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平成２５年度 第６回（第６回）清水区区民懇話会会議録 

 

１ 日 時 平成 26年３月 18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）、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、スリヤ佐野ヨハンナ雪恵 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 田辺 貴一 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６回清水区区民懇話会を開催します。 

会議に先立ちまして清水区長より一言挨拶があります。 

 

【志田区長】 

 私事で恐縮でありますが、今年度で退職になりましたので貴重な時間をいただいて皆様

にお礼のあいさつをさせていただきたいと思います。 

 区の魅力を県内外に情報発信していくにはどうすればいいかということで、議論してい

ただいておりますが、今の静岡市としていいテーマで議論していただいていると思います。

あらかた提言内容もまとまりつつあるということを聞いておりまして、三保松原、家康公

400年の情報発信を静岡市としてどうやっていくか、清水区だけにとどまらず静岡市全体の

情報発信として役に立てると期待しています。 
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 私も２年間区長を務めさせてもらいましたが、前回の懇話会で区長の立場について意見

が出されたということを聞いております。静岡市が合併して 10年、政令市になって８年が

経ちました。区の形としては小さな区役所として静岡市はスタートしました。そういう中

で地方自治法の改正や地方分権という流れの中で区のあり方を再検討しようという話が出

てきております。昨年から三区区長と市長との意見交換会を３回開催しまして区の権限強

化、区長の権限というところの議論も進めております。平成 26年度も続けていきますが区

がどういう形になっていくか、市民に一番近い行政機関として市民に一番役立つような区

役所にしていこうと議論しておりますので、ぜひ皆様から意見をいただければと思ってお

ります。 

 もう一つは第三次総合計画になります。平成 26年度までは第二次総合計画に沿って静岡

市はまちづくりを進めておりますが、平成 27年度より始まる第三次総合計画の策定作業の

真最中であります。これから市民の皆さまの意見を伺う機会をいくつか設けていくと思い

ますので、そういう中でもこれからの静岡市をどうしていくか、ご意見をいただければと

思います。 

 いずれにしても、長い間たいへんお世話になりました。これからも皆さんにがんばって

いただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

【糟谷会長】 

早速内容に入っていきたと思います。 

本日は、田辺委員が欠席ですが、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。 

皆様のお手元に提言書のラフプランということで事務局がまとめたものがあります。こ

ちらをご覧いただきながら議論を進めていきたいと思います。 

はじめにの部分は省かせてもらい、目次として４つの内容に分けさせてもらってありま

すが、これが最終ではありませんので、内容についてご意見、ご検討していただければと

思います。 

 １つ目が「清水の魅力を活かし来訪者を呼ぼう」ということで３点、２つ目として「世

界と交流できる清水へ」ということで４点、３つ目として「観光客をもてなすための仕組

みづくり」で３点、４つ目として「清水区長を清水区の広告塔に活用」ということで今清

水区長より話がありまして、前回も皆さんから意見が出ましたが、その点の内容について

２点ということになっております。 

 まず、１点目の「清水区の魅力を活かし来訪者を呼ぼう」という部分から議論をはじめ

ていきます。 

 

『１清水の魅力を活かした来訪者を呼ぼう』について本文の読みあげ 
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 最初に囲んだ四角の部分が全体の課題について記載してあって、その後（１）～（３）

までの課題と提言という形でまとめてあります。提言の中に、これから具体的事業提案と

いうものを盛り込んでいければなと思います。あくまでも案ですので文章の内容について

皆さんから意見をいただきたいと思います。具体的事業提案までは今日は議論が進まない

と思いますが、こちらの内容について皆様の意見をいただきたとい思います。 

 

【藤井委員】 

 こちらに、課題と提言と最初の四角で囲まれた部分の内容で方針的なものということで

理解はできますが、提言ということであればお茶とかみかんを入れた形で、「こういう形に

しましょう」というふうにしていく。これだと、みんなで考えてくれという感じの内容で

すので、四角で囲まれた部分の具体的な内容を提言内容に入れ込んで具体的なものにして

いけばいいと思う。 

 

【糟谷会長】 

 最終的にはそういう方向になっていくと思う。 

 

【事務局（深澤）】 

 藤井委員が言われた点についてですが、事務局が出させていただいた提言書のラフプラ

ンは提言までしか作成しておりません。具体的事業提案は委員の皆様に次回と次々回くら

いで出していただいて提言書の中に入れていきたと思います。具体的事業提案まで事務局

で作って皆さんに意見を聞くとなると行政が作った提言書になってしまいますので、委員

の皆様のご意見を聞きたいと思います。また、お手元のラフプランについてはあくまでも

案でありますので、内容が違うとか表現をこういう感じに変えた方がいいということをこ

の場で言っていただきたいと思います。 

 

【藤井委員】 

 こちらはラフプランということですので、これを具体化してさらにこの後に付けていく

ということであればこれはこれでいいと思いますが、ラフ提案に対して内容も踏まえてい

ろいろ提言を決めていくということでいいですね。 

 

【事務局（深澤）】 

 そうです。 

 

【糟谷会長】 

 このラフプランを読んですぐに意見は出しにくいかもしれませんが。 
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【藤井委員】 

