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令和３年度 第１回 岸和田市観光振興計画推進委員会 

 

１ 日時 令和 3 年７月 30 日（金） 午前 10 時～12 時 

２ 場所 岸和田市役所新館４階 第１委員会室 

３ 出席者 委員 【学識経験者】  

石田 信博、小川 雅司 髙田 剛司 

         【公共的団体の代表者】 

          中井 秀樹、山本 義治、井上 實、荻野 元子（議事録署名人） 

         【関係団体の代表者】 

          水野 俊介、安田 博宣（議事録署名人）、阪口 寿子、高垣 昌仁 

         【市民公募】 

          榎 和美、南 雅江、稲垣 康子 

         【欠席者】 

          土井 康司 

     事務局  前田魅力創造部⾧、船橋観光課⾧、髙橋担当⾧、武智担当員 

柱本（JTB）、渡邉（JTB）、新元（JTB） 

傍聴者  １名 

４ 議事 （１）第２期行動計画の進捗状況について 

       ① 本市の状況 

② 大阪観光局の今後の取り組み 

（２）令和４年度から５年度の行動計画の方向性について 

５ 配布資料 

○岸和田市観光振興計画推進委員会 委員名簿 

     ○配席図 

○岸和田市観光振興計画推進委員会 規則 

○第１期行動計画の検証と第２期行動計画について 

 ○令和２年度 岸和田市内の観光におけるコロナ禍の影響 

 ○岸和田魅力発見オンラインツアーの報告 

     ○第２期行動計画の進捗状況及び令和３年度の予定 

     ○アンケート結果 

 ○アンケート結果を踏まえた今後の方向性 

６ 内容 

（１）開会 

  委員委嘱（水野委員） 

（２）部⾧挨拶 

（３）出席状況報告 会議成立の宣言 
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（４）委員⾧から議事録署名人の指名 

（５）議事（１）第２期行動計画の進捗状況について、①本市の状況 

●事務局より資料（令和２年度岸和田市内の観光におけるコロナ禍の影響、及び岸和田魅力

発見オンラインツアーの報告、及び第２期行動計画の進捗状況及び令和３年度の予定）をも

とに令和２年度の事業と令和３年度の予定を説明。 

事業報告の中で、令和 2 年度中に岸和田城等で撮影された映画の予告映像を視聴。 

●委員（A） 

オンラインツアーのアンケート結果は阪急交通社（委託業者）がまとめたアンケートか。 

質問項目で、なぜ直接、岸和田に来られますかと、聞かなかったのかなと残念。 

サンプルをみると、「岸和田に訪れたことがありますか」に 0～1 回という人がかなりの割

合を占めている。 

岸和田いいなと思っても、実際行くかってなったときに時間の問題・費用の問題・他の観光

地との比較で実際行くかとなると評価とはかなり格差があるというのが普通だと思う。 

事務局の説明では、評価が高ければ、来てくれるという認識だったが、これについて他の委

員の意見も伺いたい。 

●事務局 

確かにオンラインツアーに参加し興味を持ってもらえた人が多いので、それなりに岸和田

市のポテンシャルや魅力は感じてもらえたという点まではこのアンケート結果で読み取れ

るが、さらにそれ以上のところは踏み込みが不足していた。 

●委員（A） 

岸和田がいいところだと評価するが、もしこれに「実際に行かれますか」と聞いたときに誰

も行かないという答え出たら、それはそれで重要な情報。仮に評価が高く、実際にぜひ行き

たいという人が多ければそれはそれで重要な情報。書いたからと言って本当に来るかとい

ったらまた次の問題。次にアンケートをとる時には間接的に来る・来ないを探る質問ではな

くダイレクトな質問を入れていただきたい。特に今回はオンラインなので必要な項目だと

思う。 

●事務局 

東京・京都といった遠方から大阪に来た人をさらに岸和田まで呼び込むための施策を考え

る必要があると思う。そういう意味でももうちょっと掘り下げることを意識して取り組み

たい。 

●委員（B） 

オンラインツアーのアンケートで 3 点ほど確認したい。 

1 点目は、参加人数について、募集人数と比べてどのくらいの割合で参加されたのか知りた

い。 

2 点目は参加者の年齢層が高いことについて、阪急交通社が取り組んだが故という説明があ

ったが、阪急交通社が他に取り組まれたオンラインツアーと岸和田ツアーとの比較はでき
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るか。 

