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１．会議の名称 

平成２８年度第２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１１月２１日（月） 午後２時００分から午後４時１５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、遠藤幸司委員、安河内志乃委員、間根山圭一委員、染谷幸和委員、

鈴木正美委員 

＜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平成28年度主要事業の進捗状況について 

②アクションプラン 41「観光大使の検討」について 

 

６．報告 

①アクションプラン 40「観光PRキャラクターの活用」について 

②「水の館」の新しい愛称について 

③我孫子駅開駅 120周年記念事業について 

④「あびバス」手賀沼のうなきちさんデザイン車両について 

⑤我孫子市ふるさと産品について 

 

７．その他 

   ①千葉県期間限定アンテナショップの開催について 

 

８．公開・非公開の別 

公開 

 

９．傍聴人及び発言者の数 

傍聴人 １人 
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１０．会議の内容 

（１）議事（要旨） 

◆藤井委員長 

 定刻となりましたので、始めさせていただきます。前回の会議概要（案）を送付いただ

きましたが、内容については承認いただけますか。 

※委員の皆さんからご指摘がなかったため、平成 28 年度第１回の会議概要について、承

認をいただいたものとします。 

◆藤井委員長 

 それでは、議事に入る前に、資料の確認を行います。 

○染谷課長 

 資料の確認は、私が行いますので、藤井委員長には「２．議題」から進行をお願いしま

す。 

◆藤井委員長 

 それではお願いいたします。 

○染谷課長 

 お手元の資料ですが、まず式次第があります。資料が７まであります。漏れはないでし

ょうか。万が一、ない場合には、速やかにご報告ください。 

 それでは、次第に基づいて進めます。次第「１．委員長挨拶」ということで、藤井委員

長から一言お願いします。 

◆藤井委員長 

 改めて、よろしくお願いいたします。 

 議事に入る前に、傍聴について確認します。傍聴希望者はいますでしょうか。 

○金子主任主事 

 本日、１名いらっしゃいます。 

◆藤井委員長 

 みなさん、１名の方にお入りいただいてよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 異議なし。 

◆藤井委員長 

 それでは、ご案内ください。 

※傍聴人１名の入室。 

◆藤井委員長 

 傍聴者の方は、傍聴要領に則った傍聴をお願いします。なお、我孫子市観光振興計画推

進委員会傍聴要領第４条により、傍聴人の発言機会はありませんので、ご了承ください。 

 議題に早速入りたいと思います。事務局からお願いします。 
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○金子主任主事 

 議題の１つ目、「平成28年度主要事業の進捗状況について」ご説明します。 

 資料１をご覧ください。前回、平成 28 年度第１回にてご報告した事業の中から、進捗

があったものを記載しています。記載した中にも、前回「実施する予定」とあったものを

「実施した」などと修正しただけの事業もあるので、更にかいつまんでご説明します。 

 まず、「アクションプラン 10 観光資源の発掘・磨き上げ」のうち、「親水広場の改修」

についてご説明します。資料には、３点並べていますが、水の館の新しい愛称を募集した

件については、後ほど山口からご説明します。続いて、「親水広場施設の改修」について

は、28年７月に改修工事をスタートさせ、29年３月に完了する予定です。次に、「高野山

新田多目的広場の整備」については、現在、鳥の博物館駐車場奥の沼側を“多目的広場”

とするため工事を行っています。こちらは、28 年９月下旬から工事を開始し、駐車場部

分は、今年、整備をして更地にし、29 年度にアスファルト舗装をする予定となっていま

す。 

 次のページの一番下、「アクションプラン 40 観光 PR キャラクターの活用」について

申し上げます。11月初旬に、手賀沼のうなきちさんの３体目の着ぐるみが完成しました。

この着ぐるみは、頭部分が胸くらいまで覆う形となっています。これまでの着ぐるみだと、

肩を覆うくらいだったので、平均的な身長の人が入ると２メートル近くになってしまって

いましたが、今回作製した着ぐるみは、あまり威圧感のない形になっており、表情なども

かわいらしくなっています。 

 続いて「アクションプラン 43 魅力的な景観ポイントの PR」についてです。こちらは、

市民に選ばれた“いろいろ八景”の散策コースで、去年設定した４コースと、今年度新た

に設定した４コースの計８コースがあり、今年度は、８回実施しています。今回の「資料

１」の３ページ目には、そのうち 11月６日と 11月 20日に行った２回の散策について概

要を載せています。来年度、さらに４コース加える予定となっています。 

 次に「アクションプラン 26 桜ライトアップキャンペーン」についてです。今年行っ

たキャンペーンでは、消灯時間になるといきなりライトが消え、真っ暗になってしまうと

いう話がありました。遊歩道沿いの手賀沼にせり出した、カッパの像が見える辺りは、県

が所有していますが、今年、公園緑地課にて改修工事を行ったので、ライトが消えると真

っ暗になってしまうようなことは解消されました。 

 続いて「桜の植樹への寄附」について、前回ご報告した中では、１口３万円が71件、3

千円分が 56口あったと申しました。こちらの植樹を 12月から２月にかけて 72本の桜の

植樹を行う予定だと聞いています。１口３万円の分は、実際に桜の苗木を購入して植樹を

していきますが、3千円分については、個々人用のネームプレートなどを掲示しないこと

もあり、公園緑地課で大きめのしだれ桜を購入して植樹する予定とのことです。 

 説明が前後しますが、先ほど「アクションプラン 43 景観ポイントの PR」の中でご説

明したコースについては、お手元にある４つのマップが、今年度新たに作製したものとな
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っています。「我孫子の景観を育てる会」と我孫子市都市計画課の景観推進室とともに作

