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日 時：平成27年5月22日（金） 10時～  

場 所：市役所本庁舎2階 市議会第２委員会室 

出席者：安島委員長、押田副委員長、海津委員、南委員、仲田委員、小林委員、 

藤川委員、金子委員、渡邉委員、山本委員 委員計10名  

傍聴者 1名 

市職員 事務局 市民活動部 部長、次長 

観光商工課観光担当課長、課長補佐、担当係長、担当職員 

 

議事概要 

 

１ 開会あいさつ 

（市民活動部長） 

 今年度は、観光基本計画改訂の重要な年度である。2020年に向けた外国人観光客数

の目標である年間2,000万人も達成する見込みとの報道もある。鎌倉を訪れる外国人

観光客も増えると予想される。そのため、ホスピタリティの向上や観光基盤施設の整

備など今後の課題が山積している状況である。東京オリンピック・パラリンピックに

向けて日本文化をどう発信していくか、鎌倉だけでなく日本全体として問われてくる。 

 一方で、人口減少・高齢社会が到来する。鎌倉市の場合、現在17万3,000～4,000人

程度の人口が、平成44年には16万人くらいになると予想されている。また、後期高齢

者の割合がより高まってくることもあり、今後は、高齢者にも楽しんでいただけるよ

うに、観光のあり方も様変わりする可能性がある。 

 住みよいまちが訪れたいまちと言われるが、まさに観光はまちづくり施策などあら

ゆる施策に関わってくる。鎌倉の観光施策は、市の施策の中でも大変重要なものと考

えている。委員の皆様からは、そうした観光施策のあり方を定める観光基本計画の策

定に、ぜひお力添えをいただきたい。 

 

２  庶務事項 

 ＜新任委員、初出席委員あいさつ＞ 

（委員） 

今年度は、県も観光振興計画の改訂の時期にあたる。箱根の火山活動の件での対応

もあり、観光施策には課題が山積している。観光資源の観点からは、鎌倉も県内の観

光地の看板であるので、ぜひよい計画となるよう尽力したい。 

 

（委員） 

本日、横須賀線で来たが、すでに修学旅行の学生であふれていた。鎌倉を訪れる価

値をいろいろな方々が感じていることを実感した。 

ただ、駅を降りてからすぐ混雑が起きていて大変だった。まず、「行ってよし」に

課題もありそうだと思った。市民の方々がそうした観光にまつわる不満をお持ちにな

らないように、お手伝いできたらと思う。 
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３ 審議事項 

 

＜資料１～５に基づいて事務局から説明＞ 

 

（委員） 

今後の議論の軸がブレないように、計画策定に向けた検討の視点を明確にしようと

いうものである。 

 

（委員） 

非常にわかりやすい資料で絞られた議論が期待される。ここに加えていただきたい

視点として、この会議体が計画をつくり、そこに向けてみんなが取り組もうという視

点は、鎌倉、特に観光の場合はなじまない。むしろ、広い枠組みをつくっておいて、

自立したグループを支援する視点がほしい。そうすれば、より柔軟で現実に即したア

クションプランが期待できる。 

 

（委員） 

観光を幅広く捉えると、様々な団体があるが、どういうグループがあるのか。教え

ていただくとイメージが湧きやすい。今後の検討の際にご紹介頂きたい。いろいろな

活動をされている方たちがいて、鎌倉の観光ができている。 

 

（委員） 

委員と同様に資料５の基本姿勢についてだが、この記載にはそこそこ具体性がある

が、この基本姿勢の前に、本来はもっと大きな理念とか今後の長期的なビジョンとか

が必要ではないか。10年という長期の計画であるから、様々な団体がいろいろな捉え

方ができるほうが、各団体の取組みが拡散しなくてすむ。そもそも「住んで良かった、

訪れてよかった」という今の基本理念に異論はないはず。 

また、基本姿勢にもあるが、「オリンピックに向けて」ではなく、「オリンピック

を通じて」という表現が適切である。オリンピック自体が目的となるのはおかしい。 

 

