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平成２５年度 第５回（第５回）清水区区民懇話会会議録 

 

１ 日 時 平成 26年２月 25日（火） 18時 30分～20時 30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〕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５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。 

事務局から皆様に前回までの審議内容をまとめた体系シートが事前に送られてきている

ので、内容について事前に目を通していると思います。 

体系シートを各委員の皆様から確認していただき、修正・追加・削除をしてもらいたい

と思います。 

それでは、体系シートについて事務局より説明をしていただきたいと思います。 

 

【事務局（深澤）】 

こちらのシートですが、４回開催されてきた懇話会の内容を提言書が作成しやすい形に
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まとめたものになります。こちらのシートの内容は事務局側で作成したものになりますの

で、付け加えたいことがあれば意見していただきたいと思います。 

また、お手元に第３期区民懇話会で作成した提言書のラフプランを用意しました。提言書

を作成しやすいように、こちらのラフプランの３・４ページの形になるという事をイメー

ジしていただきたいと思います。第６回目の時には、事務局で第５期区民懇話会のラフプ

ランを作成し皆様に意見をいただきたいと思います。そのため、今日はこちらの体系シー

トを完成させていただいて、その後に提言書に記載する文章の量や項目について、時間が

あれば考えていただきたいと思います。もう一部お手元に資料がありますが、こちらは、

体系シートを文章にしたものになります。今日の懇話会で意見を発表する時に活用してい

ただきたいと思います。 

 

【糟谷会長】 

 それでは、こちらの体系シートがこの形で良いかどうかを議論していただきたいと思い

ます。事務局より説明がありましたが、時間があれば提言書の構成についても議論をして

いきたいと思います。今まで審議していただいた内容を大きく４つの項目に事務局が分け

ました。この内容を提言書として文章表現化していくために皆様と審議を進めていいきた

と思います。 

 最初に「観光資源を活かした観光ルートの開発」（仮題）という点について審議を進めた

いと思います。 

 

【藤井委員】 

 まとめ方としては、こちらの形で良いのではないかなと思います。具体的な解決策や提

案の部分がもう少し具体的にした方がいいと思う。具体的な提案にするためにも内容をも

う少しほりさげた方がいいのではなのかなと思う。例えば産業観光であれば、どういう産

業であるかという点を入れた方がいいと思える。 

 

【磯谷委員】 

 富士山の日にたくさんのイベントがありましたが、市民活動団体だけでも連携がとれて

いな部分がある。地元の方よりも、市内だったり市外の方が一生懸命やっていたりするの

で、そこの連携をどのようにしてとればいいのか。民間は民間、行政は行政という感じで

イベントを開催しているのでバラバラな感じがする。情報発信にもなるかもしれませんが、

三保から富士山が一番よく見えるので、三保松原への観光客の誘導という時に、市民団体

も観光業者も行政ももう少しうまく連携してできないのかなと思っています。 

 

【糟谷会長】 

 まったくその通りだと私も思います。いろいろな計画されているけどチグハグと言うか、
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それぞれがバラバラでやられているような感じがします。これは大きな問題で全てに繋が

ってくることだと思います。これから、そういう問題をこの中にどう取り組んでいくかと

いう事になる。 

 

【藤井委員】 

観光ルートの開発は実際にはやらないといけないし、そういうことをメインのタイトル

としてあげていくことはもちろんですが、そこに縁の下の力持ちではないですが、三保松

原の松の松くい対策、松葉拾いの継続的な実施のような整備するような提案と実際の観光

の内容は分けた提案の仕方をした方がいいと思う。 

 

【糟谷会長】 

大きな項目として観光資源を活かした観光ルートの開発という表題でいいのかどうかを

含めて意見を伺っていきたいなと思います。 

 

【事務局（深澤）】 

 現状の課題や問題点については、第４回区民懇話会で出された意見を事務局で大まかに

まとめさせていただきました。提言書を作成するにあたり、問題点の捉え方としてこのよ

うな表現の仕方でいいのかも含めて意見を伺いたいと思います。 

 この問題点の書き方だと、観光ルートの作成と観光資源を充分に活かしきれてないとい

う事しか問題提起していません。今までの議論の中で、この部分について問題提起してい

ただいたことは事実ですが、この提起の仕方でいいですか。 

 

【宮澤委員】 

視点と言う点では地元の人と県内外の人など、どこを捉えるかという事になります。灯

台下暗しで、清水にずっと住んでいる市民の人にしてみたら、こんなものが資源になるの

かというものが資源になっている。清水の観光資源は「何か？」と言った時に、日本平や

三保が良いという事だけではなく、もっと隠れた産業の中にもあるかもしれない。何が資

源となるのか、外からの新鮮な目というのもあるし、そこはもう少しあぶりだしたい。私

がこの前言ったのは、清水に 18年勤務していましたが、三保の造船所で大きな鉄板を曲線

にして船まで作る工程とか、冷凍マグロのマイナス 60℃、70℃の世界は第一次産業、第二

次産業でもその中にも観光資源はあると思います。「生じらす」とか「生桜えび」を獲る光

景を早起きしてでも見てみたいというものもあるでしょうし、そこは単なる観光ルートの

作成ができていないという問題ではなくて、まず観光資源になりうるものは何なのか、本

当に具体化するためには、企業とか漁船とかの協力がないとできない。例えば、漁船で「生

じらす」を獲る光景をオーシャンプリンセスでベイプロムナードをつけて、漁船であがっ

たものをベイプロムナードで食するという計画もありましたが、結局は時化（しけ）で出
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来ませんでした。ただ、ここは水産庁で、こっちは国交省の管轄というように中々難しい

