
令和2年10月実施分 旅行意識調査 コメント抜粋
早く津山に行きたいです
津山城再建して下さい。
街中の大きなホテルだけでなく、数が減ったものの、古くからある旅館の魅力を伝えたらどうか。
ロバート・キャンベル氏もそのようなところに投宿したと聞いている。
昨年の秋に津山に伺いました。あの時に思い立って行って良かったと今、本当に思います。今年は
世の中の状況はこのような状態ですがまた津山に行きお城を見て美味しいものを食べたいです。
もっとB'zを活かした観光策を練ってはいかがでしょうか？
魅力はたくさんあると思いますが、交通の利便性が良くなるともっと勢いがつくのでは？
津山には隠れた魅力が沢山です。早く観光へ行きたいです。
岡山駅からのアクセスをもう少し良くなると行きやすい
コロナ禍にあっては大変だと思いますが、津山に住んでいる方の歓迎するという意識がわかないと
津山を訪れた方も「行ってよかった」ということにはならないのではと危惧します。
早く津山に遊びに行きたいと思ってはいるのですが、なかなか行けずにいます。苦しい時だと思い
ますが、頑張ってください。
B’zのファンで毎月のように行っていましたが、コロナの影響で今年は1度も行っていません。稲葉
さんのお母様はご高齢で、私も元気だけどもし自覚症状がないコロナの保菌者だったらと思うと、
なかなか行けないのが正直な気持ちです。
市内の観光地を巡る巡回ミニバスを1時間に1本位で良いので出してほしい。PCR検査も充実して安
心して行かれるようにしてほしい。
美しい城下町に生まれたことを誇りに思います。城下町であるので茶道が発達し、それに伴って美
味しい和菓子も沢山あります。それらを生かした観光は如何ですか？
著名な人物を数多く輩出している地域なので関連付けた観光コースの整備を希望します。
稲葉さんが大好きなので、津山市を応援しています♪
コロナに負けず、頑張ってください
いつか行きたいと思っています。
いい街ですので、益々の発展を祈念します。
風情があり癒される津山市がもっと観光地として栄えて欲しいと思っています。
桜の季節にグルメ旅でまた津山に行きたいです。
津山にはこれまで4度お邪魔していますが、いつも素敵な街、人、景色に癒されています。コロナ
で大変な時期ですが、負けずに乗り越えていきましょう。今度は桜の咲く頃に出かけてみたいと
毎回のDM楽しみにしております。  早く行きたい！津山市！ 特に歴史博物館！
秩父市とよく似た環境だと思います。鉄道、自然、街の規模など。参考にしてはいかがでしょう
JR西日本のディスカバーウエストキャンペーンで津山を紹介してはどうでしょうか？
県内ではたぶん1番好きです。
津山市だけでなく、近隣の奈義町、勝央町、美作市、西粟倉村等と連携し、自然豊かで特色あふれ
る地域紹介につながる観光企画を期待します。ふるさと津山の発展を願っています。
細い生活道路が対面通行だったり徒歩、自転車利用環境が貧弱すぎると思います。
ホルモンうどんばかり取り上げられていると思います。和菓子も美味しいのでもっと宣伝したら良



夜の飲食店がもう少し充実すると泊まりやすい。夜が手薄なので津山観光しても泊まらずに他へ
行ってしまう。温泉宿等もあると尚良い。
B’zのファンです。年に何度か稲葉化粧品店にお邪魔します。早くコロナ禍が収束しますように
津山駅での発車ベルは蒸気機関の発車音を活用してください 故郷の活成化の一歩ですよ
