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鶴山公園で見た桜が忘れられません。
早く再訪したいものです
岡山の桃や葡萄など、我が県にはあまり出回らないのでいつか食べに行きたいです。お花見もいい
ですね。
津山は毎年訪れる大好きな街です。
早く安心して再訪できる日が来ることを願っています。
B'zの稲葉さんのファンなので、またゆかりの地めぐりをしたいです。津山ホルモンうどんは、食
べてみたい！
たくさん魅力があるけれど、少し交通の便が悪い。その点が少し改善されるともっと盛り上がると
感じてます。
津山には月イチで行っていたので、自粛期間は辛かったです。
美味しいご飯を食べる事が出来るお店も沢山あって魅力ある街だと思います。
まだ 行けてないので 必ず訪れたいです。メールを見て 頭いっぱいにして 観光出来るのを楽しみに
しています。
まだまだ外出を控えて自粛に傾いていますが高速ビューンで津山です。大変な時期ですが情報発信
頑張ってください。
津山珈琲倶楽部にてかなりの情報を入手できるので今後も頑張ってもらいたいです。
食・歴史・自然があり、市内のサイズ感も良く、派手さはなくとも雅に粋な街です。遠くから応援
している街なので、今は難しいとしても、旅行ができるようになる状態になって欲しいと思いま
す。次の桜が、とても待ち遠しいです。
去年９月に初めて行きました。
大阪から高速バスで津山に直行できたので驚きました。(津山インター下車) 
津山駅から出ていたコミュニティバスに乗りましたが、停留所の一覧を社内に見やすく表示してほ
しいなと思いました。次のバス停まで距離がどのくらいなのかもわからなかったのでドキドキでし
た。 
最近津山市に遊びに行けていないですが、早く遊びに行きたいと考えています。
もう少し落ち着いたら泊まりがけでゆっくり津山市を楽しみたいと思っています。
たびたび訪れ知人も増えて早くに訪れていろいろと話をしたいですが，大都市からの訪問は今しば
らく避けたいと思っています。しかしながら，津山市の現状は知りたいので，情報発信は変わらず
に行っていただきたいです。
B'zが大好きなので家族でまた稲葉化粧品店に行ける日を楽しみにしています！
岡山駅や空港からのロケーションの確保やPR、少し遠いけどわざわざ行く価値があると思わせる事
が大切だと思います。鳥取砂丘や出雲大社から岡山経由で帰らせる提案や魅力的な宿泊施設を期待
稲葉さんを通じて津山を知った方は多いと思います。
そこから津山の桜や城下町に興味を持つこともあります。城下町をもっと活用してほしいです。
今年埼玉県和光市で行われた鍋グランプリで津山市出店の鍋(名前忘れてしまいました)を食べまし
た！美味しかった！イナバ化粧品店にまた行ってホルモンうどんを食べて、次は津山城にも行きた



B'zファンで津山を知りました。Facebookで津山瓦版等津山の情報をしり、くらやさんやホルモン
うどんを知りました。B'zファンは購買力も大きいので、観光にもっと生かせればと思う。津山に
行って城や観光センターで野菜やお菓子等知った。B'zがなかったら行かなかった。ただ岡山県知
事の兵庫県に対する言動は不快だ。二度と岡山なんかに行くもんかと思う気持ちを和らげたのも津
山のおかげだった。津山の各Facebookから、必死さもつたわり、色々通販で買わしていただい
た。温泉も。頑張って下さい。だけど、あの知事を全面に出すと不快感しかないと思います。バイ
菌のように言われた兵庫県、大阪府の皆は忘れてません。
B'zが好きなので2回津山を訪れています。 
凱旋ライヴの時は皆さんに親切にしていただきとても嬉しかったです。 
今度は桜の季節に遊びに行きたいです。
内向的な方が多い市民性があるため、みんながウエルカムになった段階で来る側も迎える側も気持
ちよく過ごしてもらいたいと思います。
津山市民です。 
今、津山に住む人達（大人も子供も）が、どれだけ津山の光を観て、その素晴らしさを知っている
のでしょうか？ 
県外や世界の観光も興味がある事ですが、まずは地元の良さを市民一人ひとりが発信できる津山市
