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ごあいさつ 

猪名川町は、これまで都市と自然が調和した住宅都市とし

てのまちづくりに取り組んでまいりました。しかし、今後は、

日本の総人口よりは緩やかではあるものの、本町においても

確実に人口が減少することが予想されています。そのような

中で、これまで以上に観光振興に取り組むことが重要であり、

国の地方創生に係る「猪名川町地域創生総合戦略」の基本方

針の一つにも「産業育成と交流促進」を掲げました。 

道の駅いながわは、新鮮な農産物やお土産物の購入、そば

打ち体験・飲食などができ、町内外から年間約 70 万人も集

客する人気施設となっています。また、昨年 10 月には、多田銀銅山遺跡が鉱山としては全

国で 8 番目、県内では初めて国の史跡に正式に指定されました。さらに、今年度末には新

名神高速道路の開通が予定されており、本町に人とモノ、そしてなにより活気を運んでく

ることが期待されます。 

これらの機会を猪名川町が変わるチャンスと捉え、本町の今後の地域創生における切り

札の一つとして、交流人口の拡大に積極的に取り組むため、このたび本町として初めての

観光分野に係る計画「猪名川町観光振興基本計画」を策定しました。 

今後は、本計画に基づいて住民、事業者・団体、行政などが活発に連携しながら、観光

資源の魅力向上やネットワークづくり、体験や交流プログラム・イベント、食や土産物の

充実、情報発信や必要なインフラの整備など着実に推進してまいりたいと考えております

ので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました住民の皆さん

をはじめ、ご討議いただきました猪名川町観光振興基本計画及び観光誘客アクションプラ

ン検討委員会委員の皆さまに対しまして、心からお礼を申し上げます。

平成 28 年 3 月 

猪名川町長 
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第１章 

計画策定の背景と目的 

 

（１）計画策定の背景 

我が国全体で人口減少が進行する中、本町においても、今後、定住人口が減少し、一層の高齢

化も予測され、まちの活力低下が懸念されます。そこで、地域の活力維持、発展のためには、定

住人口だけでなく、交流人口にも着目して、町外からの来訪者を増やし、地域活性化につなげる

ことが必要です。 

本町を取り巻く環境変化を見ると、多田銀銅山が平成 27 年 10 月に国史跡に指定され、その

歴史的価値が注目されています。また、平成 28 年度末には、新名神高速道路が供用開始され、

京都や神戸方面からも、これまで以上に、本町に車で訪れやすい環境が整備されます。これを機

に、町外からの交流人口を増やすことも可能になります。 

本町は、これまで町内の多様な団体や住民と連携して地域活性化に資するさまざまな取り組み

を進めています。具体的には、いながわ桜まつり、あじさいまつり、いながわ秋山味覚まつり、

いながわまつりなどの町の魅力を発信する集客イベントを継続して実施しており、町内外から多

くの来訪者を誘客しています。また、平成 19 年に設立した、猪名川町観光ボランティアガイド

の会の活動も活発化しており、その他の各種団体においても、集客や交流に関わる活動をそれぞ

れ展開しています。猪名川町商工会（以下「商工会」という。）では、「交流都市づくり」を掲

げ、猪名川町観光協会（以下「観光協会」という。）などと協力・連携し、具体的な事業を展開

しています。 

町内最大の集客施設である道の駅いながわについては、阪神北地域でも人気の農産物直売所と

して、町外から多くの人が訪れています。しかし、大規模な集客イベントでは駐車場が不足し、

周辺道路の交通に支障をきたすため、事業の企画・実施ができない状況となっています。また、

開設から 15 年が経過し、周辺にも同様の施設が立地されるなかで、機能面での充実も今後必要

になってくると考えられます。 
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（２）計画策定の目的 

本町は、これまで主に大阪圏に通勤する住宅都市としての性格が強くありました。しかし、前

述のような背景を踏まえ、今後は、交流人口の拡大や滞在時間の延長による地域経済への波及効

果、地域に愛着と誇りを持つ人づくりの視点などからも、まちの活性化に資する観光振興が求め

られます。 

この計画は、本町として初めての観光振興計画であり、住民、事業者・団体、行政など関係す

る多様な主体が、観光分野における本町のあるべき姿に向かって取り組む共通の指針として策定

するものです。今後、本計画に基づき、本町として積極的に観光振興に取り組んでいきます。 

 

