平成 30 年度 第 １ 回岡 崎市観 光 基 本計画 推進 委 員会
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高橋一夫 、山 中賢一、河原一 夫 、浅野直宏、 竹内博剛 、
西尾孝志、野 村顕弘、 天野裕 、長瀬正明、五 反田智美、大野 敏夫

欠席委員

新家智明

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

宮道利典（愛 知県観光協会広 報・企画事業部 長）、石 原嘉明（ 岡崎市観
光協会業務部 長）

事 務 局

神尾経済 振興 部長、髙橋観光 推 進課長、観光 推進課職 員５名

傍 聴 者

なし

次第
１

開会

２

経済振 興部長挨拶

３

委員自 己紹介

４

オブザ ーバー紹介

５

委員長 ・職務代理 者選 出
委員の 互選により 高橋 委員が委員長に 、 委員長の推薦 により長 瀬委員 が職務代
理者に 選出

６

委員長 挨拶

７

議題

（１）岡崎 市観光基本 計画 アクションプラ ン の進捗等につ いて【資 料１・ ２】
事務 局から説明
（オブザ ーバー）
観光 協会の法人 化に ついて補足。
平成 30 年３月１日 付けで「一般社 団法人岡 崎市観 光協会」を設立 し、籠田
公園西 に事務所を移転 、同時に籠田観 光案内 所の運営 をしている。
法人 化に合わせ て、 従来の協会員を い ったんリセッ ト・再度 募集を 行い、
400 の 組織・事業者等 が協会員となっ た。彼 らと連携 を深めながら 、 民間の観
光消費 が向上するよう な仕組みづくり を考え 、事業を 進めている。 と りわけ、
市民ま つり等イベント 、商品づくり、 おもて なしの３ 本柱を中心と し ている。
直近 で行われる 桜ま つり等、従来の 市 民まつりに新 しいコン テンツ ・魅力を
付加し ていければと考 えている。
来年 度以降につ いて は、現在課題と と らえている市 内回遊の 拡大を 目指し、
「もう 一か所・もう一 時間」をテーマ に FM 岡崎と連携 して、ラジ オを 情報媒
体とし た「岡崎 ONE MORE PROJECT」を 展開していく。
また 、リピータ ー作 りのため「岡崎 お もてなしセン ター」を 立ち上 げ、ガイ
ド等の おもてなし向上 に向けた連携事 業を行 っていく 予定である。
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質疑 応答
（委員）
「岡 崎市観光基 本計 画アクションプ ラ ン（以下アク ションプ ラン）」の戦略
のまと め方や「岡崎市 観光白書（以下 白書）」の統計 など、非常に 良 くまとま
ってい る。施策実施に 対する定量的な 指標は あるか。
また 、施策につ いて は多くの課等が 関 係しているが 、観光推 進課が すべて取
り仕切 るのか。そこに は進捗管理に加 えて人 員配置や 資金のコント ロ ールも含
まれる のか。
その 他、乙川リ バー フロント地区に お ける公共空間 利活用に ついて は非常に
いい取 り組みだと思う が、宣伝不足な のか、 残念なが ら認知度が低 い 。ぜひ情
報発信 に力を入れてほ しい。
（事務局 ）
１点 目の目標指 標に ついてはアクシ ョ ンプランの 21 ページに記載 してい
る。最 重要指標を経済 効果とし、観光 消費額 が平年並 みである平 成 26 年度を
基準年 として、毎年伸 び率１％を適用 した目 標値を設 定している。 そ の他４つ
の目標 指標と合わせて 、達成できるよ う努め ていく。
２点 目について 、観 光関連の取り組 み が市全体で多 岐にわた ってお り、観光
推進課 としてもオール 岡崎で取り組ん でいか なくては と考えている 。 各課に向
けた働 きかけや進捗管 理のため、庁内 推進会 議を開催 している。
ただ し、当課の権限 を 越える部分も あるため 、そこ はきちんと説明 し、全市
一体で 取り組めるよう 働きかけること が重要 な役割で あるととらえ て いる。
（事務局 ）
本市 市長も、も のづ くり産業につづ く もう一つの柱 として「 観光産 業」を公
約に挙 げており、アク ションプランで も「観 光産業都 市」の実現を 明 記し、岡
