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平成２５年度 第２回（第２回）清水区区民懇話会会議録 

 

１ 日 時 平成 25年８月 20日（火） 18時 30分～20時 15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〕今井参事、伊藤副主幹、洪主査、深澤主査 

 

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 

 

【糟谷会長】 

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２回清水区区民懇話会を開催します。 

本日は、全ての委員の皆様が出席されているので、静岡市区民懇話会設置要綱第６条第

２項により、本日の会議は有効に開催することになります。 

第２回開催通知に記載がありましたが、平成 24年度清水区魅力づくり事業で実施した「富

士山アートフォトコンテスト」「清水おやこ探検隊 2012」、平成 23 年度清水区魅力づくり

事業で実施した「清水浮世絵コンテスト」の応募者・参加者をどのような方法で募集した

か事務局より説明してもらいます。 

 

 

【事務局（深澤）】 

 ただ今、会長からありました平成 24 年度、平成 23 年度に実施した清水区魅力づくり事

業の内容について説明させていただきます。 
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 平成 24年度に実施しました「富士山アートフォトコンテスト」から説明させていただき

ます。平成 23年度に「清水浮世絵コンテスト」の募集を行い、募集方法や情報発信の点で

至らなかった点をカバーできたという状況になっています。 

応募状況としまして、版画部門で９点、グラフィックアート部門で 35点、写真部門で 249

点、子ども作品部門で 44点、合計で 337点の応募がありました。応募者の状況を見ていた

だくとわかりますが、静岡市内からの応募が 139 人、静岡市内以外の静岡県からの応募が

18 人、静岡県以外からの応募が 28 人となっています。静岡県内、静岡県外の割合が 25％

と、静岡市以外への情報発信ができていない状況がわかると思います。応募年齢を見てい

ただきますと、子ども作品部門の応募者が全て保育園児ということで９歳以下の子どもが

44人、さみしい結果ですが 10代の方は０人、20代が６人、30代・40代が 11人、50代が

15人、60代が 42人、70代が 53人と応募者の中ではかなり高い割合を占めています。 

どんな手段を使って募集したかといいますと、主な手段としては web サイトを使用してい

ます。無料で掲載できる８社を使用して応募期間終了までの平成 24年 12月 25日まで掲載

していました。雑誌への応募掲載は有料で、１カ月間掲載していました。無料情報誌とし

て４社に掲載をお願いしました。チラシは 5,000 部だけしか作成しておらず、東京事務所

や区内の企業へ配布しました。 

 平成 23年度に実施した「清水浮世絵コンテスト」について説明させていただきます。応

募総数は 131 作品でした。富士山アートフォトコンテストに比べると１／３程度の応募状

況しかありませんでした。応募状況としまして、江尻宿が 37 作品、興津宿が 35 作品、由

比宿が 38 作品、蒲原宿が 13 作品、四宿合同が８作品でした。申し訳ありませんが、応募

者の居住地や年齢について把握してなかったので、記載することができませんでした。web

サイトには３社ほど掲載していましたが、ほとんど目にすることはなかったと思います。

中日新聞へ応募を掲載したり、無料情報誌へ応募を掲載したりしました。チラシを 10,000

部作成し、静岡市内の小・中・高等学校、大学、専門学校、東海道五十三次の宿場町があ

る市町へ配布しました。 

 最後に清水おやこ探検隊の募集状況について説明します。平成 24年度は 46 組 102名か

らの応募がありましたが、応募者は清水区内在住の親子に限定していました。理由としま

して、清水区の産業を清水区の子どもたちに知ってもらって、将来の清水で働いてもらう

きっかけになればという目的で実施しました。静岡気分と一緒に配布される行政文書の中

にチラシを 7,900部、清水区内にある 21の生涯学習交流館、清水中央図書館・興津図書館・

蒲原図書館へは 10部、清水区内の公立小学校にもチラシを配布しました。平成 25年度は、

静岡気分７月 15日号、静岡リビング７月１日号、清水区ホームページに募集状況を掲載し

ました。28組 67名の方から応募がありました。応募されたほとんどの方が区外の方で、区

内の親子に清水区の産業を知ってもらうより、清水区以外の親子に清水区の産業の現状や

裏側を知ってもらう方がいいのではないかということで応募されたすべての方をこの事業

に参加してもらうようにしました。 
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以上が清水区の魅力づくり事業で行った情報発信の方法になります。 

