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第５期 清水区区民懇話会会議録（第９回） 

 

１ 日 時 平成 26年６月 24日（火） 18時 30分～20時 20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〕志田課長補佐兼係長、洪主査、大原主任主事 

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。 

今日は雨宮さんが少し遅れるということと、田辺さんが所用で欠席ということですが、

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、早速中身に入りたいと思います。 

皆さんのお手元に前回までのを最終的にまとめた提言書のラフプランが配付されてい

ると思います。一読されていることと思いますが、本日は皆さんの意見を受けて訂正さ

れている提言書のラフプランの内容を進めていきたいと思いますが、懇話会の残り回数

があまりありませんので、一つ一つの題材の中で課題と提言に入ってしまうとまた元に

戻ってしまいますので、ここら辺は置いておきまして、具体的事業提案の内容について

一つ一つ確認をしていただきましてまとめていきたいと思いますのでよろしくお願いし

たいと思います。全部で 11項目ありますので１つの項目に対してあまり時間をいくと 11

項目全て終わらないので１項目だいたい 10分以内くらいでまとめていかないと全部終わ

らないのではないかと思いますので、是非協力をお願いしたいと思います。 

では、早速入ります。 

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

売り込め」の中の「具体的事業提案」ですが、前回皆さんから出ている意見を３つくら

いに事務局の方でまとめていただきましたので、中身について確認していきたいと思い

ます。 

 

「具体的事業提案」読み上げ 

 

  この３つにまとめていただきましたけれども、どうでしょう。 
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【藤井委員】 

  「運送事業者と協働して」というのが「バスや電車」という風に特定したのかどうか

ということなんですが、トラックやタクシー等もあるのではないかと思うので、その辺

のことも考えた方がいいのではないかと思います。 

 

【糟谷会長】 

  他にもどうぞ、ご自由に。 

  若干見ていくと同じような内容が所々でてくるところがありますので、「これはこっち

の方がいいのではないか」等も含めてご意見いただければと思います。 

 

【宮澤委員】 

  流れ的に全てが問題点、提言、最終的に具体的事業提案という流れになっていると思

うのですが、何かそこに省略されているものというのがあるような気がします。３ペー

ジでいうと上に書かれてあるのが現状だと思いますが、下から３行の「これだけ多くの

魅力が存在しており、この魅力を活かすことで、県内外また世界から多くの来訪者を誘

致することができれば、清水区の活性化にも繋がる。」というここは一つの押さえどころ

になっていると思います。「アニメ「ちびまる子ちゃん」の舞台としても全国的にしられ

ている。」の後、これは清水区だけでなく静岡市が抱える人口問題というのが一つここに

入ってくるのかなと読んでいて感じました。特に昨日も議会等で出ていますけれども、

若い女性は 18歳になったら出て帰ってきていない、そこは大きな問題ですし、日本全国

が人口が減るからということではなくて、だからゆえに人口問題を入れて交流客数を増

やしていかなくてはいけないというものもここの現状の中に一ついれたらどうかという

ことが一つと、提言の最後の方に「県内外また世界へ売り込みをしていく必要がある。」

というのも提言の段階ではいいと思いますが、具体的事業提案３つに関しても誰がどこ

にという「５Ｗ１Ｈ」、これは実際「誰がやるのか」、「いつまでにやるのか」、「どこが」、

具体的な事業提案としては出てきた方が説得力があるのではないのかと思います。これ

はこの１項目だけではなく、全体を眺め読みしていくとそれを非常に感じました。 

 

【糟谷会長】 

  どうぞ、ご自由に。 

  とりあえず、「（１）」の内容については。また時間が余りましたら相対的にご意見を伺

いたいと思います。 

  では次へ進めてよろしいですか。 

  「（２）清水の魅力を紹介し滞留時間を増やす」の５ページになります。 
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「具体的事業提案」読み上げ 

 

  この３つに集約してありますが、どうでしょう。 

 

【藤井委員】 

  ここは先程宮澤さんも言われたように「誰がどういう風に作るのか」ということにつ

いては、これはあくまでこういう形でやっていきましょうという大まかな枠組みみたい

なものを提示しているので、これは具体化してどうやったら外へ向けて謳えるかという

ようなことをもう少し具体化したものを、そういう意味では誰が作るのかというような

ことももっと突っ込んでいかなければいけない問題になるのではないかと思います。 

 

【宮澤委員】 

  ここも課題でみほナビのアンケート結果が出ていますが、違和感を感じるのは確かに

東照宮というと建物的には駿河区になるんですが、本当に東照宮が駿河区だから 12％を

外していいのか、大体日本平から行かれている方が多いと思うんですけど、そこと、モ

デルルートとして三保にこれだけ来ているというのは周知の事実で、三保からのモデル

ルート的なものというのをどのように整備していくのか、交通手段を使って何キロ、何

分、見所はどういうものがありますよというのが周遊するだけの仕掛けができているの

かどうなのかという点では一つはやる方法があるということと、後ろの方に「滞在時間

を増やす」というのが出ていたと思いますが、一番問題になっているのが清水区での昼

食場所がないということなんです。これは行政というよりも民間であおるなり港周辺で

というのはありますが、そこは周遊観光を増やすということでは個人レベルの自家用車

だったらいくらでも昼食場所があると思いますが、フィッシャーマンズワーフみたいな

大型で海を感じ旬なものを食べられるということができるということと、とかく観光周

遊ということであれば、朝何時に来てどういうようなものができるかという過ごし方そ

のものを提案できるようにしたらどうなのかなと思います。それから具体的事業提案の

中の「②」ですが、JTB の「るるぶ」というのは語源の末尾をとって、「見る」「食べる」

「遊ぶ」、これが「るるぶ」の語源だそうです。そういう意味では「見る」「食べる」「遊

ぶ」ということの最後の「ぶ」に「学ぶ」ということを入れた清水区型の具体的な事業

提案ができたらいいのかなと思います。 

 

【藤井委員】 

  先日、テレビで富士宮に人が集まると、ところが富士宮はやきそばというのが B 級グ

ルメで有名ですが、昼食の時間に富士宮にはいなくて昼食時間帯にはどこか他所へ行っ

てしまってやきそば等が売れないし、味わってもらえないということで非常に悩んでい

るというようなこともあったので、「見る」と「食」をできるような時間帯とかを旅行会
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社等とタイアップしてうまくそれに合うような時間帯を作ってもらうことと、今宮澤さ

んが言ったように食べる場所はこういうところで、というのを民間と提携するなり民間

にそういうところを作ってもらう等、それでそれを旅行者等に売り込んでいくというよ

うなことは必要なのではないかと思います。 

 