（委員） 

確かにまず理念やビジョンが必要であろう。また、オリンピックは通過点であり、

その先を見据えた議論が必要である。 

 

（事務局） 

計画の中身の議論の前に理念や基本方針が必要とのご指摘は、おっしゃるとおりで

ある。それは、今回ご提示した資料５を検討材料の一つとして、次回以降にじっくり

ご議論いただきたい。今回は、計画に盛り込む内容としての基本姿勢ではなく、計画

をつくっていく上での姿勢として、資料５を作成した。 
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（事務局） 

前回の委員会での議論の中で、計画をどのようなつくりにするかという論点があっ

た。ゼロベースで見直すのか、現行計画の手直しなのか、そういう疑問に対して、今

後の計画づくりの基本的なスタンスをお示しするために、資料５をご用意した。 

資料５の内容は、計画の中身にプロットするのではなく、あくまで今後の議論の入

り口として整理したものである。 

 

（委員） 

今回の会議が初めての委員もいるので、基本的枠組みとは何かを確認しながら議論

を進める必要がある。 

 

（委員） 

今後どのように計画をつくっていくかの視点という資料でよいか。それであれば、

最終的に誰のための計画かを見据えておくべきである。鎌倉の観光政策を作るように

見受けられる。計画に基づき、行政だけでなく市民や観光団体がどのように動くかを

指し示すことが重要である。 

また、資料５の視点４には、市民、居住者の快適な環境の確保に向けた視点が書か

れているが、観光が抱える課題を解決した上での話であり、課題の解決も一体的に表

現したほうがよい。 

 

（委員） 

視点４は観光と市民生活が対立する構造で描かれているが、市民にも観光振興によ

るプラスの側面はあるはずである。 

 

（委員） 

例えば市民ワークショップの開催と書かれているが、何かの対策や処方といった、

課題を乗り切るために設けた表現に読めてしまう。もう少し違う視点として表現でき

ないか。 

 

（委員） 

現行の計画はどうなるのか、第２期を修正するのか、ゼロベースで新たな計画を策

定するのか。 

 

（事務局） 

現行計画は対象期間が27年度末までなので、第３期の計画を新たにつくるものであ

る。現行計画に書かれている中身については、残すべきものは残し、必要なものは追

加する。 

 

（委員） 

資料１に記載の会議体の枠組みとして、この委員会の下に書かれている進行管理委
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員会の立ち位置は、今後どうなるのか。また、１年経つと我々はどうなるのか。 

 

（事務局） 

第２期の計画の進行管理は「進行管理委員会」で行っているが、新たな第３期計画

は、策定についてこの委員会でご審議いただいた後、その後の進行管理も皆さまにお

願いしたいと考えている。来年度以降は「進行管理委員会」はなくなり、この「推進

委員会」で新計画の進行管理をご指導いただくとお考えいただきたい。 

 

（委員） 

現行計画のＰＤＣＡサイクルによるチェックの状況は、どのように捉えればよいか。 

 

（事務局） 

以前皆さまにお送りした冊子「観光事情」にまとめており、今後に向けた個別の課

題に関するご提言をいただいている。主なものをご紹介すると、市民理解を深める取

組み、鎌倉ならではの観光に向けた取組み、観光地としての施設整備、外国人満足度

の向上に向けた取組みといったことに関して、課題及び提言としていただいている。 

 

（委員） 

次回以降、それを踏まえて計画に役立てたい。 

 