であってほしいと思います。
意外と岡山（津山）の位置を誤解している人がいるかも・・・とは思います。
（名古屋市が 愛知県だと知らない人が意外と多くいることからも）
津山に関する観光地・物品等は多々あると存じますが この「距離」「位置」についても明確にあ
ると良いなぁと 思います。
私、津山市へ行ったことがないので分からないのですが、JRと組んで津山線や姫新線の列車の旅、
英田町の上山地区や備前市の吉永美術館（武元登々庵）及び閑谷学校巡り等セットで考えるのも一
案かと思います。
津山らしさ、にこだわって欲しい。
津山に泊まりがけで旅行に行きたいなと思っていますが、なかなかかなわないので津山のお菓子や
布マスク、木工製品などの特産物をネット通販しています。観光と合わせて特産物産の紹介もした
らどうでしょう。
桜の季節が一番いい時期なので、たくさんの人に見てもらいたい気持ちはある。  
経済がまわらないといけないのも理解できる。  
現段階が観光に適しているのかは全くもってわからない。
四季折々の景色が素晴らしく、人も温かい。嫌な気持ちになった事が一度もないし、将来は移住も
したい。ほっと息抜きできる城下町の趣きもあり、食事も美味しい。懐かしい気持ちになれる素敵
な場所です。津山が大好きです。
旅行や観光マネージメントを公募委託するなら、実績ある大手や県外事業者中心ではなく地元の中
小業者や交通・旅行会社等を贔屓にしてやって欲しい！！



沖縄在住の観光従事者です。 
城東街並み保存地区とか、インバウンド受けしそうな資源がたくさんあると思いますが、PRがあま
りされていないと感じます。 
頑張ってください。 
津山にはいいところもたくさんあるので、情報発信をもっと積極的にやるべきだと思います。
津山市の観光PRのために、割引券等発行して、集客に役立ててください。
鶴山城を基点において、衆楽園・城東地区・城西地区を巡る観光ミニバスを運行してほしい。一時
間に一本位運行されれば、各観光地で下車して見学の後、また乗ることが可能なのではなかろう
か。また、城山には四季の花を一面に植えて、桜以外の季節にも観光客が呼べるように工夫するこ
とも大切かと思われる。今日本人で一番小金を持っていて旅行できる環境にあるのは、リタイヤー
組かと思われるので、この人たちが喜び且つ観光しやすい環境づくりが大切なのでは。
津山の観光地と言えば「お城山」「衆楽公園」「城東地区」なのか？
地元にいながら城東地区には行ったことがない。
観光客へのおもてなしも大切だが、まず市内在住者が「津山市にはこんな場所がある」という事も
知っていなければいけないと思うので、市民を対象とした観光地巡りをしてみたらどうでしょう
津山の経済のためにも、できるだけ早く多くの観光客に来てほしいと思いますが、どこからどんな
方が来られるか選別することはできないので、まだ新規感染者が増えている地域から来られること
に対する不安があります。
当面は、公共交通機関や大型バス等ではなく、自家用車利用等の少人数グループの観光客や、津山
市内・近隣エリアの住人をターゲットにした情報発信をぜひ行っていただきたいです。
県内在住ですが、「案外遠い」というのが正直な感想です。
定年後にゆっくりと遊びに行きたいと考えています。
津山市に海外はいうまでもなく、遠方から観光においでいただくことを期待するのは難しいのでは
ないかと思います。とりあえず近隣の皆様から「チョット行ってみたい町・津山」と思っていただ
けるよう、史跡整備、公園整備をを進めていくべきだと思います。
津山市の名所旧跡、歴史的遺産、名物食べ歩きでスタンプをもらいそのポイント数に応じて、津山
のおみやげ、又は全国商店街共通商品券などお渡し出来れば 最近のポイントブームに乗り広くお
客様に来て頂ける事が出来ればと思います。北は蒜山高原 美作三湯 JR因美線の小さな旅 那岐
の里等々にて遊び 帰りには津山にてのんびりとして頂くコースも ポイント付きで有ればとも思
観光客は、各自で感染予防対策をした上で、積極的に津山市に観光に来てもらいたいと思う。
津山市の観光資源について、あまり身近すぎてその魅力に気づけないでいるのかもしれません。他
