
会議の概要 

 

会 議 名 令和２年度（2020 年度） 第 6 回宝塚市観光振興会議 

開催日時 令和３年（2021 年）1 月 21 日（金）16：00～18：00 

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、 

岡委員、胡中委員 

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） 

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 7 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）前回議事概要について 

  事務局より議事録（案）内容を確認。 

   会長：特に加筆修正を求める意見も無く、正式な議事録として承認。 

 

（２）スケジュールについて 

  事務局より宝塚市観光振興戦略 策定スケジュール（案）について説明 

   会長：都市経営会議が 2 月 8 日とあるが、その内容について観光振興会議委員

へ共有されるか。 

 

 事務局：会議後、パブリック・コメントの最終版が出来る。 

     そちらを委員の皆様へ共有する。尚、会議が 2 月 22 日に実施する場合も

あるので、その際は共有が 3 月上旬になる場合もある。 

     ご了承願いたい。  

 

   会長：了解した。 



（３）前回からの修正点について 

  事務局から前回からの修正点について、内部修正指示事項一覧及び 1 月 14 日に 

  実施された庁内検討会意見一覧を基に説明。 

 

   会長：各方面からの意見を細かく反映した内容が今回の資料 6 にある宝塚市観

光振興戦略（案）本編であり、この内容がパブリック・コメントでの資

料にもなるため、内容につき再度検証を行いたい。 

 

   委員：何故、今回コンセプトとして「ウェルネス」を掲げるのかが、P13 では 

ほとんど説明されていないため唐突感があり、解りづらい。 

一方で P10 の「市の現状に対する総括」では、市が抱える課題につき 

「ウェルネス」をコンセプトに据える背景の記載がある。 

P13 においても同様のコンセプトに導く内容の記載が必要と考える。 

 

P11 の「市の課題」についてのチャート図を用いて、8 つの【具体的な 

課題】と 2 つの【課題解決に必要な取り組み】が示されている。 

しかし、課題と解決に必要な取り組みの関連性が希薄で、説得力に 

欠けているように思える。 

 

P3 と P5 に記載の「ワールドマスターズゲームズ」は、2022 年に延期が 

決まっているため、修正が必要である。 

 

   会長：極めて重要な指摘である。戦略の根幹である「コンセプト」の理解が 

得られないと、何も出来なくなる。 

市の課題、課題解決に必要な取り組み、新たなコンセプトの設定につい

て一連の流れで説明する必要があるが、現状の内容はその解説力が弱い

と考える。 

       

   委員：資料を拝見し、4 点申し上げる。 

① 今後の 10 年を見据えた戦略を実行するにあたり「新しい観光スタイ

ルへの転換」が必要となる。 

P1 の策定の背景と目的についてだが、そのための現状の課題認識、

目標の整理についてよく記載されている。 

 

 

 



② 前述の指摘と同様に P13 のコンセプトの記述は唐突感があり市民が

理解出来ないと考える。 

宝塚市民にとっての観光地は、「宝塚歌劇」や「手塚治虫記念館」等 

である。 

一方で、P7,P32 のアンケート結果にある通り、来宝者の内、宝塚の 

自然や健康に関心を持っている人が約 53％いる。 

宝塚では、前戦略での自然、心と体の健康が謳われており、今回の

戦略においても脈々と受け継がれている。 

宝塚の地における観光は歌劇、手塚治虫、寺社もさることながら、

自然・健康が宿っている土地でもあり、新しい観光スタイルを作る

転換期において相応しい戦略が琉球大学教授の考え方を軸にした 

「ウェルネスツーリズム」であるといった背景を示していく必要が

あると考える。 

 

③ 3 点目は、P14 にある目標値についてである。現状のコロナ禍での特

殊事情において現状の数字と今後の 10 年先を見据えた目標値を策定

するのは難しい側面があり、注釈はあるものの市民にとっては理解が

難しいのでは無いかと考える。 

また官民連携による新規観光コンテンツの記載にも唐突感が否めな

い。5 事業者、10 コンテンツを達成すれば、観光消費額の目標が達

成出来るのか等の解説も乏しく、丁寧な説明が必要と考える。 

 

④ 最後に、官民連携についてである。今回の戦略の中でも官民連携の記

述は多くあり、それぞれの役割等の記載もあるが、正直よく解らな

い。 

しかし、今回観光庁の「誘客多角化事業」の公募に地元の「宝塚にし

たに里山ラボ」が応募し、第二次選考で採択となった事例がある。 

観光庁への応募書類も作成をした事がない民間団体を行政が支援し、 

コロナ禍でのイベント内容を一緒に議論をしながら作りあげた。 

この一連の流れ【行政が支援をし、民間を育て、事業を展開し地元に

消費を生み、街を活性化させる】が官民連携のあるべき姿であると考

える。 

今後も農泊での問い合わせもあり、引き続き支援、連携を図って 

いきたい。 

 

 