（委員） 

前回の会議で、委員からお話があったように、期日を決めて具体的なプランを決め

ていく必要があると考えているが、この委員会では、そうではなく、このような視点

に基づいたルールを作る場なのか。私は、失敗してもよいから具体的なプランづくり

をやりたい。 

委員長がおっしゃるとおり、鎌倉にはたくさんの団体が活動している。直近の例で

は、5月16日・17日には由比ガ浜でビーチフェスタがあり、由比ヶ浜大通りの商店街で

はボーダーフェスタ、その先には長谷の市がある。その気があれば、歩行者天国にし

てつないでいけば、一大イベントができる。こうしたコンテンツは十分にあるはずだ

が、鎌倉市が大々的に支援しているイメージはない。もっと行政が既存の取組みに関

する情報を集めて、積極的に周知・広報して支援する取組みが実現できればよいと感

じる。 

そうした観点からは、計画の具体的な文言を直すのもいいが、これだけの面々がお

集まりなのであるから、何か具体的なプランをつくって提示できればよいと思う。 

 

（委員） 

視点それぞれに関連して足りないものとして、「情報の精査」だと思う。おそらく

情報が整理されれば、解決されるものが多いのではないか。 
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（委員） 

委員のご意見のようにプランをすぐに実行できず、もどかしく感じられるかもしれ

ないが、時間の都合もあり、具体的なプランまで決めることは難しいだろう。計画で

は取組みの方向性までを示して、来年度以降、具体的な取組みを動かしていくには、

この委員会とは別の仕組みが必要だと思う。 

ただ、本当に取組みを動かしていくには、進行管理委員会のような組織で評価して

いるだけでは不十分である。それぞれの取組み分野ごとに推進部会のような実行部隊

をつくる必要がある。今年はその方針を決める段階である。 

私としては、視点１の関連で、まずは外国人に何を見せるのか、どういう価値を見

せるのかを決めるべきであると思う。観光案内所などのツールも必要であるが、鎌倉

に来る外国人観光客に何を見せたいのかを、今年議論するべきではないか。 

 

（委員） 

今のお話の通り。視点３の「質」というものは耳あたりが良いが、受け取る側によ

って中身は様々だと思う。例えば観光資源としての歴史にしても、どの時点での歴史

を見せるのかが論点となる。観光を「誰が」やるかという視点もあるが、「誰に」対

してという部分まで踏み込んで、具体的に議論をしないとなかなか進まない。 

 

（委員） 

「ブラタモリ」という番組では、鎌倉時代における新しい価値を見せようとしてい

た。このように新たな価値をつくり出すことは大事である。今すでに知られている観

光資源を活用して着地型観光を行う取組みも重要だが、それに加えて新たな観光資源

を発掘していく取組みも大事で、例えば、お寺はいろいろと残っているが、都市とし

ての鎌倉の姿はあまり残されていない。 

 

（委員） 

話があちこちに飛んで議論が進まないが、あまり時間がないので、資料５に基づい

て議論を絞るべきではないか。 

 

（委員） 

 ご指摘ごもっともであるが、議論の入口として全体の枠組みに関する整理をしてい

る状況である。本日の議論の目的が資料５であることは共通の理解である。 

 

（委員） 

県も計画を作っているが、今年の知事の政策の一丁目一番地にインバウンドが入っ

ており、単なる観光の情報発信だけではなく、戦略性を持たせた誘客をテーマとして、

海外におけるセールスにも力を入れる。具体的にはこれから詰めるが、例えば中長期

的にどの国・地域をターゲットにするのかなどが論点となってくると考えている。 

そうしたことから、鎌倉市の計画改定に対して、県としても情報を提示し、整合性

を図っていければと思う。 
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重要なのは、情報を出すだけでなく、その後に受け入れた観光客をどうもてなすか

である。行政は観光のＰＲがうまいとは言えない。外国人にとって神奈川県などとい

う括りはどうでもよく、情報のコンテンツ（中身）が大切である。例えば、誘致によ

って観光客が訪れても、食べたものにインパクトがなければ印象に残らない。 

 

