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第５期 清水区区民懇話会会議録（第８回） 

 

１ 日 時 平成 26年５月 20日（火） 18時 30分～20時 45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、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〕志田課長補佐兼係長、洪主査、大原主任主事 

４ 欠席者 坂本理沙委員 

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。 

早いものでもう８回目になりますが、区民懇話会を始めたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。今日は、坂本さんが体調不良ということで欠席ですけれども、あと

の方は皆様ご出席ですので、要項の基準では成立しますのでよろしくお願いいたします。 

では、早速入りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

第７回の区民懇話会で提言書のラフプランの具体的提案事案を皆さんからたくさん出

していただきまして、それを事務局の方でまとめていただきましたので、今日はその内

容について審議を行っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。もし、全

部終われば課題や提言の中身について最初から検討していきたいと思います。 

まず、「１ 清水区の魅力を活かし来訪者を呼ぼう」の「（１）清水の魅力を活用し清

水を売り込め」の具体的事業提案が 10個ほどありますが、あまりたくさん提案するのも

どうかを思いますので、できれば１つの項目に対して４、５個くらいに絞っていったら

どうかと思いますので、これは他の項目の方がいいのではないかとか、またこれ以外に

ありましたらそれも含めて意見をまとめていけたらと思いますのでよろしくお願いいた

します。文章表現についても併せてお願いいたします。ラフプランは事前に配布してい

ただいてありますので、目は通してきていただいていると思いますが、一旦読みますか。 

 

『１ 清水区の魅力を活かし来訪者を呼ぼう』 

『（１）清水の魅力を活用し清水を売り込め』の具体的事業提案の読みあげ 

 

  10個くらい出ていますがどうでしょう。 
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【小笠原委員】 

  自分で提案をしたんですが、「羽衣伝説コンテストを開催し、」というところですけど、

こういうものがどういうものかということを具体的に決めなければならないことなので、

これは外した方がいいと思います。 

 

【糟谷会長】 

  はい。 

  どうぞ、ご自由にご意見を。 

  ここのところは、その前の課題のところにもありますけれども、清水区にあるいろん

な魅力をどういう風に紹介していくか、魅力を最大限に活かした取り組みをしていくか

というものの１つの具体的事例案になっていくと思います。 

  「ボランティアガイドグループの育成と連携」は大事なことなんだけれども、他のと

ころに入れた方がいいと思うんですが。 

 

【藤井委員】 

  手段としてはいいと思うんですけど、ここにはという感じですかね。 

 

【糟谷会長】 

  他のところの方がいいですよね。 

 

【宮澤委員】 

  この具体的提案事項が２項目ずつになっているのは、まとめていただいたんですよね。 

 

【事務局（大原）】 

  そうですね。こちらで同じようなものは繋げてあります。 

 

【宮澤委員】 

  １段落目がイベント紹介みたいなもので、２番目が人づくりで、３つ目が PRで、４つ

目が来た人が営業マンになってもらうような仕組みになっているんですね。ただ、後の

方と関係するものもあるんですけど、魅力があるんだけどそれが伝わっていないという

提言で足りないということだったら、PRの方法みたいなものをもうちょっと絞り込んで、

どうやったら伝わる環境になるのか、人づくりっていうのはロングレンジで考えていか

なきゃいけないことだと思うし、ここは後項目でいった方がいいと思うんですけど。 

会長と始まる前に話をしていたんですけど、Facebook とか見て進んでるというか比較

してはいけないんですが、牧之原が上手いことやっているんです。Facebook を見れる人

は見てもらいたいんですけど、ビタミンラボというのが牧之原の公式ホームページのま
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さに牧之原の魅力を活かして来訪者を呼ぼうというものになっていまして、静岡市のホ

ームページというと、例えば新茶の刈り入れが始まりましたというと農業政策課であっ

たり、ホビーショーがあるというとその担当課であって、港まつりになるというと港振

興課になったりという担当セクションを受け持ちますよね。この牧之原のものは誰がや

っているかわからないんですけど、例えばここの地域でいうとしらすでも桜えびでも立

派に観光客に訴求できる売り物ですよね。それが専門の漁獲高とか初セリがというより

もっと素人的な観点でやることができないのか、そこは５つぐらいのコンセプトを見て

いると感じるんですけども、１つは牧之原市長の似顔絵をやったゆるキャラみたいなも

のを仮装にしたてて、ゆるキャラが随時案内をしていくっていうので、脈々とあるのが

牧之原はお茶を売ろうというのがあって、お茶の刈り入れ時になりましたということと

かお茶の製法を紹介したり、それもあまりアカデミックに紹介するのではなく一般的に

わかりやすいようにやっているんですよね。実際、週末のイベント情報というのは毎週

木曜日か金曜日に必ず出ています。それから地域の皆さんにも、新しい店舗ができてい

くらぐらいでどんなものをやっているのかという点では、美味しいグルメ情報というの

も何曜日かに定期的にやっているのと、最近では相良の草競馬のこういうものが開かれ

ますよということとか、東光寺という長藤で有名なところがあるんですけれども、その

咲き具合とか、それから牧之原のミシュランということで凄腕の人の紹介ですとかそん

なものも非常にあって観光を意識したものだなと。 

牧之原の人口はどのくらいかわかりませんけど、「いいね」を押している人が 5,000人

程いるんですね。これは本当に物凄い数だと思うし、ちなみに金沢の Facebookを見てみ

たら、やっぱり 10,000人弱くらいの人が押しているんですね。観光都市金沢といってて

10,000 弱で、それにしては牧之原の 5,000 人の「いいね」というのは凄いんじゃないか

なと。これも蓄積というか 2014年から段階的にやっているんですけど、そんなものをも

し清水区の魅力を活かして来訪者を呼ぼうとしたら、たまたま今 Facebookの話をしまし

たけども、これはホームページでも紙媒体でもいいと思うんですけど、そういう見地か

ら伝わる情報というのはできないのかなと。食にしても観光にしても産業にしても景色

にしても。だからどこに載せるかの問題なんですけど、後ろの方でもホームページや

Facebook は出ているんですけど、まず来訪者を呼ぼうという中では人づくりよりも、今

ある素材が伝わってないならここでホームページとか Facebookのものを入れ込んだらど

うかなと思います。 

ただ、現実的に行政の方の問題もあるんですけど可能ですかね。 

 

【事務局（志田）】 

  Facebookについては、今年度から魅力づくり事業の中で清水区の Facebookページを作

成して、行政だけではなく清水区魅力発信サポーターという方々を委嘱というわけでは

ないですけど各団体になっていただいて、そこから裾を広げていこうという取り組みを
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始めています。その説明を先にさせていただきます。 

 

【事務局（洪）】 

  昨年度の区民懇話会の場で Facebookの話がたくさんありまして、静岡市の方でも去年

の５月に静岡市の Facebook が開始されました。市の方針として、静岡市の Facebook は

１本だけというところで統合しましょうということで、市の各課は広報課に記事を投げ

て広報課が静岡市の Facebookを更新しますというやり方をやっていました。私の方でも

清水区の Facebookというのは昨年度からやりたいと思っていまして、その中でただ広報

課の方としては市の Facebookと差別化を図る方法であればいいですという話をしながら

了解を得られましたので、皆様のこの場での議論を非常に参考にさせていただきまして、

それを基に何かできないかなということで今年度の魅力づくり事業として進める運びと

なりました。 

何をするかというと、協働によって運営しましょうというところがポイントです。今

お願いしているところとしては、JA 清水様、商工会議所様、東海大学様、自治会連合会

様、今言ったところで農業、商工業、大学という若い世代、自治会ということで高年齢

層、地域の自治会という部分ですね。あとは、由比、蒲原、興津の各商工会の方にも各

エリアというところでお願いしておりまして、そして国際交流協会にもお願いしており

ます。今後、例えば日本平観光組合様とか、あと FM清水というのがありますのでそちら

にもお願いしつつ、FM 清水はマリンパルという名前ですので港、日本平というところで

観光地と世代といろんな業種というところを考えて依頼をしていく予定でございます。 

何をするかというと、情報端末を区役所で用意しまして各団体に１台ずつ貸与すると

いうことです。これを持って皆さんにサポーターになってもらって、いわゆる清水区の

営業マンです。魅力を発信する営業マンということでこれを持って活動してもらうとい

うことです。各団体の方で例えば今日は出張で両河内に行きますよということであれば

これを持っていただいて魅力を写真に撮って簡単に記事を書いて送ってもらい、送って

いただいたら私どもの方でそれを Facebookに記事をあげるという仕組みでやっていきま

す。従来ですと、行政のホームページは私どものような職員が記事を探しに足を運んで

いく。ただそうなると面白くない記事とか限界があるという指摘をたくさんいただきま

した。ただ清水区の中にはいろんな業種や世代の方々がいらっしゃいますし、得意分野

もそれぞれ持っていますし、いろんな発想も持っています。そういった皆様に営業マン

になってもらって記事を集めると私どもではとても思いつかないような面白い清水の魅

力を集めることができるということになります。それを発信していこうというのが清水

区の Facebookになります。これは本当に区民懇話会の皆様のご意見、また議論の中で生

まれたものと思っていますので、これをまずここでの成果というわけではないんですけ

ども、第１弾ということでやっていきたいなという風に思っております。イメージとし

ては、清水区ファンの拡大が図れるし、地域 SNS の役割ということで、いろんな皆様が
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Facebook やホームページをやっていますけれども、それをまとめるような役割もできる

