方が、

どういう考えを持っているか、まずはお聞きいただいてこれからまとめていきたいなと思

います。 

 

【坂本 委員】 

 私は山梨県から清水に引っ越してきましたが、一番の清水の魅力は海があって海鮮丼が

食べれることだと思います。山梨の地元の友達に聞いても、静岡のどこに住んでいるのと
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聞かれて、清水って答えて、何があるのと聞かれます。伊豆なら海鮮丼が食べれるし、観

光名所もたくさんあるけど、清水は、伊豆に比べて海鮮丼が安く食べれて、観光名所もあ

るけど、伊豆に比べたらお金もかからないで楽しめる身近なところだと思っています。実

際、清水に自分が来たり、友達が来たりして思ったことですが、交通の便が悪くて車が無

いとどこにも行けないと感じました。しずてつジャストラインとかもありますが、観光客

の方が乗るような身近なバスではないので、せっかく来ても交通の便が悪いので三保松原

にもなかなか行けない。京都とかならバスが充実していて観光地に行けるのですが、清水

独自の交通のシステムを考えて欲しい。例えば、自転車を貸すようなコーナーを設けると

か、お年寄りだけはどこのお店に行くなら、車で送りますよというような清水独自の交通

のシステムを作る必要があると思います。清水は海があって、海鮮丼もありますが、例え

ば海鮮丼を食べたことない県外の人が、海鮮丼を食べたいなと思って、最初にやるのはイ

ンターネットで調べることだと思います。静岡・海・海鮮丼で調べるとまず、沼津とか伊

豆が出てくると思います。その画面に清水が出てインターネット上でアピールできるよう

なシステムを作る必要があると思います。さらに、海鮮丼を食べたいにしても、河岸の市

の海鮮丼のホームページって口コミサイトがすぐに開ける状態で、これがあるんですよと

か、こういうものが食べれるんですよという情報が伝わってこない。友達がどんなものが

あるのと聞いてくきますが、私が説明しないと行く気にならないので、もう少しインター

ネットを充実させる必要があると思いました。 

 

【小笠原 委員】 

 温暖な気候と日照時間が日本一長い清水は明るいイメージに満ちていますし、又、私も

ボランティア歴４７年になりますが、地域福祉への民間活力が盛んで義理人情に厚いとい

った清水が大好き人間です。生まれも育ちも駒越ですが、高校２年、３年の２年を父の転

勤で埼玉で過ごしました。初めて清水を離れることになって、自分の中ではものすごく有

名な清水が、それ程までにも有名でないことを知りカルチャーショックを受けました。新

しい街の人に「どこから来たの」と聞かれ「清水から」と答えると「えっ、何県なの？」

と聞き直されました。そこで、「次郎長で有名な清水から来た」にしてみると「あっ静岡の

ね」と返ってきました。次郎長がことのほか有名であったことになる程と思ったものです。

“清水のおちょうさん”のあだ名をつけられて、お陰様で新しい学校にもすぐになじむこ

とができたという思い出があります。次郎長様々でした。 

 “お茶、みかん、石垣いちごに次郎長さん、枝豆、サッカー、寿司にバラ、三保松原、

東照宮、日本平に富士の山、清水みなとは日本一” 

これは私流の清水名物ですが、こうしたフレーズを合言葉として普及させるのも良いので

は思います。 

 それと、ここ２０年来、小学５年生の読みきかせボランティアでは「天女と羽衣」を選

んでいるのですが、ほとんどの児童が、この伝説を知らなかったと答えます。少しびっく
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りしていますが、三保街道の交通の充実と併せて、この羽衣伝説をもっと売り物にしたい

と思います。今、全国に滋賀、京都、千葉、鳥取、大阪、沖縄にもあるそうですが、ここ

三保を日本一に位置づけられればと思います。清水区を故郷に育つ人々が皆、親から子へ、

教師から生徒へ、経験者から未経験者へ共通の伝説が簡単な言葉で語りつがれ、一つでも

そうしたものを持っていれば、自分の育った故郷の魅力を伝えることに必ず役に立つと思

います。 

 区民一人ひとりが観光大使だという意識づくりの教育も必要かと思います。 

 

