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第５期 清水区区民懇話会会議録（第７回） 

 

１ 日 時 平成 26年４月 21日（月） 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、

藤井晃委員、宮澤裕樹委員 

      〔事務局〕府川清水区長、海野参与兼地域総務課長、志田課長補佐兼係長、

洪主査、大原主任主事 

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。 

会議に先立ちまして、府川新清水区長が今回出席していただきましたので挨拶をお願

いいたします。 

 

【府川区長】 

  区長の府川でございます。委員の皆様方には、昨年度から情報発信につきまして様々

なご意見をいただきありがとうございます。さて、区政が発生いたしまして今年でちょ

うど 10年目になります。昨年から関係課におきまして区役所の機能強化について協議を

進めております。また、役所サイドにおきましては区民懇話会と区の魅力づくり事業の

方向性、あり方についても話し合いをしておりまして、今年度一定の方向性を示すこと

としております。そのようなことから情報発信力を強化することは、区役所機能の強化

に繋がると思っておりますので、委員の皆様方には提言に向けてこれからもおおいに議

論を深めていただくようお願い申し上げ、簡単ではございますがご挨拶とさせていただ

きます。ありがとうございます。 

 

【糟谷会長】 

  どうもありがとうございました。 

  また、４月の人事異動で職員改正がありましたので、自己紹介を兼ねてお願いします。 

 

【事務局（海野）】 

  平成 26年４月１日異動によりまして、私ども４名が懇話会の皆様と一緒に提言の方を
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まとめさせていただきたいと思います。私、地域総務課長の海野と申します。よろしく

お願いいたします。 

 

【事務局（志田）】 

  同じく４月１日から地域総務課へまいりました、志田と申します。前任の職は経済局

でございまして、宮澤様にはいろいろ大変お世話になりました。また引き続いてお世話

になるということでよろしくお願いいたします。 

 

【事務局（洪）】 

  昨年度に引き続きまして担当させていただきます、洪と申します。よろしくお願いい

たします。 

 

【事務局（大原）】 

  ４月１日から地域総務課へ異動してきました、大原と申します。今年度につきまして

は、区民懇話会の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

【糟谷会長】 

  よろしくお願いします。 

  区長はここで失礼させていただきます。 

 

【府川区長】 

  すいません。よろしくお願いいたします。 

 

【糟谷会長】 

  それでは、第７回の区民懇話会を開催させていただきたいと思います。 

  雨宮さんがまだお見えでないですが、それ以外の方はご出席ですので会議は有効とな

りますのでお願いしたいと思います。 

  それでは審議に入りたいと思います。前回第６回の区民懇話会におきまして皆様から

出していただきました意見を基に事務局に提言書のプランについてまとめていただきま

した。今日は前回の続きで「３ 観光客をもてなすための仕組みづくり」と「４ 清水

区長を清水区の広告塔に活用」、この２点の内容について皆様にご意見を伺っていきたい

と思います。 

  それでは「３ 観光客をもてなすための仕組みづくりについて」の審議を始めます。 

 

『３ 観光客をもてなすための仕組み作りについて』の本文の読みあげ 
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『（１）外国からの来訪者への対応』の課題及び提言の読みあげ 

 

  今までのところでご意見をお願いしたいと思います。 

 

【杉本委員】 

  通訳できる人で考えたんですけど、高校生とか大学生で外国語が得意な人もいると思

うので、学校とかでそういう募集をしてみたらいいかなと思う。 

 

【スリヤ委員】 

  同じ意見です。 

中学か高校で英語を勉強していますけれども、それを生きた英語にするためには、清

水でこういうニーズがあるので今からそのために準備しましょうということで、英語の

授業で育成したら素晴らしいと思う。 

  あとは英語好きの中高年の方とか今まで英語を勉強したとか海外で働いていた方もか

なり多いですし、引退された方々はお時間もあるので、ぜひそういう方々を教えられた

らいいと思います。引退された方々で英会話が好きな方とは十分にコミュニケーション

はできますし、さらにガイドとしてみたら素晴らしいと思います。 

 

【糟谷会長】 

  ありがとうございます。 

 

【小笠原委員】 

  公民館を利用して、名前を「おもてなし教育」というような形の公民館事業をこの６

年間で作っていただいて、主に笑顔と会話術のレッスンという形を統一して清水区でや

っていただいたらいいなと思います。 

  それと観光地に歌舞伎座とかで貸し出しているような外国人向けのものが作られたら

いいと思います。例えば三保松原とか東照宮のいちご狩りのところでもこれはこういう

っていうようなものが置けたらどうかなという考えできました。 

 

【田辺委員】 

  音声ガイドを録音したものが流れるという感じですか。 

 

【小笠原委員】 

  そうです。先に吹きこんでおいて借りれる状態であればいいと思います。 

 

【糟谷会長】 
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  そうですね。ただ絵を見ていてもその良さが私たちにはわからないから、イヤホンの

ものをいつも借りるんですけれど、あれは助かりますね。いろんな観光地のものがたく

さん入っていて、その場所に行ってナンバーを押せばそこの説明が出るのは便利でいい

ですよね。観光ガイドがいなくても内容を知ることができる。これもかなりメリットが

ありますね。 

 

【坂本委員】 

  先程、杉本さんにお話していただいた、大学生とかに呼びかけて外国人の方のボラン

ティアをしてもらうということについてですけど、大学で静岡市とかいろんなところか

らこういうのに参加しませんかという募集のポスターが学内にたくさん貼ってあるんで

すけど、普段学校に通って生活しているとそういうポスターとかってほとんど見ずに通

り過ぎてしまい、こっちから情報を得ようとしない限りそういう情報が入らない。大学

の事務から発信される大学専用のメールシステムがあるんですけど、ただ大学にこうい

うものがあるので生徒たちに呼びかけてくださいというのではなく、大学の事務にメー

ルとかで発信できるシステムがあったらこうしてくださいとか、あとは英語のボランテ

ィアだったら英語の教授が一番いいと思うんですけど、そういうのを授業中に生徒たち

に直接呼びかけてもらうようにした方がもっと大学生に情報が入ってきやすいんじゃな

いかなって思いました。 

 

【糟谷会長】 

  ありがとうございました。 

 

