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平成２５年度 第４回（第４回）清水区区民懇話会会議録 

 

１ 日 時 平成 26年１月 22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）、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、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 雨宮令子 委員（副会長） 

       

 

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４回清水区区民懇話会を開催します。 

本日は、雨宮委員が欠席ですが、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。 

皆様の資料としてお手元に事務局が今まで開催された懇話会の内容をまとめた体系シー

トがあると思います。最終的に提言書とまとめていくにはどうすればいいかということが、

これからの課題となります。 

体系シートに施策の方向ということで４つの項目を事務局であげてもらいましたが、４

つの項目について確認する前に、今まで皆様か出された、現状の問題点や課題を列記して

あります。この部分について、どのように提言してどのようにしていけばいいかを文章で

まとめていくことになります。もう一度、この一つひとつをどういう方法で、何をどうい

うふうにしていけば実現できるのかということについて、皆さんから意見を出していただ
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きたいなと考えています。 

 

（現状の問題点や課題の検討） 

 

【糟谷会長】 

 産業観光の事業化や民間業者との協働の部分で不足しているという指摘がありましたが、

例えば、協働という点で清水区の中では何が不足しているのか、清水区で考えた場合にど

んなものがあるのか、意見があれば率直に言ってもらいたいと思います。 

 

【藤井委員】 

 産業観光の事業化と民間業者の協働という点で、会合の場を作ってどこかの団体が誘導

なり、リードなりしていかないと、どこかの団体が勝手にやってくれるとか、言われたら

やろうという状態になってしまう。清水区の区民資質として積極的にそういう場を設けて、

市なら市の、区なら区の主導のもと自治会から代表を選んだり企業から代表を選んで目的

に向かって定期的に会議を開催する。会議の開催回数は多ければ多い方がいいのですが、

そこで問題点を解決したり、前向きに進んでいくための意見をまとめていくようにしたら

いいのではないでしょうか。 

 

【糟谷会長】 

 ほかに意見はありますか。 

 

【宮澤委員】 

観光の中でも産業観光とうのが近年非常に注目されています。観光地というとモノ、名

産、神社、仏閣、綺麗な場所ということですけど、ここの地域の産業は見ごたえがあるも

のが非常にたくさんある。具体的に一部の商工会議所が中心として昨年取り組んだものが、

例えば、三保造船が船を作る分厚い鉄板を曲線に曲げる技術や、船のドッグというものが、

いかに迫力があるか紹介しました。天候が悪くて出来ませんでしたが、エスパルスドリー

ムフェリーを貸し切ってシラス漁を獲っている現場を見ながら獲れたてのものを食べる。

結局漁はできませんでしたが、そういうものだとか、冷凍マグロの保管をしている－60℃

の世界を体験してもらうとか、静甲に行くと障害物があると自動的に停まる自動車の乗車

体験ができます。たまたま、産業観光という点で商工会議所がインセンシブをとったから

できるのか、ある程度の技術があればできるのか、工業とか、大人の社会科見学ではない

ですけど、例えばＪＡＬの飛行機整備場の見学にはマニアックな男性の方が行ったりする

ことがある。そういうのを探していくと清水区にも“モノづくり”の現場という点では体

験型の産業観光が組めると思います。 
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【糟谷会長】 

私もその通りだと思います。商工会の中で自分たちの考えで決めるのもいいけど、それ

よりももっと幅広い、いろいろな業種が集まる機会を作って、そのイニシアチブをどこか

がとってあげないとならない。そういったものも大事じゃないかなと。 

 

【藤井委員】 

その事が、大事だとか重要だと思っている方は、いろいろな業種の中にいると思います。

そういう提案をいかに吸い上げて、みんなにＰＲしたり伝えていく。一部の業者だけが知

っていて、他の人達は知らないというようなことを無くすためにも何かの機会を設けた方

がいい。 

 

【糟谷会長】 

清水区を巡るルートの作成ができていないという点ですが、四宿のマップや三保半島を

レンタサイクルで周るマップはあるようですが、このような物をどのように活用して連携

させて活かして、もっといい方向に持っていくにはどういう風にしていけばいいと思いま

すか。 

 

【スリヤ委員】 

論点からは少し外れるかもしれませんが、観光案内所に行って、三保松原についてどう

いうふうに書いてあるか見たら、三保松原が載ってないものがあった。例えば、観光コン

ベンション協会で作っている“静岡にぎり”というチラシですが、静岡県の地図の中に三

保半島が入ってない。観光コンベンションに伝えて三保半島を地図に落としてもらうよう

にしないといけないのかなと思いました。清水駅前周辺便利情報には三保について写真も

何もない。下の方に日本平・三保松原を巡る定期観光バスありとしか書いてない。今日、

聞いたら観光バスは予約制で土・日・祝日しか運航してないと言われました。ちょっと不

便かなと感じました。すごくいいなと思ったのは、『世界遺産三保松原に行こう』というチ

ラシがあったこと。ほかは、富士山の陰に三保松原が隠れてしまっていて、富士山は前面

に出してアピールされているのに、三保松原が前面に出てきていない。清水区に三保松原

があるので三保松原に絞ってＰＲしてもいいんじゃないかんというくらいに三保松原に行

けば富士山が見えるので、もっと三保松原を前面にＰＲすればいいと思った。今回、フィ

ンランドとオーストラリアに行きましたが、富士山はみんな知っていても富士山が世界遺

産に登録されたことは知らなかった。三保松原を知っているかと聞いたら知らなかった。

三保松原をアピールする必要があるなと思いました。 

 