県に住んでいる親戚に話を聞くと、津山市は（広い意味で岡山県は）交通の便が良くないので公共
交通機関を利用しての観光に力を注ぐと集客が見込めるかもしれないとのこと。市内の交通マナー
も決していいものではないので、一人一人の心構えも改めていく必要があると思います。
人の行き来は控えたいけど、経済的なことを考えるとそうは言ってられなくなります。
市内の人が市内で観光やグルメを楽しむのがいい気がします。
今は、デジタルで観光を楽しみたいです。
安全面を考慮して受け入れて欲しいです。



桜だけでなく、津山の洋学・医学の歴史や自然のふしぎ館、
まなびの鉄道館など、子どもたちに興味を持ってもらえるようなところに来てほしいと思います。
医療系の学生さんにはぜひ洋学資料館をアピールして、来てほしい。
こんな時だから、もっと県内の方へのPRをがんばってもらいたいです。
春の鶴山公園の桜が主体となっているが、それならば、例えば、津山駅から鶴山公園までの道の整
備、シャトルバス、ｏｒ、遊歩道の整備などを整備してほしい。
コロナが収束するまでに、観光誘致の準備をする事は大事だと思います。 
津山市に来た人が、また来たいと思える町に出来たら嬉しいです。
例えばまなびの鉄道館は、全国から大勢の人が来られているのに、私はお土産のラインナップが残
念と感じました。
例えば限定Tシャツやタオル等の実用的かつ、ここでしか買えないを大事にして欲しいです。 
デザインは地元の高校生等を対象に、コンペを開催してもいいと思います。
津山にはよく行ってましたが、お店が閉まる時間が早いので、遅くまで居られないこと、市内に温
泉施設が無い事、スーパー銭湯で気軽に泊まれる所が出来たら、もっと沢山の方も来られて、泊ま
る事が出来るのになといつも思います。
秋は綺麗
B'zの稲葉さんや洋学、桜など 
沢山魅力はあると思います! 
私は、美作市民ですが 
美作大学生のうちに色々津山のスポットを楽しみたいです。 
大学生に向けた、オススメ情報発信などあれば嬉しいです。
スイーツの町津山と売り出すと反響がありそうな気がします。
観光は7～8月と答えていますが、私自身はこの春帰省を断念していたので、夏にはいろいろ対策を
して（マスク、アルコール消毒、検温、陽性接触者有無のアプリ使用など）帰省ができるようにな
ればいいなと思っている次第です。
できれば、ワクチンや特効薬ができたら、自由に観光できるよう祈るばかりです。
中心部の観光地だけではなく、広い範囲・ジャンルでの観光があるべき。
この度のコロナウイルスの件では多大な被害を受けていることには心が痛みます。しかしながら今
までは点在している観光資源を活かしていなかったので、これを機に津山市全体の観光資源をス
トーリー化して回遊できるように見直してみてほしい。1年を通して津山で楽しめる（イベントに
頼りすぎないように）まちづくりを目指してほしい。
強みはB'zかなと思う。しかしキャラ的に観光促進キャンペーンに出られないかもしれないから、
イナバ化粧品店（お母さんが疲れない程度に）を前面に出したキャンペーンなら、全国のファンは
反応し行きたいと思うはずです。また、宿泊施設は混んでいたらちょっと怖いし入浴・朝食会場な
どいろんな人が出入りして相当時間滞在するところは、施設側で気をつかっていても客側がゆるん
でいて危なそう。津山は夏物凄く暑い印象なので、涼しく過ごせる場所の提供や、今年海開きして
いない海岸が多いので、水遊びができる場所の提供をアピールするとか、キャンプ・オートキャン
プ・BBQサイト情報、車中泊情報などをアピールしてはどうかと思う



観光の為の足の確保が大切です。駅を基点に、鶴山城・城東地区・城西地区を巡る巡回ミニバスの
運行をした方が良いと思いますが。1時間に1本位の間隔で運行されれば、見学地で降りて見学後ま
たバスで移動できますので。今後ますます高齢化が進み、旅行者の大半が、時間と小金を持った高
齢者になることは確実です。高齢の観光客を確保するためには、どうしてもバスが必要です。この
巡回バスは、市立病院廻り等にすれば、観光客だけでなく高齢者等の移動にも使えるかと思います