 

（３）計画期間 

計画期間は、平成 28 年度～平成 32 年度の 5 年間とします。 

本計画は、「第五次猪名川町総合計画」を上位計画とし、その観光分野の計画として定めるも

のです。「第五次猪名川町総合計画」の計画期間は、平成 22 年度～平成 31 年度までの 10 年

間（平成 22 年度～平成 26 年度（前期基本計画）、平成 27 年度～平成 31 年度（後期基本計

画））となっていることから、総合計画の最終年度に合わせて、観光振興計画の見直し、改定に

も取り組むものとします。 

また、地方創生に係る「人口ビジョン」及び「総合戦略」の計画期間は、平成 27 年度～平成

31 年度の 5 年間であり、この計画とも整合を図りながら、事業に取り組みます。 
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人口ビジョン 地域創生総合戦略 

猪名川町観光振興基本計画 
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（４）総合計画における観光の位置付け

「第五次猪名川町総合計画」では、施策の大綱の１つに「活力とにぎわいのあるまち 猪名川

～都市・産業・観光～」を挙げており、観光に関わる施策として「農業の振興」「林業の振興と

森林空間の活用」「観光の振興と交流人口の拡大」などに取り組んでいくとしています。 

また、施策の枠組みにとらわれず、分野横断的に、かつ重点的・戦略的に取り組むテーマとし

て「地域資源「猪名川町らしさ」を活かしたまちづくり」を掲げています。 

■ 「第五次猪名川町総合計画」における観光振興に係る主な内容

将来像 
住みたい 訪れたい 帰りたい 

ふれあいのまち「ふるさと猪名川」 

重点テーマ 地域資源「猪名川町らしさ」を活かしたまちづくり 

施策の大綱 活力とにぎわいのあるまち猪名川 

施策 ①農業の振興

・地域特性を活かした農業の推進

・農業体験を活用した交流の促進

②林業の振興と森林空間の活用

・森林空間の活用

③観光の振興と交流人口の拡大

・推進体制の整備

・地域資源を活かした魅力づくりとネットワーク化

・協働による受け入れ体制の整備

・効果的な PR 活動の強化
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第２章 

猪名川町の現状と課題 

（１）位置と地勢

・ 本町は、兵庫県の南東部に位置し、南東を川西市、南西を宝塚市、西を三田市、北を篠山市、

東は大阪府能勢町と接しています。

・ 面積は 90.33km2、東西が最大約 8km に対して南北は約 18km と、南北に細長い町域とな

っています。

・ 本町の最北部に位置する大野山（標高 753ｍ）を源流とする猪名川が、町の中央を北から南

へ流れ、その周辺に帯状の平地が形成され、主要な幹線道路である県道川西篠山線が猪名川

に沿って通っています。

・ 鉄道駅は、町の南端に位置する能勢電鉄日生中央駅の１駅で、大阪市の梅田駅へ約 40 分、

神戸市の三宮駅まで約 1 時間の位置にあります。

・ 町の中部から北部にかけては山地と田園が広がり、ニュータウンが位置する南部には、町内

の人口の大部分が居住しています。

資料：町勢要覧 総合計画 

図 猪名川町の位置図 
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（２）猪名川町の観光の現状 
① 観光振興に係る町内外での取組 