【糟谷会長】 

  そうですね。この間テレビでも富士宮の来客者が増えているけれど、富士宮やきそば

横丁みたいなところへはこないみたいです。観光客は物凄く増えているけれども、浅間

神社等と見て皆次へ行ってしまうのでしょう。確かに藤井さんも宮澤さんも言われてい

る、三保松原へ来てもただ見て帰ってしまうとお金が落ちていかない。そうすると何も

清水の地域の商店等のプラスにならない。排気ガスとゴミだけ置いて帰られては何もな

らないような気がします。そこら辺は確かに大事なことだと思います。 

 

【杉本委員】 

  既存のものを利用して考えていった方が早いと思います。三保辺りは旅館やホテルが

あるので、そういうところで予約制ならお昼を提供することができるような気がするの

で、旅行会社と旅館やホテルの繋がりみたいなものができればそういうところで食事を

するということができると思います。 

 

【糟谷会長】 

  どちらにしても人を引っ張ってきただけでは、いくら観光会社と提携しても食べると

ころがないと。三保園さんなんかは結構入っているような話を聞きます。いつだったか

食事をした時に観光バスが入っていましたけども、ただ１箇所だけでなく何箇所かない

とうまくないと思います。 

 

【宮澤委員】 

  これは東海大学の宮城島さんという方が静岡体験企画というので今回 Facebookに載せ

たツアーなんですけど、三保のあさり祭りというのが今まであって、これはただあさり

を海岸にまいて、結局ふたを開けてみたら地元の人が大量に来てただあさりを取って帰

ってしまう状態だったんです。２、３年前からもっと周遊観光をやろうということで、

地元の旅行会社を立ち上げて大人と子供の修ガク旅行というのでこのガクを「学」では

なく「楽」にしているんです。１日コースでもいいし１泊して民宿に泊まって２日間で

もいいですよと、具体的に朝三保の水族館の駐車場から始まって、最終的に夜の三保の

水族館まで、日本平でお茶摘みをやったり東照宮へ行ったり、あるいは２日目に関して

はあさり祭りをやりながら三保マルシェといったようなものをやって、こういうような

ものがどんどんできてくると非常にいいかなと思います。 
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【糟谷会長】 

  そうですね。「③」にあるようにいろいろな年齢層の人がきますので、その人たちにあ

った周遊プラン、先程出てきた「見る」「遊ぶ」そういうものをうまく組み合わせたもの

をしっかり作って PRしていくというのが大事かなと思います。 

 

【宮澤さん】 

  これは完全に「７月」、「夏休み」、「親子」、それに「子供が幼稚園、小学校」というタ

ーゲットがしっかりしていると思います。この持っている素材の中でどうアレンジして

いけば彼等が来やすいかという。 

 

【藤井委員】 

  今のはあさりという風に特定があるけれども、他には先程言ったいちご狩りやみかん

狩りといったいろいろなものがあるので、そういうものを季節に合せたルート、これは

またいろいろ組み合わせて作ればいいと思います。 

 

【糟谷会長】 

  そこら辺は「②」のところに若干そういう内容で書かれていますので。 

  どうですか、他には。 

 

【磯谷委員】 

  実際にはポツリポツリ小規模だけど啓発されて文化遺産の登録から啓発されていろい

ろな市民活動団体とかフューチャーセンターのようなところとかいろいろなところがや

っていますが、まだポツポツというような感じでその情報がとても市内ですら知らない。

先日の松原でのキャンドルナイトとか、あれもまだ１回目だけどこれからも続けていこ

うというのも中心メンバーにはあるみたいですし、そういうのをもう少し上手く形にし

てもっと広報できるようなことが。 

 

【藤井委員】 

  この間もキャンドルの状況も我々は初めて知ったとか、言われたから分かったという

くらいのことが、そういう人が多かったのではないでしょうか。そういうものをこうい

うルート、こういう行事、こういう催しとか上手く組み合わせて１年の内こういう形で

いろいろ進めるというもう少し具体的に集めるようなことをやっていく必要はあると思

います。 

 

【糟谷会長】 
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  この後の方にもそのようなものもまた出てきますけれども。世界遺産になって何をし

ようというのを今いろいろな組織の人たちが考え始めてきていると思います。ですから

PR の仕方がまだまだ十分できていない。結局一般市民が知るのは終わった後の新聞記事

だとか、そういうものでしか知ることができない。そういう状態のものというのはたく

さんあると思います。そこら辺を上手に早く皆に知ってもらえるような PRの仕方をどこ

かでまとめていってもらわないと、せっかく皆がいろいろなことをやっていても「こん

なのをやっていたんだ」で終わってしまうような気がします。 

 

【藤井委員】 

  ちゃんとしたものを決めて、事前に皆に伝わるように資料なり Facebook でもいいし、

そういう紙でもなんでも分かるような形で伝えられるようにするべきだと思います。 

 

【小笠原委員】 

  キャンドルのことも金曜日あたりの静岡新聞に日曜日にやるということが載ったんで

す。子ども連れで近くだし、行ってみたいなと思ったんですが行き方が書いてないんで

す。バスがいいのか車で行ったらどの辺に止められるとか、この場合には近場の人でも

タクシーがいいですよとか、具体的に行き方等を書いてもらわないと実現しないんです

よね。現場に到着するにはどういう方法があるかというのまで示してもらえるといいん

ですけど、結局何もわからないから行かなかったんですけど。 

 

【藤井委員】 

  静岡新聞だったら前の日にというのはあったのかもわからないですけど、例えば他の

新聞で扱っているかというとそれはない。そういうこともあるので何か定型的なものを

決めてそれを事前に知らせるような手段を考えなければいけないと思います。 

 

【糟谷会長】 

  そういうものが Facebook とかいろいろなものに繋がっていくのかもしれませんけど。 

  それでは次に進みたいと思います。 

 

【事務局（志田）】 

  一点よろしいですか。 

  「（２）」の見出しにしても文章の中ででも、皆さんのご意見がありましたので「滞在

者」という部分を「滞留時間」だとか「滞留」という言葉に変えたのですが、行政では

「交流人口の増加」という言葉をよく使います。そういった表現に変えさせていただく

ということはいかがでしょう。 
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【宮澤委員】 

  交流人口というとお昼に来て夕方帰ってでも交流人口の増加なんですよね。ここでい

う滞留時間を流すというのは地域、清水区の中でお金を落としていただくというような

ことで、若干違うような気がします。 

 

【糟谷会長】 

  清水区にたとえ 30分でも１時間でも長く居てもらうというのが大事なような気がしま

す。大勢来てくれればそれでいいというものではないと思います。 

  それでは次に「（３）イベント間の連携を強化し協働で人を呼び込め」に進みます。 

 

「具体的事業提案」読み上げ 

 

