
会議の概要 

 

会議名 令和元年度（2019 年度） 第 3 回宝塚市観光振興会議 

開催日時 令和２年（2020 年）1 月 21 日（火）10：00～12：00 

開催場所 宝塚市役所 特別会議室 

出席者 

委員 
吉兼会長、和田副会長、足立委員、岡委員、胡中委員、 

辻原委員、水島委員 

事務局 
産業文化部長、宝のまち創造室長、観光企画課長、 

観光企画課係長（３名）、観光企画課係員 

公開の可否 可 

傍聴者 1 名 

議題及び結果の概要 

１ 開会 

（１）会議の成立 

 （宝塚市観光振興会議規則第 6 条第 2 項の規定により、成立） 

 （出席委員 7 名）  

（２）傍聴について 

  傍聴者の有無、確認：傍聴希望者 1 名 

            会長より傍聴者に注意事項を確認 

 

２ 議事 

（１）前回(11/25)の議事概要について 

  事務局より第 2 回会議の議事概要（資料 1）を説明し、内容の確認。 

  会長より各委員に再確認し、特に意見がないことから正式な議事録として承認。 

 

（２）関連団体の取り組み・方針について 

（ア）宝塚市国際観光協会の取り組みについて 

    委員から、『宝塚市国際観光協会の取組』（資料 6）を説明。 

        

 （イ）市民ガイドの取り組みと現状について 

    委員から、『市民ガイドの取組と現状』（資料７）を説明。 

 

    会長：いくつかのコースの中で、安定的に人気のコースはありますか？ 

 

    委員：観光プロムナードコースと、小浜宿、清荒神のコースが人気です。 

 



    会長：何度も参加される方はいらっしゃいますか？ 

 

    委員：はい、いらっしゃいます。 

リピーターの方やシルバーカレッジなどは、学年毎に利用頂いている。 

また、テレビ番組（ブラタモリ）でも紹介された小浜宿では、 

小学 3 年生のふるさと教育での活用もしており、子供達への普及を試み 

ている。 

 

    会長：第 11 回宝塚検定の案内を見た。検定を受ける方は、宝塚に関心の高い 

       方である。上位入賞者の方には、ガイドに取り込めるような仕掛けが 

あれば、ガイドの高齢化対策や人員確保に役立つのではないかと考える。 

       また、第 6 次総合計画では、「舞台」がキーワードになっている。 

宝塚市全体を舞台として観光を展開することが大事であると考えるし、 

観光協会の取り組みで、映画祭があった。映画祭を 1 カ所で行うので 

はなく、公民館や学校などを利用して、地域全体を舞台として捉え、 

同時多発的なイベントにすれば、お客様の中に移動が伴い、滞在時間 

が伸びるといった効果も生まれると考える。 

さらには、外からのまなざし（見られかた）を大切にし、それを 

受け止める仕組みも重要である。 

宝塚は、非常に有名ではあるが、もう少し全国的に歌劇と歌劇 

以外の情報発信を実施したり、各分野での熱烈なファン（オタク）から 

のアイディアを吸い上げ、展開する仕組みがあれば、既存のコンテンツ 

だけでも十分に宝塚ブランドを展開が可能である印象を持った。 

但し、新しいものを作り出す機運が無いと若い人はついてこないので、 

注意は必要である。 

 

（３）宝塚市観光集客戦略の見直し（仮称）宝塚市観光振興戦略）について 

（ア） 今後のスケジュールについて 

事務局から、観光振興戦略スケジュール（資料 2）を説明 

 

  （イ）宝塚市観光振興戦略骨子（案）について 

     事務局から、宝塚市観光振興戦略骨子案（資料４）、を説明し、その後質疑。 

   

 

 

 



    委員：骨子にある SWOT 分析やじゃらんのデータに個々のライフスタイルの多

様化や、健康・リラックスへの関心の高まりとあるが、観光協会が実施

した西谷のダリア園を訪問するツアーや映画祭において、実際に実感し

た事である。最近の旅行者は「健康」と「勉強」に強い関心があり、そ

の為には不便であっても訪問する行動力がある。 

宝塚の観光地にはその要素がある。 

 

    会長：高齢者にとっての恐怖は健康と認知症である。健康維持のために 

       運動をされる方も多いが、なかなか続かない人が多いのも実態である。 

その恐怖に対するニーズを観光を通じて楽しみながら出来れば続けやす 

いと考える。 

 