 

【糟谷会長】 

何点か説明をしていただきましたので、このことについてご質問がありましたら。 

 

【藤井委員】 

私自身不勉強で大変申し訳ありませんが、説明された内容の作品を見たことがありませ

ん。県外の人から募集もあったということですが、県外の人に PRしていこうという事務局

の意見もありましたが、外に説明していくのはもちろんいいのですが、やはり中から盛り

上げていくという考え方を取り入れていかないといけないと思います。内容は素晴らしい

けど、みんな無関心を装うことが私は怖いと思います。だから徹底して何かを配るという

ことは当然、目に見えることだから必要だと思いますし、そういうことを通じてやること

は必要だと思います。小学校単位、中学校単位でも関心がある方はどうぞではなく、もっ

と何かの時に説明をするとか、催しの時にそういうものを使うとか、自治会にも説明する

機会を設けたりしてみてはどうかと思います。外に向けて情報発信をするのはもちろん必

要だと思いますが、内部の盛り上げを具体的に考えたらどうかと思った次第であります。 

 

【糟谷会長】 

また、今の意見を参考にしていただければと思います。早速ですけども、前回皆様から

いろんなご意見をいただきまして、その付箋をこちらに貼ってあります。皆様のお手元に

「清水区の魅力」と「清水区の魅力の発信」の大きな２つのグループに分けた資料が渡っ

ていると思います。皆様から出た意見を事務局でまとめたものになります。模造紙と付箋

を用意してありますので、１回目に皆様から出た意見、１回目に発言できなかった内容が

あると思いますので、その意見も出してもらってグループ分けをしてもらいたいと思いま

す。いろいろな意見があると思いますが、できるだけ大勢の方に意見を出していただくと

いうことと、出された意見に批判とかしないようにお願いします。 

 

【事務局（今井）】 

 お手元に２枚資料が渡っていると思います。前回付箋に書いていただいたものを事務局

の方で「清水区の魅力」というキーワードと「魅力の発信」というキーワードで分けさせ

てもらいこちらに載せてあります。会長から今、話があったように意見があるようであれ

ば付け加えていただいても結構です。たくさんの意見が出ていますので、皆さんで同じも

の似たもののグループ分けをしていただければと思います。 

 

【糟谷会長】 

 お手元にもありますが、１つのキーワードとして「清水区の魅力」があります。ざっと
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みますと、食文化に関係するようなもの、スポーツに関係するもの、地域づくりに関係す

るものといろいろな分野に分けることができると思います。 

 

【雨宮委員】 

 基本的な意見を聞かせていただきたいのですが、第１回目の区民懇話会に参加した時に

清水の魅力あるまちづくりとして、外向けに対する観光や一般的なことに対してなのか、

それとも区民が住んで魅力があるまちにしようという意見は出ていませんが、その点はど

うですか。観光に対する魅力ということだけでいいですよね。方向性が観光に対する魅力

なので、家に帰ってからどちらの魅力でいくのかなと思いまして。観光に対する魅力とい

う気がしましたので。区民に対する魅力ではなく、よそにＰＲするための魅力でいいです

よね。 

 

【糟谷会長】 

 清水区の良さを外部に上手に発信していくにはどうすればいいかを主体に進めていって

いただければと思います。 

 

【宮澤委員】 

 いきつくゴールが、観光だけでなく交流人口を増やすのか、住んでよし訪れてよしとい

うソーラル的なものではなくて、住んでよしという区民にしかわからないもの中で定住人

口を増やす魅力があるのではないか。入口の部分は対峙するのではなく、両方の可能性を

しめた方が良いと思います。 

 

