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会議の概要 

 

会議名 令和３年度（2021 年度） 第７回宝塚市観光振興会議 

開催日時 令和３年（2021 年）5月 24 日（月）10：00～11：20 

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、渡邊委員、辻原委員、水島委員、 

有田委員、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）委員の異動について 

   会 長：年度末の人事異動により委員の交代があった。本審議会も今回を入れ

て残すところあと 2回となる。 

新たに委員に就任いただくお二人をはじめ、委員の皆さんには引き続

きより良い戦略策定に向け審議をお願いしたい。よろしくお願いす

る。 

 

事務局：委員の異動について説明。令和 3年 4月 1日から、ひょうご観光本部の

渡邊（わたなべ）委員、阪神北県民局の有田（ありた）委員に審議会委

員に就任いただくことになった。 

 

   会 長：渡邊委員、有田委員から一言就任の挨拶をお願いしたい。 

    

委 員：4月に着任した。少しでも宝塚の観光振興に寄与できるように頑張りた

い。 
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委 員：4月に着任した。コロナ禍で厳しい時期であるが、兵庫県でもツーリ

ズム人口の拡大に力を入れている。今後を見据え、大きな成果を得て

いくためにも県と市の連携が欠かせない。引き続き協働していきた

い。 

 

（２）前回議事概要（案）について 

   事務局：議事概要（案）の内容を確認。 

 

   各委員：特に加筆修正を求める意見無し。 

 

   会 長：正式な議事録として承認する。 

 

（３）戦略策定スケジュールについて 

   事務局：宝塚市観光振興戦略の策定スケジュールを説明。 

本日の審議会でパブリック・コメントの意見反映に関して審議いただ

いた後、6月 28 日の都市経営会議に諮る予定である。 

その後、6月下旬から 7月頃にかけて第 8回目の審議会を開催し、最終

稿の共有をさせていただくとともに、市への答申（案）についてご審

議いただきたい。 

 

（４）パブリック・コメントで寄せられた意見の共有と市の採否等について 

   事務局：3 月 22 日から 4 月 20 日にかけてパブリック・コメントを実施した。

意見の提出者は 7 名、意見数は 9 件あったが、いずれも計画案への反

映にはいたらなかった。寄せられた意見については、今後の取り組み

の参考にさせていいただく。 

次に、各意見の中身についてご説明させていただく。 

 

（事務局からパブリック・コメント手続きに基づく意見募集の結果一覧表に基

づき、個々の意見の内容及び市の採否について説明。） 

 

   ① コロナ禍でダメージを受けている観光関連事業者の支援に必要な政策的予

算を明示し、毎年確保してほしいという意見に対しては、令和 2年度に実

施した支援策についての説明のほか、国や県の交付金を含め財源確保に努

める旨を回答予定。 
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   ② 他にもウェルネスツーリズムに取り組んでいる自治体があるため、他市と

の差別化が重要であるという意見に対しては、戦略（案）にも記載がある

が、宝塚ならではのウェルネスツーリズムを体現できるコンテンツを今後

開発していきたい旨を回答予定。 

 

   ③ ウェルネスについては時代にマッチしており肯定的に捉えているが、SDGs

（持続可能な開発目標）の観点と相対する取り組みにならないよう留意が

必要という意見に対しては、ウェルネスを実現していくうえでは地域との

合意形成が必要といった戦略（案）の内容を改めて説明させていただく主

旨の回答案とした。 

 

   ④ ウェルネスツーリズムの実現に向けて、タカラジェンヌＯＧを積極的に活

用してはどうかという意見については、キラーコンテンツである宝塚歌劇

を大切にしながら、本市のウェルネスツーリズムにさらなる付加価値を与

えていきたい旨を回答予定。 

 

   ⑤ 観光目線のインフラ整備が重要ではという意見に対しては、市の道路網に

関する計画について触れる回答案とした。 

 

   ⑥ ウェルネスをテーマにした観光アクティビティの開発が必要ではという意

見に対しては、戦略（案）に記載の今後の取り組みついてご説明させてい

ただく回答案とした。 

 

   ⑦ 戦略自体に異論はないが、駐車場や食事処といったインフラ整備や人材育

成が必要ではという意見に対しては、意見内容を市内部で共有させていた

だくとともに、人材育成に関しては、戦略（案）でもその必要性を挙げて

いる旨を回答予定。 

 