みたいです。ですから、そういうことをしてでも観光資源を活かして観光客を誘致しよう

という動きが、漁業関係、船舶関係の協力がないことには商品にはならない。その辺の交

渉までここの委員会でしろというのは無理ですから、このメンバーをみても提言どまりで

もいいのではないかなと思う。 

 

【糟谷会長】 

宮澤委員が言われたのは、観光だけに捉われない地元にある資源を有効に繋げた中での

ＰＲを考えた方がいいのではないかと思う。表現の仕方も観光資源に限っていいのか、清

水区にある資源を有効に活用した観光だけにこだわらないルートづくりも必要じゃないか

なと思う。 

 

【宮澤委員】 

 この項目を文字通り読むと観光資源の活用、観光ルートの作成という事になると、ただ

バスが立ち寄るルートができていないという事だけに捉われているように感じる。もっと

広い意味で考える必要がある。観光ボランティアが観光情報を持っていることは当たり前

ですけど、そこら辺の小学生が清見寺についてベラベラ語れるということは立派な観光資

源になる。地元を愛し、県外の人の心を打つので、そういう事が実際の地域教育として教

えられているのかどうか。 

 

【藤井委員】 

今おっしゃった事は当然ですけど、具体的な内容をもっと具体的に提案していって、食

なのか産業なのか観光なのか棲み分けをするのか、まとめてするのか具体的な内容を出し

てそれについてどう考えるかをやらないと、観光というくくりにすると大きすぎて、あま

りにも全般を出すと苦しいのかなと思う。もう少し細かい内容を出して、別々にやるのか、

２つ一緒にやるのか、どちらかというと細かく細分化して議論した方がいいのではないか

と思う。 

 

【磯谷委員】 

１回目の流れからすると食から何からたくさん出したじゃないですか。清水区の魅力を

内外に発信するにはどうすればいいかという事の魅力の中身だったと思います。宮澤委員

がおっしゃったのは、魅力の中に例えば産業であったり工業だったりを魅力の一つとして

発信する中身に入れる大きな要素であるという事をおっしゃったんじゃないかと思う。ど

ちらかというと食べものとか景色という事にいきがちだったので、清水区の魅力をと言っ

た時に様々な魅力があるという事をおさえることと、それと富士山が世界遺産になってチ

ャンスであるという事を理解してもらいたい。清水区の魅力という事で初めに整理された
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ことを、基本施策はこうですが、その下に魅力とはこういうことがあるという事を確認で

きるような文章にしてもらいたい。世界遺産で三保まで含まれたというチャンスであると

いう事をおさえたうえで、観光施設と一言で言うと違うのかなと思う。いろいろな魅力が

あるという事を言ったうえで、課題が観光施設だけでなくいろいろなものがあることが発

信しきれていない課題として出てきているんじゃないかなと思う。 

 

【事務局（深澤）】 

 ラフプランの３ページの導入部分に今言われた事を入れた方がいいという事ですよね。 

 

【磯谷委員】 

 一度に発信するにはというよりは、こんな魅力があるという事を１回目以降も出されて

きたものをたして、世界遺産になって清水は注目されているわけですからチャンスである

という事が初めにあれば課題に繋がっていくと思う。 

 

【糟谷会長】 

宮澤委員が言っていること磯谷委員が言っていることは、ラフプランの３ページの導入

部分に入れていった方がいいのでは。その中からどういう課題と、観光というものを捉え

た時にどういう提言をしていくかという事になっていくと思う。 

 観光の種類として、観る観光・学ぶ観光・作る観光があると思う。その点を観光という

くくりの１つにしないで、この導入文のなかで文章表現をする必要があるのかなという感

じがします。観光の中で他にも皆さん意見はありますか。どうしても観光というと眺める

方の観光に捉われそうな感じになりますので。 

 

【小笠原委員】 

 おもてなしではありませんが、人間の素晴らしさもありますよね。温暖な気候の中で育

った独特の優しさをＰＲしていきたいなと思います。 

 

【スリヤ委員】 

 あとは、どんな体験ができるかということ。例えば、久能山東照宮だと階段を降りるこ

とは観光客に体験してもらうことになる。三保松原なら夏に行けば遊ぶことができるよう

になれば。 

 

