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平成２５年度 第３回（第３回）清水区区民懇話会会議録 

 

１ 日 時 平成 25年 10月 23日（水） 18時 30分～20時 25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、小笠原 泰子 委員、坂本 理沙 委員、杉本 智

恵子 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 スリヤ佐野ヨハンナ雪恵 委員 

       

 

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３回清水区区民懇話会を開催します。 

本日は、スリヤ委員が欠席ですが、過半数の出席となっております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。 

３回目の会議を開催する前に第５期の懇話会の方向性をもう一度委員の皆様に共通のも

のとして認識してもらうためにテーマについての説明を事務局からもう一度してもらいま

す。 

 

【事務局（今井）】 

 只今、会長の方から改めて今期のテーマの説明をということで話がありましたので説明

させていただきます。 

 これまで２回区民懇話会を開催してきました。１回目の時に第５期の提言書を作成する

にあたり委員の皆様に『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』をテ
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ーマに提言書を作成していただくという事を事務局から説明させていただきました。この

テーマを掲げる事について理由の方もいくつか説明させていただいております。これまで

清水区で魅力づくり事業を行ってきましたが、区民の皆様に理解・認知されている点が少

ないということで、昨年度事業仕分けの題材にあがりました。事業仕分けをされた委員の

方々から、魅力づくり事業の題材・素材としては清水区にはたくさんありますが、外に向

けての情報発信が上手にされていないのではないかという点で指摘を受けました。今回、

事業仕分けで足りないと言われた情報発信の部分について皆様の審議テーマとさせていた

だきました。また、静岡市長のマニュフェストの中に「求心力が強く、世界中から人が集

まるまち」をあげているという点もあります。このような観点からも、いろいろな魅力を

情報発信することで交流人口を増やすことが重要な点になってくると考えています。 

 公募の委員の皆さんを募集するにあたり、論文のテーマについても「清水区の魅力を伝

えるにはどうすればいいか・伝えるにはどういう方法があるか」という点で論文を書いて

いただいた経緯もあります。 

 以上のことから第５期のテーマを設定させていただいたということをもう一度確認して

いただき、審議を進めていただきたいと思います。 

 皆様の開催通知の中に同封させていただきました２枚の資料につきましては、前回まで

の皆さんの審議でまとめていただいたものを事務局で図式化して作らせていただいており

ます。１枚は情報発信の方法としてどういうものがあるかというものをまとめたものです。

英語・ローマ字で対応という大くくりの中に４つの大きなテーマの中でまとめさせていた

だきました。もう１枚は清水区の魅力についてたくさん出していただきました。それをま

とめたものを図式化して事務局から送付させていただきました。 

 魅力を発信するという点で情報ツールだとか広報についての意見を出していただいてい

るので、そのあたりを今後重点的に審議を進めていただきたいと思います。 

 体系シートがお手元に渡っていると思いますが、皆さんから出していただきました情報

発信についての意見をまとめて体系的にさせていただきました。この体系シートは、あく

までも事務局で作成した案なので今後審議を重ねていく中で、いろいろな変更や追加、訂

正が出てくると思うので話を進めていく叩き台として使っていただければと思います。 

 委員の皆様から清水区の魅力をたくさんあげていただいております。今後、審議をして

いただく中で、魅力をどう県内外に発信していったらいいかというところに委員の皆様に

はベクトルを合わせていただきたいと思います。 

 

【糟谷会長】 

今の説明の中に確認したいことはありますか。 

事務局がまとめた資料をもとに今後の審議を進めていきたいと思います。清水区の魅力

をどういう情報発信の仕方で多くの人に伝えるかを今後検討していただくことになります。 

 今日は、情報発信についての現状の問題点・課題を出していただいて皆さんから意見を
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聴かせていただき次回に向けての取りまとめをしていきたいと思います。 

 

（委員で問題点・課題の抽出） 

 