崎市と して力を入れて いる。ただし、 福祉や 教育、環 境等の市政全 般 をバラン
スよく 執り行わなけれ ばいけないため 、人や 予算の集 中には制限が あ ることに
はご理 解いただきたい 。
３点 目の乙川リ バー フロント地区の 宣 伝については 、「おと がワ！ン ダーラ
ンド」 の中で、公民連 携の方針のもと に民間 が参入し やすい施策づ く りを全庁
的に取 り組んでおり、 民間の力もしっ かり活 用して盛 り上げていき 、 観光全体
にもつ なげていきたい 。また、アクシ ョンプ ランでも 位置付けてい る PDCA サ
イクル によるマネジメ ントを行い、皆 さんに お示しし ていきたい。
（委員長 ）
実は 、岡崎市の よう な取り組みは、 他 の市町村では あまりな く、こ こまで詳
細に施 策を一覧にまと めたり、目標値 を設定 したりと いうことは寡 聞 にして存
じない 。そういう意味 では非常に進ん だ展開 をしてい ると思う。
（委員）
資料 １の中で、平成 30 年度のみ色付 けがされている 施策があるが 、 今年度
で事業 完了とみてよい か。
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（事務局 ）
お見 込みのとお り。 本資料は来年度 公 表予定の白書 への掲載 を前提 に、今年
度の実 施状況を各課に 確認している。 白書に ついては アクションプ ラ ンの期間
である ４年間は作成す るため、それを 見ても らえれば 個別施策の進 捗 が確認で
きるよ うになっている 。
（委員）
乙川 リバーフロ ント 地区の観光振興 に ついて、他委 員からも 認知度 の低さに
ついて ご指摘があった が、乙川リバー フロン ト地区に おいて QURUWA という主
要回遊 動線を設定し、 公民連携で多種 事業に 取り組ん でいる。その 中 で、少し
ずつで はあるが、注目 度が高まってい る。
例え ば、「おと がワ！ ンダーランド」 は３年ほど取り 組んで いて、市 内での
認知度 は低いと感じる ものの、全国的 にはか わまちづ くりの代表的 な ものとし
て取り 上げられること が多く、講演や 視察の 依頼があ る。
講演 の場合は謝 礼を いただいている が 、視察の場合 、市から の依頼 で無償対
応して いる。先日、QURUWA 戦略のアド バイ ザーをお願 いしている かた から、他
地域の かわまちづくり で、有料での視 察受入 をし、か つ、運営団体 の 資金とし
ている ことや、中でも 人気がある視察 プログ ラムを朝 に行うことで 、 その地域
内での 宿泊を促してい ること等、「お 金が落 ちる仕組 み」が作られ て いると伺
った。
岡崎 には、QURUWA に 限らず、商業活 性をテ ーマにし た「まちゼミ 」、リノベ
ーショ ンまちづくり等 、全国的に有名 なまち づくりの 事例がある。 今 整備中の
もので も、人道橋の橋 上建築が完成す れば全 国でも数 少ない事例と な るし、籠
田公園 ・中央緑道の設 計も、有名なリ ゾート 施設のラ ンドスケープ を 手掛けて
いる設 計事務所が担当 している。
この ような視察のネ タ を活用して、 宿泊や消 費を促 すとともに、他 の岡崎の
良い所 も知ってもらえ るようなツアー の実施 、視察の プログラム化 が 出来れば
と思う 。
（委員長 ）
全国 各地でその よう な視察対応が始 ま っている。宿 泊施設等 、受益 者が見込
まれ、 そちらからの考 えも出てくると いった 良いスパ イラルが生ま れ ると思う
ので、 ぜひ検討してい ただきたい。
（委員）
別の 会議で、40 代程 度の女性を観光 のターゲットに 進める と決まっ たかと思
うが、 そこを狙った戦 略をお聞かせ願 いたい 。
また 、都市計画 マス タープランの関 係 で、本宿地区 にアウト レット モールを
誘致し 、広域観光交流 拠点と位置付け 、周辺 にその他 商業施設や住 宅 街もでき
ると聞 き及んだ。東部 のまちづくり協 議会で も、それ を観光につな げ ていきた
いとい う考えがあるが 、観光推進課と しての 考えを聞 かせてもらい た い。
（事務局 ）
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１点 目の観光タ ーゲ ットについては 、 昨年度開催し た「オリ ジナル 観光プロ