（委員） 

とかくインバウンドは外国人観光客を連れてくることに終始しがちだが、一番大事

なことは、日本に来た外国人に本当に感動させられるかということである。明治時代

から鎌倉は観光客に人気であり、当時から残るものは大切な観光資源がある。だけど、

今ある観光資源以上の、新たな価値を生み出すことは、今まであまり考えられてこな

かったのではないか。観光客が増えれば観光的な価値というものは消費されていくも

のである。どうしたら価値が増えるかを検討すべきである。インバウンドについても

同様である。 

 

（委員） 

県は情報発信を担うが、市町村には、そこに掲載するネタの磨き上げをお願いした

い。何をアピールするかが重要であるので、ご協力をお願いしたい。 

 

（委員） 

我々は、現行計画をベースに計画をつくっていくのか、それとも基本的な計画とい

うことで、今後いろいろな取組みが可能となるように、解釈の余地を残してつくって

いくのがよいのか。 

 

（委員） 

現行計画に対してはＰＤＣＡサイクルによる評価も加えているので、そこは尊重す

べきものである。それに加えて、必要な見直しをどのように、どのレベルまで行うか

という問題である。 

 

（事務局） 

委員のお見込みのとおりである。新たな計画でも、現行計画と同じ踏み込みの度合

いで記載していくことを考えている。また、現行計画をどのようにベースにしていく

かについては、資料５の基本姿勢でご提案させていただいた。 

まず、基本姿勢２で示したとおり、現行計画に対して必要な時点修正を行い、次に

それで不足する東京オリンピック・パラリンピックを見据えたインバウンド対応につ

いては、一つの章を立てて加えるくらいの対応が必要ではないかと考えている。資料

５の基本姿勢は、そうした事務局側の考えを発案としてお示ししたものである。 

そもそも基本的な計画であるから、誰が何をやるのかといった細部までは現れてこ

ないものと考えているが、委員の皆様が有効と考える取組みを後押しできるような、

具体の行動につながるエッセンスをいただけるとありがたい。 
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（事務局） 

事務局としては、現行の計画を基本的に引き継ぐことに対して、各委員から賛同を

いただいていると認識していたが、そうではなく、理念も含めてゼロベースから見直

すことも考えられる。ここで改めてそこを整理したい。 

 

（委員） 

これまでの計画で大事な部分は尊重しながらも、そのまま引き継ぐわけではないの

ではないか。来年度以降は、このメンバーで新たな計画の進行管理も担っていくこと

となるので、当然、委員の皆さんが納得できるものがよい。 

 

（委員） 

視点３の「質」にこだわらせていただくが、この「質」や「価値」を求めて、国内

外の人が鎌倉や日本に訪れてくるのではないか。そうした「質の高さ」や「価値」を

いかに感じていただけるかが重要である。 

ただ、５年、10年という先を見据えたとき、日本の「価値」や「美意識」あるいは

「質」といったものを伝えていくべき「子ども」たちに対する視点が出てこない。観

光というのは、そうしたものを次世代を担う「子ども」たちに伝えていく教育現場で

もある。こうした「教育」の視点も必要なのではないか。修学旅行に来た子どもたち

にそれが伝えられれば、大人になってからそのときのことを反芻しながら、また観光

に訪れると思う。それが続いていくこと自体も「価値」である。 

 

（委員） 

そういう意味からは、視点の順番も変えたほうがよいかもしれない。視点２は経済

活性化の視点であるが、これは結果として達成を目指す目標かもしれないが、これを

前面に掲げて取り組むことかと言われれば、そのための観光というのは本末転倒と思

える。視点の重さや優先順位を考えると、今の視点２は順番を後にしたほうがよいか

もしれない。 

 

（委員） 

視点１と視点３は、実際には同じことだと思う。観光のコンテンツを掘り起こし、

それを外国人であれ日本人であれ、どのような人たちに伝えるかの違いである。だか

ら、視点１と３は一つにしてもよいのではないかという気がする。 

また、視点４には、観光案内所の拡充など、訪れた観光客に対する受入基盤に関す

る取組みが潜り込んでいるので、切り分けるか表題を変えるなどしたほうがよい。 

 