【宮澤委員】 

課題・問題点として数値目標を掲げるということがあります。交流人口を増やすという

ことで、現状何人いて、何年間で何人増やすという点を具体的に示す必要があります。わ

かりやすい例でいうと、日本政府としてインバウンドを年間 1,000 万人やろうと目標を立

てていて、今年は目標を達成できる見込みになっています。次は 2020年のオリンピックに

向けて 2,000 万人にするという目標を立てています。どれくらいの期間で、どれくらい人

を増やしていきたいかということを観光業者ではなく、市民レベルで理解してもらうため

にも数値化することで、現状として税収は減少し、都市としての発展も見込めない中、介

護・福祉においても充分なサービスを受けることができなくなるかもしれないので、交流

人口を増やして税収を増やすことが必要だと理解してもらう必要があると思います。 

魅力の理解・認知ということで外からの視点で考えた時に先日、テレビ番組で日本の面

白い紹介の仕方ということで外国人が日本の床屋・居酒屋を紹介していましたが、外国人

の感覚ではアンビリーバブルな世界で我々が当たり前に思っていることが魅力に感じてい

て、それを自国の人に対して宣伝したいと思っているということをテレビでやっていまし

た。そういうもので、外国人が何をもって清水に魅力を感じるのか考えた時に、清水区を

特集するもので何があるのか不明確だと思います。 

フェイスブックは静岡市も課単位でやっているところがあって私もたまに見たりします

が、コメントの返信をやっているのか私にはわかりかねます。例えば動物園でレッサーパ

ンダが産まれましたという可愛い写真があがると必ず返信をしたいと思いますが、それに

対して返信が無いように感じます。そういった場合にフェイスブック同士のつながりとい

う点で、行政がやらなくても、フェイスブックのカリスマみたいな人がいればその人を活

用したり、住民の中でもそういったボランティアズム溢れる人がいれば、そういう人材の

活用をしたらどうかと思います。 

先日、平日に三保に行って生の声を聞いてきました。平日でしたが、たくさんの観光客

が三保を訪れていて観光バスがたくさん来ていました。観光バスの駐車場が８台しかない

というのはどう考えてもおかしいと思います。滞留時間を聞いたらみんな 30 分くらいで、

現実として人は来るけど、排気ガスは出して、お土産は買わないでトイレ観光だけで帰っ

てしまう。そうなると地元住民からしてみてたら「何だ」という感じになる。ボランティ

アガイドそのものが３年でいなくなってしまうのではないかという危機感が現実としてあ

ります。せっかく人が来ているので発信の仕方という点で、私も神の道とは単に御穂神社

から三保松原に行くための道だと思っていましたが、羽衣の松もただ衣をかけた松ではな

く、海の向こうの常世の国から御穂神社を目指すための御神木というか道標になっていて、
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そこから直線で行くと神の道を通って御穂神社に行けるという言い伝えがあります。せっ

かく人が来ているので、発信の仕方という点でこのような事を伝えていくことが大事だと

思います。 

産業観光という点で、三保造船が大きな船を作る時のＲを作る技術や静甲で富士重工の

車が自動的に停まる体験ができるたり、シラスとか桜えびも商工会議所を通してですが体

験をすることができます。これが実売としてどの程度商品化できるのかわかりませんが、

マイナス 80度の冷凍マグロの世界を見学させたり、商工会だから特別見せるというだけで

はなく、交流客数を増やすという点では立派な観光資源となると思います。 

有名人の活用という点では、テレビに出ている有名人を活用するのではなく、例えばう

ちのホテルに山下充画伯という方が 20年くらい居ましたが、絵画好きな人はその人を頼っ

てホテルに訪れる人もいました。また、写真家の石川さんという方もいますし、画家、カ

メラマン、舞踊家、音楽家、小説家の中で清水出身ということだけではなくて、清水に滞

在して三保松原を見ながら、日本平で富士山を眺めながらクリエイティブな仕事をしてみ

たいという方に関する援助制度を創設して、そういう方を活用してみてはと思います。そ

の人を頼ってというか、市民レベルでも清水ってこんなに魅力がある所ということがわか

るのではないかと思います。 

あとは、道路標識の点で、まだまだ点としての観光のサインとかはありますが、清水区

としてまとめて観光地を同じサインで結ぶとか、そういう道路標識の在り様も大事なのか

なと思います。 

 