 出すとしたら四角で囲まれた部分に具体的内容が隠れ隠れしているから、そういうもの

をどういう形で表現していくかということになると思う。 

 

【宮澤委員】 

 はじめにの後の最初の部分ですので大事になると思います。最終的に魅力を活かして来

訪者を呼ぼうということを目的としていますが、私としてはなぜ来訪者を呼ばなければい

けないのかということを説かないといけないと思う。この提言書を行政があげて誰に見て

もらうかということもあります。１週間くらい前に 20ある政令市のことが新聞に記載があ

りましたが、静岡市は人口動態も岡山市に抜かれたという記事が載っていました。活性化

という点では静岡は、場所などはいいのですが、いつの間にかに焼津・島田も含めた総合

的な魅力としてどう位置づけるかということに目的が変わってきている。清水区だけでは

なく日本全国で少子化、高齢化ということが進んでいく中、このままだと 20 年 30 年後に

都市力というか魅力が無くなってしまう。だったら、一つは我々が清水区の魅力を再認識

してこれを見える形にして、「観光交流客数を増やすことで経済の活性化が必要だ」という

一文が必要なのかなと思う。純粋に眺め読みしていくと風土があってビューとかランドス

ケープがいい、歴史感もある、スポーツもある、アニメもある。ここには書いてありませ

んが日本列島のど真ん中、中心性というマテリアルが揃っている。どこの県でも、どこの

市町村でも交流人口を増やそうとはしていますが、ちょっと生臭いデータみたいなものを

入れて、それをやっていかないと未来がないということを最初に力強くうたってもらった

らどうなのかなと思う。それから、静岡市のイメージが静岡県のイメージと分離できてい

ない県外の方が非常に多い。“静岡市”がたまたま県名と同じなために、「鰻が有名なんで

しょ」とか、伊豆の方のものと区別ができていない方がいる。そういう意味で清水区は次

郎長をはじめ独立したネームバリューがあると思います。それをどういうふうに磨き上げ

ていくかということは必要だと思うし、四角でくくった部分は清水区の前説で出てくる部

分ですよね。客観性をもってこう言い切れるのか、第２項のターゲットを絞ってという部

分に関わってきますが、例えば北海道民に関して言えば歴史感とは非常に羨ましい世界だ

と思います。そういうのは、清見寺だとか含めて歴史性がありますよという点ではいい PR

になる。委員の中に外国の方や大学生など幅広い世代の方が含まれているということは、

これまで、我々が言ってきていることではなくて客観性の魅力でもいいのかなと思う。骨

格はこれでいいと思いますが、導入部に関してはなぜ来訪者を呼ぼうとしているのか、魅

力に関しては今までの踏襲版ではなくて外からの清水区の魅力を何かと考えて、それを掘

り下げていってはどうかと思う。 

 

【糟谷会長】 

非常に良い意見をありがとうございました。静岡市は日本列島の中心と言われています
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ので地域性と気候・風土をもう少し魅力としてつかんでいったらいいのかなと思います。

先ほど言われた静岡県と静岡市のイメージの違いは確かにないなと思います。 

 

【宮澤委員】 

 一番近いところで例えば横浜市というと我々には強烈なイメージがありますけど、でも

神奈川県と言われると何という感じになる。静岡の場合は限りなく一体となっている。 

 

【糟谷会長】 

静岡市のいい部分のイメージが静岡県の中に入ってしまってあまり目立たない気がする。 

 

【杉本委員】 

 以前も出てきましたが、区民一人一人が観光大使として意識づくりを行うということ。

清水区の人は清水に魅力があることは何となくわかってはいるかもしれないけど、自分が

魅力について考えたり、魅力を誰かに伝えようという思いは、清水の人は盛り上がりに欠

ける。一部の人はイベントを開催したり盛り上げたりしていますが、一般の人は“のほほ

ん”としているので町全体が魅力を感じて、住んでいる人がこんなに魅力がある町に住ん

でいるんだよということを伝えることができていないことが課題。 

  

【スリヤ委員】 

 ５年前まで東京に住んでいて、その前は滋賀県に住んでいました。清水に引っ越しする

となった時はすごく張り切りました。富士山がずっと見れて、三保松原があるということ

で清水に引っ越す前からワクワクしていた。オーストラリアやフィンランドの牧師が来た

時も三保松原に連れて行ってここが日本だというような紹介の仕方をした。清水に住める

ということはすごいことだと思っていたけど、実際に来てみたら清水に住んでいる人は感

動していない。三保松原周辺に住んでいる方に「三保に住んでいるんですか！！」って興

奮しても、相手は全然興奮していない。こんなに日本的な所はないと感じている。 

 

【坂本委員】 

大学に合格して清水に来るとなった時に清水のことは何も知らなかったので知らない土

地に行くんだと不安になりました。来てみたら、例えば山梨の駅周辺とか、この前福岡に

旅行に行ってきましたが、周りを見ると似たようなチェーン店とか、似たようなものがい

っぱいあって日本というのはどこに行っても同じなんだなというのを感じましたが、駅前

は違いますが三保の方に行くとコンビニとかありますが、そこの土地の独自のものがある

なと感じました。そこが清水の魅力だと思いますが、それをどう伝えればいいかというと

ころが見えてこないし課題なのかなと思います。 
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【小笠原委員】 