（委員） 

鎌倉という古都にまつわる課題であるが、例えば古くからある狭い道について、そ

れを悪いと捉えるのか、昔がしのばれて良いと捉えるのかである。まちづくりの方針

の立て方によって、取組みの方向も変わってくるし、ひいては市民生活への影響も変

わってくる。 
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（委員） 

まちづくりと観光に関わる部分では、市の部局間の連携がとても大事である。ここ

に書くべきかどうかは別として、例えば、この会議の場に、市役所の関係部署にも来

ていただき、話を聞いて発言してもらいたいと思う。特に鎌倉においては、観光商工

課がそうした役割を担うことが期待されているのではないか。 

 

（委員） 

 行政は縦割りで横の連携が不十分であるから、もっと心がけてもらいたい。 

 

（委員） 

鎌倉といってもエリアが広く、例えば大船地域の観光の視点はいらないのか。 

 

（事務局） 

視点４で、視点の具体例として時期的・局所的に集中する観光客を平準化・分散化

する方策の検討を示しており、その取組み例として、新たな観光施設や地域の魅力づ

くり、イベントの開催時期の工夫を想定として示させていただいている。 

 

（委員） 

市がイベントを主催するのか。別の団体が主催するとして、この計画に文言だけを

書いても、誰かが自発的に取組みを進めるのを待つだけとなってしまう。はっきり言

って、ここの基本姿勢や視点に書かれているようなことが仏教会の中で浸透している

かと言えば、そうとは言い難い。単に計画全体の素案をつくってパブリック・コメン

トに出しても、なかなか反応は得られないであろう。それよりもっと具体的に、こう

いう取組みをお願いしたいと、市の方から積極的に示して、アプローチをしてもらい

たい。 

 

（委員） 

計画によって少しずつやり方は違うが、一般的には、もう少し具体的な内容が分か

るように、リーディングプロジェクトやプロジェクト群といったものを示して、そう

した取組みを誰が担当するのかを書いていくことが多い。それから計画を策定した翌

年度以降は、そうしたプロジェクトを推進していく組織を別に設けて、具体的な取組

みを進めていくこととなる。 

 

（委員） 

なかなかそれでは遅くなってしまう。だから役所の外の、お寺などの観光施設でこ

の会議をやれば、実際に観光客を受け入れている現場の方々の理解も深まるし、いい

広報にもなると思った。 
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（事務局） 

先ほどからご意見をいただいている視点として、例えば、教育や人づくりとしての

観光や、情報の整理といった視点のように、計画をつくっていく上で必要となる大き

な方向性に抜け落ちのないよう、委員の皆様からご意見を伺いたい思いである。 

 

（委員） 

 その際には、照会を受ける側が理解しやすいように、最後にはＡ４版１枚程度の資

料にまとめていただいた方がありがたい。 

 

（委員） 

要するに、具体的な事例や取組みが見えにくいというご意見だと思うので、そうし

た事例や取組みについて今後ご提示いただければよい。 

 

（委員） 

京都市の取組みの紹介だが、100くらいある通りで100のイベント、合計１万もの催

しが行われていることを宣伝する事例があった。鎌倉にもそれくらいの観光資源はあ

りそうであるから、そうしたリーディングプロジェクトに取り組むのもよいのではな

いか。 

 

（委員） 

抽象的なままではなく、リーディングプロジェクトのように、具体的に頭出しでき

る取組みをまとめて掲げてはどうか。 

 

（委員） 

京都の山田知事は、至る所に着物を着て出てトップセールスをしている。大将が旗

を振ることは大切だと思うので、鎌倉市長としても前面に立ってＰＲする取組みがあ

ってもよい。 

 