【事務局（今井）】 

その中で、前回出された意見の中で足りない部分で増やしていきながら、大きくグルー

プが分かれてきて課題とかその先のつながりで持っていければいいと思います。まだこれ

だけでは、観光だけなので観光のグループ、自分たちが住む清水区の魅力の部分が足りな

ければそれを出していただいてグループにして、その中でそれぞれの導き出しというもの

でもいいのではないかと思います。 

 

【糟谷会長】 

 あまり外だけにこだわらなくてもいいと思います。いろいろな分野での魅力の情報発信

というものがあるので、こだわらないで進めていけばいいのかなと思います。出てきた意

見が、この分野ではなく別の分野であるということであれば、それはそれで大事じゃない

かなと思います。 

模造紙に貼ってある付箋の振り分けをお願いします。例えば、食なら食文化というように

振り分けをお願いします。 
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≪グループワーク≫ 

 

【スリヤ委員】 

 前回の時はまだなっていませんでしたが、三保松原が世界文化遺産に登録されたので、

そのことを入れたいと思います。 

 

【宮澤委員】 

 お茶は景観という観点でもみたいですね。 

 

【雨宮委員】 

 歴史と文化では重なる部分が出てくる。 

 

【スリヤ委員】 

日本少年サッカー発祥の地だから草サッカーがあるということを付け加えたい。 

 

【磯谷委員】 

 港は産業でも景観でもありますよね。 

 

【雨宮委員】 

ダブりますよね。単体というものはあまりないですよね。 

 

【糟谷会長】 

 さしあたって大きくこのように分かれました。 

 

【藤井委員】 

 みかんの産業に対して、いちごが食に入っていますが、いちごも産業の方に入れたらど

うでしょうか。 

 

【糟谷会長】 

 グループがかぶるものは両方に書いたらまずいですか。 

 

【藤井委員】 

 両方にかぶるものは、全く線を引く必要はないと思います。 

 

【糟谷会長】 

 食文化でもあり産業でもあるもの、景観でもあり歴史でもあるもの、スポーツであり文
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化・芸術でもあるものというつながりが出てくる。それを今後どういうふうに上手く身に

していくかということ。 

 

【藤井委員】 

判別しづらい場合は一緒にしてもいいと思います。全く分ける必要がないと思います。 

 

【糟谷会長】 

 両方に入ってもいんじゃないかなという気はします。 

 

【坂本委員】 

 こういう風につなげて、間に書くようにしたらいいと思います。 

 

【糟谷会長】 

 今このように分けたから上手に整理して。 

 

【磯谷委員】 

 先ほど雨宮さんが言いましたが、食文化だけど生産量が多いものは産業として成り立っ

ている。 

 

【糟谷会長】 

 スリヤ委員が言われたように、第１回目の時はまだ三保松原が世界遺産に決定してなか

ったので、この決定により三保松原の位置づけが静岡市だけではなく静岡県全体で変わっ

てきているような状況だと思います。それによって、三保松原をどうしていくかという点

は１回目の時に比べて大きく変わってきているような気がします。 

 

【宮澤委員】 

合併して政令市となってしまいましたが、区としての農作物の生産量のデータはお持ち

ですか。 

 

【事務局（今井）】 

区として統計的なデータは持っていません。オール静岡の中から清水区の部分をピック

アップするかたちになります。 

 

【宮澤委員】 

今回の最高気温 41℃ではないですけど、日本一ってすごい解りやすいじゃないですか。

それが産業の成り立ちや気候風土とかのポテンシャルを区民もやっぱり理解する必要もあ



7 

 

るだろうし、「区の魅力」をという前置詞がありますので何とかそこの部分をクローズアッ

プできるものがあれば、例えば冷凍マグロの水揚げ量なのか金額なのかどちらかがナンバ

ー１ですよね。データとして確実に出せるものなら整理したいように思います。 

 

【磯谷委員】 

ＪＡだったら持っているのではないでしょうか。ＪＡしみずということで。 

 

【事務局（深澤）】 

清水区のホームページにキッズページというものを設けていますが、ＪＡしみずからデ

ータをいただきますが、清水区内の生産量についてはわかります。県内で何番目の生産量

とか、全国で何番目の生産量というのはわからないと言われました。各ＪＡの支部に聞け

ば、県内で何番目っていうことは把握できると思います。統計データはあくまでも市町単

位で発表されるので、清水区で生産される量が全国でどれくらい生産されているかを把握

するのは難しいと思います。 

 