インバウンドを増やすのなら、もっとwifiスポットが必要だと思います。
移動の抵抗がなくなったらまた訪れたいです
夜間お店が早く閉まる。映画館がない。
早く県外からの観光客を受け入れてもらいたい
定年後は津山でなにかしら役に立てる仕事をしたいものです。
観光施設等の整備がゆっくりと着実に進められているように思えます。 情勢の変化を注視しつ
つ、津山らしさを確立していけばと思います。
また訪ねてみたいと思っています。
映画祭のようなものをやればどうでしょうか。
私の住む山口の瀬戸内側に比べても、肉は当然だが、農産物も豊かだし、魚がいいのはなぜ？
地元がOKなら訪問したい
今現在のところコロナ感染が爆発的に感染しているわけではないので、実家の父に会いに帰りたい
津山は6年前に仕事で2年間滞在しました。立派な城壁と昔の街並みが残されていて、とても情緒豊
かな街でした。もっと沢山の人に津山の良いところ、見どころ、美味しいものを知って欲しい
鶴山公園のイベントで忍者がいることがあるが、歴史上の人物にふん装した人がもっといたら楽し
いなぁと思います。観光客のマナーが自然と守られる仕組みもほしいです。
大変な時だけど元気な街であってほしいです。微力ですが応援しています。
観光面をアピールしていくべきと思うが、この状況が早く落ち着いて欲しいです
秋まつりの実施
友人を訪ねて毎年何度もうかがっていましたが，感染症流行地からもし万一「持ちこむ」危惧があ
り現在は訪問を遠慮しています。感染症が落ち着いたら再び訪れる予定です。
かなり情報発信していただいているので、コロナ終息後は宿泊兼ねて伺いたいと思っています。
あれもこれもと欲張りすぎでは？
アピールが足りない
鶴山公園周辺にからめた市内観光がなかなか周知されていないように感じるので、ひとけがなくて
も歓迎の雰囲気があるといい
目玉になる観光スポットのアピールがあればいいと思います。後、宿泊施設の充実
去年の９月に初めて行きました。次は桜の時期に行きたいと思っています。
もう少し交通の便を良くしてもらいたいと思います
津山市は、B'zでしょ。ファンにお金をおとしてもらえばいい。私も稲葉さんの実家がなかった
ら、津山市知らなかった。
若い力に期待します
アンケートの実施に敬意を表します。
人が集まる観光資源開発に取り組んで欲しい
口コミ情報が正確で、確実だと考える



どのシーズンでも楽しめて、他にない魅力を引き出してほしい。津山に目的地を決めてもらえて1
日を満喫できる観光があれば良い。若者向けの観光を期待したい。
郷土の歴史が解る 観光も必要と思われます
津山観光ネットは更新が遅すぎますね。
帰省したいが、津山は差別意識が強いと聞きなかなか行くことができないのが残念です。
受け入れる側も旅行する側も共に感染予防をしつつイベントを楽しめる時期が早く来てほしいで
どんどん積極的に情報発信して欲しいと思います。今もFacebookでの発信も良くやられているの
でいいと思います。
古くなった立派な建物をうまく活用してほしい
車で観光地を移動するのにはいいですが車がない人の移動が大変そう。
稲葉浩志記念館(もしくはB'zミュージアム的な施設)
元津山駅弁の「しいたけ弁当」をもっと宣伝してほしい。
子供が鉄道が好きなのでぜひ津山に行きたいです。ただ、現在の状況では控えるしかなく。落ち着
いたら絶対旅行に行きます!