【磯谷委員】 

  国際交流協会さんがいろんな語学を初心者講座でたしか年に 20回くらいやるものがあ

りますが、それを 10 回くらいで挨拶＋αくらいできればいいと思います。たぶん 10 回

では無理だと思うのでその上級編みたいなことをやっていただいて、そこに少し観光的

なことの案内を入れてもらえればいいと思います。例えば観光案内できる団体さんとい

うのはいっぱいあるので元原稿を作ってもらっておいてそれを訳すという練習を 10回く

らい続きでできればいいと思います。受講生の中から続けて勉強しようとするサークル

がいくつかたちあがっているんですね。そういう人たちにもやっていただくような元原

稿のテキストがあると、会話まではいかなくてもある程度案内できる人たちが増えてい

くのかなと思います。 

 

【糟谷会長】 

  せっかくそういう立派なことをやっているのを活用していくっていうのが大事ですか

ね。 
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【スリヤ委員】 

  日本語交流の会っていうところでは、日本語を外国人が学ぶためのテキストを作って

いますけれども、ちょっと実際にはまだ見ていないんですけれども、聞いた話では清水

区独自のものがあるみたいです。清水区を紹介するような資料もあるかもしれないです

けれども、そういうものから英会話を勉強するということもあると思います。 

 

【糟谷会長】 

  日本語交流の会は清水にもあるんですか。 

 

【磯谷委員】 

  清水独自の吉野さんが代表してらっしゃる、もう 25年やってる団体です。 

 

【糟谷会長】 

  それは外国の方に日本語を教えるというものですか。 

 

【磯谷委員】 

  その他に文化交流もやっています。 

 

【田辺委員】 

  研修生や留学生を主にやっているんですかね。 

 

【スリヤ委員】 

  いろいろな方がいらっしゃいます。ボランティアの先生なので安く学ぶことができま

す。地域交流館とかいろんなところでされています。それで実は今回吉野さんからメー

ルでいただいて、祝日の 29日に豪華客船が着くので、日本語交流の会の方々がそこで日

本の文化を体験しましょうということでおもてなしをするので来てくださいということ

だったんですけれども、そこでボランティアされる方々も英語ガイドをされて素晴らし

いと思います。英会話の一部として皆さんもやったらどうかと思います。 

 

【藤井委員】 

  先日、私もたまたまシニアクラブのお孫さんが外国船が来た時に観光大使みたいな形

で迎えられたというようなことをやった写真を見せてもらったんです。そういう観光大

使みたいな形で外国船が着いたらその都度お迎えするというようなことをやってると聞

いたので、そういう人からさらに発展した案内とかしてもらえればなんと素晴らしいと

いうような感じにもなるんじゃないかなと思います。学生とかそういうのももちろん必
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要ですけれども、そういうちょっと着飾った大使みたいなそういうものを前面に出して

もいいんじゃないかなと思います。 

 

【糟谷会長】 

  そうですね。大人ばかりではなく、そういう可愛い子どもたちも上手に入れてやると

来た人も喜ぶかもしれないですね。 

 

【杉本委員】 

  一般の市民の人に挨拶くらいは覚えるというきっかけがどういうふうに呼びかけてい

ったらいいかわからないんですけれども、広報紙に少しずつ載せていくとか、いくつか

しか覚えられないかもしれないんですけれども、挨拶だけでもできればまたちょっと雰

囲気が変わってくるんではないかと思うんですけど。 

 

【糟谷会長】 

  いろんな国の簡単な挨拶集みたいなものがあると例えば来た人に使うのもあるけれど

も、自分が外に出かけて行った時に便利ですよね。本屋に行くと例えば中国なら中国語

だけのやつとかいろんなのが売ってますけれども。 

 

【田辺委員】 

  ラグビーでどこの国がキャンプに来ると決まったり、なんかそういうきっかけがある

と覚えようとするが、そういう時のための準備をしておくのも大事。 

 

【藤井委員】 

  英語はメインでしょうけれども、韓国あるいは中国とかもくるだろうし、私たち町内

会にも危ないところ等には韓国語も中国語も英語も日本語もと４通り出ているですが、

そういうところを意識しているのかなということで、いろいろな可能性のあることは対

応できるようにしておいた方がいいと思います。 

 

【糟谷会長】 

  そうですね。事業提案の方がいっぱい出ているような気がしますね。 

 

【スリヤ委員】 

  英語ができないからとか外国語ができないからということではなくて、ぜひ区民の皆

さんに意識してほしいのは日本語を話したいという外国人もいて挨拶とかを日本語で覚

えてきて日本語をやってみたいという人も多く、相手になってほしいという方々も多く

いるということです。 
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豪華客船がき来ていて子供に見せたいんですけど、いつ来ているかわからなくてイン

ターネットで見るんですけど、駅の所に今ホームゲームがありますよという垂れ幕があ

りますけれども、例えば今週はこういう客船が来ますよっていうのがあったら面白いか

なと思います。 

 

【糟谷会長】 

  この間１年分の客船の一覧表をいただいたんですけど、去年よりも凄く多いんですよ。 

 

【事務局（志田）】 

  聞いているところですと、今年度 15回くらい大型客船が清水港へ来航するというとこ

ろで、この間来たのがフォーレンダム（オランダ）で 1900人くらい乗っていたというこ

とで聞いてはいます。 

 

【糟谷会長】 

  その 15隻来てその人たちがただ港へ船が着いてそれで終わってはなにもならない。今

までの過去のデータで例えば来た人たちがどういう観光をしていっているのかというデ

ータはあるんですか。船が着いても乗ってきた人たちをあまり町中で見た記憶がない。 

 

【小笠原委員】 

  滞在時間が短いというのはありますよね。 

 

【糟谷会長】 

せめて一泊でもここで泊まって次の日の朝にでも出港してもらえればいいんだけれど

も、だいたい朝着いて夜か夕方行ってしまう船が多いから、本当にここでの滞在期間と

いうのは何時間しかない船が多いとは思う。 

 

【スリヤ委員】 

  先日、静岡市が清水港を紹介する DVD を作っているということでナレーションをさせ

ていただいたんですけれども、８分の DVD で主にアメリカに見せるものなんですけれど

も、そこで気付いたのが清水港から１時間以内に観光できる場所を紹介していたんです

けれども、清水区が少なかったかなというか、ちょっと足を延ばして牧之原とか乗馬体

験のところとかで、清水は通り越して１時間圏内という感じのイメージを受けたので、

もう少し清水の近くのところを紹介するのがあればといいのかなと思いました。 

 