り、こちらに基づいて散策を行ったと聞いています。 

 平成28年度主要事業の進捗状況については、以上です。 

○染谷課長 

 「我孫子の景観を育てる会」に所属されている方が委員にいらっしゃいますので、何か

補足することがあれば、ご説明いただけますか。 

◆奥山委員 

 現在、こちらの推進委員会にも出席していますが、もともとは、「我孫子の景観を育て

る会」（以下、「育てる会」と略します）の会員の１人でもあります。お手元に、今年度作

製した４コースのマップがあると思いますが、昨年度も同じように新たな４コースのマッ

プを作製しました。いろいろな調査をした上で、それぞれの“八景”のポイントを踏まえ

ながらコースを決めています。問題は、八景のポイントが広範囲にわたるので、１つのコ

ースにまとめる際の距離についてです。ほかにもよいポイントがたくさんあるのですが、

マップに載せているパターンとしては、４キロから５キロ弱の範囲で構成をまとめていま

す。マップは、「育てる会」で写真を撮り、構成内容も決めています。マップは、アビシ

ルベにも設置しています。また、昨日 11月20日（日）に、昨年作製した「白樺派の散歩

道と水辺のまちなみコース」を歩く散策イベントを実施しました。天気にも恵まれ、参加

者からご好評をいただきました。昨年の散策イベントから、参加者の中に市外からお越し

になる方もいて、次回開催するときも連絡をくださいと言われます。個人情報の関係があ

り、市の都市計画課景観推進室としては、イベントごとに頂いた個人情報を破棄すること

にしているので、「育てる会」としては、市外の方にどのような通知の仕方をするかとい

うのが一つのテーマとなっています。（イベントの周知は）我孫子市の広報紙がメインで

あり、マップをアビシルベに置いているので、市外の方がどのように情報を入手して参加

されるかというと、「あのイベントよかったよ」という感想を人づてに聞いたり、我孫子

市民の方とつながったりして来られているようです。男性の参加者の中には、「俺にはど

うにかして開催を知らせてほしい」と言う方もいます。昨日は酒々井町からの参加者もい

ました。それから、船橋市からの参加者は毎回居ます。船橋の方は、我孫子市に関心があ

るようです。まち歩きのイベントをやることで、市外から我孫子にいらっしゃるのだなと

実感しています。“観光”という視点を含めると、我孫子の市内だけに広報している状況

をどのようにしたらよいかというのが「育てる会」でテーマとなっています。 

◆藤井委員長 

 市外の方は、どのような参加者が多いのですか。我孫子市民の方と接点があって、情報

を得ていらっしゃるのですか。 

◆奥山委員 

 １コース25名の参加者となっていて、「育てる会」では、通り一遍の説明をするのでは

なく、スタッフと参加者とで話しながら周っているので、交流のチャンスが増えるようで
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す。それで、市内の方と市外の方の接点ができ、「次回も」となり何度か参加してくださ

っている方もいらっしゃいます。 

◆藤井委員長 

 １回25人のうち、市内の方と市外の方とでは、比率はどのくらいなのですか。 

◆奥山委員 

 ４～５人くらいは、市外の方がいらっしゃるかと思います。“景観”という観点からで

も、市外の方に我孫子の良さを知ってもらう取組みを進めていかなければと思っています。

いずれは、我孫子市ふるさと産品なども紹介していければというのが、観光振興計画推進

委員の１人としての考えでもあります。 

◆藤井委員長 

 例えばどこかに大型の観光バスで訪れると、帰りに必ずお土産屋さんに寄りますね。コ

ースの中にそのようなものがあってもおもしろそうですね。 

◆奥山委員 

 旅行会社が行っているような旅行では、そのような形が一般的ですが、「育てる会」と

しては、あくまで市民活動の一環として実施しているので、“このようなものがあります

よ”と紹介する程度しか、活動として行うのは難しいです。どのような手段を使って、“景

観”という観点から我孫子市全体の良さや特色を案内できるかということも、「育てる会」

としてのテーマとなっています。 

 私は、観光振興計画推進委員も担っているので、「食」や「トイレ」などについても“お

もてなし”という観点で個人的に検討しているところです。 

◆藤井委員長 

 ありがとうございました。ほかにご意見ありますか。 

◆染谷委員 

 よろしいですか。以前にもお話したことがあるのですが、広報紙などでは、市外の人が

知ることはないと思います。私は、「我孫子市に何かあるかな」と思ったら、“我孫子市観

光協会”を調べます。例えばアビシルベのホームページなどがあるのなら、このような（「育

てる会」が作製した）マップなどを掲載してもらい、手元に実際のマップがなくても、コ

ースごとに掲載されていれば、自分でプリントアウトすることができます。広報紙以外か

ら情報を発信しようとしたら、そのようにするしかないのではと考えます。 

◆奥山委員 

 情報の発信方法は、例えばアビシルベのホームページなどからプリントアウトすること

ができれば、市外の方が我孫子に来ていただく機会が広がるのではないかと思います。 

◆間根山委員 

 都市計画課の方で、市のホームページに掲載されていて、印刷できるのではなかったで

しょうか。 
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○山口主任主事 

 できると思います。 

◆染谷委員 

 その場合に、普通に考えたら、市のホームページに掲載されていることを知らないので

たどりつかないと思います。 

◆間根山委員 

 「八景歩き」と検索すると、出るはずです。 

 それから、アビシルベの事業として、フェイスブックの更新を行っています。（「育てる

会」の）マップを作った時期に合わせて、ご紹介はしています。このように、情報の拡散

は、アビシルベでも行っています。 

○染谷課長 

 このことについては、市と、指定管理者が運営しているアビシルベとで連携することが

大事だと思いますので、リンクを貼ることが可能かどうかを含めて検討させていただこう

と思います（広く、市内外に発信していくべきことであり、すばらしいものだと思います

ので。）。 

◆染谷委員 

 例えば、「我孫子 散歩」と検索したら、そのページに飛べるようにしないと、「八景歩

き」などは知らない人からするとわからないということになります。 

◆奥山委員 

 そうなります。たいていは、「我孫子の広報で知りました」という人がほとんどで、推

進委員の皆さんよりも上の年代の方の関心度が高いので、インターネットやフェイスブッ

ク等での情報発信手段と距離感を持たれる方の参加が多いとなると、「あの人から聞いた」、

「あの記事に書いてあった」など、簡単に言うと印刷物を見て参加される方が結構いるよ

うに見受けられます。日曜日にやっているので、40 代のご夫婦などもいますが、６割く

らいは65歳以上の方々です。30代の子ども連れのお母さんがいるなど、年齢は極端です。

途中でタクシーやバスに乗って帰られる方もいますが、それでも参加したいと思ってくだ

さっているようです。 

○染谷課長 

 市では、あびこの魅力発信室に情報発信に長けた職員がおりますし、商業観光課として

もアビシルベとしっかり連携し、考えていければと思います。 

◆染谷委員 

 ちょっと違う話をしてもよろしいでしょうか。私は、日光が好きで、“日光ファン”に

登録していて、日光に行くときには必ずピンバッチを着けます。これは、非常に重要だと

思っています。私は、“日光ファン”として住所を登録しているので、先日、日光市から

“日光ブランドについてのアンケート”が送られてきました。これを見ると、“日光ブラ

ンド”として自然や文化、歴史、食事などいろいろな分野でブランドが決められています。
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日光市に聞いたわけではありませんが、これらを決めているのは、日光ファンなのではな

いかと思います。アンケートは、食事処や土産物屋などについて、「知っている／知らな

い」「訪れたい／参加したい」など簡単な設問になっています。もしかすると、“「知らな

いけど参加したい」という声が増えれば、日光ブランドに登録しますよ”ということかも

しれません。この取組みを行っている人は、競争ではないですが、とても熱心に行ってい

て、日光は、おもしろいことをやっているなと思っています。奥山委員が先ほど仰ってい

たような個人情報などの問題についても、“我孫子ファン”が増えれば、どんどん情報を

送ることができるのではないかと思います。日光市は、世界遺産などもあるので当たり前

ですが、観光に関してすごく一所懸命にやっています。 

◆奥山委員 

 市民活動として行うには限界があります。できれば染谷委員が仰った“我孫子ファン”

というのは、観光協会なのか商業観光課なのかわかりませんが、そのような取りまとめを

やっていただけるところがあれば、手堅いファンが増えるのではないでしょうか。 

◆染谷委員 

 観光大使にもリンクするような気がします。 

◆奥山委員 

 市民一人ひとりや、ファンが観光大使にということですね。 

◆染谷委員 

 そういうことでもありますね。 

◆藤井委員長 

 ほかの議題もありますので、先に進めたいと思います。 

 次は、いかがいたしましょうか。 

○金子主任主事 

 次第の「２．議題」の２点目、「アクションプラン 41 観光大使の検討」についてご説

明します。「資料２」をご覧ください。 

 前回の推進委員会の際、委員の皆さんにご依頼した「観光資源の創造・磨き上げ」につ

いてと、「観光大使」についての調査を取りまとめたものが「資料２」になります。お忙

しい中ご回答くださり、ありがとうございました。 

 まず、「観光資源の創造・磨き上げ」について、皆さんからこうしたらよいのではない

かと、観光資源に対する多彩なご意見をいただきましたので、それを全て担当課に伝えま

した。担当課においても問題意識を持っており、対応していると回答を得られたものなど、

その全ての答えを記載しています。 

例えば、前回、佐藤副委員長からご意見のあった１ページの４つ目“おもてなしトイレ”