いつも全国に向けた発信、楽しく見ています。
生まれ故郷が懐かしく、LINEでの発信を楽しみにしています。
大阪から転勤で津山に来ました。とにかく自動車マナーが悪く、接客業の方々も横柄な人が多いで
す。近隣の県・鳥取や広島などと比較されて、学ばれてはいかがでしょうか？観光施設がどうのと
一度は行ってみたい。でも公共交通機関だけだと巡るのが大変なのか？とも思う。
津山市内各駅および路線バスをICOCA/Hareca利用可能にする（移動の利便性向上）、津山城天守
閣の復元、津山観光用アプリ開発
市外資本へ 多く時間 注入 流入 には 非常に考えるところあり、公的資金入って この度のミシュラ
ン掲載とう、いかがなものかと 強くかんがえるところである。
頑張ってください
帰省した時に、ゆっくり郷土料理やスィーツ店巡りをしたい
来年、津山市に移住するかもしれません。賃貸で良い家があればですが。
関東(東京)からの観光客も歓迎出来るようになったら、ばんばんアピールしてください。絶対行き
毎年10月に津山に日帰りで行ってます。今年はコロナの影響で12月くらいにいこうかと思ってま
す。早くコロナが終息して津山に遊びに行きたいです。
津山市内を鉄道やバスで自由に移動するための１dayや２dayパスがあれば、より深く楽しく観光で
どこの県もそれぞれ来てほしい気持ちとでもな、、、って気持ちで複雑とは思いますがもう少し頑
張っていきましょう！
頑張ってください
もっともっと津山市の観光が活性化されることを祈念しております。
津山は私の故郷です 栃木からとても遠いと感じています 全国に散らかっている津山の関係者集
える企画あれば参加したい
当面は自粛を望む
これは他県に自慢出来ると言う物が少ない。
観光客に魅力的な物がたくさんある津山です。



市内在住でもバスが少ないので、出かけにくい。
大したこと無い観光地だけではなく、新しいタイプの物を考えて。
津山市在住者でも知らないことが埋もれていると思います。津山市への観光客の方は、お行儀良く
お願いしたいです。
学びの鉄道館のお土産を充実させてほしい
グラスハウスが閉館となり、お盆の帰省中、子供達を連れて行く場所が思いつかない。
メインになる観光施設がない。津山城の再建が最優先。大型バスや自家用車の駐車場がない。
来たいと思えない。
市内のどこを歩いてもきれい（掃除ができている）状態が常にできていること。今は恥ずかしくて
いらっしゃいとは言えない状況であることを自覚してほしい。
衆楽園をもっと全面的におしだしていきませんか？
特になし。
いつ、どこで、なにをやっているのか、まったく目に見えてきません。遠方の友人が来ても「お城
山に行く」ぐらいです。
津山市は中途半端な物しかないので、観光には不向き
コロナの薬が出来てからで良いが、県外・全国に対して津山市のPRが足りないと思います。例えば
岡山駅や岡山空港などや他県の駅、空港へのPRポスターの掲示や、メジャーなTV・ラジオなどマ
スコミを利用した情報発信など、とにかく全国に向けてのPRが全く出来ていないように思います。
それと、津山駅の整備が観光客にとっては、非常に不親切で、まず車いすの方や高齢者の方の為に
エレベーター設置は急務であると思いますし、駅を出て観光場所に行こうと思ってもどこでどのバ
ありきたりのものでなく、個性的で創造的且つ斬新なアイディアを重視するべし。
東京、神奈川方面に子供がいる関係でかなりよく行きますが、津山市について知っていた人は全く
ありません、津山市からの特色ある発信力が足りないのでしょうか?。
もっと津山に目玉になる商品・場所があればいいのにと思います。
津山に観光の目玉がなにもないと感じています。
早くコロナが終息して、以前に戻ることを望んでます
駐車場もしくは観光地を巡回できる交通網等の整備がもっと進むと、足を運びやすくなるのではな
津山市だけでしか出来ない農作物や体験などをもっと考えるべきだ。
津山市内で採れた野菜や米（きぬむすめ）を提供する店をPRしてみてはどうでしょうか。
今後期待しています。
今年春 津山への旅行を計画していて断念したので来年は行きたいと思っています。
新型コロナウイルス染症が終息するまで観光誘致は控えるべきである