【藤井委員】 

区民一人一人が観光大使ということについては、もう少し具体的に幼稚園児、小学生、

中学生、高校生あるいは大学生、大人も 60 歳以上と 60 歳以下の人とで各々の情報発信の

仕方があると思いますので、その点について考えたらどうかと思います。 

 各々の意識を確認あるいはアピールするためにも、大使一人一人の意識確認というもの

を含めたイベントを開催して啓発に繋げていくことも考えていったらどうかと思います。

認知度を確認する意味でも、ただ情報を発信する、発信したということだけではなく、そ

のへんを人づてに確認したり、アンケートを実施して現状を改良、改善していくベースと

して考えていく必要があると思います。 

 清水区のグッズについてですが、いろいろありますがただ販売するだけではなく、イベ

ントごとに無償配布したり、お金がかかるかもしれませんが商品を提供することで底辺拡

大をしていく必要があると思います。 

 広告についても単に貼り出すだけではなく、直接、イベントや行事に合わせて「静の広

告」だけではなく、「動の広告」を加えてみたらどうか。有名人も大いに活用できると思い

ますが、昔の有名人を活用しても若い人には知らない人も多いと思いますので、若い人に

も人気がある清水出身の有名人を使って清水をＰＲしたり、清水の人を使って周りから盛
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り上げて有名にすることで、その人を清水のＰＲに使ってみたらどうかと思う。 

 

【田辺委員】 

 情報の発信の中で、例えば清水といえば「桜えび」とか、「追分羊かん」とか、「枝豆」、

「筍」とありますが、市の公的なものから発信していく場合に個別の事業者の名前を入れ

づらいというのがあると思います。抗議は来ると思いますが、そのへんをどんどん出して

いったらどうかと思います。情報の具体性が出てきて知りたい情報がピンポイントでわか

ってきます。その時に行政が情報をただ取り上げるだけだと同業者から苦情が来ると思う

ので、誰か推薦人をたててその人からのお薦め情報ということにしてみたらどうか。発信

していく情報を具体的にしていくことが重要と感じます。 

行政が手持ちのものを出していこうとすると限界があると思います。材料が豊富であっ

て切り口がどうしても堅くなってしますうので、例えば市民公募で清水のまちの楽しみ方

やアイディアみたいなものを募集したらどうでしょうか。例えば清水のまちを３時間楽し

むならどういう楽しみ方がありますかとか、半日サイクリングするならどういう楽しみ方

がありますか、というようなものを募って、募ったものをもう１回検証して、確かにこう

いったものができるということが確かめられればホームページにどんどんアップしていっ

てみてはどうでしょうか。市民参画の情報、市民が発信してくる情報を行政が取りまとめ

て発信していくことが生の情報発信に繋がっていくのかなと思う。 

 

