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1. 会議の名称 

平成 28年度第３回我孫子市観光振興計画推進委員会 

 

2. 開催日時 

平成 29年３月６日（月） 午前 10時 00分から午後 12時 15分まで 

 

3. 開催場所 

我孫子市教育委員会 大会議室 

 

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、奥山久美子委員、田

口忠委員、宮本研三委員、入江紳吉委員、安河内志乃委員、染谷幸和委員、

門脇伊知郎委員 

＜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 

 

5. 議題 

① アクションプランの進捗状況について 

② アクションプランに関わる平成 29年度の主要事業について 

 

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 アクションプラン 41「観光大使の検討」について 

③ 第 50 回日本女子オープンゴルフ選手権におけるあびこＰＲプロジェク

トについて 

④ 『手賀沼観光施設誘導方針』について 

 

7. その他 

 

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 
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10. 会議の内容 

 

 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。 

 

○ 金子主任主事 

委員の方からご自身の発言の言い回しについて少し変更がありましたの

で、その部分を変更してホームページには提示させていただこうと思います。 

 

 藤井委員長 

はい。本日傍聴人の方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

○ 金子主任主事 

本日はいらっしゃいません。 

 

 藤井委員長 

それでは議事の方に入っていきたいと思います。事務局の方からよろしい

でしょうか。 

 

○ 金子主任主事 

はい。それでは「アクションプランの進捗状況について」第１回、第２回

と何度か説明させていただいておりますので、特筆すべきものについてかい

つまんで説明していきます。 

まず、アクションプラン４「文化人の広場の整備」について、こちらは平

成 27、28年度実施状況が現在空白で、取組み期間は平成 29、30 年の予定と

なっています。しかし、担当課が行った来年度の予算請求の審査に落ちてし

まったため、来年度の実施予定も入らない予定です。 

続い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、こ

ちらは次の議題である「アクションプランに関わる平成 29 年度の主要事業

について」で詳しくお話しいたしますので、ここでは割愛いたします。ただ

一点だけ、前回「水の館」の名称について、その結果をお話ししていなかっ

たので、この場でご報告すると、結局名称は「水の館」から変化なしという

ことになりました。 

続いてアクションプラン 17「我孫子市ふるさと産品の普及促進」です。

こちらも前回の会議でお話しさせていただいたとおり、ふるさと産品が２件
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の登録があり、１件の登録解除がありましたので、現在、合計 23 件の登録

があります。 

活動としては、11月中旬から 1か月間、東京の丸の内にある「KITTE」で

千葉県の期間限定アンテナショップが設けられ、我孫子市でも 12 月 12 日、

13日の２日間、出張販売ということで、我孫子市の PRを含め、参加いたし

ました。本日はご欠席されていますが、鈴木委員や佐藤副委員長にもお手伝

いで来ていただいております。また、先日の３月５日には、アビイクオーレ

１階で「ふるさと産品まつり」を開催しました。 

その他報告として、前回の会議で鈴木委員から、我孫子のふるさと産品を

全品、水の館で取り扱ってくれないかとのお願いがありましたので、会議終

了後、農政課に報告しました。農政課としては、是非置いていただけるので

あれば置いていただきたいとの回答を得ました。以前に「あびこ農産物直売

所」でもそのようなお話があったそうなのですが、賞味期限が数日で切れて

しまうものがあり、農政課から置いてもらうようお願いしても断られてしま

ったそうなので、どこかで話し合いの場を設けられればということでした。

なお、鈴木委員には以前にお会いした際に報告は済んでおります。 

次にアクションプラン 19「商業者(商店、飲食店等)間の連携強化」につ

いて、今年度から「我孫子まちゼミ in天王台」として、９月５日～10月 16

日に天王台地区を中心に開催しました。こちら好評をいただけたことから、

来年度は我孫子地区も加えてやってこうという話になっております。 

続いてアクションプラン 40「観光ＰＲキャラクターの活用」について、

以前「手賀沼のうなきちさん」のグッズを作るとしたらどんなグッズがよい

かアンケートを取らせていただき、「ピンバッチ」、「ストラップ」、「ネーム

ストラップ」、「マウスパット」、「ポチ袋」を製作する予定となりました。詳

しくは後の「報告」でお話しいたします。 

次のアクションプラン 41「観光大使の検討」について申し上げます。こ

ちらも皆様に２回アンケートを取らせていただき、まだ大使等は決定してい

ないのですが、後ほど進捗状況についてご報告いたします。 

 