【磯谷 委員】 

 富士山の見えるスポットが多い。今話題ですから、前センターで富士山の見えるスポッ

トの地図を作ったこともありますが、写真コンテストであれ、三保松原だけでなくスポッ

トをマップすることで売り込めるのではないかなと思います。清水の歴史あるスポット、

町並み、蒲原や由比もそうですし、私が仕事をしている港町の界隈は次郎長ゆかりの施設

もそうですけど、港の歴史ということで非常に蔵が多くて蔵の活用でまちづくりを考えて

いる人達もいますし、そういうことを含めた清水の歴史のスポット。港をもうちょっとう

まく発信できないかなと。ウォーターフロントの再開発は市でもいろいろな再開発の計画

が出されていますけど、それに連動しながら情報発信をしていく必要があると思います。

清水は、祭りが熱い。みなと祭りもそうですけど、市民参加のお祭り、歴史ある神社のお

祭りがあちこちでたくさんありますので、清水の神社のお祭りというだけで大きな情報量

となると思います。 

魅力の伝え方で、市と三区に分かれていますけど、市民向けなのか外向けなのか両方混

在しているので、市のホームページは市民の暮らしに関する情報の一通りで、区のホーム

ページは外向けの単独情報をまとめてほしいなと思います。区のホームページから入って

食べ物を検索すると市全体の食べ物が出るとおかしいんじゃないかなと思って。清水区の

ホームページを工夫されたらいいんじゃないかなと思いました。ちなみに駿河区のホーム

ページは区長のメッセージがるので、そういうのを入れたら身近に感じられるので入れて

くれたらなと思いました。 

それから、事前に配布された市民へのアンケートの結果で、静岡気分で情報を得ること

が多いんですけど、若い人はインターネットであることと、外に発信するのであれば、パ

ンフレットを作って配るだけでなくインターネットの活用も必要だと思います。市がフェ

イスブックページを作りましたけど、区もフェイスブックページを作って、ホームページ

を見るよりもフェイスブックだと思いますので、アカウントを取っていろいろな人が情報

をプラスアルファして双方向で情報発信もできると思いますので、フェイスブックを活用

してほしいと思います。アンケートの結果で、静岡気分で全世帯にいき渡ってないという

意見があったので、それもついでに言っておきたいと思います。 
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【宮澤 委員】 

 いろいろな意見が出てまして、私も客観的な意見としまして港を持っていることが強み

かなと思います。サンフランシスコにしてもモナコにしても観光地、客船が来るとなると

何となくワクワク感、ドキドキ感がある。単なる貿易港、漁港だけでなく外への玄関口と

いうことで魅力もあります。やはり歴史感。東照宮自体が４００年、大和武尊伝説とか、

羽衣伝説まで含めると日本書紀まで遡れるのかなと。ただ、学校教育の学術的な教育では

なくて、トランスレーションしてあげて現代的に物語を作るというのが一番大事じゃない

かなと思います。私がよくお客様に言うのは、富士山は３、７７６ｍで一番高い山ですけ

ど、駿河湾は２、５００ｍ以上ありますよと。富士山の綺麗な雪解けの豊潤な水が深海に

流れ込むから、桜えびはここでしか獲れないんですよと言うと、そこで初めて聞いたこと

の驚きや、桜えびの味というものも自然が育んだという点では、先ほど小笠原さんから話

が合った日照時間の長さゆえにこうですよという点が発信作業では一番重要なのかなと思

います。一番効果があるのは、利害関係のない人が来て、フェイスブックなどで発信する

ことが一番効果がある。観光客や観光以外で来た人が、携帯やカメラで写真をたくさん撮

ってフェイスブックに何枚も投稿するような仕掛けをどれだけ作るかという点が今後の魅

力発信に繋がっていくのかなと思います。よくお客様に言われるのが、地元の人はあまり

気が付かないのかもしれませんが、区民性として非常に穏やかにしゃべるそうです。海外

に対しては、ちびまる子ちゃん、さくらももこさんの作品が東南アジアで人気があるとい

うのは、現代社会ではなくなった家族、家族愛とか隣近所との関係とか昔ながらの繋がり

という点が儒教発想に受けていると思いますので、そういうものをもう少しクローズアッ

プしても面白いのではないかなと思います。 

 