【糟谷会長】 

冷凍マグロが日本一というのは良く聴くけど、それ以外に清水が日本一の物はないの。

バラの生産量が１位だと言われていましたが。 

 

【事務局（深澤）】 

今は愛知県が生産量は１位です。 

 

【宮澤委員】 

例えば、市民一人当たりの寿司屋の数とかはどうですか。（笑） 

 

【事務局（深澤）】 

統計を取ってみたら１位かもしれないですね。 

 

【糟谷会長】 

統計が無ければ、統計をとってみたらどう。根拠がなければ根拠を作ってしまえばいい。 

 

【宮澤委員】 

いつの頃から言われていますとか。 

 

【藤井委員】 

だんだん、それに近づきますよ。 
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【小笠原委員】 

石垣いちごというのは、他の地方にもありますか。石垣で栽培する方法とは。久能以外

に無ければ、石垣いちごというのを付けておけば区の名産になると思う。美味しいし陽当

たりがいいわけだから。 

 

【糟谷会長】 

 いちごのハウスをやっているところは良く聴きますが、石垣いちごは聴かないですね。 

 

【宮澤委員】 

 石垣いちごを栽培している地元に行けば、そういうデータがありますよ。 

 

【小笠原委員】 

萩原さんという人が開拓して始めて、広がっていったみたいですね。 

 

【糟谷会長】 

章姫はこちらが発祥だと思いますよ。今は食べるものばかりが出ているけど、産業的に

清水区で日本に誇れるものってありますかね。 

  

【田辺委員】 

 造船の扱い量が三保造船は今ではかなりありますよね。全国的に造船業があまり良くな

い中で。 

 

【糟谷会長】 

 かつては、造船業も栄えていましたよね。 

 

【雨宮委員】 

金指造船とか中小の造船会社がありましたからね。 

 

【糟谷会長】 

 先ほど、坂本さんが言われたような系列にこちらの図を直していきますか。 

 

【雨宮委員】 

例えば、興津川の鮎だと鮎釣りの解禁日が日本一早いとなるとそれが必ずニュースにな

るものですから、そういうもので覚えているものって何かないかと考えてみましたけど、

草サッカーくらいしかないですよね。 
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【宮澤委員】 

今年の草サッカーの参加者は 4,000人で第 27回ですよね。 

 

【杉本委員】 

 草サッカーは熱心ですよね。 

 

【雨宮委員】 

 せっかくですし、草サッカーをもっと盛り上げても良いですよね。 

 

【スリヤ委員】 

 草サッカー発祥の地でもありますから。 

 

【糟谷会長】 

 由比はスポーツチャンバラ発祥の地です。毎年全国大会も開催しています。 

 

【スリヤ委員】 

 清水港ですけど、以前港内のクルージング船へ乗船した時にアナウンスの中で海の深さ

が日本一深いと流れていました。 

 

【田辺委員】 

 それは、駿河湾のことですね。 

 

【スリヤ委員】 

清水港ではなく駿河湾のことなんですね。清水港が日本一深い港ということではなく、

駿河湾が深いということなんですね。 

 

【糟谷会長】 

 駿河湾で獲れる深海魚が最近見直され、伊豆や沼津では食べられたり、沼津には深海魚

の水族館も出来たみたいですね。 

 

 

≪グループワーク≫ 

 

【宮澤委員】 

 観光人口を増やす、定住人口を増やすという両方の面がある。区民から見ると産業であ

るけど、よその人から見ると観光であるということがある。例えば、冷凍倉庫なんかまさ
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にそうじゃないですか。冷凍倉庫が観光として成り立つ。区民としてみたら漁業ですが、

よその人にしてみたら体験観光として成り立つ。それを地元の人が毎日の生活の中にある

ので観光資源として気づいていない。それをもっとフラッシュアップすることによって、

こういう体験をすることによって増えてくる例もあります。 

 