【観光ボランティアガイドによる観光案内】 

・ 本町を訪れる観光客等に史跡、文化財、景勝地等を案内し、

町の魅力を伝えることを目的として、猪名川町観光ボランテ

ィアガイドの会が平成 19 年 4 月 1 日に発足しました。平

成 27 年 3 月現在、29 名が活動しています。案内コースは

6 コースあり、平成 26 年度は約 1,600 名の方を案内しま

した。また、猪名川町観光ボランティアガイド（以下「観光

ボランティアガイド」という。）が主催する魅力発見ツアー

も人気となっています。 

・ この他、道の駅いながわガイドブースでの案内、広報いながわでの連載活動、町内イベント

のみどころ案内、ガイドコース研修などの活動をしています。 

・ 本町を訪れた観光客向けに、町内観光名所を巡る６コースのまち歩きマップを作成し、観光

名所の PR を行っています。 

・ 多田銀銅山が平成 27 年 10 月 7 日に国史跡に指定され、多田銀銅山コースのガイド参加者

数も、平成 26 年と比較して約 200 人の増加となっています。 

【観光 PRイベントへの参加】 

・ 阪神北地域ツーリズム振興協議会、いいな里山ねっとなど、

広域組織や近隣市町と協力し、神戸や大阪などで開催される

町外・県外への PR イベントに参加し、特産品や本町の PR

に取り組んでいます。 

・ トラベルガールズフェスタなどの旅をテーマにしている外

部イベントにも参加し、観光先としての本町を PR していま

す。 

・ ラジオ番組などへも出演し、本町の認知度の向上に努めてい

ます。 

【いなぼうを活用した PR】 

・ 町 HP で放送される映像や、町内の各種イベント・町外の

観光 PR イベントに本町のマスコットキャラクターいなぼ

うが多数出演し、本町の PR に努めています。 
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【いながわ桜まつり】 

・ 約 600 本の桜を楽しんでもらうため、平成 24 年度から始

まったイベントで、例年 2 万人ほどの来場者があります。

商工会・観光協会だけでなく、学校関係者や地元事業者、地

元のまちづくり協議会など大勢の住民・団体が企画運営に参

加してイベントを盛り上げています。

【ほたるの夕べ】 

・ 毎年6月にふるさと館にて開催されているホタルの鑑賞会。

鑑賞会以外にも町内事業者などによる模擬店、吹奏楽部やバ

ンドなどによるミニコンサートやホタルの学習会も行って

おり、平成 27 年度には町内外より約 1,000 人と、多くの

来場者がありました。 

【あじさいまつり】 

・ 大野山の山開きのイベントとして、山頂の約 1６,000 株の

色鮮やかなあじさいが満開となる7月上旬に開催されます。

平成 27 年度には 20 回目の開催を迎えました。来場者は 2

日間で約 1,800 人の来訪者がありました。

・ 山頂のグラウンドでは、各種模擬店のほか、ステージイベン

トや木工教室などのさまざまな催し物が開催されており、併

せて、観光ボランティアガイドの会による大野山岩めぐりコ

ースの案内も実施しています。 

【いながわ星まつり】 

・ 大野山にある猪名川天文台で 8 月に実施しており、平成 27

年に 14 回目の開催を迎えました。猪名川天文台の 50ｃｍ

の反射望遠鏡による観望会や小型望遠鏡を用いた観察など

を行っています。同時に、NPO いながわふるさと塾と連携

した音楽イベントなども実施しています。
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【いながわ秋山味覚まつり】 

・ 本町の「秋」を知り、楽しんでもらえるように、栗や新米な

どの秋の味覚、特産品のしいたけ、地元の食材を使ったお弁

当、お菓子などの販売、観光ボランティアガイドによる町内

の秋の観光おすすめスポットの紹介などを行っています。 

・ 平成 27 年に 15 回目の開催を迎えました。例年、9 月下旬

に実施しており、平成 27 年度は約 1,200 名の来場があり

ました。 

・ ステージイベントも同時に開催しており、平成 27 年度は、猪名川源流太鼓の勇壮な演奏や、

ダンスやよさこいの披露、高校吹奏楽の演奏などを実施しました。 

 

 

【いながわまつり】 

・ 例年、秋に開催される町最大のイベントで、住民の文化活動

の発表と交流や親睦を目的として、毎年、文化の日（11 月

３日）に開催しています。例年、約 3 万人の来場がありま

す。 

・ 屋内では、各種団体によるホール発表や展示などが行われ、

屋外では模擬店やフリーマーケット、ステージ発表などの多

彩なイベントが開催されます。 

 

 

【彫刻の道マラソン大会】 

・ 町内には彫刻の道が３コースあり、全部で百数十体の彫刻が

飾られています。この彫刻の道のうち、能勢電鉄日生中央駅

から松尾台を通って役場へと通じる道をコースとして利用

した彫刻の道マラソン大会を毎年開催しています。平成 27

年度に 43 回目の開催を迎えました。 

 