【糟谷会長】 

いろんなマップがたくさん出ていると思いますが、今日お持ちいただいたマップは最近
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作成されたものじゃないと思います。最後に見せていただいたチラシは最近作成したもの

だと思います。いろいろな所が独自に出しているものが多いので、統一的に市の方からマ

ップを作成する時は、市ではこういうことをＰＲしていきたいので、この内容を入れなさ

いという指導をしてもいいんじゃないかと思います。パンフレットを作成するためには費

用もかかるので、次から次へ新しいものを作るというには大変かもしれませんが。 

 

【スリヤ委員】 

残念ながら“静岡にぎり”は新しいもので昨年 11月に作成されたものになります。 

 

【藤井委員】 

観光バスは予約制で、土・日・祝日ではないと運行できないと先ほど言われましたが、

ルートを周る巡回コースがしっかりできてないので、こういうコースを周ってこういうコ

ースにしましょうというものができれば、バス会社が集客を見込めると判断すれば定期的

な観光バスを運行するようになるのではないかと思う。どういう形でというベースができ

ないとバスも運行させることができない。 

 

【糟谷会長】 

清水区を周るルートはできているけど、それが共有化されていない気がする。そういう

点を市として統一的に指導していく必要がある。 

 

【宮澤委員】 

難しい点として予算の問題がある。静岡観光コンベンション協会のエリアは静岡・島田・

焼津・藤枝の４市の会員組織です。会員については、４市の輸送分野・お土産分野・ドラ

イブイン分野・ホテル分野などの方々が参画している。そのため、４市の会員がメリット

のある広告の仕方になる。市の観光課にしてみたら、静岡市全体の駿河、葵を含めた全体

の観光案内をしなければいけない。だから、清水区だけスポイルして、切り取ってやるだ

けの予算があるのかどうか。一例ですが、「三日坊主」という企画を袋井市のお寺で精進料

理を食べて、写経を書いて二泊三日のコースで行うというのがけっこう人気になっている。

一つの切り口で、袋井には由緒あるお寺があって風光明美でもある、県外の方で静けさ求

めた中でと、しっかりターゲットを絞った中でパンフレットにしている。例えばお寺とい

う点に関して言えば、清水にもかなりのお寺があって由緒あるお寺もあります。徳川家康

の死後 400 年を迎えるにあたって、そこを絞ったうえで東照宮は入りませんが、商品とし

て組めるんじゃないかなと思います。“清水みどころ観光バス”が運行されていますが、こ

のバスもどの程度の認知がされているのか。日本平も今は試験運用ですが１日２便だけ、

終点が日本平ということで運行していますが、一カ所見どころに行ってしまうと後は自力

で帰らなければいけないという状態になってしまっている。その点もこういうのがありま
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すよというだけではなく、絞ることによって同じ予算の中で有効活用ができるんじゃない

かなと思う。今年度の利用実態をみて来年度からはどうすればいいかということをシティ

プロモーション課で考えていると思います。三保を含めた中で、限られた予算の中でやる

なら、何をこういうふうに見れますよというのを利用実態を踏まえて、時間とか、往路復

路の乗継とかを考える必要があるんじゃないかなと思う。１回広いスペースで“ちゃり三

保”から“みどころ観光バス”まで広げてみて一つのペーパーの中で議論する場が必要か

もしれない。 

 

【磯谷委員】 

いろいろなルートを作成するのにターゲットを家族連れとか、恋人とか、中高年向きと

かのお薦めルートみたいな形で、三保松原を含めた清水区を１日かけて周ってもらって、

宿泊してもらえるような、お薦めスポットやお薦めの宿泊施設を対象者別に分けたいくつ

かのルートを作ることができると、来訪者の期待感も違うんじゃないかなと思う。バスに

しても一つのルートに限定すると無理だけど、例えば毎月最終週末はこのルートしかない

けど、第二週末はこのルートというように、来訪者が日にちを選べば別のルートで行ける

というように変えてもいいのかなと思いました。 

 

【糟谷会長】 

久能のいちご狩りが始まったので、三保松原を見て久能でいちご狩りを体験して、その

まま次の観光地へ行ってしまうというようなコースもあるという話を聞きました。いかに

地元に足を止めさせるという観光ルートを考えて観光業者にＰＲしていくことも重要じゃ

ないかなと思う。 

 

【藤井委員】 

 これだったらいいんじゃないかというルートを我々で作るのもよし、いろいろな経験者

とか人を集めてルートを設定してみる。我々は地元にいたらちょっとした所は車で行って

しまいますので、あまりここに行きたいとか、ここを周りたいというのが切迫感として感

じない面もある。ルートを提案するくらいの内容のものを作ってみたらいいと思う。個々

にはいいものがあるので。清水区と言っても久能山はこちらに取り込んで周るコースにし

てもいい。 

 

【糟谷会長】 

 何となく今の問題点と最初に出た問題点は連携しているような気がする。いろいろな業

種の方を含めた中でルートづくりをすることが大事じゃないかなという気がしました。 

 清水の観光案内所がどこにあるかわからないという問題点が出てました。清水駅前にあ

りますが、目立たないため通り過ぎてしまったり、わからなかったりする。その点は商工
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会議所と相談して人の目につくところに開設したらどうかと思う。 

 

【田辺委員】 

 駅の階段を下ってきたところにあればいいと思います。だけど、全体のサイン計画をし

っかり定めないといろいろな看板ができてしまう。降りたところにどこにあるかわかるよ

うにするのが一番いい。 

 