のではないか。これは先進自治体の千葉とかでもやっていますし、全面的に Facebookを

活用している武雄市の事例もそうですし、本当に地域で SNS を活用している事例という

のはたくさんありますので、それを進めていき、幅広い情報が提供できるというのが清

水区のメリットになりますし、各種団体様にとっても事業の PR、そして例えば商工会議

所様なんかは商工会議所の中にいろんな会員様がいらっしゃいまして、Facebook ですご

く活発に交流している。なのでそういう交流の促進も図れる。それで情報発信の活性化

ということで、各団体様の方で今ホームページの更新がすごく滞っているとか問題を抱

えているところもありますので、清水区にあるいろんな団体の情報発信の活性化にも寄

与するということでこのやり方を進めていきたいと思います。 

スタートは７月１日を予定していますので、こういった形で清水区でも Facebookをや

るんだということで紹介をさせていただきました。以上です。 

 

【事務局（志田）】 

  そういった意味でですね、今説明があったように静岡市の Facebookページがあるわけ

ですが、それを見るとやはり行政情報が多いんですよね。これはそれを脱却して区民と

協働して皆さんの情報を寄せてもらうというような形で考えているものですから、それ

は皆さんの昨年度の意見の中から始める事業です。そういったことをやるということを

ご理解いただくことと、そういった Facebookを活用して清水の魅力を発信し、人を呼ぼ

うというところに手がけていきたいなと考えています。 

  私個人的な意見を言わせていただくと、先にいってしまいますが、皆さんにいただい

た具体的提案の中にも Facebookという言葉がいくつか出てくるわけですが、12ページの

ところに「市民との協働による情報発信」という項目がありまして、そこで Facebookの

ことを入れてありますので、Facebookに関する情報発信については 12ページあたりでい

いのかなと。ではその素材をどういう風にしていくかというところあたりを４ページの

ところで載せていただければいいのかなという風に感じています。 

 

【糟谷会長】 

  なんか項目がたくさんあるんだけれども、もう少しまとめていきたいなと。単発的に

載せてあるんだけども、２つ３つ関連しているところもあるから、上手くまとめれない

ものかなという気がするんだけれども。 

 

【事務局（志田）】 

  もしですね、ここで清水の魅力を活かしてお客さんを呼ぼうというテーマですので、

こんなところが清水の魅力でそれを売っていきましょうというところの意見を言ってい

ただければ文章的にはこちらの方でまとめられるかなと。 
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【事務局（大原）】 

  基本的に提言なものですから、皆さんの意見を掲げる形になりますので、こんなこと

を入れてもらいたいとかこういうことだよということを今言っていただければ、それを

聞いた中である程度こちらで作ってまた次回の時に見てもらうような形です。 

 

【藤井委員】 

  皆さんからずっといろいろな提案もあった中で、やっぱり「食」の魅力というのを如

何に、この表現が完璧であるというわけではないけれども「食」ということ、これはや

はり清水の１つの魅力でしょうから、その「食」を如何に伝えるかということをもう少

し文章的にも内容的にも考え直してみるとか。あるいはその「食」に農産物のみかん狩

りとかそういうことものも含めるとか。そういうようなことでまずは「食」という項目

は１つ大きな魅力でしょうから、なんかの形でここに入れてもいいかなと思うんですけ

どもね。 

 

【糟谷会長】 

  はい。他には、どうぞ自由に。 

 

【磯谷委員】 

  私はボランティアグループの育成とか観光の案内人なんかがどこかでまとまって紹介

されればいいなというのが意見としてあったんですけども、後ろの方の構成が「２ 世

界と交流できる清水へ」で、「３ 観光客をもてなすための仕組みづくり」といいながら

外国からもという風になっているので、日本語で対応する部分の受け入れる体制という

のはどこへ入れていいかわからなかったので一番前に書いといたんですけども、「２」が

割とタイトルが「世界と交流できる清水へ」で「３」も仕組みづくりとなっているけど

も外国からの来訪者の対応、あるいは国際大会を見据えたという形になっているので、

例えば国外のお客様でも、結構今でも市民活動センターを使っているような観光ガイド

のグループのところへ電話がきたり連絡がきて、この人たちが清水区内だけでなく静岡

も含めて案内をするみたいな仕組みはやっているので、そういうのはどこへ載せていた

だければ伝わりがいいのかなという仕組みがもっときちんと作られるといいなと思った

んですけど。 

 

【藤井委員】 

  今からするともう少し今のボランティアとか案内人とかいう項目は後ろの方の内容に

合致するような気もしますけれどもね。 
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【糟谷会長】 

  そうですね。他にもどうぞ。 

 

【事務局（志田）】 

  よろしいですか。今のボランティアの関係ですけど、ボランティアの皆さんに情報発

信をしていただくという、受け入れて情報発信をしていただくというところですと、12

ページの「市民との協働による情報発信」というところになってしまうんですが、具体

的事業提案で Facebookのことが１点、それから個人の特派員だとか案内員だとか観光大

使だとかというところの具体的提案をされているですが、そのところにボランティアグ

ループの育成だとか案内人の紹介だとかそういったものを入れるというのはいかがでし

ょうか。 

 

【磯谷委員】 

  その「１」のタイトルが「２ 世界と交流できる清水へ」の中の情報発信という中に

あったので、そうすると「世界と交流できる清水へ」という風なというかもっと外国語

ができるとかという風に思ったものですから、今現実にコンベンションビューローとか

いろんなところに関係する団体ですとか、市民活動センターを使っていただいている AYU

ドリームさんもそうだと思うんですけれども、案内できる団体とかっていうのはそれな

りにあるんですけどみんなバラバラで、そういうことをもうちょっと連携してもらった

り、外から見てここを見れば案内してくれるグループや個人がいて、有料もあれば完全

ボランティアもあるし、お昼をご一緒してくれれば全部案内するよみたいな団体もある

ので、という情報がどこかですぐに見られてそこに依頼できるみたいなことが、外から

見ればそうだし、内からすればそういう連携ができているという仕組みをと思ったんで

すけども。それは「世界と交流できる清水へ」なのか、「市民との協働による情報発信」

が Facebookだとすると「３ 観光客をもてなすための仕組みづくり」の方かなとも思う

んですけど。なんかタイトルがそういう感じになっているのでどうかなと。 

 

【糟谷会長】 

  どこにも繋がっていくような気がするけども。 

 

【雨宮副会長】 

  うちの団体も他の団体もだいたいボランティアが観光課の方に属してたり、ボランテ

ィアの団体の協議会がありますので、基本的には全部観光客をもてなすというところな

のではないかなと思いますけどね。 

 

【糟谷会長】 
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  いろんな団体がたくさんあるんだけども。繋がりがあるような、ないような。 

 

【雨宮副会長】 

  毎年どこかで１、２回集まりましょうというのがあって、役所が音頭をとってくれる

と言うんですけど、担当者が変わるとそれで終わりなんですよ。なので連絡がそこで止

まるんですけど、何回か会っている内にお互いが連絡を取るという形をとっていますけ

れども。 

 

【糟谷会長】 

  どこかにそういう連携の組織づくりをしっかり継続的に、繋がるような組織づくりを

進めるような内容をどこかへ入れたらどうかな。 

 

【事務局（大原）】 

  今のは「３」に入れた方がいいのか、それとも他なのか。 

 

【糟谷会長】 

  どうでしょうか。 

 

【藤井委員】 

  基本的には仕組みづくりの中の１つだとは思いますけどね。 

 

【糟谷会長】 

  「３」ですね。 

「（１）清水の魅力を活用し清水を売り込め」というのは、さっき言われた「食」の魅

力、いろんな「食」の魅力があるからそこら辺をまとめて「海の幸」、「山の幸」そうい

うのをまとめた発信の仕方をどこかへ１つ１点はまとめてもいいんじゃないかなと思い

ますけども。 

それと、清水にある歴史的なものとかそういうイベント的なものとか、そういうもの

を上手くまとめた発信の仕方。 

 