というのは、県から補助金が出ており、市や自治体だけでなく民間業者も対象になるそう

で、商業観光課としても、公園緑地課に情報提供したり、民間事業者に話を持っていった

りしました。結果的に、今回は手が挙がらなかったのですが、こういう制度があるという
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ことを今後も積極的に周知していきたいと思います。 

 ほかにも「水の館」が今年度、来年度と改修工事を行うことに対しても、何かイベント

をしたらどうかといったご意見をいただきましたので、手賀沼課に伝えたところ、手賀沼

課でも水の館のオープンに合わせて、何らかのイベントは検討しているとの回答を得まし

た。 

 続いて、「観光大使」についてご報告します。「資料２」の７ページ目からと、Ａ４横向

き両面の資料です。こちらのご意見について、「必要／必要でない」、「誰がよいか」など

ご意見をいただいたところ、委員の皆さんの中では、いろいろな意見がありました。私ど

もとしては、大使を任命する方向で進めたいと思います。しかし、そもそも“観光大使”

という名目でよいのか、観光大使に何をやってもらうのか、予算の兼ね合い、誰が引き受

けてくださるかなど、さまざまなご意見をもとに積極的に検討していきたいと思います。

また、皆さんにお答えいただいた意見とは違う、ほかの委員の方の意見も出ていると思い

ますので、それを踏まえて改めてご意見いただければと思います。Ａ４横向き両面の資料

は、千葉県内の自治体で観光大使を持っている市の方にお聞きした内容となります。やは

り、有名人の方が多く、やっていただくことも同じようなことをお願いしているようです。

芸能人なので、謝礼などをお支払いして、イベントなどに来てもらっているとのことでし

た。PR については、観光大使に任命し、名刺などをお渡しして、あとは本人の自主性に

お任せしており、どのくらい PR してくれるかは、引き受けてくれた方次第なのだそうで

す。自ら積極的に PRしてくれる人もいれば、「観光大使なのですね」と聞かれればそこで

話してくれる人もいて、さまざまだとのことです。報告は以上ですが、ご意見があればお

願いいたします。 

○染谷課長 

 追加で私からも少し補足いたします。 

 今、金子から説明があったように、議会の中でもいろいろな質問が出ており、推進委員

会でも以前から議論していただいてきた中で、例えば、門脇委員から「“我孫子発”と表

示される千代田線にたすきをかけて PR してはどうか」というご意見がありました。事務

局で費用を調べたところ、１週間で300万円～400万円かかるとのことでしたので、それ

ほどの予算はかけられないということで、観光大使を決めなくてよいのではとなっていた

ところでした。前回の議会でも、議員からさまざまな意見があり、“観光大使”と固定し

ないで、“手賀沼大使”でもよいですし、“文学大使”など、いろいろな名称のものを総称

して考えてもよいのではないかと。市長からも推進委員会を通しながら、検討していきた

いと答弁しました。そういったことから、まずはできるところから観光大使のようなもの

をやっていければということで、今回、もう一度アンケートを取らせていただきました。

そして、ぜひこの場で議論していただけたらと思っています。 

◆藤井委員長 

 そうしますと、何か観光大使として、人なのかものなのかわかりませんが、設定しよう
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というわけですね。それを何にするか検討しようということでしょうか。それが、市長や

議会のご意向ということですか。 

○染谷課長 

 市長が、そのように答弁していまして、推進委員会として議論していただいた意見を参

考にしたいということになっています。 

◆藤井委員長 

 それは、観光大使のようなものを設定するという前提でしょうか。 

○染谷課長 

 はい。 

◆藤井委員長 

 皆さん、積極的に、ご意見ある方がいらっしゃいましたらご発言いただけないでしょう

か。 

◆佐藤副委員長 

 先ほどは“白樺大使”などその場その場の大使をというお話でした。我孫子はとてもお

祭りが多いので、掛け持ちも必要になると思いますが、先日の11月 20日（日）に、我孫

子市和太鼓祭りが大変盛況に行われ、そうした場にも出ていただくということになると、

何人も大使がいるよりも１人に定まっていた方が我孫子の宣伝になるのではないでしょ

うか。“白樺”といったら長野を連想するのではなく、我孫子を思い出していただく、我

孫子を宣伝したいのであれば我孫子の名前を入れた方がよいのではないかと思います。い

ろいろな大使がいると、周りの方もわかりづらくなってしまうのではないしょうか。例え

ばアンケートの回答で名前が挙がっている方の中には、大使になっていただいても頻繁に

我孫子に来られない方もいるでしょうし、我孫子に駆け付けてくださる方になっていただ

くのがよいのではないでしょうか。 

◆藤井委員長 

 具体的な候補はいますか。 

◆佐藤副委員長 

 やはり、若い方を呼び込むためには、若い方がよいと思います。 

◆村越委員 

 別紙の資料を拝見したら、今まで私は観光大使というのは１人なのかと思っていたので

すが、７人も大使に任命している自治体もあります。とはいえ、申し訳ないですけど、挙

がっている名前の半分以上もわからない人が多く、誰もが知っている有名人や我孫子にゆ

かりのある方を無理して選ばなくてよいのだな、ハードルが低いのだなというのが率直な

感想です。特に１人と決めなくても、大使の方々も出られるスケジュールのイベントに出

ていただいて PR してもらうなど、そのようなことでたくさんいるのかなと。１人に限定

して、１人に全てのイベントに来ていただくとなると、ご本人の負担も大きいので、もっ

と気軽に選んでよいのかなと思いました。私は改めてアンケートを回答するときに、大使
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はいてもよいのかなと答えました。今の我孫子市のキャッチフレーズ「物語の生まれるま

ち 我孫子」から考えて、上橋さんがよいのではないかという回答をしました。 

◆藤井委員長 

 資料にあるほかの自治体などが芸能人の方に大使をお願いするときは、費用や役割など

をお話してお引き受けいただくよう依頼するのでしょうか。 

○染谷課長 

 今回の資料には金額を記載していませんが、3,000円～１万円程度で、調べた中ですと

破格の金額というのはありませんでした。 

○金子主任主事 

 要綱を定めている自治体もありまして、一律３万円となっているところもあるようなの

ですが、書いていないところもあったりとバラつきがありました。 

◆藤井委員長 

 それは、１つのイベントに参加したらその金額ということでしょうか。 

○金子主任主事 

 １回３万円としているところもあれば、１人１万円という形で、マネジャーの方が付き

添うなら２人で２万円ということもあります。この場合は、トークイベントなどでご本人

とマネジャー、あともう１人くらい一緒に来て、多くても３人ということがほとんどのよ

うです。 

◆村越委員 

 基本的に、年間いくらなどそういう契約ではないのですね。 

○山口主任主事 

 私が確認した２市では、それぞれ要綱を定めており、自主的な PR や、招待状を送って

先方が来られるイベント等に関しては、無報酬で来ていただいているとのことでした。ま

た、例えば特別なイベントに来てもらうことが前もってわかっていれば、前年度中に予算

を計上して対応することもあるそうです。私たちが調べたところでは、年間いくらという

契約の仕方をしている自治体はありませんでした。 

○金子主任主事 

 それから、観光大使として、その自治体を好きな方に担っていただいているので、相場

よりはかなり低い金額になっているということも聞いています。 

◆佐藤副委員長 

 例年、「我孫子市和太鼓まつり」では、山遊亭金太郎さんに司会をしていただいていま

すね。我孫子にお住まいで、我孫子の PR をいろいろなところでしてくださっています。

そのように身近な方にやっていただくのがよいのではないでしょうか。 

○染谷課長 

 昨日、和太鼓まつりが成功のうちに終了しましたが、金太郎さんが弟子を１人連れて２

人で司会進行をしてくださいました。話がお上手で、我孫子を愛してくださっている方だ
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と認識しています。 