【杉本委員】 

 自分が実際に歩いてみて感じたことですけが、清水駅に降りた時にパンフレットやチラ

シが１枚もなかったので、駅に降りて清水を周りたいといった時に何かあった方がいいと

感じたのでチラシやパンフレットは置いた方がいいと思いました。 

 チャリさんぽ号を利用してみての事ですが、県外の方にレンタサイクルの乗り捨てはで

きないかと聞かれましたが、乗り捨てはできないと書いてあったので相談してくださいと

言いました。レンタサイクルを乗り捨てしたい人もいると思うのでそれを検討した方がい

いと思いました。三保の船着き場に到着した時に何もなくてさびれている感じでした。三

保の地図は船に乗船した時にもらいましたが、お客さん全員にいき渡らないような感じで、

私たちは地元の人間なので、もらわなくてもいいのですが、三保の船着き場に何か案内板

みたいなものがあればいいなと思いました。静岡観光コンベンション協会のホームページ

を見ましたが、そこにチャリさんぽ号の新しい情報が出てなくて、８月の情報のままで静

岡市のホームページには新しい情報が出ていたので情報は新しくしていった方がいいと思

いました。 

 駅のレンタサイクルは利用したことがありませんが、台数が少ないので駅を降りてレン

タサイクルを利用したという人がいると思うので自転車の台数を増やした方がいいと思い

ます。 
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 日本平山頂からの夜景はどうかなと思って山頂に行ってみました。暗くなる前にあがり

ましたが、灯りが少なくてこれ以上暗くなったら足もとが見えないなという感じで、何組

か人がいましたが足もと灯があればいいのかなと思いました。夜景が思った以上観えなく

なっていて昔に比べて木が伸びて邪魔かなと思いました。もう少し高い位置から見るとか、

整備したらどうかなと思いました。夜は駐車場が一部閉鎖されてしまうようなので、夜景

の場所としては推進してないのかなと思いました。夜景の場としてＰＲするなら全部解放

してもいいのではないかなと思いました。スペース的には昔お土産屋があったところが空

いているので何か有効活用できないのかなと思っていて、カフェとかあってもいいのかな

と感じたので、もう少し整備してもいいのかなと思いました。 

 

【坂本委員】 

 区民一人一人が観光大使だという意識づくりを行うということを重点的に考えてみまし

た。私の地元は山梨ですが地元のテレビ局で「ともちゃんちの５時」という番組をやって

いて、「ともちゃん」という設定の女の子を毎年募集していて、選ばれた女の子が山梨県の

魅力をレポートしています。学校とかでも「ともちゃん」の募集があるよと呼びかけてい

て、個人的には次の「ともちゃん」が誰なんだろうとか、知り合いが「ともちゃん」にな

ったりしてレポートをしているとすごく身近に感じるし、自分たちが自分たちの県をレポ

ートして多くの人に伝えることができていると思うので、清水区でも区民の人が主役で区

民の人がレポートしたりすることができるような人たちがいたらいいのかなと思いました。 

 

【小笠原委員】 

 私も区民一人一人が観光対したという意識づくりを行うという点だけを考えてみました。

学校教育の中にも観光大使としての意識教育を取り入れたいと思います。私自身も高校の

２、３年の２年間を埼玉県で暮らしました。清水のことを我流でＰＲしてきて、友人が私

のＰＲでこの地を訪れてくれました。三保の海がすごく綺麗で、真崎では海水浴もできて、

桟敷席もあっていろいろなものが食べられるんだよと伝えたら、埼玉県から多くの友達が

来ました。高校の時にお茶とみかんが有名だと言ったら、お茶といえば京都の宇治茶の方

が有名で、みかんと言えば静岡だと三ヶ日、あとは伊予の方が有名で清水のみかんは全然

有名ではありませんでした。次郎長の生家のすぐ近くに生まれたと話をしたらそのことが

すごくうけて、次郎長だけは有名だったので、有名なものを担ぎ出して知らせることは良

いなと思いました。親から教えてもらった天女の羽衣伝説を 10分以内でそらで喋るという

ことができていたので、それを友人たちに喋って三保松原を歩く時に、天女伝説はいろい

ろな所にあるけど、清水の天女伝説が本物で天女の羽衣の切れ端も御穂神社にあるという

ことを伝えてきました。40 年前にアメリカを訪れた時に高校生に日本を知っていますかと

聞くとほとんどが知りませんでした。私はアメリカを知っているのに何で日本を知らない

のかなってすごく不思議に思いました。社会科の授業を見学した時に日本を知らせるペー
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ジが１ページだけあって、写真が２枚あって富士山と新幹線が載っていました。静岡県代