【糟谷会長】 

今言われた人間性の良さや何を体験することができるかということを４つの項目のどこ

かに文章として入れて、それを今後どうしていくかということが次の項目に入っていくこ

とになると思う。 
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【田辺委員】 

観光になりうるものは非常に広いですよね。両河内では竹を切ることをしている。竹を

切ることも僕らにしたら楽しい。現実、作業としてやると大変かもしれませんが、汗かく

ことが有意義に過ごすことができれば、やる人にとってみたら観光になる。辛いなと思え

ば、タダの作業になる。たくさんある要素を盛り込むにはどうすれば良いのかなというこ

とになる。 

 

【糟谷会長】 

 体験となると、山もあれば、川もあれば、海もあれば、企業もあれば、いろいろな体験

がある。それをどういう風に整理していくかは難しいかもしれない。 

 今出ている考えですと、清水区でいろいろなＰＲをしていますが、どういう体験ができ

るか、それぞれの団体が勝手にただやっているだけという感じがする。ＰＲの統一性がな

いような気がする。そういうＰＲや情報発信する方法が下手なのか。 

 ２つ目の項目として「清水区の魅力を世界へ紹介」ということであげてありますが、富

士山の世界遺産から始まってどう紹介していくか。以前言われた案内表示も英語表示がわ

りと少ないと言った意見がこの中に入ってくるのかもしれませんが。 

 

【事務局（深澤）】 

 この項目は、もともとメディアや公共交通機関を使った広報をしていく必要があるので

はないかということから考えた項目です。４回目の議論をして、この部分は次の項目のフ

ェイスブックを使った情報発信と同じだと思いますが、あえて一つの項目として出す必要

があるかどうか思うところです。 

 

【糟谷会長】 

 捉え方を変えると、どういう方法でどういう媒体を使って国内外に紹介していくかを考

えると一つでもいいような気がする。 

 

【藤井委員】 

 フェイスブックということに限定してしまうと、高齢者はどうか。情報発信の仕方も考

えればフェイスブックという言葉が入ってもいいと思う。 

 

【磯谷委員】 

 いろいろな情報発信とあって紙媒体も必要だしメディアも必要だしＳＮＳを使ったもの

も必要だと思う。多様な発信と出ているので黒い枠をもう少し整理すればいいと思う。 
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【糟谷会長】 

 一つにしてもいいのではないかと思う。この二つ目と三つ目を一緒にすすめて、上手く

まとめていこうと思います。 

 

【磯谷委員】 

 フェイスブックとか言ってはいましたが、区のホームページを見ていて情報は山ほどあ

るけど、どこかで整理してくれないかなと思う。市のホームページから区のホームページ

に入って観光というページを見ると、市の観光・プロモーション課や静岡観光コンベンシ

ョン協会のページにリンクしますが、そこを開くとまた、静岡市全体や静岡県全体の情報

になってしまって、清水区の情報ではなくなってしまうので、見にくいページになってい

るのでフェイスブックとリンクする以前の問題かなと思う。 

 

【糟谷会長】 

 清水に住んでいない人が見ようとするとわかりづらいページかなと思う。我々は毎日見

ているので違和感はないけど、それが特別なものかどうかわからないので、それと全く同

じような感じかもしれない。 

 

【宮澤委員】 

 車で来ると、ここから清水区という境がない。清水区にとどめるものに魅力があるのか、

観光という視点で見ると、焼津と御前崎を含めた海岸線を走るのも一つの観光です。境を

決めて地図を作っても魅力的ではないと思います。私も最近、浜岡に行くことがあります

が袋井市とか御前崎市だけの行政がやると、どうしても地図はそこだけしか載っていない。

袋井は可睡斎などがあって載ったりしますが、遠州六市と連携して何かできないのかなと。

唯一、ここら辺のものは静中連といって大井川のアプト式鉄道から富士川の楽座までここ

の民間観光施設が連携を組んで広域観光でやっている。これは、観光客の視点で三保松原

も行けるし、ＳＬ体験もできるよというものがある。 

 先ほどの世界に紹介という点で行政もはっきりしておかないといけないのは、外国人が

今後訪れないと、いろいろな業種・業態が日本人のマーケットだけでは立ちいかなくなっ

ている。2050 年までに毎年 80 万人の人口が減っていく。毎年静岡市プラスアルファが減

っていく中で全業種に当てはまりますが、これだけ人口が減っていくことになるとインバ

ウンドを求めていかないといけない。2,000万人をようやく超えたといっても、世界ではベ

スト 20には入ってこない。ただ、東南アジアからヨーロッパ系、南米系と外国人なら何で

もいいのか。相手によって打ち出す魅力も違ってくる。広告宣伝費となると静岡市のシテ

ィプロモーションの戦略があって、どこの地域にむかってどう発信していくのか。まぎれ

もなく見えてくるのは2020年のオリンピックに関してはワールドワイドで日本への来訪者

は増える。その前の 2019年のラグビーワールドカップも日本で開催される。静岡県に関し
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てもスポーツ振興室ができて県内のスポーツの基地や合宿を誘致していこうとするうえで