 私も旅行が好きで日本全国に行きますが、パンフレットを見て何かひきつけられる様な

もので行く。先日初めて湯布院に行きましたが、行ってみるとそんなにたいした所ではな

かった。お土産屋さんが並んでいるだけで、そこを歩いているだけでしたが、清水からワ

クワクした気分で来訪者を呼べるような宣伝の仕方や魅力の発信の仕方がすごいなと思っ

たので、清水もそういうやり方をしたらいいと思う。そのぐらいのインパクトを与えない

と来訪者は訪れないと思う。 

 

【糟谷会長】 

今、小笠原さんがおっしゃられた意見は具体的事業提案の一つになってくると思う。清

水というところはインパクトのある PR の仕方というようなものがあまりないような気が

する。どんなやり方が良いかという提案はこの場では出てこないかもしれませんが、確か

にインパクトのある PRの仕方が薄いような気がする。宮澤委員が言われたような日本の真

ん中であるとか気候、風土を活用した PRの仕方が欠けているような気がする。今、富士山

が世界文化遺産に登録され三保松原も構成資産となって、そこから眺める富士山の感想と

かどうなのかと気になる時がある。また来たいと思うような観光する場所がないと来てく

れないので、そういう PRの仕方を考えないといけない。今は黙っていても、どちらかと言

うと来てくれる時なので、そういう気がする。 

 

【磯谷委員】 

私は今港橋で働いていますが、清水の港の歴史を勉強するグループがいくつかあって私

もその内容を聞いたりすることがあります。フェルケール博物館もありますが、蔵もいく

つも残っている。そういう蔵の中の資料を整理して歴史を掘り起こすグループもあります。

港の周辺の倉庫群を使うとか、蔵があるだけで港町周辺の歴史と蔵のある景色に魅力を感

じる人もたくさんいますが、それも結構な財産だと思いますが、観光の中では言われてい

ない。まだまだ歴史の中で十分掘りこされていないとか、観光資源として使えるものが使

えていないものが結構あるのかなと思う。そういうことを民間でもやっている人がいるの

で、もう少し上手くやって観光の中に取り入れていけないのかなと思う。富士山を三保か

ら見ますが、いろいろな場所から見た富士山の絵とか、有名な写真家の写真もあって、三

保松原から見たら日本平からも見たいし、薩埵峠からも見たいと思う人もいると思います。

全ての年代に当てはまりませんが、いろいろな魅力の発信方法を工夫していったらどうか

なと思います。 

 

【糟谷会長】 

 今の内容は具体的事業提案になりますね。港があって倉庫群があっていろいろなものが

たくさんあるけど清水の魅力として確かに活かしきれていない。どう活かしていくかも大
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事じゃないかなと思う。歴史的なものとして次郎長の生家もありますし、梅陰寺や清見寺、

鉄舟寺、龍華寺という歴史的なお寺もありますが活かされていない。 

 

【藤井委員】 

 お寺は観光マップにあまり出てきていない。私が清水に来た時には紹介されていたが。 

 

【糟谷会長】 

 龍華寺のソテツや鉄舟寺の歴史は古いので PRに使ったらどうかなと思う。昔は、大型バ

スの駐車場にはたくさんバスが止まっていたと思いますが、今は全然止まっていない。こ

のことからも観光資源を充分活かしきれているとは言えない。興津には坐魚荘があって新

しく建て替えはしましたが、目の前には清見寺があって五百羅漢もありますが、活かしき

れているとは言えない。 

 

【磯谷委員】 

 清水は宗教の聖都であるということで夏に講演がありましたが、清水から生まれた 

宗教はたくさんあるという講演会に出ました。私は三保の出身ですけど景勝閣と言われて

も実際に見た世代ではないので知りませんが、いろいろな文化人が来た当時のことや、そ

こから派生して宗教家が出て宗教が誕生したということを初めてその講演会で聞いたので、

みんなが知らない清水の面はあるんだなと思いました。 

 

【糟谷会長】 

 徳川家康の 400 年祭に関する冊子をどこかが発行しましたが、家康に関係するお寺とか

たくさん載っていました。 

 

【雨宮委員】 

今たまたま家康 400 年事業に関わっていて、今月始まる浜名湖の花博でも家康 400 年事

業を PR事業をすることになっていて、清水の人にそちらへ行ってもらうようにしたり、花

博の来場者に清水へ来てもらうようなパンフレットを作っています。景観や富士山もそう

ですが、景色一つだけだと皆さんそこで終わってしまって他に行ってしまう。食があり歴

史がありとか参加型の何かなどたくさんのものがないと楽しんでもらえないような気がす

る。富士山だけだったら富士五湖から見るだけでもいいし、どこから見てもいいと思う。

二峠六宿があるから岬の方にパンフレットを置こうとか、みんなで協力してチラシを作ろ

うと言いますが、チラシ一つ置いたから来てもらえるわけではないので、何かどこかと違

う抜きに出た魅力がないと、桜えびはともかく、ここにある魅力は他のところで同じよう

なことをうたっているものと変わりがないので、何か他と変われるような、組合せによっ

て清水らしさが出るようなものにしないと難しいと思う。今は家康の魅力を発信させて、
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家康に絡んだツアーをしようとか、浜名湖だとフタバアオイなどの植物の方で家康をやる