【糟谷委員】 

 本当は駅の階段を昇ってきたところに観光案内所はどこにあるという看板があればわか

りやすい。例えば三保行きのバス乗り場というのが駅を降りたらすぐわかるようにする案

内表示を作る。 

 

【藤井委員】 

 清水駅前のバス停も綺麗になったのでそこまでのアプローチをちゃんと示せばいいと思

う。 

 

【糟谷会長】 

 清水港に外国船が寄港しても乗客が区内を観光している姿が見えないという課題がある。

停泊時間の問題など、いろいろな問題で各地を周れないみたいですけど。 

 

【藤井委員】 

 外国船が清水港に寄港する理由が、ちょっと立ち寄るだけの感覚なので時間が無いとい

う話は聞いたことがある。外国の方にも清水の良さを伝えていかないと観光の目的で立ち

寄ってはくれない。 

 

【糟谷会長】 

 １月８日に飛鳥Ⅱが寄港しましたが。 

 

【田辺委員】 

 富士宮の浅間神社と三保松原を観光したようです。３ルート組んだそうです。 

 

【糟谷会長】 

 新聞記事で見ました。 

 

【藤井委員】 

 富士山が世界遺産に登録され有名になったのでこういうルートが組めるようになったと
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思う。 

 

【糟谷会長】 

 ほとんどの客船が朝着いて、夕方に出港するケースが多いんじゃないですか。 

 

【田辺委員】 

 この間の船は、昼に着いて、夜９時に出港しました。長く停泊した方じゃないですか。 

 

【糟谷会長】 

 時間的な問題でなかなか難しんじゃないのかなと思う。 

 

【藤井委員】 

 魅力があれば一泊位するかもしれませんが、そのへんの訴え方もあるんじゃないでしょ

うか。 

 

【小笠原委員】 

 この間、静岡の浅間神社や三保松原、吐月峰紫屋寺を周るツアーに参加しましたが、出

発と到着が静岡駅前で、自宅の前をバスが通ったので、ここで降ろしてくれればなと思い

ました。朝も早くて大変でしたが、コースは良かったので、清水を発着所として、待って

いる時に清水の観光のものを見ながら待つというような発着所を清水を拠点にしていただ

くともっといいかなと思う。静岡だと何となく静岡よりの感じになるから、最後は静岡で

降りて静岡で買い物していくということになる。そういうルートがせっかくあるので、清

水を発着所にしてもらいたいなと思いました。 

 

【糟谷会長】 

 日帰りとか一泊のバスツアーのバスは各停留所から乗せてくれて、帰りも乗車したバス

停で降ろしてくれるので、こういうような仕組みにしてくれればいいと思います。 

 家族で楽しめる施設が少ないということですが、多少の公園や水族館や博物館はありま

すが、それ以外には家族でなかなか１日を過ごせる施設がない。例えば今の清水から考え

たらどういう施設があったらいいと思いますか。 

 

【藤井委員】 

 遊園地みたいなものがない。子ども連れの対応は難しいものがある。 

 

【糟谷会長】 

 三保松原や日本平、いちご狩りなどがあっていいと思いますが、浜松の方には、パルパ
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ルがあって舘山寺があって植物園があって動物園があってと、あそこで１日家族で遊べる。

清水にはそういうところがないなという気がする。導線で結べばいくつかあると思います。 

例えば、どんなモノをつくったらいいと思いますか。 

 

【藤井委員】 

 日本平まで延ばせばあると思いますが、そういうものを巻き込めば清水の動きを考える

ことも新たなものをつくるよりもいいと思います。 

 

【磯谷委員】 

 家族連れであっても遊園地とかではなく、例えば三保松原の前の地引網を体験したい方

もいるかもしれない。地引網をやっているという事を観光のルートの中に入れて、例えば

グループで来ればできるとか、日曜日なら事前申込み何人までならやってくれるというよ

うなことをすれば、もうちょっと滞在してくれると思います。 

 

【スリヤ委員】 

 ドリームプラザに家族連れの方が遊びに来ると連れて行く。駅前にそういう施設がない

というのが残念かなと思う。スタジアムや日本平動物園は駅から離れたところになるので、

駅前にそういうものがあればいいのになと夢物語を描いている。自宅から外を見るとタン

クがあるのでそこの敷地がもったいないなと主人といつも言っている。タンクをもし使っ

てないなら、後楽園みたいにサッカーの試合が見れたりなんでもできたり、そこからフェ

リーで三保松原まで行けるようにしたら素晴らしいなと思う。 

 

【糟谷会長】 

 三保松原を含めた三保地区の整備が遅れているという意見がありました。最近いろいろ

整備されて、観光客も足を運ぶようになってきていますけど、予算の関係もあって整備も

進んでいるようで進んでないような感じがします。神の道を観光バスが通過することで松

枯れもするのではないかと心配しますが、世界遺産の構成資産にも登録された三保地区の

整備をどのように進めていけばいいと思いますか。 

 

【杉本委員】 

 お年寄りとかも多いので、観光バスが近くまで入れなくて遠くの駐車場から歩いていく

ことになるので、あの道を歩くのが大変だという人がいると思う。無料の車いすを置いて

おくとか、車いすを押すボランティアがいたらいいのかなと感じました。 

 

【糟谷会長】 

 三保松原まで行くには神の道を通るので、歩く距離があるんですよね。高齢者とか、少
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し障がいがある方はたいへんじゃないですかね。 