   ⑧ 西谷地区や宝塚温泉などに対し個別に感じていることを挙げていただいた

意見に対しては、⑦の回答内容に加え、西谷地区を、ウェルネスを実現し

ていくうえで重要な地域と考えている旨を回答予定。 

 

   ⑨ 情報発信の必要性、特にＳＮＳの活用に関する意見に対しては、市として

も同意見である旨を回答予定。 
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事務局：このほか、パブリック・コメント手続き以外でいただいた意見につい

ては、戦略（案）の中身というより文章表現等に関する事務的な指摘

事項であるため、詳細な説明は省略する。 

 

会 長：パブリック・コメントで寄せられた意見に対する市の採否はこれから

回答するということで良かったか。 

 

事務局：良い。ＨＰ等に今後、回答を掲載する予定である。 

 

会 長：大まかに見ると、どちらかと言えば批判型というより応援型の意見が

多い。一部、市の観光施策についての課題を指摘する意見もあった

が、事務局としては戦略（案）に織り込み済みの内容で対応可能であ

るため、戦略（案）は修正せず、いただいた意見は今後の参考とする

に留めたい考えのようだが、各委員の意見はどうか。 

    次回の審議会では、戦略の最終案の確認を行うことになる。そこで内

容の微調整はあり得ると聞いているが、まずは、パブリック・コメン

トで寄せられた意見に対する市の回答（案）について、各委員の意見

を聞きたい。 

 

   副会長：会長も仰っていたとおり、今回のパブリック・コメントで寄せられた

意見については市民からの激励・応援と受け取れるものが多い。事務

局側からすれば非常に良い意見をいただいたのではないか。 

市民の中には、戦略（案）を通して宝塚市の観光について新たな発見

をしたという人もいれば、もっと様々な観光資源を掘り起こしてほし

いという要望を挙げた人もいる。ポジティブかネガティブかと言え

ば、大きく見ればネガティブな印象は受けない。むしろ、事務局への

期待が要望・要求型の意見につながっているように思う。事務局とし

ての回答も、審議会で議論を重ね、作り上げてきた戦略（案）のニュ

アンスを上手く使いながら回答できている。 

今回のパブリック・コメントは、今後の市民と行政の信頼関係に繋が

っていくものであるため、事務局には、ぜひ回答（案）記載の内容を

しっかり実行していってほしい。 

       戦略本編に関する議論は、この後に予定されているか。 

 

   会 長：戦略本編（最終案）に関しては、次回の審議会で議論をお願いした

い。では、次の委員はどうか。 
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   委 員：皆と同じ意見。宝塚は何といっても宝塚歌劇。それから手塚治虫さ

ん、清荒神清澄寺、中山寺などが絶対的な観光コンテンツとなってい

る。そのような中で、新しいスタイルの観光が市民にどう響くのか楽

しみにしていたが、大きな副反応はなく、前向きに受け入れていただ

いている。 

ウェルネスという考え方がベースとなって、他にも心と身体を癒すコ

ンテンツがあるという考えを導くことができている。 

一方で、ウェルネスに漠然とした印象を持ったという意見もあるた

め、今後 10 年をかけて施策を実施し、戦略の浸透を図っていきたい。 

 

   委 員：6つ目の「ウェルネスをテーマにした観光アクティビティの開発が今後

の取組として必要」という意見に関して、事務局回答（案）では個人

や団体、事業者等が主体となって行う観光コンテンツ開発を支援した

いという内容になっている。 

先日の新市長の施政方針の中に、宝塚自然の家を再オープンさせたい

という話があったが、これは、教育の分野とはいえウェルネスを語る

上では非常に重要なハード整備ではないかと思う。 

そのため、戦略本編でも宝塚自然の家の再オープンの話題やその利用

方法などについて触れられないだろうか。 

 

   会 長：今後、観光コンテンツ開発を行う上で、宝塚自然の家の利活用に関す

る提案も出てくれば非常に良いと思う。 

今の質問に対して、事務局の考えはどうか。 

 