【事務局（今井）】 

その切り口で発信していくとしたら、外から入ってくる人が増えると。 

 

【宮澤委員】 

三保松原が世界遺産に登録されて多くの人が訪れていますが、本当に区民が区外からお

客様が来ることをありがたいことだと思っているかどうか私もわかりませんが、そこから

だと思います。富士山は見えないけど、例えば三保に来たら暖かい人柄にふれた、タクシ

ーに乗ってもタバコ屋に入っても楽しい会話ができたりといことです。 

 

【事務局（今井）】 

世界遺産とは違う部分ですけど。 

 

【糟谷会長】 

 まずは、このような分類になりました。 

 

【事務局（今井）】 

 線の上に貼ってあるのは。 

 

【糟谷会長】 

 文化とスポーツの両方に関わってくるものと考えてもらえればいいです。 

 

【事務局（今井）】 

今は観光の部分での分類をしていただいたので、今度は魅力の発信の部分の分類分けを

してもらいたいと思います。 

 

【雨宮委員】 

どっちにでも入れられるように、グループに入っていても、これになくても話ができる

ようにしておかないといけないですね。だから、食が入っているかどうかではなくて、食

とか景観とか大きいもので分けてグループ分けしないと難しいですね。これは見るにはい

いのかなと思います。 
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【糟谷会長】 

これをこのように分けたけど、これをどういう風にまとめて情報発信していくかという

ことになる。懇話会委員をグループ分けして、審議を進めていった方がいいのかな。ご意

見はありますか。 

 

【糟谷会長】 

魅力については、この状態でまとめておいて、次に魅力の発信の部分についてグループ

分けを進めていきましょう。 

 

【藤井委員】 

 まとめる時に、例えば食と景観とか、歴史と景観といったようなつながりがたくさんあ

るものはそれをアンドでつなげた形のものでもいいのではないかなと思います。完全にま

とめることができないのであれば、食と産業をまとめたものという感じにしたらどうでし

ょうか。やっていく中でいろいろな提案が出て修正していくことは構わないと思います。 

 

【糟谷会長】 

 次回はこのような区分けでいって、１つ１つをどのようにしていくかを議論していただ

く。今日は清水区の魅力を３つの大きな区分けに皆さんにしていただきました。これを次

回、１つ１つどのようにしていったらいいかという方向で議論をしていただく。 

 

【磯谷委員】 

 グループに分けてやるんですよね。 

 

【糟谷会長】 

 そのへんはどうするかで、全員で議論しても話が進んでいかない。 

 

【杉本委員】 

 グループ分けをするなら、今グループ分けして次までに具体的に考えてくるというふう

にした方がやりやすいかもしれない。 

 

【事務局（今井）】 

 みなさんが進めやすいならそのようにしていただいて構いません。 

 

【雨宮委員】 

 その方が比較的考えてきやすい。産業と食と歴史までがひとつで、こっちと、こっちと、

これの３つが重なっていますよね。どれかを外してしまうと論点が外れてしまう。 
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【糟谷会長】 

 この３つの区分けに分けたいと思います。 

 

【事務局（今井）】 

 カテゴリーの中でグループ分けをするよりも「魅力」と「魅力の発信」という点でグル

ープ分けをした方が進めやすいと思います。「魅力発信」の部分については議論されてない

ので、そちらの方も議論していただければ、次回の時に議論がしやすいと思います。 

 

【スリヤ委員】 

 修正をお願いしたいのですが、フェイスブックを利用するということと、英語版のフェ

イスブックを作成するという点は重なるのでフェイスブックはフェイスブックでまとめて

ください。大きく提案したいことは、英語をなるべく使用してもらいたいと思います。何

かを作ったり、何かイベントを開催する際にタイトルだけでもいいので英語を使ってもら

いたい。 

 

【磯谷委員】 

 事務局にお尋ねしますが、今まで魅力づくり事業でこのようなものを作ってきましたが、

成果は事例とか数字とかどういう感じで把握していますか。 

 

