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１．会議の名称 

平成２８年度第１回我孫子市観光振興計画推進委員会 

 

２．開催日時 

平成２８年６月２７日（月） 午後２時００分から午後４時３０分まで 

 

３．開催場所 

我孫子市議会棟 第一委員会室 

 

４．出席した委員その他会議に出席した者の氏名 

＜出席委員＞ 

藤井信行委員長、佐藤繁子副委員長、渡邊哲哉委員、村越孝一委員、 

奥山久美子委員、田口忠委員、宮本研三委員、入江紳吉委員、遠藤幸司委員、 

安河内志乃委員、間根山圭一委員 

＜その他会議に出席した者の氏名＞ 

市役所商業観光課（事務局）：染谷明宏課長、金子邦敬主任主事、山口早紀主任主事 

 

５．議題 

①委員長、副委員長の選出 

②アクションプランの進捗状況について 

③平成２８年度の主要事業について 

   ④アクションプランの検討 

→手賀沼のうなきちさんグッズについて 

   ⑤手賀沼観光施設誘導方針（案）について 

 

６．報告 

①｢ツール・ド・ちば｣の実施について 

②レンタサイクル ステーションの追加について 

③各種イベントの実施について 

（花火大会、おまつりスタンプラリー、県民の日スタンプラリー） 

④さくらプロジェクトについて 

（実施報告、寄附募集について） 

 

７．その他 

   ①観光大使について 
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８．公開・非公開の別 

公開 

 

９．傍聴人及び発言者の数 

傍聴人 ０人 

 

１０．会議の内容 

（１）委嘱状の交付 

（２）議事（要旨） 

○染谷課長 

今回新たな委嘱ということなので、議題①｢委員長の選出について｣は、私の方で進めま

す。委員長の選出については、いかがいたしましょうか。 

◆村越委員 

 前期に引き続き、藤井先生にお願いしたいです。 

◆間根山委員 

 私も藤井さんにお願いしたいと思います。 

○染谷課長 

 委員の皆さんから、引き続き藤井先生にお願いしたいとの声が上がりましたが、よろし

いでしょうか。 

☆委員全員 

拍手 

○染谷課長 

 ありがとうございます。藤井先生よろしいでしょうか。 

★藤井委員長 

 はい。 

○染谷課長 

 それでは、委員長席にお座りください。委員長が藤井先生に決まりましたので、議事の

続きをお願いしたいと思います。 

★藤井委員長 

 まず始めに、副委員長の選出になろうかと思いますが、どのように進めましょうか。ど

なたか推薦・自薦ありませんか。 

◆村越委員 

 委員長も引き続き勤めていただくので、副委員長も佐藤さんでどうでしょうか。 

◆佐藤副委員長 

 皆さんのご意見はどうでしょうか。 

☆委員の皆さんから異議なし 
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★藤井委員長 

 それでは、佐藤さんよろしくお願いいたします。 

☆委員の皆さん、事務局一同 拍手 

○染谷課長 

 藤井委員長、委員長と副委員長が決まったところで、部長の渡辺が別の業務の都合上、

大変申し訳ないのですが、ここで退席させていただきます。 

○渡辺部長 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

★藤井委員長 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。②アクションプランの進捗状況について、

事務局からお願いします。 

○金子主任主事 

 はい、議題②アクションプランの進捗状況について、私からご説明いたします。前回、

平成 28 年２月に一度説明しておりますので、今回はその時点から変わっている箇所につ

いて、また、当初、今年度で終了となっていましたが、継続する事業について、かいつま

んで説明します。資料のジャバラ折りのものをご覧いただきながら説明します。 

 一枚目、上から２番目の｢アクションプラン２ 水生植物園の再整備｣については、農政

課が計画を立てて再整備についての検討を続けていくとのことです。また、計画を進めて

いく中でアクションがあったら、その都度報告していきます。なお、現在は商業観光課が

菜の花・あやめ・コスモスなどの景観作物を栽培しています。 

○染谷課長 

 付け加えますと、平成 28 年度に｢高野山新田地区利用構想策定支援策定業務委託｣とい

うものがあり、農政課が主体となって、高野山新田地区の土地利用について報告書をまと

めると聞いています。私ども（商業観光課）が行っている水生植物園に関わってくるので、

進捗状況を含めて報告していきます。 

○金子主任主事 

 続きまして、｢アクションプラン４ 文化人の広場の整備｣について、こちらも平成 27

年度で終了としていましたが、手賀沼文化拠点整備計画の見直しなどがありましたので、

平成 30 年度までに、手賀沼公園のバーナード・リーチ碑の周辺に、我孫子市の文化人が

一覧できるコーナーを作り顕彰する予定とのことです。 

 続きまして、｢アクションプラン 12 『ジャパンバードフェスティバルの魅力向上』｣

になります。こちらについて変更点はほとんどありませんが、前回が“開催 15回目”、“我

孫子市制施行 45 周年記念開催”だったため、海外からの出展団体の招へいを行い、好評

だったため今年度も招へいする予定と聞いています。前回招へいした国は７か国あり、リ

トアニア共和国・モンゴル・台湾・インド・香港・フィリピン・ブルネイになります。こ

ちらについて、決定ではないものの今年も声かけを行っています。 
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 続きまして、｢アクションプラン 26 手賀沼遊歩道の魅力向上｣につきましては、今回

の次第にもあるように“さくらプロジェクト”において、３月 25日から４月 11日まで、

金曜日から月曜日にライトアップを実施しました。また、６月６日から桜の植樹への寄附

を市民から募り、手賀沼周辺や市内公園の魅力向上に向けて、引き続き植樹を実施してい

く予定となっています。こちらについては、次第の報告にも載せておりますので、この後

詳しくご説明申し上げたいと思います。 

 続きまして、｢アクションプラン 35 ガイドマップ・パンフレットの改善｣について申

し上げます。こちらは平成 27 年度の実施状況が、あびこガイドブック『ABI ROAD』の英

語版と中国語版（簡体字）を作成しました。｢アクションプランの進捗状況｣に書いてある

とおり、各所に置かせていただいております。平成 29 年度以降の実施予定として、『ABI 

ROAD』日本語版の改定をする予定です。 

 続きまして、｢アクションプラン 43 魅力的な景観ポイントのＰＲ｣です。平成27年度

の実施状況として、24年度から 26年度までに実施した｢我孫子のいろいろ八景探し｣で選

ばれた景観ポイントをガイド付きで散策する｢我孫子のいろいろ八景歩き｣を、我孫子の景

観を育てる会と協働で実施しました。また、各コースのマップも作成し、アビスタ・アビ

シルベ・湖北地区公民館・市民プラザ・市内の各行政サービスセンター・図書館で配布を

行っています。28年度以降の実施予定として、前年度に引き続き、｢我孫子のいろいろ八

景歩き｣を４回実施し及び実施する各コースのマップを作成し、先ほど申し上げたとおり

市内の各公共施設で配布する予定です。 

 最後に、｢アクションプラン 47 『手賀沼・手賀川活用推進協議会』の活動推進｣につ

いて、こちらに関しては、26 年度までが取組み期間となっていますが、28 年度以降も実

施予定となっており、広域的な連携により、手賀沼・手賀川やその周辺の様々な資源を一

体的に活用した魅力あるまちづくりのため、27年度に策定した｢つながるウォーターサイ

ドTEGA｣報告書に掲げた想定事業のうち、相乗効果が期待できるものを優先して実施でき

るよう具体的な計画を策定しております。また、報告書の想定事業として掲げているもの

のうち、着手可能なものから順次実施していく予定となっています。 

○染谷課長 

 少し付け加えます。｢手賀沼・手賀川活用推進協議会｣というのは、国、県、印西市、柏

市、我孫子市が入った会議となっています。どういうものかというと、手賀沼・手賀川を

活用して賑わいを持たせるためです。隣接する柏市、印西市と手を携えて、色々なイベン

トを行い、一緒になって盛り上げていこうというものです。国と県も入っているので、ま

さしく一体となって行おうというアクションプランがあるので、できるところから進めて

いくことになっています。今年度は、具体的にやっていくところを決めていくと聞いてい

ますので、こちらも引き続き進め、皆様にも報告していきたいと思っています。 

○金子主任主事 

 進捗状況についての報告は、以上となります。 
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★藤井委員長 