専門の課ができた。ならば清水区として、ワールドカップ、オリンピックを捉えて、全世

界から人が来る、世界遺産で山梨よりも美しいものがあるという時に、どう呼び起こして

くるのかということは現実的な問題だと思う。６年後ですから。それに向けてどういうふ

うに言語整理をして、どこに向けて発信していくのか。ここで言えば、スタジアムもある

し、トレーニングセンターもある。東京オリンピックは夏の開催ですが、静岡が合宿地の

候補となるのは、気候、温度、湿度が似通っている。ここから新幹線を利用すれば１時間

で本番の会場へ行ける。事前調整に静岡を選ぶということは、選手もチームも来る。それ

が動いてくると、静岡、清水というものも認知されやすくなって、一般観光客もオリンピ

ックを見るだけではなく、観光に寄っていくことになって上手くいけばビジネスチャンス

になる気はする。タイミング的に提言書を出すのであれば 2019年のラグビーワールドカッ

プと 2020年のオリンピックには相当な人が来ると思いますので、清水区全体が前段階で名

乗りを挙げるのか。ゴルフが正式種目になって霞ヶ関カンツリー倶楽部で開催されること

は決定していますが、選手の調整に関して言えば静岡で調整して本番へという感じになり

そうなんです。 

 

【糟谷会長】 

 10年、20年先のための情報発信も重要なんだろうけど、例えば目先の東京オリンピック

に向けてどういうような情報発信をしていくかということも大事な事。 

東京オリンピックが開催されてオリンピックを観戦して帰るのではなく他も観光して帰り

たいという人も出てくる。静岡県知事も良く言われていますが、羽田や成田ではなく静岡

空港で降りてもらって東京に行ってもらう。静岡空港から直接東京へ行って、東京から直

接静岡空港に戻って帰られても困るので、立ち寄ってもらうための何かを考えないといけ

ないと思います。清水、静岡に立ち寄らせるためにはこういうものがあるよという情報の

発信の仕方も重要になる。せっかく、サッカーもあるので。こういうことも含めてご意見

を。 

 

【坂本委員】 

 方向性は、こういう方向でいいと思います。具体的解決策、提案というところで、外に

ＰＲしたりする時にやり方は議論されていますが、誰がやるか、何のためにやるかという

ことをもっと具体的にされたらいいと思います。 

 

【糟谷会長】 

 実際、恰好良い事を言っても誰がやるのかということになると思います。誰がやること

いうことになると、情報発信にたけている新聞・テレビもあるし、企業、旅行関連業者な

どいろいろありますが、それぞれの連携が必要だと思いますが、それをどのように連携さ
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せるかも大事だと思う。 

 

【田辺委員】 

 一つにはオリンピックというわかりやすいイベントがあるので、そこに向けて携わって

くるだろう市民にとってもいい動機づけになる。それは、非常に賛成です。それらの中で、

どの時期にやっても変わらないものとして、どんな魅力があるのか、広い意味でのどんな

観光がるのか洗い出し、掘り出しをして誰もが受け取れるようにする。それは、いつの時

代でも変わらない話ですので、このことを進めていかないといけない。私は新聞記者なの

でアナログなエリアですが、アナログで本が親しみやすいよという人もいれば、フェイス

ブック等のデジタルが良いという人もいて、どちらかでやればいいということではなくて、

両方合わせていろいろな所に発信していければいいのかなと感じます。 

 市民に前よりも参画してもらうということが大事になると思う。前も言ったかもしれま

せんが、コンクールなりコンテストなりコンテツなり、どんどん参画してもらう仕組みを

作ることが大事。 

 

【スリヤ委員】 

 オリンピックに向けて準備をするということでしたが、外国から日本に来る時に何を体

験したいかと言ったら富士山が見たいというのと、新幹線に乗りたい、お寿司を食べたい

とかお茶を楽しみたいということ。しかし、いろいろ絞ると結局は富士山と新幹線を見た

いという。オリンピックの時に静岡空港で降りて、富士山を見ることができて、美味しい

お寿司を食べることができて、美味しいお茶が飲めて新幹線で東京へ行けますよというコ

ースがあればいいと思う。 

 

【糟谷会長】 

 基本的に提言をする時に“こうしなさい”という提言をする必要はないと思います。こ

ういうふうになるように考えなさいという提言でも最終的には良いと思う。いろいろな問

題はあるけど、解決するにはどうすれば良いか考えなさいというのも提言の一つだと思う。 

 外国人が来やすい、降りたくなるような魅力あるものをＰＲすべきだということも大事

だと思う。 

 

【藤井委員】 

 それには今、富士山とか新幹線という意見がありましたが、それ以外にもっと魅力ある

何かを作り出すということも考えて欲しい。多ければ多いほど魅力になるので、そういう

ものをいかにつくるかということを提言に入れてもいいと思う。 
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【田辺委員】 

 最終的には市長に対する提言という考え方でいいですか。 

 