◆奥山委員 

 大使というのは、どういうことをするのが大使なのでしょうか。資料の表にある「歌っ

てもらう」「イベントへの出演」などよりも、私としては、「自主的な PR」という部分が

大使として重要な役割のように思えます。市内のイベントに出てもらうことで、市外の人

に発信効果があるのでしょうか。要するに、市外に発信できることが大使のひとつの役割

だと思うのですが、そうなると、有名な方となり、金額が絡んでくるでしょうし、自主的

な PR をどの程度やっての金額なのかという問題が出てきます。中途半端に大使を決める

必要もないような気がします。 

○染谷課長 

 以前にも委員の皆さんに資料をお渡ししていると思いますが、一般的な観光大使として

の役割がどういうものかご説明します。「観光大使とは、おもに観光地や地域振興を目的

として、対外的に自らの地域を広報する者のことをいう。都道府県、市町村のほか、観光

協会や商工会議所、その他の団体が設置し、委嘱している。活動内容は、設置する主体に

よってさまざまではあるが、東京をはじめ、観光客を見込める大都市圏を巡業し、当該地

の広報活動を展開するほか、イベントやお祭りなどその他観光振興に関する行事への出席

が予定され、そこでPR活動を行う」とあります。また、主な大使として、千葉県では「チ

ーバくん大使」、熊本県ではスザンヌさん、千葉県木更津市では柳亭芝楽さん、小桜舞子

さん、市原市は資料にもあるようにヨネスケさんなどになります。三重県では萩本欽一さ

ん、徳島県では坂東英二さん。このような資料を皆さんにご提供したということで、改め

てご報告いたします。 

◆藤井委員長 

 ほかにご意見ありますか。 

◆鈴木委員 

 私は、個人的には、観光大使を引き受けていただける方がいれば、受けていただきたい

と思っています。例えば、金額的なことなどは、我孫子市に関わっている方たちなどにな

るでしょうから、そのような中で我孫子市に好意を持ってくださっている方に、「予算の

枠はこれくらいですけれどもお受けいただけないでしょうか」と話をして、「それでもよ

い」という方がいれば、観光大使という名前だけでなく、他市では“未来大使”“希望大

使”などとしているところもあるようですし、例えば我孫子市では、上橋さんなら文学大

使、青木さんならスポーツ大使などと何人かの方にお願いするというのもひとつの考えで

はないかと思います。ほかの例を見ると、金額などに関係なく、受けていただける方は受

けていただけるようですし、例えばNECグリーンロケッツなどは、選手の方たちの中には

名刺だけでも持たせていただければありがたい、我孫子市を積極的に PR したいという人

もいらっしゃるようですので、そのようなやり方でも十分よろしいのではないでしょうか。

お願いしてみる価値はあると思います。 
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◆藤井委員長 

 NECグリーンロケッツに対し、市として何か応援できることはあるのでしょうか。その

ような方と、物々交換ではないですが、よいことがあるのではないかと思います。金銭的

な面をあまり考慮せずに担っていただけるとしたら、理想的ではないでしょうか。そのよ

うなやり方で考えられる相手がいるのだとしたら、私どもとしても積極的に挙げていくの

が、この推進委員会としてはよいのではないかと思います。 

◆安河内委員 

 私はまったく鈴木さんの意見に賛成です。「観光大使がなくてもいいよ」となると、何

も動かないことになります。例えば、私は上橋菜穂子さんを推していますが、私の息子が

音楽をやっていて単独ライブを行う際は、必ず MCの中で我孫子について触れます。彼は、

FM 浦安のコミュニティラジオで番組を持っていて、自分でオファーして星野市長とあび

この魅力発信室長に出演いただいたこともあります。彼は、我孫子が大好きなものですか

ら、草の根運動的なもので、積極的にアピールをしているのです。それに対してギャラを

もらおうという気持ちはありません。ですから、我孫子が大好きでもっと PR したい、外

の人、東京の人に一所懸命 PR しています。我孫子観光大使などの名刺があれば、配ると

思います。まだ 20代ですし、あまり固く考えずに、例えば NECグリーンロケッツならス

ポーツ、上橋さんなら文学ということになるでしょうし。我孫子が好きで、ノーギャラで

我孫子を PR してもいいよという方がいれば、それがベストなのかなと思います。我孫子

の方は、我孫子ラブの方が多いと思っています。まさにそれが、我孫子の近隣市と違う特

徴のひとつになっているのではないでしょうか。意外と、声を掛ければノーギャラで引き

受けていただけるのでは。“我孫子”との表記を読んでいただけないことが結構あります。

すごく遠く、栃木の方にあると思われたりもしているので、まずは我孫子がどこにあって

どういうところなのか知ってもらうことが大事ではないでしょうか。 

◆染谷委員 

 資料では、「市内イベントへの参加」と「自主的な PR」のどちらかとなっていますが、

自主的な PR は、名刺に手賀沼の写真を載せるようなことで可能かもしれません。市内イ

ベントについては、小中学生のスポーツ大会に“観光大使が来ました”となっても、なじ

みのない人だと子どもたちは何もわからないと思いますので、そういう場合はやはり、NEC

グリーンロケッツの選手何名かが行くとワーッと盛り上がるはずです。イベントに出ると

は、そういうことだと思います。たすきなどを掛けるわけですから、それだけでも PR に

なります。誰も知らない人が観光大使になっても、「誰？」ということになります。自主

的な PR なら、内から外に発信されるものなので、知らない人でも可能かもしれません。

名刺は、内から出たものだから、本当はこちらの方が力が強いものですから、こちらもす

ごく大事にしてほしいことです。観光大使の“観光”というのは、変えた方がよいと思い

ます。適当に１人しかいないというのではなく、違う名前をつけて、文化・スポーツ・歴

史・食べ物でも何でもよいので、鈴木委員が仰ったようにそれぞれの分野にいると、イベ
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ントなどに出るのも有効だと思います。大きなイベントの際は、複数いれば、全員出ても