  この３つにまとめてあります。 

  １番の問題は先程から出ている内容にも繋がっているような気がします。 

 

【スリヤ委員】 

  ここには Facebook とは書いてないですが、全てに関して Facebook やツイッターをフ

ル活用するという理解でいいですか。 

 

【糟谷会長】 

  そういうことですね。 

  「①」のところで先程から出ていますが、静岡気分がいいかどうかは別問題として、

これは「静岡気分等」となっておりますからいいけれども、「定期的にまとめて発信する

仕組みを構築する。」の「定期的にまとめて」の中に、定期的に、具体的に、行ってみた

く、参加してみたくなるような発信の仕方をしていかないと意味がないような。全部は

載せられないと思うが、見ている人が具体的にどこでどういう内容ということが知れる、

行ってみたいと魅力を感じるような情報の発信の仕方をしないと意味がないような気が

します。 

 

【藤井委員】 

  「静岡気分等」と書いてあるから、その他の手段をもっと考えるということだと思い

ます。 

 

【糟谷会長】 

  内容でどうでしょう。 
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【磯谷委員】 

  それぞれのイベントの時に他のイベントの案内を載せるとかというのが前の会議の時

に出ていたかと思うのですが、もう既にみなと祭りのパンフレットもできていますけれ

ども、地元で配ると皆知っているような気もしますが、もう少し外に対しての発信の仕

方を。パンフレット等は地元で配っているんですよね。交通規制から何から全部。どこ

に配っているのかなと。もちろん地元は回覧板できますが。 

  七夕でお金が落ちるのかなと。例えば、浴衣着て中高生はたくさん来るので浴衣を着

てきたら何％引き等、そういう売り方を商店街で考えていただくとかもう少し特徴を出

せるようなことができるといいなと思いました。 

 

【糟谷会長】 

  どこかでやってましたね。 

 

【藤井委員】 

  それはまた具体的に考えないといけない内容だと思います。屋台だけが儲かるという

のでは困るでしょうし。そこはまた具体的な提案をしていかないといけないと思います。 

 

【糟谷会長】 

  では次に進めていきたいと思います。 

  「２ 国内外と交流できる清水へ」の「（１）各世代に合わせた情報発信」の中の「具

体的事業提案」に入ります。 

 

「具体的事業提案」読み上げ 

 

  ４つにまとめていただいてあります。 

  ここら辺は次にも出てきますが、外国語の話せる観光ガイドを育成するというのに繋

がっていきますが。 

  どうでしょう。 

 

【スリヤ委員】 

  小さいことですけど、「観光ガイド」とありますが、ここは「ガイドブック」というこ

とでいいですか。 

 

【事務局（大原）】 

  そうです。 
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【糟谷会長】 

  「観光ガイド」というと人間のことをいいますので、ここは「ガイドブック」という

か「パンフレット」ですね。「観光パンフレット」でいいのかな。 

 

【雨宮副会長】 

  いつも観光パンフレットは１回はできるんです。ただ何回も要請するんですが、その

後全然できない。１回で終わりですので。今までも増刷のお願いをしても無理です。 

 

【スリヤ委員】 

  とても使いやすくていいものがあって、それが切れると案内所へ行くんですけどいつ

もない。 

 

【糟谷会長】 

  継続的な発行というかそういうものでないとうまくない。 

 

【スリヤ委員】 

  あとどれが一番使いやすいかとかそういうフィードバックがあるかないかとか。 

 

【糟谷委員】 

  発行したパンフレットにしてもリーフレットにしても、それが上手く活用されている

ものなのかされていないものなのかを検証して、いいものは継続的に発行していくとい

うものがないと、それこそイベントと同じで１回やって終わってしまうイベントでは意

味がない。 

 

【藤井委員】 

  品切れというのでは問題ですから。 

 

【糟谷会長】 

  そこら辺を文言の中に入れていった方がいいかと思います。 

 

【宮澤委員】 

  国内外ですから国内の方もいらっしゃると思うのですが、どちらかというと海外より

のものになっていますよね。前に言ったかもしれないですが、海外の人が清水区の何に

対して魅力を感じているのか、逆に清水区に日本の魅力を感じるのか、これを区民が理

解するということが非常に大事だと思います。外国人の視点で、地元の方は気がつかな

いかもしれないけど「これは非常に海外の方は喜ぶことですよ」ということを地元の方
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がまずは理解するという動きも大事だと思いますし、今日たまたま日本平観光組合の会

合がありまして、一つは来日外国人がもっと改善されたらいいなということが Wi-Fi 環

境なんですね。例えば静鉄のロープウェイもこの７月には自動販売機に Wi-Fi の機械が

付いていて、そこからルーターで 50ｍくらい飛ばせる仕組みができているんです。山梨

県と静岡県を比較すると明らかに無線 LAN の環境の違いというのがあって、外国人を一

つもってとっていくのなら目標値をもったうえでそういうものも促進するような、例え

ば中心地市街地であればどこに行けば Wi-Fi が使えるというマップを差し上げるとか、

そんなものも具体的事業提案としては入り組めるのかなと思います。 

 

【糟谷会長】 

  そうですね。どうですか、他には。 

 

【スリヤ委員】 

  そうですね。清水に来る外国人が、例えば銀行で外国のカードでお金をおろせるとか、

今の Wi-Fiが使えるかとかそういうものがあってもいいかもしれないです。 

 

【宮澤委員】 

  直近では 16隻来る豪華客船の人たちが、持ち時間は船によって違うでしょうけど、実

際清水港を起点にどんな過ごし方をしてどんな不便があったかを一元化したいですよね。

でも、今月不手際や不満があるのなら、お金がそんなにかからなくてできるソフトなら

ば来月解決するくらいの。 

 

【スリヤ委員】 

  名古屋空港とか成田空港とか、もちろん静岡空港でもっと清水は富士山が見れるとか

お寿司があるとかアピールできたらなと思います。静岡空港に三保松原のことが何もな

かったのが凄くがっかりだったので。それを具体的なものとしてできたらいいと思いま

す。 

 

【糟谷会長】 

  今言われたのは「①」の観光案内所等へ配布する配布場所をもっと検討して有効に使

えるようなところへ置いてもらうということでよろしいですか。 

 

【スリヤ委員】 

  はい。 

 

【糟谷会長】 
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  では次へ進ませてもらいます。 

  「（２）清水区を含めた広域での情報発信」の中の具体的提案に入ります。 

 

「具体的事業提案」読み上げ 

 