【糟谷会長】 

  静岡市全体で考えれば、静岡市のどこかへ立ち寄っていただければよしとせざるをえ
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ないかもしれないけど、せっかく清水港へ着いて清水を見ないでよそばっか見て帰っち

ゃうじゃなんか寂しい。 

 

【田辺委員】 

  どこかバスのツアーの人たちを上手く清水ミニツアーみたいなのをボランティアで誘

導してあげるというのは可能かなと感じる。 

 

【糟谷会長】 

  そうですね。 

 

【田辺委員】 

  研修とかに加えても実践できる場がいろいろあるのかなという感じがしてまして、先

ほどの吉野さんたちのグループなんかもそうだと思いますし、毎年 ALT の皆さんが静岡

に来ますよね。日本語がわかって英語もわかる皆さんに教材になってもらって初めて来

た皆さんに清水を紹介してまわるだけでもかなりいい実践にはなるかなと。そういうよ

うな機会を増やしていくというのはいいトレーニングになるんじゃないかなと思いまし

た。 

 

【糟谷会長】 

  生きた英語を子供たちに勉強させるというのは凄く大事だと思うんですよ。静岡市も

ALTを何人か置いて小中学校に派遣をしておりますけれども、数が少ないですよね。それ

こそ何校か掛け持ちの ALTなもんですから、Aという中学校に ALTが来るというと月に何

回かしかないですよね。英会話は繰り返しの中で覚えていくものだと思いますので、そ

ういうものをもっと増やして小さい時から英語に親しむのが大事。静岡と清水が合併す

る前には由比、蒲原、富士川では町で１人の ALT を雇用していたんですよ。その 1 人の

先生が中学校を母体として小学校、時には幼稚園、保育園まで１年中やっていたんです

が、それが今度は合併したらなくなって、１人の ALT が４校も５校も掛け持ちで週に１

回来るか来ないか、また月に１回来るか来ないかになっている。そういうところに力を

入れていかないと英語力を小中学校から育てていくのはなかなか大変じゃないかなと思

う。今子供の時から英会話教室みたいなのに通っている子供は結構いるようですけれど

も。 

 

【宮澤委員】 

  専門的な通訳案内士みたいな有資格者といいますかそういうものと、全体の市民レベ

ルの日常会話ができるというのは２段階になると思うんですけど、まずはホテルなんか

でもそうなんですけど、外国人の方が通じなくてもしっかり目を向いて話す。そういう
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のは長くいると慣れるというかいかに外国人が多く来る回数を企業でも団体でも増やし

ていくかというところにつきるかと思うんです。ビッグイベントが 2019年、2020年に控

えてますけど、その前の段階でいかに地域ぐるみで情報発信をしっかりして、町を歩く

と外国人にすれ違うみたいな環境を作るか。ただ一昨日静岡駅にいたんですけど外国人

がかなり増えている気がするんです。統計的にわかりませんけど、浜松も間違いなく増

えてるというし、日常的に外国人が流行だけでなくて住んでも快適な環境、あとで出て

くるサインとかそういうものも含めてスーパーなんかでもその具体的なツールって結構

あるんですね。ホテル業とかタクシーとかで外国人にだいたい聞かれるのを、観光コン

ベンション協会で作った指差しマップみたいな「これはいくらですか」とか外国人の方

が通じなかったらそれを指していただければピクトグラムみたいなものとの組み合わせ

で出来るようになって、それが日常的にできるようにするってことが１つと、前に朝の

テレビで見てたら YouTube かなんかで外国人がその町の外国人的な視点で面白いのを紹

介するようなものがあったんですよ。単なる外国人って一括りに括られるんじゃなくて、

アメリカ人、イギリス人、中国人それぞれが何を日本に来て望んでいるのかって違うと

思うんですね。それに日本人と見る感覚が違うんですね。そこらへんは逆にご教授いた

だいて、今の清水に何を期待しているのかそこを見誤っちゃうとやっぱりおかしなチグ

ハグなものになっちゃうのかなと。だからかなりこの清水区だけでもいろんな国の住ま

れている方がいらっしゃると思うんですけど、そういう人を上手くコーディネートとい

うかできないのかなというのがあります。 

 

【糟谷会長】 

  そうですね。今清水区内の企業で働いている外国人の方はアメリカとかそっちの欧米

系は少ないけれどもアジア系、中南米系の方はたくさんいますからね。そういう方たち

も上手に利用する方法もあるんじゃないかなと思ったりもしますね。 

  たくさん出てますので、次に移りたいと思います。 

 

『（２）2019年、2020年の国際大会を見据えたボランティアの確立』 

の課題及び提言の読みあげ 

 

  この辺は先程から皆さんから出てる内容と同じですね。 

 

【スリヤ委員】 

  静岡空港を使った時に凄く衝撃的だったのは、静岡空港とか名古屋空港で富士山をい

っぱい宣伝していますけれども、三保松原がどこにもなかったということで、名古屋空

港とか成田、羽田でもっと清水＝三保松原、三保松原＝富士山というように PRできたら

いいんじゃないかなと思います。 
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皆さん富士山を求めて日本へ来るので、富士山が一番よく見えるところということで、

PR したらいいと思います。例えばインターネットで富士ってタイプしたら清水区が出て

くるくらいの気持ちで、インターネットに英語のサイトも作ってほしいです。 

 

【糟谷会長】 

  そうですね。他にこういうふうにしたらどうだっていうご意見がありましたら。 

  21 の生涯学習交流館、静岡市の中でも清水区だけしかない制度なものですから、それ

を上手に活かした中でいろんな教室をしていくのは大事な事だと思います。結構 21館で

いろんな事業をやっていますので、その中で外国語、英語教室とか中国語教室とか結構

いろんなものに取り組んできていることは間違いないと思います。ただ、ある１つの館

だけではうまくないと思いますので、できるだけそれを全体に広げてもらうっていうの

も大事じゃないかなと思いますね。予算的ないろんな問題もあるもんですから、継続的

に何回もっていうのは本当は大事なんだけれども、そこが難しいんですよね。 

 

【小笠原委員】 

  参加者がある程度有料っていうのもしょうがないことですよね。 

 

【糟谷会長】 

  だけども交流館なんかでやってる教室はそんなに高くないですよ。 

 

【小笠原委員】 

  ある程度それも徴収して開くってことで。 

 