 駐車場がないという事で、駐車場の整備を進めてくれているみたいですけど。私は駐車

場の整備よりも、道路の整備を早急に進めるべきだと思う。三保に行く道は１本しかない

ので、周れる道を整備した方がいいと思う。 

 150号バイパスが久能の方から駒越の交差点の所まで来ると、三保の方に南下するかたち

になっていますが、三保灯台の方まで道が繋がるようになれば、三保半島を周遊できる道

路になる。 

 観光のルートもそうですが、道路のルートを整備することでかなり楽になるんじゃない

かなと思います。観光客は時間で追われて遊びに来ているので、渋滞で時間を取られてし

まうと貴重な時間を取られてしまうことになるから、できるだけそういうものに時間を割

かれないようにする道路整備が大事じゃないかなと思う。 

 

【スリヤ委員】 

 現在、どういう運行がされているか確認していませんが、夏にフェリーを使ってたくさ

んの子どもやユースを三保に連れて行きました。行きはフェリーを無料で乗船できて、帰

りは有料だと、行ったはいいがどうやって帰ってくればいいのという状態だし、どこから

乗ればいいのかわからないし、実際にはかなり歩かないと乗船できなくて使いづらかった

ので、使いやすくなればいいなと思いました。 

 

【糟谷会長】 

 学生で毎日通っていてどう？ 

 

【坂本委員】 

 あまり変わってないと思います。道路はすごく混んでいる。親が実家から清水に来た時

に三保松原に行こうという話になりましたが、行くのも大変そうだし車も混んでいそうだ

し駐車場もないという事で、結局行くのを断念した。もし駐車場に止めるなら近くの薬局

で買い物をしてそのまま歩いていこうという感じになった。もう少し行きやすければいい

なと思います。 

 

【糟谷会長】 

 正月に、孫を連れて東海大学の水族館へ行きましたがすいていました。 

 

【坂本委員】 

 正月は、ぜんぜんお客さんがいないんです。 
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【田辺委員】 

 車の量が増えたから混んでいるのではなく、工事をしているから混んでいるのではない

かと思う。 

 

【磯谷委員】 

 私は、実家が三保にあるので毎週行ってますが、神の道に行く道や御穂神社の裏の道で

車が全く動いていなかったので、中学校の方に迂回して県道に出ましたが、地元の人はた

まらないだろうなと思いました。道路が混むのはあの周辺と、行きと帰りの時間帯で道路

が混む。だから、道路が１本あればと思う。細い道はあっても、抜け道になってしまって

いて車が猛スピードで走っていくのでこわいので、道路の整備はすすめてほしい。 

 

【糟谷会長】 

 生活道路で利用している人にとったら大変じゃないかなと思う。 

 

【藤井委員】 

 生活道路の面では苦しい面もあります。静岡市が計画しているＬＲＴを三保方面で走ら

せるという事を考えるという事にプラスして、外から来た車やバスは遠くの駐車場に置い

て、そこを拠点に特定の車やバスを使って目的地まで送り迎えをするという発想も必要。

道路を今すぐ造ることがいいのか、そういうのも考えて議論を進めればいいのかなと思っ

た。 

 

【宮澤委員】 

 日々のカウントはしてないようですが、シティプロモーションの中で基準日を設けて積

算した中では、一昨年の８月が一か月で４万人だったのが、去年が 12万人でした。11月は

日本平も含めてですが、年間を通して観光客が訪れる数が一番多い季節ですが、一昨年５

万人だったところが、去年は 20 万人でした。月に 20 万人という数は結構な数だと思いま

す。まちがいなく、三保については観光客の視点での見た目のインフラ整備と、松くい虫

による線虫防御や、先日、東海大学の学生と一緒に腐栄養化に伴う松葉拾いをしましたが、

そういうこともしていかないとまずいと思います。まちがいなく、３年後にもう１回ユネ

スコの調査があるので、そこでどうなるかは、好む好まず関係なく万全を尽くしていかな

いと、取り上げられたら元もこうもないですよね。パンフレットについても今年の４月１

日以降に使うものについては、今月か来月にはリニューアルするはず。 

 

【杉本委員】 

 土・日に１時間に１本だけ、バスが三保松原駐車場まで行ってますが、それも少ないな

と思いました。路線バスが乗り入れするのは土・日だけのため観光客が集中するというこ
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とだったので、そのへんも本数を増やすとか他のルートと周るバスがあってもいいかもし

れない。 

 

【糟谷会長】 

 それは、観光用のバスではなく一般的な路線バスということですか。 

 

【杉本委員】 

 そうです。前までは三保松原駐車場まで行ってなかったのが、行くようになった。 

 

【田辺委員】 

 今まで、最寄りのバス停が県道までしかなくて２㎞位歩かなければならなかったので大

変だった。 

 

【スリヤ委員】 

 通勤・通学の足として路線バスを使うために三保行きのバスのバス停はいつもたくさん

のお客さんが並んでいる。 

 

【糟谷会長】 

 世界遺産登録以降、バスの利用者も増えていると思いますがなぜ、バスの運行本数を増

やさないのかバス会社へ聞いてみたい。 

 

【杉本委員】 

 まちなか巡回バスが走っていますが、見かけても乗車しているお客さんがいない。あん

なに大きいバスを走らせてももったいないと思う。もっと小さいサイズのバスでいいので、

みんなが観光できるような所を周ってくれて、運行本数も増やしてくれたら、１回降りて

次のバスで、次の観光地へという計画を立てることができる。去年、岩手県の平泉に行っ

た時に観光ルートに何本もバスが出ていて、自分でルートを考えて観光地を周ることがで

きた。今の清水は、観光地を周ろうと思ってもスムーズに周れない。もっと動きやすいも

のになればと思う。 

 