とか、何か絡めるものがあってストーリー性がないと難しいと思う。 

 

【糟谷会長】 

四角で囲った部分の中身を見ていくと世界遺産の富士山が出てこない。 

 

【事務局（深澤）】 

 スリヤ委員が前回言われましたが、富士山はどこからでも見えるので、清水らしさから

言うと三保松原の方がいいかと考えました。 

 

【糟谷会長】 

 三保松原、日本平といった美しい景観という言葉は出てくるけど、世界遺産に登録され

た富士山と絡めて何かをというのが出てきていないので、それをどこかに書いた方がいい。 

 

【事務局（深澤）】 

 それについては、冒頭の部分に出すよりも具体的事業提案の部分に出してもらった方が

いいと思う。 

 

【雨宮委員】 

 でも、それは切り離しては考えられないと思うので三保松原もそうですが切り離すとい

うのは。 

 

【糟谷会長】 

 四角で囲まれた部分に世界遺産に登録された富士山と三保松原、日本平が連携したもの

が必要になってくる。これは、清水区の魅力の一つになるのでどこかに入れてもらいたい。 

 

【事務局（深澤）】 

 四角の中に入れた方がいいですか、それとも課題としてあげた方がいいですか。 

 

【糟谷会長】 

 今ある魅力になるので、そういったものを活かしきれていないので、この魅力を活かし

て発信していくということを課題、提言の中に入れなさいという書き方でもいいのかなと

思う。（２）と（３）を含めて意見をいただきたいと思います。 

 

【スリヤ委員】 

 （２）の提言のところの「カップル、高齢者、一人旅の方など」の部分に先ほど少子化
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の話が出たので、ファミリーとか子育て世代というものを入れてみてはどうでしょうか。 

 

【糟谷会長】 

 ほかの部分に繋がっていくのかもしれませんが、例えば家族連れで来て、どこへ行けば

いいのかということになる。東海大学海洋科学博物館やエスパルスドリームプラザがあり

ますけど、短時間で終わってしまうものが多い。 

 

【宮澤委員】 

 実際に、男女、年齢別の人たちがどこに行ってどういう周遊をしているのかというのは

ないですかね。 

 

【事務局（伊藤）】 

 静岡県のデータは見たことはありますが。この区分けは難しいと思います。 

 

【宮澤委員】 

 客観性の理論としてもっていくには、区民一人あたりのイベントの動員人数が多いのか

少ないのか、そこらへんを客観的に見るとなるとデータが欲しくなる。目指すところはど

こになるのか。人口だけを見ると、世帯数というのがありますが、静岡市だけではなく全

国で一番多いのが一人世帯です。ここ 10年、20年ぐらいの体系の中で「お一人様用食事」

が出てきたりしている。先日、江崎新聞の社長と話しましたが、インターネットで情報を

得て新聞は読まないという人もいますが、地元の情報が欲しい地区に関しては新聞の購読

率が高いということでした。コミュニティができるところは、同じ市町村の中でも新聞の

購読率が非常に高い。向う三軒両隣もわからない所は新聞の購読率も低い。 

 何となくそういったデータが出てくると客観的に我が清水を捉えることができると思い

ますけど。 

 ここに記載されている三大祭りも誰のためのお祭りなのか。お祭りの主旨というものが

ありますよね。そういうものをもう１回整理して、もっと参加型にした方がいいものは参

加型にした方がいいし、とかくいろいろな団体や組合が入ってやっていると、去年もこの

程度やったから今年もというような踏襲型が非常に多いです。 

 

【磯谷委員】 

 （３）のイベント間の連携を強化しという仕組みをどういうふうに作るか。例えば七夕

祭りは静岡からも浴衣で山ほど人が来ますが、商店街で買い物をして行く感じではない。

いろいろな企画を考えて、浴衣でドリームプラザに行けば安くなるとかしてみる。いろい

ろな事をやっている人達はお客さんを誘導する仕組みは考えらえれますが、このイベント

ならこういう連携ができるという仕組み作りが考えられないかなと思う。仕組みという点
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について言うと、草サッカーで 5,000 人くらいの方が来ますが、試合が終わったら帰って

しまうのではなくて、終わった日くらいは三保で地引網を引くとか、バーベキューをする

とか、そこでセットできるものがあって、それを草サッカーの事務局で大会に参加するチ

ームの人たちに帰りの日にこんなコースがありますよという案内を出してもらうと、負け

た後も１日くらいどこかに寄ろうという気持ちになる。何かともう一つ組み合わせること

で繋げることができる仕組みがあればと思う。 

 

【糟谷会長】 

 草サッカーも毎年地元の会場で挨拶を頼まれますが、来るだけでたいへんと言っている。

観光して帰りたい気持ちをもってはいるけど、それがそこまで繋がっていかないというの

が現実のような気がする。せっかく来てくれているので、昼間試合をして旅館に入って帰

るだけではもったいない。そこを上手く取り込んでいけると良い。清水にはたくさんお祭

りがあるけど、その時だけで他に繋がっていないような気がする。清水みなと祭りもあん

なに多くの人が来ているけどそれで終わってしまう。例えば能登の朝市のように定期的に

何かやっているので来てくださいという PRも大事じゃないかなと思う。 

 