状況が改善されたらまた観光しに行きたいと思います。
ペットがいたり手のかかる家族がいて旅行は考えていませんが、いつか絶対に行きたい場所です。
グリ―ンヒルズの観光活用をもっとしてほしい。農家レストランなど地元の食材提供する店
稲葉浩志記念館を作って欲しいです！
B'zにまた凱旋ライブしてほしいです
桜に頼る観光をもうやめてほしい。駅前の活性化を今一度考え直してほしい
津山城のおもてなし津山は遅れている



いち業種がダメになったら連鎖的に他の業種にも飛び火がいく事の無いようリスク回避をもっと行
市役所内の関係部門が、一体となった取り組みをお願いいたします
まだコロナが心配なので、県外からどんどん観光客を受け入れる、という考えにはあまり賛同でき
室内では感染の心配があるので屋外での観光がよいと思います。
津山 津山近郊の道の駅とか変につんけん対応でないですか？そこも考えましょうよ。
頑張ってください
津山市の観光が活性化されるのは大賛成です。しかしながら、鶴山公園の桜やその他昔から地域で
親しまれているものが他からの観光客が増えることによって今まで利用しやすかったものが利用し
にくくなってしまいました。近くなのに車も停めることができなかったりで、行きにくくなって足
が遠のきました。また、一部のマナーの悪い方も増え、子どもにも安心して参加させることができ
ません。今まで利用してきた人たちを大切にしつつ、新たな人たちを呼び込める津山市を期待しま
そずりコロッケがおいしいと思うので、津山市内で気軽に食べれたら嬉しい
医療従事者は未だに不要不急な外出を控えています。飲み会・外食・ショッピングしてません。最
低必要限の外出しかしてません。津山市でのコロナ患者への不評被害は酷いものです。我慢を強い
られてる人も居ると言う事を知って欲しいです。
公共交通機関を利用した観光に適していないのが難点
実際に住んでいても津山の事を詳しく知っている人がどれくらいいるのか知らないが、在住者にも
津山の良いところを知ってもらえることも大事だと思います。
できれば紅葉の季節に行きたいと思ってます
津山城の天守閣を復元して欲しいです
新型コロナウイルス感染予防対策に対して市民の意識が他の地区に比べて高い為、感染拡大が抑制
できています。市民の努力を軽視し、一部業界の為の観光キャンペーンは反対です。施策を行うの
は今ではありません。最低でも新型コロナが発生した年明けから春、1年を経験してからです。
遠方からの観光客以外にも、県内や鳥取などから津山に来たくなるプロモーションをしてほしい。
気持ち的にコロナが落ち着くまではと思うが、マスク手指消毒必須で観光地を盛り上げて欲しい
観光客には来てもらいたいが、市内の飲食店には感染対策をしていない所が多いので、対策済みス
テッカーを交付するなど、津山市としての対策をしてほしい。飲食店では感染対策をしていない所
津山市内の人が楽しめるようなサービスを考えて欲しい
全てに関してPR不足。岡山は知っているが、津山は知らない。桜のみ！Ｂ級グルメも衰退。観光よ
り先に、雇用や興味ある企業を呼び込む姿勢が大事か。観光は、一時しのぎが多く根付きが難し
今 有る施設を利用して何か出来る事が無いか
県南でのキャンペーン
市内に住んでいる人がもっと旅行したくなるようにしてほしいです。
色々な体験や風景や町風景をコ－スに分け楽しむ
扇形機関庫は綾小路と比較にならない。津山城祉の石垣や矢筈城址や岩屋城址もコアなファンしか
受けない。寺社も重伝建も大したこと無い。洋学も知名度がしれてる。所詮は通過点
住んでいても、市内中心に住んでいないので、わからないことが多い、情報が伝わらないことが多
いので、新聞折り込みチラシやイベント情報のあるもの、ネットでの情報でなく、紙媒体で小冊子
等を作成し配布してもらいたい。津山の観光案内や名産品、体験できる伝統工芸品・新しい美術系



街じたいがバラバラでどこへ行くにも距離がある。観光客に迷わないようにコースを作ると良いと
おもう。その周りには飲食店やカフェ等も必要。
魅力ない 観光も街作りも集約されてない
津山大好きです！これからも発展きてほしいです！
美味しい食事の出来るところがない。普通の食事でないところ。
頑張ってください！