【糟谷会長】 

  一般的な講座とか○○協会とかでやっているものに比べると、かなり安い金額で皆さ

んやってますよ。ただ、いろんな言葉がありますのでその講師を見つけるのに結構各館

で苦労してますので、そういう連携がどこかにできてそこに聞けば紹介してもらえると

かっていうものがあると各館では助かるんではないかなと思いますけどね。 

  それでは、（２）に関してはそんなところで、（３）へいきたいと思います。 

 

【事務局（志田）】 

  すいません。事務局から皆さんにお聞きしたいのですが、日本を体験できるというキ

ーワードがあると思うのですが、日本を体験できるというと一般的には茶道、華道、着

付け、座禅、お御輿、浮世絵、それから世界遺産にもなりました和食、それから神社・

仏閣、日本というと侍でいえば家康、東照宮、それからそれに絡んでスポーツチャンバ

ラ、そういったものが考えられるかなと思うのですが、その他に何かこういったものが
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あるよという日本文化を紹介する意味で何かありましたらご意見いただければありがた

いですが。 

 

【杉本委員】 

  この辺だったら時期的にあれですけど、お茶摘みとかみかん狩りとかそういうのもや

ってみたら面白いかなと思います。 

 

【藤井委員】 

  時期はあるでしょうけど、みかん狩りとかいちご狩りとかそういうのはシーズンに合

せた紹介とか案内をやったらいいとは思いますけど。 

 

【小笠原委員】 

  百人一首なんていうのは日本のものですかね。 

 

【糟谷会長】 

  日本のものですよね。 

  折り紙っていうのは日本人独特のものみたいですよ。外国へ行くと鶴くらいならだれ

でも折れるけど、ちょっと繊細な折り紙は外国人が喜ぶみたいですよ。日本の独特なも

のだと私は思いますけどね。 

 

【宮澤委員】 

  一回全部リストアップした方がいいですね。 

 

【スリヤ委員】 

  いろんなところに行かなくても、一つの場所で短い時間でいろんな体験ができるとい

うのはすごくいいことだと思う。 

 

【宮澤委員】 

  静岡になっちゃうけど、日本平動物園の近くに椿の里っていうのがありますよね。そ

こで体験手作り盆栽みたいな講座があるんですね。盆栽っていうのは非常に興味がある

だろうし、東照宮の話が出ましたけれども２月の半ばぐらいに御具足祭というのが３日

間くらいあって、甲冑とかだいたい３代を、15 代までの今回は１代と３代と５代とか生

で見れるんですね。だからそんなものもやっていくと日本の暦とはまた違った中でこれ

しか見えないというものが結構あるような気がするんですけどね。 

いちごは東南アジアで赤いダイヤと呼ばれてて非常に高価なものですから、朝一番で

いちご狩りに行くっていうのは非常に記憶に残るものになると思いますけれどもね。 
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【糟谷会長】 

  基本的に今シーズンですから。 

 

【スリヤ委員】 

  皆さんあまり時間がないと思うんですよね。私の親戚がこの間来たんですけども、JR

パスを持っているんですよ。いろんな所に電車で行ってきて東京に泊まっているんだけ

れども日帰りでいろんな所に行ってくるので、清水にも一日だけ来たんですね。その一

日で清水のいろんなとこに行ったんですけど、本当にたくさんいろいろありますよね。

日本の文化を紹介する所が清水区の中にたくさんあるんですよね。だからそれをセット

にしてツアーにすればすごくいいと思う。次郎長のところもあるし、写真も撮れるし。 

 

【糟谷会長】 

  この項目はボランティアの育成になりますので、今言われたことを他のところでも具

体的な提案に利用できると思います。 

  では次に３に移りたいと思います。 

 

『（３）清水に訪れた人の目を楽しませるサインの設置』の課題及び提言の読みあげ 

 

  どうでしょうか。 

 

【小笠原委員】 

  清水の全タクシーでお茶の宣伝をするようになりましたよね。「清水寿司のまち」とい

うような感じでお寿司屋さんに自分たちの看板等に「お寿司のまち清水」みたいなのを

付けてもらうとか。すごくお寿司屋さんの数が多いですよね、清水は。車でちょっと走

るとお寿司屋さんがすごく多いから、「こんなに多いんだ」と思って、そうしたら同じラ

ベルのようなものを貼ってもらうと、清水ってお寿司が凄いんだなってイメージに繋が

る。外国の人が字が読めなくても「お寿司のまち清水」ってのがわかるようなイメージ

のラベルを各お寿司屋さんに貼ってもらう。お金は出さなくていいので、市の方で無料

でステッカーみたいな感じで。あとは、金魚の絵とかちびまる子ちゃんの絵を活用して

いろんな所に使う。赤い靴等も少し利用したり。可愛らしくて明るくて清潔感のあるも

のを。 

 

【糟谷会長】 

  私もよく東名を使うんですが、「清水へ来たんだ」って思うようなイメージを沸かせる

ようなものってないですよね。高速道路を通っている人が「ここが清水なんだ」ってわ



13 

 

かるような、それで降りてみようとか行ってみようとかっていうのがないような気がす

るんですよ。目で見て行ってみようとか行ってみたいと思わせれるような、例えばさっ

きから出ていたお寿司なんかも、清水のお寿司ってかなり有名になってきましたけれど

も、清水に来たらお寿司を食べたい、その目から受ける欲望というか食欲というかそう

いうのはすごく大事なことではないかと思う。前にも言いましたが、広告条例で大きさ

が決まっていまして、それより大きいとみんな撤去されてしまう。うちの方も撤去され

ましたけどもね。そういうのとか大事じゃないかな。 

 

【藤井委員】 

  大事ですよね。どこも一緒ですからね。 

 

【糟谷会長】 

  ここにありますけれども、見直しをして誰でも企業でもそういうものは行政だけやる

仕事じゃないと思いますで、土産物屋さんとかにそういう看板をあげられるような。か

といってあまり景観に合わないような、例えば三保松原に大きな看板ができたらこれは

ちょっとうまくないと思いますけれども。そういう意味の違和感のないような看板類っ

ていうのは工夫すればいくらでもあるじゃないかなという気はしますけれども。 

 

【スリヤ委員】 

  高速道路の降りるところのタンクに富士山の絵があって、たしか上には清水とローマ

字で書いてある。それくらいしかない。 

 

【糟谷会長】 

  まだ今ありましたかね。昔はあそこに清水の次郎長さんのがあったんですよ。それが

今の富士山に変わったんですよ。 

 