   事務局：今年度から宝塚市ではウェルネスツーリズム推進事業を始めようとし

ている。同事業は、市民団体や企業など、様々な立場の方が新しい観

光コンテンツを主体的に生み出していく活動を市が支援するというも

の。活動団体は今後募集していくが、同事業に興味を示してくださっ

ている団体の中に、今まさしく、宝塚自然の家を会場に、行政や地域

との協働により、イベントを企画・運営してくださっている事業者が

いる。同事業者にもぜひウェルネスツーリズム推進事業に加わってい

ただき、新たな西谷の観光コンテンツに成長していくような取組の実

現を共に目指していきたい。個別具体的な内容までは書ききれない

が、このような考え方を戦略本編に追記することは可能である。 
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   会 長：提案書にはそうしたニュアンスを書くことができるが、パブリック・

コメントに対する回答としては、事務局案で特段問題ないと思われる

がどうか。 

 

   委 員：了解した。 

 

   委 員：パブリック・コメントで寄せられた意見を見ていると、やはり市民と

してはインフラ整備に目が行くのだなという印象が強かった。インフ

ラは別の所管であることも理解しているため、この回答内容で良いと

思っている。 

他にも、戦略（案）を通じてウェルネスという自然の楽しみ方を知っ

たという人もいた。宝塚歌劇や清荒神などといった代表的なコンテン

ツ以外にも、人々の心と身体の休養といったツーリズムも実現できる

のではという可能性を感じさせる戦略（案）となったのではと思う。 

別件になるが、1つ意見として言わせてほしい。宝塚大橋が工事中であ

る。ここは、全国発のガーデンブリッジとして有名な橋梁であるが、

橋の補修工事に伴い、元々設置されていた有名な彫刻家による銅像も

撤去されてしまうのではという話がある。これに対する市の考え方

は。 

 

   事務局：宝塚大橋は県が管理する道路。老朽化により補修工事が行われること

となり、銅像も一旦撤去されている。ただ、市としても、宝塚大橋周

辺エリアが観光としてのポテンシャルが高いことは認識している。そ

のため、同エリアの景観を大切にしていくためにも、県に対し、新た

なデザインで美装化を進めていくための申し入れを行っており、県も

課題意識を持ってくれている。現在、県・市双方で協議を行っている

ところであり、これからも県と共に良い景観を創り上げていきたいと

思う。 

 

   委 員：ぜひそのようにお願いする。 

 

   委 員：戦略（案）に対し、前向きな捉え方をしてくださっている市民が多い

という印象。インフラ整備は観光行政にも関わる部分ではないかと思

われる。事務局の回答（案）については問題ないと考える。 
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   委 員：意見 2「ウェルネスという言葉が漠然としている」「他市との差別化が

できなければ埋もれてしまう」や意見 4などは、一般的な意見という

印象。それに対して事務局は「独創的かつ実現性のあるコンテンツを

幅広く募集していく」旨を戦略（案）本編の内容も交えて回答してお

り、そのような積み上げが計画の実現性を高めていくことになると思

う。 

ただ、計画期間は 10 年間と長い。前期・後期に分けて考えているが、

前期（～2025 年）に色々な動きがあるのではと感じている。例えば、

2023 年の県とＪＲの協働によるデスティネーションキャンペーンや、

2025 年の大阪・関西万博など。市としてもしっかり力を入れていただ

きたい。 

その他、回答内容としては問題ないように思う。 

 

   会 長：寄せられた意見の中にハード整備の話があったが、基本的には観光基

盤整備と捉えて良いのではと考えている。 

一点目は、過去に整備されたインフラが老朽化し、ハード面の整備が

必要になっている。戦略（案）では、宝塚歌劇のみではなく、西谷も

含めて市全域を観光の対象とし、全てを総動員してウェルネスを実現

していくと述べているため、そういった視点から、観光基盤整備の見

直し時期を迎えているのは間違いないと思う。 

二点目として、ハード整備だけではなく、Wi-Fi や訪日客へのソフト面

の対応も必要になっていく。今回のパブリック・コメントでは、その

ようなことに気づかせていただいたように思う。 

以上を踏まえ、各委員の意見を集約すると、パブリック・コメントで

寄せられた意見は応援型のものが多いこともあり、市の採否は事務局

（案）で問題ないということで良いか。 

 

  各委員：異議なし。 

 

   会 長：最終報告案については、従来は答申案を市長に直接手渡しする手法が

取られていたが、コロナ禍ということもあり、書面で提出してはどう

かと事務局から相談を受けているが、異論はないか。 

 

各委員：異議なし。 

 