らえればそれはよりよいことではないでしょうか。 

◆佐藤副委員長 

 大使が何名かいることになったら、現在行っている「おまつりサミット」のように、大

使同士でコミュニケーション取りながらやっていくこともできると思います。あくまでも

市の指示で、“ここに行ってもらいたい”とすればよいのではないでしょうか。 

◆染谷委員 

 例えば、先ほど挙がった山遊亭金太郎さんは、司会で盛り上げるのがお上手だから、そ

のようなところに行っていただくとよいでしょう。 

◆鈴木委員 

 著名な方は、こちらから要請してもなかなか来ていただくのは難しいでしょうから、イ

ベントなどに来ていただく方は、ある程度動きの取れる方々にお願いする形になるでしょ

うか。著名な方の場合は、機会があれば自主的な広報活動をやっていただいて、「私は我

孫子市の大使に選ばれている」ということをメディアで言っていただければ、すごく宣伝

になります。上橋さんなどは、我孫子に住まいがあり、好意を持ってくださっているでし

ょうから、それとなく打診していただくのも可能だと思います。市の方で、大使を置きた

いという方向性が決まっていれば、根回しは大事だと思いますが、同じ大学で働いている

藤井委員長、いかがですか。 

◆藤井委員長 

現在は、特任教授として１週間に１回来るかどうかわからない状況で、授業も７月に集

中講義を行うので、ときどきオープンキャンパスなどの講演をお願いすることもあります

が、そのような出勤状況なので顔を合わせる機会はほとんどありません。 

○染谷課長 

 先ほど、安河内委員からもありましたように、やはり有名な名前の方になっていただく

のもひとつですし、名刺を配っていただく方というのも重要だと考えています。何人とす

るかはわかりませんが、「こういう人もいいね」といって徐々に増やしていくかはわかり

ませんが、まずはやってみるというのが大事なのかなとも考えています。 

◆藤井委員長 

 推進委員会として、意見をひとつにまとめることができたと思いますので、観光大使と

いう名称がどうであれ、個人でなくても何か設けようという考え方が１つ。それから、２

つ目は、我孫子市側から金銭的なことをご提示してということではなく、鈴木委員が仰っ

たように、我孫子が好きで、市として少額しか用意はないけれども、イベントその他機会

があればご参加いただく役割として大使を引き受けてくださるというお願いをすること。

３つ目は、NECグリーンロケッツのように、無償で来ていただける、ギブアンドテイクの

ように大使をやっていただく代わりに、市としてチームの PR に協力するような形で引き

受けてくださる関係の方々にも声をかけてみるということでしょうか。そのほか、安河内
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委員が仰ったような意見は、どのようにまとめるべきだと思いますか。 

◆安河内委員 

 藤井委員長が仰った通りではないでしょうか。“我孫子大好きサポーター”のように、

観光大使というと固いので、名称を考えて枠も柔らかくして、できることから始めるとい

うことでしょうか。 

◆奥山委員 

 先ほど“ファン”という言葉も挙がっていましたね。 

◆染谷委員 

 この場合だと、“ファン”というより“サポーター”になるでしょうか。サポーターだ

とサポートするということになるけれど、ファンだとそうではないので。その辺りは考え

てもらって、取組み自体は大賛成です。これを 10 人から始めても、1,000 人になったら

１人の観光大使よりすごく強くなるかもしれない。有名な人がイベントなどで当たり障り

ない挨拶をしても、それはすぐ忘れられてしまうと思います。 

◆鈴木委員 

 ただし、著名な方を柱として受けていただけたら、まずはそういう人も居ていただいて、

その下にイベントに出ていただきやすく、我孫子のことを好きで居てくれる方々、専門的

な活動をされていてある程度の範囲の方に知られている方々にもなっていただいて、更に

その下にサポーターの方々に居ていただく。ピラミッドのようなイメージですね。そうし

た中で、まず一番上の方を決めることが必要ではないかと思います。著名な方については、

まず、お願いしてみないと始まらないので、それを決めていただいてはどうでしょうか。 

◆佐藤副委員長 

 先ほど安河内委員が仰った息子さんのように、私も全国行くと必ず我孫子について伝え

ています。千葉県のかたちをしているチーバくんを使って、「ここが我孫子なんですよ」

とお伝えしているのです。そういうときに大使の名刺を持っていれば、もっと PR できま

す。 

◆鈴木委員 

 最終的に我孫子市民全員が大使になるという市になれば、それだけでも取り上げていた

だけると思います。実際に全員というのは難しいでしょうけれども、その頂点を有名な方

に市として打診していただければと思います。そうすれば、裾野が広がりやすいのではな

いでしょうか。 

○染谷課長 

 アンケートに著名な方のお名前も挙がっていますが、もしここで、皆さんの意見がまと

まれば、可能な方に声をかけます。もう一方としては、自ら発信していただけるような方

にはぜひお願いしていくという形でもよいですね。 

◆藤井委員長 

 続いて、「観光資源の創造・磨き上げ」についての議論はよろしいですか。 
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○金子主任主事 

 ご意見いただければと思います。資料には、ご意見いただいたことに対し、事務局がこ

うしましたという結果を記載していますので、質問などがあればお答えしたいと思います。 

◆藤井委員長 

 市のいろいろな部署からの回答が出ていますが、いかがでしょうか。 

○染谷課長 

 村越委員に確認をお願いしたいのですが、「資料２」の４ページ目に、“親水広場でグル

メフェスをやってみては”というご意見があります。商工会でこのあたりを検討するとか、

実現性とかいう点ではどうでしょうか。 

◆村越委員 

 こちらについては、まだお話しいただいていません。お話があれば、企画を一緒にでき

るところはご協力できると思います。現在、青年会議所というところがありまして、今年

の夏から“あびわんグランプリ”というイベントを行いました。今年は、あびこ農産物直

売所「あびこん」で８月に行いましたが、多分そのようなイベントを想定しているのでは

ないかと思うのですが。 

○金子主任主事 

 こちらについては、手賀沼課と農政課に確認したときに出てきたと思うのですが、水の

館に直売所と飲食できるスペースを設けるとともに、リニューアルオープン時にはイベン

トを考えていると聞いています。 

◆村越委員 

 食べ物を題材にしたイベントを、何か一緒に企画できないかということですよね。それ

については、可能だと思います。 

○染谷課長 

 事務局長を通して、商工会の理事会にもこのような考えがあるということをお話しして

いただければと思います。 

◆藤井委員長 

 ほかに何かございますか。 

◆鈴木委員 

 「我孫子市ふるさと産品」の協議会としての立場からのお願いでもあるのですが、水の

館がリニューアルして、直売所とレストランが併設されるとのことで、そこにできれば「ふ

るさと産品」が全種そろうような場所を設けていただけるようにできないかと思っていま

す。別々にいろいろなかたちで扱っていただいてはいますが、まとめてというのは、アビ

シルベでもスペースの問題があって難しい状況です。水の館がリニューアルするのであれ

ば、これを機に専用スペースを設けていただいて、手賀沼観光に来た方が寄られた際に食

事をしてお土産を持って帰るという流れができたら理想だと思います。これは、お願いと

いうより希望ですが。 
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○染谷課長 

 これにつきましては、今度直売所が新しくなると、売場面積が 2.5倍になります。です

ので、私ども商業観光課として何か考えられることはないかと事前に尋ねられた際に、ふ

るさと産品については、売り場として置いてもらいたいということは伝えています。更に

充実させられたらと思っています。 

◆鈴木委員 

 よろしくお願いいたします。 

◆藤井委員長 

 １つ質問させてください。前回の推進委員会でもさまざまな意見が出て、大変な議論と

なりましたが、“まちのなかにトイレを整備すること”について、先ほど説明のあった補

助金は、公民問わず補助対象になるとのことでしたが、例えば、これは、まちの中の商店

がトイレを整備して、コンビニのように自由に使って欲しいと考えた場合、市に申請をす

れば補助が出て、市でトイレを新しくしてくださるということなのですか。 

○金子主任主事 

 こちらの補助金は、千葉県が補助しています。いろいろな条件はありますが、民間の方

でも、観光スポットで、公園にあるようなトイレであれば補助金が出ますよというものだ

と思います。 

○染谷課長 

 市内の商業者にご紹介した例がありますので、ご説明しますと、民間事業者でないとい

けないとのことでした。対象としては、不特定多数の方が観光に来た方たちのためのトイ

レとのことです。我孫子新田地区にある観光事業者がそのようなトイレを設置したいと聞

いていたので、この補助金についての詳細をご紹介したところ、今年度は難しいとのこと

でしたが、検討してくれています。千葉県の担当者に尋ねたところ、観光事業者のお客さ

んのためだけでは対象にならないとのことでしたが、“多くのお客さんが利用できます”