【小笠原委員】 

 朝市と言えば、能登とか函館の朝市が有名だから清水も何か日本の５つの指に入るくら

いの呼び込みが必要。 

 

【糟谷会長】 

 先ほども出ましたが、インパクトや継続性があるイベントを作らないとなかなか継続的

に人が来てくれるイベントを作るのは難しいと思う。 

 

【藤井委員】 

 そういうイベントをやるにしても何か方針を作ってやっていかないと、ちょこちょこイ

ベントはあるけど繋がりはない。例えば、こことここには話しかけて、こういう時には参

加してもらおうとか、仕組みというか誰かが音頭をとってそういう輪を広げて一斉に行動

しましょうというようなことを何かで決めていく必要があるんじゃないのかなと思う。 

 

【糟谷会長】 

 新聞記事で静岡市でも機構改革で観光局をという記事がありました。今は市としての取

りまとめの部分がバラバラの所があるから、一つの局として体制を縦割りではなくて横の

繋がりも意識した仕組みを作っていかなといけない。 

 宮澤委員が先ほど言われましたが、多くの観光バスが来ているけど、どういう人たちが

来ていて、その人達がどういう行動をして清水に来て帰っていくのかという調査はしてい
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ますか。 

 

【事務局（今井）】 

 やっているとは聞いていない。 

 

【糟谷会長】 

 それはすごく大事な気がする。どういう年代の人が来て何をして帰っていったのか。統

計的に中身が出てくれば、それに対して、どういうもてなしをして何が足りないのか考え

る大きな材料になると思う。 

 

【藤井委員】 

 例えば、どこから来たのか、何人くらい来たのかを情報で掴むということは先ほど宮澤

委員が言われましたが、観光会社に協力してもらい情報を得るような努力をしないといけ

ない。何をするにも情報は必要だから。 

 

【糟谷会長】 

 今、私たちは情報を発信することばかり話をしているけど、情報をいかに集めるかとい

うことも大事。それによって魅力をどういうふうに紹介していこうかということになる。

市は情報を集めるということは苦手だよね。 

 

【藤井委員】 

 観光バスを経営しているところとコンタクトを取るようなことを考えてもいいんじゃな

いんでしょうかね。 

  

【糟谷会長】 

 宮澤委員の日本平ホテルにも多くの人が来ていると思いますが、どういう人たちがどこ

から来て、何をして帰っていったのか、そういう統計を取っていると思うし、大事じゃな

いかなと思う。 

 

【事務局（今井）】 

 東静岡でガンダムをやった時は毎日アンケートでどこから来たのか、日帰りなのか、そ

れとも宿泊するかなどを聞いた。その後のイベントを開催するための参考にはなったと聞

いていますが、それ以外でやったとは聞いたことがない。今回三保も多くの方が来ている

のでアンケートをしてみると面白いデータが出てくるかもしれない。確かにこれから資料

として、どの方向に向かってやっていけばいいのかという参考にはなる。 
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【宮澤委員】 

 具体的なデータは必要だと思う。 

 

【糟谷会長】 

 乗客全員からアンケートを取るとなると大変なので運転手やガイドからアンケートを取

ればいい。 

 

【雨宮委員】 

 駐車場で持っていたいりするので、そういう所で書いてもらったらどうかと思う。私た

ちはアンケートをすぐに書く方ではないので、運転手の方々であれば時間があるので書い

てくれると思う。その後のコースも聞けると思う。 

 

【糟谷会長】 

 いかに情報を集めるのも大事じゃないのかなと思う。 

 

【雨宮委員】 

 先ほど情報発信のところで湯布院の話が出ましたが、湯布院の立て直しをした方は溝口

さんという方で、以前こちらでも講演をしました。あの方の情報の発信の仕方は違うんだ

なと思います。一度来ると自分の感じたことをメールで送ってくれる。発信の仕方が違っ

てくるのかなと思います。一つのものの捉え方が違うのかなと思う。 

 例えば、踊りのイベントを開催する時には踊りを観に行くから楽しいのではなくて、一

緒に踊るから楽しい。でも、それだと観光に繋がらない。お店に行くとどこも同じで、地

域性があるものをお店で出せば雰囲気も変わると思う。私の所も地域でイベントを開催し

ても、同じものしか出てこないんだろうと思う。女性をターゲットにした時も最後は食べ

る物しかなかったので、どこに行っても先ほど出たように、つまらないと思ってもチェー

ン店で終わってしまうし、どこのお祭りに行っても同じものしか出てこないので、何かこ

こに来た時にこれがというものがあると良い。由比の桜えびまつりの時は、桜えびがある

から、あれだけ人が並ぶのと同じだと思う。そこに行かなければという気持ちにしないと

いけない。そういう日に行くことが魅力的だと思う。その気にさせることが大事。 

 

【小笠原委員】 

 そこに行ってがっかりしても一度は来てもらわないと。 

 

