
会議の概要 

 

会議名 令和２年度（2020 年度） 第 5 回宝塚市観光振興会議 

開催日時 令和２年（2020 年）10 月 9 日（金）15：30～17：30 

開 催 場 所

（方法） 
「zoom」を利用した Web 開催 

出席者 

委員 吉兼会長、和田副会長、足立委員、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（２名） 

公開の可否 可 

傍聴者 ０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 5 名）  

（２）傍聴について 

  傍聴者の有無、確認：傍聴希望者なし 

 

２ 議事 

（１）修正後のスケジュールについて 

  事務局より（仮称）宝塚市観光振興戦略 策定スケジュール（案）を説明。 

   会長：スケジュール（案）庁内検討会とあるが、どのようなものか？ 

 

  事務局：審議会でいただいた意見をまとめ、各委員へご確認後、庁内での 

       意見集約を目的に検討会を予定している。 

 

（２）コロナ禍以降の事業者ヒアリングについて 

  事務局から市内観光関係事業者などのヒアリング内容を説明 

        

   会長：コロナ禍の期間での各委員の個人及び業界や団体等影響や対策について 

お話を伺いたい。 

今、事務局から、宝塚市内関係者についてのヒアリング報告がありました。

今回、宝塚市として観光事業者へのガイドラインは策定されたか。 

 

 



     委員：特にガイドラインを設けていない。 

 

     会長：それぞれの事業者が自身でルールを作られているという事ですね。 

 

     委員：協会の活動を含めて 3 点説明する。 

        1 点目は観光対策である。当初は、宝塚歌劇や一部宿泊施設の休業等 

        で大きな影響を受けた。ただ、GoTo トラベルキャンペーン開始後は、 

        徐々に持ち直してきている。 

        10 月 1 日以降からは、地域共通クーポンもスタートし、これまでの 

        良い流れに拍車がかかっている。 

        国際観光協会としては、この施策を有効に活用するために、これまで 

        各施設との情報共有を徹底して行ってきた。 

        現在は地域共通クーポンを市内経済に取り込むために利用店促進 

        に力を入れている。 

        2 点目は、10 月末から宝塚市独自のキャンペーンを開始する。 

        市内に宿泊されたお客様に御礼として 5,000 円相当のギフトをお渡 

      しする。 

        但し、現状国、県、市から様々な施策が混在しており、一部の施設 

        では混乱をしている状況もある。 

        国際観光協会としては混乱をきたさない様に情報共有を徹底し、 

        チャンスを逃さないように努めている。 

        3 点目は、ひょうご観光本部が推し進める「インバウンド体験プログ 

        ラム 50」に、「武田尾廃線敷きウォークと西谷地区の里山ハイキング」 

        が採用された。 

        これを推進するにあたり現在、西谷地区の関係者と連携を強化して 

        いる。インバウンドを契機とした西谷地区としての魅力発信や地域 

        全体での取り込みを目指し、準備に取り組んでいる。 

 

     会長：マイクロツーリズムが謳われる中、以前と来宝者の傾向は 

         変わったか。 

 

     委員：宝塚歌劇は遠方の方の来場が中心のようだが、宿泊施設では周辺市 

        （川西市や伊丹市など）からの来訪者が増えている傾向がある。 

        又、移転オープンした宝塚ホテルは地元のお客様が随分と増えた 

        と聞いている。 

 



      

     委員：兵庫県の安全対策として「ひょうご安心旅」の取組を進めている。 

        宿泊施設より従業員の健康管理や来館者へのおもてなしなどの 

        取組を県に提出頂き確認後、その内容をフロントに掲示、 

        ロゴマークも作成したのでホームページや施設内でも活用頂き、 

        安心を PR している。 

        コロナ対策には施設側の余分な負担も多く、設備投資や経費を 

        県の方で一部助成している。 

        さらに「ひょうご安心旅」の一環として、全国の旅行業協会 

        (JATA/ANTA)加盟の兵庫県内の旅行会社の方を 6 月末～7 月にかけ 

        てお招きし、但馬地域、阪神・播但地域、淡路地域の 3 エリアで 

        県内の事業者が県内を見て頂き安心を体感して頂くマイクロツーリ 

ズムを実践した。 

        各施設でのコロナ対策の取り組みを実際に見て頂き、事業者が自信を 

持ってお客様にご案内及び販売頂く取り組みを実施した。      

        一方、コロナ禍の中、全国への PR の機会は激減した。 

        ひょうご観光本部のホームページを活用して安全安心のPRに努めて 

        いる。 

        例えば、県内のバス会社に協力頂き、約 5 分でバス車内が換気される 

        実演の動画を配信した。 

        また、この機会だからこそ出来るコンテンツ開発や磨き上げ、ガイド 

        教育にも注力している。 

        次の段階としては Go To トラベルも始まった事もあり、近隣だけで 

        は無く遠隔地からの誘客も進めていく必要がある。 

        ただ全国から一気にという訳では無い事から、まずは兵庫県内の空港 

        （伊丹空港・神戸空港）に直行便で就航している地域と考える。 

        就航先の DMO、観光連盟とも連携し、相互送客の施策を進めている。 

 