   会長：前回、Go To トラベルの施策により息を吹き返し、事業者もやる気が出て

きた旨の報告があったが、この 3 ヶ月で影響や変化はあったか。 

 

   委員：Go To トラベルの停止や緊急事態宣言により、影響はあるものの、今回は

宝塚大劇場が営業を継続しており、更に雪組のトップ 2 名の引退公演が

大変人気で周辺ホテルの客数に大きな影響は出ていない。しかし、旅館

のホテル若水は休館を余儀なくされている状況もある。 

 

   会長：現状が、宝塚大劇場が変わらず宝塚の観光の推進力になっていることを

改めて示している。新しい観光については、宝塚スタイルという名称で

の展開でもいいと思っている。また、ウェルネスについては宝塚歌劇だ

けでは無い新たな魅力作りが必要な中で、コロナ禍でその機運が高ま

り、宝塚にはそもそもその資源があるという事を来宝客に気付かせてあ

げたいという強い思いがある。 

      その内容をいかに戦略の中で解りやすく表現する必要がある。 

 

   委員：各方面の意見を吸い上げて、前回よりわかりやすく読みやすい内容に 

なっているが、何点か気づいた点を述べる。 

① P4「インバウンドの状況」についてである。 

長期的な視点でインバウンドに需要回復が予想と記載があるが、長期

だけでなく短期的な視点でも需要回復は予想される。 

現在のコロナ第 3 波が来るまでのデータでは、日本は 1 番安心で、

訪れたい国 NO.1 である。 

こういったデータを追記する事により、より説得力のある内容にな

ると思われる。 

 

② P14 の目標値についてである。 

現況（平成 30 年度）と、目標（令和 12 年度）の市内観光消費額を

観光入込客数で割り戻すと、目標の 1 人あたりの単価が 7,400 円

と、現況とほぼ同額である。 

戦略の中で市民を巻き込みながら事業者と一体になってコンテンツ

開発や活性化を図るのであれば、観光客の消費額の単価 UP も検討

に入れる必要があると考える。 

 

 

 



③ P17 の「県や近隣自治体と連携」についてである。 

宝塚市だけでなく、近隣自治体との連携によるコンテンツ開発等は  

非常に重要である。 

例えば、代表的なものとして JR 福知山線の廃線敷ハイキングがあ

る。安全面や関係団体との調整等の課題もあるが、連携を密にする

事により、より魅力的なコンテンツになる可能性があると思われ

る。 

また西谷地区のダリアが見頃の時期は三田市ではコスモスが咲き乱

れている。「ダリアとコスモス」のコラボレーションも魅力がある。 

近隣都市との連携を強くお願いしたい。 

 

④ P18 の観光情報発信についてである。 

観光情報発信の記載内容において、コンテンツを開発し、情報発信し

て終了の印象を受ける。 

出口戦略の中で、情報発信で終わるのでは無く、発信したコンテンツ

をいかに国内外の来宝客に購入して頂き、地元で消費をし、観光消費

額が増える事が最終目標である。 

情報発信にとどまらず、誘客促進等の記載の追記が必要と考える。 

 

   会長：観光消費額の単価について事務局から説明は有るか？ 

 

  事務局：今回の試算にあたり、日帰りが 99%を占める現状やコロナ禍での観光客

数の推移、コンテンツの開発は進めるものの単価等が不明確なため、 

単価は一旦据え置き、観光入込客数の進捗に比例した観光消費額を設定

した。 

      また、コンテンツ開発数や提供事業者数を設定する事によりアクション

プランの重点施策と連動した動きの中で観光消費額を増やしていく姿勢

を示したものである。 

      但し、ご指摘のように概算でコンテンツの単価を設定し、人数を掛け合

わせて上乗せする事も考えられるので今後検討したい。 

 

   委員：全体的には、色々な意見が踏襲された内容になっており、良くなった 

      印象である。 

      インバウンドに関してだが、現状はコロナ禍で先が見通せない状況では

あるが、10 年間を見据えた戦略の中で来宝を期待する記載はあったもの

の、それに対しての戦略的な記述が無かったように思う。 



また、日本人旅行客の旅の目的についての記載はあったが、インバウン

ド客についても「何を目的に」「何を楽しみに」旅行をされるのかの記載

は必要であると考える。 

官民連携についてだが、宝塚市民でも宝塚のことをよく知らない方が多

い。市民に対する情報発信も工夫してもらいたい。 

先般の Go To トラベルと連動した施策で、兵庫県がお土産券の発行を実

施していたが、知らない市民も多かった。 

今回の戦略で実施される各種施策については、細かな点を意識して進め

てもらいたい。 

 

   会長：本来なら東京オリンピックが開催され、大阪・関西万博等のイベントが

控えた中でもっとインバウンドの記述が溢れるところではある。 

このコロナ禍によりややトーンダウンした機運ではあるが、次の 10 年を

見据えた戦略ではインバウンドに関するコメントが必要であるという指

摘はもっともである。 

また、情報は外に向けて発信するが、大事なのは受信である。 

受信した側が興味を引く内容であれば勝手に情報を拡散してくれる。 

それを信じた観光客が来宝する。現在は、お客様が発信してくれる時代

である。 

市民が宝塚を思いのほか知らないという状況があるのであれば、観光情

報を外向けではなく内向けに使うべきで、例えば観光パンフレットは全

戸配布するような取り組みが必要である。 

結果、それが真のおもてなしに繋がると考える。 

 