【糟谷会長】 

 由比の桜えびまつりは食べるために来る、みなと祭りは踊りをするために来る、そこに

ついてくる人が屋台で物を買って食べる。踊っている人はそこで買ってないと思う。そう
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いう違いがあると思います。清水駅のみなと口でイベントをやっていますが、知らない人

が多い。PRの仕方が下手なのかもしれないですね。 

 

【スリヤ委員】 

 私も近くに住んでいますが、イベント開催しているんだ、どこに書いてあるのという感

じです。 

 

【糟谷会長】 

 事前の PRがわりとない。 

 

【藤井委員】 

 チラシやポスターがあっても何かあるんだとチラッと見て終わってしまうので、人を引

きつけて呼ぼうと思うならやはり繰り返し情報を発信していくことが必要。 

 

【糟谷会長】 

『２世界と交流できる清水』について本文の読みあげ 

 

【藤井委員】 

 具体的にフェイスブックとか情報発信の方法はあると思いますが、フェイスブックとい

うことに特定されている感じですが、フェイスブックだけではなくて他の手段の情報発信

もしていかないと、フェイスブックを見ない人や使いこなせない人には流れないんじゃな

いかなと思う。 

 

【糟谷会長】 

 フェイスブックはおそらく高齢者だとやっていない方がほとんどだと思う。お金と時間

に余裕があるのは高齢者だと思いますので、その人達が来てくれることが大事。そのへん

のことを考えないと。 

 

【杉本委員】 

 自治会の回覧板にイベントの情報を入れて回せば、いろいろな年代の方も見るのでイベ

ントに来るようになるかもしれない。その情報を一つにまとめるにはどうすればいいかが

課題。一つ一つではなく１枚でカレンダーになっていると情報があるとわかりやすい。 

 

【スリヤ委員】 

 回覧板で回ってくるときにそれが１枚しか入ってないと家に貼っておきたいけど、それ

ができなくて自分でカレンダーへ書き込まないといけないから、全世帯分配布してもらい
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たい。 

 

【藤井委員】 

 静岡気分はどの程度催しを入れるようにしているんですか。その月のイベントが全てわ

かるページがあればいい。 

 

【事務局（今井）】 

 この４月から広報紙の配布回数が月２回から月１回に変更になります。イベントを開催

したい課が広報紙に載せたくて情報はたくさん持っていると思いますが、紙面が限られて

いるので全ての情報を載せきれない。スリヤ委員が言われたようにカレンダー形式で落と

すという方法もあるかもしれませんが、それは今の段階では考えていません。年間を通し

てイベントは決まっているので、途中で決まったイベントを広報紙に載せるというのは難

しいと思うし、大きなイベントに偏っているということは否めない。先ほど高齢者の方は

難しいと言われていましたが、各課がホームページでフォローしていますが、自分で探し

ていけばイベントに当たるけど、そのほかにはどんなイベントがあるかまで出ていない。 

 

【糟谷会長】 

 静岡気分は来年度から月１回になると情報発信がますます遅くなりますね。 

 

【雨宮委員】 

 静岡気分は市民向けの情報発信になるので今回のような世界との交流を考えるとフェイ

スブックだと何もお金がかからず広がっていく点では利点だと思う。どちらに発信してい

くかということになる。先の話は分かりませんが、各新聞屋がカレンダーを毎月配る時に

大きなイベントを入れて配布してくれている。 

 

【小笠原委員】 

 駒越地区にはイベントカレンダーというものがありますが、他の地区にはありますか。

各戸配布で 12ヵ月分写真が載ったものが配布される。 

 

【糟谷会長】 

 私の地区では A3の大きさのカレンダーを作っていますが、その中にゴミの日や各地区の

イベントを掲載している。半年ごとカレンダーを分けてそれが各世帯にあるので、住民は

そのカレンダーを見て行動している。そういうのをわけられれば一番いいが費用がかかる。 

 

【小笠原委員】 

 関係者はそれを見て忘れないようにその日に行きますが、関係ない人は見ないので宣伝
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にならない。携わっている人のために役立つものになっている。 

 

【糟谷会長】 

 上手く活用すれば利便性はあがる。 

 海外への発信となるとフェイスブックの利便性が高いですかね。 

 

【スリヤ委員】 

 海外では高齢者もフェイスブックをやっている人が多いですからね。私も清水で何かイ

ベントがあるとポスターの写真を撮ってフェイスブックにあげると“いいね”をしてくれ

たり、「行きたいな」とかコメントをもらうので、効果はあると思います。フェイスブック

の「Ｆ」は小文字ではなく大文字です。 

 

【糟谷会長】 

 その次の清水区を含めた広域での情報発信はどうでしょうか。この辺は先ほども話に出

ていましたよね。 

 

【杉本委員】 

 実現できるかどうかわかりませんが、清水をアピールするためにステッカーを作って、

トラックに貼ったり、いろいろな人に配って遠くに行く人に貼ってもらって、それを見た

人が「何だろう、清水なんだ」と気がついてもらうこともアピールになると思う。本当は

ラッピングをして行くのが一番いいと思いますが、費用がかかるので、ステッカーを貼る

ことで目につくので清水のアピールになる。時間はかかりますが、キャッチフレーズみた

いなステッカーを貼ってみたらどうか。 

 