 

【猪名川マス釣り大会】 

・ 川とのふれあいや美しい渓谷を持つ猪名川を広く PR する

ことを目的として、猪名川を舞台とする猪名川マス釣り大会

を 3 月上旬に開催しています。 
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【いながわ☆スターフード】 

・ 観光協会と商工会の共同プロジェクトであり、町内の飲食店

にて地元産の旬の野菜を使って星をイメージしたご当地グ

ルメを提供しています。

・ 平成 27  年 11 月より 15事業所でメニュー提供が開始され、

季節ごとの野菜を使った料理やスイーツなど、プロジェクト

実行委員会の名称である「猪名川町で 100 万人に食べても

らおうプロジェクト委員会」のとおり、多くの方々味わって

いただけるよう活動しています。また、新聞や雑誌、テレビ

など各種マスメディアにも取り上げられ、知名度が上昇して

います。 

【阪急宝塚線沿線観光あるき】 

・ 阪急電鉄及び沿線市町が連携して行っているガイドツアー

で、通常のガイドツアーの他にイチゴ狩りを楽しめる体験型

ツアーも実施しています。ツアーの案内役は、観光ボランテ

ィアガイドが担っており、説明がわかりやすいとお客様から

好評です。 

・ 平成 27 年度は合計 3 回のツアーを実施し、約 90 名の方

に本町を案内しました。四季折々の自然の風景を楽しめるた

め、何度も参加される方もいます。

【「恋するフォーチュンクッキー猪名川町 Ver.」がＡＫＢ４８の「ほのぼの賞」を受賞】 

・ 町内の有志ボランティアスタッフが、スマートフォンで撮影した「恋するフォーチュンクッ

キー猪名川町バージョン」。平成 26 年度に AKB48 のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに公式に

認定され、AKB48「恋するフォーチュンクッキー」ビデオアワードの「ほのぼの賞」を受賞

しました。 

【旅行会社による町内バスツアー】 

・ 西宮、芦屋、豊中など都市部の居住者を対象にした、猪名川町、宝塚市、川西市、三田市、

能勢町の北摂の里山をめぐるバスツアーを民間の旅行会社が企画しています。町内では、道

の駅いながわ、大野山などがコースに設定されています。
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② 統計などでみる猪名川町の現状 

【年間 100万人、年間を通じてバランスよく訪れている】 

・ 本町はメジャーな観光地ではないにも関わらず、年間約 100 万人の人が訪れています。また、

人口一人あたりの観光入込客数も周辺市と比較し、篠山市、宝塚市に次いで多くなっていま

す。 

・ 旅行形態は、日帰り観光が中心となっています。 

・ 四季別では、秋（10 月～12 月）が最も人数が多くなっていますが、総体的には年間を通じ

てバランスよく訪れています。 
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50.0

60.0

猪名川町 篠山市 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市

（人）

猪名川町と周辺市の人口一人あたりの観光入込客数

（平成25年度）

 

 

資料：兵庫県観光客動態調査（平成 25年度） 

 

資料：兵庫県観光客動態調査（平成 25年度） 
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24.7

24.7

29.1

20.8

29.9

29.6

27.7

24.1

25.0

19.0

25.3

24.7

31.2

35.2

24.1

19.9

18.0

27.5

16.4

16.0

21.8

40.3

26.8

18.2

0 20 40 60 80 100

猪名川町

篠山市

伊丹市

宝塚市

川西市

三田市

（%）

猪名川町と周辺市の四季別観光入込客数

（平成25年度）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

 

【来訪者は猪名川町のみを目的とした日帰り旅行が多い】 

・ 旅行形態は「猪名川町が目的の日帰り旅行」が最も多く 52.3％となっています。

・ 他のエリアが目的の場合は、「篠山」が多くなっています ※。

※ 猪名川町商工会 GAP 調査（平成 26 年）

52.3

13.1

6.1

4.0

37.0

0 20 40 60

猪名川町が目的の日帰り旅行

他のエリアが目的の日帰り旅行

猪名川町に宿泊した旅行

猪名川町以外に宿泊した旅行での

立ち寄り

覚えていない

猪名川町への旅行形態
（%）N=327,複数回答

 