【糟谷会長】 

 三保と日本平へ行くバスについては、今年は試験運行で一日何便かはやっている。協議

会の中でも大きいサイズのバスではなく、身動きがいい小さいサイズのバスにしたらどう

かという意見も出ていた。 
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【藤井委員】 

 バスの運行についても、バス会社の考えとしては利益の出ない路線については市から補

助をもらってそこにバスを運行させるという考えがあるので、人が乗ってない場合もある。

補助も出して、バス会社へ運行をお願いしているのであれば、その裏付けも必要になって

くる。 

 

【糟谷会長】 

 清水区の情報を外に発信していくにはどうすればいいかという事を今考えていますが、

外からきてくれた人にどういうルートで行けば観光地を周ることができるか、ルートがな

ければしょうがない。そういうことも検討する必要もある。 

 イベントを開催してもイベントの情報をリアルタイムに伝えきれていないという意見が

ありましたが、どう思いますか。 

 なかなか難しい問題ですよね。フェイスブックの関係がいくつか出てきますので、ホー

ムページフェイスブック関係は一括して皆さんの意見を聞いていったほうがいいかと思い

ます。 

 私自身フェイスブックをやらないのでわかりませんが、若い人たちは利用していると思

いますが。今現在、清水区のことをフェイスブックでどれだけ調べられるかわかりません

がやられる方いますか。 

 

【磯谷委員】 

 静岡市のフェイスブックページもあまり活用されているとは思いません。いろんな市民

団体が実行委員会形式でイベントを開催するとイベント開始の時から、いろんな人が投稿

して写真を載せたりしている。例えば港町マルシェも、マルシェ開始から出店店舗の情報

を載せたりしているが、それを行政でやろうとするのは難しい。いろいろなイベントペー

ジを立ち上げでイベントの情報を載せてもらうようにすれば別かもしれません。若い人は

その情報を見てイベントに行ってみようと思ったりすると思います。ただ、行政がやるの

は無理だと思います。人が集まる場所でのＰＲは、例えば農業祭りでマリンパルが実況放

送をしたりしている。ラジオとかの形でやるにはやりやすいかもしれません。 

 

【坂本委員】 

 最近フェイスブックをやめてしまいましたが、やっていた時にいろんなお店や公共施設

がフェイスブックをやっていて、行ってみたいお店と友達になって繋がってお店の情報を

見れることになって情報をつかみやすくなりますが、私がやっていた頃は清水区の情報が

すぐに出てくるのがなかった。 
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【糟谷会長】 

 清水区としての情報が出てくるものがなかったという事ですね。個人とか民間だけでな

く清水区の情報を取り入れて見やすいフェイスブックを区で作ってもらえればいい。 

 

【坂本委員】 

 さらに、誰でも自由に書き込めるようなものがあればさらにいい。 

 

【糟谷会長】 

 例えば清水区で、清水区の情報が見れるフェイスブックを作ったとして、それを見て行

ってみたが、どうも想像していていたものとは違ったという意見も言えるんですよね。 

 

【磯谷委員】 

 行政が作って、リアルタイムで今日のイベントはこんな感じだよ、午後から抽選会があ

りますと載せるには行政のサイクルでは無理ですよね。イベントのご案内なら、ブログで

もホームページでもできると思います。来て楽しいよとリアルタイムに雰囲気を伝えなが

ら促すにはフェイスブックのほうがいいかもしれない。 

 

【坂本委員】 

 ブログとフェイスブックのどちらが身近ですかと聞かれるとフェイスブックになる。清

水区としてやって、清水区の職員の誰かが代表でイベントに行って、イベントの状況を更

新していったらいいページになると思う。 

 

【宮澤委員】 

 行政の中でもやっている方はいるんですよね。議員でもやっている方もいますし、この

辺だと牧の原市長も自分でやっています。市政方針や、今日は誰と陳情したか、どういう

動きがあるかは“いいね”を押していくとわかる。ですから、会ったことがない人の動き

も分かるというのもメリットではある。 

 

【田辺委員】 

 フェイスブックは、情報を受け取る方が事前に情報を取捨選択している。ここからの情

報が更新されたら汎用しようとか。僕らが伝えたい特定多数の人たちは、どういう情報が

欲しいというもっと前の段階になっている。たぶん、それを行政なりでやるには非常に厳

しくて、静岡県内で成功しているのは多分浜松市の「はまぞう」というブログのポータル

サイトがありますが、それぐらいかなと思います。 
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【宮澤委員】 

 どういう感じでやっているんですかね。 

 

【田辺委員】 

 もともと、ブログの大元締めみたいなところが、会員の中でページを持っているところ

に新しいページを書き込むと上から入っていくような感じになっている。完全な民間です。 

 

【糟谷会長】 

 結局、フェイスブックにしてもブログにしても新しいものを更新していかないと何もな

らないんでしょ。例えば、インターネットには１回会社案内が掲載されるとずっと同じ情

報が掲載されていたりしますが、そうではなく、常時新しいものに誰かがしていかないと

面白くないんだろうね。 

 

【宮澤委員】 

 そうですね。 

 

【田辺委員】 

 行政の主催事業とか共催事業は今のホームページでも細かく掲載しているので、良いと

思いますので、中止状況を載せればいいと思う。 

 