国際ホテル跡地を駐車場にしてください
早急に 津山駅のエスカレーター、エレベーターの設置をお願いしたいと思います。
休日だけでなく、平日に観光客を呼び込むためにも地域の住民も利用できるような形にしていかな
いと、今回のコロナのようなことが起こるとすぐに事業として立ち行かなくなると思うので、地域
の住民を取り込んだ取り組みが大切なのではないか。
岡山市内から車で津山市へ旅行や桜をみに行きますが、日帰りでは遠いです。神戸姫路間のように
岡山市津山市間で整備された道があれば良いのですが、姫路に行くほうが多いです。
交通の便利が悪いので観光しにくいのでは？
地元民でも観光客でも楽しめる、若者向けの施設が、何一つないのが非常に残念。
観光産業の育成を津山商工会議所と協力してすすめる…産業育成は行政主導では難しい、商工会議
メインになる観光施設がない。津山城の再建が最優先。大型バスや自家用車の駐車場がない。
うーん、いろいろあるとおもうが、やはり、１番の問題は皆さん周知の通り、人工減少が、1番の
将来を見据えた、対策が必要におもう。
津山市だけだと日帰りでいいかなってなるので、周りのお勧めスポットとともに、宣伝してほしい
観光に力を入れるなら先ず綺麗な町作りをしたいです。河川敷のクリーン作戦等を定期的にしてい
市内各地の観光地の標識を分かりやすく綺麗にして欲しい。衆楽園前の道路上の標識が小さいし黒
毎日感染者を発表しておきながらGoToトラベルで出歩けと、どうしていいのか分からない状況で
すが、津山が好きなので早く遊びに行きたいです。
津山に観光客が来るのが桜の季節しかないような気がするのでほかの部分でも誘致できればと思い
ます。真庭市とか鏡野町は観光資源が多くあるのでそこと連携して何かできないかな
観光振興に頑張ってください
人口十万を切ってしまって残念です。仕事が出来る所を増やしてください。
土産話しになるようなとんでもハプニングを演出し土産物を充実させたい。 
コロナ禍で大変だと思いますが、応援しています！
観光でも腰を据えてというわけではなく途中経過でという感覚が強い中宿泊施設が増えたのはいい
ことだと思う。もうひとつこれだと言う観光資源を見つける事と市内のスリム化(近いところに
色々集まってる移動が楽)が必要だと思う。
もっと一括した観光を心掛ける
津山が大好きなので、沢山津山の魅力を知ってもらいたいです。津山の場所も素敵なところが沢山
ですが、人が何より素敵な方たくさんいます。
これと言った目玉がない。宇田川榕庵のような人をもっと宣伝したり、津山城の石垣や桜など、目
玉になりそうなもののアピールが必要。
新型コロナウイルス感染症が終息し、はやく観光客が戻ってくれるといいですね



津山市外の方に、津山の観光スポットを聞かれたのですが、なかなか真新しいオススメが思い浮か
びませんでした！何か、これ！というオススメがあったらいいなと思いました。津山市が元気にな
れるよう、考えていきたいと思います。
今も一部にはありますが、自転車道（道の端に青い線が引かれた場所）がもっと増えると、レンタ
ルサイクルで動く人やサイクリストが津山市の広範囲を安全に自転車で動き回ることができると思
います。そうなれば宿泊施設から遠い市内の目的地にも車で走るより色々なとこに寄りながら向か
うと思います。サイクリストが増えると車を運転する方もだんだん自転車に慣れた運転をすると思
います（都会がそんな風に感じます）。サイクリストは特に走れば疲れるしお腹が減るので食べ物
県外の人が車で簡単に回れるようにしてほしい
真庭市に、負けている、もっとアピールして欲しい
素敵なカフェも何軒かあるので、観光地と合わせて紹介してあげて欲しい。
津山市は見学できる観光が少ないと思います。グリーンヒルズに遊園地を作ってはどうでしょう
グリーンヒルズなどいつの季節も魅力的で もっと何とか生かせないものか もったいないと思い
津山の施設利用は無料日を作ってほしい。
観光業界の事を思えば、旅行の往来は必要だと思うが、まだまだそんな気になれないのが実情で
城跡を活かした体験型の観光を企画しては？お城や歴史的な事はかなり需要が有るようなので。津
山は魅力的な素材がたくさんあるが、散在している様に思うので、逆に何度でも観光に来てもらえ