注）Nは回答者総数（以下同様） 

資料：兵庫県観光客動態調査（平成 25年度） 

資料：猪名川町商工会 GAP調査（平成 26年） 
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【町内最大の集客施設「道の駅いながわ」】 

・ 目的別観光入込客数をみると、「その他」が約 70％を占めており、これは大半が道の駅いな

がわでの農産物の購入目的であると考えられます。 

・ 道の駅いながわは、平成 26 年度の買い物客数が約 70 万人であり、町内最大の集客施設と

なっています ※。 

※（株）フレッシュパークいながわ（道の駅いながわ）ヒアリングより（平成 27 年 9 月 7 日実施） 

・ 道の駅いながわ以外では、「川に関連するもの（川遊び、釣りなど）」「ゴルフ」なども主

要な来訪目的となっています ※。 

※猪名川町商工会 GAP 調査（平成 26 年） 

2.3

13.7

4.3

2.8

3.9

21.4

17.8

55.2

44.6

12.2

3.6

2.7

7.6

0.9

12.5

17.5

22.0

59.6

32.9

45.5

49.4

23.4

3.0

3.9

2.8

16.9

5.5

2.5

10.3

69.8

14.2

1.9

4.7

8.8

0 20 40 60 80 100

猪名川町

篠山市

伊丹市

宝塚市

川西市

三田市

（%）

猪名川町と周辺市の目的別観光入込客数

（平成25年度）

自然 歴史・文化 温泉・健康

スポーツ・レクリエーション 都市型観光－買物・食等－ 行祭事・イベント

その他  

 

 

・ 道の駅いながわへの来訪者は、川西市、大阪市、尼崎市、宝塚市など近隣市が多く、また、

リピーターが大半を占めています。 

兵庫県

58.0%大阪府

37.6%

その他府県

4.5%

道の駅いながわの来訪者の居住地

N=157

 

 

■兵庫県の内訳 （N=91) ■大阪府の内訳 （N=59)
実数 比率（%） 実数 比率（%）

川西市 30 33.0 大阪市 25 42.4
尼崎市 16 17.6 箕面市 9 15.3
宝塚市 15 16.5 池田市 8 13.6
伊丹市 10 11.0 豊中市 6 10.2
西宮市 7 7.7 堺市 2 3.4
神戸市 5 5.5 吹田市 2 3.4
三田市 3 3.3 茨木市 1 1.7
芦屋市 1 1.1 守口市 1 1.7
加古川市 1 1.1 摂津市 1 1.7
篠山市 1 1.1 大東市 1 1.7
丹波市 1 1.1 東大阪市 1 1.7
播磨町 1 1.1 能勢町 1 1.7
合計 91 100.0 門真市 1 1.7

合計 59 100.0  

 

資料：兵庫県観光客動態調査（平成 25年度） 

 

資料：道の駅いながわ来訪者観光実態調査（平成 27年） 
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【国史跡 多田銀銅山・悠久の館の来訪者は 60歳代が多い】 

・ 「男性」と「女性」が同程度で、年代は 60 歳代以上が大半を占めています。

・ 「宝塚市」「大阪市」「西宮市」などの近隣市からの来訪者が多くなっています。

・ 悠久の館以外の町内の立ち寄り先としては、「道の駅いながわ」が最も多くなっていますが、

「特になし」も 18.2％を占めています。

40.9

22.7

13.6

13.6

9.1

9.1

9.1

9.1

0.0

18.2

0 20 40 60

道の駅いながわ

多田銀銅山

大野アルプスランド

静思館

猪名川天文台

東光寺・毘沙門堂・天乳寺（木喰仏）

ふるさと館

その他

歴史街道・近畿自然歩道

特になし

（%）

悠久の館の他に猪名川町で過去に

立ち寄ったことのあるところ

N=22,複数回答

 