  「③」で運送業者とか先程も出ていたタクシーとかいろいろなものも営業で動いてい

るからいいけども、ステッカーはそんなに大きなものではないと思うから、それなら皆

の自家用車に貼ってもらって走り回ってもらうのも一つの方法だと思います。業者だけ

に決めつけなくても、もしこういうことをやるのであれば。家の中に貼っても意味がな

いから。是非自家用車に貼ってくださいと。それも大事かなと思います。個人だけでな

く、トラックなんかは日本全国毎日走っていますからその効果はあると思います。そう

いうところには大きめのステッカーを貼って、一般の人には少し小さめの「清水」とい

うのがわかるようなものもいいかなと思います。 

 

【小笠原委員】 

  ８ページに戻りますが、「区民自らが清水区の営業マンとなるよう」というところで、

成人式の日に出席された成人に清水の宣伝の認定を与えるという形で、例えばステッカ

ーの小さいものを清水区の PRするために自動車にる付けてもらうとか、特別大使みたい

な、記念として市から配付するとか、もうそれ以前に 20歳を過ぎている人は当然そうい

うものになるけど、今年からこういうものをお祝いの一つに。そういうところでステッ

カーを配ってもいいのかなと思います。 

 

【スリヤ委員】 

  例えば教習所で免許を取った人とか、清水区に引っ越しをしてきた方とかに区役所か

ら渡してもらうとか。 

  富士山ナンバーが凄く欲しかったんですけど、その代わりに清水のステッカーがあっ

たら嬉しいかなと思います。 

 

【糟谷会長】 

  少し戻ってしまいますが、区民全員が清水区の営業マンになる。自治会等を通じてた

だ分けるだけでなく、新成人に自覚を持ってもらうためにそういう人たちに渡すとか。

方法はいろいろあると思います。これをただ分ければいいのではなく有効に。ただ成人

式は全員来ないものですから。市でやる成人式に来る割合は半分いかない。地区として

は清水区しかやっていない。その割合は７割くらいしかやっていない。だから静岡市が

来てくれた人だけに渡すのではなく、成人の案内が今ハガキで行っていると思いますが、

封筒に入れてその中にステッカーを入れるというのも面白いかなと思います。そうすれ
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ば全員に行き渡る。そういうのもあると思います。 

  そういったものも含めて、文章の書き方をもう少し具体的にしてもいいのではと思い

ます。 

  それでは次に進みます。 

  「（３）市民との協働による情報発信」の「具体的事業提案」に入ります。 

 

「具体的事業提案」読み上げ 

 

  前の方に出ているのと同じようなところがたくさんありますけれども。 

  ３番目に「大学や高校、自治会等と協働し」とありますが、私はやはり企業とかそう

いうものを中に入れたらまずいでしょうか。企業も清水区の中で事業を行っているのだ

から企業の立場で清水区を PRしてもらうという一つの役割を企業にも担ってもらうのも

大事なような気がします。 

 

【藤井委員】 

  それはあっていいと思います。家族とかにも伝わることも含めて大事ではないですか

ね。 

 

【雨宮副会長】 

  何となく企業の方が社会貢献事業をするという名目で活動しなければならない点があ

るので、意識的には自治会はまた特別にそういう意識がありますが、大学生、高校生や

ボランティアを養成する中で一番取り組みがスムーズにいくのではないかなと思います。

本当は大学生や高校生にと思いますが、難しいものの方が多くて彼等を取り込む方が大

変だと思います。先程の成人式ではないですけど、そういう意識を持たせるのが先に大

変で。 

 

【糟谷会長】 

  私が言うのもおかしいですが、自治会というのは地域の中のことは一生懸命やるんで

すが、外へ出てやろうというのはなかなかそれを進めるというのは難しい面が私はある

ような気がします。自治会というのは役員が任期でだいたい皆やっていますので、毎年

変わるところもありますし、継続的な負担を自治会にかけると役員をやる人がなくなっ

てしまうとそういういろいろな問題もありますので、正直言ってなかなか難しいところ

があります。 

 

【藤井委員】 

  自治会でやるといっても役員になっている人を介してやるしかない場合が多いと思い



13 

 

ます。私も自治会の役員をやっていますが、自分たちが積極的に動いて引っ張っていか

ないとなかなか右向け右のようにはいかないです。 

 

【糟谷会長】 

  ここの言葉の使い方を、私は自治会よりも企業というか事業所にした方が。そうすれ

ば自分たちの会社の PRにもなるし。実際参加してくれる企業がどれだけあるかわかりま

せんが。 

 

【藤井委員】 

  企業の方が動きやすいかもしれませんね。 

 

【雨宮副会長】 

  そう思います。 

 

【糟谷会長】 

  行動的にはその方が楽ではないかなと思います。動きやすい気がします。 

 

【スリヤ委員】 

  高校の話が出たので、この間東高の学校祭に行ったんですけど、生徒会で地域部門と

いうところで清水区観光マップを作って凄く面白いなと思いました。アイデアとかは面

白いのがあると思うので回します。 

 

【糟谷会長】 

  それではいいでしょうか。次へ進みます。 

  11 ページ、「３ 観光客をもてなすための仕組みづくり」の「（１）外国からの来訪者

への対応」で次の 12ページになります。 

 

「具体的事業提案」読み上げ 

 

  観光ガイドの関係は先程も出ていましたけども。 

 

【宮澤委員】 

  これも現実的に、例えば行政でいうとどこがやるのかですよね。地域総務課がやるの

か観プロがやるのか。提言、提案というのはいくらでもできるんですけど、本当に具体

的というか実現的なものとするとなるとそこを決めていかないと言いっぱなしになって

しまいますよね。それと、昨日富岡製糸のが新聞に出ていましたけど、今スマートフォ
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ン等でやると何か国語でもガイドが聞けるんですよね。そういうのがコストがどれくら

いかかるかわかりませんけど、三保松原とかでも来ているんだったらそれはすぐにでも

やって差し上げたいと思うし。 

 

【糟谷会長】 

  そうですね。外国の方ばかりでなく日本人も使えればすごくいいと思います。 

 

【宮澤委員】 

  QR コードをとって英語なのかドイツ語なのかをやるとずっと聞けるんです。富岡製糸

場のはそれが何かパンクしていたみたいですけど。 

 

【糟谷会長】 

  昨年、富岡製糸場へ行ったんですよ。そういうのはあったかな。 

 

【宮澤委員】 

  たぶん今回に合わせて整備したのではないですかね。 

  ネットで富岡製糸とやると富岡製糸場のお富ちゃんまんじゅうとか群馬ちゃん生ドー

ルとか、何でも早いですよね。 

  具体的事業提案そのものは簡単な事なんか一切出てこないけれども、序文の方は出て

いるんですよね。 

 

【糟谷会長】 

  看板は後で出てきます。 

 

【事務局（志田）】 

  ちなみに、皆さんのお手元の方に６月 20 日から 22 日のものですが、今日は田辺さん

がいらっしゃらないですが静岡新聞で景観の形成ということと、ガイドの関係について

課題と提言のような形で掲載されたものですから皆さんのところへ配らせていただきま

した。 

 