 藤井委員長 

 質問などあるかと思いますが、関連しますので、次の「アクションプラン

に関わる平成 29年度の主要事業について」、事務局から説明が終わってから

お願いします。では、事務局から説明お願いします。 

 

○ 金子主任主事 

 では、続いて「アクションプランに関わる平成 29 年度の主要事業につい
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て」について説明いたします。こちらについても、鳥の博物館の設備維持管

理といった例年行っているものもありますので、かいつまんで説明したいと

思います。 

 まず「鳥の博物館の充実」について申し上げます。鳥の博物館は、JBFが

開催された次の日から今年の 1 月 31 日まで空調工事のため閉鎖しておりま

したが、2月 1日から再開いたしました。 

 続いて「観光資源の発掘・磨き上げ」について、前回会議までは具体的な

日にちが入っておりませんでしたが、日にちが確定しましたので、その旨が

変更されております。「Enjoy 手賀沼！」というイベントが毎年春頃にあり

ますので、そちらに合わせて水の館がオープンすることが正式に決定しまし

た。 

 次に同じく「観光資源の発掘・磨き上げ」から「さくらプロジェクト」に

ついて申し上げます。こちらは平成 28年度に実施し、平成 29年度も引き続

き実施していく予定です。前回、鈴木委員からご意見のあった手賀沼公園か

ら遊歩道を歩いていくと「水の館」付近で行っている「あびこ桜おもてなし

キャンペーン」（水の館付近の遊歩道で商業者の方が出店する催し）の場所

が分からずに、我孫子高校の辺りで帰ってしまうというお話がありました。

今年度の「さくらプロジェクト」に関して、ちょうど今担当課が集まってい

るところですので、ご意見を伝え、何か解決を図っていきたいと思います。 

 続きまして「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。

我孫子市には「ABI ROAD」というパンフレットがあります。来年度「水の館」

リニューアルのための改修が完了し、「農産物直売所」も移転しますので、

情報を更新した上で、AR 機能を追加した改訂版を作る予定だと聞いており

ます。さらに、今まであった英語版と中国語版に加えて、韓国語版も作るそ

うです。今まで秘書広報課が作っていた「あびこガイドマップ」が「ABIROAD」

に変わったのですが、１枚で我孫子全域を俯瞰できる「あびこガイドマップ」

も需要がありましたので、今年度商業観光課で作成いたしました。つい先日

の２月末に納品がありましたので、みなさんにもお配りしています。説明は

以上になります。 

 

 藤井委員長 

 ありがとうございます。ご質問ご意見ありましたら、どうぞお願いします。 

 市民の寄附による桜の植樹の予定は、今後どのようになるのでしょうか。 

 

○ 染谷課長 

 昨年度、今年度、来年度の３年度行う予定になっていて、地区によっては
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既に予定していた植樹本数を終えているところもあります。寄附していただ

いた方の名前が入ったアクリル板の掲示も植樹と併せて行っていきます。 

 

 藤井委員長 

 寄附した方に、自分が寄附した桜がどこに植樹されているかなど、何か通

知が行くのでしょうか。 

 

○ 染谷課長 

 寄付してくれた方に通知が行くようになっています。 

 

 入江委員 

 私も「さくらライトアップキャンペーン」期間中に夜の手賀大橋から桜を

見させていただきました。ちょっと目立ちにくいとも思いましたが、今年は

ライトの数を増やすとのことでよいかと思います。このことは、我孫子高校

辺りに看板など立てるなど、何かされるのでしょうか。 

 

○ 染谷課長 

 現在担当課４課で会議を進めているところで、昨年よりは分かりやすいよ

うにしていく予定です。 

 

 入江委員 

 我孫子駅の南口の階段両脇にある写真パネルを前日桜の写真にしました

ので、こういったものも有効に活用していただいて PR していけばよいので

はないかと思います。 

 

 藤井委員長 

あとは、アクセスが問題だと思います。駅からは坂を下ってまずは手賀沼の

湖畔まで歩いていきますが、その後に水の館までは行きませんからね。途中

住宅街ですし、そこをどのように楽しみながら我孫子高校まで行けるように

するか、是非４課で検討していただければと思います。 

 

○ 染谷課長 

 以前は「あびこ桜おもてなしキャンペーン」を手賀沼公園でやっており、

そのときの方が人は来ていました。水の館にも来ていただけるような工夫を

できればよいのですが。 

 