【事務局（深澤）】 

 区長に対しての提言になります。 

 

【糟谷会長】 

 区の施策として市の総合計画の中に盛り込んでいってくださいという提言なんだね。 

 

【事務局（深澤）】 

 出された提言の中ですぐに実行できそうなものは区の魅力づくり事業の予算の中で実施

したものもあります。提言は区長にしていただきますが、提言内容で関係局・関係課があ

れば、そちらに提言書を持って行き実施できる内容のものであれば実施してもらいます。

委員の皆様には清水区のための提言をしてもらうため、関係局・関係課に持って行った時

に静岡市全体で考えた時にそぐわないという提言もあるため、その場合は実現困難ですと

言われたりすることもあります。 

 糟谷会長が言われたように何かをして欲しいという提案だけではなく、こういうふうに

なるように考えなさいという提案をしてもかまいません。 

  

【小笠原委員】 

 いろいろな大会が清水で開催されると思いますが、全国規模の大会として定時制の高校

生のサッカー大会が清水区内で毎年開催されていますが、旧清水市の時代は宮城島旧清水

市長が会場で清水のことをＰＲしていた。静岡と合併してから、そういう場に市長が来な

くなった。開会式には将来につながる子どもたち、親たちも来ているので、清水区長がそ

ういう場に来て清水区のＰＲをしてもらいたい。東国原さんが宮崎県知事の時に宮崎県の

広告塔になったように、清水区長も魅力ある人物になって清水区の広告塔になって子ども

たちに清水のＰＲをしてもらうということも大事な事かなと思う。本当は市長が来て、参

加している選手を激励してくれたら清水に好感を持ってくれる。 

 

【田辺委員】 

 情報発信の手法として、デジタル、アナログ、face to faceという部分になる。 

 

【小笠原委員】 

 もっと人を使う。 
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【藤井委員】 

 私たちは清水区長をあまり知らない。市長は、地域のイベントにもよく来て顔をよく見

ますが、区長はそういう所に来ない。だから、区長がどういう考えでどういうふうに動こ

うとしているのかわからないので、清水区民のまとまりが無くなってしまうのではないか

と思う。どんどん出てきて区民の意見を聞くぐらいのことをした方がいいと思う。そのへ

んはどうですか。 

 

【宮澤委員】 

 業務分掌的にはそういうものはありませんか。 

 

【事務局（伊藤）】 

 清水・葵・駿河の区長は一般行政職になります。市長は選挙で選ばれて、副市長は市長

により選ばれるので特別職になるという違いがあります。区長は局長と同じ立場になりま

す。 

 

【糟谷会長】 

 区長の権限は有るようで無い。自治会でも話は出ていますが、三区の区長に予算の権限

を持たせる。そして、清水区を良くしようとする事業にその予算を使える権限を持たせな

いと区長の存在感がないじゃないかとよく話に出る。実際は、なかなかうまくいかない。 

 

【宮澤委員】 

 これは、静岡市に関した事ではなく全国の区も大体そうですか。 

 

【事務局（伊藤）】 

 他の政令市では区で予算要求をしているところもあります。 

 

【糟谷会長】 

 区長にもっと権限を与えて、魅力ある清水区独特な組織づくりを区長に権限を持たせて

やるべきじゃないかなと思う。そうすれば清水は良くなると思う。 

 

【事務局（深澤）】 

 区長が出ていって区民の意見を聞くことはできないかという意見がありましたが、清水

区ではありませんが、駿河区では“するがまちみがきセッション”というタウンミーティ

ングを開催して、区長が区民の意見を聴いたりしています。なので、区長が外に出て区民

の意見を聴くことも出来ます。 
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【糟谷会長】 

 私も自治会を５年やっていますが、自治会の幹部は区長の権限が無いということをみん

な感じている。一番は財政的な権限が無い。 

 

【宮澤委員】 

 他の政令市で区長の選挙がある市はありますか。 

 

【事務局（伊藤）】 

 ありません。あるのは特別区の東京 23区だけです。 

 

【糟谷会長】 

 一般市民の考え方だと区長が局長や部長の上にたっていなければ意味がないと思う。 

 表現の仕方は難しいかもしれないけど、提言書の中に取り入れたい。 

 

【宮澤委員】 

 清水区の魅力づくりと言った時に“清水区の”と入れば、そこのトップがどういう考え

なのか、また、リーダーシップも大事になる。フェイスブックで一番わかりやすいのは牧

之原市です。そこの市長が、観光だけではなく産業や医療のことについて本人が事細かく

書いているのとてもわかりやすい。 

 

【田辺委員】 

 政治家の皆さんは情報発信が上手だし、政治家として自分自身の責任としてやれる範囲

は広い。今の形の区長だと責任上そこまで踏み出していけないということもあるし、政策

に関してはあくまでも市長が決めた枠の中でやらないといけないので、面白いものはなか

なか発信出来ない。 

逸脱すると市長から怒られる。一つの努力目標として情報発信について区長は区民の前

に出ていくというのがひとつの大きな仕事として捉えてみたらどうか。私もいろいろなイ

ベントに出席していますが、区長とは顔を会わせているので、がんばっていると思います。

ただ、市長に比べて見えにくい部分があると思うので、より一層表に立つ、清水区の看板

になるということを努力してみたらどうか。 

 