【糟谷会長】 

  この新聞記事ほど詳しくはないけれど、だいたいこのようなことは提言書の中に載っ

ているかなという感じはします。 

 

【宮澤委員】 

  １枚目の下から２段落目に「静岡市は」というところからありますが、これは市がや
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るわけですよね。政令市になって、今まで県が扱っていた、例えば県立自然公園の絡み

なんかはおそらく市におりてきていると思うんです。私が思うのは、県立自然公園、日

本平、三保自然公園という広域的な整備のものがありますけど、それもやりようによっ

ては県立ではなくて市立自然公園みたいなものができないのかなと。都市計画でも看板

とかいろいろな条例がありますけど、はたして合併して政令市になってからどれだけ見

直しをしたのか、これも市が今後の市の活性化のためにこうあるべきだというのができ

るのであれば、無理だということよりもできるのではないかと思うのですけど。せっか

く日本の中心にありながら、東海道の大動脈ということで新幹線が通っても、今までの

東名はともかく新東名に関してはほとんど山間地域ですから、車窓から見える風景とい

うのは山ばかりで地域色を全然感じないんですね。本当にそこに港町清水、三保松原の

景色というのは車窓からイメージできない。それは何らかの、看板とは言いませんけど、

何か視覚的にうったえるものがたくさんあるのにもったいないなという気がします。 

 

【糟谷会長】 

  看板についてはこの次に出てきますので。 

  では先に進みます。 

「（２）2019 年、2020 年の国際大会を見据えたボランティアの確立」の中の「具体的

事業提案」に進みます。 

 

 

「具体的事業提案」読み上げ 

 

  この辺のボランティアの育成というのは非常に難しくて大変なことだと思いますけど、

小中高校生に絞っているような気がしますが、一般、成人もそれに成り得る人というの

はたくさんいると思いますがその辺も含めていった方がいいのではないのかなと思いま

す。この新聞のどこかにボランティアのガイドの質の向上というのが載っていますので、

当然これは凄く大事だと思います。質の高いガイドボランティアを育成していかないと

何も意味がないのではないかなと思います。私もこの間伊東の方へ行った時に、観光ボ

ランティアのガイドさんが付いてきてくれたのですが、こちらのことを全く考えないん

ですね。自分の知っていることを全て話したいというか。割合そういうガイドさんが多

いんですね。この中にも少し書いてありますが。お客さんの時間、例えば何時までいら

れるかとか、そういうものを把握した中で要点を上手に説明できるガイドさんの育成と

いうのが凄く大事だということをその時思いました。 

 

【雨宮副会長】 

  歴史講座というのをやって、ボランティア養成講座というのをやっているんですよ。
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ボランティアがガイドをしているんですけど、講座を開いてもちろん小中学生にも呼び

かけるんですがほとんど来ません。忙しいし、それにガイドは自分の興味のあるところ

しかしないので、自分の好きなところのガイドしかしないんですよ。講座を開くんです

が、講座を開いてそのおもてなしであること等をやるんですけど、本当にこういう風に

相手のことを考えないで自分の思いだけをお話する人しか最後にはガイドにならないん

ですよ。というのが実情で、いくら言ってもお客さんが後 30分でバスの時間ですと言っ

てもここで話をしないとということでもう止められないところが多いんですよ。時間が

ある人には凄く感謝されるのですが、そういう人しかガイドになってくれないことが今

の実情なんです。 

 

【糟谷会長】 

  文言の中にそういう内容のものを上手く入れて。この間のオリンピックではないけれ

ども、おもてなしの心で相手の気持ちをよく理解して上手に案内をしてくれるボランテ

ィアを。難しいですね。 

 

【雨宮副会長】 

  月に１回講座を開いているんですけど、なかなか自分たちの思いだけでいっぱいなの

で。勉強したいことは凄い吸収するんですけどなかなか難しいものがあるのと、ここに

載っている具体的事業提案は本当にあったらいいなと思うのですが、だいたいが参加者

がいないしというのが実情だと。この間も浅間さんに行くと、自分たちはここしかでき

ないとか、そこしかないという人が多かったりするんですよね。 

 

【磯谷委員】 

  最初に宮澤さんがおっしゃっている、これ書いて「誰が」「いつまでにやるの」「お金

はどこがつけるの」というのが何もないので、意見としては理想的に言うことはできる

のですが、皆さんがおっしゃっている中学生から高校生、大学生のいろいろなボランテ

ィアの募集というのは、いろいろな市民活動団体も努力してやっているけどぼちぼちで

すよね。大学とかでは熱心な先生もいるからいくらか社会貢献的なサークルが動き出し

てやっているとは思いますけれども。なので例えばここ一つとっても市が国際交流協会

と協働してやるのか、国際交流協会がそんな予算はとらないと思うので、昨年か一昨年

あたりにいくつかの歴史とか勉強している人とかガイドやっているような団体さんが連

携して講座を連続で 10回近くやって、10人くらい参加者はあったけれども最後にその後

自分がボランティアでやろうと残ったのは、構成しているいくつかの団体の中の一つに

２、３人やりたいという人が来たというのを聞きましたけど、それ以外はガイドになっ

て継続的に勉強しながらやっていこうという人は出なかったようなので、それはほとん

ど中高年というか高年くらいですけども。 
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【糟谷会長】 

  「①」なんかはいいことなんだけども、おそらくこういう人たちの募集をしてもそん

なに来ないのではないかと。中高年も含めた中でのボランティアの募集をしないと実際

には難しいのではないかなという気がします。基本的には提言書なものですから、市へ

の提言なので全てに対して市が主体性を持って考えなさいということになると思います。

実施するかしないかは市が考えることだけども、お金がかかるものは市がちゃんと予算

をつけて実施することを検討しなさいということを私たちが提言することになるのでは

ないかなと思います。 

 

【宮澤委員】 

  ここの区役所に教育委員会がありますよね。教育委員会というのはオール静岡の考え

方なんですか。 

 

【事務局（志田）】 

  そうですね、オール静岡の。 

 

【宮澤委員】 

  清水区の学校は、というのはできないんですね。 

 

【糟谷会長】 

  静岡市の教育委員会ですから。 

 

【宮澤委員】 

  例えば朝鮮通信使と清見寺の在り方だとか、そういうものに関しては一般の小学校か

中学校の教科書に載っているよりもっと清水の子どもに関して細かく掘り下げて今川と

か徳川の歴史を教えてあげることによってそれなりの歴史的価値観というのは学ぶべき

だと思うんですけど、オール静岡でも結構ですが、ある程度市ごとのの判断というのは

できないですか。それとも長い意味で今後外国人が来て交流人口を増やす市にするので

あればスキルとして必要なものというのは少し違うじゃないですか。家庭科の時間なの

か、何か独自的な協力というものを入れていかないと家庭や地域の協力だけでは足りな

いような気がします。 

 