【スリヤ委員】 

  秋葉山公園がありまして、そこから見えるんです。さっきのちびまる子ちゃんじゃな

いですけど、前に公園の話がありまして、ちびまる子ちゃんの公園を造ったらどうかと

いう話がありましたね。秋葉山公園はちょうど東名から見えますので、そこをちびまる

子ちゃんの公園にするとかそういったものを付けるとか。あとは東亜燃料のすごく大き

なタンクが駅のところに並んでいて、撤去できるのなら撤去してそこをサッカーのスタ

ジアムとかにすればいいと思うんですけど、撤去ができないのであればそれを全部塗っ

てもらって清水の宣伝を付けてもらったらいいかなと思う。 

 

【糟谷会長】 
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  東亜燃料のタンクはたくさんあるけど、今はあまり中が入っていないんですよね。 

 

【田辺委員】 

  改修中とかそういう札がついてたりするんですよね。 

 

【糟谷会長】 

  ずっと改修中のような気がする。 

 

【田辺委員】 

  県の管理局のタンク２基については、この前高校生のデザイン画を書いたりしてまし

たけどもね。 

 

【糟谷会長】 

  そういう時にせっかく書くんであれば清水を PRするようなものを書いてもらいたいで

すね。 

 

【田辺委員】 

  ２つタンクがあって１つは波のきらめきをイメージしたもので、もう１つが魚をイメ

ージしたもので、魚でやると今は目を入れたり具象なものはダメみたいなんですよね。

抽象的なものにしないと。だから魚の目を消されちゃって魚っぽい形のデザインにデフ

ォルメされてしまった。 

 

【糟谷会長】 

  それは何でダメってことに。 

 

【田辺委員】 

  条例にかかるみたいです。 

 

【糟谷会長】 

  くだらない条例だなと思いますね。 

 

【田辺委員】 

  本当ですね。民間企業の看板は、パチンコみたいにガチガチしちゃっているのに。ち

ょっと厳しいんじゃないかと思いますけど。 

 

【糟谷会長】 



15 

 

  抽象的なものじゃ。誰が見てもわかるようなものが広告だと思うんですよ。これは何

の絵でしょうっていうようなものは通り過ぎてしまうと思いますね。基本的には自由と

いうのはよくないですけれども、ある程度広告というのは大事ではないかなという気は

します。 

  では、次へ移りたいと思います。 

 

『４ 清水区長を清水区の広告に活用』の本文の読みあげ 

 

『（１）清水区長を清水区の PRに活用』の課題及び提言の読みあげ 

 

  ということですけども、区長は結構いろんなところへ出ているような気がするけども。 

 

【事務局（海野）】 

  はい。お誘いがあれば府川区長は予定を入れております。 

 

【糟谷会長】 

  前の区長もいろんなところに顔を出していたような気がしますけど、大きいイベント

になると市長が来ることで区長が隠れちゃうという面もあるかもしれませんけども。 

 

【藤井委員】 

  自治会等でイベント等いろいろある中で、市長さんが来られて挨拶をして区長さんが

仮に一緒に来られたとしても区長さんの挨拶というものはないんですね。 

 

【糟谷会長】 

  市長が来てしまうと区長の挨拶はほとんどないですね。 

 

【藤井委員】 

  だから市長しか目立たないのは確かですよね。もっと区長さんに前へ出てもらうこと

は必要かもわからないですけどね。市長さんがあまりにも動きすぎるのかどうかはわか

りませんけども。まず普通のイベントとかには市長さんの顔しかないという感覚にはな

っていますね。 

 

【糟谷会長】 

  葵、駿河、清水区それぞれの区役所があって区長がいるんだけれども、区長はいろん

なところを歩いているんだけど、清水区役所として全体が清水区を PRしていこうという

意識が薄いような気がするんですよね。それを全体的にやっぱり区長が引っ張っていく、
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そういう権限の中でここにいる職員全体が清水区をもっと PRしていくという組織をしっ

かり作っていく必要があるんじゃないかなという気がしますけども。 

 

【藤井委員】 

  区長さんが変わったら市長さんとどういう内容が変わってみんなに情報発信するのか

というのも我々には今のところ想像はつかないですけれども、その辺をもっと権限を与

えるなら与えて引っ張ってもらうようなことも含めた情報発信をしてもらったら、なる

ほどという風にみんなも感じるようになるかなとは思うんですけど、今のところはまだ

具体的な動きというものが我々も想像できないので、権限を移すなら移してやった方が

いいとは思いますけど。 

 

【糟谷会長】 

  実際に今区長の権限はほとんどないと思うんですよ。予算も持ってないし。権限だけ

与えられても予算を持ってないと何もできない。区長の裁量でこれをやりますよってい

うのができるくらいの権限を与えていかないと何もできないのではないかと、その次の

ところへ関わってきますけれども。 

  それでは（２）も含めていきたいと思います。 

 

『（２）清水区長の権限を強化』の課題及び提言の読みあげ 

 

【小笠原委員】 

  清水市の時には市長さんがくまなく地域、市のことに対してすごく出て、例えば遠く

から来た全国大会の時なんかは市長さんが清水弁丸出しで「あなたたちはこの後すぐ帰

るじゃないよ」とか「日本平だって寄ってかなきゃダメだよ」とか上から目線だけでは

なくほんわりと学生たちなんかには先導をしつつ、面白おかしく挨拶をしてくれていた。

すごく清水の長がフランクで明るいまちなんだなっていう印象があったわけなんですが、

小嶋市長さんになった時からは、清水にほとんど見えないんですよね。私の仲間内のお

年寄りの多くの人は田辺市長になって３年経っても全然１回も見たことがなくて、県知

事さんの方がテレビによく出てくるし新聞にも出るので、県知事さんの方が昔の宮城島

さんよりもすごい親しみが感じるけど、小嶋さん、田辺さんになってからは清水に全然

親しみがなく、あまり見たこともなくてどんな人だろうっていう風にお年寄りの人とか

は言っているんですよね。だから市長さんが来れないのであれば区長さんがその代わり

に全面的に「区長です」って全国大会の時に挨拶して下さったらいいなってことでこの

間出したんですけど、そういう目的で市長さんが出ないところは区長さんが出るくらい

の回数を時間的に業務の時間をとって、そしてユーモラスな話術で、固くただ真面目に

「区長です、どうも」ではなく、そういうものも醸し出すようにしていただきたいです



17 

 

ね。 

 