モーシ ョン戦略会議」 という別会議で 決定し 、資料２ の２ページに あ る「岡崎
オリジ ナル観光プロモ ーション」実施 事業の ターゲッ トとして 30～40 代女性
を設定 している。
例え ばお土産づ くり 推進プロジェク ト については、 ２月 20 日に予 定の審査
会に先 立ち開催した意 見交換会にて 30～40 代の女性 を中心に集ま っ てもら
い、提 出されたお土産 品について意見 を頂戴 した。い ただいた意見 は 審査会の
参考資 料とする予定で ある。
（事務局 ）
２点 目の東部地 域の プロジェクトに つ いて、本日、 記者発表 した平 成 31 年
度予算 において、広域 観光交流拠点と してア ウトレッ トモールの誘 致 を推進す
るとい う施策を出して いる。観光推進 課とし ては、ア ウトレットモ ー ルの中に
観光情 報案内等の拠点 を置けないか投 げかけ をしてい る状況であり 、 県の認可
次第で あることや民間 の開発が中心で あるこ とから、 明らかな計画 と はなって
いない 。実現化の際に は、必要に応じ アクシ ョンプラ ンの見直し等 し ながら進
めてい きたい。
（委員）
資料 １の７ペー ジに 「広域連携によ る 観光誘客の推 進」とあ るが、 アクショ
ンプラ ンの重点プロジ ェクトは市内施 策に絞 られてい る。岡崎の良 い ところを
伸ばす 、また、他地域 による補完とい った、 広域連携 の活用につい て 市・県の
考えを 伺いたい。
（事務局 ）
広域 的な視点は 必要 であるが、例え ば 、「三河観光ネ ットワ ーク協議 会」と
いう西 尾市、蒲郡市、 幸田町との広域 連携ネ ットワー クも当初の使 命 を終えた
という ことで、今月解 散した。広域連 携は、 それぞれ の市町の施策 を 積み上げ
るだけ ではなく、まと まりをもって実 施しな ければな らず、難しい と いう点が
ある。
本市 としては、 昇龍 道プロジェクト や 愛知 DC 等を 個別に進める中 で、発地
型では あるが、市外へ の案内等を旅行 者向け に行って おり、重点プ ロ ジェクト
には記 載していない。 今後は別の形で の広域 連携の活 用も検討して い きたい。
（オブザ ーバー）
愛知 県としては 、今 年度秋に DC を実 施し、来年度も アフタ ーDC を 控えてお
り、県 全域での取り組 みを強化してい きたい 。
広域 連携につい ては 、県内でテーマ ご とや地域ごと の連携に 取り組 んでいる
自治体 がある。県とし ては、着地型商 品の連 携を図っ てもらいたい と 働きかけ
ている ところで、必要 な協力をしてい きたい と考えて いる。
（委員）
「三 河観光ネッ トワ ーク協議会」の 解 散については 聞き及ん でいる 。自治体
による 広域連携の難し さは理解するが 、それ ではいけ ないと、商工 会 レベルで
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は継続 して事業を進め ている。岡崎市 の良い 部分を伸 ばすために、 他 地域を上
手に活 用することが必 要だと思う。
（委員長 ）
広域 連携には、 それ ぞれの資源が補 完 ・複合化でき ることに より集 客がしや
すくな るといったメリ ットがある。一 緒にや ることで そのようなメ リ ットがみ
えるの か、しっかり整 理した上で進め る必要 がある。
（委員）
昨年 、色々なか たの 協力を得て、寺 院 のライトアッ プを初め て生誕 祭に合わ
せて行 い、キッチンカ ーでの振る舞い もあり 、多くの 参加があった が 、その中
でも反 省点がある。
イベ ントを行うと多 く のかたが集ま り、山門 のライ トアップのよう なインス
タ映え するような見せ 方があると勉強 できた 。今後、 寺院でイベン ト を行うに
あたり 、個人としては 他の場所もライ トアッ プしたい と思うが、予 算 の問題に
加え、 あまりにも煌び やかにしてしま うと、 文化財の 荘厳さが失わ れ てしまう
等、新 しい見せ方とし てどの程度とい う部分 について も画策してい る 状態であ
る。
ただ 、毎年こういっ た イベントを続 けていき 周知す ることで、既存 の文化財