 何かご意見ありますでしょうか。 

○奥山委員 

 ｢アクションプラン 50 体験型観光資源を有する主体の活用｣の中で、28 年度の実施予

定として｢景観作物：3,993 千円｣｢観光農園：685 千円｣という金額が出ているが、これは

具体的に観光作物や観光農園に植えるものが決まっての予算なのでしょうか。 

○染谷課長 

 これは、農政課から出た資料なので、この場で詳しい話がわからないため、後日回答し

ます。 

◆奥山委員 

 景観とか体験とかの作物は、だいたい苺狩りなどが多いけれど、そういうものとは違う

ものを考えていて、オリジナルな景観作物や観光農園を考えているのかを知りたいです。

予算が出たということは、計画があるのではないかと思うのですが。 

○染谷課長 

 こちらについては、どういうものかを含めて、改めて皆さんにご報告していきます。 

★藤井委員長 

 具体的にはどのような形になりますか。 

○染谷課長 

 郵送か、あるいはメールなどで行います。 

★藤井委員長 

 わかりました。 

◆奥山委員 

 景観作物とは、どのようなものになるのでしょうか。 

○染谷課長 

 一般的には、季節ごとに秋にはコスモス、夏にはひまわり、春にはあじさいやチューリ

ップなどがあります。 

◆奥山委員 

 今はお花のことを言っていますが、“作物”ですよね。 

○染谷課長 

 そのあたりの詳細も併せてご報告します。 

 それから、資料の平成26年度実施状況にさかのぼってみると、｢いもほり・ブルーベリ

ー等｣ともありますので、新たに加わるものがあるのかなど、これらの予算なのか報告し

たいと思います。 

★藤井委員長 

 そのほかはよろしいですか。 
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◆佐藤副委員長 

 ｢アクションプラン 29 民間商店等のトイレ活用拡大｣について、千葉県の“自慢のト

イレでおもてなし”というのをご覧になりましたでしょうか。朝日新聞に掲載された記事

があります。インターネットでも調べてみました。東葛地区では、“流山商工会館のトイ

レ”が該当しています。近いところだと、木下の“きおろし水辺の広場トイレ”も載って

います。これは、今年の３月にインターネットで募集していました。こういったものを参

考になさるといいのでは。条件は５つあります。清潔が保たれている、明るい、臭いがな

い、トイレットペーパーの予備を置いている、洋式トイレが１か所以上あるとのこと。我

孫子ではそのような取り組みはなさっていますでしょう。 

○染谷課長 

 やっていません。観光トイレは具体的に進められていないので、既存のお店を使わせて

いただくなどしています。これから出てくる手賀沼観光施設誘導方針（案）などでも、出

てくることだと思います。 

◆佐藤副委員長 

 トイレについては、何回か推進委員会でも議題になっているので、参考にするとよいの

ではないかと思います。 

◆奥山委員 

 ちなみに、コンビニでトイレを使えるのか分かるようになっているのでしょうか。27

年度の実施状況には、｢コンビニエンスストアやスーパーなど、トイレを開放している店

舗が増えており｣とあります。 

○染谷課長 

 こちらについては、商工会に加盟している店舗には、協力のお願いをしています。表示

がなくても、コンビニは、｢トイレ貸してください｣と言えば貸してもらえることが多いの

ではないかと思います。商工会に加盟している店舗には、引き続きお願いをしていきたい

と思っています。 

◆奥山委員 

 外から見て、一般の人はわからないということですね。 

○染谷課長 

 何か貼ることなどはしていません。 

◆佐藤副委員長 

 先ほどのことについてもう一つ、こちらは、県から補助金が出るそうです。 

○染谷課長 

 ぜひ調査・研究していきたいと思います。 

★藤井委員長 

 そのほかにございませんか。 

◆遠藤委員 
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 ｢アクションプラン 12 『ジャパンバードフェスティバル』の魅力向上｣についてです

が、28年度以降の実施予定のところで、参加団体や来場予定者数が減っているようです。

これは縮小というわけではないのでしょうか。 

○染谷課長 

 縮小ということではありません。27年度は、市制45周年だったので、たくさんの団体

にお声をかけて、お金も増やして実施したという経緯がありました。28 年度は、通常通

りに戻るというところがあるので、若干数減るということが有り得るものだと思います。 

◆鈴木委員 

 ｢アクションプラン 33 携帯電話・スマートフォン向け情報発信の充実｣で、28 年度以

降の実施予定のところに｢我孫子駅南口階段下にAR（拡張現実）機能を付けた観光案内看

板を設置予定｣ということだが、これらは、具体的にどのようなものがいつ頃設置される

かなど決まっているのですか。 

○金子主任主事 

 時期などについては、フォローしていなかったので、担当課に確認後、先ほどと同様に

郵送かメールにてお知らせいたします。 

★藤井委員長 

 一般的に、これはどのようなものになるのですか。 

○金子主任主事 

 現在、市民課のロビーにタッチパネルの案内板が設置されているので、おそらくそれに

類するものだと思います。 

○染谷課長 

 市民課のロビーに、広告看板と合せて、パネルを触ると電気がついたりするものが設置

されています。そのようなものではないかと思います。情報不足で申し訳ありませんが、

こちらについても後日皆さんに情報提供していきます。 

◆遠藤委員 

 ｢アクションプラン 45 マスメディア情報の活用｣について、先月か先々月あたりに、

テレビ東京の｢なんでも鑑定団｣という番組に、隣の印西市が出ました。我孫子市にお宝が

あったら出てくださいというチラシが配られたが、我孫子市で鑑定団を呼べばいいのでは

ないかと思います。呼んだことはあるのですか。 

○染谷課長 

 呼んだことがあります。 

◆安河内委員 

 2010年くらいに一度来ています。 

◆奥山委員 

 市制40周年のときに、企画課が企画しました。 

◆安河内委員 
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 秘書課かもしれません。 

○染谷課長 

 また何か機会があれば、呼んでもよいですね。 

 よければ教えていただければと思うのですが、｢まちゼミ｣の関係について村越委員から

今の状況などをお願いできますか。 

◆村越委員 

 ｢アクションプラン 19 商業者（商店、飲食店等）間の連携強化｣に当たります。前回

の推進委員会でもご説明しましたが、“まちゼミ”というのを商店会が中心となってやろ

うとしています。各商店にお客さんに来ていただいて、そのお店のファンになっていただ

くことを目的にしています。普段、イベント的なものを開催して出店しても、その後各商

店に来てもらうことに繋がらないので、まずは自分のお店に来ていただけるということが

メリットです。今回は、天王台の南北の商店会が中心となって、約 20 店舗参加してもら

えることになっています。今年の９月中旬から 10 月中旬に実施する予定です。それに向

けて、｢岡崎まちゼミの会｣の松井先生に来ていただき、実際にまちゼミを実施する商店の

方にも説明会に参加していただいて、どのような講座をすればよいかや、宣伝の仕方など

のレクチャーを受けました。 

○染谷課長 

 ありがとうございます。現在、全国的にはやっていると聞いています。商工会も支援を

してくださっているので、ぜひ成功させて、全市的に波及させていければと思います。 

★藤井委員長 

 まちゼミは、どのような形でPRされるのですか。 

◆村越委員 

 まちゼミの実施方法で決まっていることの一つとして、地域を限定して行うことになっ

ています。天王台地区に限定してチラシを配っていくことになりますが、全市的に波及さ

せていきたいので、商工会を通じて各商店会にはチラシを配布します。市民向けには、新

聞の折り込みなどを行います。 

◆奥山委員 

 まちゼミは、どのような人が講演者、受講者になるのですか。 

◆村越委員 

 まちゼミは、“ゼミ”という名前が付いているので、難しく考えてしまうかもしれませ

んが、個店の商店主、例えば居酒屋のご主人が魚の捌き方講座をやるので、興味ある人は

来てくださいといった形で宣伝します。ゼミといっても、そのお店に来ていただくことを

目的に行いますので、お店の物を販売するといったわけではなく、個店の得意分野につい

て、鈴木委員は既にまちゼミのようなことをなさっていますが、“おいしいコーヒーの淹

れ方講座”のようなものに対して、何名かのお客さんに来てもらうというものです。です

から、商店主がお客さんに対して、得意なことを教えるというものです。 
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◆奥山委員 