【雨宮副会長】 

  今教育委員会が、外部のものをシャットアウトしているんですね。前は、朝鮮通信使

もそうですけど出前講座的にやっていたんですね。今復活させたらどうと言われるんで
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すが、教育委員会の方がメールボックスを使うことも各学校に、よっぽど校長会を通せ

ば別ですが、それ以外はダメになってしまったのでなかなか難しいものがあります。外

部のことを入れるよりは自分たちだけでやろうというものが出てきているので、うちも

使えなくなりましたというのがあって、今までは子どもたちに出前講座等も静岡市でし

てましたけど。なかなか難しいですよね。たぶん市と教育委員会とがあまり連携されて

ないので、ダメと言われたら静岡市が言ってもダメなところもあったので、今までは。 

 

【糟谷会長】 

  市と連携よりも今は県と教育委員会が上手くいってないから。 

 

【雨宮副会長】 

  上手くいってないわけではないんですが、教育委員会のところに声がいってないんで

すよね、この提案事業というものが。 

 

【スリヤ委員】 

  中高生は凄く忙しいので自分で何かをするという、例えばボランティアをするという

勇気もないと思うんですが、教育の中でそういうことを教えて将来大人になってそうい

うものになれるようにという準備ができると思うんですね。あとは先程の中高年という

のを入れるのは賛成です。大人の英会話を募集すると必ずほとんどの方が高年なんです

ね。そういう自分の町を知らせたいとかこういうことがしたいとかそういうのがあるの

で、彼等を活用するのは凄く良い事だと思います。 

 

【糟谷会長】 

  中学校、大学、ようするに学校を前面に出すよりも、中高年を前面に出して将来のあ

る子供たちも一緒に育てる方向にもっていった方がより実現性があるような気がします

けどどうでしょうか。 

 

【藤井委員】 

  中学生とか高校生は受験とか勉強で忙しくてこっちを向いてくれない人が多いのでは

ないですかね。 

 

【糟谷会長】 

  あと部活動で忙しいから。 

 

【小笠原委員】 

  「①」のところを「一般ボランティアに混じり」とかそういうのを入れたらどうでし
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ょうか。 

 

【磯谷委員】 

  ハートピアの社協さん中心にやってる市民交流まつりだったら東高とか国際高校から

毎年 50人以上学生が１日ボランティアで来るんですよ。市民交流まつりという福祉当事

者団体がやるイベントに先生が引き連れて何十人という数で来るので、そういう意味で

は例えば実際英語を中高生だったらある程度習っているので、そういう形で何か外国の

方と接するようなボランティアができるかなと。例えば港に船が来た時にそういうこと

って全くできないわけではないと思うんです。 

 

【雨宮副会長】 

  学校のボランティアという感覚が、福祉であるとかそういうものに対しては生徒会も

そうですけど学校が積極的なんですよ。でもこういうガイドであるとかというものは、

中高生に関するとボランティアというようなジャンルではないんですよね。ここは違う

と思います。学校側から何かしましょうというと、社会貢献的というではないですけど、

福祉であってお年寄りとかいろいろなものにというものに関しては学校をあげてもそう

ですし、子供たちもそういう感覚でいると思うので、観光ガイドみたいなものをボラン

ティアと呼ぶかというと学校から違うと思いますので、そこで集まりが違うと思います。

それにそういうものに参加すると、受験に対しての内申書ではないですけど、実をいう

と社協にはハンコがありまして、その社協のハンコをもらえると何々があるというもの

があるので、参加人数も多いと思うんですよ。だから、これがボランティアであるとい

う意識というか違いというのが凄いあると思います。ここでそれを言ってしまってもな

かなか集まらないというのはそういうところだと思います。社協のハンコは凄いですよ。

押してもらえるなら行きますというのがあるので。 

 

【糟谷会長】 

  継続的な同じことを続けてやるようなボランティアを、特に中学生や高校生に求める

ということが非常に難しいかなと。今の雨宮さんの話ではないけども、基本的には内申

書に繋がっているのは間違いないですよ。私たちもいろいろ体育祭だとか文化祭だとか

福祉のふれあい祭りだとかいろんなイベントをたくさんやっていますが、募集すると地

域の生徒が 15人、20人と必ず集まって来てくれるんですよ。その目的だけのことにしか

来ない。だから継続的な一つの目的を持ったボランティアを期待するのは現実ではなか

なか難しいかなと。ここら辺の表現の仕方というのは少し変えた方がいいかなという気

がします。 

 

【雨宮副会長】 
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  ジャンルでそういう風な意識がないと私は思いますけど。子供たちの、学校側に対し

ても父兄もそうですけど。 

 

【糟谷会長】 

  では次に進めていきます。 

  「（３）清水を訪れた人の目を楽しませるサインの設置」の「具体的事業提案」に入り

ます。 

 

「具体的事業提案」読み上げ 

 

  先程から宮澤さんが言われている看板の関係などはここで出てますけど。 

  「清水のキャラクターを作成し」って清水はちびまる子ちゃんがキャラクターではな

いのかな。あれは商標権か何かがあるんですよね。簡単には使えないもの。 

 

【雨宮副会長】 

  この間スタンプラリーか何かで使うということで５階のところにあったんですよ。そ

こに置いてあったので、「他も借りられたらいいね」と言ったら、「これは借り物なので

どこにも貸せられません」とかで。スタンプ台借りるだけで凄いらしいので。 

 

【糟谷会長】 

  ちびまる子ちゃんは漫画の世界で有名になった一つの清水区の代表するものだけども。 

 

【雨宮副会長】 

  でも大きいですよね。 

 

【糟谷会長】 

  大きいですね。でもそういう条件があるとなると、自由に使えるキャラクターという

かそういうものを作るということも大事かなという気がします。 

 

【雨宮副会長】 

  このステッカーというのがありますが、ステッカーってなかなかどこかに貼らなきゃ

ならないものがありますが、私のところも挨拶運動もそうですけど、地区で「のぼり」

ってあるんですよ。火曜日になったら全員家で出しましょうという。あの「のぼり」と

いうのは凄く目立つと思います。お寿司だったらお寿司の「のぼり」がたくさんあると

なれば、１回作ったら火曜日には出してくださいという形であればその通り側はそうい

うものができるかなと。簡単にできるのであれば。大きなステッカーはなかなか難しい
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ですよね。 

 

【糟谷会長】 

  ステッカーはステッカーでいいけれども。ステッカー、のぼり旗。 

 