3 点目、217 名の参加者のうちぜひ岸和田に来たいという方には直接メールをお送りすると

いう（個人情報もあり無理かもしれないが）そういう使い方もできるのか。 

●事務局 

1 問目の質問、募集人数は目標として 480 名。コロナ禍の影響で周知（募集）期間が短かっ

たため 217 名が参加された。 

阪急交通社の他のツアーとの比較は把握できていない。 

ダイレクトメールについては活用できるか検討していきたい。 

●委員（C） 

資料のオンラインツアーのアンケート結果に、「今回のツアーを見て訪れたいところ」とい

う質問があるが、5 番目、場所名が書いてない。 

●事務局 

岸和田カンカンベイサイドモールである。 

●委員（D） 

このオンラインツアーはお土産付きでお得を狙っているが、お土産は旅行者が選択できた

のか。できたのであれば、どんな比率で選択されたのか。 

●事務局 

お土産は選択性ではなく、設定された同じものを渡している。 

オンラインツアーの中で参加者が同じものを味わい、一体感が生まれるようにという趣旨。 

●委員（E） 

機会があり、実際にお土産をみたが、4000 円相当というのは主婦感覚として正直どうかな

と。2000 円であれば納得する。（４000 円相当のものが 2000 円の参加費でもらえるという

企画）庶民感覚とはかけ離れていると感じたが、どう検討したのか。 

●事務局 

郵送料等、手数料も含まれている。今後参考にしたい。 

●委員（E） 

皆さんがどのような感想を持たれたかも確認するべきである。 

●委員（F） 

オンラインツアーに係った費用はいくらか。 

●事務局 

ツアーの実施とツアー後の動画編集も含め、すべてで 1000 万円ほどの委託料。 

ツアーの参加者のみを対象とせず、その後の動画を HP で掲載しており、動画により岸和田

の魅力を発信することを重視した。 

●委員（F） 

税金を使うのだから費用対効果が重要。 

●委員（A） 
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プロポーザルで審査したのか。 

●事務局 

そうである。複数社から応募があり、審査委員会で総合的に審査した。 

●委員（A） 

他市に比べると金額が大きいように感じる。こういう委託事業は相場が難しい。値段がつけ

にくいので、しっかり評価できるようにしないといけない。 

●事務局 

プロポーザルの際に、国のコロナ対策の給付金を活用して上限額 1156 万円を設定し、検討

した。 

●委員（A） 

この委員会で事業を評価していないので、これ以上は言わないが、観光に関わる内容のため、

情報として知りたかった。 

●事務局 

費用対効果については常に考えているところであり、引き続き注意しながら進めたい。 

今回は４コースの動画を作成、編集し、アンケートの収集までの一連の業務を委託したので

金額は大きくなったという点は補足したい。 

●委員（A） 

成果品の動画はずっと残るが、賞味期限がある。同じ動画がずっと掲載されていると悪い印

象を与えることもある。一回作ったらずっと使えるという発想は今の時代にそぐわない。そ

の視点も入れて適切な評価が必要。 

例えばこの動画を来年には内容を少し変更し更新するなど、検討してほしい。 

●委員⾧ 

ここまでのご意見で、私から事務局へのお願いだが、委員の関心もあることなので一通り事

業が終わったときにどのような「効果」があったのか、まとめて報告いただければと思う。 

 

（６）議事（１）②大阪観光局の今後の取り組み 

●委員（G）から資料にもとづき、大阪観光局の取り組みについて説明 

●委員（H） 

観光局が取り組む 3 本柱の富裕層誘致の富裕層はどのくらいの富裕層を想定しているか。 

●委員（G） 

ラグジュアリー(費用制限なく満足度の高さを追求した高消費額旅行を行う層)、特に海外で

は量より質に重きを置き、例えば関空を活かし、プライベートジェットと大阪での特別体験

のコンテンツやラグジュアリー船で来られるプライベートヨットと大阪の特別体験など、

2025 年万博に向けて取組を進めている。それには規制緩和であるとか様々な壁もあるため

関係先と連携して取り組んでいく。 

●委員（H） 
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今の話だとかなりの富裕層になる。プライベートジェットで関西空港に飛んでくる人がど