平成２８年度第３回我孫子市観光振興計画推進委員会 

 会議概要 

6 

 

 藤井委員長 

 そうですね。 

 

 染谷委員 

 少し違うかもしれませんが、我孫子の桜といえば、手賀沼公園だと思って

います。北柏ふるさと公園から手賀沼公園が中心で、サブが水の館のような

印象を受けます。その方がよいのではないでしょうか。 

 

○ 染谷課長 

 貴重なご意見ありがとうございます。こちらに関しては、後ほど私の方か

らお話しする手賀沼観光施設誘導方針に関連しますので、そちらでお話しい

たします。 

 

 佐藤副委員長 

 桜ライトアップの場所のほかにも、我孫子には桜がきれいに咲く場所がた

くさんあるので、夜に限らず例えば「あびバス」などを使って、桜の名所を

見て回れるようなバスツアーがあれば、１日使って我孫子で遊んでくれるの

ではないでしょうか。 

 

 藤井委員長 

 そのほかご意見ありますでしょうか。 

 

 奥山委員 

 植樹について、秋頃に咲くような桜は検討されたりしているのでしょうか。

やはり春に咲く桜が植樹の対象でしょうか。 

 

○ 染谷課長 

 我々はそのように認識しています。 

 

 奥山委員 

 もし先ほどのバスツアーを行うならば、秋に咲く桜というのも話題になる

のではないでしょうか。 

 あと、先ほど藤井委員長がご質問されていた植樹に関して、私も寄附をさ

せていただいたひとりで、今月の始め（平成 29 年３月）に通知を頂き、散

歩ついでに自分の寄附した桜を見に行きました。 
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 藤井委員長 

 桜の大きさはどのくらいなのですか。 

 

 奥山委員 

 ４メートルくらいでした。植樹場所も手賀沼湖畔で希望通りでした。ただ、

その先の手賀沼大橋にも植樹するかについては、一市民としては分からない

です。手賀沼公園から水の館まで、桜の線でつなげられるとよいですね。 

 

 奥山委員 

 アクションプラン９「三樹荘とか限定公開化」が資料 1-2 で空白なのは、

見通しがつかないからですか。 

 

○ 金子主任主事 

 はい。こちらは個人宅なので、アビシルベのツアーに組み込まれてはいて

も、家の前にある史跡の説明板を、まち歩きの中で見学させていただいたと

いうのが現状です。なので、これ以上の進展は難しいと思います。 

 

 奥山委員 

我孫子いろいろ八景歩きの中で、今現在は非公開でもいずれ公開されるだ

ろうと思っていたのですが、難しいのですね。 

 

 藤井委員長 

基本的な質問かもしれないですが、文人の施設の持ち主はそれぞれどなた

なのですか。 

 

○ 染谷課長 

 私から説明申し上げます。武者小路実篤邸跡は、土地が民でそれ以外は市

の持ち物です。白樺文学館や旧村川別荘と志賀直哉邸跡、杉村楚人冠記念館

は、土地、建物ともに市の持ち物になります。ただし、志賀直哉邸の移築さ

れた別棟と以前はもっとあった杉村楚人の土地については、市のものではあ

りません。嘉納治五郎の別荘跡地は、今は土地しかありませんが市の持ち物

になっています。 

 

※ 会議の中では、それぞれの地権者等について、誤りがありましたので、

内容に修正を加えさせていただいております。 

 



平成２８年度第３回我孫子市観光振興計画推進委員会 

 会議概要 

8 

 

 藤井委員長 

 20年 30年かけて、市の持ち物にしていくという考えはないのでしょうか。

でも個人の持ちものもあるとなるといろいろと難しいですね。 

みなさん長崎の出島はご存じですよね。今は町の中にあって、かたちだけ

残っているのですが、長崎市は 50 年掛けて相続の際に島の周りを全て買う

ことをしたのですね。それで 50 年を目途に江戸時代の出島に戻すというこ

とをしています。長崎だからできるのでしょうけれど、「やりましょう」と

いうわけではなく、それくらいの長い計画でないと我孫子にイメージを定着

させるのは難しいと思います。 

 

 染谷委員 

 気象台跡地の公園はどこが持っているのでしょうか。 

 

○ 染谷課長 

市が所有していたと思います。 

 

 染谷委員 

私が知る限りあそこは新田次郎が関係していると思うのですが、知ってい

る人は少ないですよね。何か看板などあるだけでもよいのではないでしょう

か。 

 