 お客さんは、天王台地区の方になるのですか。 

◆村越委員 

 先ほども申し上げましたが、チラシは天王台地区に配布するので、天王台地区の方が多

くなるのではないかと思います。もちろん、それをどこからか聞きつけて、市内のどこか

ら来ていただいても構いません。 

★藤井委員長 

 そうしましたら、次第の｢②平成 28年度の主要事業について｣に移ります。｢①アクショ

ンプランの進捗状況について｣と関連するところもあるかと思います。 

○山口主任主事 

 私から説明させていただきます。資料の｢アクションプランに関わる平成 28年度の主要

事業について｣をご覧ください。こちらは、観光振興計画の中で定めたアクションプラン

に関わると思われる、今年度の市で行う事業についてまとめたものとなっています。アク

ションプラン名と、事業概要、事業費について読み上げていきます。 

 ｢アクションプラン５ 鳥の博物館の充実｣。｢フクロウの観察を確実に継続するため、

フクロウカメラ画像アーカイブシステムを更新する｣としています。こちらに 881 千円予

算が付いています。資料右の写真のようなかたちで、フェイスブック等で随時更新をして

いるようなものになります。フクロウの成長の様子が見られて、貴重な映像になっている

と思います。 

 続きまして、同じく｢アクションプラン５ 鳥の博物館の充実｣です。鳥の博物館が今年、

開館 26 年目を迎え、老朽化した空調設備を更新することとなっています。また、博物館

内部の塗装が破損している箇所の修繕、誘導などの非常灯について経年劣化により故障の

恐れがある箇所の交換を実施することになっています。こちらに 93,848 千円の予算が付

けられています。 

 続きまして、｢アクションプラン 10 観光資源の発掘・磨き上げ｣について、親水広場

の運営に関することとなっています。これから説明する３点は、観光振興計画策定時には

予定されなかった事業でしたので、便宜的に、このアクションプランに関わるものとして

説明させていただきます。まず１点目について、｢手賀沼の水環境保全に関する意識啓発

を目的｣として、手賀沼親水広場及び広場内の施設の管理運営を行います。広場内の水環

境保全啓発施設は、改修工事のため６月 28日から平成29年３月末（予定）まで休館しま

す。また、工事に伴い、第１駐車場、水の広場、じゃぶじゃぶ池、第２駐車場内のトイレ

が使用できなくなるとのことです。こちらに 17,788 千円予算が付けられています。次に

２点目について、同じく｢親水広場施設の改修｣として、広場内の水環境保全啓発施設を改

修し、手賀沼の水質浄化や生き物などに関する展示物を一新するとともに、以前の推進委

員会でもご説明したかと思いますが、施設内で新たに農産物直売所と飲食施設を整備しま

す。リニューアルオープンは、平成 29年４月予定です。こちらの事業費として、439,355
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千円付けられています。３点目として、｢高野山新田多目的広場の整備｣というところで、

水の館の改修に併せて鳥の博物館駐車場の南側隣接地に、80 台分の駐車場を備えた広場

を整備することとなっています。こちらに34,775千円予算が付いています。 

 続いて、こちらも｢アクションプラン 10 観光資源の発掘・磨き上げ｣についてです。｢景

観ポイント整備・誘導｣ということで、ハケの道の魅力化を図るため、地域の景観づくり

に携わる市民団体と協働して、ハケの道沿道に植栽を実施していくとのことです。こちら

に127千円の予算が付いています。 

 次に、｢アクションプラン 26 手賀沼遊歩道の魅力向上｣として、樹木の根が隆起する

ことで、デコボコしてしまっている遊歩道の修繕工事を行います。予算が5,516千円付い

ています。 

続きまして、｢アクションプラン 32 観光ホームページの充実｣ということで、視覚障

害者にも対応できるような PDF読み上げ機能を導入するとのことです。こちらが 98千円

となっています。 

 同じく、｢アクションプラン32 観光ホームページの充実｣の中で、｢若者定住化に向け

ての情報発信力の強化として、テレビ、ラジオを中心に、さまざまな広報媒体を組み合わ

せたメディアミックスや都内でのＣＭ放映、また、我孫子駅前に案内看板を設置して、更

なる広報・宣伝の強化を図ることになっています。こちらに 22,965 千円予算が付いてい

ます。 

 続きまして、｢アクションプラン 35 ガイドマップ・パンフレットの改善｣です。こち

らは私ども商業観光課が所管課となっています。以前、“あびこガイドマップ”というも

のを秘書広報課で作製しており、現在は“ABI ROAD”がそれに代わるものなのですが、実

際、我孫子に来てまち歩きをしようとする方が、参考にするときに“あびこガイドマップ”

が好まれる傾向にあるので、今年度、商業観光課で内容修正と増刷を行っていきます。

2,268千円予算が付いています。 

 続きまして、議題３にも関わってきますが、今年も手賀沼のうなきちさんのキャラクタ

ーグッズを作成・販売していきたいと考えています。また、着ぐるみも活用していますが、

市内のおまつりやイベントだけではなく、多く活用いただいているので、新たにもう１体

作製することになりました。併せて、525千円予算が付いています。 

 続きまして、｢アクションプラン 43 魅力的な景観ポイントの PR｣です。先ほどの進捗

状況の中でも出てきましたが、市民の応募をもとに我孫子の魅力ある景観として選ばれた

｢我孫子のいろいろ八景｣を散策するイベント｢我孫子のいろいろ八景歩き｣を昨年度に引

き続き実施していきます。534千円予算が付いています。 

 ｢アクションプラン 47 手賀沼・手賀川活用推進協議会｣の活動推進については、先ほ

どアクションプランの進捗状況で説明したものと同じ内容となっており、予算として

1,500千円付いています。 

 アクションプラン 10、15、26 にまたがるものとして、｢さくらプロジェクト｣について
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記載しています。進捗状況でも説明しましたが、｢①さくらライトアップ｣として、３月末