れくらいいるのか、泊まるところがあるのか。 

●委員（G） 

例えば施設の貸し切りなどで宿泊等の新たなコンテンツを開発するということも検討して

いる。 

富裕層がメインということではなく、広く集めたいという趣旨。 

●委員（F） 

大阪観光局の次世代の観光創出プロジェクトとは具体的にどんなものか。 

「消費する観光から作り育て守る観光へ」とタイトルに入っているが。 

●委員（G） 

SDGs を念頭に置き、自然環境の維持、緑に注目し、日本みどりのプロジェクトというネッ

トワークを立ち上げた。自然環境保護と SDGs 持続し続けるという未来志向の観点から進

めているが、具体的ない事業についてはまだ計画中である。 

●委員（F） 

もう一点、魅力コンテンツ開発の中の、食と食文化について、堺・岸和田を含む泉州の歴史

的なものは全部繋がっており、特に岸和田城はだんじりと非常に密接につながっている。そ

れは商品開発につながってくる。商品ツアー開発というのは非常に稚拙。歴史に対してある

いは地域に対する真価を商品として開発していかないとたちまち廃れてしまう。商品開発

については特に開発担当者を教育してもらい、もう少し深みのある魅力づくりにしてほし

い。 

●委員（G） 

ありきたりの、教科書的なステレオタイプの資料ではなく、繋がりや一歩掘り下げた深い魅

力は、リピーター確保という点で重要な要素だと思っているで、そういったところをよく知

っていただく機会をエージェントさんにも持っていただきたいですし、実際にお客様が求

めようとされているものは何なのかというところを受け手側にも理解していただきたい。

双方うまくいくように橋渡し的な役をしていきたいと考えている。 

 

（７）議事（２）令和 4 年度～5 年度行動計画の方向性について 

●事務局より資料（アンケート結果、及びアンケート結果を踏まえた今後の方向性）にそっ

て説明。委員会の開催にあたって、事前に委員からいただいたアンケート結果の取りまとめ

を説明し、第２次岸和田市観光振興計画の計画年次は、第３期行動計画という形をとらずに、

第２期行動計画の計画期間を２年延⾧し、４年間とし、コロナ禍での観光施策に特化し、検

討することとする。そのコロナ禍で必要と考える施策は、委員からのアンケートで意見の多

かったものを尊重し、資料（アンケート結果を踏まえた今後の方向性）のとおりとする。 

●委員（A） 

1 番の計画年次についてはこれでよい。 
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2 番の今後の方針についていくつかある。 

まず 7 番、フィルムコミッションの推進についての説明文を読んでいると、ちょっと違う

と思う。フィルムコミッションはこういう認識ではだめだと思う。フィルムコミッションの

説明文 2～4 行目は情報発信の項目に書くべきこと。 

それとアンケートで記入したが、ターゲット分析・動向調査について、今回ターゲットを変

えようとしているのにターゲット分析をしないというのは何故か。 

前半ご報告いただいたオンラインツアーのデータもあるので、こういうデータを一個一個

丁寧にみるというのが必要だと思う。何を根拠にターゲットをインバウンドから岸和田市

民や近隣市民に落とし込んでいくのか、フィーリングではなく、確固たるエビデンスがいる。

大きな分析や大きなデータ取るのは大変だと思うが、大阪府や南海電鉄さんが持ってるデ

ータなど、間接的に入手できるデータで岸和田の現状を把握できるものもあると思う。 

●事務局 

課題として挙げていないのではなく、データ分析というのは当然必要な取り組みであると

認識している。令和 4 年度 5 年度に向けてどういうデータを収集するかを検討していく必

要があると考えている。 

●事務局 

フィルムコミッションの考え方については、まずはお城等の観光資源を知ってもらい、ロケ

地としてお越しいただき賑わいを創出していくことを目指している。 

さらに、実際に撮影を受入れた実感として、スタッフの方が来られるので、宿泊や飲食、警

備等色々な経済活動が付随してくる。ここから産業の活性化につながるという大きな枠組

みで考えている。また、人の繋がりで次の撮影につながる。岸和田の情報が情報番組や店舗

紹介の番組などの制作の方にも回っていくと考える。情報発信の項目に分類されるという

ご指摘は確かにその通りで、双方向に及ぶと認識している。 

●委員（A） 

いくつかある項目の中で進める施策を掬いだしたと認識している。そこにない項目も進め

るというのであれば意味がない。 

計画は単年度ではなく、2～3 年と幅がある。この期間でコロナが終息するかどうかによっ

て動向は変わる。だからデータも見ていかないといけない。コロナが終息してきたら、どれ

くらいインバウンドの色を強めていくのかどうか、ターゲットもその時々に合わせて変え

ていかないといけない。関空や大阪府からデータをもらって、動きを常にモニタリングして

おかないと、周りが動き出してからではだめだから、ちょっとした兆候が出たときに次の一

手を打つようにするにはやはり動向調査は必要。 

２点目について、情報発信の中にロケ地の誘致やフィルムコミッションにも力入れると

するのか、一つの項目として立てるのかはハードルがものすごく上がるので、そこを認識し

た方がよい。 

●事務局 
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今回ご指摘いただいた部分は、また改めて次の会議の際に整理しお示したいと思う。 