３ その他 
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（１）「森の光のサーカス」（観光庁：誘客多角化事業）について 

会 長：議題は以上であるが、前回の議事録「３ その他」にある「森の光の

サーカス」について報告してほしい。 

   

   事務局：森の光のサーカスは、宝塚自然の家を会場に、2月 13 日（土）・14 日

（日）の 2日間に渡って実施した。 

              夜のイベントということで、森の中にライトを照らしたり、飯ごうで

のおもてなしもあったりした。 

コロナ禍での開催であったため、1日 50 名（2日で 100 名）という人

数制限を設けたが、定員を大幅に上回る申し込みがあったと聞いてい

る。参加者としては子連れが多かった。 

コロナ禍での実証実験の意味合いもあり、上限人数としてはやや寂し

いが、この時期に実施することに価値があったと考えている。 

このイベントは、宝塚にしたに里山ラボを中心に企画いただいたが、

参加者のおもてなしには多くの市内事業者にご協力いただいた。この

イベントで初めて関わったという事業者もいた。 

観光庁の補助金を活用し実施したものであるが、今後、ウェルネスを

キーワードに事業を展開していくうえで、こうした意欲的な団体・事

業者は中心的存在になり得る。こうした事業者を拾い上げ、育ててい

くことが大切である。 

       このほか、以前、委員から会場へのアクセス面の課題を挙げていただ

いていたが、予算の課題もあり臨時バス等は手配できなかった。しか

し、今後イベントが定期的に開催されるようになれば、臨時便など交

通面の課題についても検討できるかと思う。 

 

   会 長：コロナ禍でバス事業者もダメージを受けている。そういった事業者へ

の支援にもなる。 

 

（２）その他  

  事務局：先ほど会長からも話があったが、答申については手交式を行わないこ

ととする。 

次回は戦略の最終版をご覧いただくことになるが、現状、空白となっ

ているページには寄稿文を追加する。寄稿文は市国際観光協会の会長

に執筆を依頼する予定である。市長挨拶は戦略には入れない予定。寄

稿文の中で、事業者から見た宝塚の観光や、今後を支える観光の重要

性を述べていただくことで、事業者の声を拾い上げることとしたい。 
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       また、審議会については zoom 開催が続いており、各委員にお会いでき

ていない状況である。そのため最終の審議会は、できれば対面で行い

たいと考えている。日程は 6月下旬から 7月上旬で考えている。緊急

事態宣言がどうなるかにもよるが、実開催の際はご協力願う。 

 

会 長：その他、補足はあるか。 

 

   事務局：ウェルネスという切り口で今後 10 年間の観光施策を進めていくことに

なる。各委員から戦略最終案に向けてのアドバイスがあればお願いし

たい。 

 

副会長：今後の観光施策ではウェルネスを最大限に使っていくことになるが、

コロナ禍が逆に追い風になる状況。もしコロナ禍の前に観光戦略が出

来上がっていれば、的外れな内容になってしまっていたかもしれな

い。この時期によく内容を練ってこられたと思う。 

気になった部分として、戦略本編 1ページ目の図を挙げたい。観光振

興戦略と密接に連携する分野別計画として、「文化芸術振興基本計

画」と「労働施策推進計画」の 2つが挙げられている。 

それ以降は「・・・」とあるが、同じページの「（戦略）策定の背景

と目的」の部分に公衆衛生の話が出てくるため、ウェルネスを意識す

る意味でも健康増進・衛生面の計画を追加で 2つくらい入れても良い

のではないか。その方が、市が全庁的に連携している姿勢を示すこと

に繋がるのではないか。 

 

会 長：健康増進・衛生面の計画もあるはず。 

 

   事務局：計画はある。ご指摘のとおり、様々な分野別計画と連携していくべ 

きなのは間違いない。観光振興戦略と「密接に連携」するというとこ

ろから、文化芸術振興と労働施策推進の両計画を挙げていたが、健康

増進・衛生面の計画を追加するか否かについては次回の審議会までに

考えを整理したい。 

 

会 長：観光は全方位的。すべてに関わるのは当然のことである。特に、コロ

ナ禍においては保険医療や福祉との連携が欠かせないこと。そういっ

た部分を加味しているという姿勢を見せることができるのではない

か。 
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他に意見がなければ、本日の審議会は以上で閉会とする。 

 

４ 閉会 

 

 