のライトアップに引き続き、４月１日から 11 日までの金曜日から月曜日に、親水広場周

辺の風歩道約80mを、夜桜の鑑賞ができるように、日没から午後９時までライトアップを

実施しました。また、｢②桜の植樹への寄附について｣は、後ほどご報告もいたしますが、

市のシンボルである手賀沼周辺や、市内各地の公園に桜を植樹することで、市の魅力を高

め、より一層ふるさと我孫子へ愛着を持ってもらうことを目的に寄附を募集しました。併

せて植樹も進めていきます。こちら資料に記載されている事業費が誤っているので、訂正

させていただきます。3,508 千円ではなく、5,516 千円となります。大変失礼いたしまし

た。主要事業についての報告は、以上です。 

続けて、議題｢③アクションプランの検討｣についても説明させていただきます。資料の

｢手賀沼のうなきちさんグッズ作製に関するアンケート｣をご覧ください。こちらは、先ほ

ど今年度の主要事業の中でも説明した｢アクションプラン 40 観光 PR キャラクターの活

用｣に関わるもので、平成 26年度から手賀沼のうなきちさんのグッズを色々と作ってきま

した。アビシルベでは缶バッチを作製し、商業観光課ではメモ帳やクリアフォルダなどを

作製して、アビシルベで販売しています。今年度も、好評のものは引き続き作製していき

たいのですが、また新たな品目も検討したいと思い、推進委員の皆さんにもご意見を伺え

ないかと考えて、こちらのアンケートを作成しました。予算が限られていますので、必ず

しもすべての意見を実現できるわけではないのですが、ぜひ忌憚のないご意見を頂戴でき

ればと思いアンケートを出させていただきました。回答締切は、平成28年７月29日（金）

です。本日から１か月後を想定しています。ご多忙のところ大変お手数ですが、郵送・メ

ール・ファックスのいずれかの方法で商業観光課までお送りください。事務局からの説明

は以上です。 

◆奥山委員 

 ちなみに、参考資料の中で売れ行きがいいのはどれですか。無くなりそうなものがある

のですか。 

○山口主任主事 

 好評で何回も作製しているのは、ボールペンとフェイスタオルです。 

◆奥山委員 

 資料の｢商業観光課で作製したグッズ｣の⑥ボールペン（２種類）ですね。 

○山口主任主事 

 はい。２種類作ったというのは、１度作って売り切れてしまったので、絵柄が異なるも

のを再度作ったということです。 

○染谷課長 

 １か月で444本販売した月もあります。途中で値段が100円から130円に上がっていま

す（染谷課長が持っていたボールペンを委員の皆さんに回して見ていただいた。）。 

◆奥山委員 
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 販売利益は、アビシルベにあるのですか。 

◆間根山委員 

 アビシルベでは、販売手数料だけいただいて販売しています。 

◆奥山委員 

 ボールペンのほかに売れ行きのよいものありますか。 

○山口主任主事 

 フェイスタオルが好評です。ストライプ柄は、一度作り直して今年の３月から販売して

いますが、既に半数くらいが売れています。 

★藤井委員長 

 アビシルベで売れているものはほかにありますか。 

◆間根山委員 

 やはりボールペンです。それから、クリアフォルダもよく出ます。あと、去年新聞で｢叶

え袋｣が取り上げられて売れました。｢中吉｣｢大吉｣｢うな吉｣というのを作って、中に入れ

ています。叶え袋は、一つひとつ手作りのため、大量生産ができません。お客様に事情を

説明して、待っていただいたこともありました。 

◆遠藤委員 

 この間、どこかの新聞に、うなきちさんのストラップのようなものが載っていましたね。 

○染谷課長 

 鞄に付けられるようなマスコットですね。ぬいぐるみは、商業観光課ではなく、あびこ

の魅力発信室で作りました。大きめのぬいぐるみは、市の職員が衣装を着せ替えたものが

読売新聞の東葛版に取り上げられ、好評を得ています。 

◆間根山委員 

 その着せ替えたうなきちさんは、来館者に鑑賞していただく目的でアビシルベにて展示

を行っています。もともと、あびこの魅力発信室では、販売目的ではなく、公共施設など

に設置するために作製したと聞いています。はじめに大きめのぬいぐるみは 100体作って、

小さめのぬいぐるみも作り、そちらは番組の視聴者プレゼントなどに用いているそうです。 

★藤井委員長 

 今年度の主要事業について、ご意見はありませんか。 

◆間根山委員 

 手賀沼のうなきちさんについて、確かツイッターをやっていると思いますが、あまり更

新がされていない状況が見受けられるので、どういったかたちで更新を行っているのかお

聞きしたいのですが。 

○山口主任主事 

 今、間根山委員がお話ししたように、手賀沼のうなきちさんのツイッターがあります。

ご指摘いただいたように、更新などが疎かになっているのが現状です。もともとは、２年

くらい前から始めて、イベントや番組収録などがあったら呼びかけて、｢遊びに来てね｣
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といったつぶやきとともに更新していました。我孫子市のツイッターというのも別にあり、

市からの情報はそちらで更新することになっています。どういう使い分けをしていくか検

討していくうちに、ないがしろになっているというのが現状です。庁内でもうなきちさん

のツイッター更新を、との声が出ることもあるので、もう一度どのように更新するのか確

認し、実践していくようにします。 

◆遠藤委員 

 今、うなきちさんの着ぐるみは、何体あるのですか。 

○染谷課長 

 現在は２体です。今年度、作製するものを入れて３体となります。予算を取っています

ので、近々３号機を作りたいと思います。 

◆遠藤委員 

 人気があるようで、借りようと連絡したところ、貸出中だと言われました。 

○山口委員 

 ほかにも同様のことがありまして、もう１体作ろうということになりました。 

◆佐藤副委員長 

 うなきちさんの PR についてですが、ラインのスタンプのようなものはありますでしょ

うか。カッパまつりのあびかちゃんもスタンプを作りました。このようなものも、宣伝に

なるのではないかと思います。 

○山口主任主事 

 あびかちゃんのラインスタンプを作ろうという話が出た時期と同じくらいか、それより

も前に、市役所の職員の中からも声が上がりましたし、市民の方からのご要望がありまし

た。我々も作ろうとしたのですが、権利関係を整えてからでないと勝手に使われてしまう

可能性があったので、商標登録の手続きを行いました。今年度から、ラインスタンプなど

に活用するよう検討していきます。 

◆間根山委員 

 今後、ラインスタンプは市で作るということですか。というのも、アビシルベの事業と

して、うなきちさんのラインスタンプの作製を考えており、一緒に考えていきたいと思っ

ていました。 

○染谷課長 

 協議しながら決めさせていただければと思います。 

★藤井委員長 

 そのほかありますか。 

◆奥山委員 

 グッズ作製のアンケートのところに書けばよいのだとは思いますが、これを見て思った

のは、観光客相手のグッズとして、ペットボトルの保温袋にうなきちさんがあると、冷温

ともによいのではないでしょうか。 
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○染谷課長 

 ぜひアンケート用紙に書いていただきたいですね。どんなことでも構いませんのでお願

いいたします。 

★藤井委員長 

 委員の皆さん、ぜひ色々な案を出してもらえたらと思います。ほかになければ、報告の

最後で｢さくらプロジェクトについて｣ありますが、次第｢４．報告｣の④とも重複してきま

す。時間も限られていますので、一緒にご説明いただけますか。 

○山口主任主事 

 資料の｢平成28年『あびこ桜おもてなしキャンペーン』アンケート回答｣と｢さくらプロ

ジェクト～桜の植樹費用の寄附を募集します！｣をご覧ください。平成 28年３月 25日か

ら４月 12 日までの金曜日から月曜日の手賀沼遊歩道沿いの桜をライトアップしている期

間中に、商工会に加盟している店舗に呼び掛け、出店をお願いしました。それを踏まえて、

出店した方にアンケートを行いました。アンケート結果を踏まえて私どもが思ったことと

しては、手賀沼遊歩道沿いが比較的涼しいエリアになっているようで、普通よりも少し遅

れての開花となりました。そのため、開花よりも前に出店したお店は、見に来る方が少な

かったことで、売上に繋がらず、その後、開花して花見客が増えていても再度出店する気

にはならなかったのではないかと考えました。桜の開花時期を予想して PR していくよい

塩梅を見極めるのが難しく、商業者の皆さんにご迷惑をかけた部分があったのですが、こ

の経験を踏まえて、来年度以降はより良い形にしていきたいと思っています。 

続きまして、｢さくらプロジェクトの桜植樹費用の寄附｣について、平成 28 年６月６日

月曜日から６月 17 日金曜日まで募集しました。我孫子市のシンボルである手賀沼周辺や

市内各地の公園に桜を植樹し、市の魅力を高め、より一層我孫子に愛着を持ってもらうこ

とを目的に、こちらの寄附を募集しました。寄附の区分は、２通りあります。一口３万円

と、一口３千円です。一口３万円頂いた方には、樹木板に氏名等を記載することができま

す。一口３万円の方は、71件寄附があったと聴いています。また、一口３千円も 56口の

寄附があったそうです。公園緑地課では、平成 28年 12月から平成 29年３月くらいまで

を目処に、植樹をしていくとのことです。募集要項に、植樹希望地区の選択ができ、例え

ば“手賀沼公園に植えたい”などの個別の意見には対応しかねるのですが、希望する地区

に添うようなかたちで植樹されるものとなっています。説明は以上です。 

○染谷課長 

 付け加えますと、桜を植える箇所というのは限られてしまいます。植える間隔は、約８

～10 メートルですので、育ったときのことを考えて同じ場所に何本も植えることができ

ません。公園緑地課としても、できるだけ寄附する方の希望に添うようにしたいというこ

とで、最低限、地区の希望を聞いて植樹していくということにしています。 

◆奥山委員 

 植樹予定地というのは、マップ上で明示されているのですか。 
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○山口主任主事 