【糟谷会長】 

 広報紙の時代ではなく、メディアの時代に変わると思う。そういうものは市としても積

極的に取り入れていく必要があると思う。 

 

【スリヤ委員】 

 個人でもフェイスブックをやっている方もいると思うので、どなたか担当者がいていつ

も写真を載せたり、情報を載せる方がいたらすぐにできるんじゃないかなと思う。例えば、

フィンランド大使館や安倍総理大臣の情報をフォローできるのですごくいいですよね。 

 

【磯谷委員】 

 うちも一応公的施設ですが、フェイスブックページを立ち上げましたが、講座の案内や

講座をやった時の様子、来館した方の様子をホームページよりは頻繁に載せています。 

 

【糟谷会長】 

 それは何人の人が見たというのはわかるんですか。 
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【磯谷委員】 

 わかります。始めて数か月なので“いいね”を押してくれている人は 4、50人ですけど。

自分が友達になっている人にもリクエストをするので、市民活動をしている人は、メール

マガジンやホームページを見たりはしないけど、“いいね”を押してくれて自分のタイムラ

インやイベントの予告が出れば、見たくなければ見逃すし、良ければ行こうかなと思って

くれる。こういう感じの情報発信のツールとしては有効ですが、手間暇がかかる。うちは、

事業の回数が多くないからいいですが、市としてとか清水区の観光の情報を常に載せてい

くとすると誰がやっていくんでしょうという事になる。市の観光シティプロモーション課

の職員が管理人となってしょっちゅう載せるとかしないといけない。 

 

【糟谷会長】 

 例えば、市がやるとしたら片手間の仕事としては上手くない。専門の方を配置してやっ

ていかないと無理なんですかね。 

 

【坂本委員】 

 それか、私の知り合いが個人的にツイッターで三保半島の美味しいグルメを伝える今日

の三保というツイッターをやって、自分の行ったお店をアップしていて、マニアックなお

店にたくさん行っているので面白い情報もたくさんある。なかなか、そういうことをやろ

うとする方がいないので、あえて見ようとする方が 100 人くらいいるので、そこのホーム

ページと清水区のホームページがリンクするようになれば、もう少し見える人が増えてく

る。 

 

【杉本委員】 

 情報発信サイトの一つがあって、そこからみんながいろいろな情報を検索できたり、イ

ベントの情報を掲載できるようになれば、いちいち、情報を探さなくて済むし、更新した

い人が更新してくれるので。 

 

【スリヤ委員】 

 フェイスブックの中にも三保の情報を載せるページが出てきたので、こんなページもで

きたんだなと思いました。こういうページを作っている人もいるので、どんどん繋がれば

いいと思う。 

 

【田辺委員】 

 誰もが認める清水のポータルサイトってないんですよね。 
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【糟谷会長】 

 そういうものを市の方で作ってもらって、そこにみんなが入り込んできてもらう。 

 

【事務局（深澤）】 

 みなさんのこういった意見を提言書に載せて、清水区長が提言内容を見た時に実施して

みようとなった時に、委員のみなさんで運営をしてもらえますか。委員の皆様が運営する

のがたいへんであれば、外部の団体と一緒になって運営するとか。行政がこういうことを

やろうとすると、ごちゃごちゃのわかりづらいページになってしまうと思いますので、せ

っかくなら今期の懇話会の委員の皆様にやってもらえたらと思います。 

 

【糟谷会長】 

 これからの課題で。 

 

【田辺委員】 

 ただ、ポータルサイトを作りたいという方はたくさんいると思うんですよね。自分たち

がわかる中で、自分たちが清水の窓口だという事で一生懸命作っていると思いますが、な

かなか認知されていない。 

 

【杉本委員】 

 情報提供できる場が必要。 

 

【田辺委員】 

 ポータルサイトコンテストをやってみんなから応募してもらったらどうか。 

 

【糟谷会長】 

 それこそ、最初に出た、産業・経済からの集まりを作ってそこでやれば一番早い。 

 

【宮澤委員】 

 清水区の情報を県内外に発信するには有効だし、絶対にゼロではない。そこをどういう

ふうに進めていくのか。利用者の中にも自分の日記代わりに、１日に５つも６つも投稿す

る人がいる。例えば、朝食がこれ、移動中の食事はこれとアップする人と、純粋に県内外

にわが町をアップしたいという人と、仲間だけでやっている人、フォロワーの数を整理す

るのは難しいですよね。 

 

【糟谷会長】 

 市として市の魅力を発信するために有効に活用できるフェイスブックやブログを、いか
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に活用していくかを積極的に考える。 

 

【宮澤委員】 

 ある程度条件整理をしなければいけないし、例えば三保の特派員とかを委嘱したりする。

70代の方でも写真も好きだし、文才もあるという方もいる。フェイスブックやブログは 20

代の利用者が一番多いと思うので、三保の 60 代の特派員と 20 代の学生の特派員がいても

面白いと思うし、そういう条件を上手くやって箱を用意しておく。１日の投稿数は２回ま

でとか最低２日に１回はやってもらいたいとかしていけば面白いのができそう。 

 

【糟谷会長】 

 そういうネットワークを清水区内いろいろな所に作ればいい。その人達にいろいろな情

報を入れてもらえればいい。そういう組織づくりを市の方でやってもらいたい。 

 

【宮澤委員】 

 観光施設だけではなくて、漁業の方がいて今こんなものが獲れますよとか、シラス漁の

春漁が始まりましたとか、いちごが今最盛期ですとかそういうものだけでも面白いと思い

ます。私も行ったことがない寿司屋ですけど、写真が綺麗なんですよね。そこのページに

“いいね”を押しているのは、それを見ていると何が旬で何が食べごろなのかがわかる。 

 