【藤井委員】 

  イベントにするも１つあるし、また歴史的なものを紹介するような内容も１つの考え

方だと思います。イベントはイベントでやる。あるいは歴史的な、いろいろ清水には魅力

の多いところとか見せたいところがあると思うので、そういうところをまとめて、要はそ

うすると「食」と今のイベントと歴史的なものという風な形でポイントが絞られるのでは

ないかと思います。 
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【糟谷会長】 

  「１」の「（１）」はこの２つくらいをちょっとまとめてもいいんじゃないかなと思う

けどどうでしょうか。どうでしょう、皆さん。とりあえず今は２つくらいに。 

 

【藤井委員】 

  今の歴史的なというものとイベントを結び付けて１つの項目になる可能性はあると思

うんですけどね。ある意味では大きく食文化の面と今のイベントみたいなものとそうい

うことで２つというならそういう手もあるんじゃないかなと思います。 

 

【糟谷会長】 

  とりあえず今の「（１）」はこの辺にして、「（２）清水の魅力を紹介し滞在者を増やす」

へ移ります。ここも大きく分けて３つありますが、上手いまとめ方のご意見ありますか。 

 

【藤井委員】 

  基本的な観光ルートでどういうルートで清水の魅力あるところを回っていただくかと

いうそういうルートを確定するというか決めて、それを決めたうえで PRしていくという

なんか決めが必要なんじゃないかと思います。 

 

【糟谷会長】 

  これも「（１）」と同じように「食」を中心にしたルートの作り方、歴史を中心とした

ルートの作り方、清水にしかないような事業等を中心にしたルートの作り方、いろんな

ルートの作り方があるような気がするんですけどもね。 

 

【藤井委員】 

  そうですね。三保の松原も含めて日本平もあるんですから、そういうルートっていう

のは作れると思うんですけどね。 

 

【雨宮副会長】 

  参加型の何かとかいろいろなものがあるんですけども、何かいろいろな組み合わせを

しないと、その「食」であるだけだと滞在時間の少ないものだと意味がない。滞在時間

が少ないと来ていただいてもただ通りすがりになってしまうので、如何にここに長く居

ていただくかというところにもっていくことがと思うんですよね。 

  歴史の好きな方は教育的なものが好きであるとか、親子で来たらというものもあると

思うんですけど、如何にルートにしても１、２時間通って本当にどこかのトイレ休憩の

ような形で清水に寄っていただかなくってというものを作らなければいなけいのではと
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思いますけども。 

  そしてリピーターになるものでないと、１回体験したら終わりというものではなかな

か難しい。１度見ただけでもう次はいいやというものでないものを探さないといけない

と思います。 

 

【藤井委員】 

  となるとやっぱり「食」と「見る」ルートというものを組み合わせる必要があると思

うんですよね。 

 

【磯谷委員】 

  「食」は必ずですよね。「食」に絡んでいると「海の幸」だったら、たまたま地引網が

あるとかっていう参加型のものがあるじゃないですか。そういうものとか、みかん狩り

やいちご狩りであるというような何かと組み合わせたものですると親子で来てくれると

かというものあるんじゃないかなと思います。「（１）」ではないけど「（２」、「（３）」に

なっていろいろなものが豊富にありますもんね。組み合わせであれもこれもできるとい

う魅力が清水にもあるのではないかなと思います。 

 

【藤井委員】 

  ５ページのデータから清水を抜き出して、これをベースに「食」を含めてこういう風

な形でいけば、１泊コースとか日帰りコースがあってもいいかもわからないけど、そう

いう宿泊のコースまでを作ったらいいんじゃないかと思います。 

 

【糟谷会長】 

  季節ごとのルートの設定、また目的のあったルートの設定というか、そういうものを

しっかり作って如何に PRしていくか。例えば旅行者を活用するもの１つの方法だろうと

思うし、さっきから出ている Facebookに載せていくのも１つの方法だろうと思うけども、

それに載せるためのベースをしっかり作り上げるというのが大事ではないかと。その辺

で上手くまとめた方がいいような気がします。 

 

【宮澤委員】 

  このみほナビのアンケート結果をどう活用していくかというとこがいきなり載ってき

てちょっと唐突なんでね、これはおそらく個人じゃないですか。団体の人はみほナビに

はほとんど寄らない。個人データとしては、思ったよりも他に寄ってなくて三保だけで

帰ってしまっていると。これはやっぱり周遊してもらいたいというんだったら文言とし

て入れなきゃいけないと思うんですよ。 
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【事務局（志田）】 

  そうですね。課題のところに今の宮澤さんがおっしゃったようなみほナビのアンケー

トを受けた課題みたいなものを入れて。 

 

【宮澤委員】 

  それで提言をどういう風にしていくかという、そこがブラックボックスになっている

のと、滞在者数を増やすという項目なんですけども、滞在者数というのはわからないで

すよね。住民を増やすわけではないですよね。滞留時間を増やすのか、ある意味で言え

ばリピーターを増やすのか、両方だと思うんですけど、そのためにいろいろ魅力がある

けれどもそれが伝わりきれていないのであれば、清水区に関してはこれだけの観光、旅

所、見所、聞き所、体験しどころがありますよという引き出しの多さを如何に伝えるよ

うなものにしていくか、その１つがモデルコースであり紹介のものであり、最終的には

それはまず来た人がもう一回リピーターを増やすということ、天気に左右されない風光

見入るの景観だけに頼らない何かを設けること、それから区にとって一番メリットがあ

るのは、滞留時間が２時間とか３時間とか４時間で宿泊までやって、ここで買い物をし

ていただくという、最終的にそこにもっていくためにはどうするかと。さっき朝市って

出たんですけど、金沢とかああいうのは朝市を見たいから泊まるという事情もあるわけ

じゃないですか。野球を観たいから日本平に泊まるというお客さんもいるし、そういう

需要を喚起することで清水区に落ちるお金を増やしていくというのが一番重要な気がす

るんですけども。 

 

【藤井委員】 

  最終目的という感じにそれがなるんでしょうけど、そのためにはどういうルートとか

どういう考え方でいこうかということを具体的に集めるということとか。 

 

【糟谷会長】 

  提言のところに「滞在者を確保するために」となっているけれども、これは「滞留時

間を長くさせるために」という言葉に変えた方がいいかもしれない。滞留時間は２、３

時間も滞留時間だし、２、３日も滞留時間だし、滞在者だけでなく、最近三保松原の観

光客のをテレビで結構やってますけれども、ほとんどが数分とはいわないけれども 15分

とか 30分とかの時間帯でみんなどこかへ行ってしまうみたいですね。この前テレビでや

っていたけれども、松原神の道、あそこはバスが通らないようにして遠くへ置いて歩か

せていくんだけれども、結局お客さんが三保松原まで歩いて行くんだけれども、今度は

帰りは一番近くへバスを持って行ってしまう。それで早く次の目的地へ行こうというの

がどうも多いみたい。結局はあの神の道を通るバスはあまり減らなかったというような

結果がこの間出ていました。だから他所へ行かないように何とか地元で収めさせるルー
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ト作りというか。 

 

【藤井委員】 

  どういう風な形にまとめるかでしょうけどね。 

 

【糟谷会長】 

  そんなところでここの項目はちょっとまとめてみて。では次へ行きます。 

  「（３）イベント間の連携を強化し協働で人を呼び込め」ということで、どうでしょう。 

 

【藤井委員】 

  地元で聞いたのは、みなと祭りの踊りはそこに参加した人だけが楽しめる踊りの形態

になっている。みんなを参加させるというような配慮をさせた方がいいのではないかと。

そのためには今の踊りそのものが、とにかく練習した者が楽しめる形でやってしまうと

見るだけで終わってしまう。みんなが輪になって入ってやれるとか、他の人も参加して

楽しめるというようなお祭りみたいなものにして、四国の阿波踊りみたいに一般の人が

入ってもいいような形の踊りになっているわけですよね。だから踊りとかそういうイベ

ントにも一般の人、あるいは外から来た人でも参加できるような踊りなんかも加えたも

のにしたらどうかというようなことを言われたこともあったので、確かに踊りを練習し

た人だけが楽しむというのではなくて、一般の人も参加をして楽しめるような一般参加

型のものにできるような提案をしていろいろ考慮したらどうかなというように思います。 

 

【糟谷会長】 

  それは一理ありますよね。港かっぽれも段々難しくなってきてとてもついていけない。

皆さんみんなかっぽれを毎年見ていらっしゃる。 

 

【藤井委員】 

  見ているけど踊っていない。 

 