 具体的には、出ていないのではないかと思います。寄附の募集案内チラシの裏面に、植

樹予定地として各地区ごとに候補地が挙がっています。どこに植えたかというのは、寄附

していただいた方に植樹後お教えすることになっているそうです。 

○染谷課長 

 資料にも書いておりますが、寄附していただいた方には、おそらくアクリル板のような

ものでプレートにお名前等を記載し、５年間の保証付きで責任をもって設置することとな

っています。 

◆奥山委員 

 こちらは、規格でいうと 3.5メートルということですが、植えた翌年には咲く大きさな

のですか。 

○染谷課長 

 少なくとも３年は掛かります。何輪か咲くことはあるかもしれませんが、見て桜が咲い

ていると認識できるまでは、３年と聞いています。 

◆奥山委員 

 昨年度、｢我孫子の景観を育てる会｣でさくらマップを作成しました。そちらに３年後に

は、追加更新したかたちにしたい箇所があり、植樹場所を知りたいと言いました。マップ

作りを更新する際に、我孫子地区や天王台地区などを再調査して更新していくかたちを取

れればと考えています。 

○染谷課長 

 ｢景観を育てる会｣のマップや情報は、非常に重要になると思うので、一緒になって参考

にさせていただければと思っています。 

★藤井委員長 

 市民から寄附を集めるのであれば、行政側は、責任をもってどこに誰の寄附の桜を植え

るかを示すべきだと思います。それが３万円の寄付をもって桜を植えるということで、こ

れは行政の怠慢です。最初から寄附に頼るのであれば、管理する上でも、場所を把握する

のは当然で、行政はそこまですべきなのではないでしょうか。 

◆村越委員 

 どこに植えるかというのは寄附した方にお知らせすることになっていますね。プレート

も付けますので。ただし、手賀沼公園のここに植えて欲しいという希望通りにするのが難

しいというお話だと思います。 

★藤井委員長 

 こんなことはないかもしれませんが、例えば若松に住んでいて布佐に植えられたとしま

す。10～20 年管理をするというのは当然です。子どもを連れて、桜がどんな風になって

いるか見に行くことなども含めて、その子どもたちが 10年後、20年後も我孫子に住むこ

とを考えて、行政側が担うべきなのではないかと私は思います。 
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◆鈴木委員 

 ｢桜おもてなしキャンペーン｣は、水の館の前のところでライトアップをしたと思います。

アンケートを見てもわかるように、商業者でよくなかったという方が多いです。これは、

純粋に来場者が少なかったということで、宣伝活動を今までもされていて、来年度もされ

るだろうと思います。私のやっているお店がアビスタから 200～300 メートルあたりのと

ころにあって、そこからずっと先の手賀大橋を越えた先でライトアップしていましたよね。

しかしながら、ほとんどのお客さんは、まず手賀沼公園に行きます。手賀沼公園から遊歩

道を歩いて水の館まで行かれるのですが、遊歩道は我孫子高校の手前で一度終わってしま

いますよね。ですから、手賀大橋のところまで行って、そこで諦めて帰って来られて｢実

はどの辺でやっていたんですかね｣といって、私のお店に寄っていかれた方が多くいまし

た。今回のライトアップとキャンペーンをやっている期間中のことです。ですから、遊歩

道の我孫子高校あたりから、ライトアップの案内図などを出した方が、大勢の方が会場ま

で行かれたのでないかと思います。皆さん探されているが、うろ覚えのままで行かれると、

まず我孫子なので手賀沼公園なのかな、と思って行かれる。歩いて遊歩道行くが、力尽き

て見ずに戻られる。でも桜は見たいので、｢北柏の方に行けば見られますかね｣という方も

いたくらいです。ぜひ告知なり看板なり設置していただければと思います。 

○染谷課長 

 ぜひ、来年度には活かしていきたいと思います。 

★藤井委員長 

 そのほかありますか。なければ、次に進みましょう。｢手賀沼観光施設誘導方針（案）

について｣お願いします。 

○染谷課長 

 ｢手賀沼観光施設誘導方針（案）｣ということで、まだ（案）の段階です。以前の推進委

員会の中でも簡単にご説明させていただきましたが、当時は、まだ権利者の方にご説明す

る前だったので、詳しくお話できておりませんでした。今回は、権利者の方にご説明もし、

アンケートを取るなどもしましたので、推進委員の皆さんにも（案）としてご説明させて

いただきます。 

 まず、こちらの策定の趣旨として、我孫子市はご存知のとおり 3.11 の東日本大震災の

影響も受けて、非常に人口減少や少子高齢化などが進んでおります。今後、また持続可能

な自立した我孫子市を続けていくためには、やはり商業の活性化や観光の振興が必要にな

ってくることから、我孫子市最大の観光資源である手賀沼を活用して、更なるにぎわいと

交流人口の拡大を図っていきたいと思い、こちらの誘導方針を策定しています。 

 実際にどのような方針かというと、大きく５つに分けています。１つ目は｢策定の趣旨

（背景と目的）｣、２つ目として｢方針の位置付け｣、３つ目は｢誘導する地区｣、４つ目は｢我

孫子新田地区における手賀沼観光施設の誘導方針｣として、誘導する施設の種類、更には

施設の高さや形態・意匠などについて、最後に｢実現に向けて｣とまとめています。 
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 策定の趣旨は、先ほども申し上げたように、我孫子市最大の観光資源である手賀沼の魅

力化と、それに基づいてにぎわいの創出と交流人口の拡大を図っていくということです。

｢我孫子市観光振興計画｣の中でも、リーディングプロジェクトに位置付けられている｢ア

クションプラン１ 手賀沼観光の拠点となる飲食・物販施設の設備｣があります。さらに、

２年前に市役所職員が庁内で作った｢定住化策検討プロジェクト｣の報告おいても、“手賀

沼魅力向上”という項目が出ており、水上アクティビティやカフェなどの飲食店の立地な

どの要望がありました。また、｢手賀沼・手賀川活用推進協議会｣における『つながるウォ

ーターサイドＴＥＧＡ』という報告書の中でも、手賀沼を活用したさまざまなイベントや、

水辺のオープンカフェなどが出ています。そのようなことから、リーディング地区である

天王台地区の西側から根戸新田付近までを、観光についての方針を定めていくことになっ

ています。また、リーディング地区の中には、｢根戸新田地区｣｢我孫子新田地区｣｢若松地

区｣｢高野山新田地区｣の４つの水辺地区があります。なお、若松地区は、第一種低層住居

専用地区であることから、商業施設を持ってこられない地域となっています。必然的に若

松地区を除くと、｢根戸新田｣｢我孫子新田｣｢高野山新田｣となります。若松地区を除く３つ

の地区について、まず“交通アクセス・駅からの距離”、“水辺の利用”、“観光スポット・

イベント”、“土地利用における法規制”という項目で分類しています。それぞれ特色が書

かれており、根戸新田においては、｢我孫子駅から１km 以上離れている｣、水辺の利用に

ついては｢現在も展開はなく、可能性も低い｣、土地利用による法規制においては、市街化

調整区域であるとともに全てが農用地区域であることから、根戸新田地区はこの方針には

あまりそぐわないのではないかということになります。さらに、高野山新田地区において

は、交通アクセスもよい、水辺の利用もある、観光スポットとしても鳥の博物館や水の館

があってよい、ただし、土地利用における法規制の部分で、市街化調整区域であり一部を

除いて農用地区域であることから、今回の観光施設の誘導方針については、農用地区域で

はない我孫子新田地区が一番望ましいということになり、今回の誘導方針の最もふさわし

い対象地区として位置付けています。 

 そして、前後しますが、このような計画を策定する際には、市のほかの計画とも整合性

を取る必要があります。市の基本構想に即していて、市の憲法である｢第三次基本計画・

実施計画｣とも調整・整合が図られています。また、私たちが現在進めている我孫子市観

光振興計画の中でも、先ほど申し上げたようにリーディングプロジェクトとして、｢アク

ションプラン１ 手賀沼観光の拠点となる飲食・物販施設の整備｣に位置付けられていま

す。このようなことから、手賀沼観光施設誘導方針は、市の全ての計画・方針と整合が図

られているということでまとめられています。 

 それでは、実際にどのような誘導を行っていくのか。２つ考えられます。｢手賀沼その

ものを活用する施設｣、｢観光客をもてなすための施設｣です。１つ目の｢手賀沼そのものを

活用する施設｣には、現在も既に何店かある貸しボート店、レンタサイクル店、展望施設、

遊覧船乗り場とその待ち合い所、水上アクティビティ施設とその管理事務所、手賀沼に関
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連する水族館。次の｢観光客をもてなすための施設｣としては、観光案内所、食堂、レスト