     会長：旅行客の安全・安心に対する意識がこのコロナ禍で変化したか。 

 

     委員：これまで以上に安全・安心の意識は高まった。人混みを避けたい意識 

        は強いし、旅行の傾向としてもアウトドア志向である。 

 

     会長：安心・安全の対策をすると受入側はコストがかかるが、来宝者への 

        信頼を得て、総じてプラスとなるのか。 

 



 

     委員：現状は、コロナ対策が不可欠なため、設備投資や宿泊施設において 

        客室利用の人数も通常より少ない人数での受け入れを価格アップ 

        せずに対応している。 

        ただ、この状況が 2～3 年続けば、現状の施設側の努力も限界があり、 

        将来的にはコストアップの販売額への転嫁も考えられる。 

 

     委員：ガイドの活動も 2 月まで通常であったが、3 月以降は 6 月までほと 

        んどの活動が中止となった。 

        ガイドの依頼も大きく落ち込み、実施した際も人数制限や 

        フェイスシールドどの活用等安全対策を十分に施した中で 

        対応した。 

        このコロナ禍の時間を有効に活用するために、自身の知識向上や 

        新施設への視察等を実施し、再びお客様が戻ってこられた時に 

        様々なニーズに応えられるように準備をしている。 

    

     会長：お客様が少ない中ですので、会員同志がお互いにガイドをする勉強会 

        も実施されたか。 

 

     委員：実施している。 

        また、昔の文献や観光パンフレット等を再度読み直し、新たな知識 

        習得や思い込み等による知識の修正等を行い、知識を深めるように 

        努めている。      

         

  会長：いい意味で充電期間になったという事か。 

 

     委員：見つめなおす時間ができた。 

 

     会長：お客様からキャンセルが多く発生したと有りましたが、皆様自身が 

        主催者側の立場で自主的にキャンセルされた事はあったか。 

 

     委員：主催での活動は全て中止した。お客様から依頼のあった案件は、 

        協議・相談の上、中止や規模縮小での実施等の対応をとった。 

 

     会長：今も規模縮小の状況か。 

 



  

     委員：自主的な活動数は変わりは無いが、お客様からの依頼案件は依然減少 

        したままである。 

 

    副会長：教育現場は、このコロナ禍でオンラインの授業が大半となり、 

        最近になり対面での授業も増えてきた状況である。 

        学生の中でも今回選択肢が増えた事により戸惑っている面も見られ 

        る。 

        観光の現場においても同様で、メニューを多く揃える事の大事さと 

        一方で絞る事の勇気も必要である事を改めて感じた時期でもあった。 

        行動経済学でもメニューの多さが人を惑わし、限定された中では 

        チョイスが出来る事は証明されており、選択と集中といった人間の 

        心理を突いた戦略も今後検討出来ればと思う。 

        また、このコロナ禍をチャンスと捉え、With コロナ、After 

        コロナを見据えた戦略作りも併せて検討していきたい。 

         

     会長：私の大学でも長期にわたりオンライン授業が続いている。 

        後期になり一部対面授業もあるが、一部の学生はコロナを恐れて 

        通学したがらない現状もあるが、学生同士は「会いたい」と話して 

        いる。このようなニ－ズは、世の中に確かにある。 

        オンライン飲み会も流行っているが、今後ホテルの Bar で著名人や 

        市長さんがオンラインで参加する様な活用も考えられるのではな 

        いか。 

        これまでの話しで、コロナ禍が始まり半年以上が過ぎたが、 

        観光の現場では様々な努力をし、それが実を結び始めている。 

        観光客も新しい生活スタイルを模索する中で、一番安心して訪れる 

        ことができる地域に訪問したい心理が働く。 

        その傾向の中で顕著に現れているのが「屋外」である。 

        これまでは旧来の観光地とは違う新しいものを求めてきたが、 

        既にみんなが認めた価値のある屋外観光地（例：栗林公園、後楽園） 

        が再認識されるかもしれない。 

        またヨーロッパのように外で食事が出来るカフェの可能性も感じ取 

        る事ができる。 

        私はこれまで道路の復権を訴えてきた。この機に、イベント・食事 

        、子育ての場として有効活用される事を期待するところである。 

 