（委員） 

鎌倉の観光といえば、神社仏閣が代表的であり、その他にも海水浴場やハイキング

コースが有名であるが、これらには変化がない。これからは、新たな観光資源を発掘

して活用していくことが大切だと思う。例えば、明治時代の歴史的な建造物が公開さ

れており、これは貴重な機会である。ぜひ、これからの新たな観光の目玉として、行

政や事業者だけでなく、ＮＰＯや市民とも協働してこうした取組みを進めていってほ

しい。 

 

（委員） 

賛成である。まず、鎌倉幕府の時代における歴史・文化や都市の様子について、最

新の学術成果に基づいて、分かりやすく見せられるようにする。それに加えて、明治・

大正時代以来の歴史的な建造物や、別荘地として繁栄した歴史的経緯もある。 
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また、県では、庭園文化圏再生構想を公表し、官民協働により邸宅・庭園や歴史的

建造物を保全・活用していく活動を支援している。 

 

（委員） 

その他にも県では、国家戦略特区における取組みとして、歴史的建造物での宿泊行

為の実現に向け、これに取り組む市町村を募集している。ちょうど大磯町から応募が

上がってきている。宿泊には様々な規制があるが、突破口を探している。 

やはり、新しいことに挑戦する取組みは重要である。 

 

（委員） 

誰も体験していないことには新しい価値が生じる。検討の視点の順番としては、最

初にもってきてもいいくらいである。 

 

（委員） 

 賛成である。新たな観光資源の発掘・活用は一番に置くべきである。 

 

（委員） 

県と市には、立ち位置の違いを感じる。県では、既にある観光資源についての情報

発信やプロモーションが最優先となるが、市では、地元に埋もれがちな資源をいかに

発掘・活用していくかという視点が、より重要となってくると思われる。 

 

（委員） 

観光協会でもそうした資源の活用に向けて取り組んでいるが、例えば扇ガ谷の古我

邸や鎌倉山にある扇湖山荘などについて、市として活用していく意向はあるのか。 

 

（事務局） 

扇湖山荘については、昨年に民間事業者との対話を実施したところである。結果と

しては、５グループにご参加いただき、ホテルや文化的拠点としての活用などいくつ

かのご提案を頂戴した。そうして、ここを活用したビジネスが成立するか検討したが、

施設の前面道路の幅員が狭いことや、建物の用途が「研修所」となっていて、そのま

までは宿泊施設としての営業が難しいことなどから、更なる検討を続けているところ

である。 

 

（委員） 

先ほど話のあった特区制度を活用すれば、あるいは実現できるのか。 

 

（事務局） 

特区制度を活用しなくても、住民の賛成が得られれば現行法制上も実現できる状況

である。しかし、閑静な住宅地でもあり、簡単なことではないと考えている。 
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（委員） 

ただ保存しているだけでは支出が増える一方である。 

ぜひ、観光だけではなく、関係する他の課とも協力しながら検討を進めていってほ

しい。実際、そうした現行の他部署の取組みの中にも、観光に関わる部分がたくさん

あるのではないか。それらの取組みをとりまとめて整理するだけでも、明治・大正期

の歴史をはじめ、鎌倉の新しい価値が生まれそうな気がする。ぜひ、庁内の様々な取

組みを観光の側面から受け止めて、幅広く連携しながら取り組んでいってほしい。 

 

（委員） 

これだけ観光が大切であると認識されているが、果たして予算はつくのか。国です

らもなかなか観光分野の予算はつかないのが現状と思う。 

 

（委員） 

卵が先か鶏が先かという側面もあり難しい。ただ、重要性を十分に理解してもらえ

れば、予算につながる。 

 

（事務局） 

東京オリンピック・パラリンピック開催が決定し、今は追い風も吹いている。次回

からは、必要であれば関係部署もこの会議に出席させて、ご説明させていただく。 

 