ラン、喫茶店、コンビニエンスストア、手賀沼や我孫子市に関連する土産物の販売店、地

元農産物直売所。農産物直売所については、ご存知のように水の館に入ることとなってい

ますが、現在ある我孫子新田がどうなるか結論が出ておりませんので、この案の段階では

直売所も記載しています。さらに、シャワー施設、ロッカー施設、観光客用駐車場・駐輪

場とその管理事務所、そして公衆トイレ。このようなものを位置付けています。これらに

ついては、｢都市計画法第 34 条第２号｣に基づき、市街化調整区域であっても、観光資源

の有効な利用上必要な建築物については、市長と協議が整ったものは許可できるというル

ールがあります。そこで、市長との協議が整い、観光施設に特化したものであれば、とい

うことで、先の２種類の施設を挙げています。ただし、市街化調整区域では、福祉施設や

老人ホーム、学校関係の施設も作れる仕組みになっています。しかしながら冒頭にも言っ

たように、この地区は市として観光施設を誘導していくことにしています。それをより効

果的に進めていくためには、地区計画という都市計画法上のルールがあります。このルー

ルを一緒に掛けることによって、観光に特化したものを作ることが可能となります。今言

ったことが、｢５．実現に向けて｣に地区計画の話を含めて書いています。観光振興の目的

にそぐわない施設の立地もあり得ることから、既存の土地利用への配慮も含め、更に具体

的な内容を地区計画で定めて、積極的に観光を目的として推進していくかたちでまとめて

います。 

 以上のことについて、今すぐこの場でもよいので、何かご意見があれば頂戴していきた

いと思っています。全てのご意見を反映できるかは、地権者などの意見もあるので確約は

できませんが、ぜひ忌憚のない意見を、ということで、今回ご紹介いたしました。現在、

商業観光課としては、我孫子新田地区を観光で、カフェや水上レストランなどに来ていた

だき、にぎわいを持たせていきたいと考えています。地区は、約４ヘクタールあります。

将来、沼側についても遊歩道ができて、水上レストランが可能になるなど、将来を見据え

た上で、この方針をまとめていきたいと考えています。 

★藤井委員長 

 ご意見ありますか。 

◆安河内委員 

 しゃれたカフェやレストランというのは、我孫子市の雰囲気にそぐうようなものがよい

と思います。今、外国のお客さまが魅力を見つけて、後から日本のお客さんが来るのがト

レンドになっています。しゃれたものより、少しなつかしく感じるような雰囲気をかもし

出す建物の方が集客するのでは。かっこいい建物は、東京にあるので、日本の古きよきも

の、大事なもの、水まわりは最新のもので。イギリスは、外をこわさずに中だけをリノベ

ーションします。だから街の外観がひとつの色で染まり、整っています。我孫子は、白樺

派の方が住んでいたり市民の意識が高かったりと、ほかの市とは違う特色があるのでそれ

を入れるとよいのではないでしょうか。 
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○染谷課長 

 先ほど申し忘れましたが、この地区は、市の土地であれば思い切り絵を掛けますが、地

権者の方が約 40 名います。大多数は民の方がお持ちで、どういう開発になるのかわから

ないところがあります。全て市の土地であれば、一つの絵を描けるが、民の方がお持ちの

土地が多くあるので、色々なかたちでお願いをしていきたいと思っています。 

◆鈴木委員 

 ふるさと産品など土産物の立場から言わせていただくと、やはり人が集まる場所になる

ので、食堂レストランなどは一つのかたちでもできるが、駐車場や駐輪場のスペースを持

っていただいて、例えば観光バスが止められるくらいのスペースが必要。土産物をまとめ

て販売しているところがないのが現状で、アビシルベで販売しているが、スペースの問題

で一堂に会していません。やはり要望が一番多いのは、我孫子のふるさと産品がトータル

でそろうところがないのですかという声がありますので、そういうところもぜひ考えてい

ただきたい。施設的にいえば、例えばログハウスのように自然に特化したような形で統一

するのがよいのではないでしょうか。それから、例えばレストランなどをやられるのであ

れば、白樺派のカレーを扱うなどアピールしていただいて、我孫子に来たら白樺派のカレ

ーを食べていただいて、お土産を買って帰ってもらうというがよいのではないでしょうか。

ぜひそういったイメージを地権者の方にも伝えていただければと思います。 

○染谷課長 

 ぜひ伝えていきたいと思います。 

◆奥山委員 

 ｢我孫子新田地区において、この方針に基づき、企業や個人事業者による事業展開を促

し｣とありますが、今の時点で、企業や個人事業者が企画案を出したことはあるのですか。 

○染谷課長 

 まだありません。先日地権者への説明会を行い、アンケート調査をすることとなり、調

査結果がまとまりつつあるところですので、皆さんがどのように使っていくかという要望

は、これからになると思います。 

◆奥山委員 

 窓口は、商業観光課ということですか。 

○染谷課長 

 はい、まず商業観光課に来ていただいて、こういうものを作りたいということになると、

建築基準法や宅地に関わるので、担当部局に移して審査に入っていくことになります。 

◆奥山委員 

 地主さんとの兼ね合いというのは？ 

○染谷課長 

 きちんと方針が定まってからのお話になります。地権者へのアンケートは、当初予定に

なかったのでスケジュールが少し遅れています。８月か９月末には、方針案がまとまって、
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そこから地権者から｢こういうものはできるんですか？｣などといった声が上がってくる

か、というところです。ですので、委員の皆さんにも方針案を読んでいただき、何か意見

や質問、要望があれば仰っていただければと思います。すべてを了承するわけにはいかな

いのですが、ぜひ参考にさせていただきたいです。 

◆奥山委員 

 書類の手続き、申請その他については、商業観光課を通すにしても、実際に市長が法第

34条第２号に相当すると認めた場合は、個人なら個人の資金で行うのでしょうか。また、

場所の指定はあるのでしょうか。 

○染谷課長 

 場所は、地権者がそれぞれお持ちの場所になります。大小それぞれありまして、当然我々

としては基準が設けます。例えば駐車場はないけれど店だけやっていいのかというと、そ

ういうわけにはいかないと思います。高さをどうするか、周辺にお住まいの方々への配慮

などを含めて、地区計画とともに定めていきたいです。 

◆奥山委員 

 地権者が全てこのようなものを作るということですか。 

○染谷課長 

 そうです。市が作るわけではありません。地権者が今までできなかったことを、観光に

特化してやっていただきたいということです。 

◆奥山委員 

 建物などは、地権者が投資するということですね。 

○染谷課長 

 そうです。場合によっては個人でやることもあるでしょうし、民間の方にお貸ししてと

いうこともあると思います。当然いろいろなパターンが出てくると思います。 

◆奥山委員 

 地権者の方が、40人くらいこのエリアにいらっしゃるということですね。 

○染谷課長 

 そうです。 

★藤井委員長 

 ほかになければ、私からも少しよいですか。これだけのエリア、これだけの観光資源で

お客さんが来ますでしょうか。全く意味がないと言っているのではなくて、もっと観光資

源がないと、またハコモノだけ作ってもその先の姿が見えているように思えます。 

○染谷課長 

 本来、市街化調整区域は、市街化区域と違って建物が建ってはいけないエリアです。法

第 34 条第２号で建てようとすると、その範囲が狭められているので、地区計画を定める

ことで、方針案に記載している観光に特化したものは、建てることが可能になるというこ

とです。今、仰ったように、狭いエリアの中で観光にうまく乗せられるかというと、この
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くらいが限度になります。市街化調整区域は本来何も立たないというところから始まって