 

        このコロナ禍で見えてきたものは、観光客、受け入れ施設が 

        お互いに安全・安心に気を遣いながら、行きたい人が来てもらいたい 

        施設へ訪れるマッチングの重要性である。 

        その取り組み方として、友人や親族の訪問（※VFR（Visiting friends 

        And relatives））やリピーターのお客様といった顔の見える関係性 

        の方への誘客であったり、マイクロツーリズムのように近隣の方を 

        誘客する手法がある事が今回のヒアリング結果や皆様からのお話 

        しの中から見い出す事が出来る。 

 

（３）観光振興戦略（案）について 

   事務局から「宝塚市観光振興戦略（案）」及び「観光振興戦略修正内容」を説明 

   し、その後質疑 

 

     会長：説明のあった戦略（案）は、前回会議で同意頂いた骨子の内容を 

        文章化したものになる。 

        しかし、その後コロナが発生したので修正が必要になる。 

        今回の計画は 10 年間という長期にわたるものになる。 

        今回のコロナを初め、今後社会状況が変化していく中で、それに 

        応じた柔軟な運用や変更を実施する「進行管理」の考え方が必要に 

        思える。 

         

         

     委員：資料については、7 ページにある策定の背景と目的は、長期にわたる、 

        計画である事から将来の振り返りをする際に、当時の市の状況を基に 

        策定した内容である事が解る内容になっており重要な箇所である。 

        また、その具体化された内容が 15 ページに記載されており、 

        ゴールを目指すための個別戦略も議論を踏まえた内容で整理されて 

        おり、解りやすくなったように感じる。 

        ただし、不明なのがアクションプラン（案）である。 

        この資料では個別戦略が全て並行して実施するように見える。 

        本来は、垂直型であるべきと考える。 

        例えば、まず「地域資源の磨き上げと掘り起こし」を実施し、 

        磨き上げられた資源を国内外にどうやって情報発信するのか検討し、 

        定着させるために受入環境を整備するといった全体が連動して進め 

        ていく事が見えるようにするべきではないかと考える。 



 

     会長：私は、観光産業として捉えた場合、地域の方がボランティアで終始 

        するものでは無く、地域に経済的効果をもたらすまで追求する必要 

        があると考える。 

        アクションプラン（案）については私も思うところがある。 

        後程、お話したいと思う。 

 

     委員：今まで議論されている内容が反映されているので問題無いと考える。 

        但し、10 年という期間はあまりにも長い。 

        その期間内には、2025 年大阪・関西万博も予定されており、 

        市場環境も大きく変化すると思われる。 

        よって、途中で定期的に計画の見直しをし、必要であればリバイス 

        も実施する旨の一文を記載する必要があると考える。 

        また、10 年後の目指す姿を目標に KPI を設定する考えも盛り込む 

        必要があると考える。 

 

     会長：数値目標は大事である。 

        具体的な目標があれば、計画は進めやすい。 

        仰るように 10 年の期間は長い。誰も 10 年後の予想は出来ず、 

        1 年前に現状のコロナ禍も誰も予想だにしなかった。 

        状況の変化に柔軟に対応するスケジュール感を持つ事は必要である。 

        一方で最近、強靭な地域を作るという際に、「Resilient」という 

        言葉をよく耳にする。 

        強靭な地域には、行政も民間企業も住民も何が起きても再生する力 

        を持つ事が必要になり、またお互いの協力も不可欠である。 

        今回のコロナ禍では、皆さんが協力し合い同じ方向に進んだ事も 

        あり非常に重要な事例になったのではないかと考える。 

 

     委員：戦略（案）の中身は、宝塚市に適した内容になっている。 

        ただし、10 年という長い期間の中で、いつ何をするか、 

        もう少し具体的な時間軸のある戦略があった方がいいと考える。 

        また、市民と来宝者の関わり合いについても、どういった手段で 

        進めていくのかが分かりづらい。 

        市民、来宝者、専門家それぞれの立場に立った観光戦略が必要と 

        考える。 

 



  