【藤井 委員】 

だいたい出てきているんですけど、今年富士山が世界遺産に登録されるということです

けど、富士山の魅力を最前線にだして、それに他を巻き込んで清水のＰＲをもっとできる

んじゃないかなと思います。三保松原から見る富士山も魅力の一つになると思います。日

本平からの景色。いちごとみかん。食べ物の中でも清水の魅力の一つに入るんじゃないか

なと。お茶がありますから、いちごとみかんも加えておけたらと思います。インターネッ

トの配信は絶対必要だと思いますけど、区役所からただ情報を発信するだけではなく頻度

や目新しさを追加しながら、１回発信したらそのうち見てくれるだろうではなくて、更新

の回数も多くしないといけない。市外へ情報を積極的に流す。電車内の広告を見ない方も

多いと思いますが、満員電車だけでやるのは大変ですが、情報手段としてＪＲの車内広告

も含めて全国の私鉄、バスに対しても広告を出す。これは、しつこいくらい情報を繰り返

していくことが必要な事じゃないかなと思う。魅力を伝えるやり方として、まずは内から

ということで、これからの担い手である小学生、中学生に学校やＰＴＡをからめて魅力を
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伝えていくことと、自治会も協力してくれると思いますので、強制的でもいいので協力し

てもらって内からの情報発信をはかる。清水出身の有名人の方をからめてイベントをやる

ことで清水の魅力を発信する。いちご狩りやみかん狩り、お茶摘みなどを通じて実際に体

験ができるという情報を与える。繰り返し、しつこいくらい情報を発信することが必要だ

と思います。 

 

【田辺 委員】 

魅力については皆さんがおっしゃっていただいた以上のものはありません。清水港の関

係と清水の農産物、お茶、柑橘、日本平からの眺望というものを考えていました。情報発

信については、いろいろ意見が出ていましたけど、実際にやってきたことだと思います。

清水のまちに来た人たちが、ただの観光ツアー以上に深くかかわっていく仕掛けというも

のが必要だと思います。清水港の周りは、造船、鉄鋼、物流、観光施設があったりします。

普段は、なかなか大きな造船所の中とか入ることはできませんが、何かしら地元の産業に

ふれることができるミニツアーみたいなものをインターネットを見てきた人たちに提供し

てあげて体感できる仕掛けができたらと。清水じゃなければできないことをしたらどうか

なと思いました。来訪者だけではなく、誰もが立ち寄れるところ。清水に来てまだ３ヶ月

ですが、一般の商店街のお店ってどこがどういうお店かわからないもので、行きにくいで

すよね。どうしても、夜が遅いということもあって、大型店舗に行ってしまって、地元に

お金を落としていないなと思ってます。やっぱり、商店街のお店で馴染みな店ができると

行くだけでも楽しいですよね。そういう部分も１日限りで来てくれたお客さんにも気軽に

訪ねてもらえるような仕掛けをインターネットと並行で行っていけば口コミで良さが広が

っていく部分があるんじゃないのかなと思いました。 

 