が。山口県萩市のなどは良い参考になるかと思います。
津山市への観光はコロナの感染拡大が心配なので控えて欲しいです。
しかしながら観光客激減の為の閉店・倒産等は嫌なのでネットショップや津山市のホームページ等
に商品を出して通販で津山を楽しめるようにして頂けたらと思います。 
本当にコロナショックで大変ですが頑張って下さい！！
観光客には来て欲しいけど、感染が怖いので本当に難しい所だと思います。でも何もやらないより
は何かのPRはして行った方が絶対にいいと思うので今出来ることをやるべきだと思います。新しい
生活様式で気を付けながら観光客を少しでも受け入れて経済活動を増やしていく事によって今後も
収束してからも役立つと思います。
津山線を利用した場合、時間がかかるので、沿線の風景や土地土地の歴史・トピックなどをまとめ
たMAPのようなものがあれば、楽しみながらアクセスできるのではないかと思います。
桜並木が見えたり、藤の花が山を彩っていたり、水を張った田んぼにサギがいたり。1回だけです
がカバヤ号（カバヤのアピールカー）を車窓から見かけた時は、興奮してしまいました。
津山市へのもともとの訪問きっかけはB'z稲葉氏でしたが、訪問するにつれ城東の街並みや北部の
山々など、街全体がとても魅力的に感じるようになり、訪れるたびに新たな発見ができるので毎回
楽しい旅になっています。 
当方愛知県在住のため簡単には行けない距離ですが、この状況が落ち着いた時には必ず訪問したい
と思っています。その時を楽しみに、今はリモートで津山を楽しみたいと思います。
津山は観光資源が点在しているように思います。全体がわかるマップがあると観光客にとっては助
かるのではないでしょうか
タクシー運転手さんが丁寧に接客をしてくださるので、今後も続けて欲しい。
住んでいても知らない素敵な場所が沢山あるのでもっとアピールして欲しいなと思います。住んで
いる人が知っていれば、それをまた自分がPR出来ると思います。
鉄道について津山線は縁起のいい駅名が多い 津山駅も津山鶴山駅に変更すれば観光も盛り上がる
以前夏にやっていた観光施設のスタンプラリー（近隣の市町村の施設もあり、津山市だけではあり
ませんでしたが）とても印象に残っています。また開催していただきたいです。
自然あふれるノスタルジックな城下町、歴史散策と美味しい食べ物にあふれるふるさと津山、一見
の価値あり
難しい問題ですね。今年の春こそ桜を見に行きたいと思っていました。
今は、そちらの皆様にご迷惑をかけたくないという思いが先にたっています。
観光施設のかたは喜んでくださっても一般市民の方々が本当に県外からの来客を
受け入れてくださるのか…そこが心配です。
どうするのが正解かわからない現状で、観光に携わる方にとっても苦しいときと存じます。いつも
地域の活性化にご尽力くださりありがとうございます。



冬以外は１度は津山に旅行に行きました。いつ行ってもとても楽しく過ごせてまた行きたいと毎回
思える場所です。コロナが落ち着いたらまた行かせていただこうと思っています。 
１つ観光センターでいつも和紙や木のはがきやら購入するのですが、通販なんかもして貰えると嬉
しいなと思います。
数年前、B'zの稲葉さんの出身地ということで、ゆかりの地を観光させて頂きましたが、町全体
の、美しい自然や、温かい雰囲気にとても癒されました。万が一、東京からコロナを運んでしまっ
ては…と思い、ひたすら我慢しております。いつかまた遊びに行きますので、津山の方々もどうに
か頑張って頂きたいです！
この時期、観光客に来てもらって喜ぶ人ばかりではないと思います。それでも観光客が来てくれな
いと街に元気が出ません。病院も多く、清潔で安全な津山市というのも売りになるのではないかと
思います。
いつまでも、桜とホルモンうどん、では先は無いと思うが、城も洋学も鉄道も一部のマニア以外に
受け入れられるかどうか・・・
山下の科学教育博物館を公的支援で充実すべき。貴重な収蔵品は観光資源である。
城、城東、城西の回遊整備に期待します。（寺社、博物館等含む）
大変観光産業にとって困難な時期ですが、回復後に向け準備をしっかりお願いします。特に関連産