     会長：このような戦略にはよく市の役割、民間・市民の役割や 

        市民へ期待する事等も入れる事がよくあります。 

        市民の立場から見た場合、「ウェルネス」についてもう少し 

        具体的な事例をもって説明する必要があるかもしれない。 

        あまり細かく記載するとそれに拘ってしまう危険性もあるが、 

        検討する必要はあるかと考える。 

         

        戦略（案）の構成については、現状はスクラップ＆ビルドの時代 

        ではない。前回の戦略を踏まえた内容にするべきで、さらに個別 

        に評価する事が大事である。 

        例えば前回では書かれなかったインバウンドについても近未来の 

        視点があれば予見できたはずである。 

        また、前回も西谷地区や健康については触れられている。 

        今回はよりその地域やテーマに脚光を浴びせ、コンセプトとして 

        「ウェルネス」を選定した。 

        全般的な事を記載する構成も必要ではあるが、もう少し選択と 

        集中や優先順位を付けた「ウェルネス」に拘った戦略（案）で 

        あってもいいのではないかと考える。 

 

    副会長：今回の戦略（案）においては、コロナにおける急遽な変更点や 

        改めて見つめなおす視点も入っており大枠は問題ないと考える。 

        ただ少し気づいた点がいくつかある。 

        ・12 ページのアンケート内容の根拠を示す対象者や調査方法の 

        記載が必要と考える 

        ・13 ページは前戦略の検証について触れられているが、前回の戦略が 

        今回の戦略及び With コロナ、After コロナに繋がっていく事から 

        実施した施策の中で特に成果があった事などは具体的な記載が 

        必要と考える。 

        ・8 ページと 16 ページにある「民主導による持続可能な観光振興 

        」とある。今回は宝塚市が出す戦略のため「民主導」とすると 

        やや丸投げ的な感がある。説明文には「行政がきっかけ作りを行う」 

        ともあるので、「公民連携」が適切と考える。 

        ・17 ページの誤植訂正（主道→主導） 

 

 



 

        ・17 ページの個別戦略において「ウェルネスツーリズムの促進」 

        がある。 

        今回のコロナ禍の中でキーワ－ドになり、またウェルネスとの 

        関連性も高い「屋外」や「アウトドア」を加えてインパクトを 

        出す必要もあると考える。 

        ・18 ページにある「観光情報発信」で先程足立委員からあった 

        直行便就航先との連携は非常に面白く、是非今回の戦略にも 

        加えてみるべきかと考える。 

        ・19 ページにある持続可能な観光振興では、会長も言及された 

        「Resilience」がキーワードになってきている。 

        SDGs との観点からも追記をした方が良いと考える。 

        また同ページにＡＩの記載があるが、コロナ禍でデジタル化が 

        一気に進んだ事もあり、VR や ICT といったデジタルについての 

        言及もより必要になると考える。 

        ・18 ページに「観光資源の市民への PR」とある。 

        今回のコロナ禍で多くの修学旅行が中止や方面変更になったと 

        聞いている。 

        また、変更になった方面は近隣県や地元だそうである。 

        以前の会議でも申し上げたが、小中学校生を地元の観光に 

        巻き込んでいく事を教育分野でも落とし込めると考える。 

 

    事務局：12 ページのアンケート内の内容については再検討する。 

最終版ではアンケートの概要版を資料編として掲載する予定である。 

        13 ページの前戦略についての記載も、会議の中では具体例も共有し 

たが、本文では触れられていないため、資料への補記も検討する。 

        16 ページの「民主導」についても再検討する。 

        今回「民主導」とした意図は、これまでも民間と連携等をしてきたが 

        往々にして行政への要望や補助金確保の話しになりがちのため、 

        あくまでメッセージとしての意味合いを込めたものである。 

 

     会長：コロナ禍の半年で我々はオンラインを突然身に付けた。 

        既に「e ツーリズム」という言葉も活用され始めており、一気に 

        進んだデジタル化の記載は必要であると考える。 

        8 ページにある留意点と基本方針の関連性を示した方がいいと 

        考える。 



       今回はコロナの影響もあるので「ウェルネス」にもっと絞り込んだ 

       ほうがいいのではないかと考える。 

       17 ページにあるウェルネスツーリズムの促進やコンテンツ開発を 

       もっと前面に出したり、優先順位を付ける必要があると考える。 

       また、アクションプラン（案）の取り組み例に具体性が無いように 

       見える。 

       通常ではさらにこの中から重点プランを作成する事もある。 

       今回の内容では最終的に何をするのか解りづらいのではないか。 

     