【糟谷会長】 

 これは、情報の発信には大きく使えるね。 

 

【磯谷委員】 

 草薙辺りは学生が多いのかもしれませんが、草薙マルシェのフェイスブックページや草

薙大好きとか、商業労政課と学生がコラボレーションしてやっている地域コラボプロジェ

クトとか、草薙で活動しているいろいろな団体が団体として情報を出しているので、草薙

では何をやるんだろうというのがわかる。それくらい草薙という狭い地域に、これだけフ

ェイスブックページがあると今週はこんな雰囲気かなというのがわかる。たぶん、三保も

私が見てないだけであるんじゃないかなと思う。そういうのを自分で検索しないでまとま

って見ることができるページがあれば、１回“いいね”を押せば後はずっと見れるように

なる。 

 

【宮澤委員】 

 １回東海大学に行った時に先生から聞きましたが、学生が 3,000人いるという事でした。

そのうち、６～７割が県外の学生という事で、非常に珍しい大学だと言ってました。海洋

学部だけど、今後の就職活動のためにもサービス業について説明してもらいたと言われ、
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28人くらいの学生にホテルとはという授業を１時間くらい開催しました。28人に１回でも

日本平にあがったことがある人と聞いたらゼロでした。東海大学一つとっても学生が数千

人いて、将来は金の卵になるかもしれないし、清水に住みついてくれるかもしれない。そ

ういう人の中で学生に影響力がある人が何かつぶやいてくれたり、紹介してくれるだけで

も地元を好きになってくれる。 

 坂本さんの友達の中にもカリスマツイッターみたいな方がいるでしょ。 

 

【坂本委員】 

 いますね。 

 

【宮澤委員】 

 そこは真剣に取り込む価値はありますよね。 

 

【磯谷委員】 

 こちらに就職しなくても、４年間清水で勉強して帰った時に周りに観光とかで呼びかけ

ることもありますから、大きいですよね。 

 

【糟谷会長】 

 若い人たちに魅力を感じてもらうようなＰＲの仕方をしないと、お年寄りは立ち寄るだ

けで終わりですからね。ただ、今観光で訪れる方は圧倒的に高齢者が多いので、ツイッタ

ーも大事だけどお年寄りに向けてＰＲする方策も大事じゃないかなと思う。 

 

【田辺委員】 

 若い人たちが興津川の河口でバーベキューをやっていたりするので、あの方々にバーベ

キューのお薦めスポットを落としてもらって検索できるようにしたらどうですかね。 

 

【杉本委員】 

 お土産の中に観光案内が入っていたのを見つけて、呼びかければやってくれるところも

あるかもしれないので、キャッチコピーとか簡単な何かがあれば、お土産をもらった人が

見たら清水に行ってみようかなと思うきっかけになると思う。 

 

【糟谷会長】 

 繰り返し情報発信ができていないという意見がありますがどう思いますか。 

 情報を発信していくには繰り返し、繰り返し無駄でも情報を発信していくことが重要じ

ゃないかなと思う。何を繰り返し情報発信していけばいいのかを取捨選択することが問題

だと思う。 
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【スリヤ委員】 

 三保松原の話ですが、三保で活動しているグループがイベントを宣伝した時に“富士山

世界遺産を祝す”というタイトルがあって三保松原と書いてなかった。地元の人は三保松

原が当たり前で、ＰＲしなければいけないという意識が弱いと思う。静岡空港からオース

トラリアに飛び立つ時に初めて静岡空港へ行きましたが、三保松原が観光案内板に出てい

るかと思ったら出てなかった。お土産として三保松原のものをオーストラリアの母に持っ

て帰りたかったが無かった。フィンランドのヘルシンキにある日本大使館に勤める友達が

三保松原のことを知らなかったので、もっと世界にＰＲした方がいいと思う。 

 

【藤井委員】 

 まずは情報発信していくものを特定していかなといけない。特定された情報を何回も繰

り返し発信していけば相手も興味を持つと思う。特定のものや観光ルートを作っていかな

いと情報の発信のしようがない。 

 

【糟谷会長】 

 情報発信の仕方として各年代に合せた情報発信の仕方ができていない。 

 これは先ほどから出されていることと全く同じですね。 

 清水区の魅力を理解したり、認識したり、外からの視点を取り入れた情報発信の仕方が

されていない。今まで出されたものと同じようなものですよね。 

 清水区に行きたくなるような端的なキャッチコピーがない。 

 

【藤井委員】 

 魅力のあるものの訴え方でしょうからね。 

 

【糟谷会長】 

 キャッチコピーがあるから人が来るのかな。ここ行ったらこれが美味しいよとか、ここ

行ったら楽しいよというのもキャッチコピーの一つですよね。 

 

【田辺委員】 

 一番有名なのはＪＲの「そうだ京都へ行こう」になりますよね。なかなかそういうのを

作るのは難しいですよね。 

 

【スリヤ委員】 

 名古屋空港からフィンランドへ発着した時に名古屋空港を利用しましたが、名古屋空港

は富士山一色だった。富士山は日本のいたるところで富士山を使ってＰＲしているので、

清水区にしかない三保松原を利用してＰＲできないのかなと思う。清水と静岡が合併しま
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したが、一つになりきれないと思う。文化の違いもあるので、清水の魅力は清水だけで発