表で行ったものとしては富士山が絶対的なものだなと感じたので、その魅力をもっと発信

して、三保松原もおおいに活用できる情報源だと思います。三保松原の周りに春の七草や

秋の七草を植えて子どもたちの勉強になるのも併せてやってみたらいいのかなと思う。メ

ディアでのＰＲや写真や看板を使ったＰＲを充実させていきたと思いますし、一人一人の

区民の意識が強みになる事を一度考えて欲しいと思います。 

 

【磯谷委員】 

 基本テーマが内外に発信するにはどうすればいいかということで、現状の問題点を考え

るということだったので、発信するにはどうすればいいのかというよりも、何のために交

流人口を増やしたいのかを考えた方がいいと思います。市長が交流人口を増やしたという

ならそれならそれでいいのですが、そこをはっきりさせないと魅力を何となく発信するの

はなく、何のために発信するのか、宮澤さんが言われていましたが交流人口の数とか、こ

ういうためにというのをはっきりした方がいいと思います。 

 今までの広報物を見ていてターゲットが絞りきれていないと思います。マーケティング

をやっている方々は、イベントや講座をやる時でも誰向きに出すのかをいろいろ言うと思

います。例えば子供向きのイベントでも子供に出すものなのか、学校を通じて先生にＰＲ

するのか、それとも親にＰＲするのか。ネットで出す場合は難しいですが、印刷物を出す

場合は絞った方がいいと思います。 

 先ほど、駅前で冊子もパンフレットも何もないと意見が出ましたが、例えば 5,000 部作

ったとしても市内で少し配ってしまうと市外に出ないとか思います。個々のターゲットを

絞って交流人口を増やすなら市役所にものがあれば、市内に１個も無くてもいいわけです

よね。そこらへんがはっきりしていないから、市内には何となく配布しているけど、市外

にはどれだけ配布しているかわからない状況になってしまう。紙ベースですと予算との関

係もありますが、市民向けなのか市外向けなのかもはっきりしてないと、市内で配って終

わりになってしまうのではないかと思う。ここの発信物に対してどうすればいいかをはっ

きりさせて出した方がいいと思う。 

 区のホームページを見ましたが、魅力発信という点では弱いと思います。市のホームペ

ージだとコンベンションビューローとリンクを貼れないのかなとか、いろいろ条件がある

と思いますが、そこらへんをもっとうまくやった方がいいと思います。区のホームページ

のここに全部情報が集まっているとか、無理なら観光協会のリンクを貼ってそちらで見て

くださいでもいいと思います。せっかくだから御穂神社本殿の写真だけではなく何枚もと

いうのがネットの良さだと思うので、そのへんの発信をどうすればいいかを詰めた方がい

いし、場所についてバラバラとした説明もありますが、季節ごとの括りでの魅力の発信と

いうのも一つだと思います。秋に来るならこうですけど、冬来たらもっといいですよとい

う感じで作った季節ごとの情報の発信の仕方もあると思います。 
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 フェイスブックの活用という点では、ただやってみんなが絡むのを待っているよりも、

市民参画の話が先ほど出ましたが、新しい制度を作って区内のフェイスブックの得意な人

に研修をして、情報発信の常識的な事を教えてメッセンジャーになってもらって、ボラン

ティアで、この人はメッセンジャーですと紹介するくらいの名誉な気持ちを燻ぶって、フ

ェイスブックにいろいろな人が絡んで発信出来るような制度を作れないかなと思いました。 

 観光ガイドができる、個人や団体がいると思いますが外から来た場合にどこに頼めば利

用することができるのか紹介する仕組みがあればいいなと思います。歴史についてもいろ

いろな団体が研究したりガイドを養成したりしているので、それをまとめて紹介するもの

がないと清水の古い歴史もだんだん埋もれていってしまうので、そういう方々の育成や、

活動している方の紹介も大事なのかなと思います。 

 