【糟谷会長】 

 この内容も提言書に組み込むことはできませんか。 

 

【事務局（深澤）】 

 清水区の顔として清水区の情報を発信する内容を提言書の提言として入れることはでき
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ます。 

 

【小笠原委員】 

 外から見た時に清水区長は、一番偉い人かなと思う。そういう方がメッセージを添える

と清水区を訪れた方は気持ちよく帰ると思う。 

 

【糟谷会長】 

 ただ名前だけの長では困る。今の清水区長は、責任は清水区にあるけど、権限と予算が

ないのでやりたいことができない。区長が率先して清水区の魅力を発信することができる

ような、予算の権限を与えた組織づくりをすべきじゃないかと思う。 

 

【宮澤委員】 

 先ほど定時制高校のサッカー大会のことが出ましたが、草サッカー大会も歴史があって

高円宮妃殿下も来ます。もともと、宿泊客が減るお盆の時期に大会を開催していたので、

清水区の旅館が潤った。今回、グラウンドゴルフ大会が、日本平ホテルの庭と三保のグラ

ウンドゴルフ場で開催されます。約 500 人の方が宿泊します。こういう大会を探していく

とけっこうあると思います。 

例えばスポーツ交流として現存あるものがあって、グラウンドゴルフは観光コンベンショ

ン協会がついているので、アフターコンベンションですとか配宿の件は全てやりますが、

そういうものを有機的に結び付けていって、ここでは誰が挨拶するとか決めていったらど

うか。今は、場面々々で主催が違うからペーパーに落ちてきていない。 

 

【糟谷会長】 

 少年少女スポーツチャンバラ全国大会が３月 22日、23日に由比で開催されますが今年で

８回目になります。昨年は 18歳以下の選手が 350人参加して、その親も付いてくる。その

うち７割くらいが地元に宿泊した。全国から参加者が来るので観光コンベンションの方か

らチラシをたくさんもらって当日参加した選手に渡している。参加した日は、そのまま帰

っても今度来た時にチラシを見てここへ行ってみたいということに繋がって欲しい。そう

いう情報の発信の仕方も大事かなと思う。 

 それでは、観光客を迎えるためのキャッチコピー・サインの創設というところに入って

いきたいと思います。今、清水区にキャッチコピーみたいなものはありますか。 

 

【事務局（深澤）】 

 特にありません。 
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【スリヤ委員】 

 清水区のロゴはどういうものかなと確認しましたが、清水区と漢字で書いてあって下に

ローマ字で SHIMIZUKU と書いてあるこちらになります。ここに三保松原を入れたらどう

かと思います。 

 

【事務局（深澤）】 

 こちらのロゴマークは平成 18年度の魅力づくり事業で三区それぞれのイメージカラーや

ロゴを作成しようという意見が出て、市民に投票してもらい作成しました。色を変えたり、

フォントを変えたりすることはできませんが、清水区のロゴと一体と見られないようなデ

ザインの仕方なら可能かもしれませんが、すぐにできるかは今答えることはできません。 

 

【スリヤ委員】 

 今から回しますが、私の友達が描いてくれたデザインになります。清水区には三保松原

があるということを伝えたいと思って考えてみました。 

 

【小笠原委員】 

 昨日のテレビで県知事が市長に三保松原の再審査が２年後にあるが、このままだと２年

後に世界遺産から除外されてしまうと強く言っていたのが何度も流れていました。 

 

【糟谷会長】 

 自治会の名刺も三保松原からの富士山の写真を使うようにしています。清水らしいキャ

ラクターを作ってみてはどうか。 

 観光案内所についてはもう少しわかりやすい設置の仕方を考えた方がいいと思う。 

 昔、東名の清水インターを降りると水道の給水タンクに次郎長の絵が描いてありました

が、今はありませんよね。 

 

【宮澤委員】 

 柳原良平さんが描いた絵ですよね。トリスバーの絵を描いた。 

 

【スリヤ委員】 

 同じ柳原良平さんの絵ですが、富士山と清水港の様子の絵が描いてあります。 

 

【糟谷会長】 

 富士山と三保松原の絵がそこに描いてあれば違うんじゃないかなと思う。 

 富士由比バイパスの旧庵原高校付近ですが、そこの堤防の部分に由比・蒲原の特産の絵

が描いてありましたが、それも消されてしまいました。 
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 由比にも地すべり防止工事の所に由比の特産についての大きな広告がありましたが、そ

れも撤去されてしまいました。 

 市の広告に関する施策については疑問がある。 

 目につく広告はあった方がいいと思う。 

 

【スリヤ委員】 

 撤去してもらいたいものはたくさんありますが。 

 