【糟谷会長】 

  あのかっぽれもいろんなグループがたくさん出ていていいことだけれども、グループ

の人しか入れない。今藤井さんが言ったように誰でも参加できるような、そういうコー

ナーというのがあってもいいんじゃないかなという気がします。 

 

【田辺委員】 

  個人単位で形成する飛び入りグループみたいなのがあるみたいですよね。 
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【雨宮副会長】 

  でも踊れないですよね。 

 

【藤井委員】 

  踊れないし、それはあまり伝わっていないみたい。 

 

【雨宮副会長】 

  なかなか参加できないですよね。外国からの方が来て参加したいというところがあっ

て、観光課なんかに申請したことがあるんですけど、「もういっぱいなので無理です」と

いう感じなんですよ。 

  静岡まつりの方は、観光客に訴えるものがあるんですけど、清水の踊りだけは自分た

ちの団体の楽しみの場でやっているというのを皆さんから聞くんですよ。だからみなと

祭りは次の日は少し見に行くけど踊りの時はね、という方は参加エントリーしたグルー

プしか楽しめないようなところがあるので、観光の方の目玉にはならないようなお祭り

だなといつも思いますけども。 

 

【スリヤ委員】 

  練習を何週間も長い時間かけて積み重ねてやっているんだなと。 

 

【糟谷会長】 

  かっぽれはそういう問題があると思うんですけど、地踊りの方もいろいろ問題がある

と思うんですよ。私も自治会でいろいろ連れてくるんだけども、あの地踊りを始めたの

は、かっぽれが年配の人ではとても踊れないのでなんとか参加できる方法はないかとい

うことであの地踊りを始めたんですよ。昔からの盆踊り、あれなら誰でも参加できる。

だけど今各自治会ごとの参加になっている。自由に参加できるコースも作ってあるんだ

けれども、なかなか参加する人はいない。コンクール式にやっているでしょ。そうする

とグループの人たちは１番、２番を取りたいからということで真剣に練習してくるとな

かなか入れない。だから、私が思うには時間帯でコンクールならコンクールの何時から

何時まではその時間、あとはご自由に好きに踊ってくださいというような形のものがあ

ってもいいかなと思う。今言われたようなかっぽれも地踊りも少しでも参加型の分野が

あるようにした方がいいかなという気がするけども。ある一定の時間帯だけやれば、あ

とは好き勝手にどこのチームだとかでなく皆が入り乱れてもいいような気もしないでも

ないですね。 

 

【事務局（志田）】 

  一つよろしいですか。今、みなと祭りの話がでたんですが、皆さんご存知だと思いま
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すが、まるちゃんの静岡音頭が昨年度できまして、それを「踊り隊」という名称だった

かそういう人たちがいろんなところで普及を図っている中で、みなと祭りに出ていると

いう意見もあります。あの音頭は子供から大人まで簡単に踊れる踊りですので、モニタ

ーがあればそれを真似ればできる踊りで歌詞の内容も清水にあったものですので、そう

いったものをみなと祭りの中でやっていくのも一つの方法かなと。そうすれば誰でも来

ればすぐに参加できるというところがあると思うんです。 

 

【宮澤委員】 

  あれは凄いキャストが作ってるでしょ。あれはもったいないよね。 

 

【藤井委員】 

  まだちょっと普及させてないからね。 

 

【事務局（志田）】 

  そうですね。今少しずつやってますけどね。 

 

【雨宮副会長】 

  清水っていうとちびまる子ちゃんしかいないような。それをもっと前面に出すのが一

番。他のものはどれをとっても清水と言わなくてもどこかというのがあるじゃないです

か。でもちびまる子ちゃんだけはここなのでというのがあるので、他から踊りにきます

よね、きっと。 

 

【糟谷会長】 

  自治会の定例会でその説明が初めてあったんですよ。各地区で盆踊りの練習をやる時

に指導にきてくれるという話が初めてあったんですよ。その時私も言ったんだけども、

地踊りの中に１曲それを入れたらどうですかと。そうすれば 21地区でみんな練習をして

いるんだから、そこでみんな覚えて、地踊りの中にちびまる子ちゃんを１曲プラスすれ

ばいいじゃないかと。私が思うには、地踊りはお年寄りばかりで、ちびまる子ちゃんが

入れば子供も参加した地踊りに変わっていけばいいんじゃないかという気もしないでも

ないですね。 

 

【小笠原委員】 

  小さい子供たち、幼稚園の方からも港かっぽれとかを教えますから、子供たちはそっ

ちの方へ行きますね。 

 

【糟谷会長】 
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  どこかの幼稚園とか保育園で 100 人単位くらいでかっぽれに参加している子供たちの

チームがありますもんね。見てるとかわいいですよ。 

 

【小笠原委員】 

  地踊りは昔ながらで、港かっぽれは浴衣で踊れないんですよね。両方に参加して踊る

というのはできないんですよね。 

 

【糟谷会長】 

  それは無理ですね。 

 

【小笠原委員】 

  なんか決められちゃって、例えば地区の前夜祭の時でも、港かっぽれ形式のをかける

とお年寄りがきて「いつになったら浴衣の踊りをやってくれるんだ」と。ちょっとそっ

ちが続くと若い人が引いちゃって「もう港かっぽれかけないんだったら帰る」とか。何

とも難しい。浴衣で踊れるような踊りにして、外国の方に浴衣を貸与するのでここで着

て、見よう見真似で踊って写真を撮ったり「楽しい夜だったな」みたいな、着物もきれ

たしという、そういうのも味わってもらいたいと思います。 

 

【糟谷会長】 

  今出てる内容が連携の強化と協働に合うかどうかというのは疑問なんだけども。 

 

【磯谷委員】 

  みなと祭りは、みなと祭り実行委員会がちゃんと連を募集してやるシステムがきっち

りできているから、それを変えてほしいと言った時に実行委員会のみなさんが了解しな

い限りそれは連でなければ参加できないのがベースなので、たぶんその仕組みそのもの

を実行委員会の方々と協議しない限り簡単にはいかないですよね。 

 

【糟谷会長】 

  連で参加するところと勝手気ままに参加できるコーナーと両方あればいいのかなとい

う気もしないでもないですけども。 

 

【スリヤ委員】 

  イベントの連携なんですけど、この間の４月 29日にクリスタルシンフォニーだったか

船が着いたので見に行ったんですけど、バスで行っちゃう人とかもいたんですけど、清

水に残ったお客さんもたくさんいて、３人くらいの人と帰り一緒になったんですね。そ

れでどこに行きたいかというのでフィッシュマーケットに行きたいというオーストラリ
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ア人がいて河岸の市を案内したんですけど、あとアメリカ人の女の子たちは日本的なお

店を見たいといって商店街で遭遇したんですけど、雨が降っていたし、商店街くらいか

なと思いながら駅前に帰ってきたら清水フェスタかなんかが公園でイベントがやってい

たんですね。でもそこに日本的なものがあるかわからないみたいな感じでどこに案内し

たらいいかわからなくて、せっかく駅前でイベントをやっていたので、もしそのイベン

トがどんな内容か自分が覚えてれば、そこも日本のいろんなものありますよって紹介で

きたし、マリナートではコンサートやってて自分はそこにいたんですけど、ずっと船か

ら降りた人たちはどこで何をしているんだろうと気になっていて、今 Facebookが始まる

ということを聞いて凄く嬉しいんですけど、英語でも Facebookの中で今日は清水でこう

いうものがありますとかというのが紹介されていれば、船から降りる人たちもそれを見

ることができるし、誰でもどこでも調べることができるので凄くいいなと思いました。

本当に自分がどこで何をやっているかわかっていなかった。 

 

【糟谷会長】 

  例えば来週どこで何があるかとか来月どこで何があるかというのは知っているようで

知らないんだよね。で、それを知る方法というのもどこで調べたらいいんだろうかとい

うのが結構多いんじゃないかなと思う。 

 

【藤井委員】 

  静岡気分とかに全部載せるわけにはいかないでしょうし。 

 

【糟谷会長】 

  大きなものしかほとんど載っていないからね。例えば清水区ではどこで何があるかと

いうのが、これを見ればわかるというようなものを、いろんな連携ももちろんあるだろ

うけども。それには情報を集めるところがないとできないだよね。だからそういうもの

を作ってそれを Facebookへ最終的には載せていくような、そういう組織というか。 

 