【スリヤ 委員】 

外国人の目線から意見を述べさせてもらいます。清水出身のサッカー選手を活用する。

日本少年サッカーの発祥の地という誇りを持つことと、その情報を発信すること。富士山、

三保松原、日本平は清水の自然の美しさ、日本的な美しさだなと思います。海外から見て

もそこに、日本的な美しさがあると思います。清水は日本の中心、東海道の中心、世界と

結ぶ清水港がある。清水港から日本茶を世界に輸出、次郎長が英語塾を始めたということ

で世界と繋がっている。江戸から京都へ海路を使って荷物を運んだところの中心。静岡お

でんのことを言われていますが、清水には清水おでんがあると思います。主人の実家は清

水のおでんの味をずっと守ってきて、主人の母親は清水の味があると言っていた。追分羊

羹、しらす、いちご、みかん、お茶、まぐろが清水の味かなと思います。清水のまちの魅

力は、清水エスパルスのまち、ちびまる子ちゃんのまち、清水次郎長のまち。どのように

情報を発信するかですが、ちびまる子ちゃんの古き良き日本、昭和、家族の暖かさ、学校

での思い出をもっと海外のテレビで放送できたらと思います。ちびまる子ちゃんや、次郎
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長のグッズをもっとたくさん作って、駅のキオスクには売ってないので、どこでも買える

ようにしてもらいたい。清水のテーマカラーのブルーとオレンジを徹底して使ってほしい

です。静岡との違いで清水の色をはっきり出してほしいです。フェイスブックやホームペ

ージで世界の人が読めるように発信していただきたい。海外にも通用する名称をつけてい

ただきたい。みなと口、江尻口は清水の人にとって見たら素敵な名前ですけど、海外の人

には全く通用しないので、マリンゲート、シティーゲートなどの名称が必要だと思います。

いろいろな通称がついていますが、外国人には通用しないし、笑われてしまう。英語のつ

もりで書いているのに英語ではないので、何を言おうとしているかわからないものが多い

ので、そういうことがないようにしていただきたい。ＪＲ清水駅前にタンクがあって海が

見えない。できるかどうかわかりませんが、タンクを取り除いてその跡地にサッカー場や

ショッピングモールのようなアミューズメント施設を作ればたくさんの人が訪れると思う。 

 

【杉本 委員】 

日本平に車で夜景を見に行ったり、子どもを連れて遊びに行ったりして日本平はとても

好きな場所ですけど、年々さびれていくのがすごくさみしい。少しずつ整備もされている

と思いますが、雑然とした感じがしたり、掲示板もわかりにくい。夜景も昔は綺麗だった

が、父が足を運んだ時に、あの辺が真っ暗で何もわからないと言っていた。レストランや

お土産屋も５時で閉まってしまい、観光客が展望台にあがって行くにしてもどうのように

いけばいいのかわからなくなってしまっているのではないのかなと思う。せっかくの場所

なので、もっと整備して夜景のスポットにすればたくさんの人が訪れるのではないかなと

思う。日本平にレストランやカフェ、身近に泊まれる安い民宿、ペンションを建てればド

ライブやツーリングに来た人が泊まれて観光客も増えるのかなと思う。静鉄電車の駅から

ロープウェイで山頂まで繋いでアクセスを良くすれば、静鉄からそのまま日本平に泊まれ

るというのがでるので、すごくいいビューポイントになるんじゃないかなと思いました。

日本平の高さと夜景で有名な函館山の高さもほとんど変わらなかったので、物理的にはで

きるのかなと思いました。それを利用する人がいないといけないし、予算的にも問題もあ

ると思いますが。先ほど出ました、キャッチフレーズのことですが、安曇野に行った時に

キャッチフレーズとして“心が乾いたら安曇野へ”という言葉があってすごい心に残った。

清水のキャッチフレーズが今何かあるかと思えば、浮かばないんですけど、キャッチフレ

ーズを募集するなり何なりして、清水の魅力をＰＲすることができれば、それが何にでも

使えるので、いいのではないかなと感じた。インターネットで静岡の観光案内を見てもい

ろいろなところへリンクされていない。清水区の魅力を伝えるホームページもあると思う

ので、わざわざ作らなくてもリンクさせれば、そのまま情報も広がっていくのでいいのか

なと思いました。レンタサイクルの情報が、あまり伝わってないのでホームページをもう

少し上手に使ったらどうかなと思う。観光案内所の場所を、懇話会の委員になるまで知ら

なかった。古い情報を載せてあったりするので、新しい情報に載せ替えていくなりしてい
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った方がいい。表に大きな看板がないので、目立たない感じがする。どこからでもわかる