る様に上手にアピールしてはどうですか？
旅行はしていいと思います。ですが、県外にいる子供達はいまだに帰省することもできずにいま
す。旅行よりも先に家族に自由に会えるような環境を整えてほしいです。
津山には桜意外の魅力的な観光地がない。
グリーンヒルズなどいつの季節も魅力的で もっと何とか生かせないものか もったいないと思い
桜の季節の鶴山公園など落ち着いた雰囲気が好きです。
道の駅をもう1つか2つ作って欲しい。
公共交通機関が不自由
鶴山公園車椅子の方でも利用出来る様にして欲しい
人口が減りつつあるので、観光客をもっと誘致して、津山の活性化に繋げていってほしい ひいて
は、岡山市への道を早く整備してほしい
せっかくの観光地である衆楽園の池が汚い 沼の住居跡なども観光地にして欲しい 津山人はもて
以前津山まなびの鉄道館を検索資してみたら、交通.院庄ICから一時間と紹介されていました。ちゃ
んとした記載をしてもらうように、チェックする人が必要ではないかと。 あと、鶴山公園下の物産
館はもう少し購入意欲をそそるようにしてほしい。と地元名産品を送りたくて選びに行って思いま
魅力的な美術館があれば、観光の目的にもなります。
新型コロナウイルスが落ち着いたら、是非遊びに行きたいです。今まで2回行きましたが、今度は
城東地区に新しくできたゲストハウスに泊まりたいです。
何があるか分からないが、津山と言ったらと言うようなものをもっと市民へもアピールして、市民
からの口コミも市街へのアピールになるのでは…農業産品、加工品、場所など また色んな事をし
ているひとの紹介等も含め 子供連れであそべるばをもっと商業施設の近くに作るなど 買い物の
ついでにとか子供を遊ばせるついでに買い物をとか ……



名所が近くに集まってるので、気軽に行けそうです。
市民へのPRが今ひとつ足りないのかな？知らないイベントが多すぎて、よその方から教えられるこ
とが多々あります。
大好きな稲葉浩志さんの出身地ということで行ったことはありませんが、情報はよく見ています。
春には津山城の桜がとても綺麗と稲葉さんが仰っていたので、その時期に行ってみたいと思ってい
ます。津山の皆さん、大変な時期ではありますが、私の様なB’zファンが全国から津山を応援して
駐車場が少ない バスの時間がもう少し遅い便がほしい
今は津山には来て欲しくない。コロナの感染を広めて欲しくない。
市内に駐車場が少なすぎる。特に、津山駅に少なくJRを利用しずらい。
交通の便が悪すぎるので、市内の道路の整備や近隣地域とのバイパス、高速道路等の建設が早急に
津山駅がリニューアルされましたが、タクシーを利用しようとしたら…駅構内をぐるりと周り道路
へ。料金が余分にかかる気がして「何てせこい地方だ」と思ってしまう。バスに乗れば、降りる所
までの料金を尋ねても「掲示板を見ろ」とかなり不親切。まずは表玄関でのwelcome姿勢が必要で
は。牛肉を売り出そうとしても、ホルモンやそずりでは興味はわかない。美味しい御馳走を求めて
商店街の活性化と、駐車場問題を解決する事と、道(主に交差点)を広めにして通りやすくすると良
津山の歴史と自然を活かす観光施策を具体化すべし。宿泊施設や食事はそれを補完するものであ
テレビなどで宣伝する
土日祝祭日は観光地をルートにしたごんごバスがあってもよいと思う
もっともっと津山の魅力をアピールしてほしいです。
食べる、見る、体験するが、近くでできたら、移動が少なくてすむと思う。
お土産で、津山城で伐採した木材、あるいは、津山の間伐材を使った割り箸セット（５本入りくら
い）で、「津山城」と書いた紙の入れものに入れたものを作ってほしい。津山城で販売すると売れ
目玉が無い。重伝建は先進地に比べ見劣りがするし、城は鶴山の石垣や岩屋城や矢筈城などマニア
受けはするかもしれないが、一般には受けない。桜も古いし、グランプリも取れなかった「ホルモ
ンうどん」も今更。寺社を見たければ京や奈良に行く。鉄道も洋学もワンポイント。所詮通過ポイ
ント。全体を如何に関連付けて、魅力を作り、宿泊させるかのスキームの作成が課題だと思う。
観光事業を否定するものではありませんが、新型コロナに対して疫学的に安全な状況（例えばワク