だけで なく、違う魅力 の掘り起こしが できる と感じた 。また、現在 ス ポットが
当たっ ていない部分の 見せ方も考えて いきた い。
先ほ どご意見が出た よ うな、目標指 標が出来 ればよ り良いのだが、 寺院とし
ての事 情もあるため難 しい。
（２）平成 30 年度版岡崎市 観光白書につい て
事務 局から説明後、 質 疑応答
（委員）
外国 人観光客は 、観 光推進課の取り 組 みもあり、白 書のとお り増え ていると
思うが 、宿泊となると 少なさを感じる 。岡崎 公園駐車 場のバス利用 台 数も減っ
ており 、国内でも市・ 県外のかたも減 ってい るのでは ないか。
（委員長 ）
今の 話に関係す るが 、岡崎市公式観 光 サイトの「岡 崎おでか けナビ （以下お
でかけ ナビ）」につい て、スマートフ ォン版 サイトに は外国語表記 が あるの
か。
（事務局 ）
英語 ・簡体字・ 繁体 字に対応してい る 。
（委員長 ）
了解 した。
また 、白書の「 岡崎 公園の外国人入 込 客数」につい て、なぜ バスツ アー・団
体のみ カウントするの か。個人旅行者 の把握 が難しい からか。
（事務局 ）
お見 込みのとお り。
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（委員長 ）
とな ると、そこ のカ ウントも今後の 課 題であると感 じる。
（事務局 ）
補足 として、外 国人 宿泊客数が減っ て いることにつ いて、爆 買いツ アーの一
段落に 加えて、本市の ホテルはビジネ スホテ ルが中心 でシングルユ ー スが多
い。そ の中で、観光バ ス１台 40 室程 度の確保がまま ならない部分 も ある。加
えて、 名古屋市のホテ ル建設ラッシュ により 、宿泊客 が流れてしま う のも要因
である 。その他、岡崎 は通過交通の中 で観光 地に選ば れるという面 も あり、以
上のよ うなことから宿 泊客数の増加が なかな かみられ ないと考えて い る。
（委員長 ）
現在 は、中国や 台湾 も個人旅行者の 割 合が増えてお り、そこ への対 応は今後
の重要 な検討課題であ ると思う。
（事務局 ）
成人 ならともか く、 それが家族連れ と なると、本市 のホテル 事情か らもさら
に対応 が難しくなる。
（事務局 ）
数字 の補足とし て、 平成 28 年度の 愛知県内の外国 人宿泊客 数は 239 万人、
平成 29 年度が 254 万人 で約 15 万人増 加している。そ の中で、名 古屋 市では
134 万 人から 165 万人 と、31 万人増加 して おり、数字 から見ても 、宿 泊客が名
古屋市 に流れている事 実がある。
加え て、先述の ホテ ルのキャパシテ ィ から宿泊をお 断りして いるケ ースも
多々あ る。市としても 、ホテル側が受 入可能 な時期を 事前につかめ れ ばプロモ
ーショ ンでもう一歩展 開できる。これ は今後 の課題の 一つと考えて い る。
（委員）
国内 外観光客の 宿泊 需要がある時期 が 重なっている と感じる 。外国 人のかた
には桜 が人気で問い合 わせがあるが、 国内で もツアー 等があり、今 の 規模では
対応し きれない。
県内 では訪日外国人 が 増えていると のことだ が、個 人に選ばれた「 都市」に
集中し やすいのかと思 う。その中で、 個人旅 行者を岡 崎に、という の は違った
取り組 みで活動しない と難しいのでは と考え る。
（委員長 ）
宿泊 客を増やそ うと 思った場合、国 別 の休みの状況 も含めて 、デー タ整理の
しかた を見直した方が いいと思う。
例え ば、高山は ４月 がオフ期である が 、４月中頃に 桜が満開 になる ことから
タイの ソンクラーンの 連休と重なり、 タイ人 のインフ ルエンサーを 通 じて香港
等もタ ーゲット化でき る、という事例 がある 。
委員 の話から、 岡崎 は日本人観光客 ・ ビジネスマン が宿泊の 中心で あり、イ
ンバウ ンドの宿泊客は オフ期を上手く 埋めて くれれば 、というのが 岡 崎の宿泊
施設側 の希望なのでは ないかと感じる 。
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（委員）
希望 としては、 外国 人のかたに観光 で 岡崎を訪れて いただき たいと 思うが、