●委員⾧ 

第二期行動計画を延⾧するというのは、コロナだから一からやり直すというわけではなく、

もともとの計画をベースにしてできるところをやっていくという発想だと思う。それをも

とに今後の方針に挙がっているところが意見として多かったので、この辺を中心にやって

いこうという考えですね。ただ、計画であるから令和 4 年、5 年に成果や進捗状況を評価す

ることになるが、それをきちんと評価できるようにしないといけない。例えば教育機関との

連携は、かなり⾧い話になるから、すぐに成果が出てこない。だからやらないというわけで

はなく、大事だと思う。その辺の⾧期的なところと、割と中⾧期的に答えが出るところもき

っちり整理されたらよいと思う。 

 

（８）その他【質問】 

●委員（D） 

岸和田市は令和 4 年度に 100 周年を迎えるが、観光と 100 周年事業はどのように結びつい

ていくのか、その方向性を教えてほしい。 

●事務局 

庁内全体で進めているが、観光課では昨年からの城泊の研究をもとに、今年度の二の丸広場

でのグランピングのようなキャンプに続き、来年度、隅櫓を活用した宿泊イベントを実施し、

お城での宿泊を疑似体験できる事業を検討している。 

●委員（D） 

具体的な事業は分かったが、観光が岸和田市の 100 周年の中でどう結び付けるか、位置付

けるかということが知りたい。 

●事務局 

現在まだ検討中の話で、明確に回答できないが、観光の誘客につながる取り組みを 100 周

年に結び付けていけたらと考えている。 

●委員（F） 

100 周年事業の副会⾧をやっている。 

いろんなご意見を拝聴し、具体的な方向性を決めようという段階である。できれば全市民を

巻き込んでいろんなところでいろんなアイディアを出して、全体として 100 周年にむけて

機運を高めていこうというのが基本的な考えである。 

 

●事務局（大型バス駐車場設置について） 

岸和田市の市営駐車場は、大型バスだと 8 台分のスペースがある。祭の期間中を除けば満

場になることはないが、旅行会社さんの話では 8 台しか大型バスの駐車スペースがなけれ

ば、そもそも岸和田のツアーを組まないため、先に駐車場がないと誘客につながらないとい

う助言を受けた。委員の皆さんのご意見を聞きたい。 
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●委員(A) 

可能であれば大きくされた方がいい。 

ただし、駐車場をつくったが全然ツアーが組まれないという市町村もあるため、ツアーが組

まれない理由が本当に駐車場なのか精査した方がいい。立地のいい所を駐車場に割り当て

るわけだから、土地の有効活用という点でも稼働率が悪いというのはよくない。 

●委員（I） 

ターゲットは誰かという話だと思う。車でお越しの方なのか、団体でバスでお越しの方なの

か。個人でお酒飲んでちょっと旅したいなという方は電車に乗られると思う。その辺のター

ゲットが市で定まっていると、この話については優先順位何番目だというところが定まる。

泉州地域の方だと自家用車、大阪市内の方だと電車か自家用車。団体で来る方になると宿泊

なのか日帰りなのかという風に考えると、あえて（その団体客に対して）必要なのか。やは

り市としては何カ所か立ち寄りしてほしいと思うので、その場合は商店街の近くに駐車場

があった方が便利。そういう定まった考え方がないので、もう一度データを分析するべきで

ある。 

●委員（J） 

他市に行ってここに駐車場や食事処あればもっとお客さん呼べるのになっていうのはよく

ある話。ただそれに対する受け入れ態勢、駐車場が 10 台停められるからといって 400 人く

らいの食事処があるのか、宿泊施設があるのかという話が出てくる。8 台で十分かなと思う。 

●委員⾧ 

バスを止めるところをたくさん作ったからといって 地元の産業・商業・観光にプラスの影

響がどこまで及ぶのかというとこと、逆にそのために観光バスの駐車場が必要だというこ

とと、どっちが先かという議論になると思いますけどその辺をどこで判断するかというと

ころですね。 

●委員（A） 

平日は観光客が少なくて土日に団体バスがたくさん来る状況がいいのか、それとも土日だ

けでなく、平日も自家用車や電車を利用する方で規模が小さくても賑わっているのと、どち

らが理想かだと思う。前者を選ぶなら駐車場も必要だと思うが、岸和田のお城や紀州街道の

雰囲気をみると、団体客が一気に来られるのは逆に雰囲気がよくなくなると個人的に思う。 

以上 
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