【雨宮委員】 

有名人を使うとなると私はコストがかかるのではないかと思います。お金をかければ何

でもできるけど、税収がないのにお金をかけることはできないのではないかと思います。

お金をかけることができない中で何かしなければいけないので、ペーパー的なものはゴミ

になる事が多いので、いかにゴミにならない方法と場所を選ぶ事かなと思いました。 

チラシ・パンフレットですが、役所の場合ですが何かの事業で 5,000 部なら 5,000 部作

ると増刷しない。こちらにも置いてありますが、数はありません。県にいきますとパンフ

レットを作れないのでコピーして１枚で渡してくれます。お金がないので１度作ったら終

わりで後は白黒のコピーを渡しています。そればかりだと、観光施設だとこちらもさみし

いのかなと思います。 

 いろいろなものを作った時にアンテナショップみたいなものを作ったらいいのかなと思

います。アンテナショップに少し仕掛けをすることで情報発信に繋がると思います。清水

は街角カフェみたいなものをやっていますが、いつ通っても人がいないのと座談会みたい

な感じで近所の人が来ているだけなので、せっかくのものがもったいないと思います。そ

れなら、そういうスペースが野菜を売っているだけのアンテナショップとかお茶を飲むだ

けの場所ではなく、どんな方が訪れても清水を網羅できるようなアンテナショップがあれ

ばいいなと思いました。ただやっているのではなく、場所を活用させてイベントを興して

みてはどうか。 

 ＰＲビデオの制作も情報発信には有効だと思います。清水をＰＲする自主的なコンテス

ト的なものなど、どんな形のものでもいいですが、そういうものがユーチューブに流れて

一度火がつくと反響がすごいのでお金がかからない所でＰＲしてみてはどうか。相手が見

てくれる前に何か面白いことをしかけて、多くの人に見てもらうようにしたらいいのかな

と思いました。 

 駅とか空港の活用と書いてありますが、ただ置いてあるだけではダメですけど、例えば

電車に乗る時に雑誌を買ったりして読んだりしますが、そういう時に一緒にチラシを渡し
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てもらうとついでに見たりします。電車は退屈なのでどんなものでも読むと思うので、そ

ういうような時を使うとか、空港でも発着の時が狙い目なので、そういう時を利用して有

名人ではなくてもＰＲグループを使ってみてはどうかと思います。 

 