と分かりやすいように示して、敷地内の利用しやすいところに設置してもらえれば、対象

となる可能性があるといっていたので、私どもがお話した観光事業者には、来年度もお話

をして、ぜひそのようなトイレを造ってもらえたらと思っています。 

◆藤井委員長 

 散策マップなどに載せられるようなトイレをと、前回のご意見にもありましたので、ぜ

ひ実現されるといいですね。 

◆奥山委員 

 “八景歩き”に参加される方の年齢を考えても、15 歳～80 歳くらいの方と、小学生以

下のお子さんもいて、２時間前後のコースだとトイレを考慮する必要があります。なるべ

く公共のトイレを使えるようにと思いますが、なかなかうまく見つからないのが現実です。

スーパーやコンビニと仰っていましたが、（現時点で店先にトイレが自由に使えるマーク

などがないので）「あのマークがあるので使えますよ」と言えません。その場でお店にお
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願いして断られたら、それで終わってしまいます。 

 先日、日本のトイレについてのフォーラムに参加したところ、コンビニなどでしかトイ

レを利用できない地域では、トイレが使用できるマークを設置している自治体があるとの

ことでした。また、イベント用の仮設トイレを持っている自治体では、その地域のゆるキ

ャラなどを描いておいて、それを貸出すところもあると紹介されていました。よそから来

た人がイベントに来て、トイレを利用することで、例えば「あぁ、ここが手賀沼なんだ」

「これがうなきちさんなんだ」と改めて認識するのだそうです。仮設トイレ自体も隅の方

に設置するのではなく、休憩できるスペースなどと併用するブースとして、“おもてなし”

の一角とするとのことです。 

◆藤井委員長 

 それから、もうひとつ。アビシルベをもっと大きなスペースにすることはできませんで

しょうか。観光大使や観光資源の磨き上げという前に、展示や資料などがたくさんありま

すので。私も学生を連れて、観光資源として見学に行きますが、市として観光資源の第一

歩なんだという意識でもっと広いスペースを確保した方がよいのではないかと思います。

個人でいらっしゃるからということではなく、我孫子市の観光のスタートとして、まずそ

こに行けば我孫子市の観光資源に触れられるという意味で。 

○染谷課長 

 平成 22 年にできたと記憶していますが、確かにアビシルベは変わった造りをしていま

す。なぜかといいますと、敷地の都合上、あのようにせざるを得なかったと聞いています。

センター長の間根山さんが推進委員としていらっしゃいますが、あの狭い中でも工夫して

やっていただいていますね。 

◆間根山委員 

 まず、物が置けないのです。備品を片付ける場所がないので、パーテーションで区切っ

てごまかすように奥に入れています。展示スペースとして半分以上貸し出ししていると、

観光パンフレットやふるさと産品、うなきちグッズなどを置くスペースが狭まってしまい

ます。先日レイアウトを変えてみましたが、それは備品を置く場所がないので、指定管理

者の本社である株式会社エヌケイサービスのスペースを借りてなんとかやっています。工

夫して広げてみましたが、もともとの土地があれだけしかないので、工夫するにも難しい

状態になっています。 

○染谷課長 

 現在は、市の建物も、“ファシリティ・マネジメント”という言葉がありますが、老朽

化している建物の総合的なメンテナンスを考えていて、統廃合するものは統廃合するとな

っています。可能かどうかは別として、アビシルベの増設なども要望はしていきたいと思

っています。ただし、市の財政状況もだいぶひっ迫しているという現状でもあります。そ

れでも、このようなご意見があったということは、伝えていきます。 
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◆藤井委員長 

 ほかになければ次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○山口主任主事 

 「資料２」については、本来開催前に配布すべきでしたが、本日お配りすることになっ

てしまいましたので、この後お読みいただいて何かご不明な点やご意見がありましたら、

メールや電話などでお答えしたいと思いますのでお問い合わせください。 

 式次第の「３．報告」に移ります。５点ありますので、私からまとめてご報告したあと、

ご意見等ありましたらお聞きするということでよろしいでしょうか。 

 報告の１点目、「アクションプラン 40 『観光 PRキャラクターの活用』について」、「資

料３」をご覧ください。観光大使とともに、こちらのアンケートについてもご協力いただ

きありがとうございました。ご覧のとおり、品物についてやその他のご意見を頂戴しまし

た。私ども商業観光課としても、うなきちさんのグッズを作製する目的が２点あることを

改めて確認しました。１点目は、うなきちさんを通してうなきちさん自体と我孫子を PR

したいという思いです。２点目は、うなきちさんのグッズを市内の商業者に作製・販売し

ていただくことで、多少なりとも商業振興につながったらという思いがあります。現状で

も、アビシルベを運営している株式会社エヌケイサービスさんで作製・販売をしてくださ

ったり、福祉団体の方々が一筆箋を作製してくださったりしています。それらを踏まえて、

課として作っていく方向で考えているのが、「マウスパッド」「ステッカー」などです。マ

ウスパッドは、もともと市役所職員がうなきちさんの顔のデザインのものを使用しており、

それを見た方々から「それはどこに売っているの」と聞かれることが多くありました。一

般の方が買ってもよいなと思われる価格にできるよう、デザインなどを工夫して作製した

いと考えています。「ステッカー」については、現在でも啓発用のシールを配布していま

すが、シールが欲しいというお子さんや買いたいという声もありましたので、立体的にす

るとかキラキラさせるとか工夫して販売していきたいと考えています。保管場所が少ない

ということの兼ね合いから、販売個数と販売価格などを考慮する必要があります。ぬいぐ

るみなどは要望がありますので、作りたい気持ちはあるのですが、それらの課題をクリア

してからとなるかと思います。それから、「LINEスタンプ」が候補に挙がっています。以

前も佐藤副委員長からご意見をいただきました。昨年から今年にかけて、手賀沼のうなき

ちさんについての商標登録を行いました。もともと市として LINE スタンプを作ってみよ

うかとなった際、権利関係をはっきりさせるために商標登録をすることになったのですが、

LINE スタンプについては、他市町村の状況を調べてみると、市町村などの自治体が作っ

て販売しているというケースはあまりないことがわかりました。そのため、我孫子市とし

ても、うなきちさんのデザイン申請はしていただきますが、より多くの方に作ったり広め

てもらいたいという思いから、市が作るのではなく民間事業者の皆さんに作ってもらうこ

ととしたいと考えています。先日、間根山委員にもその旨をお伝えさせていただきました。

お隣の印西市では、一商店や NPO法人さんが作っています。市が作るよりも、多様な形に
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なるのではと思いますので、幅広く作っていただければと思います。 