    事務局：アクションプラン（案）については、これまで各委員の皆様から頂 

        きました意見も含め、方針に記載する取り組み例を一覧表にしたもの 

である。第 3 回の会議においても、事業をもっと絞るべきではという 

意見が出たが、今回初めて提示したこともあり、項目は絞らず、あく 

まで時間的濃淡を示したものになっている。例えば、コンテンツ開発 

は主に前期での取り組みとなり、インバウンドについては、前期はス 

ポット的、後期に集中した取り組みにするなどを想定している。 

        ご指摘のあった、優先順位や重点プランの作成については今後検討し 

        ていきたい。 

 

     会長：了解した。今回頂いた資料の最終決定は次回の審議会になる。 

        今回の議論も踏まえて各委員の皆様に意見集約をし事務局で 

        纏め直し等を実施した方が良いと考える。 

        また、「進行管理」については、この審議会で議論するのか？ 

 

    事務局：観光については年単位というより月単位で大きく環境が変化する 

        ものと捉えている。 

        今回 10 年の戦略は策定するが、毎年観光振興会議は開催する 

        予定である。その中で進捗管理や現状把握に努めていく。 

        戦略（案）への進捗管理の記載はする方向で検討する。 

 

     会長：進捗管理の記載はお願いをする。 

        また KPI 設定の指摘もあったが、8 ページに記載予定以外の 

        目標値の考えはあるか？ 

 

    事務局：現状は考えていない。記載予定の 3 項目が最終ゴールと捉えている。 

        今後、個別の取り組みが出て来た際に KPI の設定も検討したい。 



    

     会長：了解した。例えば「民主導」という事であれば、住民団体の数や 

        開催したイベント数等も数値化出来るものしてあると考える。 

        最終的には「市民の幸せ」に繋がる事が重要である。数値化は 

        難しいが、市民の満足感や幸福感といった事も調査出来れば良いと 

        考える。 

          

        私は永らく、「小学校に観光の授業を」と訴えている。 

        小さい時から地域の文化や歴史を理解し、地域にあった「おもてなし」 

        を学ぶ事は地域の観光振興に重要である。 

        最終的に「ウェルネス」を今後担っていくのは次の世代であるから 

        少し子供に焦点をあてた記述もあった方が良いと考える。 

         

        9 ページのコロナに関するアンケートについても実施した時期の 

        記載をお願いする。実施時期により、回答の結果が大きく異なる。 

         

        最後にこの予期せぬ出来事に市内事業者の皆様はこの半年間、 

        この逆境を乗り越えようとする力は本当に凄いものと感じます。 

        まさに「Resilience」です。 

        是非、市長からのメッセージ欄でも触れて頂き、褒めてあげて頂き 

        たい。 

 

    事務局：コロナ禍の中、観光部署で予定した 20 年度事業はほぼ中止と 

        なり、我々の存在意義を問う日々となり、切り替えまでに時間も 

        要した。 

        そんな中、市内事業者のためになる施策がなんなのか普段あまり 

        考えてこなかった経済循環や経済効果を真剣に考える濃密な時間 

        となった。 

      また今回の戦略コンセプトである「ウェルネス」は、このコロナ禍に 

      おいて再認識され、観光における領域や概念が広がったと捉え 

      ている。 

      今後は選択と集中を推し進めながら、経済に繋がる戦略を検討して 

      いきたい。 

      この数カ月、新たに考えてきたことを本日頂いた修正点にも反映し、 

        新しい時代の観光に馴染む戦略を策定していきたい。 

         



 

        次回までに、皆様からいただいた意見の整理、構成についても再検討 

        の上、改めて提案をし、ブラッシュアップに繋げていきたい。 

 

     会長：経済循環は、今の時期は事業者同士の地域連携を生み易いと考える。 

        通常期だと共有したがらない情報もこの状況だと情報共有せざる 

        を得ない。 

        地域の事業者同士の協力体制の機運も生まれ易いと考える。 

        この連携にはスピード感が重要である。 

        例えば、岐阜県の下呂温泉ではリピーターからのお客様から 

        販促活動を始めた。これまで顧客管理をしっかり行ってきた施設は 

        立ち直りも早く、宿泊施設同志が連携しお互いの空き状況に応じて 

        お客様を誘導する流れが生まれている。 

                 

        コロナ禍の中では、これまで求められてきたスピードと量は 

        求められない状況になっている。 

        今こそ、じっくりと真面目に対応や検討する事が出来る時期である。 

 

３ その他 

（１）次回開催日程について 

事務局より次回日程は改めて連絡する。 

 

４ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