【糟谷会長】 

 道路の観光案内の表示が少ないなと思います。今回三保松原が世界遺産に登録されまし

たが、どういうルートで三保まで行けばいいかわからないし、駐車場がすごく少ないので、

そういう部分を改善していかないと難しいのかなと思いました。 

 先ほどからいろいろ出ていますが、清水区内でもいろいろイベントが開催されているこ

とを区民も知らないということも多いような気がします。イベントの情報をわかりやすい

方法で伝えるにはどうすればいいかという点で、市の広報紙も来年度から１回になってし

ますので、わかりにくい広報紙になってしまうのではないかと危惧している。市民が見た

いなという広報紙の中で幅広くＰＲしていくことが大事じゃないのかなと思います。広報

紙が１回になるので、市のホームページを充実させると広報課の職員が言っていましたが、

観光地に訪れる方のほとんどが高齢者だと思うので、そういう人たちが本当にホームペー

ジを見れる人なのか、フェイスブックを活用できる人なのかわからないので、そういった

人たちにＰＲしていく方法を考える必要があると思います。 

 観光案内所は小さくても看板を大きくしたりして目立つようにした方がいいと思う。 

 豪華客船がたくさん清水港に入港しますが、乗船しているお客さんのほとんどが外国の

方だと思いますが、船は停泊していてもそのお客さんを町で目にすることがない。例えば、

豪華客船が入港したら、乗船しているお客さんを日本平ホテルへ一泊させるというような

イベントをしかけないと、ただ船が停泊して終わりでは意味がないし、もったいないと思

う。 

 宮澤さんも言っていましたが、通りすがりの観光地では意味がないので、長時間滞在し

てもらって楽しんでもらえるような観光地づくりをしていかないとダメじゃないかなと思

う。旧由比町時代は、東京の観光業者とタイアップをして日帰りの観光ルートを作っても

らっていた。ルートを観光業者とタイアップして作ることで観光客を連れてくるというよ

うなことをしないと、本当に通りすがりの観光地になってしまうのではないのかなと思う。

例えば、函館に旅行に行くとバスで函館山の山頂に行き夜景を眺めたりするので、清水に

来たら観光バスで日本平山頂に行って夜景を見てもらってできれば日本平ホテルに泊まっ

てもらう。そういうことをしていかないと本当に通りすがりの観光地になってしまうので

はないのかなという気がします。 

 家族で楽しめる場所が清水区にはわりと少ない。行くとしても水族館やドリームプラザ

になってしまう。たとえ小さくても遊園地的な施設みたいなものがあればいいのかなと思

う。 
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≪各委員の発表終了≫ 

 

【糟谷会長】 

 今まで出た意見の中でご意見はありますか。 

 

【藤井委員】 

 具体的に情報発信をしていくにあたり通過点いうことではなく人を集客できるような形

で、清水の観光地、食べ処というところのルートを確立させていく必要があると思う。業

者とタイアップしていかないとなかなか人は呼べないと思うので、業者とのタイアップを

考えて広げていくことで集客に繋がると思うので業者の力は必要だと思う。 

 昔、日本平の景色に感激した記憶があります。有料道路が、一般道路に変わって交通の

便については良くなりましたが、三保松原と同じように久能山を含めた日本平辺りをもう

一つの観光スポットとして取り上げていったらいいのではないかなと思う。ルートを想定

して清水区として作り上げる必要があると思う。人を呼べるような、それにプラスアルフ

ァして何かルートを確立して清水をアピールできることをしていったらいいと思う。 

 

【雨宮委員】 

 私も施設を管理していますが、トイレ観光だけの場所だと言われている。住民の意見と

しては車が混雑するだけになってしまった。三保で観光している人が興津まで見えるかと

いうと、三保に行ってすぐ帰ってしまうだけなので、三保周辺の道路が渋滞しているだけ

で終わってしまう。せっかく三保に行くなら、どこかに寄るルートを考えて、興津にも来

るようなルートを考える業者が一社でもいてくれたらなと思う。観光課で何カ所かルート

を決めてもらって、興津から由比まで行って食事をしてもらうだけでもいいので、そうい

う形を取ってくれるといいなと思います。 

 日本平と三保が近くにあるので二大看板があるようなもので連携を取れると思います。

日本平に夜行った時に確かに道が暗くて怖くて、間違えて日本平ホテルの所で曲がってし

まいましたが、ホテルの人に星空と一体化するようにと言われて納得して帰ってきました。

ちょっと暗いので道を間違えますが、外で無料の景色もいいですが、やはりお金を落とし

てもらうことが重要な事だと思います。 

 

【藤井委員】 

 日本平ホテルだけではなくほかのイベントと組み合わせができないかとか何か一工夫が

必要だと思います。 

 

【宮澤委員】 

日本平公園そのものは都市計画事業として平成 22 年から 36 年までの中で、第一期で国
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際文化交流拠点を作りました。その次がホテルの南側に雑木林や茶畑がありますが、日本