【藤井委員】 

  今、市長さんの代わりは奥さんで区長さんの姿を見ることが少ないですね。市長さん

が直接やらないで奥さんが出るのであれば、それはいろいろな責任があるのかもわから

ないけれども、区長さんが出ていろいろな言い方を交えてもやった方がいいとは思いま

すけどもね。 

 

【糟谷会長】 

  私は立場上、市長とは結構いろんなところで会いますので、会っているという感覚を

持ちますけれども。市長が出ると秘書課の職員か誰が作るか知らないけれども、原稿を

みんな作って必ず持ってくるんですよ。でも最近、市長のいいところは、市長は原稿を

ほとんど読まない。持ってはいるけれども最近は最初と終わり以外はほとんど読まなく

なった。今言われたような親しみのある話に自然となっている。区長さんたちが出てく

ると大体部下が作った原稿を大体読んでいる。清水区の顔として引っ張っていってもら

うには、部下が作った原稿だけを読んでいるのではなく、今言われたような資質を持っ

た区長を育てていかないと本当の清水区長にはなれないんじゃないかなと。単なる職員

の一人としての区長じゃなく、清水区を代表する区長になってもらわないと。それは本

人の努力じゃないかと思いますけれどもね。割合いつも原稿を読んでいるんだよね。 

 

【磯谷委員】 

  前の前の木村さんでしたっけ、朝鮮通信使の AYU ドリームさんが来てるイベントでは

朝鮮通信使の格好をして挨拶をしていたし、志田さんもうちの市民活動センターは清水

区の団体さんが多いので区長さんにご挨拶をお願いしたりするんですけども、その後い

ろんな団体さんとフレンドリーに話をしてくださるから、小さなイベントだと比較的や

ってくださってるんじゃないかなと思っているんですけれども。 

 

【藤井委員】 

  我々のところには、そういう意味で招待しないから来てもらえないかわからないです

けども。我々の小さいところでも市長さんが来るか、もちろん県会議員さんなども来る

んですけれども、市長さんがダメな場合は奥さんがという形でみえるから区長さんとい

う名前が聞けないのも確かですね。 

 

【田辺委員】 

  奥さんが来るっていうのは政務というか公務で来るってことなんですかね。 
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【藤井委員】 

  公務というわけではなくて、要はイベントですからね。 

 

【糟谷会長】 

  地区のお祭りだとかそういうのには市長が来れない時は奥さんが来るんですよ。 

 

【藤井委員】 

  そういうのに区長さんが出れるのなら、是非来てというくらいのことは言いたいが、

我々も繋がりが全然できてないから区長さんに言いようがないといえば言いようがない

し。 

 

【糟谷会長】 

  連合自治会の大きな行事、体育祭とか敬老会とか文化祭とかそういう大きな行事の時

には案内を必ず出します。市長が来れなければ誰か代わりにという形になっていますが、

来ても来なくてもできるだけ案内状は出すようにはしています。 

 

【藤井委員】 

  本当ですよね。我々も初めは出していたんですけれど、今は出さないということが自

発的に伝わってこられている感じですね。 

 

【糟谷会長】 

  代議士とか国会議員は出さないですよ。一人出すといろんな政党があるもんですから、

あそこに出してこっちには何で出さないという文句を言われたことがあるんですよ。だ

から最近そういうイベントをやっても、代議士というか国会議員は一切出さないです。

どこかから聞いて来る人は勝手に来るんですよ。 

 

【田辺委員】 

  今の話だと権限がなくても区長さん自身の頑張り、一層の頑張りによってできる部分

がたくさんある。それと権限の方というのはむしろ別に分けた方がいいのかなと。区長

さんに頑張ってもらう。 

 

【宮澤委員】 

  そこは本当に自由意思でいいんですか。業務分掌とか何か縛りはないんですか。 

 

【事務局（海野）】 

  基本的に公務員としての縛りというものは出てこようかと思いますが、４月、５月の



19 

 

区長の予定を見ますと、今の区長はですね、いろんな場に公務とプライベート、プライ

ベートの関係のお呼ばれでもなるべく顔を出そうというような気持ちはありますので、

いろんな会に呼んでいただければ、公務にならないお酒の出るような席でもプライベー

トの時間でも出るような気持ちは持っておりますので、私共の方へ情報をいただければ

区長の判断の中でなるべく出るように今の区長はさせていただいております。ただ、先

ほどの市長と夫人の関係ですと、市長が動いてしまうとほとんど公務になってしまうん

ですが、奥様が出られるというのはお付き合いの関係でという気持ちの中で出られてお

られるとは思うんですが。 

 

【糟谷会長】 

  さっきも言いましたけれども、今区長の裁量というかを見直すと言いましたけれども、

市の方でも今年度それに取り組んでいるようですけれども、どういう方向に市が考えて

いるのかわからないけれども、今私たちがやっている清水区をよくするための改革でな

ければ何も意味がないような気がするんですけれども。権限を与えてもそれに伴う財政

がくっついてこないと何もできないと思いますので、お金をつけて自由に区長として必

要だと思うものに使えるお金をつけないと何もできないと思うんですよ。今の現状は、

私たちが区長に何かやってもらいたい、これをお願いしたいと言っても、区長がやりま

しょうと言っても区長はその担当課にいちいちお伺いを立ててその担当課がやりましょ

うと言ってくれないとできない。そういうシステムになっている。そうではなくて、本

当に必要なものならばいちいち担当課にお伺いを立てなくても、区長が担当課に「これ

をやれ」と言えるような裁量にしないと何も意味がないような気がするんだけども。 

 

【宮澤委員】 

  例えば小中学校の入学式なんかは、区長が回られてるんですか。 

 

【糟谷会長】 

  ほとんど回ってないでしょ。 

 

【事務局（海野）】 

  回ってませんね。 

 

【宮澤委員】 

  代理人としてはどなたがそういうのは出るんですか。 

 

【事務局（海野）】 

  市の方はないですね。 
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【糟谷会長】 

  地元。連合とか自治会とか学校評議委員とか。その地元に関係する市会議員が来るく

らいのもんですね。 

 