【事務局（洪）】 

  ２年前まで情報管理課というところにいたんですけども、そこのグループが昨年度、

今年度とやっている事業で、スマートフォンを持った外国の人たちが来て日本で一番困

るものは何かといったら、日本語が通じないということではなくて、半分以上の方が

Wi-Fiが通じない、インターネットができないというのがトップです。それで Wi-Fiを無

料で使える場所を整備しようということで昨年度からやっておりまして、Wi-Fiを繋げる

時にパスワードを入れるんですが、それをやるとポータルサイトで一番最初に静岡市の

Wi-Fiのページに繋がります。そこに観光情報をたくさん入れようという取組みを昨年度

からやり始めまして、少しずつ増やしています。外国から来られた方々は、まず Wi-Fi
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で繋げていただいたら観光情報が見れるという仕組みをどんどん作っていこうというこ

とで、どうも今後総務省の方から静岡市の取組みということで表彰されるようなことを

聞いておりますので、これからどんどん活用されていくと思います。 

 

【藤井委員】 

  今の Facebookということも基本的には若い人の層ではかなりやってるとは思うんだけ

れども、結構老人レベルとかまだまだそういうところに手の届かない人というかそうい

う人にも伝わる方法をなんか考えていくべきではないかと思うんですけどね。 

 

【雨宮副会長】 

  新聞を取っているじゃないですか。新聞を配達してくる時、月に１回各販売店という

んですかね、そこのところがいろいろな行事のカレンダーを作ってくれるんですよ。そ

れを１度利用したら「今月何かありますか」という確認の電話を入れてくれくれたりす

るようになって、こういうのがいろいろなところで入れてくれると一般の人がそれで見

ることができるかな。そうするとそれで見ると皆さんにも教えてあげることができるか

なと思う。 

 

【藤井委員】 

  どこの新聞店でもですか。 

 

【雨宮副会長】 

  多いみたいですよ。１日のチラシにカレンダーだけじゃなくて最近はちょっとしたも

のを入れてくれるんですよ。 

 

【藤井委員】 

  私は日経を取っているんだけど、日経のそういうある意味広告なんかは入ったことが

ないような気がするんだけれども。だから新聞店にもよるんだろうけども。 

 

【雨宮副会長】 

  だんだん増えてきているみたいですよね。新聞屋さんとしてのサービスとしてという

のが。それがもう少し普及してというか統一してくれるといいかなと思うんだけども。 

 

【スリヤ委員】 

  先ほどの船でいろんな案内がされていたと思うので、実際どういう案内がされていた

かわからないですけども、その船を降りる前にいろんな資料を渡されたかもしれないの

でそれにいろいろ載っていたかもしれないですけど、空港とかにもいろいろそういうの
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があるんですね。 

 

【雨宮副会長】 

  イベントっていうのはなかなか難しいんですよね。長期のものもないし１日だけなの

で、そういうところっていうのは観光施設の案内がくるんですけどイベントの紹介はな

かなかないですよね。イベントの連携は難しいですね。情報を取るということ自体が難

しいですね。 

 

【糟谷会長】 

  例えばここへ問い合わせればそういう情報が得られるというようなところがあれば。

それを PRすれば。ここへ聞けばいろんなものが教えてもらえる、清水区内のいろんな情

報を集めてそこへ聞けばわかるよというようなところがあれば。観光案内所なんかもあ

るけれども、例えば観光案内所に問い合わせれば清水区でやっているものは全てわかる

とか。そこへ聞けばそういうものはわかるようなそういうシステムにするのも一つじゃ

ないかなという気がしますけども。 

 

【雨宮副会長】 

  観光案内所からうちの方へくるくらいなんですよ。 

どこかがこういう情報をまとめて、そうしたら清水にある観光施設というのをどこに

でも置いてくださればどこでも答えることができるんですよ、うちもそうですけど。 

聞いてなかったからわからないですけども、今月報告書を見た時に外国のツアー客で

あるとかっていうのが２組入っていたんですよ。一応この後どこに行きますかというお

話の後にどこかいいとこないですかというのを聞かれるんでるけども、なんか情報さえ

あればというのはありますね。自分たちの範囲内で定期的に行ける観光施設しか案内す

ることができないので、情報を回していただければ、どこかでまとめていただければと

いう形はありますけどね。 

 

【磯谷委員】 

  そういうのが Facebookページができてそこでイベントであったり「食」であったりと

いう情報がまとまれば。 

 

【雨宮副会長】 

  その Facebookも凄く大事なんですけどペーパーで落としていただけてないと高齢者で

あるとか、うちも当番の人が Facebookができない人だったら終わりなので、１枚のペー

パーであれば誰でも電話で対応できるし来た方にどんな方でもができる。 
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【田辺委員】 

  私ら会社でいろんな取材予定を１つのネット上のところに打ち込むんですけど、それ

は別に誰が管理しているというわけではなくて、仕組みだけあるとそこに全部まとまる

んですよ。それをあとは自分たちでもう一回にプリントアウトして「今日こういうのあ

るんだな」と話をするんです。お金とか人をかけずにそれはできちゃうのかもしれない。 

 

【藤井委員】 

  そういうルートが決まっていればいいんだろうけど。 

  例えば老人会みたいなところに定期的に会合をやらせているんだけれども、「なんかな

いですか」とか言われた時に「いや特に」と言うくらいで、あまり相手にしないような

形になっちゃうと、もうちょっと何かいいイベントがあれば「こういうのがあるから行

ってみたらどうですか」とかそういう席で言えるんだけれども。 

Facebookは Facebookで当然必要なことだけれども、もう少しそれがあまり扱えない人

の対象もちょっと何か考えられないかなと。 

 

【事務局（志田）】 

  ここは今イベントのところですが、話が情報のところへ行ってしまったのかなと。 

イベント情報については、静岡観光コンベンション協会のホームページにイベント情

報というのがありまして、静岡市内で行われているイベントの一覧みたいなものがあり

ます。たぶん紙ベースでも出てますので、そこに申し込めば定期的に送ってくれるので

はないかとは思うんですが。そういった情報も活用していただければいいのかなと。 

 

【糟谷会長】 

  ただ、一般の人はそれを知らない。もっと積極的にそういうものを住民に知らしめる

方策を、「１回やればそれでいい」じゃないと思うんだよね。 

 

【藤井委員】 

  そうですね。 

 

【糟谷会長】 

  例えば静岡気分なら静岡気分でもいいいけども、こういうものを知りたい人はここへ

聞いてくださいというのを毎回載っていれば結構目にすると思うんだけども。それで忘

れた頃にポツンって載っかってもほとんどみんな気がつかないもんね。だから「何月何

日の何月号に載せましたから」では何も PR にならないのではないかなと思いますので、

そういう住民に如何にして知ってもらうかっていうのを市は考えるのが必要じゃないか

なと思いますね。 
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【磯谷委員】 

  あとですね、先ほど雨宮さんが言ってたんですけど、もっと清水これでなきゃってい

うのでちびまる子ちゃんの話が出たんですけど、ところどころでちびまる子ちゃんを使

うけど決定されてないじゃないですか。ここに次郎長道中への参加を促すというのでな

るほどなと思ったんですけど、全国一周ちびまる子イベントが回ってきてこの前清水の

駅前銀座でやったのがあれが最後の打ち上げですよね。その時は着ぐるみのちびまる子

ちゃんが住民票とかっていってやってたけれども、名刺で使ったりちびまる子の音頭を

やったり、ポツリポツリやるけど、もうちょっとお金かかるかもしれないけどいろんな

イベントにちびまる子ちゃんランドかなんかにいる着ぐるみさんでもいいから次郎長道

中の初めから終わりで踊るとか、みなと祭りでも地踊りのところでちびまる子ちゃん音

頭をもしやってもらえるならフリータイムでみんな参加できるから着ぐるみさんを先頭

にみんなで踊るとかという、もうちょっといろんなところに登場してやってそれを発信

すると「ちびまる子のまちだ」っていうイメージが湧くを思うんですけど、なんかとこ

ろどころで使って徹底されてないのが、もしかしたら版権だかなんだかお金がかかるか

もしれないけどなんかもっと徹底していろんなイベントに登場するってなる、いや例え

ばホームページでもちょこっと顔が出るとかっていう風な、Facebook ページでもそこに

顔が出るとかイベントの中でも写っている写真が写っているとかという風にするともう

少しなにか呼び込みの、一番初めのゆるキャラを作るくらいだったらそういうことがで

きたらなんか面白いんじゃないかなと思います。 

 

【雨宮副会長】 

  何年か前も「ちびまる子ちゃんで」というような話をいろいろなところで聞いたりす

るんですけど、役所の中でも一度あがるんですけどそれがすぐ消えてしまうんですよね。

羽衣もそうですけど天女で作ったらどうかとか、ここで話をすることではないんですけ

ど、朝鮮通信使を広げるんだったらその格好でちびまる子ちゃんとやったらどうなのか、

韓国だったらそれでやっているというのがあるんですよ。 

 