【事務局（今井）】 

 昨年まで、まちづくり振興課で行っていた事業です。それぞれの事業で成果物ができた

ということが１点目の評価になります。それをどのように活かしてきたかという評価につ

いては、それぞれの魅力づくり事業では検証されていません。 

 

【磯谷委員】 

 物は作ってできたということは知っています。各方面に配布されたというのも知ってい

ますが、各方面というのが市内なのか区内なのか全国なのかを知りたい。 

 

【事務局（今井）】 

 区内です。区の魅力づくり事業ということで区内に配布しています。 

 

【磯谷委員】 

 今回はそれを区外、県外に発信していくということですね。 

 

【事務局（今井）】 

 成果物を外に向かって発信してなかったので、募集についても外には周知されていない
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のではないかという指摘を受けて、行政としてはなかなか難しいので、皆様から提案をい

ただきたいということで魅力の発信ということをテーマにしました。今までは各区の魅力

づくり事業という考えで中で競っているという感じが強かったので、成果物ができても交

流館に配ったり、子どもたちが対象だと学校へ行ってみたりという点が現状です。当初、

事務局から説明させていただいた「おやこ探検隊」の募集は清水区だけだったのを、発想

を変えて清水区はこんな良い産業があって、良いものを造っているということを外にもＰ

Ｒしていこうというのが今年の「おやこ探検隊」です。区内にとらわれずグローバルに考

えてもらいたいと思います。 

 

≪グループワーク≫ 

 

【磯谷委員】 

 何を発信していくかという中に食べ物なのか、清水区のカラーとか、キャッチコピーを

含めて何を発信するかということと、ＩＴ系でやるのか紙ベースでやるのか、あるいはキ

ャラバン隊を出すのかイベントをやるのかという区別ではないかと思う。 

 

【糟谷会長】 

先ほど、魅力の部分で分けたものをどういう中身で発信していくのかという点では最終

的にはつながっていくのではないかと思う。 

 

【雨宮委員】 

魅力がわからないと発信の方法もわからない。 

 

【糟谷会長】 

 このように分けてみましたがいかがでしょうか。一番左がイメージ、その次が情報発信

の方法、その次が組織や団体との連携、その次が公共の広告掲載機関などの活用に分かれ

ました。 

 

【磯谷委員】 

 魅力を区外に発信することが目的であるなら、魅力をどういうキャッチコピーやイメー

ジにまとめて何を発信するかというのを明確にすることが、向こう側のイメージなりキャ

ッチコピーになると思います。何を発信したいか、それをどのようにイメージ化するか、

キャッチコピーにするかがあって、その上に情報の発信方法がＩＴ系なのか、紙ベースで

出すのか、それともイベントをやるのかということになる。それは、外に対してやること

ですが、それを発信する人材を育成するとしたら、ここで言う有名人の活用もそうかもし

れないし、観光大使とまでも言わなくても清水の魅力を知っている何とか認証みたいなも
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のを作って、清水の食について知っているマイスターとか、産業について知っているマイ

スターの人材を育成して、その人達がまた無料での発信を手伝う。例えばフェイスブック

を使ったりして。そういうくくりを考えた方がいいのではないかなと思います。まずは、

魅力をイメージ化、キャッチコピー化すること、発信方法をＩＴ系にするのか紙ベースで

作るようにするのか。紙ベースの物は今までも山ほど作っていると思いうので、その検討

も必要だと思いますし、県外への情報発信ならばＩＴ系の方が有利だと思います。イベン

トおよび人材育成みたいなところでは、観光系ならシティプロモーション課や、コンベン

ション協会もやっていますが、それはそれとして当然テレビ局への働きかけも必要になる

と思います。 

 

【スリヤ委員】 

 英語、ローマ字の対応が下にありますがこれをどのように発信するか。 

 

【糟谷会長】 

 これは全てに関わるという捉え方です。 

 

【スリヤ委員】 

世界へ発信するという点では日本語だけではいけない。 

 

【藤井委員】 

その点についていうのであれば、全国各地の観光地を見ても英語だけではなく、中国語

やハングル語を意識した説明というものもあるので、あとで追加するなら追加するという

ようなことを考えた方がいいかもしれない。 

 