方向に看板を設置したらどうか。また、清水に何も情報を持たずに来ても駅に観光案内の

パンフレットやマップを配置して観光地を巡れる体制を作ってアピールしたらどうか。 

 

【糟谷 会長】 

皆様から意見をいただいた内容とほとんど大きな違いはありませんが、日本平、三保、

久能山東照宮を含めた活用は大事じゃないかなと思います。先日、三保松原が世界遺産か

ら除外されるかもしれないという勧告を受けてから慌てて海岸清掃をして、３、０００人

の方が集まりましたが、もっと早くにやるべきではないかなと思いました。魅力を上手に

発信していくのは大事じゃないかなと思います。魅力をどういうふうに発信していくかが

これからが議論の材料になるんじゃないかなと思います。皆様から意見が出ていなかった

内容で、第二東名が開通して、インターチェンジができたので海側だけの情報発信が表に

出ていますけど、山側の魅力も洗い出して第二東名のインターを活用したお客さんを呼ぶ

ようなものを考えた方がいいのではないかなと思う。興津川の奥の方にもいいところはた

くさんあるので。 

昼間来てその日のうちに帰ってしまうと来て終わりになるので、日本平の素晴らしい景

色、素晴らしいホテルに泊まっていただいて楽しんでもらう。清水は、昼間は楽しめると

ころがありますが、夜楽しめる場所が少ない。お店の中に人はたくさんいるけど、外に出

ると人がいないので、夜散策できる場所が必要。交通の便の悪さですけど、旧清水港線の

跡地が全く無駄に捨てられているような気がしますので、ああいうところを活用して、整

備して外から来てもらえるように考えていかないといけない。 

静岡市には二峠六宿あって、特に清水区にはさった峠、蒲原・由比・興津・江尻と宿が

あってその中に歴史的良さがたくさんあって、そういうものを含めたＰＲの仕方が大事じ

ゃないかなと思います。桜えび祭りには６万人の方が訪れて、今日も由比の漁港のかき揚

げ屋では行列になっていました。よそから来てもらうには、観るものと食べるものがない

と人は来ないと思う。たまたま、由比には桜えびがあって人が来てくれます、二峠六宿の

さった峠でのウォーキングには４、０００人くらいの方が訪れますが、歩くだけで帰って

しまうので、ただ歩いて帰るだけでなく物を買ってもらうためにも、イベントと併せて開

催して人を呼び込むことも大事かなと思う。 

観光マップがしっかり整備されていない気がする。何でもかんでも取り入れた観光マッ

プではなく、食べ物は食べ物、観るものは観るもので分けた観光マップをいろいろな所に

置くのが必要だと思います。マップを全国の観光業者に郵送してＰＲすることも大事だと

思います。東海道広重美術館を全国に知ってもらうために、パンフレットを全国の観光業

者へ勝手にぜひ来てくださいと送った。そしたら、徐々に来館者が増えた。今は、観るも

のと食べるものを目指して多くの人が来るようになった。桜えびのおかげで、たくさんの

人が来るようになったけど、一番のＰＲ効果はテレビで放映されることが大きい。桜えび
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漁が始まると色々なテレビ局が桜えびの宣伝をタダでしてくれて、次の日には大勢の人が

来てくれる。清水の情報をちびまるこを使ってテレビで上手にＰＲしていくことも大事じ

ゃないかなと思う。 

 