 「資料３」の２点目として、前回の推進委員会の中でご質問いただきました、これまで

に作製したグッズの概要についてデータ等を掲載しています。もともと作製した個数の違

いもありますが、やはり４色ボールペンがダントツで売れている商品になります。また、

「フェイスタオル」「クリアフォルダ」「メモ帳」などといった、安価で気軽に買えるもの

や消耗品、「フェイスタオル」などは誰かにあげることもあるようです。これらを踏まえ

て、新たな商品を作製するとともに、これらの人気のあるものの増産について検討してい

きたいと考えています。 

 続いて、報告の２点目、「『水の館』の新しい愛称について」です。「資料４」をご覧く

ださい。これまでにもご説明しましたが、手賀沼親水広場が平成 27 年７月１日に千葉県

から我孫子市に移譲され、リニューアルオープンに向けて改修工事を行っています。改修

工事のあと、新たな施設が市内外の皆さんに長く親しまれ、利用されるようにという願い

をこめて、平成 28年８月１日から８月 31日まで、愛称を募集しました。「愛称の決定方

法」というところにあるとおり、「手賀沼親水広場水環境保全啓発施設愛称検討委員会」

において、ご応募いただいた 884件について検討を行い、その後市長が決定する流れとな

っています。藤井委員長にご了承いただいて、手賀沼課より推進委員会として一人、検討

委員会のメンバーになって欲しいとのことだったので、間根山委員にご出席いただきまし

た。ここでご報告とお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。なお、選

考結果について、12月１日号の「広報あびこ」で発表する予定となっています。 

◆間根山委員 

 私からもご報告いたします。平成 28年11月１日に検討委員会に参加しました。応募総

数が884件と、かなりの応募数でしたので、思ったより大変な作業でした。この検討委員

会では、最終的に６点まで絞りました。そこから、私が聞いた話では、市長、副市長、教

育長が決定するということで会議が終了しました。多く挙がった意見として、市内の子ど

もたちが選んだ名前がよいのではないかということでした。それから、「アビ○○」とい

う名前が多くありました。「アビシルベ」や「あびこん」などと紛らわしくなるので、そ

れは避けようかという意見となりました。 

◆村越委員 

 同じ名前の応募が重なることもあったのですか。 

◆間根山委員 

 微妙に異なる名前などがありました。それから、「水の館」という名前が定着している

ので、継続してよいのではないかという意見もありました。一方では、「水の館～○○～」

のようにしてもよいのではという意見もありました。 

○山口主任主事 

 報告の３点目、「我孫子駅開駅 120周年記念事業について」ご説明します。「資料５」を

ご覧ください。皆さんご存知だと思いますが、我孫子駅を含む常磐線沿線の各駅が、平成
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28年 12月 25日に開駅 120周年を迎えます。「JOBANアートライン協議会」という常磐線

沿線の自治体や東京藝術大学、そしてJR東日本東京支社などが構成している組織で、120

周年に際し、各駅１種類ずつのポスターと、それとは別に常磐線としてのポスターの計５

種類を作成しました。また、「３．我孫子市における主な取り組み」に記載していますが、

我孫子市としては、記念写真展を行いました。展示した写真は市内外の方からご提供いた

だいた760点余りの写真のうち、蒸気機関車や懐かしの常磐線駅などテーマごとに抜粋し

て展示しました。間根山委員、展示について何か反響はありましたか。 

◆間根山委員 

 お客さんは多く見えました。ただし、残念だったのは、展示写真がカラーコピーしたも

のだったので、できれば現物の写真などで実施してほしかったという意見がありました。 

○山口主任主事 

 記念写真展のほかに、平成 28年12月１日から「記念切手の販売」を行います。１シー

ト 1,300 円で、120 周年記念デザインや山下清さんの絵、昔の写真など 10 枚の切手から

なるとのことです。我孫子市役所やアビシルベ、市内の郵便局で販売されます。 

 さらに、12 月 11 日には、「我孫子駅 120 周年記念イベント」として、我孫子駅と共催

で、写真展や合唱コンサートなどを開催する予定です。 

 報告の４点目、「『あびバス』手賀沼のうなきちさんデザイン車両について」、「資料６」

をご覧ください。市内には、コミュニティバスの「あびバス」が走っています。この「あ

びバス」という名前も公募によって決められたのですが、公共交通などの不便地区を中心

に運行しており、地域の生活の足として重要な役割を担っています。このあびバスに、手

賀沼のうなきちさんのデザイン車両が平成 28年 10月１日から登場しました。“新木ルー

ト”に新しい車両を導入したことを機に、ベースが緑色のあびバスの上にうなきちさんの

イラストをあしらったバスが登場しています。遠藤委員から補足があればお願いできます

か。 

◆遠藤委員 

 説明のとおり、私どもでは、４ルートを我孫子市からの委託で運行しています。以前、

推進委員会の中で、「私どもがあびバスを運行しているので、うなきちさんを車両に入れ

てみたい」と言いまして、今回、交通課とやりとりしていく中で、10 月１日に新木ルー

トに新車両を導入することとなり、うなきちさんを入れることになりました。市にも手伝

っていただきまして、今回、このような車両を作りました。今後、私どもがやる機会があ

れば、うなきちさんや“我孫子大好き”というメッセージなど、皆さんにもご意見いただ

いて行いたいと思います。 

 それから話が戻りますが、アクションプラン 40 「観光PRキャラクターの活用」につ

いて、私どもでは、市内の小学校で交通安全教室を毎年行っています。今年は 11月 16日

に湖北小学校の２年生に東我孫子車庫へ来てもらい、実際にバスを使って行いました。今

回初めてうなきちさんの着ぐるみを用いました。着ぐるみを登場させることで、交通安全
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をやったという意識付けにもなったと思います。小学生にはすごく好評でした。12 月に