【糟谷会長】 

  ちびまる子ちゃんちびまる子ちゃんって言うけども、宣伝の仕方が中途半端だよね。 

 

【杉本委員】 

  今回住民票を作ったんですけど、それは１回宣伝はしたけど１回宣伝すると終わっち

ゃうし、この間買いに行ってみたらちびまる子ちゃんランドの中でも商品の中にあるの

かなと思って探したら受付のところにちょっとあっただけで大々的に宣伝してるわけで

もないし、せっかく作ってなんだかもったいないなと思ったんですね。 
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【糟谷会長】 

  何となくみんな中途半端だよね。やるならやるでもっと徹底して進めるという姿勢が

必要だね。 

 

【雨宮副会長】 

  浜松に行った時の家康くんのすごいくどいくらいに会うこと。浜松行くとちびまる子

ちゃんを見るより家康くんをすごく見るんですよ。 

 

【糟谷会長】 

  時間もなくなりますので次に進めていきます。 

 

【スリヤ委員】 

  すいません。これ全体についてなんですけど、なんかいっぱい書いてあるのでわから

なくなっちゃうというか、例えばちびまる子ちゃんだったらちびまる子ちゃんだけをお

願いするとか何かそういう風にこれをまとめたらどうかなと。 

 

【糟谷会長】 

  １つの項目に１つでもいいし２つでもいいし、こんなにたくさんはいらないもんです

から何かそれを集約していったらいいと思いますので。 

  先に進めます。「２ 世界と交流できる清水へ」の中ではどうでしょうか。ここもみん

な Facebookが入ってくるけれども。 

 

【スリヤ委員】 

  英語の Facebook、中に英語を入れればいいんでしょうけど、それも始める予定ですか。 

 

【事務局（洪）】 

  お願いする団体に国際交流協会もありまして、記事の内容で届けたい情報の対象によ

っては他言語というのも当然必要かと思います。 

 

【糟谷会長】 

  なんかそういうものも入れていった方がいいんじゃないかな。英語ばっかじゃないも

んね。最近情勢があまりよくないから、韓国や中国というをあまり言わなくなってきた

けども韓国語や中国語の表記というのは観光地行くと結構ありますので。 

 

【事務局（志田）】 
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  一点よろしいでしょうか。この提言の中に「人の温かみを感じる face to faceによる

もの」という一文があるんですけど、そういったことを考えると先ほどのボランティア

の組織づくりだとかそういった人たちの紹介というようなものを具体的事業提案の中に

入れたらどうかなと私は考えるんですが、一番下の事業提案の中に観光案内人としての

高校生だとか大学生の参加、それから高校生以下の人たちの教育みたいなものも含めて

そういったボランティアとか face to faceによる情報発信みたいなところを少しここに

入れたらどうかなと感じるわけですけど。 

 

【糟谷会長】 

  さっきどこかに出ていたような。日本人向けじゃなくて外国の観光客の言葉もできる

ボランティアの育成というのもここへ入ってくるんじゃないのかな。 

  外国人向けのいろんなパンフレットっていうのはたくさんありましたっけ。 

 

【スリヤ委員】 

  いくつかあります。ただ、いつも切れているんですよ。観光案内所にもらいにいくん

ですけど「５枚欲しいです」というと「今ちょっとそんなになくって」と言われ、ずっ

と頼んでいるんですけど持ってこないんですよ。 

 

【糟谷会長】 

  予算がないからできませんというのが割と多いんだよね。 

 

【雨宮副会長】 

  すごい予算がないんですよ。 

 

【糟谷会長】 

  パンフレットも古くなっているから新しく何とか作ってもらいたいと言っても、だい

たい予算がないからで終わっちゃうんだけどもね。ああいうパンフレットというのは来

た人に分けて知ってもらうためのものだと思いますので。 

 

【雨宮副会長】 

  うちは出さなきゃならないところなのでもらいに行くと「今年度もここのところ予算

がないので作ってない」って言うんですよ。県の方に行くと県も予算がないんですね。

あれは普通にコピーをして今渡しています。白黒でコピーをして。でもないならないな

りにそういうもので渡してくれると「ないです」と言われるよりは違うかなというのは

思いますけどね。どこに行っても今パンフレットというか観光のものはないですね。作

っていただけないので取っておいてうちもコピーをして渡すようにしています。 
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【杉本委員】 

  そういうのは名前くらい載せて寄付とかはできないんですかね。 

 

【雨宮副会長】 

  なかなか大変です。 

 

【糟谷会長】 

  企業の宣伝を入れながら作るという方法もあるんだけどもね。それを市がやってくれ

ればいいんだけども。 

 

【雨宮副会長】 

  ２峠６宿のパンフレットを作る時も最初の初年度だけだったので、次は持って行った

方に寄付を 100 円でも入れていただいてそれで作りましょうと言ったんですけど集まり

ません。そこを置くとしても観光施設としてどんなもんかというのが静岡市の方にあり

ましたのでなかなかできないですよね。なかなか寄付というのも置いてあってもできる

ものでもないし。 

 

【磯谷委員】 

  コンベンションビューローだと思うんですけど、世界遺産以降のプチ旅行でぷちりょ

こ静岡っていうのを何百かいただいたんですけど結構いろんなものが載っています。 

 

【糟谷会長】 

  このパンフレットも一回作るとたぶん何千部か何万部かわからないですけどもまとめ

て作ると思うんですよ。それで終わりなんだよね。人気があるからまた印刷しましょう

というのが少ない。 

 

【雨宮副会長】 

  特別な予算かなんかができた時しか作っていただけないとか、なんか申請するんじゃ

ないかなと。 

 

【事務局（志田）】 

  ちょっと説明させていただくと、これについてはですね、ぷちりょこ静岡というので

静岡市の総合観光ガイドです。これは市が補助金を出して観光コンベンション協会で作

っています。中にはですね、各宿場だとか三保だとか日本平だとかいろんな形で情報が

あるわけですけど、これを見ると入船鮨本店だとか浮月楼さんだとかそういった宣伝、
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いわゆるお金をもらって広告も出してその費用を充てている。これは非常に好評でして、

24年度に最初作って、25年度にも増刷をして、富士山が世界文化遺産になったというこ

とでそういう情報も入れて更新もしていますので、これはずっとしばらくの間作り続け

ると思います。 

 

【糟谷会長】 

  それの外国人向けのものというのはある。 

 

【事務局（志田）】 

  これはですね、ないですね。これに準じたものを作って、こんなにたくさん情報はな

いですけど。 

 

【藤井委員】 

  配付対象はどういう風になっているんですか。 

 

【事務局（志田）】 

  これはですね、一般の方で欲しいと言われた方にはお渡ししていると思います。 

 

【藤井委員】 

  あることを知らないというのが多いんじゃないんですか。 

 

【事務局（志田）】 

  例えば観光案内所だとか。 

 

【藤井委員】 

  そこまで行かないとわからない。一般の我々も全然知らなかった。 

 

【事務局（志田）】 

  もう少しこういった情報がありますよという情報を発信することが必要になるかもし

れないですけど。 

 

【スリヤ委員】 

  この間駅前のバス乗り場で遭遇したオーストラリア人の夫婦がいて、私の両親が住ん

でいる近所に住んでいるんですけどね、「これからどこへ行くんですか」と聞いたら「三

保の松原行きます」と言って、どこのバス停で降りるか知りたかったみたいで奥さんが

聞いてきたんです。ご主人がパンフレットを持って見せてくれたんですが、それは日本
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語で少しローマ字で書いてあるのものだったので、やっぱり英語表記のものも必要だと

思いました。 

 

【糟谷会長】 

  世界に発信するっていうと、外国人が利用できるパンフレットとかそういうものを当

然用意する必要があるでしょうね。 

 

【雨宮副会長】 

  観光案内図みたいなものが少しあってほしいんだけど。ルートだけ、有名どころだけ

でもしっかりしたところがあると、観光案内図があってここで降りるんだよ、バスはこ

こですよみたいなのがあれば違うと思いますよね。どこかで見なくても。他の観光地だ

ったらありますもんね。 

 

【藤井委員】 

  これはどこに置いてあるんですか。どこに行ったらもらえるか。 

 

【事務局（志田）】 

  身近なところでは観光案内所だとか。 

 

【藤井委員】 

  あることすら知らないのはもったいないと思ったんですけどね。 

 

【磯谷委員】 

  私は知らなかったんですけど、たまたまちょっと自分が所属している団体の県の大会

をやる時に、前日からきて泊まってどこか行く人たちがいるんですけど、それで観光協

会さんへ聞いたらこれを 250くらいいただいて配ったんですけど。 

 