 藤井委員長 

 そのほかありますか。 

それでは私から、まちゼミについて 29 年度はどこで予定をされているの

でしょうか。 

 

○ 染谷課長 

 天王台を中心に我孫子地区も参加して６月くらいからやっていく予定に

なっています。 

 

 藤井委員長 

 ありがとうございます。ほかになければ次の「3.報告」に進めてよろしい

でしょうか。 

それでは「3.報告」をお願いします。 

 

○ 金子主任主事 



平成２８年度第３回我孫子市観光振興計画推進委員会 

 会議概要 

9 

 

 では１番目、「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」お話しさせていただきます。こちらは、先ほども少しお話しさせてい

ただきましたが、第１回の会議の場で委員のみなさまにアンケートを取らせ

ていただいて、どういったグッズがあればよいかをお聴きし、第２回会議で

こういったグッズを考えていますとご報告したところだと思います。今後は、

年が明けてから、グッズの作成に取り掛かりましたので、今月中に全てのグ

ッズが納品される予定になっています。お配りした資料には、これまで作っ

たグッズの一覧と、今年度作ったグッズの一覧が載っております。もう一度

申し上げますと、ラバーキーホルダー、ピンバッジ、ネックストラップ、マ

ウスパッド、ミニ封筒、再生産の蛍光ペンになります。販売場所は、我孫子

駅前の我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」になりますので、

よろしければ是非お買い上げください。また、以前もお話ししましたが、元々

これらうなきちさんのグッズというのは、デザインは申請すれば誰でも使え

ますので、商業者の方にオリジナルグッズを作っていただく参考例として市

が作っていました。なので、来年度は、市ではグッズは作らず、こういった

グッズを作ると原価はこのくらいで、売上げもこのくらいといった販売デー

タを開示して、自発的に商業者の方々が作っていただけるようにしていきた

いと思います。報告は以上になります。 

 

 藤井委員長 

 なにか質問はありますか。 

 なければ次に移りたいと思います。それでは事務局お願いします。 

 

○ 染谷課長 

 では、資料４の「観光大使の検討」についてお話しいたします。冒頭でも

ご説明しましたが、過去２回アンケートをみなさまに取らせていただき、「観

光大使」という名称はどうあれ、何か大使を設けようということになりまし

た。また、お願いする方は、我孫子が好きで、イベントその他機会があれば

ご参加いただき、無償で来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

うことになりました。２点目として、市長、副市長に対して、みなさまの意

見を踏まえて確認したところ、団体としてグリーンロケッツにお願いしても

よいとの了承はいただいております。ただ、みなさんも以前言っていたよう

に、１人に決めないでピラミッド方式のように大使をやっていただける方、

例えば上橋さんやナイツの塙さんや三遊亭金太郎さんなどはどうかといっ

たご意見がありました。情報の発信の仕方としては、「あびこの魅力発信室」
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をうまく使って、市内だけでなく市外に対して強く PR していければよいと

思っています。 

 

 藤井委員長 

 何かご意見ご質問はありますか。 

 

 安河内委員 

 以前、観光大使の件で息子のはなしをしたことがあると思います。観光大

使について、なれるかどうかは別として息子に打診をしてみたところ、無償

で我孫子の PR名刺を配るなどのことなら、是非やりますとのことでした。 

 

○ 染谷課長 

 ありがとうございます。現在、市長の考えでは、名刺のデザインを凝った

ものにすることや、市内には「手賀沼のうなきちさん」がいるので、市外に

向けて PR 出来る方がよいのではといったご意見をいただいておりますので、

頂いた意見も含めて検討を進めていきます。 

 

 藤井委員長 

 そのほかないでしょうか。なければ次に進んでください。 

 

○ 金子主任主事 

はい。では次の「第 50 回日本女子オープンゴルフ選手権におけるあびこ

PR プロジェクトについて」申し上げます。こちら観光振興計画推進計画の

場では、おそらく初めてお話しする内容かと思います。2017 年の秋にある

第 50 回の日本女子オープンが、東我孫子にある「我孫子ゴルフ倶楽部」で

開催されることになりましたので、それに合わせて我孫子市でも我孫子を

PR する絶好の機会と捉え、一緒に日本女子オープンを盛りあげるため、市

と関係機関と市民団体とで実行委員会を立ち上げました。実行委員会ではみ

なさんで一体となって、どうしたら我孫子が盛り上がるかいろいろな検討を

重ねています。まだ選手権は先なので、決定ではありませんが、現在 17 件

の提案がなされています。以上です。 

 