（委員） 

国の地方創生に関する事業を活用することも一案である。県でも国の交付金を活用

したインバウンド施策に取り組んでいる。 

また、歴史的な資源の活用といった観点からは、県内では、かつての東海道五十三

次の宿場に着目して、昔のコンテンツを掘り起こし、まち歩き観光の推進に役立てる

取組みもある。そのように、歴史の振り返りをする上では、教育委員会との連携も必

要になってくる。 

 

（委員） 

観光の予算を増やすといっても、支出の増にはやはり限界がある。観光に投資した

分、市の収入も増えるような仕組みにしなければ、予算増に対する市民の理解が得ら

れない。つまり、支出だけでなく、一方で観光振興による収入の増も考えないといけ

ない。例えば、協力金制度のような仕組みも検討の余地がある。 

 

（委員） 

 施策・事業を進めるにあたっては、予算をどう確保していくかも重要ということ。

補助金をどう活用するかという視点も大切であるし、観光客から徴収する受益者負担

のような制度も考えられる。 
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（委員） 

事業としての採算がとれるよう、財源確保にも工夫する必要がある。そうでないと、

観光施策が市税を垂れ流して使っている印象を与えてしまう。 

収支はトントンでも、それで観光客の満足度が高まり、地域の活性化につながるの

であればよしとすべきだと思う。 

お寺としても、貴重な文化財を有しており、行政から補助金ももらっているので、

何か地域にも還元したいし、もっと貢献したい。 

 

（委員） 

皆さんのご意見のとおり、神社仏閣は、鎌倉にとって重要な歴史的資産であり、こ

れからも観光資源であり続けると思う。ただ、現状、各神社仏閣が別々に取り組んで

いるイベントについて、例えば仏教会全体で共同して、全市的なイベントを開催する

ことはできないか。そうすれば大きなインパクトとなる。また、行政はそれを仲介・

支援できないか。 

 

（委員） 

 なかなか難しい部分はある。 

 

（委員） 

それぞれで個別に取り組んでいるイベントにまとまったテーマを与えて、全体とし

て伝わりやすくすることは有意義であり、実行できる可能性もある。 

 

（委員） 

3.11東日本大震災の追悼祭を合同開催している取組みがあったと思う。あれには市

内の全てのお寺が参加しているのか。 

 

（委員） 

あれは宗教者会議が中心に実施している取組みで、仏教、神道、キリスト教が宗派

を超えて合同で祈願をしている。仏教会に所属しているお寺に対しては、全て呼びか

けをしている。全国的にも珍しい取組みだと思う。 

 

（委員） 

鎌倉の観光は他の観光都市とはちょっと違っていて、観光が副次的に人づくりや国

づくりをしているという高い視点が掲げられると、国もお金を出しやすいのではない

か。そういう理念を上手にＰＲしていくため、鎌倉の観光の立ち位置を計画の中で明

確に位置づけていくことが必要である。 

 

（委員） 

これまでの議論を整理すると、現行計画の基本理念にもあるが、「訪れてよし」に

該当するものとして視点１や視点３があり、「住んでよし」に該当するものとして視
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点４がある。また、今お話のあった「人づくり」や「基盤づくり」で視点５があった

上で、結果的に視点２があるということになるのではないか。 

このように、現状の視点ではうまく考えが伝わらないおそれもあるため、次回会議

に向けて、文言の整理や優先順位を踏まえた順番の整理などが必要かと思われる。 

 

（委員） 

鎌倉には、他の観光都市と違って長い歴史がある。こうした特徴を活かして、次の

時代に向けて、他の観光地のモデルになるようなことができたらよい。 

 

（委員） 

鎌倉をあげてということでしたら、来年３月には八幡さまの参道段葛の工事が終わ

る予定であるので、全市的に協力してお祝いをすることもいい。 

 

（委員） 

観光協会でも、そうした取組みの検討に着手を始めたところである。 

 

３ その他 

  特になし 

 

＜次回日程＞ ７月31日（金） 10時からを予定 