【事務局（廣瀬）】 

皆さんから貴重なご意見をいただいて、私たち耳の痛いお言葉が出た。富士山ビューポ

イントのマップやレンタルサイクルもやっていることはやっていますが、区内の人に情報

が伝っていないというのは非常に申し訳ないなと思って聞いていました。今いただいたご

意見の中で同じ意見をまとめさせていただいて、区の魅力、区の情報発信という大きな柱

の中で分けさせてもらっていますので、もう少し細分化したものを次回の懇話会の時に出

させていただきまして、もっと細かく詰めていきたいと思います。食とか観光とか意見が

出てますので、そういう部分に分けて資料を作らせていただきますので、今日は意見も出

尽くしたと思いますので、今日はいいかなと思います。 

 

【藤井 委員】 

魅力の発信のところで、観光案内の活用という点でもう少し具体的に見たい人に伝えて

いただきたい。車で来る人、電車で来る人、バスで来る人など各々に情報発信の仕方を考

えてやらないといけないと思う。静岡市で導入を計画しているＬＲＴの実現には時間がか

かるので、行きたいところに行ける手段としては、現時点ではバスしかないので、利用す

る人が使いやすい時刻表やルートを考えてＰＲしてもらいたい。 

 

【雨宮 副会長】 

観光マップは葵区が作成したマップが手に取りやすくて、全部載っていていいなと思い

ます。魅力づくり事業で出した浮世絵とか食紀行とかを委員の皆さんは知っているのかな

と思って。マップを作ってもらっても、観光客が坐魚荘に来てもらって、次にどこに行き

ますかと聞くと清水は通過点にしか過ぎない。観光マップもない。桜えび祭りの時は、坐

魚荘もそのまま流れてきたお客さんのおかげで、来館者数が伸びた。連携することが大事

で、提言書も出しましたが却下されました。二峠六宿も関わっていますが、ボランティア

ガイドと思いがあるので、なかなか観光に繋がらない。観光に繋げるようなストーリー性

や何かがあって、せっかく二峠六宿をやっていても何年経っても同じ形のまま。退化する

わけではありませんが、せっかくの素材をストーリーを持って肉づけができないかなと思

っている。観光に繋げてお金を落としてもらわないと魅力があるものに変わらないと二峠

六宿で感じている。マップも増刷してもらえない。二峠六宿もイベントもそうですけど、

継続しないといけない。魅力のイベントもしますが、毎年イベントも単発で終わりなんで

すね。市民が知らないまま終わってしまうので、どんな形でも継続していくことで清水ら

しさが出ていくかなと思います。 
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【杉本 委員】 

すごくイベントが好きな人がいて、イベントの情報を終わった後に知る。もっと細かい

情報はどこに行けば伝わるのか。広報を見ても情報は載っていますが、それ以外の地元の

情報をなかなか探せない。そういうイベントのホームページがあって書き込んでもらうと

いいと思う。 

 

【雨宮 副会長】 

やっていただけるといいのですが、ＮＰＯだとダメだとかいろいろ言われてしまって、

静岡気分にも載せてあげないよという形になる。どんな形でも載せてもらえるとありがた

い。家康検定のことでも出てくるのは浜松だけで、メディアを活用するのが静岡は下手だ

なと思う。いつも浜松が出て、その後に静岡が出てくるので、下手だなと思う。イベント

が開催された後に情報が出ても仕方ないので、事前に情報を出してもらいたい。 

 

【スリヤ 委員】 

自宅から駅前のイベント広場が見えて、音楽とかも聴こえてくるんですよね。どういう

イベントをやっているかどうかがわかるのがイベント当日なので、簡単な発信の方法があ

ればいいと思います。１００円まちかどバスの運行範囲を広げて、値段を５００円にして、

日本平や三保松原に行ける観光バスがあったらいいのになと思います。 

 