実情・ 白書の統計を見 ても宿泊は減っ てきて いると感 じる。
（委員長 ）
宿泊 施設側が、 外国 人宿泊客が一定 数 ほしいと考え ているな ら、そ のための
枠を最 初にとり、増や すといった政策 的なこ とが必要 になってくる 。
そう いったこと は、 宿泊施設の皆さ ん とのコミュニ ケーショ ンがあ る程度必
要かと 思う。
（委員）
今、観光のスタ イル が変わってきて い る。バスツアー 等の団 体旅行か ら日本の
良いと ころ・体験を求 める個人が欧州 を中心 に増えて いると思う。そ ういった部
分を展 開できるよう、例えば額田地区 の活用 等考えな いと、訪日外 国人 観光客を
増やす のは難しいと思 う。
（委員長 ）
外国 人のかたの 、国 別・民族別の価値 観と、こちらが 提供できるコン テンツを
上手く マッチさせるこ とが今後必要に なって くる。
（委員）
当施設は市と連携して、台湾等の現地で直接誘致をしており、結果が出てい
る。
ただ 、中国のかたが なかなか増えず 、働きかけを行 ってはい るが、台 湾と本国
では旅 行形態がまった く違う。当施設 でいえば、体験 はできるが、購買 を求める
と厳し いところがある 。
また、国内の団体旅行については、他委員の話でもあったが厳しい状況であ
る。これは岡崎だけではなく、例えば蒲郡市のホテル等も休館日を増やしてい
る。先 ほど話があった とおり、名古屋 市に流 れている という要因も あ る。
岡崎 は特に観光 施設 が多いまちなの で 、民間・観光 施設同士 が集ま り、観光推
進協議 会みたいなもの を立ち上げてい けたら と個人的 には考えてい る 。
先日 、QURUWA の集 まりに参加した が 、若い人が熱 心に、わ かりやす く解説を
してく れ、企業を立ち 上げる話も出て いたの で、そうい ったかたと もつ ながって
いけた らいい。
（委員）
今、外国人ルー ツの 子供たちの支援 を 行っているが 、白書の ８ページ の統計に
対し、 ネパールやベト ナムのかたが増 えてき ている。
先日 、豊明の中学校 で 、外国にルーツ を持つ 中学生た ちから岡崎に 行 きたいと
要望があり、普段は自家用車しか移動手段がなく電車やバスに乗る機会が少な
いこと から、先生方が アイデアを出し 、岡崎に遠足に 来た。その際、母 国語に対
応した 案内が少ない等 言葉の面でのご 意見を いただい た。
イン バウンドを進め る にあたり、ぜ ひ解説板 等、地元 の人たちも観 光 を楽しめ
るよう な言語表記を考 えてもらえれば と思う 。おでか けナビについて も同様に、
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地元に 住む外国人にも 対応していただ きたい 。
（委員）
白書 15 ページの地域 別セッション数 で、愛知県が 半数ということ で、日常の
お出か けのために HP を見ている人の 割合が 多いと感 じる。そこは 大事 にしてい
ただき たい。
また、白書後半にアンケート調査が掲載されており、来訪のきっかけをみる
と、イ ベント中心で、メディアを見て きた人 は少ない 。情報雑誌等も名 古屋市が
中心に なりがちという こともあり、露 出量に は限界が あるが、先述 の寺 社ライト
アップ 等、岡崎の魅力 をどれだけ差し 込んで いけるか が勝負かと思 う 。
資料 １の基本戦 略４ －１にも「メデ ィアへの積極的 な情報発 信」と あり、情報
の届け 方等、どのよう なプランを展開 してい くかによ る。
その 他、資料１ に多 くの施策が出て お り、おそらく市 内部で は事業の スケジュ
ールが 細かく作られて いると思われる が、い つ何があ るか、なるべ く早 い段階で
メディ アにも提供・連 携できると露出 量の増 加につな がると思う。
（委員長 ）
白書 記載の HP アク セス統計につい て は、Google アナ リティクス等で 、観光推
進課自 身が取っている のか。
（事務局 ）
HP の 運用事業者から 、毎月ログレポ ートという形で セッシ ョン数等 のデータ
一覧が 送られてくるた め、それを基に 作成し ている。
（委員長 ）
おそ らく運用事 業者 も Google アナ リティクス等を 使用して おり、観 光推進課