チンができるとか）にならない限り、積極的な取組は控えるべきと考えます。
観光資源はすばらしいものがたくさんあるので、ストーリー性やいいコーディネートをして、魅力
づくりに努めてください。
ポストホルモン
駅弁「しいたけ弁当」復活できないでしょうか。
津山地域は慎重な人が多く、コロナ禍における観光振興には困難が伴うでしょうが、新しい視点で
取り組み現状を打破してほしいと願っています。
もっと積極的にSNSを活用した観光情報発信を（通常の投稿に加え、有名ブロガーやインフルエン
大変ですが、頑張ってください。行ったつもりになる映像などがあると津山を知ってもらうきっか
けになるのでは・・・
市中心部に無料駐車場を設置した方が良いかも。
観光協会、商工会議所等を引っ張って、新しくておもしろい企画をどんどん玉出ししてください



鶴山公園・城東・城西・洋学や自然は、すばらしい資源と思います。出雲大社周辺のような集中し
た投資ができれば、観光客はたくさん来ると思います。
津山らしさ、津山にしかないものをアピールし、応えてくれる方だけを対象に、津山ファンを増や
す取組ができれば、息の長い観光振興ができると思います。
コロナ禍で、COMEONキャンペーンはすごいなと思いました。教育旅行もみんな楽しそうにされ
ている映像をみて、すごいなと思いました。私はまだ動く勇気が出ませんが、キャンペーンが、み
んなが動き出すきっかけになればと思います。
東京や海外からの観光客受入は不安である特に、来年オリンピックが開催された場合、外国からの
誘客は、感染対策の体制整備をきちんと行わないと、受入機運の醸成は図られないのでは無いか。
今でも、土日祝に川崎の橋野食堂に行列が出来ているように、【食】の威力は強力である。県外の
友人から『津山は肉が美味しいんだろう』と言われるように、【美味しいお肉のまち津山】のイ
メージが定着していると思われる。牛肉グルメを中心とした観光推進がいいと思うが、コロナ禍の
知り合いがいないと “ちょっとおすすめしたい物や場所 にたどりつきにくい。行きたいところ
に行くためには、運転免許と運転技術が必要。
自然の魅力を活かした新たな体験プログラムの開発に注力してほしい
鉄道に力を入れてほしいと思うので、津山駅から学びの鉄道館まで歩くには距離があるので最短で
行けるようにできたらいいと思う。
県内からの旅行は、交通費がかからないため、少し贅沢な旅行ができると思います。プチ贅沢や、
自分へのご褒美的な観光客を誘致しては？
ごんご踊りに歴史を感じません。今後に何を伝えたいのかが分かりません。
今はまだイベント等は控えるべきと思います。すこしずつ復活していけばよいのでは。
津山には肉や野菜・果物などの美味しいものがありますが、和菓子もその一つと思います。実際、
市外の知人や親戚に手土産で和菓子を持っていくと美味しいと喜ばれます。上手なPRができたらい
津山にゆかりのある蘭学者について、もっとＰＲできたらいいなと思っています。ドラマや小説等
を利用して。榕庵珈琲も今のままだともったいないと…。
津山に来たい人に、「お土産ならこれ！！｣「○○を食べるならここ！！」「●●をするならこ
こ！！」みたいに、強みを情報提供できるようにすれば良いかと。
中心地に観光者用の広い駐車場を整備すべきと考える
古代から近現代にわたっての資源が今なお残る津山の観光を応援しています。万人受けするものば
かりではないですが視点をかえストーリー付けすることが今後も必要になるものと思います。
県南と比べていかにインパクトのある県北11か市町村をプロデュースできるかが大事だと思う。
相手が望んだもの １００％ ⇒満足 相手が望んだ以上 １２０％ ⇒感動 この２０％が大切
観光ルート案の作成→１時間コース・半日コースなど観光・グルメ等を交えたコース設定をしたら
観光客の参考となると思います。県外からの訪問者を市内の案内を行うときにも役立つと思いま
自然を満喫できるアウトドア体験の充実を希望。津山市の自然が生かせると思う。
観光地をめぐるルートを設定し循環バス（金沢市のLRや兼六園シャトルなどを参考に）を走らせる
ことにより、周遊性や滞在時間が長くなるなどの効果が期待でき、観光の振興につながると思いま