【スリヤ委員】 

外国人でも日本語は話せても漢字は読めないという人がすごくたくさんいます。 

 

【藤井委員】 

将来に向けての布石として考えた方がいいと思います。 

 

【雨宮委員】 

看板等には英語が入っていますし、観光施設にも英語表記はついていますし、それ以外

の国の言語の表記があれば何か違うかなと思います。 

 

【スリヤ委員】 

絵葉書とかを見ていましたが、ミスプリントや間違えた文がたくさんありました。ハガ
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キのセットを見ましたが、世界文化遺産と英語ですごく大きく書いてありましたが、間違

っていました。 

 

【糟谷会長】 

先ほど、事務局から配られた富士山の絵ハガキは平成 24年度に実施した清水区魅力づく

り事業の富士山アートフォトコンテストの成果品になります。 

 

【藤井委員】 

 四宿のポストカードをどこかでもらった記憶がありますが。どこかで配ったんですか。 

 

【糟谷会長】 

自治会で各会長に配りました。 

 

【雨宮委員】 

各交流館でも配りました。ここにはありませんが、四宿がすべて掲載されたポスターは

交流館に掲示してあります。 

 

【糟谷会長】 

四宿をＰＲするようなつながりが今はないですよ。 

 

【藤井委員】 

個々にはいいものを作ってありますが。 

 

【糟谷会長】 

それをうまくつなげてＰＲしいくものが今は欠けている。市の方ではやっているが、目

に見える動きがない。蒲原には蒲原まつりがあって、由比には由比街道まつりがあって一

緒にやったらどうかとか、ＪＲ東海が開催しているウォーキングと一緒に開催すればもっ

とＰＲにつながるのではないかと思う。 

 

【雨宮委員】 

 一緒に開催すると、お客さんを取り合ってしまうという問題があるので、１つの同じテ

ーマを持って開催したらどうかと思う。 

 

【藤井委員】 

幅広くイベントを開催する場合は、アクセスを考えてイベントを開催しないとなかなか

人が集まらない。 
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【雨宮委員】 

１日で開催しようとするとアクセス面で無理だと思う。日にちを変えても、テーマを１

つにしてやろうかという話が出たことがある。 

 

【事務局（今井）】 

委員の皆様がまとめてくれた図式は、事務局で次回までまとめ直します。先ほど宮澤委

員から意見が出ましたが、観光だけではなく交流人口や定住人口の部分についてはどう思

いますか。今出された意見は、前回まで出された意見をまとめたものになりますから。 

 