【宮澤委員】 

  私なんか吉田町といって榛原郡ですけれども、小さい居住区で学校も２校くらいしか

ないから、やっぱり子供から通じて町長がこういう話をしたとか、牧之原の西原さんな

んかでも自ら行ったということが Facebookを通じて見えるわけですけど、やっぱり子供

の頃から区長とはとか町長とはといった顔が見え隠れするっていう、トップがそういう

話をしてくれるっていうのは大事だと思います。３区の中では一番人が集まるというか

観光資源の多い区ですよね。ましてや今回の区長さんに関しては、駿河も経験された人

ですから、３区の中ではテストテストして清水から発信する、始めてみるっていうのも

必要な気がするんですけどもね。 

 

【糟谷会長】 

  そうですね。 

 

【宮澤委員】 

  三保松原だって清水港だって日本平だってみんな清水区ですし、やはり静岡の観光資

源という中では清水区が抱えているものって特に多いですよね。こちらの経済事務所の

中に経済局商工部観光課があるわけですから、これはたまたまかもしれませんけど、も

っとそういう意味ではこの清水事務所の役割っていうのは、観光的な視点とかシティプ

ロモーション的なものっていうのは物理的に強化がしやすい環境にあろうかとは思うん

ですけど。 

 

【糟谷会長】 

  そうですね。区長さんも全てを回るのはなかなか大変だろうけども、たまには全部回

れなくても重点的にいろんなイベントを含めて回ってもいいんじゃないかなと思います。

教育長も来ないだよね。今いろいろ教育問題が叫ばれているけれども、教育長も挨拶文

がくるだけで、何で顔を出さないのかなという疑問を思うこともあるんですけども。ほ

とんど同じ日にやるんだから、どうせ全部回れない中で今年は清水区のどこか１校に出

ようとか、駿河区のどこか１校に出ようとかという形でもいいんじゃないかと思う。私

が桜が丘高校の同窓会の会長をやっているんだけども、卒業式、入学式、全部に私は顔

を出すんですよ、だけど市立高校なのに市長も来なければ教育長も来ないですよ。市立

高校くらいどっちか顔くらい出せばいいのにといつも思って参加しているんですけども
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ね。小中学校はともかくとして高校は２校しかないんだから、交代で出ればいいのにと

思う。教育長が出れなければ教育次長だってあるんだし。地域や学校と連携を深めてい

い子供を育てていくべきだという意識が薄いような気がする。 

 

【宮澤委員】 

  区民が営業マンになっていく都市が強いですよね。観光業者がいくらやったってそれ

が商売ですから、日常的な区民がいっぱいもてなしたいとか、外に対して優しいという

区民性が出てくるとそれが何より強いと思うんですよね。 

 

【糟谷会長】 

  一応これで全部終わりましたけども。 

 

【杉本委員】 

  今日いただいた名刺を見てすごくこういうのはいいなと思ったんですけど、これは著

作権の問題とかいろいろあって難しいと思うんですが、「清水はいいねえ」っていうのも

いいかなって。それでこれを区長さんとかにワッペンとかバッチにでもしてもらって付

けてもらうとか、区長さんだけじゃなくて清水にゆかりのある有名人だったり、いろん

な人が付けてくれれば清水が目立つのかなって、そういうのに利用させてもらえたらい

いなって思ったんですけども。 

 

【糟谷会長】 

  これは誰が考えたんですか。 

 

【事務局（海野）】 

  それはですね、観光シティ・プロモーション課がさくら事務所と契約する中で年間何

枚までという形の中で、デザインから何から全部さくら事務所からの版権を買っている

んです。 

 

【糟谷会長】 

  そんなに難しいんですか。 

 

【事務局（海野）】 

  はい。 

 

【藤井委員】 

  会長の名刺にということで市から送られてきたものがありましたよね。 
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【糟谷会長】 

  あれは大丈夫ですよ。 

 

【スリヤ委員】 

  三保松原は清水だから、それをもっと清水の種に使ってほしいんですよね。 

 

【糟谷会長】 

  名刺には三保松原と富士山を使っています。清水区の自治会はほとんどこれを使って

います。 

 

【スリヤ委員】 

  清水区の人は遠慮深いところあると思うんですけど、もっとやっぱり清水のカラーを

出してほしいですね。 

 

【田辺委員】 

  その台紙は購入するんですか。 

 

【糟谷会長】 

  これは連合会で購入して、それをみんなに分けてます。今は前面が絵になっていて、

名前は裏面に印刷するようになっている。 

  それでは、ここまで終わったけどもどうしましょう。 

 

【事務局（大原）】 

  できれば、「１」と「２」についてご意見があればいただきたいのと、提言書として文

言的にこういった文言がいいとかがあればお聞きしたいと思います。 

 

【糟谷会長】 

  ではもう一度「１」に戻っていただいて、前回皆さんからいろいろいただいたご意見

を基に文言等を若干事務局の方で直していただいてまして、文言等でご意見があればど

うぞ。例えば、「清水区は「みかん」、「お茶」、「マグロ」、「桜えび」」と並んでいるんで

すけども、「みかん」、「お茶」は山のもので「マグロ」、「桜えび」は海のもの、その次が

「海の幸や山の幸」というのは逆に「山の幸や海の幸」にしないと合わないのかなって

いうのがあります。そんなのも含めておかしいかなというのがあればお願いしたいと思

います。それと下の方に「その他にも次郎長や鉄舟寺、蒲原宿、由比宿、興津宿、江尻

宿、さった峠といった歴史的なまち並みなど」とあるけども、次郎長だけ人の名前であ
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とは歴史的なまち並みだけども、ここをどうするのかちょっと考えた方がいいかなと思

います。個人的には次郎長はいろんないいこともやっていますけれどもどうかなと思い

ます。それと「温暖な気候のため住みたいまちに選ばれたこともある」とあるけども、

何で住みたいまちに選ばれたのか、あと「住みたいまち」というのがいいのか「住んで

みたいまち」という言葉がいいのか、その辺も考えてみたらどうかなという気がします。 

 

【小笠原委員】 

  「三保松原に日本平」というところを「三保松原に平原の部１位に選ばれたことのあ

る日本平」という風にすれば日本平ってすごいんだなってなるかなと。ただ平原の部１

位に選ばれたのはかなり昔ですよね。それでも１位だから。 

 

【糟谷会長】 

  そうなると三保松原だって世界遺産構成遺産を強調した方がいいね。ただ三保松原だ

けではなくて、せっかくなったんだから。あとその下に人口とかいろんな表が入ってく

ると思いますので。 

 

【小笠原委員】 

  「清水エスパルス」の後に「全国少年少女草サッカー大会」というのも入れてみたら

どうか。 

 