業の市民と連携を密にし、モチベーションが失われないよう支えてあげてください。よろしくお願
いします。
積極的にイベントを行って観光客を呼ぶ必要はないと思うが、津山の魅力となる観光スポットの情
報発信はした方が良いと思う。今後、どこかに観光に行こうと思った時に、人が集まるようなイベ
ントは避けたいと思うが、魅力的な観光スポットの情報は欲しいと思うから。
津山市にいいところは多いと思いますが、市外の人は以外に知らないことが多いように思う。SNS
もいいけれど、テレビやラジオ（津山市のみの放送ではなく）が効果があるように思う。自分も他
県の旅番組をみて行きたいなと思うことが多い。
もっともっと観光消費額（観光客数ではない）を上げる必要がある。滞在時間の延長や食や体験な
どとの連動が重要だと思う。
やっぱり津山の一番は私は桜だと思うのですが、桜の時期は短い！！年間を通じて稼ぐ、もっと強
力打線が欲しい！しかも来てもらわなくてもお金を落としてくれるものがあればなお良い・・・
 現在城東地区は重伝建地区として選定されており、観光客も多く訪れている。城西地区も重伝建
地区として選定されれば、さらなる誘致が出来るのではないかと期待している。
鶴山公園以外に目立った特徴がないので、突出したイメージの確立が必要と思います。
城東地区の重伝建は、あまりに生活感が漂いすぎており、よそから来た方へのためのお店などが、
他の有名な重伝建地区のようにもっと増えれば良いと感じます。また、宿泊客を多く確保するのが
難しいのであれば、割り切って通過点としての役割を重点的に伸ばしていくのも手かと思います。
例えば大口の団体客を受け入れることができる昼食会場（お土産売り場併設）などが１箇所でもあ
れば、旅行会社には重宝されます。
文化センターの北側にも観光案内を補佐する施設や設備を設置してみてはどうか？(特に道案内に
関して)



コンセプト型の宿泊施設やグランピング、アウトドア体験等、滞在する空間自体を楽しめるような
ところがあれば、人の密集も避けられ感染リスクも低いように思われるし、個人的には割と近くに
住んでいても行ってみたくなると思う。
津山に住んで数年立ちますが、観光と聞いて今のところピンとくるモノはありません。目立つもの
探しよりも、日常で役に立つモノを探してPRする方が今の情勢には合っているかもしれません。
私は津山出身ではありませんが、津山は住みやすいよい場所であると思います。しかし、未だに鶴
山公園の桜以外に他の市町村に勝るものがないように感じます。他の市町村、特に岡山県内の市町
村と差別化のできる観光名物が見つかるとよいと思います。
津山駅を整備（エレベーター）し、バスの運行表をもう少しわかりやすくすると良いと思います。
津山市の観光ＰＲ不足。
鶴山公園の桜はかつてに比べてまばらになった気がする。何とかならないものか。
津山の観光で刺さったモノは余りありません、津山祭は楽しいです
観光については努力は認めるものの他の観光名所と比べるとまだまだ弱いと思う。散発的な意見集
約ではなく、老若男女、地域および県外の出身者たちの侃侃諤諤の意見交換ができる場所があれば
と思う。ネットを使えば簡単にそういう交流場所は作れると思う。そうすることで関心を高めてい
くことで色々なヒント、アイデアが集まると思う次第。
東京から見て、とにかく交通の便が悪い、の一言です！ 
電車でも飛行機でも、6時間ですよ、なんとかしてください！
強みを一つだけにしたのは不適切。町に良さの捉え方も昭和の感覚。20世紀型観光からの脱却が必
要。ローカルな良さを遠方に行かなくとも見つける目が必要であろう。
観光案内所がもう少しあればいいと思います。
東京に住んでます。
津山の責任ではありませんが、知事の県境で検温するとの発言は、当時笑い者になりましたし、自
粛後に来てくれと言われても行きたくないとのイメージを持たれたのは事実です。もう忘れられて
いればいいのですが、自粛期間中の立ち居振る舞いは岡山は損しました。
車が無いと、無理。
津山は中途半端で、魅力がないと思う。来て良かったと言う声が聞けない??