いるのです。 

★藤井委員長 

 例えば、志賀直哉邸などの文化施設を移転するのも一つの考え方になると思います。そ

ういったウリになるものを、新たな観光資源として有効に活用するという捉え方もある。

（方針案に書かれている）このようなものしか観光資源に考えられないというのではなく、

まだまだ観光資源になり得るものがある。それらをうまく活用できないものでしょうか。 

◆鈴木委員 

 一番資金をかけずに人を集められるのは、ドッグラン。方針案には乗っていないが、我

孫子に本格的なドックランがないかと思っている人は多い。市町村で力を入れているとこ

ろは、かなり集客もある。ほかの市町村を見てほしい。そうすると専用のマップなどにも

載るので、それだけでも集客力アップにつながるのでご一考いただきたい。 

○染谷課長 

 可能かどうかも含めて、研究していきたいと思います。 

◆佐藤副委員長 

 先ほど、我孫子新田地区は４ヘクタールと仰っていましたが、それぞれの土地は大小が

あり、また奥と手前とで分かれていると思います。全員が協力して一体的なことができる

ならよいですが、｢うちはコレだけの土地だから、コレだけの店を作る｣などとみんなバラ

バラになってしまいます。そうならないように、40 軒全部に、観光して周りやすいよう

な楽しいような雰囲気づくりをしてほしいと思います。それこそこのようなところに、桜

を植えるなどして四季折々楽しめるように、建物だけでない見どころのあるまちづくりを

しては。 

○染谷課長 

 誘導方針案に、高さや形態意匠、景観を守りましょうといったことも書いています。そ

して、仰るように、大きい土地、小さい土地とあります。逆にいうと、大きい土地を利用

した観光施設があって、小さい土地ならではの観光施設があってというように、思い思い

の面白さや魅力的なものが図れるという意見も内部でありました。今は美観地区のように

統一感を持たせることも一つありますが、既にあそこではラーメン屋さんやファミレスな

どがあります。そして当然、個人の方が持っている土地となれば、それに見合った面白さ

があるのでは、という議論もありました。今、言われたご意見もあのエリアを壊さない程

度に魅力あるものにというものを地権者の方に伝えていきたいです。立地基準を私どもで

一緒になってこれから作っていこうと思っています。 

 また何か、持ち帰られてお気づきのことがあれば、いつでもよいので言っていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

◆奥山委員 

 最後に一つよろしいでしょうか。こちらの誘導方針案の具体的な方向性が見えてきたと
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きに、プロジェクトのように取りまとめるかたちで立ち上がるのでしょうか。 

○染谷課長 

 これはあくまで方針なので、そのようなことはいたしません。地権者の方が何かやりた

いといったときは、我々で基準をきちんと定めて誘導していきます。商業観光課に申請に

来られて該当するようであれば、その後、建築住宅課なのか都市計画課、それから宅地課

などに移って、きちんとした建物が建っていくことになります。 

◆奥山委員 

 ということは、ひとつひとつの建物が、ぽつんぽつんと建物が少しずつ具体化していく

ということですか。 

○染谷課長 

 一気には建たないので、そのようなかたちになるかもしれません。 

◆奥山委員 

 委員長が仰っているように、観光という目的が手賀沼の我孫子新田地区にあるならよい

けれど、最初の一発目を建物建てる方は、不安がありそうな気がします。 

○染谷課長 

 ただ、アンケートの中でも、｢我孫子は遅い。10年早くやってくれよ｣｢早急にやってく

れ｣という権利者の方いました。 

◆奥山委員 

 そういう方が一体となって、一緒にやっていけるのならよいですが、時期も行政でいわ

れた範囲内であったにしても、誘導方針としての狙いは、実現的に観光施設が稼動するの

かという不安要素が現時点で大きい。一人で先行してやってしまい、後に続かないという

状況に陥るような気がします。 

○染谷課長 

 いろいろなお話を聴きますと、業者が何件か地権者の方にご相談が来ているとも聞いて

います。 

◆奥山委員 

 それは民間の企業がということですか。 

○染谷課長 

 具体的な名前などは聞いていません。 

◆奥山委員 

 アリオ柏を見てもそうですが、“アリオ”といえばどこでも同じような店が入っていま

す。アリオまでバスに乗って柏まで行かなければいけないのか、という思いが私にはあり

ます。それと同じように、我孫子らしさで観光地として歩むようにしないと、一般企業が

アリオを作るように、どこにでもあるものになってしまうと思います。 

○染谷課長 

 我々の思いとしては、どこにでもあるようなものではなく、いろいろな魅力的なものに
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来ていただきたい。 

◆奥山委員 

 それはみんな、私たちも同じ思いです。このように動き出したら、我々が望むものでは

ない部分の企業や個人が一度に始めるか、一人だけで終わってしまうか、どちらかになる

のでは。 

○染谷課長 

 そのあたりは、観光施設として誘導するものを限定していきます。 

◆奥山委員 

 地元優先にしてもらいたいですね。 

○染谷課長 

 またほかにありましたら、後ほどご意見いただければと思います。 

★藤井委員長 

 それでは、次第の報告を簡単にお願いします。 

○金子主任主事 

 ｢３．報告①｢ツール・ド・ちば｣の実施について｣私から報告いたします。｢ツール・ド・

ちば2016開催概要（案）｣をご覧ください。こちらに関しては、主催者からこのようなも

のを行いますという申し入れがありましたので、この場でご報告させていただきます。今

回の2016年で11回目を迎えます。今までは、南房総の方で行っていましたが、今回は趣

向を変えて成田やこちらの方で行うとのことで、コースとしては珍しいこととなっていま

す。日程は、2016 年 10 月８日（土）から 10 日（月・祝）の３日間になります。１日約

100kmで、全長で約 308.6kmを３日間で走るというものです。道路規制などをせず、タイ

ムも競わず、１日ずつスタートからゴールを決めて、４回休憩ポイントを決めて走るもの

となっています。その４つある休憩ポイントのちょうどお昼の時間に当たるのが、我孫子

市の手賀沼公園になっています。主催者からは、お弁当などの手配をしてほしいとのこと

なので、商工会に話をしています。 

○染谷課長 

 300～500 くらいのお弁当を我孫子市で頼みたいとのことで、商業の活性化につながる

ことでもあるので、手賀沼公園を使って休んでいただき、お弁当を市内の商店に作ってい

ただこうということで協力したいと思っています。 

○金子主任主事 

 概要は以上のようになります。 

 続いて｢②レンタサイクル ステーションの追加について｣も私からご説明します。次の

｢セブンパークアリオ柏でのレンタサイクルステーションの増設について｣が概要となっ

ています。内容としては、我孫子市と柏市と共同で、手賀沼周遊のレンタサイクル事業と

いうものをやっており、ステーションがそれぞれの市にあります。我孫子市側は｢手賀沼

公園｣、｢サイクルパーク我孫子南｣、｢我孫子市鳥の博物館｣にあります。柏市側には、｢道
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の駅しょうなん｣と｢北柏ふるさと公園｣にあります。今回、アリオ柏がオープンするとい