平ホテルのような芝生公園が間違いなく５年以内にできます。その後、公園全体の清水・

静岡両側から登ってたどり着いたら駐車場ですが、そこも一切樹木に遮蔽されていない駐

車場となっています。そこが、日本平ホテルの美術館が７年後には公園全体の駐車場にな

ります。最終的にはテレビ塔も含めた一番山頂部に「かんぷの丘」ということで一番眺め

の良い所にできるということが都市計画事業として決定していますので、間違いなくそこ

まで進むと思います。一番大事なのは観光の視点、経済の視点と足並みが揃っていないと

ころがありますので、自然公園として文化交流ゾーンとするからには、ソフトの点という

部分では今から仕掛けていかないと間に合わないと思います。１万㎡くらいの芝生公園が

できました、そしたら㎡いくら位の整備費用をかけるのか、どの課がどのような形であそ

こに子どもたちを連れてくるのか、そこで何を見せるのか、何を教育するのか、県下に対

してどうしてやるのかは三保と同じ大きなテーマな気がします。例えば草サッカーをやっ

ても全国から少年少女が来ていますが、20 年後くらいに思い出の清水に行ってみようと思

う子がどれくらいいるのか、これも大事なことだし単なる旅館業、サッカー協会にお任せ

というだけではなくて、こういった資源を活用していきたいと思います。 

 

【藤井委員】 

 静岡側に降りた時に日本平動物園があるし、久能山もあるし、いちご狩りのスポットも

あるので、そのへんをもっと上手くアレンジするなり何なりして組み合わせをしてもっと

人が呼べるような形に出来ると思います。個々にこだわらず連携の中でもう少しＰＲ出来

るような状況にできると思います。 

 

【雨宮委員】 

三保にはすぐにアンテナショップみたいなものは作れないんですか。三保へたくさんの

方が訪れているなら、パンフレットを持っていってくれるだけでもすごい量ですよね。そ

こに何も仕掛けがないと、それだけで帰ってしまうと思います。 

 

【藤井委員】 

 三保にたくさん人が来ているならそれをよそにまわすようなことを考えた方がいいと思

います。 

 

【糟谷会長】 

 季節感を楽しめるルート、イベントを市としてＰＲしていってはどうかと思う。 

 

【磯谷委員】 

 先ほど田辺さんが言われていた、市民公募でまちの楽しみ方を集める、例えば公共交通
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機関で訪れた場合、サイクリングを半日くらい楽しむならこういうコースがあるよという

ものがあれば、今まで魅力ある街づくり事業のマップなどがありますが、それを滞在型み

たいな市民公募でいろいろな企画を出してもらって、紹介する冊子を作ったどうか。 

 

【雨宮委員】 

 テレビで三保松原を最近よく紹介してくれるので、名物観光案内人がいればもう少し違

うと思う。観光案内所の窓口に行っても観光パンフレットを黙って見ているだけというレ

ベルなので、パンフレットを配る時でも「どこに行きますか」と声をかけるだけでも、そ

のパンフレットが活きてくる。三保に多くの人が来ているところで何か仕掛けないともっ

たいないし、話題になればテレビが取り上げてくれる。そうなれば、お金をかけなくても

いいＰＲに繋がる。 

 

【坂本委員】 

実際にその場所に行って何か特別と感じることはその場所にいた証が残った時にすごく

思い出に残ると思う。今、三保にたくさん人が来ている中で、例えば貝とか三保にあるも

のをお金がかかってしまうかもしれませんが、プレゼントすることで嬉しいと思うかもし

れないのでそういうものをプレゼントしたらどうかと思います。 

 

【糟谷会長】 

いろいろな意見が出ていますので次回の時まで事務局の方でまとめてもらいたいと思い

ます。次回の開催通知とともに資料を送ってもらえれば事前に考えることができると思い

ますのでお願いします。 

 

【事務局（今井）】 

 個人で発表したものについては、模造紙に張り出してありますので、似たものについて

はこちらでグループ分けしまして、皆様にお示しできればなと思います。 

 

【糟谷会長】 

次回は平成 26年１月 22日（水）１８時３０分からでお願いします。 

以上をもちまして、第３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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