 藤井委員長 

 選手権前には夏休み期間があるかと思いますが、なにかイベントは考えて

いるのですか。 
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○ 染谷課長 

 我孫子ではいろいろなお祭りがありますので、その場で PR できるような

ことも考えています。 

 

 佐藤副委員長 

 私はプロジェクトチームのメンバーではないのですが、我孫子ゴルフ協会

の理事をしておりまして、前回の選手権でも協会としてお手伝いさせていた

だきました。大勢の方にお手伝いいただいて、その中でもカメラに映ったと

きなど、学生さんなど若い方が映ると華やかでしたので、今回の大会でも是

非若い方が参加してゴルフのファンを増やし、我孫子を盛り上げ、来訪した

方々に“我孫子は若い町なんだ”、と PRしていただきたいと思います。 

 

○ 染谷課長 

我孫子でも若い方がアマチュアで活躍していますので、そのような方に白

樺派のカレーと我孫子産のお米を市長賞としてあげたらどうかという案が

出ています。 

 

 

 安河内委員 

佐藤委員のはなしを聴いていて思い出したのですが、川村学園の学生さん

が「ゴミの片付け隊」といったチームを組むことを模索されているようです。

片付け部分を若い方がやるというのもとても素敵なことだと思います。 

 

 奥山委員 

 私も一度会議に参加させていただいて、シャトルバスが天王台駅北口から

出るので、天王台を中心に PR していく方向で調整していたと思います。我

孫子市として、できれば我孫子駅から水の館経由か何かで、水の館へ向かう

のを大会期間だけでも検討するのはどうだろうかと思うのですがいかがで

しょうか。 

 

 佐藤副委員長 

 途中下車で観光してくれることを狙ってのことかと思いますが、私がほか

のゴルフ大会に行って、観光をするかというと、ほかのみなさん含めて、ゴ

ルフを見に来ているので、観光しようとは思わないのですね。なので、地図

を渡して見てもらう、といった方がよいかもしれません。 
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○ 染谷課長 

 我々も同じような議論を重ねたところ、ギャラリーはゴルフを見に来るの

で難しいというはなしになりましたので、我孫子の PR やリピーターを増や

すことがよいのではないかという方向で進んでいます。 

 

 染谷委員 

 もし水の館にどうしても人を集めたいのであれば、ゴルフ選手を呼ぶとい

ったことがありますね。 

 

○ 染谷課長 

 実はまだ案の状態ですが、大会前に我孫子にプロを呼んで、トークショー

をしようといった提案もされています。いずれにしろ、実行委員会の中でい

ろいろな案を出し合い、よりよいものにしていこうと考えています。 

 

 藤井委員長 

 そのほかありますでしょうか。なければ最後の報告をお願いします。 

 

○ 染谷課長 

 それでは、「『手賀沼観光施設誘導方針』について」お話しします。これは

市街化調整区域である手賀沼公園から農産物直売所の 100m 先くらいまでの

ことで、市街化調整区域でありながら農用地区域でない部分が約 700m ある

のですね。それでこの区域の使い方が非常にもったいないということで、都

市計画法 34 条の２というものがありまして、それは調整区域であっても、

温泉や観光に関連して一定の方針なり計画をつくれば、そこは先の観光に特

化したものであれば建物についてある程度、許容されるというものです。 

ここにある約 4ha の土地はほぼ全て民の土地で、その約 1/10 の土地が、農

産物直売所です。これらを含めて観光に特化したかたちで、いろいろ許可し

ていこうというはなしです。ではそこで、実際に立地が可能なものがどんな

ものかというと、レンタサイクル店、展望施設、水上アクティビティ施設、

続いて観光客をもてなす施設として、食堂、カフェ、レストラン、我孫子市

に関連したお土産屋さんなどになります。これは市の力ではなく民の力でや

っていき、今後このエリアに賑わいを持たせていきたいと考えています。以

上です。 

 

 染谷委員 

 これは建物の色とか高さなどの規制がありますか。 
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○ 染谷課長 

 はい。ご存じのとおり我孫子市には景観条例がありますので、色々な規制

はあります。 

 

 染谷委員 

 この計画をきちんとできればとてもすばらしいものになると思います。下

手すると、とんでもないものになってしまいますが。 

 