    委員：SWOT 分析の弱みの中に「住宅都市のイメージが強い」とある。 

先日、訪日中国人対象に春節で訪日したらどこに行きたいかの 

ランキングを拝見した。12 位に大阪近郊の住宅都市である箕面市が 

あった。理由としては滝があり、自然がある事が魅力的とあった。 

宝塚市にも廃線敷きや武庫川の渓谷など豊かな自然がある。 

都市部から近い事も併せて PR をすれば、弱みでなくなる可能性があると 

考える。 

また、ガイドツアーに参加する方も、ただ健康のために個人で歩くだけ 

ではつまらないので、観光と勉強の要素の入ったツアーに参加する 

傾向がある。 

 

    会長：そのような嗜好が進んでいる事は、今回ウェルネスを方針の柱に据えた 

が、方向性が間違っていない事の確認が出来る。 

 

    委員：課題と取組方向の中で、素材を磨き上げ、または掘り起こし、それらを

広く情報発信していくとあるが、その前に磨き上げて掘り起こした素材

を商品化する必要がある。 

       初めての観光地へ行く場合、多くの方が、予め組まれたコースに参加す 

る。その後、リピーターになってから訪問する観光地の選択肢が広がっ

ていく。 

       同様に、初めて宝塚を訪れる方の為に、アクセスを含めた形で商品化し、 

情報発信をする。来て頂いたお客様からの口コミで広がり、リピーター 

拡大や FIT の増加につなげる仕組みづくりを検討されたほうがいいので 

はないか。 



 

    会長：私の仲間が、地域で商品化等を実施する際に使用しているキャッチフレ 

       ーズで「宝探しの 5 段階活用」がある。まず、①宝を探して磨く、 

②その宝を地域の人が認識し、③誇り、④人に伝える。最後はそれを 

⑤興して販売出来るようにするという一連の流れである。 

持続可能な観点からも経済との連続性は非常に重要な点である。 

 

事務局：コンテンツを伴った情報発信については、次の議題で触れている。 

 

    委員：前回の会議でウェルネスツーリズムの方向性が確認されたが、今回の 

       資料を改めてみると、その方向性が本当に正しいのか疑問がある。 

       資料にある現状分析、課題、外部調査（じゃらん）からも宝塚市が 

ウェルネスツーリズムへ向かうためのストーリーが弱いと考える。 

骨子や次の議題である体系図にも「商品化」の記載はあるが、もっと 

前面に出して 1 つの柱にしてもいいのではないかと考える。 

また、今回の戦略は 2021 年 2 月に完成予定となっている。 

その時は、すでに東京オリンピックも終了しており、実際にオリンピッ 

クによる波及効果が宝塚市、関西にどこまであったのかも意識する必要 

がある。2025 年に開催される大阪・関西万博のテーマは、まさに「健康」

である。併せて大阪・関西万博の意識も必要である。 

さらにインバウンド客は、宝塚だけを訪れる方は非常に少なく、 

周辺地域も含めて周遊される方が多い。近隣（伊丹・三田他）の観光資 

源との連携と広域での仕組みづくりも意識するべきではないかと考え

る。 

 

    会長：RWC 開催で海外の方の日本のイメージも少し変わったのではないか。 

       東京オリンピックでも次の新しい動きが出てくる事に期待したい。 

       2025 年の大阪・関西万博のテーマである「健康」は日本だけでなく、 

世界にとっても大きなテーマである。 

       ウェルネスツーリズムについては、まだ認知度が高くない分、わかりづ

らい面がある事は否めない。しかし一方で、だからこそ我々で色々なイ

メージを付けやすいという側面もある。 

       まだ戦略策定まで 1 年あるので、引き続き議論をしていきたい。   

広域連携については、できれば宝塚市が中心的役割を担ってもらいたい。

周辺地域をリードし、広域圏のブランドを築き上げてもらいたい。 

 



    委員：骨子の SWOT 分析を拝見した中で、今後の施策は弱みを是正するもので 

はなく、宝塚市の強みを更に強化し、尖らせていく事に集中するべきで

あると考える。 

       また、経済産業省の資料で山形県上ノ山温泉での「かみのやまクアオル 

       ト健康ウォーキング」によるヘルスツーリズムの紹介記事を拝読した。 

       宝塚の西谷地区や廃線敷でのウォーキングがそれにあたるのではないか 

と考える。 

 

    会長：今の時代に弱みを強化するという施策を行う所は無く、強みを更に活か

していく方向である。改めて確認しておく必要がある。 

又、今回の資料の SWOT 分析の中で温泉に関しての記述がない。 

ウェルネスツーリズムを標榜していく中において、違和感がある。 

        