も我孫子第二小学校の児童に向けて、同様に実施する予定です。このように、私どもでも

うなきちさんのPRを行っているというご報告です。 

○山口主任主事 

 ありがとうございます。 

 最後に、「我孫子市ふるさと産品について」、「資料７」をご覧ください。一覧の１～20

は、既に産品として登録されている商品になり、今年度は、新たに２品が登録されました。

まず、「うなきちさんプリントクッキー」は、湖北と我孫子にお店を構えている“メヌエ

ット”が作製してくださったものです。次の「うなきち焼き」は、推進委員会の場でもご

試食いただきました。基本的にはお祭りなどの商品として販売されており、天王台にある

“笑福”が作ってくださいました。19 の「本格インドカレー」は、みやま食品さんが登

録してくださっていましたが、残念ながら今回、産品から外れることとなりましたので、

ご報告いたします。 

私どもからの報告事項は、以上です。 

◆藤井委員長 

 まとめて５点の報告をありがとうございました。あびバスのうなきちさんは、きれいに

写っていてよいですね。ご意見、その他ございませんでしょうか。 

◆佐藤副委員長 

 あびバスについてですが、１日市内を１周できるコースというのは、難しいのでしょう

か。例えば新木なら、新木周辺を散策して、またバスに乗って湖北に移って散策して･･･

というようなことで周れないかという意見をよく聞きますので、ご検討できないでしょう

か。 

◆遠藤委員 

 ありがとうございます。 

◆鈴木委員 

 ふるさと産品からお願いです。ふるさと産品というのは、できれば市外で発信したいと

いう思いもありますが、まずは市内の方に知っていただかないと始まらないと思っていま

す。一覧を見ていただいても、名前を見てパッと思い浮かぶものが少ないと思います。ど

のような商品でどこで買えるかなというのもまだご存知でない方もいると思います。土産

などで持っていくときに必要な際は、私でもどの商店でもいいので、ご相談いただければ

対応します。機会があればよろしくお願いします。 

 それから、うなきち焼きというのは、うなきちさんの顔をした“たい焼き”のようなも

のです。これはいろいろなイベントで相当数販売され、好評になると思います。うなきち

さんのプリントクッキーは、少し硬めの食感ではあるものの、イラストがきれいに印刷さ

れています。これは、記念のプレートのような意味合いとして考えていただけると思いま

す。１枚300円するのですが、食べるというよりも、取っておいていただけるものでもあ



平成２８年度第２回我孫子市観光振興計画推進委員会 

会議概要 

22 

るので、例えば会社の○周年記念などで配っていただけるものなので、機会があれば是非

よろしくお願いします。 

◆佐藤副委員長 

 うなきち焼きは、中身はあずきとカスタードクリームでしたね。 

◆鈴木委員 

 そうですね。こだわっていらして、すごくおいしいです。生地に、我孫子市産の米粉を

使っているので、モチモチしています。 

 ぜひよろしくお願いします。 

◆藤井委員長 

 私が常日頃思っているのは、小中学生が 10年、20年先になっても我孫子に住んでもら

う必要があるということです。それが、恒常的に 10 万人以上の人口を維持する最善策で

はないでしょうか。そのためには、例えば小中学校の給食で配って、それがおいしければ

親と買い物に行くことにつながると思います。とにかく、子どものときに我孫子の中でよ

い体験をしたことは、将来、地元でお父さんお母さんと一緒に暮らすということにつなが

っていくのではないでしょうか。給食などで配るというのはどうなのですか。 

○染谷課長 

 現在でも、白樺派のカレーは、市内の小学校給食で出されています。先日も、第一小学

校に行きまして、安河内委員も入っていらっしゃる「白樺派のカレー普及会」の皆さんが、

年間を通して取り組んでくださっています。いま委員長が仰ったように、うなきち焼きな

ども給食に出されることがあればよいことですので、積極的に働きかけていきたいと思い

ます。安河内委員からもお話があればお願いします。 

◆安河内委員 

 私は、第一小学校のときには行けませんでしたが、第一小学校では川村学園女子大学の

高橋先生が、白樺派のカレーを児童とともに召し上がったそうです。子どもたちは、白樺

派のカレーが我孫子のものだと知っていて、例えば“我孫子すごろく”のようなものを作

るときは、必ず入れてくれるのです。藤井先生も仰ったように、“ベロの記憶”というの

はすごく大事だと思います。カレーは比較的作るのが簡単だと思いますが、そのほかの商

品は給食室ではなかなか作るのが難しいと思うので、少し小さくするなどして、工夫して

出すことができるとよいですね。 

○染谷課長 

 学校などに伝えていきたいと思います。 

◆藤井委員長 

 そのほかに何かありますか。 

○染谷課長 

 今日は、田口委員もいらっしゃいますので、来年からオープンする直売所について、現

状を報告していただいてもよろしいですか。 
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◆田口委員 

 現在、来年６月を目処に工事を進めており、農家の追加募集もこれから進めていきます。

施設の方では、カフェやレストランのような飲食スペースを設けて、食事ができる環境を

作ります。メニューについては、深く検討を重ねていまして、各所からいただいたアドバ

イスを含めて協議しています。それから、地元の農産物を使ったお惣菜などを提供できる

ようにする予定です。 

◆鈴木委員 

 そのようなところで白樺派のカレーを提供することは、可能性としてゼロではないでし

ょうか。例えば、年間をとおしての提供が難しければ、イベントとして“この１か月は、

白樺派のカレーが食べられます”といったことを、皆さんでご検討いただきたいですね。 

◆田口委員 

 レシピなどを頂ければ。 

◆鈴木委員 

 普及会で持っていると思いますので、是非。 

◆田口委員 

 “白樺派のカレー”と“我孫子の米”のようにできるといいですね。 

◆鈴木委員 

 トマトジャムもメニューに加えていただける可能性もあるかもしれませんね。 

◆安河内委員 

 川村学園女子大学の学園祭が先日行われて、トマトジャムと白樺派のカレーをコラボさ

せました。パスティというパイシートにキーマカレーとトマトジャムを入れたものを 100

個販売したら、即完売しました。カレーライスを作るのは大変ですが、クレープを食べる

ような感覚で持ち運んで食べられます。焼き立てで食べるととてもおいしいです。 

◆田口委員 

 それは、出店のような形でも販売できますか。 

◆安河内委員 

 レンジのように温められるものがあれば、パイなので冷凍もできます。歩きながら食べ

られて、重たくないバージョンとしておすすめです。パスティは、バーナード・リーチさ

んの故郷であるイギリスで 18 世紀頃から食べられ、今でも実際にあるものです。そこか

ら白樺派のカレーと結びつけて考えたものなので、とても我孫子市らしい一品だと思いま

す。 

◆田口委員 

 先日、イベントで、福永先生と一緒に作られたジャムと、今考えられている丼もの、創

作コロッケの試食を行いました。いろいろとアドバイスもいただいています。 

 ジャムは、理由があって、利用できなさそうな状況にありますので、それ以外の活用を

考えています。 
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◆藤井委員長 

 そのほかに何かありますか。 

○金子主任主事 

 最後に付けている資料なのですが、「ちばＩ・ＣＨＩ・ＢＡ 期間限定アンテナショッ

プ」というものが、東京シティアイにて、千葉県観光物産協会が主催となって、各市町村

のお土産品を販売しています。我孫子市でも 12 月 12 日～13 日に出店し、ふるさと産品

の方や川村学園女子大学、中央学院大学、アビシルベの皆さんにご参加いただいて PR し

ますので、よろしければお立ち寄りください。 

○染谷課長 

 補足すると、こちらは千葉県が東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、県

内外に PR していこうという取組みのひとつとなっています。今回で２回目の実施となり

ます。 

◆佐藤副委員長 

 カッパの手ぬぐいも１か月間販売します。 

◆鈴木委員 

 場所は、東京駅の目の前にある「ＫＩＴＴＥ」の地下１階です。是非寄っていただけれ

ばと思います。 

◆藤井委員長 

 昨年、私も染谷課長と一緒に訪れました。 

 事務局が用意された事項は以上とのことですが、その他何かありますでしょうか。ない

ようでしたら、ここで終了したいと思います。次回について事務局から何かあればお願い

します。 

○染谷課長 

 長時間の会議をありがとうございました。本日皆さんから頂いた観光大使については、

今後、私どもで進めさせていただきまして、次回の推進委員会にて具体的な進捗状況報告

をしたいと考えています。 

◆藤井委員長 

 本日は、ありがとうございました。 