 藤井委員長 

 これは、将来的には整備のされていない道路の湖側が整備される計画など

あるのでしょうか。 

 

○ 染谷課長 

 あそこの手賀沼は県の管轄で、現在も一生懸命、県に要望しているところ

です。あそこの遊歩道が整備されると非常によいのですが。 

 

 藤井委員長 

 あそこは県に頼まないといけないのですか。大変ですね。 

 

○ 染谷課長 

 あそこは河川法が絡みハードルが高く、まずは県におねがいしているとこ

ろです。 

 

 藤井委員長 

 これはそうすると大変な事業ですね。どんなにオシャレな施設などができ

ても、湖畔側が今のままだと興醒めしてしまいますよね。 

   たとえばボート屋さんなどが手賀沼に洒落たお店を建てたいとなったと

きに、市から補助金なりは出たりするものなのでしょうか。 

 

○ 染谷課長 

 今のところはないです。ただ、調整区域なので上下水道などのライフライ

ンが整備されておりませんので、市で出来るものは整備する計画はあります。

ただ、あそこにお店を出したらお金を出すということはありません。 

 

 藤井委員長 
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 ありがとうございます。ほかにありますでしょうか。では、今日予定して

いたものは全て終了しましたが、ほかに何かありますでしょうか。 

 

 佐藤副委員長 

 ふるさと産品のことです。昨日（平成 29 年３月５日）我孫子駅南口イト

ーヨーカドーのエントランスで第 3回の「ふるさと産品まつり」が開催され

ました。とても好評で、新しい「うなきち焼き」やスイーツも早めに完売い

たしました。また、コーヒーのおいしい入れ方やハンカチの友禅染なども行

い、和やかの雰囲気でふるさと産品の宣伝ができたと思います。相当な金額

の売上というよりは、ふるさと産品の宣伝と同時にみなさんに楽しんでいた

だけたかと思います。やはり私たち自身が宣伝していかないことには、我孫

子市民の方でもふるさと産品を知らない方がいるので、もっと宣伝していき

たいと思います。みなさんも何か機会がありましたら宣伝お願いします。以

上でございます。 

 

 

 藤井委員長 

 前回の会議でも出たことですが、学校の給食のデザートなどに市の予算で

購入して、小学校１，２年生はこれ、３，４年生はこれとか、１か月で一回

でもよいから市でふるさと産品を購入して給食で配れると、もちろんおいし

くなくてはダメですが、それで子どもがお父さんお母さんを連れだって「う

なきち焼き」とかを買いに来てくれるでしょうし、観光客が来て買ってくれ

ることを考えるよりも、我孫子にいる潜在的な消費者に向けて買ってもらえ

るような、そのための予算は認めてくれないのでしょうか。 

 昨年か一昨年に、静岡県の下田市に PR しに行くということを、この会議

の中で話されたと思います。こうしたことにお金をいくら使うかは知りませ

んけれども、そういったお金があれば、よっぽどこういうものを購入して、

市民に還元して 10年、20年経つと我孫子の小中学生も我孫子市民になりま

すから、こうしたことにお金を使うことできないのでしょうか。子ども達が

好きそうなものがたくさんありますから、何とか予算を付けていただければ

と思います。 

ほかにありますか。なければちょっとまたいつものとおり延びてしまいま

してすみません。次回の実行委員会についてお話しいただけますか。 

 

○ 金子主任主事 

はい。平成 28年度の実行委員会はこれで終了になります。来年の 29年度



平成２８年度第３回我孫子市観光振興計画推進委員会 

 会議概要 

15 

 

でも引き続きよろしくお願いいたします。29 年度は、先ほどお話したよう

な新年度のアクションプランの予定についてお話しいたします。ほかにも何

か報告すべき事項が出れば、その都度、説明・報告いたします。 

 

○ 染谷課長 

予定では 6月初旬を考えています。水の館もオープンするので、オープン

後の状況についても 6月の開催であれば聞けるのかと考えております。 

 

 藤井委員長 

是非たくさんの方に来ていただけるといいですね。 

 

 田口委員 

３階は研修室なのですよね。水の館には会議室もあります。 

 

○ 染谷課長 

もし可能なら水の館で食事でもした後に、２階の研修室で会議というのも

面白いですね。 

 

 藤井委員長 

どうも今日はみなさんお疲れ様でした。 

 

 全員 

お疲れ様でした。 

 