でも簡 単に見られるた め、ぜひ、月ご とだけでなく週 ごと等、戦略を立 てる側が
直接見 られるようにし た方がいいと思 う。
また 、例えば名 古屋 からアクセスし て いるかたが何 歳ぐらい で、どの ページを
見てい るか、といった ところまで見て いくと 、価値観に 関わる部分 まで 簡単に確
認でき る。同様に国別・言語別に見て いくと、それぞれ 岡崎のどんなコ ンテンツ
に関心を持っているかわかるため、ターゲットに対する効果的なコンテンツの
提示が できるし、宿泊 施設に対し前も って、
「この時期 に外国人専用枠 を一定程
度確保 してほしい」等 の話ができるよ うにな るのでは 。
「観 光」というもの は基本お金がか か るものである 。例えば、イン スタグラム
を参考 に昼食を決める のと違い、結構 なお金 をかけて 移動をしてく る 場合、旅行
者は知 覚リスクを持つ 。例えば、予約 したホ テルの評 判等を確認す る時 は、HP を
しっか り見たいと考え る。一定の消費 をして くれる観 光客・宿泊客に対 しては、
HP を充 実させて分析を 繰り返していく こと で、事業者 のかたたち との 具体的な
話が出 来るようになる と思う。
（委員）
当然インバウンドも大事だと思うが、今自分たちは定住外国人のかたたちの
動きに も注目している 。例えば、香嵐 渓では、インバウ ンドの観光客も さること
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ながら 、定住外国人の かたたちも一定 数訪れ る。ここ にも着目して み ては。
（委員長 ）
定住のかたの動きがわかれば、その国のかたの関心を把握することにつなが
る。
（事務局 ）
市内に多くいる定住外国人のかたの興味を引き、消費を促すためにどういっ
た施策 を展開しなくて はいけないのか 、まず それが出 来なければ、イン バウンド
にもつ ながらないと考 えている。
定住のかたが観光・消費をし、発信してもらうことを大きな課題の一つとし
て、来 年度以降のイン バウンド関連施 策を進 めていき たいと考えて い るので、皆
さんに も協力願いたい 。
（オブザ ーバー）
広域 連携につい て、委員長の発言の とおり、その目的 は魅力の補完 、新たな魅
力の創 造、相乗効果に よる魅力の向上 である 。インフ ラの面で岡崎 市を みると、
岡崎 IC・岡崎東 IC が 整備されており 、ゲー トウェイ の機能を持つ と いえる。本
市と、海のある蒲郡市と西尾市を加えた３都市を軸に、色々な商品を作りなが
ら、民 間レベルでの連 携を進めている 。
加え て、少し古い仕 組みであるが、蒲郡市に「オン パク」という体験 型プラッ
トフォ ームがあるため 、そこに広域連 携を組み合わせ た新たな魅力 づ くりを、同
じく民 間レベルで進め ている。
また 、インバウンド に ついて、民間事 業者間 のネット ワークをどう い った形で
作って いくか、今後の 大きな課題であ る。
（オブザ ーバー）
宿泊 の関係で、名古 屋市の現状につ い ての情報提供 だが、こ こ一年程 前から、
名古屋 市内のホテルの 稼働率は平均 80％程度と常に満 室に近い状 態で 、その中
でもイ ンバウンドシェ アが３～４割程 度を占 めている 。また、その 中に は連泊を
するケースもみられ、名古屋市を拠点として周辺を移動していることがわかっ
ている 。名古屋市に宿 泊し、高山市に 日帰り旅行をす る等。県として は、名古屋
市に宿 泊の外国人観光 客に、いかに県 内を回 遊しても らうか、とい う点 に着目し
ている 。
もう 一点、９・ 10 月 にラグビーワー ルドカップが豊 田市で 開催され る。現在
愛知県 を訪れる訪日外 国人は中国人が 45％程度を占め ているが、 ラグ ビーファ
ンは欧 米豪が多く、来 訪が予想される 。この かたたちに どういった プラ ンを提案
していくかを課題としている。チケット販売を行う民間事業者にも県内旅行の
プラン を提案してもら っており、回遊 を促せ たらと考 えている。
（事務局 ）
本日 いただいた 貴重 な意見を踏まえ 、今後の観光行 政を進め ていき たい。委員
各位に は引き続きの協 力をお願いする 。
６

閉会
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