【宿泊客は伊丹市・大阪市・川西市など近隣からが多い】 

・ 兵庫県、大阪府からの宿泊者で 84.7％を占めています。市町村別では、伊丹市、大阪市、川

西市が多くなっています。

・ 宿泊客のうち、約 60％が本町を再訪する人であり、初めて来訪するのは 40％弱となってい

ます。

兵庫県

49.1%

大阪府

35.6%

滋賀県

3.6%

京都府

3.2%

奈良県

2.7%
その他府県

4.1%
不明・無回答

1.8%

宿泊客の居住地
N=222 ■兵庫県内自治体 （N=109) ■大阪府内自治体 （N=79)

実数 比率（%） 実数 比率（%）
伊丹市 22 20.2 大阪市 18 22.8
川西市 18 16.5 池田市 10 12.7
猪名川町 15 13.8 吹田市 9 11.4
西宮市 11 10.1 東大阪市 6 7.6
尼崎市 11 10.1 堺市 5 6.3
宝塚市 11 10.1 茨木市 4 5.1
神戸市 8 7.3 寝屋川市 4 5.1
明石市 5 4.6 豊中市 4 5.1
芦屋市 4 3.7 その他 19 24.1
その他 4 3.7 合計 79 100.0
合計 109 100.0

資料：悠久の館来訪者観光実態調査（平成 27年） 

資料：猪名川町宿泊客観光実態調査（平成 27年） 
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【自然資源・お風呂を目的とした宿泊客が多い】 

・ 宿泊の目的は「自然資源（里山、川遊びなど）」「お風呂を楽しむ」「おいしいものを食べ

る」が多くなっています。 

・ 再訪意向は約 70％となっています。 

50.5

34.7

32.4

14.0

13.1

7.7

4.5

4.1

4.1

3.6

2.3

2.3

2.3

1.8

1.4

1.4

0 20 40 60

自然資源（里山、川遊びなど）

お風呂を楽しむ

おいしいものを食べる

スポーツ(ゴルフを除く)

星空を眺める

農産物の購入

歴史資源（多田銀銅山、木喰仏など）

保養（のんびりする）

特に目的はない

合宿

祭りやイベント

墓参り

バーベキュー・魚つかみ

そば打ち体験

釣り

ゴルフ

（%）

猪名川町への旅行目的

N=222,複数回答

 

 

訪れたい

70.7%

分からない

9.0%

不明・無回答

20.3%

猪名川町への再訪意向
N=222

資料：猪名川町宿泊客観光実態調査（平成 27年） 

 

資料：猪名川町宿泊客観光実態調査（平成 27年） 
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【アンケート調査の概要】 

○ 道の駅いながわ来訪者観光実態調査（町実施）

・ 道の駅いながわ来訪者を対象に面接直接法で実施。調査日：平成 27 年 9 月 5 日

・ 回収数：157 件

・ 主な属性：「女性」が 51.0%、「男性」が 49.0%。

「60 歳代」が 34.4%、「70 歳代以上」が 24.8%、「40 歳代」が 15.3%など 

・ 設問概要：来訪歴、目的、立ち寄り場所、利用金額、再訪意向など

○ 悠久の館来訪者観光実態調査（町実施）

・ 悠久の館来訪者を対象に面接直接法で実施。調査日：平成 27 年 9 月 20 日から 1 か月間程度

・ 回収数：40 件

・ 主な属性：「男性」が 47.5%、「女性」が 42.5%。「60 歳代」32.5%、「70 歳代」が 20.0%など

・ 設問概要：来訪歴、目的、立ち寄り場所、利用金額、再訪意向など

○ 猪名川町宿泊客観光実態調査（町実施）

・ 奥猪名健康の郷、高原ロッジ・メープル猪名川の宿泊者を対象に留め置き法で実施。

調査期間：平成 27 年 8 月 1 日から 1 か月間程度

・ 回収数：222 件（高原ロッジ・メープル猪名川 117 件、兵庫県立奥猪名健康の郷 105 件）

・ 主な属性：「女性」が 57.7%、「男性」が 41.0%。

「40 歳代」が 32.9%、「30 歳代」が 21.2%、「50 歳代」が 14.4%、「60 歳代」が 12.2%など 

・ 設問概要：来訪歴、目的、立ち寄り場所、利用金額、再訪意向など

○ GAP 調査（猪名川町商工会）

・ GAP 調査は、認知度と興味度、居住者と来訪者などのギャップを明らかにする調査のこと

・ インターネット調査 京都府、大阪府、兵庫県在住の 20 代以上 調査期間：平成 26 年 7 月 25～26 日

・ 回収数：1,040 件

・ 主な属性：「女性」が 52.1%、「男性」が 47.9%。各年代 20％の均等割。

居住地：「大阪府」が 50.0％、「兵庫県」が 39.9％、「京都府」が 10.1％ 

・ 設問概要：猪名川町の認知と旅行経験、旅行情報の取得方法、旅行で重要視すること、

猪名川町の旅行資源の認知と関心度など 
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（３）猪名川町の観光資源 