【宮澤委員】 

私が感じているのは、テーマが魅力をどう発信していくかなんですよね。１個目を整理

すると魅力は何がありますよ、どう発信しますかとなりますよね。抜けている部分は、魅

力は相対的に出てきましたけど、誰に対してどういう方法で伝えるのか、最終的に区や区

民、行政にメリットがあるのかという部分で相反する部分と共通する部分もあると思いま

すが、最終的に何を目指すのかということころを着地点にしておかないと、どこの市でも

どこの区でもシティプロモーションはやっているし、フラッシュアップに向けてやってい

ると思います。結果的にこれはすごいという部分がマスターベーションで終わってもしょ

うがない。１週間くらい前に新聞記事を読んだ時に、ナンバープレートの人気に関する記

事がありました。確か、３位が富士山ナンバー、２位が湘南、１位が品川でした。品川と

湘南に明らかに出ているのは、品川というのは非常に高級なイメージがあっておらが町は

セレブだぞという自意識もあるだろうし、区外の人から見ると品川の住民になりたいなと

いう思いもあると思います。湘南は徹底的に海を売って、若者のまち、だからナンバープ

レートを付けたい。今後ナンバープレートの在り様は変わってくると思います。今回のも

のに関しても清らかな水『清水』を区民に意識させて区の魅力として発信していくのか。

先ほど、魅力についていろいろな意見が出ましたけど、掘り下げていくことも１つの方法

だし、キラーコンテンツとしてこれが一番わかりやすいということで、それを徹底的に掘

り下げたり、区民にアピールする方がわかりやすいのかなと思う。先ほど出た食文化にし

ても産業にしても、区の持つ地形と、成り立ちと、歴史感は絶対にあると思います。なぜ

なら、気候が温暖だから、スリヤさんが言ったように深い海があるからとか。上から見る

と都市の生い立ちは、都市の履歴書だと言いますが、日本平から見るとそれがまさにわか

ります。ここの地形が巡らせた産業の在り様。港がもたらす文化、産業、イベントがまる

まる清水の魅力ですよというものをもう少し大局的に整理した方がわかりやすいと思いま

す。合併して蒲原・由比が入ってきて旧清水市だけではない新たなものというものも付加

させて、これは清水だという一番わかりやすいものに骨を定めた方がいいと思います。発

信方法は、支局長もいますので、お金をかけてメディアを利用するのであれば専門的研究

をしているようなところがあると思います。一番必要なのは誰に対して、どれくらいの年
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齢層、どれくらいの所得層の人に対してやるのかというのも必要だと思います。個人的に

日本平を見ていて思うのは、何十万人、何百万にと数の理論で人が増えればそれで良しと

するのか、三保、日本平、港なりこのまちのことが本当に好きで、足しげく通っていただ

く人を大事にするのか、そこは数の理論だけではなくしっかり絞っていかないと、昼間は

人が来るけど夜は閑散としてしまうとか。そこは、今の三保の例のように必要だと思いま

す。一番重要な点は世界文化遺産になった、世界中の人があまねく遺産を享受する権利と

いうものがあると思います。それに対して英語のパンフレットにしても、必要最低限の環

境整理は絶対に必要だと思います。国宝もそうだと思います。国民が見る権利があるわけ

ですから、重要文化財のうえに行くわけですから。 

 

【糟谷会長】 

今日、出された意見をまとめていただいて、テーマをどこに絞っていくかもう一度考え

ながら区分けしていく。いろいろ広げすぎて八方美人の提言になるより、ある程度絞った

情報の発信の仕方も大事じゃないかなと思う。いろいろな意見が出ていて、これを全てと

いうわけにはいかないから、この中のものをどう発信していくか、どういう人に、どうい

う手段で、という部分も重要だと思う。その点を整理して次回出してもらえるとありがた

い。 

 

【スリヤ委員】 

事務局にお聞きしますが、三保松原と富士山が世界文化遺産に登録されましたがどのよ

うに活用していくかを知りたい。 

 

【事務局（今井）】 

その点については、静岡市文化財課が中心となって動いていました。それは市のレベル

でした。三保松原は清水区にあるので、清水区として何ができるかと考えた時に、三保松

原だけが構成資産から除外されるかもしれないということで、三保松原の名前が世界的に

広がっていったことをいい機会ととらえ、その部分で推し進めていこうという時に登録さ

れたので、清水区としては、今どのように推し進めていくかは文化財課と共に検討してい

るところです。ですが、世界遺産に登録されたので静岡市としての意見もすぐに出てくる

と思います。その中で清水区として何ができるかと考えると、予算に限りがあるので多く

の事業はできません。委員の皆様には、清水区だけではなく静岡市として何ができるかを

提案していただいても構いません。市としては、三保松原と富士山とのつながりをどのよ

うな方向に持っていくかは決まっていない。 

 

【糟谷会長】 

世界遺産になって清水区の魅力という部分で三保松原が大きくクローズアップされてき
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た。だから、魅力の発信の大きな柱の部分委なっているのではないかなと思う。市として

も、どのようにＰＲするか、どのように活用するかは決まってないと思う。世界遺産に登

録されたので、市としても早く方向性を示していかなといけない。縦割り行政ではなく、

横のつながりでどうしていくかを決めないといけないと思う。日本平、久能山、石垣いち

ご、三保松原と港をつなげていくことが大事じゃないかなと思う。 

 それでは、次回の開催日はいつにしましょうか。 

次回は 10月 23日（水）１８時３０分からでお願いします。 

 

【糟谷会長】 

以上をもちまして、第２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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