【糟谷会長】 

 旧由比町時代にマイクロバスに東海道広重美術館を PR するためにラッピングバスを走

らせた。町のバスだったので、議会とかで各地に行って PRになった。動く広告塔で。ラッ

ピングは動く広告塔ですごくいい。公用車はたくさんあるから、そこに貼ってアピールす

ればいい。 

 

【事務局（今井）】 

 公用車が市外に行くことはほとんどないですからね、バスにやるのは効果的かもしれま

せんね。 

 

【糟谷会長】 

 清水区内には運送業者がたくさんあるので、トラックにステッカーを貼って全国に行っ
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てもらって PRしてもらうのも一つの方法かもしれませんね。 

 

【スリヤ委員】 

 見てすぐに清水だとわかるようなシールのデザインを統一すればいいと思う。建物もそ

うですが、例えば下田のように全てが“なまこ壁”風のデザインになっていて統一されて

いて、景観も美しかったので、清水もエスパルスがあるのでオレンジとブルーで統一した

らどうか。 

 

【糟谷会長】 

 先ほども言いましたが、なぜ長時間滞在する環境が整っていないのかという原因をつか

むのも大事。それによって長時間滞在してもらうにはどうすればいいかということに繋が

っていく。 

 

【雨宮委員】 

 ルートですよね。三保松原に行って帰ってきたらどこもないですからね。寄る所がない

からと言って、坐魚荘に寄ってくれる人がいますが、それより、日本平行って、久能山行

って、三保松原行って半日、１日つぶしてもらう情報発信の仕方をした方が清水のために

なる。清水らしさの所で意見が出てきませんでしたが、お母さんたちはネットでアンパン

マンの公園を探して出かけるそうです。だったら、清水の公園にちびまる子ちゃんの遊具

がひとつでもある公園を作るとか、清水らしさを出したらどうかと思う。孫たちがいると

わざわざそこの公園にアンパンマンがいるから、ここの公園に来たという人もいる。せっ

かくちびまる子ちゃんがいるから、ちびまる子ちゃんを前面に出すのか、ターゲットにす

るのか、いろいろな場所を何カ所も周っているうちに長時間いられるとか、１カ所にとど

まらない何かを考えないといけない。高齢者はお金もあるので、“るるぶ”とかを買ってみ

るので、そういう雑誌に載せるようなルートづくりが必要。せっかく長時間滞在してもら

うなら経済的な面から考えて、他の場所でお金を落としてもらうのではなく、ここでお金

を落としてもらうようにしないと清水は活性化しない。そこが一番大事な事だと思う。 

 

【小笠原委員】 

 清水でそういう所というと限られますよね。 

 

【雨宮委員】 

 観光地に行った帰りは必ずドリームプラザに寄るんですよね。だから、観光バスが凄い

ですよね。うちも清見寺に観光バスが来るので、ついでにこちらに来てくださいという程

度です。観光会社は１カ所だけ周るなら２カ所行った方が嬉しいから情報発信してくれと

言われているので、そういう所には売り込みに行きます。 
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【事務局（今井）】 

 いろいろなメニューを提示してということですか。 

 

【雨宮委員】 

 いろいろなメニューを提示します。ストーリー性や周遊性があるコースを提示したり、

ターゲットを絞った提示の仕方をします。お金がある高齢者は、いろいろな情報を得るた

めに情報紙を本屋で買って情報を得ているので、がっかりすることもありますが、食べて

みたいとか、行ってみたいと思わせることが大事ですよね。 

 

【糟谷会長】 

 新聞折り込みで旅行のチラシが入ってくることがありますが、ここら辺ではない他の地

域では清水の情報はどんな紹介のされ方をしているんですかね。例えば関東方面で静岡市

が観光ルートの中に入っているチラシは出ているんですかね。 

 

【雨宮委員】 

 出ているので、三重や名古屋の方が三保松原にも多くの観光客が来ると思います。 

 

【糟谷会長】 

 チラシとしてどういう紹介のされ方をされているのか見たいと思います。その掲載の仕

方で、ここの魅力はこの程度なのかとかいう判断材料になると思う。旅行に行こうとする

時は、チラシを見てここに行こうという気持ちになるので大事だと思う。 

 

【雨宮委員】 

 メインになる目的地なのか、例えば伊豆に行く途中の中間地なのかということですよね。 

 

【宮澤委員】 

 ここ一年は世界遺産に登録されて、世界遺産富士山を観に行く旅というツアーが多い。

静岡・清水が最終的な目的地としてなっているコースはまずないです。伊豆・箱根とか浜

名湖は商品になりやすですけが、静岡市の場合、あるとしたら駿河路という感じであると

思う。静岡・清水が都市の目的として最終的にメインの目的としてなるということはまず

ないです。 

 

【糟谷会長】 

 それを作るにはどうすればいいですかね。 
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【杉本委員】 

 こちらで作って PR していく。 

 

【糟谷会長】 

 そういう活動をしなければ、相手も情報を得ることができないですよね。静岡市は観光

大使を任命しているのでその人達を活用して、全国で PRする必要がある。食べる物は全国

的にも PRできているけど、観るだけではなかなか旅行にはいかに。なので、観光と食べ物

を組み合わせた PRが必要になる。 

 