   副会長：キーワードとして下記 3 点を深め、膨らましていった方がいいと考える。 

・商品化については、個人のライフスタイルが多様化している中、製造

業も過去の 1 つの商品を大量生産する時代は終わっており、現在は、多

品種少量生産である。旅行も同様であると考える。 

       初めて宝塚を訪れる方への商品、リピーター向けへの商品作りを 

       それぞれが知恵を出し合いながら進めていく事が重要である。 

       ・健康となるとついついストイックになりがちであったり、ノルマを課 

すような感じになってしまう。それをウェルネスツーリズムでは、 

観光を通じていかに楽しく心身が健康維持出来るかがポイントである。 

資料の中に「健康寿命」という言葉が無いが、「観光による健康寿命の延 

伸」といった内容を盛り込まれたほうがいいと考える。 

       ・最後に生涯学習です。団塊の世代の方々は向学心が高く、 

勉強に関するイベントに積極的に関心がある。ただ、生涯学習というこ 

とだけでは固いので、観光と結びつける事によって、例えばシニアカ 

レッジの方々と連携が広がる可能性があると考える。 

しかし今回、観光振興を図っていく中で、ガイドの人数は問題である。 

現状の人数（約 30 名）では、拡大が図れない。 

今後のガイド育成や人員確保においては、市内の小中学生や大学との連

携、さらには宝塚検定を受ける宝塚が好きな市内及び市外の方の取り込

み方の工夫を検討する必要があると考える。 

 

 

 



    会長：日本人は、リゾ－ト地の過ごし方でも放電は苦手で、充電が好きな傾向

にある。その充電というのは、勉強等があてはまり、生涯学習に繋がっ

ていく。ただ、多くの方は勉強するだけでは、ほとんど身につかない。 

勉強した事を、人に伝えて、質問等を受ける事によって初めて身につく

ものである。 

一方で高度な知識を持った方は、ボランティアでは無く、有料ガイドと

して商品化を進めなければいけない。  

また、お客様に喜ばれるのは地元の小中学生の案内である。 

実用は難しいが、クラブ活動化等が出来れば、将来の担い手にもなりう

る。さらに、ガイドの補完として、AI や OR コ－ドの整備や活用も必要

である。 

 

（ウ）宝塚市観光振興戦略体系図について 

      事務局から、宝塚市観光振興戦略体系図（資料 5）を説明し、その後質疑 

        

   会長：観光振興戦略体系図にコンセプトを基に、3 つの方針が出されました。 

今年度については、ここまでを理解し、次年度は具体的に展開していく。 

 

   委員：体系図の記載方でいくつか違和感があるものがある。 

・方針①の中のインバウンド対策にある「広域連携」だが、「広域連携」で

記載が止まっている。＜地域資源の磨き上げと掘り起こし＞の項目なので、

例えば、広域連携のモデルルート作り等が適当ではないか。 

また、「旅行会社や OTA への情報提供」はこの項目に記載するのではなく、 

方針②の＜情報発信＞に記載する内容ではないか。 

・方針②の中に「積極的な誘客の展開」とあるが、＜情報発信＞の概念に 

当てはまるのかどうか、また意味も分かりづらい。 

・方針③の中に「観光ビジネスの創出」とあるが、記載内容はいずれも 

重要なことではあるが、＜受入環境の整備と人材育成＞の概念に入る内容 

かどうか違和感がある。 

 

  事務局：「広域連携」の件は、ご指摘の通りである。 

      「旅行会社や OTA への情報提供」の件は、現状を鑑みた中で情報提供が 

欠けていると感じたため、あえて方針①に入れた経緯がある。 

当然、方針②にも入れるべき内容である。 

「観光ビジネスの創出」については、環境整備の中で全体補完をする意味 

で、方針③に記載した。今後の議論の中で再掲や補強を検討していきたい。 



   会長：私は、30 年以上前に、観光は「見るからする」「するから知る」、「ひたる（暮

らすように旅する）」へ変化すると述べた事がある。 

インバウンド客は、初めて日本を訪れる方が多いので、「見る観光」と 

「する観光」が復活している印象がある。ミカン狩りやイチゴ狩りなどの

日本人にとっては時代遅れのものとされていた体験でも新しい価値づけを

する事により新たな商品になりうるので、そういった視点を持ちながらで

地域資源の宝探しをする必要がある。また、インバウンド客は広域に行動

するため、国内で離れた地域 

に同じ素材があれば、組み合わせをして商品化をする視点も重要である。 

 

   委員：印象として網羅的で盛りだくさんに感じる。もう少し取捨選択し、絞り込

む必要があると考える。 

 