【雨宮副会長】 

  私たちは行ってても気がつきませんでした。そこに自分たちもパンフレットを置きに

行ったりとかいろいろ情報を取りに行くんですけど。そうですよね、向こうからは言わ

れないですよね。そういうことを聞きにくると思ってないでしょうからね。 

 

【藤井委員】 

  これはみんなに PRしておきますよ。 

 

【糟谷会長】 
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  ここのところも２つか３つくらいにまとめたいね。まとまりますか。 

 

【宮澤委員】 

  「２」は世界と交流できるとありますけど、今言われたように人作りのことをここに

入れるんでしたら「世界」という言葉より「全国」くらいにしておいた方が。そうすれ

ば国内も国外もという風に。文面は県内外と書いてありますもんね。 

 

【糟谷会長】 

  この表題をね。世界だといきなり大きくなりすぎか。国内外とかの言葉使いの方がい

いかもしれないね。 

 

【宮澤委員】 

  今までのところで区民に発信するのか、あるいは県外とか国外とか外に発信するのか

が、何となく主語が引っ掛かるんですよね。でも、一番大事なのは地元の区民が知らな

いということがまだ多いという、そこは高めていかないと市民、区民の営業マン化する

ということが大事なような気がするんですよ。 

 

【糟谷会長】 

  そうだね。他所から来たり外国から来てもそこに住んでいる人が知らないんじゃ案内

もしようがないし説明のしようもないから、そういうことになりますよね。 

 

【杉本委員】 

  地引網とか工場見学とか、ああいうのってもう少し団体で申し込まないとダメなのか

もしれないですけど、そういう仕組みというか何人集まればできるとかというのがわか

れば申し込みの仕方というか、そういうのもあるのはあるというのはわかってる人が多

いと思うんですけど、どういう風に申し込めばいいかとか何人くらい集まればできるか

という情報も欲しいし、コース作りなんかでも必要ですし、あるといいですね。 

 

【雨宮副会長】 

  実は自分たちも参加しているんですけど、「一回 10 万円です」と言われてお金を出す

んですね。それによって引いて獲ったものでというんですけど、それは一回は見せてい

ただけるそういうものでツアーではないんですけど、見ることにするだといいんですけ

ど、一回 10万出して団体で行かないと地引網ができないようではそういうものには使え

ないけど、そこに参加して見ていたもので獲れた魚を買えるとか買って料理をしてもら

えるとかというなんかそいういうものがあれば使えると思うんですけど、地引網の参加

の費用がどうかというとなかなか誰でもできるものでもない。引っ張ってきた時がたく
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さんだったらこの魚は誰かが買うとかといってそれをもってなんとかいくというものが

あれば地引網なんかもそういうのに生きていくんじゃないかなと思うんですけど。 

 

【杉本委員】 

  定期的にあればいいんですけどね。何回集まったらやれますよみたいな。 

 

【雨宮副会長】 

  そういうのあるといいですけどね。基本的には「一網 10万です」と言われて、そのお

金を払えば一人でも何人でもやってくださるので。時期があって外れてしまうと何も入

らない。何もなかったので東海大学さんに子供たちに勉強みたいなもので一緒にさせて

「これはここで獲れたんだよ」というのをやりましたけどね。なかなかいろいろなもの

があっても活用ができないと難しいんですよね。 

 

【糟谷会長】 

  では、本題の方へ戻ります。 

世界と交流を国内外か何かに変えていくと具体的事業提案の中にあるようなものをも

う少しまとめるとやりやすくなるような気がしますけども。テレビやインターネットも

大事だけども、例えばタクシーやバスやトラックや電車の交通手段を上手く活用した PR

の仕方というのもたくさんあると思いますので。例えば最近よくバスなんかにもラッピ

ングしてあるバスが結構ありますよね。さっきのちびまる子ちゃんを PRしたいと思えば

路線バスに静鉄さんとタイアップしてラッピングをしてもらうとか。あれは動く広告塔

だから効果というのはかなりあると思うんですけどもね。ちびまる子ちゃんのぬいぐる

みが１個駅前にいるよりも、バスのラッピングがしょっちゅう町の中を走っている、そ

の方がよっぽどいろんな人が見ますので効果というのがもっと大きいんじゃないかな。

そういう固定の PRの仕方も１つだと思うけどね。 

 

【スリヤ委員】 

  バスがよく走っていて、ちびまる子ちゃんのもあって久能山東照宮の絵もありますけ

ど、ちびまる子ちゃんの絵があるとかイラストがあると必ず「静岡市っていいねぇ」って

書いてあるんですね。私静岡市大好きなんですけど、清水区だけを PRしてくれるちびまる

子ちゃんが登場してほしいとか、着ぐるみのまる子ちゃんは清水区の PRをするとか何かち

ょっと違うのが必要な感じ。静岡市のものになっちゃっているのかなというそういうなん

か気がするんですよね。 

 

【雨宮副会長】 

  ちびまる子ちゃんの場合は違うんですよ。あれはさくらももこさんが書いている。ち
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びまる子ちゃんだとちょっと高いんですよ。いろいろなことがあるので。大体のものが

さくらももこさんのですよね。 

 

【事務局（志田）】 

  「静岡市はいいねぇ」というのはさくらももこさん。あれは一セットなんですよ。 

 

【糟谷会長】 

  ちびまる子ちゃんて入れちゃうと何か権利があるんでしょ。著作権があるから勝手に

使えない。さくらももこさんはいいのかね。 

 

【小笠原委員】 

  静岡市は便乗してそれをすごく使ってますよね。ちびまる子ちゃんは静岡市出身だと

いうところでね。 

 

【糟谷会長】 

  ちょっと先へ進みます。12 ページの「（３）市民との協働による情報発信」。これは先

程からでてる Facebookの活用でもっと情報を市民からたくさん集まるように、情報が集

まらなければ話にならないから。終わった情報をもらってもあまり意味がないんじゃな

いかなと。これからある情報をできるだけもらってみんなに PRする。終わったのをいく

ら Facebookで見たって終わっちゃっているんだからもう行けないもんね。次いつあるん

だろうかというと１年先だとかというと忘れちゃう。できるだけこれからやる情報をた

くさん載せていくようにした方がいいんじゃないかなと私は思うんですけどね。 

それと先程藤井さんも言っていた、若い人向けに Facebookで情報の発信も大事なんだ

けども、高齢者向けの Facebookをやらない、活用できない人に対する情報の発信をどう

進めていくか、どっちかというとそっちの人の数の方が私は多いだろうと思うんだよね。

私も Facebookやらないから。 

 

【磯谷委員】 

  先程のこの新しく始められるというのは、直接投稿できるのではなく全て地域総務課

を通した形ということで、一般の市民ではなく団体の代表なりという仕組みの中でする

ということですか。 

 

【事務局（洪）】 

  まずはサポーターということで、当然今後の展開によっては個人の方にもサポーター

になっていただいて発信、また Facebookだけではなくてツイッター等幅広い情報を、新

鮮な情報を早くお届けしたいというのがありましたので、まずはそういった情報をたく
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さん持っている団体からスタートという格好です。 

 

【磯谷委員】 

  格好的なものじゃなくて地域のいろんな魅力でしょうね。一般の市民が参加するイベ

ントなんかも含めて作るんですか。 

 

【糟谷会長】 

  さっきのこの魅力づくりの、JAだとか商工会議所だとか自治会も入ってましたけども、

漁協は入らないの。 

 

【事務局（洪）】 

  一度問い合わせをさせていただいたんですけども、いろんな理由を言われまして。濡

れた手で押すと壊れるから始まりまして、時間帯的にもこれを使って情報をすぐ転送す

るというのが難しいというのを言われました。ただ、担当者によるといいますか、団体

の中で使いこなせる人がいらっしゃると思いますので。 

 

【宮澤委員】 

  絵面としては一番面白いですよね。桜えび漁とかしらすとか。 

 

【事務局（洪）】 

  面白いですよ。私共も当然ここに胡坐をかいてここにいるわけではなくて、私たちも

これを１台持っていますので飛び出して取材に行こうかなと。 

 

【糟谷会長】 

  是非。実はこの間、由比の生涯学習交流館が主催で桜えびのかき揚げ講習を募集した

んですよ。とりあえず 20 人か 30 人。で、やるのは漁協の調理場があるので漁協に協力

してもらって、そうしたら 20 人か 30 人が１日でいっぱいになっちゃった。電話は殺到

して、こんなに人気があるんだったらまた次もやろうと今言っているんだけどもね。静

岡市の何かに載ったんだよね。地元の人じゃなくて、ほとんど清水とか静岡とかの人で

いっぱいになっちゃったんですよ。それだけ今人気があるもんですからね。 

 