津山にはいいところがたくさんあり、体験したいことがあります。今は、とうてい時間が無いです
が、これからは観光シーズン、出かけたいとは思いますが、まだまだ３密を考えてしまいます。



これからもフェイスブックなどを使ってアピールしてください。
津山は、俳句や短歌の偉人が多く輩出されています。そのことを職員はもちろん市民の方もよく知
らないと思います。現代俳句の鬼才と呼ばれた西東三鬼など生家の整備もあまりされていません
が、大切にしていただき、津山の観光に結びつけていただけたらと思います。
体験型に力を入れるのはいいと思います。対象者マニアックな人に絞った案や作業体験などいろい
ろなものを考えてみて当たり外れがあるでしょうが、思いもよらないところに大当たりがあると思
SNSなどで津山を訪れた方々が津山のことを発信されています。いつ、どのことが好意的（または
反好意的）に取り上げられるかわかりません。常に、誰に対してもおもてなしのこころを忘れない
ことが、津山の価値や魅力を高めることになると思います。
賑わいのある津山でいてほしいです。
鉄道マニア、城マニア、ソロキャンプマニアなど、マニア狙いはどうでしょうか？
山陰にかにの町として有名な香住という町がありますが、あそこはマラソン大会などもかにを全面
に押し出した形で開催していてとても人気があります。津山も肉を全面に出したイベント（キャン
プやマラソン、トレイルランなど）を開催してはどうでしょうか
コロナが落ち着いたら、頑張って盛り上げましょう！
感染者への誹謗中傷をおそれて、市外への旅行を控えたり家族の帰省を断ったりする人の話をよく
聞きます。自分も夫の実家が遠いので年末の帰省を悩んでいます。経済の活性化は必要なことだ
し、感染予防との両立も難しいと思いますが、遠出をした人を非難するような風潮がなくならない
と今の自粛ムードは変わりにくいのではないかと思います。
まだまだ津山にはいいところがあると思います。歴史的なまちなので、町並みも含めて、和文化体
験や地元産業など再発見して観光につなげてもらいたい。
津山市にしかない観光資源がイメージしにくい。歴史ある街並みを観光資源にしている自治体は他
にも多く、そうした自治体の中にはより観光に特化して街並みを整備している場合（倉敷、石見、
金沢等）もある。現在も居住している市民がいるため難しいかもしれないが、電柱や周囲から浮い
津山に住んで5年になりますが、はじめは何も思わなかった城跡からの市内の景色が、今では感慨
深く思えます。それなりに愛着を持てば、何でも良く見えてきます。観光に限らず愛着を持っても
らえるよう、細かな気配りを続けて行くことが大切だと思います。
わざわざ行く・わざわざ宿泊するほど惹かれる観光地・プログラムがない。まずは目玉となるべき
施設・体験等を整備すべきでは
季節限定の桜ありきの観光だけでなく、通年で楽しめる観光地の整備やイベントの開催、周知をす
るとよい。つやま小旅の体験プログラムのネット予約。観光客向けにバスやタクシーの乗車割引
券・市内一日乗車券を販売する。駅で自転車の貸し出しを行う。まなびの鉄道館は駅近だが駅の裏
で、訪れるには少し距離がある。駅周辺にシンボルとなるような（目立つ）観光スポットやフォト
SNSやゲームアプリ等のコラボイベントなど、集客が見込める工夫を社会情勢や国民の傾向をとら
えつつPR出来れば効果があるかとは思います。
若者が他人の迷惑を気にせずに遊べるような場所があればいいと思います。
駅からの通りが寂しいですね。
新型コロナウイルスの感染拡大で、インバウンドに比重を置いた観光政策が難しくなっている現
状、いかに国内からの観光客を誘致するかが重要だと思う。



城西地区がもう少し活性化すればいいと思います。
市内でのキャンプ場を整備してはどうか。現在のキャンプ施設の多くが管理されていない状況。
津山市民がつやまの良さをあまり知らないと思います。修学旅行や海・山の学習で出かけるのも良
いですが、小中学校での体験学習や学びを津山市内で行う機会が増えると良いのではないかと思い
広報のパンフレットなどの充実。鏡野町など、若者受けするような映えるパンフレット。商店街の
復興。シャッターばかりではがっかりします。