うことで、アリオ柏から柏市に自転車を寄附したいという話があり、柏市が検討した結果、

アリオ柏にもレンタサイクルステーションを設置してはどうかという話が出て、当市とも

協議した結果、６月４日からレンタサイクルステーションを設けています。貸出しは土日

のみ行っており、４日（土）の貸出しは２台、５日（日）は０台でした。現在のところ少

ないのですが、設置を急ピッチで進めたので宣伝ができず、利用は徐々に増えていくもの

と考えています。 

 ③については、山口から報告します。 

○山口主任主事 

 ｢我孫子市で行われるイベントの実施について｣報告いたします。まず、手賀沼花火大会

が今年も開催されることとなり、日時が平成 28 年８月６日（土）にあります。荒天の場

合は、７日（日）に順延となります。例年と同じく、柏第一会場、第二会場で、我孫子で

も手賀沼公園、手賀沼ふれあいライン沿いを会場として、手賀沼湖上で打ち上げを行いま

す。例年、駅頭募金やイベント募金を行っていますが、今年は熊本での地震被害があり、

義援金募集を行っていた都合上、６月から始めたところです。皆様もよろしければ募金の

ご協力をお願いいたします。 

 続きまして、｢おまつりスタンプラリー｣です。今年で５回目の実施になりますが、市内

の市民まつりや市の主催・共催のおまつりを対象としたスタンプラリーになっています。

２地区以上かつ３つ以上のおまつりを回って応募していただくと、豪華景品が当たるとい

うものになっています。年々応募者数が増えており、今後も継続して商業活性化につなげ

ていけたらと考えています。 

 最後に、｢県民の日スタンプラリー｣のご案内です。毎年６月 15 日の千葉県民の日に合

せて、千葉県内の地域ごとに行う行事となっています。東葛飾地域では、｢東葛を楽しむ！

体験スタンプラリー｣を行っています。先日、６月 25 日（土）には｢あびこラグビーＤＡ

Ｙ｣というＮＥＣのラグビーグラウンドで行われるイベントにお邪魔してきました。皆さ

んはラグビーを見に来ていましたが、こういうものを行っているというＰＲをして、我孫

子だけではなく東葛飾６市に足を運んでいただく仕組みとなっています。もし皆さんも機

会がありましたら、２つだけハンコを集めれば応募できるので参加してみてください。 

★藤井委員長 

 何か質問はございますか。 

 それでは、最後｢その他｣になりますが、何かございますか。 

○染谷課長 

 事務局からよろしいでしょうか。これは委員長の方からお図りいただければと思うので

すが、観光大使の件について、平成 26 年度から検討を始めて、例えば電車があるのでた

すきを掛けて宣伝すればよいという案が出たものの大変な金額が掛かることがわかり、ス

トップしているところです。また、それよりも観光資源の磨き上げが大事ではないかとい
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う議論になり、昨年の２月の推進委員会において、安河内委員から上橋さんなどもいらっ

しゃるので、議論してもよいのではないかということになり、私から引き続き検討してい

きましょうということだったかと思います。もう一度観光大使について、今議会でも出ま

して、観光大使に限らず、○○大使、例えば文芸大使やスポーツ大使などの必要性を考え

てはどうかと出たものですから、みなさんとの共通認識をもって再度ご議論いただいて、

観光大使を決めてもよいし、必要ないという結論でもよいですし、このような大使なら必

要ではないかというご意見でもよいです。なお、観光大使でなくなった場合には、担当部

署に投げかけを行うことになるかと思いますが、そういうやり方もありだと思います。そ

のようなかたちで、今一度、委員長の方から皆さまにご確認いただければと思っておりま

す。 

★藤井委員長 

 わかりました。説明があったように、推進委員会では以前、大使を決めても実際に足を

運んでくださった方ががっかりして帰ってしまうのはいけないという議論があり、観光大

使を決めるより観光資源の発掘を先行しようということで、大使についての結論を決めて

いなかった経緯があります。それとは別に、議会・行政の方でこの話が出ているそうなの

で、推進委員会でもう一度意見をまとめてくださいということですか？ 

○染谷課長 

 委員の皆さんがそのような認識でいらっしゃるならば、次回以降そのような議論の場を

ぜひ作っていただければと。 

★藤井委員長 

 次回の委員会で具体的に決めましょうということですね。 

○染谷課長 

 今日は時間がないものですから、もう一度皆さんの認識の確認を取ってから進めさせて

いただければということです。そして、次回の会議まで時間が空いてしまうので、できれ

ば観光大使についてのアンケートもメールなどで、今考えられるものを返していただいて、

次回にその結果を出せるようなところまでいけると、なおよろしいと思っています。 

★藤井委員長 

 いかがでしょうか。観光大使を、と考えるのは自由なので、アンケート用紙を見せてい

ただきますか。 

◆村越委員 

 以前もアンケートを実施しましたね。そのときの意見では、こういう方はどうですかと

いった具体的なことも出ていました。委員長も仰っていましたが、以前のときは、観光大

使を無理やり決めるよりも観光資源をつくることが先とのことでした。必ずしも観光大使

がいらないというわけではなく、ふさわしい方が現れれば、大使をお願いしてもよいので

はと、安河内さんが仰っていましたが、上橋さんはあのとき国際アンデルセン賞を獲られ

て、タイムリーでした。ですので、委員の皆さんは、無理して観光大使を決めなくてはな
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らないというスタンスではないと思います。機が熟したらという感じだと思うのですか。 

◆鈴木委員 

 機が熟すのを待っていて、10年20年先になる可能性も高いと思います。観光大使がい

らないというお考えもありますよね。観光設備などハード部分を整えてからということだ

と、時間もかかるわけです。なので、例えば観光大使というのは大使としていていただい

てもよいのではないかと。ふるさと産品の立場から言わせていただくと、｢心のふるさと

観光大使｣というように｢ふるさと｣という言葉を入れてもらい、我孫子に関係のある方な

らどなたでもよいと思います。上橋さんは、当時アンデルセン賞などでタイムリーでした

が、現在でも｢精霊の守り人シリーズ｣がNHKでファンタジー大河として、３年くらい続け

て、そのような意味でもかかわりがあります。もしくはお名前の出た青木さんなど我孫子

出身の方など、まずは関係者の方にお聞きすることは簡単です。大使が要る要らないを推

進委員会で議論することもよいですが、できることから、プランだけでなく実際にできる

アクションをしてみてもよいのではないでしょうか。例えば｢上橋さんや青木さんにうか

がいました、でもこちらでは無理です｣といった報告をもらえたら、それはそれでまた検

討していくことができると思います。机上の空論だけで何も動かないというのは。ふるさ

と産品の方でも、自分たちでやれることからといって進めているので。 

○染谷課長 

 一度、皆さんにお聞きできることをアンケートにまとめてご意見をいただければと。先

ほど言いましたように、観光大使だけでなく、あってもよいと思う大使があれば。そのよ

うな提案の仕方もできると思います。 

◆奥山委員 

 それは、私たち観光振興計画推進委員会が提案するのですか。 

○染谷課長 

 例えばスポーツ大使が必要で、こういう人がという提案がされたとしたら、私たちはそ

のような意見をフィードバックする役割があります。 

◆奥山委員 

 それは、以前したアンケートでこういう人がよいというのがありましたよね。その人た

ちの反応は。 

◆鈴木委員 

 どなたにもお聞きにはなっていないですよね。 

◆奥山委員 

 それではこちらがステップアップできません。 

◆鈴木委員 

 ｢こういう話が出ているが、正式にお願いしたらお引き受けいただけますか｣というとこ

ろまでは、言ってもよいのではないでしょうか。 

○染谷課長 
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 事務局としては、例えば３名くらいピックアップして伺う分にはよいのですが。まずは、

何人か皆さんにご推薦していただいた中から聞くのが筋なのかなと思っています。ですの

で、そのあたりのご意見をお聞きできるアンケートを投げさせていただいてよろしいでし

ょうか。 

★藤井委員長 

 千代田線だけにはアプローチしたということですね。人には全然ですか。 

○染谷課長 

 千代田線にはアプローチしました。人にはしていません。 

◆鈴木委員 

 スポーツならいろいろな方がいますし、今なら NEC のラグビーチームの方もいるので、

チームの方になっていただくとか。田村選手などは日本代表などでも試合に出ています。

そういう方にスポーツ観光大使になっていただいていも、永遠になっていただかなくても

よいのだから、積極的に訊いてみるのは問題ないのではないでしょうか。 

◆安河内委員 

 グリーンロケッツそのものを大使としてもよいですよね。 

◆鈴木委員 

 我孫子にチームがあるのですから、それでもよいくらいですね。 

★藤井委員長 

 そういう議論は、一度やりましたね。 

○染谷課長 

 皆さんいろいろとご意見があると思いますので、一度間を置いて、また日が変われば違

う意見も出ると思うので、そういう投げかけをさせていただいてもよいですか。 

★藤井委員長 

 はい。そのほか委員の方から審議・議論してほしいことなどありますか。（無いことを

確認して）本日は、終了いたします。 

○染谷課長 

 長い時間ありがとうございました。また次回、行いたいと思います。 

 

 

 

 