【宮澤委員】 

 例えば地域間連携とか施設間連携という点では、例えば袋井の法多山が１月に三山巡り

というものをやっている。この三カ所を巡ることでご利益があるということを PRして観光

客がどんどん来ている。遠州三山巡りもそうだし、台湾の方が１台 100 万円もするような

高級自転車を日本で走りたいというニーズがあるので、テストマーケットで 20人くらい静

岡に来て袋井に泊まりました。静岡はどこも道が平坦なので海を見て走ることもできます。

１日 100㎞、200㎞走る練習もしています。袋井は自転車で市内を走る魅力を積極的に PR

しています。観光客なら誰でもいいよというわけではなくて、特定のマーケットを絞って

素材の良さを PRする発想は必要じゃないかなと思う。例えば、観光バスで訪れる人を誰で

も良しとするのか、静岡の良さを富裕層にターゲットを絞って PRしていくかによってもコ

ース設定は違ってくると思います。 

 

【糟谷会長】 

 その内容によって PRの仕方は大きく変わってきますよね。 

 

【宮澤委員】 

 先ほどツアーバスの話が出ましたが、ドライブインならドライブインの協会があってド

ライブインのお客さんは増えていないということでした。今話に出ました、三保の観光客

が増えていたり、薩埵峠に訪れている人が増えているということでしたが、どこか立ち寄

らなくなったところがあると思います。コース替えをしただけなので新東名高速道路が開

通し勝ち組と負け組が如実に出ています。これは交通インフラの問題ですけど。来年、新

東名の三ケ日から豊田までの部分が開通したり、中部横断自動車が開通すると様相がかな

り変わってくると思います。また、運転手の１日の走れる距離が増えてくることでツアー

路線の内容がかなり変わってきた。 

 

【糟谷会長】 

 中部横断道が開通した時に、本当に清水が通りすがりの道になってしまわないようにし
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ないとまずいのではないかなと思う。中部横断道、東名、新東名が繋がった時に他の場所

に行かれてしまうと困る。その時のことを考えながら、こちらの魅力の発信を考えていか

ないといけない。 

 自分たちがやろうとしているイベントをどう大勢の人に知ってもらうか。限られた予算

の中で各団体はやっていますので、全般的に情報を発信する媒体を持っていない。それを

どこかで補えるものがあればいいなと思う。 

 清水区にイベント情報誌みたいのはありませんでしたか。 

 

【宮澤委員】 

 グランシップで会議の情報を出している中で、イベント情報も載せていたりします。 

 

【事務局（今井）】 

 それぞれの団体がチラシやパンフレットを出している。 

 

【宮澤委員】 

 定義が難しいと思う。市民会館でやるものを全てイベントと捉えれば無限にあるし、ど

こかで切り離してこれは地域イベントだよとするとか。 

 

【磯谷委員】 

 私も市の施設をやっているのでいろいろな情報発信はできますが、市民活動、社会貢献

活動など行政が関わっているものしか情報発信ができないので、企業が関わっているもの

はチラシやポスターを貼ることができないので難しい。 

 

【糟谷会長】 

 いろいろなものが縦割りで動いているので融通がきかない。 

 

【雨宮委員】 

 公共の所はなかなか皆さん見ないので、交流館や図書館に貼るのが限界。なかなか難し

い。 

 

【糟谷会長】 

 自治会でもチラシをたくさん配ってあげたいところですが、営利を目的としてやるもの

も多いので、基本的には公共的なものにこだわらないときりがない。本当にいいものなら

配りたいが、一つ配ってしまうと周りに示しがつかなくなってしまうので、利益を求めな

いものしか配らないようにしている。 
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【雨宮委員】 

 保険料の 300 円だけ取るというイベントだとスーパーや薬局にポスターを貼ってもらえ

ない。無料なものだけでないと貼ってもらえない。 

 

【糟谷会長】 

 （４）は必要かな。前の方にも同じような内容が出てきているから（１）・（２）・（３）

の中に入れてもいいような気はする。そのへんも含めて検討してみてください。 

 

『３観光客をもてなすための仕組みづくり』について本文の読みあげ 

 

 ラグビーのワールドカップや東京オリンピックが開催されるのでそれを見据えた観光客

の誘致を進めていかないとまにあわなくなる事は間違いない。観光ボランティアや通訳な

ど外国の方が来ても困らないように。外国の方は日本人と違って団体で行動するより少人

数で行動することが多いので、そういう面での外国人の受入も大事になってくると思う。 

 

『４清水区長を清水区の広告塔に活用』について本文の読みあげ 

 

 前回の話の中で出てきた意見ですけど。 

 今日、初めて提言書のラフプランを見て意見をと言われても難しい部分があると思いま

すので、持ち帰っていただいて次回までに文章内容や、項目だて、具体的事業提案までを

考えてきていただきたいと思います。基本的にはこのような感じで提言を出していくとい

うことで意見をいただきたいと思います。 

 いろいろな意味でご自由な意見を伺いたと思いますので、自宅に帰って考えていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

次回は平成 26年４月 21日（月）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４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６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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