一度行ってみないなぁと思っています。でも行くなら車ではなく電車になってしまうので､乗り継
ぎとか現地での脚を考えると（レンタサイクルとかタクシーとか？）なかなかプランが立てにく
津山市でまともな博物館？は洋学資料館だと思う。 
子供たちのためにも、他に、小さくてもいいからちゃんとした美術館や動物園、水族館などがある
と良いと思うが。 
 関東では、岡山県が何処にあるか知らない人が多く、関心も低い。 
まして津山市など殆ど知られてない。 
むしろ山陰や香川の方が首都圏では知名度が高い。これまでも積極的にプロモーションをしてきた
と感じる。(コロナ以前から)  
だから、津山単独での観光キャンペーンは難しいと思う。 
岡山も乗継ぎ駅として利用したことはあるが駅の外に出た事はないという人が多い。
若者がこれる施設がない



津山市観光の目玉として県北の肉を書こうかと思いましたが、よくよく考えたら津山市内などで津
山市の肉を特に他のブランド牛と比べ割安に買えることがありません。売ってる感じもないです。
外に高く売りたい気持ちは分かりますが、地元で地元の人がアピールできるほど流通していない印
SNSに公式Twitterがないのは若い世代には受け入れならないと思う。
津山市にはメインとなる拠点がない。何をさておいても津山城の再建。道路が狭い。駐車場がな
い。宿泊施設がない。観光客が金を落とす場所がない。
観光客を迎える側が、welcomeようこそ津山へ！の状態で観光客迎えることができてこその観光
業。それが難しいないなら、またそういう店舗や施設が一部でもあると、双方にとって時期尚早で
あるのだと思う。観光客からしたら、受け入れられていない雰囲気、疎外感を感じて楽しめない。
観光客には、津山に来て良い思い出ができた、また来たいと思って帰ってもらいたい。
自身の体験から言うと、再訪したい観光地に共通しているのは「おもてなしの心」です。観光産業
に従事している人はもとより、市民の人々にまでその意識が高いレベルで浸透していることです。
振り返って津山市では、「もてなしは業者の仕事」といった感が見受けられます。城東の狭い道路
ではタクシーでさえ観光客にクラクションを鳴らして走り去る光景を目撃しました。はたしてこん
な津山に再訪したいと思うでしょうか。
数年前電車で出会った旅行客の方が、津山市内のとある民宿があまりに酷すぎて大激怒されてたの
が忘れられないです。当時はアンケートも受けてなかったし何処に言えば良いかも解らず、当の宿
を忘れてしまったのですが、今はそんな宿がないことを願ってます。
PRしなくとも全国の人が知っている様な目玉観光地がない。 
町の名称に統一性が無い。洋風にしたいのか近世風なのか理解に苦しみます。住んでいる者として
も落ち着きが悪いですね～。
津山市は観光資源が無い
観光に対する意欲が乏しい。もっと積極的にPRしてほしい。
残念ですが津山市は観光って何なのかをもう一度見直すべきだと思います。 
オススメ出来る観光スポットはないです。
津山ホルモンうどんを津山市のソウルフードにするのは、やめた方がいいかもね。岡山県内でも西
大寺、備前、和気あたりでも売りにしてる店が多いし、実際においしい。後、兵庫県の佐用町も町
おこしでＰＲしてるし。。。津山ホルモンうどんが、他と比べて絶対においしいという評判も根拠
もない。あんなのうどんにホルモン入れて焼肉のたれかけたら終わりだよ。まだ美作国津山ラーメ
ンを開発した方がまだましだよ。
コロナが収束するまでに、観光誘致の準備をする事は大事だと思います。 
津山市に来た人が、また来たいと思える町に出来たら嬉しいです。 
例えばまなびの鉄道館は、全国から大勢の人が来られているのに、私はお土産のラインナップが残
念と感じました。 
例えば限定Tシャツやタオル等の実用的かつ、ここでしか買えないを大事にして欲しいです。 
デザインは地元の高校生等を対象に、コンペを開催してもいいと思います。
城東・城西地区の観光資源を生かすために駐車場の整備がもうちょっと必要と感じます。
また、大人が歩いてみても雰囲気だけ楽しんで終わるような感じ(あくまで個人的感想)なので、も
うちょっと誰でも楽しめる無料のコンテンツがあれば人を呼び込めると思います。



城東、城西の街並み景観は中途半端です、もっと時代景観を出す必要がある。
特に看板、ガラス窓、電柱等何時代を醸し出しているのか分からない。また、博物館の外観はとて
も城東地区に合っているとは思えない。
・観光資源はまあまあと思うが、受け入れ態勢が今一つ（旅館、食事処、移動手段）等。
・ＰＲ内容に魅力を感じない。