展させなければいけないと思う。富士山が載っているものは何でも静岡市と書いてあるの

で、清水区だけの三保松原という事をおもてに出さないといけないのかなと思います。 

 

【糟谷会長】 

 三保松原は清水区にだけしかないからね。 

 

【スリヤ委員】 

 清水だけでＰＲしていく。清水区だけのキャッチコピーをみつけてＰＲしていかないと

いけないかなと思う。 

 

【杉本委員】 

 キャッチコピーを募集したらいいと思う。 

 

【糟谷会長】 

 私たちじゃ考えられない素晴らしい意見が出てくるかもしれないですからね。 

 

【事務局（深澤）】 

 清水区魅力づくり事業で作成した「三保をふるまう」の説明 

 

【糟谷会長】 

 道路標識として点として観光地を結ぶサインはあるが、観光地同士を結ぶサインが少な

かったり、観光案内が少ないとありますが、例えばどんなものがあればいいのか、どこに

設置すればいいのか端的なものがあれば意見をお願いします。 

 

【藤井委員】 

 人が集まる所を考えて何か作った方がいい。 

 

【糟谷会長】 

 三保松原が世界遺産の構成資産になったのだから、道路標識や観光案内板も世界遺産三

保松原という案内板を作ってもいいと思う。例えば、富士山の景勝地日本平とか世界遺産

三保松原というものがあってもいいと思う。地名を表した道路標識はあるけど、外から来

る人にしてみると行きたい所がわかる案内標識があるという事は大事じゃないかなと思う。 

 

【田辺委員】 

 三保半島に入っていくと「羽衣の松」という看板は出ていますが。 



21 

 

【糟谷会長】 

 そこに行くまでが問題じゃないかなと思う。 

 

【田辺委員】 

 三保松原の案内標識として考えなければいけないなと思うのは、世界遺産に指定されて

いるのは真崎から折戸までの長いエリアなので、羽衣の松だけでいいのかと思います。取

材に行くときは、僕らも羽衣の松に行ってしまいますが。今の段階なら羽衣の松をしっか

り示してやることは大事だと思いますが、他の部分にもっと人を促すことも大事。 

 

【糟谷会長】 

 富士山の世界遺産という事も大事だけど、例えば久能のいちごとかの案内がもう少しあ

ってもいいんじゃないかなと思う。特に東名を使ってくる人が多いので、東名からの案内

板が必要じゃないかなと思う。 

 

【田辺委員】 

 世界遺産に登録されてこんなに観光客が訪れることを予想してなかったのではないかと

感じている。公共サインって優先されるものがあると思う。例えば駅ですとか公的施設と

かライフラインの関係は確実に優先されなければいけない。これだけ人が来ると観光って

いう部分も比重をあげないといけないのかなと思う。生活に関係するものと観光に関係す

るものと色分けして作っていく工夫をしていかないといけないと思う。一般的な看板は青

白で作ってあるので、観光看板は少しイメージを変えて作っていけばいいと思う。 

 

【糟谷会長】 

 観光地の駐車場が少ない。市の方で整備しているのでこれから作っていくと思います。

土地がないから難しいと思いますけど、近くの土地がないので駐車場は遠くに作らざるを

得ない状況にある。そうすると、そこまで行くアクセスをどうするんだという事になる。 

 

【藤井委員】 

 他の交通手段で、目的地まで行ってもらうことになる。 

 

【糟谷会長】 

 現状の問題点や課題で今まで出てきた内容のものを、もう少し噛み砕いて聞きましたの

で、ここにないもので私はこれを考えるというものがありましたら、お願いします。 

 清水区の中で考えられる問題点はこの内容ですかね。 

 次回に繋げていくための分類をしていかなくてはなりませんので、皆様から出ている問

題点や課題を施策の方向性という事で大きく分けると、この４つくらいになるのではない
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かなという事で事務局に作ってもらいましたが、この辺の内容についてはどうですか。 

 

【スリヤ委員】 

 清水区出身の写真家、画家を知ってもらうという事で、清水区出身の写真家で中野正樹

さんという方がいますが、その方と話した時に、東海道五十三次の広重の絵の中に三保か

ら描いた絵があります。その絵を使って、清水の駅前に大きく展示したりする。三保から

見た富士山が美しいという発想がどこから出たかというと、その絵を見て日本中の人々世

界中の人々が美しいと思ったのでその絵を使ってみたらどうか。 

 

【田辺委員】 

 静岡市の３区の色って暫定的な決まりがあるんですか。ホームページを見ると、葵が緑、

駿河が赤、清水が青っていうのは決まりみたいなものがあるんですか。 

 

【事務局（今井）】 

 区のイメージカラーを決めた時に、３区で魅力づくり事業が始まった時で、区としての

イメージカラーやロゴを作ろうという事になって、その時に作りました。 

 

【糟谷会長】 

 今日は、いろいろな意見をいただいて、これから提言書を作成していくにあたり３月ま

でにある程度形をまとめていかなければなりません。提言書ですので、こういう問題に対

して、こういうことをしてもらいたいとか、進めるべきだという提言書になると思います。

大項目も４つくらいにまとめてもらって、次回は、その４つの項目に対してどういう内容

にしていくか、今回出た意見を事務局でまとめてもらって文書表現化していくようしたら

どうかと思います。 

次回は平成 26年２月 25日（火）１８時３０分からでお願いします。 

 

【事務局（洪）】 

 今回の謝金の支払いは２月 20日（木）を予定しております。 

 

【糟谷会長】 

以上をもちまして、第４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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