   委員：P24 重点施策（３）事業者の役割についてである。 

「観光関連事業実施の際の地域への配慮」の記載がある。 

捉え方によっては観光関連事業を展開するにあたり地域の迷惑にならな

いように、観光公害に配慮して欲しいといったマイナスの印象を受け

る。 

 

   会長：主旨としては、地域の方と連携してという前提で、例えば食材調達や雇

用は地元でという事を意味しているのではあるが、読み方によっては指

摘通りであるので記載方には注意が必要である。 

同ページの「来宝者への期待」は、私がお願いして加筆頂いた。 

前述の通り、観光客が SNS 等での発信は交流人口拡大に大きな力であ

り、来宝者の協力があってこそ街の活性化が図れるためである。 



 

副会長：これまでの各委員から指摘があったのと同じ箇所（P8~11、13）ではあ

るが、少し強調しておきたい。 

      分析→課題→戦略という流れが必要な中で、P11 の市の課題がフロー 

チャートでの説明のため、P13 の次の戦略のコンセプトが伝わりづらい 

と考える。 

      「ウェルネス」という宝塚市の新たな方向性を決めるコンセプトを 

      説明するのには、丁寧な文章での説明が必要と考える。  

      その文章を補完するのがフローチャート図である。 

      また、課題というのは問題点のマイナス要因ばかりでは無く、プラスの

要素もある。コンセプトに掲げる「ウェルネス」はそれらの課題、不動

の観光要素である宝塚歌劇、手塚治虫記念館等も全て包摂するものであ

るという観点を説明することで、P13 の新たな方向性や戦略へと繋がっ

ていくと考える。 

 

庁内からの指摘で事務局が答えている通り、今回は「計画」ではなく

「戦略」である。戦略にはビジョンがある。 

いかに市民に「ウェルネス」というビジョンを浸透出来るかが大事であ

る。 

期せずして、このコロナ禍で「健康」「身近」「ウェルネスリゾート」と

いったワードが一気にトレンドになった。 

宝塚市におかれては、この「ウェルネス」という言葉を大事にして頂

き、丁寧な記載に努めてもらいたい。       

      また、P13 のサブタイトルで「宝塚の魅力でよろこび、いやし、つなが

り」の「いやし」の平仮名表記に違和感がある。漢字もしくはルビを振

るのが良いと考える。 

       

   会長：「ウェルネス」をコンセプトとするならば、全てを包摂しなければならな

い訳で、宝塚歌劇や手塚治虫記念館も含めて、ウェルネスに繋がる 

ストーリーを見える化する必要がある。 

また、P11 のフローチャートだと、課題の強弱なども見えにくい。 

我々は議論を重ねてきた中で拝見するので理解をするが、市民が見た中

で「ウェルネス」を受け入れてもらう為には、より説得力のある文章で

の説明が必要である。 

       

 



  事務局：戦略の軸になる部分において漠然としたイメージはあったものの、論理

展開が出来ていなかったため、伝わりづらい内容であった事を痛感し

た。今日の会議で、各委員より多くのヒントをいただいたので改善を

し、パブリック・コメント前に完成版として提出したい。 

 

   会長：現状分析→課題発見→解決の流れの中で何故「ウェルネス」に落ち着く

のかのストーリー性がないと説得力がない。 

市民にとって宝塚歌劇や手塚治虫記念館がある中で、唐突に「ウェルネ

ス」が出ると、市民は違和感を持つかもしれないのでストーリー立ては

重要である。 

また、書き方のデザインによって説得力を増すかもしれないので、その

辺りも検討して頂きたい。 

この内容は中核なものですので、再度資料確認はできるか。 

 

  事務局：修正後、再度確認頂く。 

 

会長：本来であれば、本日の会議等を踏まえ、パブリック・コメント用の資料

作成するものであるが、非常に重要な指摘を各委員より頂いたため、修

正後の資料を確認する事とする。 

 

３ その他 

（１） 宝塚にしたに里山ラボの事例紹介 

事務局から「森の光のサーカス」（観光庁：誘客多角化事業）について紹介 

   委員：チラシにイベントへのアクセス方法についての記載がない。 

      西谷地区は交通の便が悪く、公共交通機関も夜は便数が少ない。 

      今後は、アクセス方法も考慮が必要であると考える。 

 

（２） 温泉施設の在り方検討について 

 事務局：方向性や詳細スケジュールを調整中。具体的になり次第、 

当観光振興会議でも各委員からのご意見をいただきたい。 

 

（３） 次回開催日程について 

 事務局：次回は 5 月に実施予定。 

 

４ 閉会 

 