かなり力を入れて頑張っているのは、伝わってきますが、どれもなかなかショボくなってしまって
いると思います。 
もう少し心が踊る企画やイベントがあればと思います
津山市内名所の案内板などが少ないように思います。わかりやすい案内表示があると、観光客の
方々も迷わないのではないでしょうか？
梅の里公園の看板がわかりづらいという指摘を仕事中に受けたことがあります。もっとわかりやす
い位置で大きな看板を設置した方がいいと思います。
お店など閉店時間が早い。映画館がない
治療法が確立されるまで、海外、大都市圏から旅行客が来るようなＰＲは望ましいとは思わない。
また、新しいスタイル、近隣や県内からの需要喚起するビジネスモデルを検討していくべきだと思
います。
治療法の確立に伴う医療体制の確保など、市民生活の根幹に関わる課題に対応できなければ、都市
圏や特に中国などの海外からの観光客受入は困難だと思う（市民のおもてなし気運の醸成はできな
いと思う）
花火やまつりといったイベントに偏っていると感じる。見て歩いて体験して美味しいもの食べて、
ご当地らしいお土産買って、といった楽しさと、建物の修理・修景だけでなく、道路や側溝、電
柱、城下町らしい空間形成が必要だと思う。
感染症第二波の恐れがあるなかで、ワクチン等対策が出来るまではPRすべきではない。
そもそも市民マナーが決してよいとは言えない、むしろ悪いので来て不快な思いをさせるのは心苦
しい。つい先日インターネットにまた「津山30人殺し」に記事が出ていた。このようなマイナスイ
メージの記事に対して、当時の旧津山市であったことではないと強く広報すべきではないか。
観光資源が原石のままで磨かれていないように思います。例、肉、農産物は素晴らしいが、提供の
仕方などの幅が狭い。山はあってもただの植林山、自然の豊かさがない。お城もほぼ石垣と櫓。文
化財としてはよいが他に楽しみがない。
すべてにおいて中途半端な感じがする。
駅前から観光ルートをめぐるバス（現状では東循環・西循環かな？）観光地など行先の案内表示や
乗り場などの工夫が必要と思う。他都市（金沢や富山など参考にしてほしい）津山駅では交通系IC
カードの利用ができないなど改善点が多くあるように思う。
博物館や資料館、昔の建物や地形をめぐるのが好きなのですが、津山ではそうした歴史的なものに
興味とやる気がないような気がします。町中の石垣や塀、田舎の水路や丘にも興味深い歴史のある
ことが結構あるのですが、これが市の内外の方にアピールできれば、市民も歴史に興味を持ちます
し、市外から訪れる人も観光で見る地点が少しでも増えるのではないかと思います。
よくわかりませんが、イベントは中止の一方で誘客？これまでの流れをきちんと整理した方が良い
のではないですか。



もう観光しても良いと思いますが気分的にみんなが気持ちが下がってるように思うので完全な旅行
気分となるともう少し先かなと思います。ですが、早く安全に旅行出来る様になって欲しいです。
敢行のPRについては、自粛・慎重な自治体との横並びにはなって欲しくない。当事者が来るのは防
げないのだからね心配や予防もホドホドでよいと考える。どんどんとPRはしてよい。
また、ワクチンさえあれば、インフルエンザと変わらないと考えるので、今後に期待する
近隣市町村のアピールポイントを、地域連携キャンペーンでＰＲしてみたら… と思います。
今後も新型コロナウィルスは、注意を払う必要があると思いますが、旅行に行きたい気持ちも強い
です。ただ、仕事柄、感染予防には細心の注意が必要なので、今後も自粛をすると思います。津山
市にもまた、行きたいと思っています。
観光業界の方々は大変な時期だと思いますがワクチンなどの開発がない限りまた同じ事の繰り返し
だと思います。命あっての観光なのでそれまでは個人的に未来の外出に向けて情報収集をして今の
ところ外出は控えたいと思います。また観光できる日を楽しみにしています。
吉本の次長課長の河本さんは以前の事件からマイナスイメージがありますが、今はSDGsの取り組
みを一生懸命されておられます。東京ではですが、私の周りも評価される方が増えてきた印象で
す。また津山市とのお仕事があれば良いのにと津山出身者として思います。
旅の楽しみは、食事です。 
夏の、間は移動のチャンスと思っています。
いろいろ思考錯誤していることがわかります 
このようなアンケートを利用して現状を把握して１日でも早くもとの状態になることを祈っていま
す 
いつでも何度でもアンケートにお応えします 
観光客が増えることは経済を考えるとしかたがないが、やはり怖い。なるべく地域内で活性化でき