【雨宮副会長】 

  興津も２年間やっているんですよ。由比出身の方が館長になったので２年間やってい

るんですけど、あっという間に埋まります。桜えびのかき揚げ。 

 

【糟谷会長】 
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  小学生の体験教室もやったんです。そういうのを事前に PRしてもらえると。 

 

【磯谷委員】 

  市民活動センターはダメかしらと思ったんですけど。いろんな NPO さんの情報とかは

揃うんですけど、なかなか発信はしきれていないんですけど、予告や広告を。センター

の事業っていろんな団体さんの事業で集めている情報をできれば面白いかなって思った

り。 

 

【事務局（洪）】 

  情報端末にちょっと限りがあるというのもあるので、写真と文字の情報をいただいて

あげるということは当然これを配付しない団体の方の情報というのも考えておりますの

で。 

 

【糟谷会長】 

  せっかくやるんだから、この機械も限りがあるから、こういう情報をこういう形でも

らえれば Facebookに載せますよという PRを。 

 

【雨宮副会長】 

  そういうのが得意じゃない人は取材依頼をすればいいんですよね。取材依頼をして来

ていただければいいわけじゃないですか。そういうこともできればもっと気楽に窓口を

開いてくれればいいですよね。 

 

【事務局（洪）】 

  これをお渡しして情報提供をしていただける団体様の方は、いわゆる固定客ではない

ですけど必ずこの期間この情報を一定量あげてくださいというなノルマではないですけ

どそれをお願いしているのと、この端末を使って情報をあげていく仕組みがちょっとセ

キュリティーのレベルをあげている、ちょっとクラウドの技術を使ってやる形ですので、

それ以外の情報も当然受け入れて発信をさせていただきたいと思います。それをやって

いるよという PRは当然やっていかなくてはいけないですけども。 

 

【糟谷会長】 

  「個人、商店主に特派員になってもらう」これも大事だと思うんですけど、情報を提

供してくれる人たちをたくさん幅広く作っていかないと情報というのは集まってこない

んじゃないかなと思いますね。 

 

【雨宮副会長】 
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  文章を書くのが苦手な人って多いじゃないですか。情報を提供するのは大勢の人がで

きると思うんですよ。それでなくて取材にするとか何かの投げ込みがあればにしていた

だけると、皆さんそうじゃないかな、話すことはできるけど文章で書くのは嫌だなって

いう人の方が多いと思うんですよ。だからそこのサポーターとしてもノルマのようにこ

れをっていうと文章を考えるだけでできないというのがあるので。各種団体さんの場合

は広報の方がいらっしゃったりとかしているかもしれないですけどね。ただどんなこと

でも吸い上げてくれるようなところであってくれれば、気楽に。 

 

【事務局（洪）】 

  Facebook は写真のインパクトが大事だと思うんです。文字は 100 から 200 文字程度で

全然問題ないと思います。サポーターの皆様には雛形をお送りして、それに入れ込んで

いただくだけで簡単にできるように。 

 

【雨宮副会長】 

  でも文字数が少ないのが一番難しいですよね。インパクトがなくてつまらない文章だ

ったら読めませんもん。 

 

【事務局（洪）】 

  そこは Facebookの上手い記事の書き方というのがありますので、そこから参考に雛形

を作ってますね。 

 

【糟谷会長】 

  こういうのは慣れ。 

  ちょっと先に進みますか。「３ 観光客をもてなすための仕組みづくり」。ここらはさ

っきから出ている学校だとかと連携したボランティアの育成、観光案内人の育成、そう

いうものが中心になるだろうと思いますけども。これは来訪者への対応だから。 

 

【雨宮副会長】 

  気持ち的なものと教育的なものとあったりして、うちもボランティア養成のために講

座を開いたりしているんですよ。それでないとできないというのがあるのと、何でもす

ぐボランティアっていうものですから、駿府ウェイブさんみたいにいくらでという料金

が発生するのかどうなのかというのによって責任の問題もでてきてしまうんですよ。そ

このところの確立というのはすごく難しいと思うんですよ。何でもボランティアで呼ば

れて行くと私たちいくら体があっても足りないくらい呼ばれるんですよね。そういう組

織を作るならしっかりした組織を作っていただきたいなというのはいつもボランティア

していて思うことなんですけどね。誰でもできるかというとそうでもないじゃないです
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か。ある程度の知識を持っていないと。語学力もそうですけど、観光のことにしてもそ

ういう歴史的なことも何でもできないとダメなので、そういう講座等も開いたりすると

か組織をしっかりして確立していただかないとなかなか大変なものがあるというのを一

番考えているところなので。 

 

【糟谷会長】 

  どうでしょう。外国人の通訳ではないけども、そういう人たちを養成する場所という

か講座というのを統一して定期的に継続的に進めていく場所をまずしっかり確立してい

かないとうまくないんじゃないかなと。いろんなところでやっているようですけども、

どこかがやっぱり主体となってやらないと前に進んでいかないような、上手く言えませ

んけども。 

 

【スリヤ委員】 

  この間の豪華客船が来た時に通訳ができる方がすごく少ないという感じがしたんです

ね。そういう方々にどんどん来ていただいて交流していただいたらいいなと。私ももっ

と自分の生徒を連れて行けたらよかったんですけど。英会話の生徒さんとかクラスで行

けばすごくいい経験になるかなと。あと清水に住んでいる外国人はもっといっぱいいる

はずなので、そういうところに招待すればきっと交流とか通訳とかできると思うんです。 

 

【糟谷会長】 

  若い大学生とか高校生とかそういう人たちをもっと上手く活用したものを、学校とか

大学とかそういうとこに協力をしてもらって育てていく土台を作っていかないとまずい

んじゃないかなと思いますね。 

 

【雨宮副会長】 

  大学生とか高校生だとそういう場だと思えば来てくれると思うんですけど、ある程度

の普通の会話ができたからガイドができるかとかボランティアができるかというと違う

じゃないですか。たまたま今日見た三越がそういう買い物するのに行き届いているので

収益が上がったというのがあるじゃないですか。それと一緒でここは私たちも行くんで

すけど、専門用語的な観光ガイドがないとわからないんですよね、せっかく見ても。だ

からガイドの方は三保の知識であるだとかいろんな知識があってそれで会話ができる人

でないと難しいというのがあるので、誰でもできるものでもないのでそこのところはす

ごく大変だと思いますけどね。専門的な人って結局その人しかできないので全部そこへ

行ってしまうので、やっぱり組織はちゃんとしたものを作らないと。 

 

【スリヤ委員】 
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  市民が豪華客船から降りる人を歓迎するというイベントだと思うんですけど、普通に

市民の方が「こんにちは」とかちょっと英語を話してみるという感じでも大丈夫だと思

うので、もっと皆さんが知ってくればいいかなと思いました。 

 

【糟谷会長】 

  一番下のところにある「案内ルートの多様化と各所に外国語案内板」というのは大事

だと思うんですけど、「案内スピーカー」前にちょっと出ましたね、美術館なんか行くと

説明のイヤホンで説明をしてくれる。ああいうようなのをこれは指しているんだと思う

んだけども。例えば外国船が来て専門的な説明をできる人っていうのはそんなにたくさ

んいないと思う。三保松原へ行っても専門的な歴史的なものを説明する人というのはそ

んなにたくさんいない。例えば地図があって、三保松原に行って１番を押したら外国語

で説明が流れるような、そういうものを貸し出せば外国の方がいっぱい来ても案内人を

たくさん揃えなくてもある程度のところはそれで間に合うんじゃないかなと。これはそ

ういう意味を指しているんですか。 

 

【小笠原委員】 

  上から２番目の「観光地にイヤホンガイドを貸し出す」というのが今の話だと、この

「案内スピーカー」というのは全体的にスピーカーだから全体にスピーカーから案内が

流れる。 

 

【糟谷会長】 

  ボタンを押すと音声で説明が流れるのがよくありますよね。それとイヤホンガイドも

両方とも同じようなものだと思うんですけど、こういうものを作っていくっていうのも

外国人に対しては。 

  具体的事業提案がいくつかあるので、これを２つ３つくらいにまとめて。 

 

【事務局（大原）】 

  あと２回と、あまり回数がないので次回にまとめていただいて、最後の１回は本当に

最後の見直しになってしまうので、こちらで２、３個でまとめてみます。 

 

資料として【屋外広告物のしおり】を配付 

 

【事務局（洪）】 

 今回の謝金の支払いは概ね１ヶ月後を予定しております。 

 

【糟谷会長】 
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  次回は平成 26年６月 24日（火）18時 30分からでお願いします。 

以上をもちまして、第８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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