   会長：重要な指摘である。このような計画策定では、どうしても多くの事を盛り

込んで総花的なものになりがちである。無限の可能性は無く、色々なもの

を捨てた結果、残ったものが実現できる。 

捨てる勇気、絞り込む勇気は重要である。 

 

  副会長：方針②の「積極的な誘客の展開」であるが、情報発信を実施した結果 

「誘客が図れた」ではないのか。この記載方では、意味するところが分か

りづらい。 

 

事務局：これまでは顧客のニーズに合わせた情報発信が出来ていなかった。 

今後は、ターゲットやニーズに沿った情報発信や提案を実施していく事を

意図していた。 

 

副会長：記載方を「ニーズにあわせた積極的な情報発信を展開し、誘客展開を図る」

といった意図が伝わる内容に変更したほうが適切と考える。 

方針③の「観光ビジネスの創出」についても、「商品化」は観光において非

常に大きな柱になるものである。もう少し強い打ち出し方の検討をするべ

きと考える。 

 

委員：市内で実際にガイドをする際に、信仰対象である寺社や、住宅街にある建

築物のご案内時に周りの迷惑にならないように非常に気を遣っている。 

今後、観光振興が進み、観光客が多く来宝した際に周辺都市で問題になっ

ている観光公害を危惧している。 



 

  会長：現在の観光客は、ほとんどの方がカメラを持っている。 

     そのような状態で撮影のために立ち止まる事を防ぐことは無理である。 

であれば、安全に撮影が出来るスポットを設けるなどの小さなハード整備 

をすることで、観光客に対しての“おもてなし”に繋がり、その結果地域

住民との共存も出来るのではないかと考える。 

 

   委員：方針③の「観光ビジネスの創出」については、方針①に記載した方がいい

と考える。また、方針①の「広域連携」については、実際に周辺地域とど

のように連携していくべきなのか、どのような連携方法があるのか、イメ

ージが湧かない部分がある。 

      今後、担当部局と議論していきたい。 

  

委員：基本目標に、「観光振興に取組みます」や、「交流を生み出し、育んでいき

ます」とあるが、取り組みしてく事が目標になるのか。 

何かを実施した事により、「素敵な街になっていく」や「生き甲斐のある街

に生まれ変わっていく」いう事が目標ではないかと考える。 

 

   会長：「実現する姿が見えないとそこに向かっていけない」という、ご尤もな指摘

である。 

 

  事務局：今回、ウェルネスを前面に出していく中で、前回と今回の会議で言葉の 

意味で議論がなされた。 

      今回の資料 4 で SWOT 分析等を施し、わりとウェルネスとの関係性がわか

りやすくなってきた印象がある。 

しかしながら、各委員からご指摘のあった健康以外の価値観である教育や

福祉、コミュニティなどの領域も今回ウェルネスとして捉えようとしてい

る中で、もう少し整理をし、わかりやすくする必要がある。 

また、観光ビジネスの創出や商品化については、行政が一番苦手としてい

る分野である。これまでは企業や市民、財団等と連携して考える仕組みが

なく、行政だけやある特定の企業だけの取組みになり、上手くいかなかっ

た経験がある。そのために今回ビジネスに繋げる事を主題にするのではな

く、環境の仕組みや人材の育成に課題があると捉え、強調したかった。 

本日の議論を受けて記載方法などを再検討したい。 

 

 



 

  会長：ウェルネスという概念を基に進めていくには、それに沿って資源を再編成し

なければならない。それによってどのような効果が生まれるか確認する必要

があるためである。 

ビジネスについては、観光業を元気にする事が目的ではなく、観光を通じて

あらゆる産業や人々が元気にならなければならない。 

地産地消という言葉があるが、場合によっては顧客ニーズありきの地消地産

も考えられる。 

顧客ニーズにあわせた生産による農業の再生や、観光客を巻き込む事による 

出荷の経費削減も考えられる。 

また、生産したものを関連する人と連携して新しい商品を生み出す事によっ

て観光客だけでなく、出荷して外で販売出来る事も検討しなければ、 

宝塚市全体の経済を良くする事には繋がらない。 

観光は、あらゆる産業と関わっており、上手に活用していき他産業の成長を

促さなければならない。 

そのうえで、ウェルネスという広い概念が活きてくると考える。 

 

  ３ その他 

（１） 次回開催日程について 

     事務局より次回日程を３月２３日（月）１０時からとすることを提案し、 

承認。 

（２） 観光振興戦略台割（案）（資料３）についての説明ができなかったため、 

 一読を依頼 

 

４ 閉会 

 

 

   

 

 