【雨宮副会長】 

  車等が通った時に目につかないと。「のぼり」だとどこからでもわかるので。サッカー

の日とか何かの日はここというようなのであると違うかなと。 

 

【糟谷会長】 

  法律的にいうと自分の家の前に立てるのはいいけれども、目につくようにガードレー

ルにつけたりすると違反なんですよ。前にたくさんつけたら撤去させられました。目に

つくところに立てないと意味がないけれども、なかなか難しい問題があるけれどステッ

カーよりはのぼり旗の方が目にはつきますね。 

 

【雨宮副会長】 

  花博の時、花博ののぼり旗をやって、今顕彰四百年ののぼり旗をしてたんですが、そ

うするとそれ１本で目につくので、何で家康ののぼり旗をしているのかということでわ

ざわざ寄っていく方がいらっしゃるということは、それだけ目立つのかなと。のぼり旗

１本でそういう風に反応が早いんだなということを今思います。 

 

【糟谷会長】 

  たくさん並ぶということが PRに繋がると思います。ステッカーも効果があると思いま

すが。 

 

【雨宮副会長】 

  場所ですよね。要所要所で違うと思います。 

 

【糟谷会長】 

  看板、これは大事だと思います。屋外広告物条例を改正して。 

 

【宮澤委員】 

  何か品良くいきたいですよね。 

 

【糟谷会長】 

  企業の大きな看板ばかりでは、これはどうかなと。清水区を PRする看板というのは必
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要だと思いますけど。 

 

【宮澤委員】 

  周遊して回る楽しみとしてやるのであれば、例えば三保と日本平は、日本平はパーク

ウェイ入ったら黒川温泉とかみたいに看板規制をするとか、ガードレールの色も白では

なくてこげ茶にするとか、全体の統一で向かう楽しさというのは非常に大事ですよね。

これは賛否両論分かれると思いますが、先程多言語化というのが出てましたけど、３か

国、５か国やるのが本当にいいのか、どっちみちワールドワイド全部をカバーできない

んですよね。そうするとヨーロッパはどこにするのといって、ドバイに行った時なんか

は英語だけなんですよね。私はそういうのも逆の意味で潔さというのを感じましたけど

も。 

 

【糟谷会長】 

  私らも韓国語や中国語はわからないけども、英語がしゃべれればだいたい何とかいき

ますよね。 

  そんなところで次に進みます。よろしいですか。 

 

【スリヤ委員】 

  すみません。看板の規制ですけど、例えば（）でただし清水区をアピールする観光用

のもので清水区が OKしたものを除くという風にできたらいいと思います。 

 

【糟谷会長】 

  私もそう思いますが、現実的にはおそらく企業は大きい看板を作りたいと思うんです

よ。なぜ市のものだけ OKで我々のものはダメなんだというクレームがたぶん出てくると

思う。そこら辺はなかなか難しいと思います。できればその方がいいかなと思います。

日本平さんなんて、いいよと言われれば大きな看板をどこかに立てたいんじゃないです

か。 

 

【宮澤委員】 

  ただ、全体の色調というのが大事ですよね。民間が集まると会社のロゴも違いますし、

字体も違うではないですか。だから日本平がといった時に、ここで見るものといったら

ロープウェイはこっちですよ、パークウェイはここですよ、日本平ホテルはここですよ

という、それが色もデザインもバラバラだと見苦しいですよね。一昨日、150線を通って

いたんですけど、こういう色彩条例というのは市ですか。 

 

【事務局（志田）】 
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  色彩条例というか広告物条例については大きさだとかそういった物の許可が出てくる

と思いますが、先程の新聞の記事の中で三保の景観計画ガイドラインといったものが色

彩だったり、大きさも当然入ってくると思いますが、そういったものを統一していこう

というようなガイドラインになってくると思いますので、我々もそこら辺は勉強不足で

申し訳ないですが、遅ればせながらまずは三保からそういった統一制を図っていくとい

うことになっていくと思います。 

 

【糟谷会長】 

  よく屋根の色や建物の色が皆同じような、清水区は青だったかで PR しているけども、

あまりカラフルよりも清水に合った景観を損なわないような看板で PRできるようなもの

を考えていった方がいいのではと思います。 

  それでは「４ 清水区長を清水区の広告塔に活用」の中の「（１）清水区長を清水区の

PRに活用」の「具体的事業提案」に入ります。 

 

「具体的事業提案」読み上げ 

 

  区長の権限は次のところに絡んでくるので一緒にやります。 

 

「具体的事業提案」読み上げ 

 

【スリヤ委員】 

前回の委員会の時にお伝えできなかったんですが、4 月 2９日港の船に市長さんがみえ

て挨拶させてもらった際に、清水区をもっと PR したい、区長さんが表に出てこない、清

水区長に権限と予算をくださいと言ったところ「おっしゃるとおりです、今変えようと

しているんです」とおっしゃいたので嬉しかったんですが。市長さんの意向に反対する

人がいるのかな、と思ってみたりして。市長は国際交流、多文化の市にしようとしてい

るともおっしゃっていたんですが、そして翌週商店街でのちびまる子ちゃんのセレモニ

ーにも市長さんが挨拶されていたのですが、区長さんにやってほしいという感じでした。 

 

【糟谷会長】 

市長は静岡市の代表なので市の代表としていろいろなものに出席しなければならない

責務があると思います。市長が来れば区長は出る幕がないというのが現実だろうと思い

ます。出来るだけ区長は庁舎の中にいないで可能な限り外に出て清水区を PR する行動は

必要かなという気がします。 

 

【雨宮副会長】 
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そうすると市の人事の問題になってしまいますね。役職として市長は政治家であって

区長は市の職員ではないですか。清水区の人ならともかく違う区から来ると清水区のこ

とを知るだけで翌年は異動になってしまうことがある。最初からそういうポジションを

作らないと、それなりの人でなければ広告塔にはなれないですよね。こちらからの提案

としたらそういうところから変えてもらわないと広告塔にはなれない。ただ活動はして

ほしいけどイベントで市長が来てくれると重みを感じるが、区長だと違うというのが一

般参加者にもある。 

 

【糟谷会長】 

区長は職員でなく公募してそえる。そうすれば区長の職務は何か、それは清水区を代

表し PRする、発展させる事業を区長の責務として決めていけば良い気がします。 

 

【雨宮副会長】 

観光大使的なところで公募して、区長とすればできると思いますが。 

 

【糟谷会長】 

どこかの観光協会で公募でというのがありましたね。 

 

【宮澤委員】 

伊豆の方の女性ですね。 

 

【糟谷会長】 

16 ページの「②」は権限移譲されても予算がなければ仕方ないけども。権限だけもら

っても。ここら辺の表現の仕方をもう少し。 

 