【雨宮 副会長】 

三保から興津まで来てくれないかなと観光課に話したことがある。なかなか市内を回る

だけで終わりだと言われてしまった。小型のものでいいので観光地に行けないような所を

巡回してくれるようなものが１日２本でも３本でもあればいいかなと思っていました。施

設があって、施設に来てもらうような提言をするんですが、知らないうちに仕分けだと言

われたくらい。次郎長も、昔は有名でしたが若い子は知らない。末廣に行っても人がいな

くて、仕分けかもと言われるくらいなので、魅力で次郎長ですよと言ったら、まずそうい

う施設を皆さんに知っていただいて足を運んでいただく。レンタサイクルも１日５００円

で、駅から好きなところで降りていいという条件で利用できますが、先ほど知らないとい

う意見が出たくらいなので、そういうのを使っていただけると違うんだなと思います。 

 

【糟谷 会長】 

私もいろいろ言いたいことがあるんですけど、静岡市はＮＰＯに偏見がある。私も由比

のまちづくりみたいなことをやっている、ふれあい由比というＮＰＯ法人の副理事長をや

っている。何かをやるとＮＰＯだからダメだと言われる。生涯学習交流館を借りに行くと、

まちづくりは、敬老会や体育祭はやっているのに、ＮＰＯはお金を取られる。だから、そ
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ういうものを上手に活用すればいいと思う。旧由比町時代に作成したマップが無くなって

増刷をお願いしても増刷してくれない。そういう点が情報発信の部分で大事な部分だと思

いますのでお願いしたい。市に文句を言うだけではなく、いろいろ考えてまとめていきた

いなと思います。 

 

【磯谷 委員】 

マップが観光協会であったり、市であったりいろいろなところで作ってるんですが、い

いなと思ったマップも在庫が無くなればそれで終わりになってしまう。いくつか出ている

マップを一つにまとめていいものはプラスアルファして増刷していくことをしていかない

と、また０から作ることになってお金がかかってしまう。 

 

【糟谷 会長】 

観光ということを考えた時に、先ほどの事業仕分けではありませんが人数が増えないと

効果がないとか、利益がないと効果がないという問題ではないんじゃないかなと思う。地

道に継続的にやっていくことで、みんなが知ってくれて来てくれる。来てくれた方をリピ

ーターとしてまた、来てもらえることが重要じゃないかなと思う。リピーターを呼ぶとい

うことは難しいことですが、何回も清水に来てもらって清水はいい所だなと言ってもらえ

るような魅力づくりをしていかないといけないと思う。小・中学生を取り入れることも大

事だと思う。草サッカーは成功していると思う。由比の港で体験学習を開催している。由

比だけではなく、三保や日本平を周っていて、由比ではアジの開きの体験や船上から富士

山を眺めたりしていて、そういうものを上手に繋げていくと大人になってまた来ようとか

っていう所に繋がっていくんじゃないかなと。ここは、美味しくて感じがよかったよと言

うことを子どもが親に伝えれば、家族で来ようということに繋がるので、そういう方をど

う取り入れていくかが重要になる。 

 

 

【雨宮 副会長】 

子育て支援の冊子で感心させられたものがありまして、県西部で作っている冊子で幼稚

園で配布されているらしく、親の知りたい医者の情報などと共にそこの地区が推奨する観

光地も載っている。事細かに情報が載っている冊子が、子育てをするお母さんの家に必ず

１冊あるということに感心させられた。そういうものを清水でも１冊作っていただけたら

魅力の発信になるのかなと思った。そうすると子どもたちが、色々な情報を知る機会にな

るんじゃないかなと思った。 

 

【糟谷 会長】 

ありがとうございました。皆様からたくさん意見をいただいて同じような意見は、事務
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局にまとめていただいて、まとめてもらったテーマごとに検討していただきたいと思いま

す。清水区の問題点が出尽くしたともいますので次回に向けてよろしくお願いします。 

次回は８月下旬でいかがですか。 

 

【坂本 委員】 

１９日は外してもらいたい。 

 

【糟谷 会長】 

次回は８月２０日（火）１８時３０分からでお願いします。 

 

【稲葉会長】 

以上をもちまして、第１回清水区区民懇話会を終了します。 

長時間にわたりありがとうございました。 
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