【糟谷会長】 

 広告の中身が違う。企業にしたら広告は出したいと思いますが、景観的には良くないも

のがたくさんある。 

 

【藤井委員】 

 清水銀座や清水駅前銀座が寂れてきてしまっているので、清水に来たという看板を作っ

たらいいのではないかなと思う。寂れていく一方なので。 

 

【事務局（伊藤）】 

 詳しくはわかりませんが、屋外広告物条例で規制されていると思います。 

 

【糟谷会長】 

 目に見える宣伝の仕方は非常に大事じゃないかなと思う。 

 

【磯谷委員】 

 観光ボランティアのことがいくつか解決策の中に出ていましたが、先ほどオリンピック

の話が出たので外国語ができる学生の観光ボランティアの育成も必要かなと思う。大学ネ

ットワーク静岡などで、社会貢献的な大学のゼミやサークルの紹介をしている。例えば、

語学を学んでいる学生はたくさんいるし、草薙なら草薙を案内したり、盛り上げる活動し

ているサークルもたくさんあるので、地元の大学で語学を教えている先生と連携して、そ

れぞれの地区の観光ボランティアと一緒に何年か後には若い人たちが案内できるような取

り組みをしたらどうか。大学も地域に出ていくような促し、連携もできないのかなと思う。 

 

【糟谷会長】 

 坂本委員どうですか。 

 

【坂本委員】 

 大学生にしてみたら、チャンスがあればやってみたい。そういうことをやりたい大学生
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はたくさんいると思う。 

 

【磯谷委員】 

 いろいろな大学が連携して、イベントを開催したりしているので、大学に言うのか語学

の先生に言うか、何か促しはできないかなと思う。 

 

【糟谷会長】 

 どこが絡んでくる。 

 

【事務局（深澤）】 

 今回、坂本委員をこちらに参加していただくために、直接、東海大学へお願いに行きま

したので、市内の大学へ区役所から依頼に行くことも出来ると思います。 

 

【糟谷会長】 

 このことについても、どこかに盛り込みたいですね。 

 

【小笠原委員】 

 大学生を活用することで外国人へのおもてなしになりますよね。 

 

【糟谷会長】 

 日本平ホテルも多くの外国人の方が宿泊されると思いますが、その辺の対応はどうです

か。 

 

【宮澤委員】 

 各部署で英語とフランス語を話せる職員がいます。2002 年の日韓ワールドカップの際に

ロシア代表が清水で合宿し宿泊しましたが、市内の飲食店で働いているロシア人の方にア

ルバイトで来てもらって、フロントに立ってもらいました。キリル文字はわかりづらいの

で、フロントに彼女たちがいてくれて本当に役に立ちました。語学は非常に大事ですよね。 

 もっと清水に外国人が来れば慣れてくるし、言葉が通じる通じないは別にしろ慣れると

いうことが一番大事じゃないですかね。ジェスチャーを交えたり、笑顔をするだけで違い

ますので、慣れるということが大事だと思います。 

 

【糟谷会長】 

 外国の方への接し方は慣れていないのかな。 
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【藤井委員】 

 出会う場が少ないので、チャンスがあればという感じですかね。 

 

【糟谷会長】 

 先ほどの案内板の表示や、おもてなしではないけど外国の方への接し方をもっと勉強し

ないといけないと思いますが、どういうふうに勉強していけばいいのかが難しいところ。 

 

【スリヤ委員】 

 2020 年のオリンピックに向けて英語ができる人や、ボランティアができる人を育てると

いう話が出ていましたが、具体的に清水でどういったものがあるかというものがわかれば、

それに向けて清水でボランティアができますよとならないかなと思う。今英語を教えてい

る小学生や中学生に、東京に行かないとボランティアができないよと言うのではなく、清

水にいながらオリンピックの手伝いができるよという環境を作りたい。 

 

【事務局（深澤）】 

 今時点で何ができるかと考えた時に、ナショナルトレーニングセンターがあるのでオリ

ンピックに出場するサッカーの代表チームを呼んで合宿をしてもらったり、そこのチーム

が好きな方を合宿しているところまで案内してもらうということが考えられます。 

 

【糟谷会長】 

 外国人に対応できる人材の育成を図っていく必要がある。 

 

【田辺委員】 

 1998年から 2001年まで袋井に勤務していまして、2002年のワールドカップに向けて国

際交流協会が中心となって、ボランティアガイドの養成講座をスタートさせました。実際

にワールドカップの期間中は他の所で勤務していたのでどれくらい活躍したかわかりませ

んが、教室はかなり賑わっていました。2006年から 2014年は焼津に勤務していましたが、

静岡空港が開港する前で、韓国からの来訪者が増えるだろうということで、焼津さかなセ

ンターで仕事をしている方が韓国語講座をやった。来たお客さんとうまくコミュニケーシ

ョンできるようにやりましたが、効果があったようです。清水で同じものを当てはめるこ

とが出来るかわかりませんが、企画する余力があれば有意義なものになると思う。 

 