【事務局（志田）】 

ここの権限の強化という部分が難しいんですね。 

 

【藤井委員】 

区長さんでありながら自分の判断が生かせないというか、そういとこでも権限がある

ように思えないですね。 

 

【糟谷会長】 

実際に今ないですよ。市の方で一生懸命そういう方向で変えるように検討はしている

ようですけども。 
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【藤井委員】 

県知事、副知事という制度をしているじゃないですか。 

 

【糟谷会長】 

今、副市長は二人いて建設産業の部門の担当と福祉とかの担当と別れているんですよ。 

 

【雨宮副会長】 

前は国交省から来ていたけど、すぐに戻られてしまうんですよね。副知事は国交省か

らなんですが。今は職員ではなくなったという話はこの間したばかりですけど。そうい

う方しかなられないんですかね。 

 

【糟谷会長】 

表現の仕方が難しいですね。 

 

【藤井委員】 

  区長の権限を強化という目的にどうやったらそうかということの持っていき方が難し

いと思いますが。 

 

【糟谷会長】 

  一応皆さんに一通りのご意見を伺いましたけれども、もう一度相対的にご意見が有れ

ば。 

 

【小笠原委員】 

これは内容ではなくて小さいことなんですが、６ページの下から３行目の「仕組」に

「み」を入れたほうが良いと思います。 

 

【宮澤委員】 

区長の権限は、非常に難しい点があると思いますが、私の単純なものとしてはオール

静岡になって、住所地番としては清水区という名称があると思いますが、観光の資源に

関しては葵、駿河、清水の中で一番清水がポテンシャルがあるのかなと。単純な話です

けど、そういう場合にイベント等を通じて清水の二文字が出てくるためには、静岡市長

代理というよりは清水区長。東京の世田谷区にひとつのブランドイメージがあるように、

清水ってブランド分けしてはいけないのかなと。権限の問題もありますが、清水の響き

をやるためにも観光要素的には大事なものになってくるのではないかというのが一つあ

ります。インターの名称としては清水と新清水が残っていますよね。 
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【藤井委員】 

市長のメッセージを区長が代読しますというような、そういうようなことになってし

まうと権限がないというような印象を受けますけどね。 

 

【宮澤委員】 

位置づけとして市長が行政執行上全部見られないから専門専任的な副市長にというの

はわかるんですね。ただ区長に関しては全課の横断的なものを薄くにはなると思います

けど、わかったうえで区民に一番近い存在に位置づけできないものなのか。 

 

【糟谷会長】 

市長の代理のための区長では意味がない。 

 

【杉本委員】 

宣伝とキャラクターと一緒に伸びてもらいたい。 

 

【糟谷会長】 

上手い表現の仕方を考えたいですね。 

それ以外に全般的にどうでしょう。 

皆さんのご意見を聞くのはこれが最後のような形になりますので。 

 

【雨宮副会長】 

情報発信をすごいやってほしいのですが、ルートをいっぱい作ってほしいなと思いま

す。在留時間が少ないのは見どころがないので、そのために情報発信をするのではなく

遊びに来たいという魅力の町にしなければならないということなんですよね。情報発信

しても、「なんだ、来たら景観しかない」というのでは。京都に行ったらバスに乗ったら

回れるよっていうのがあるのと一緒で、そういうものがないと清水に来てよといっても、

清水に行ったら、見て結局通って終わりだったというものと同じなので、そういうもの

を観光施設の連携や何か置くなど作って戴きたいと思います。 

 

【藤井委員】 

ルートをちゃんとしましょうというものがないと、食べるところもそうだし見るとこ

ろもそうだし、そういうルートをちゃんとしたものにしてくださいというのは必要です

ね。 

 

【糟谷会長】 

ルートだけ作っても PRしない意味がないですよね。 
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【雨宮副会長】 

どちらも平行なんですが、やっぱりルートがないので他に流れて行ってしまう。 

 

【糟谷会長】 

ルートがないから PRできないという状況にある気がします。 

 

【雨宮副会長】 

先に魅力あるところをつくらないと魅力のまちにならないと終わりだったと思います。

日本平と久能があって、久能は駿河区になってしまうかもしれませんが、近場にあるも

のは入れてもいいと思うのでそういうルートというのはとても大事ではないかと思いま

す。 

 

【スリヤ委員】 

先程のキャラクターのことですが、さくらももこさんの絵を清水区のために、静岡市

とは別に、ちびまる子ちゃんの絵のついたものを作ってもらうということをお願いでき

るのではないですかね。ブルーに白の清水区のロゴは変えられないと聞きましたが、そ

れとは別にロゴを公募かわからないですけど作ってデザインしてもらって、よく高速道

路を走ると何県といって富士山の絵柄やシンボルがついているじゃないですか。そうい

った清水区のものを作ってそれをありとあらゆるところにつけるというのはどうでしょ

うか。 

 

【糟谷会長】 

今言われたことは、６ページの「各種イベントでちびまる子ちゃんを徹底的に活用す

る」という言葉でまとめられてあるけれども。先程の皆さんの意見の中で徹底的に活用

するにはお金がかかるということなんですよね。お金がかからないで徹底的に利用でき

る方法を考えろということになると思います。さくらももこさんを親善大使にして清水

区の PRする時にはただでやってもらうように市で頼むとか、そういう行動を起こさない

と。起こしたら、もしかしたらいいよとなるかもしれない。たぶんいかないと思います

が。一度言ってダメだからもうダメだではなく、何回でも活用するための方策を、清水

のためにということを言葉にした方が良いと思う。 

 

【雨宮副会長】 

最初からまる子ちゃんでなくても、誰かが清水の大使になって脚光を浴びたらそこに

来るような感じで、近場でもいいので何かまる子ちゃんでなくても清水出身の誰かに大

使になってもらって、清水をあげてその方を応援するような形をとると違ってくるかな
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というのがあります。 

 

【糟谷会長】 

今日皆さんにご意見を伺いまして、最終的に提言書にまとめていきたいと思います。

次回はこういうお話をしていられないので、基本的には具体的提案に書かれていること

を主体として、今日皆さんに出していただいた意見を参考に、よろしければ事務局の方

でまとめて頂いて、私と事務局で最終的なものをまとめさせていただいて皆さんにご提

案させていただくという方法をできれば取らせていただければありがたいと思いますが。 

 

「一堂賛同」 

 

【全委員】 

お願いいたします。 

 

【糟谷会長】 

それでは再度練り直して、具体的提案を作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。 

次回は平成 26年８月 20日（水）18時 30分からでお願いします。 

 

【事務局（洪）】 

  本日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】 

以上をもちまして、第９回清水区区民懇話会を終了します。 

ご協力ありがとうございました。 
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