【糟谷会長】 

  それも考えてみてください。せっかく全国から集まる大きな大会の一つにはなってい

ると思いますので。 

 

【小笠原委員】 

  青少年のサッカー発祥の地ですからね。 

 

【田辺委員】 

  「清水に多くの来訪者が訪れず」というのがあるんですけど、そんなに少ないですか

ね。それは時期の比較なのか、それとも実は来ているのだけれども昔ながらの商店街の

方に来ていないだいけなのか。そんなに少なくはないとは思うんですが。 

 

【糟谷会長】 

  ここの表現も「来訪者が訪れず」だと全然来ていないみたいに感じられるけど、そう

ではないと思うもんで、この辺の表現の仕方を考えて、それともう一つ「清水区全体に

元気がない」とあるけども、元気はあると思う。ここの表現も検討できないかなと思う。 



24 

 

 

【小笠原委員】 

  いいことを書いて、しかし課題として来訪者は減っている、もしくは減っていなくて

も滞在型でないとかの課題があるみたいな言い方にしたらどうか。 

 

【糟谷会長】 

  そういう言い方にしたらいいと思う。今いいことを言ってくれました。それと提言の

ところで「新しい魅力についても民間との協働により発見し」とあるんだけども、発見

だけでなく、協働により開発というのか創造というのか造り上げるっていうものも必要

な気がするんだけども。 

 

【田辺委員】 

  「磨きあげる」とかいいのでは。 

 

【糟谷会長】 

  あと、「情報発信に携わってきた行政だけでは限界がある」とあるけども、行政だけが

情報発信する問題ではないと思うから、ここの表現方法も考えた方がいいと思う。これ

だと行政だけが情報発信をしているように感じられる。民間だって情報発信していると

思うから、ここの表現方法は大事かなと思います。 

 

【小笠原委員】 

  そうですね。これまでの情報発信だけでは足りないとか。 

 

【糟谷会長】 

  もう一度言い方を検討してみてください。 

  それでは「（２）ターゲットを絞って清水の魅力を紹介する」についての文言等はどう

でしょうか。課題の下に、前回皆さんの意見の中で三保松原にどれだけの来訪者があっ

たかのデータがないのかというご意見があって、そういうグラフや表を入れていきたい。

皆さんにお分けしてあるグラフの説明を。 

 

【事務局（志田）】 

  説明をさせていただきます。このグラフは昨年の 12月に三保松原の羽衣の松の駐車場

にオープンをしました羽衣情報広場「みほナビ」という三保の魅力等を紹介する施設で

とったアンケート結果をグラフにまとめたものになります。 

 

【糟谷会長】 
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  非常に興味深い中身になっているんじゃないないかと思います。何かご意見があれば。

こういうのもこれからの情報発信をしていく方法としてはかなり使えるのではないかと

思いますけども。先ほど先に見させてもらいましたけども、年齢でいうと 20代は別とし

てあとは割合均等に来ているんだなという感じがしますし、どこから来ているのかも参

考になるのかなと思います。全体的には自家用車が非常に多いというのをみると、そう

いう人たちへの交通手段の対策もこれから必要になってくるのかなと思います。観光バ

スが少ないですね。時間で動いているから忙しくてアンケートに答えてる暇がないのか

もしれないですね。 

 

【事務局（志田）】 

  比較的観光バスで来られたお客様というのは、限られた時間の中で三保松原を見るも

のですから、なかなか立ち寄っていただけないというのが現状です。なのでアンケート

数で見ると少ないのかなと思います。 

 

【糟谷会長】 

  いろいろと参考になると思います。こういうものを見てご意見があれば。 

 

【坂本委員】 

  課題の「その魅力を各年代に同じように伝えていくだけではその魅力を活かしている

とは言えない」とあるが、その次にこのグラフを挿入するとこのグラフを見てだと言え

ないと思う。満足度のパーセンテージ等の具体的な目標数値とかがあれば文言も具体的

になってくるのではないかと思います。 

 

【糟谷会長】 

  ここへ入れるグラフはまた考えるんだけども、ここへ入れるグラフによって文言の作

り方が変わってくるんじゃないかなというような気がします。年齢層でみると大体似た

ような状況であると今の文言だと合わない気がする。ここに入れるデータによってこう

いう状況だけどもそれをどうしていったらいいのだろうかというような表現に変えてい

ったらいいかもしれないですね。それでないと文章とグラフの繋がりがなくなってしま

うような気がしますので。 

 

【宮澤委員】 

  観光客が来てこの清水区にとって経済的なメリットがあるという風にしていかなきゃ

いけないと思うんですよ。ですから、例えば今三保が一番注目されて現実来てるわけで

すよね。その伸び率はグラフでわかる。その後工程としてお土産を実際買っているのか、

滞在時間はどうなのか、それから最終的に宿泊すれば単なる宿泊利用者ということでは
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なくて、そこで一次産業、二次産業まで経済的な効果があると、それがどうなっている

のかという目的とするとこのものをここに書いていかないといけないと思う。年代別の

パーセントが出るのであれば、それぞれの年代にあった PRができていないということに

なるんですけども。あと１日とかそのくらいの短いサンプルではっきり出ないと思うん

ですね、もうちょっと案でもそうなんですけど経済白書とか観光交流客数とかっていう

基準が結構市町村によってバラバラなんですよね。大道芸で何人、みなと祭りで何人っ

てあるけど本当にそれが実態に即したものなのかなと。前にも言ったんですけども静岡

でも清水区でもいいんですけども、金沢との違いは何だっていった時に、金沢の場合は

28％くらいが泊まってる、静岡の泊りの率って７％か８％なんですね。だからその差を

埋めていって観光客そのものをこの清水区のまちづくりというか経済の発展に繋げてい

くっていう、何か現状調査はあるんですけど進むべきゴールを浮き彫りにしていかない

とつじつまが合ってこないのかなって気がしますね。 

 

【糟谷会長】 

  こういうデータがあるから、これをどういう風にしていくかというにはどうしていい

かという形に変えた方がいいかもしれないですね。 

  皆さんに具体的事業提案の紙が分けられていると思いますが、帰っていただいてでき

るだけ全項目書いていただきたいと思います。来週の月曜日くらいまでに FAX で事務局

まで送っていただきたいと思います。それを次回この中に入れて皆さんにご協議をいた

だきたいと思います。 

次回は平成 26年５月 20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５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７回清水区区民懇話会を終了します。 

どうもありがとうございました。 
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