【糟谷会長】 

 オリンピックに向けて外国の人を迎えるための語学ができる人の育成も大事な事。清水

区には 21の生涯学習交流館があってそこでいろいろな講座を開催しています。そういう所

とタイアップをして育成していくのも大事かもしれない。 
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【宮澤委員】 

 けっこう外国の方は来ているんですよね。ＪＩＣＡの主催でモザンビークの 3、40 代の

政府の方が８人来ている。アフリカの南部にある国で、昨年安倍首相が歴訪した国です。

マグロの漁業権や海底メタルの保有量もあって、今は発展途上だけど 10年、20年経てば注

目される国になるのではないかと言われている。モザンビークの首都はマプトと言って、

清水と同じような観光都市になりうるところみたいです。行政と民間が一体となった観光

開発について話してもらいたいということできました。それ以外にも港の成り立ちという

ことで、発展途上の東南アジアの方が来たこともあったし、ナショナルトレーニングセン

ターもサッカー以外にバレーの合宿でも来ていたりするので、オリンピックや 2019年のラ

グビーワールドカップでどういう動きを取りたいかという情報が出てくれば、商店街や学

生の意識が高まってくる。どこの国の方が訪れるのかわからないとやみくもにやらなけれ

ばいけないが、どこの国が来るというのがわかれば、そこの目標に向けてみんなゴールを

目指して頑張るようになる。清水には税関もあるので空から海からの玄関口という特徴が

あるから、明るい意味でそういう情報があれば動機付けになるかなと思う。 

 

【糟谷会長】 

 そういうものが情報発信の基礎に繋がっていく。 

 

【スリヤ委員】 

 先ほどのガイド養成講座や通訳の話ですが、社会人の生徒が三保松原を英語で紹介する

講座があるから出たいということでしたが、申込みしましたが定員がいっぱいで参加する

ことができませんでしたが、そういう講座を受けたい人はたくさんいると思うので、たく

さん講座を開いた方がいいのではないかなと思う。 

 

【糟谷会長】 

 行政が開催する講座だと「定員がいっぱいだからもうダメです」と言って終わってしま

う。定員がいっぱいだけど受講したい人はたくさんいるので、受講できなかった人たちを

どうにかして受け入れようという考えがない。そこは行政の悪いところ。 

 

【宮澤委員】 

 東海大学は留学制度はありますか。 

 

【坂本委員】 

 あります。 
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【宮澤委員】 

 どれくらいの期間ですか。 

 

【坂本委員】 

 半年くらい、アメリカやカナダに行きます。だいたい３年生までの学生が希望を出して

行きます。大学の授業で英語を必修で受講していますが、大学の先生が英語を薦めてくれ

ても実際に外国の人と交流する機会がないので、何のためにやっているのかなと思ってし

まう。他のキャンパスだと学内に留学生がいて英語使う機会もありますが、三保のキャン

パスではなかなかないので、清水区とかで外国の方と交流できる機会があればいいなと思

います。 

 

【宮澤委員】 

 半年留学して、かなりしゃべれるようになって、日本に帰ってきて先ほど言ったような

ボランティアガイドのようなフィールドがあると、清水に関してもより馴染みの深い学生

ができるような気がする。 

 

【糟谷会長】 

 日本人の観光案内する方がいて、その内容を通訳する人でもいいんだよね。そういう人

たちがたくさんいれば外国に人もたくさん来てくれる。 

 

【磯谷委員】 

 実際には、外国客船が入港した時に案内をするようなグループがあるのでそういう小さ

いところにスポットを当てて広げていくことをしたらどうか。小さなグループはいくつも

ありますが、連携という点では。 

 

【糟谷会長】 

 そういうグループを上手に活用できる方策を考えたい。 

 

【田辺委員】 

 そういう皆さん向けに、三保の歴史のセミナーをやって三保の知識を深めてもらうとか

する。 

 

【スリヤ委員】 

 今から英語を勉強する人たちにそういう英語の台本を配って練習してもらう。 
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【田辺委員】 

 いろいろな団体はそれぞれの経緯があってできてきて、一緒になれない理由があって一

緒になっていないので。 

 

【糟谷会長】 

 グループを何でも１つにしようとすることは無理なので、グループはグループとして大

事なので、どこかで連携できる組織づくりが必要じゃないのかなと思う。 

 

【事務局（深澤）】 

 体系シートの最初の“目指すまちの姿”の部分を作っていませんがどうしましょうか。 

 

【糟谷会長】 

 簡単に言うと国内外から清水に気持ちよく来てもらうということだよね。それをどうい

う表現にしたらいいかということだよね。 

 ここの部分は次回までに考えてきてもらいたいと思います。 

 

【事務局（深澤）】 

 次回まで提言書ラフプランを事務局で作成し皆様に提示します。 

 

【糟谷会長】 

次回は平成 26年３月 18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３月下旬を予定しております。 

 

【糟谷会長】 

以上をもちまして、第５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。 

 

 

 

 

 

 

 

署名欄 