ればと思う。
早く安心して過ごせる日常を取り戻せるように私自身も頑張ります
こんな状況ではございますが、厳しいのはどこも同じだと思います。 
ですが、経済をまわす前に命がなくなっては経済どころではないと思います。 
感染しない努力をした上での経済活動だと思いますので、個々の努力が必須だと思います。 
経済の方は国に配慮してもらい、それぞれに努力するしなないのではないでしょうか。
川崎市はコロナ陽性者が出ているので、遠距離の移動は自粛した方が
いいかなと思っています。都内に通勤通学者も多いです。生活圏内移動をしています。
津山市が出てくる小説を読んでいます。内田康夫「歌わない笛」
本や映画で津山市の観光気分になっています。
コロナ禍の影響が津山でも大きいと思いますが頑張ってほしいと思います。
早く行きたいと思いますが、現時点では控えます。
毎年、津山に行っているので早く行きたいですが、コロナが治るまでは県外に出れないです。残念
… 
今は観光客に来て頂きたくないです。が、経済を守るため、津山特産品をもっとネットでPRしたら
良いと思います。 
肉、野菜、果物、工芸品など、送料無料にしたり、収束後の観光クーポン券など入れたりしてみて



秋頃に旅行の予定ですが 
離島から行くので 
津山に行くまでに鹿児島、福岡を経由するため 
現時点ではコロナが増えてるため不安です。
また津山に行ける日を楽しみにコロナ収束を願うばかりです。
梅田駅で、津山の野菜が買いたいです。茶菓子も食べたいと思います。茶席で出た、木の芽田楽が
懐かしい。
観光も経済の為には必要だけど、感染者の多い国や県からの観光は、やめてほしい。津山の医療が
崩壊するような事があってはいけない。妊婦さんや小さな子、お年寄りだけでなく色んな種類の持
病持ちの人にとって、病院がちゃんと機能しなくなるのは死活問題。よく、考えて頂きたい。特に
外出が怖くてできない持病持ちの人に、安心して利用できる観光地やホテルの割引チケットをつく
るとか、こんな時こそ！人の気持ちや心が和んだり嬉しくなる工夫を。
津山の方々は、優しくて暖かいです。 
今まで行ったことのないところをSNSを通じて友達に教えてもらっています。 
感染症が0になることは難しいと思いますが、少なくなってきたら、アピールしていただけると嬉
しいです。
コロナに関するワクチン等の治療法が確立するまでは、観光客の誘致は困難と思います。
大変な時期ですが、来春に向けて頑張ってほしいです！
観光に限ったことではありませんが、ＰＲはもちろん、いろいろな場面で、ＶＲ、ＭＲは必須にな
ると思います。また、いろいろな価値のネット販売、前売り販売、お得クーポンの販売、クラウド
ファンディング、ふるさと納税の上手な活用なども、新たなお金の流れを生じされるために必須だ
と思います。
近隣県（中国地方）には行ってみたいですが、関東・関西エリアへは行きたくないですね。あと、
他県ナンバー（特に関東方面）を見かけると、避けはしませんが気にはなります。
持病が有る等で、感染しないように気をつけて生活している方に、他の方の行動により感染すると
いったことがないようにできればいいと思います。
Go to キャンペーンについて。使ってみたいとは思うが、具体的にどういう制度で、どのように
すれば利用できるのか分からない。メリットや使い方が分かれば、せっかくの機会なので制度を
使って旅行や観光に行ってみようかなと思う人も増えるかも。
県内・近県への旅行やそこからの観光客受入れには抵抗はありませんが、大都市圏への旅行やそこ
からの観光客受入れには抵抗があります。
観光客は来てほしいけど、ウイルスは来て欲しくない。だが、ワクチンが出回るのを待っていて
は、関連企業が倒産してしまう。安全に観光に来てもらう方法を考えると同時に観光客以外で利益
を得る方法も考える！
活性化の為、観光に来てほしい気持ちもあるが、東京などまだ感染者が出ている地域からは来てほ
しくない。
今の時点では、感染者が多い地域からの観光客の受入は心配がありますが、経済活動の促進のため
と言われると仕方がない気もします。



観光がメインの産業でない地域は、当面大都市圏や海外からの観光客誘致を控えるべきと思う。万
が一、大都市圏からの観光客が感染源となって岡山県北にコロナウイルスが広がった場合、地域経
済に与える打撃は観光業のみにとどまらない。
感染者の少ない地域からの観光客は歓迎する。
他と比べても観光資源は多いと思うが、利活用がうまくできていないと感じる。特に、通行止めす
る区間と駐車場の整備が一体でできれば、散策も安全にできるのでは。