① 主な自然資源や歴史資源など 

【大野山や猪名川をはじめとした豊かな自然資源】 

・ 阪神地区で最も標高の高い大野山では、天文台での星の観測やキャンプが楽しめます。 

・ 猪名川は、川遊びの場として人気があり、夏には多くの家族連れでにぎわいます。 

・ 内馬場の森・杤原めぐみの森といった里山林や柏原の棚田、屏風岩などの自然景観がありま

す。 

・ 環境交流館では、メダカなど希少な水生生物が展示されており、環境学習や各種イベントの

場として活用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国の史跡に指定された多田銀銅山をはじめとする歴史資源】 

・ 銀山地区には、かつての鉱山跡である間歩（坑道）や代官所跡などが残り、鉱山で栄えたこ

の地区の歴史散策を楽しむことができます。平成 27 年 10 月 7 日には、多田銀銅山遺跡が

国の史跡に指定され、今後より一層注目が高まり、観光客が増えることが予想されます。 

・ 静思館は茅葺の主屋と土蔵のある大きな民家で、国登録有形文化財として登録されています。

館内を観覧できるほか、地域のさまざまな文化活動の場として活用されています。 

・ 江戸時代の遊行僧・木喰明満上人が彫像した最晩年の微笑をたたえる仏像を数多くみること

ができます。 
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【観光の拠点的施設 道の駅いながわ】 

・ 道の駅いながわでは、新鮮な町内野菜を購入

できる農産物販売センターが人気となってい

ます。町の特産品であるそばの飲食施設も併

設されており、多くの来訪者があります。

・ 土日・祝日には観光ボランティアガイドが常

駐し、町内の観光情報を提供しています。

【宿泊施設・体験プログラム】 

・ 町内には、宿泊施設が５か所、キャンプ場が

２か所あります。

・ 兵庫県立奥猪名健康の郷、尼崎市立青少年い

こいの家では、自然体験やアウトドアプログ

ラムが充実しており、教育、体験施設として

多くの人に利用されています。 

・ 民間の宿泊施設においても、星空観察、農業

体験、バーベキューなど地域資源を活かした

自然体験やアウトドアプログラムを提供して

います。

【北摂里山博物館（地域まるごとミュージアム）】 

・ 北摂の里山地域は、北摂里山博物館（地域まるごとミュージアム）に位置付けられ、生産活

動とともに環境学習、野外活動などの利活用を通じ、里山の保全と北摂地域の活性化に取り

組んでいます。
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図 観光資源の分布 

 

資料：猪名川町ガイドマップ 
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② 行事・体験・プロジェクトなど

【猪名川町の特色を活かした行事・イベントなど】 

・ いながわ桜まつり、あじさいまつり、いながわ秋山味覚まつり、いながわまつりなど年間を

通じて、町外からも多くの人が訪れるイベントを開催しています。

・ 道の駅いながわでは、そば打ち体験や、毎月季節の食を楽しむことができるイベントを開催

しています。

・ いちご狩りやたけのこ掘り、しいたけ狩り、マス釣り体験などの四季折々で様々な体験型プ

ログラムが、事業者により実施されています。

・ 観光協会、商工会などが、豊かな自然を活かしたスポーツイベントなどを開催しています。

■ 主な行事・イベント（平成 27 年度）

春（4 月～6 月） 夏（7 月～9 月） 秋（10 月～12 月） 冬（1 月～3 月） 
・ いながわ桜まつり

・ 静思館おひなまつり

・ キャンドルナイト

・ ほたるの夕べ

・ 町制施行 60 周年記念

事業（観光ボランティア

ガイドバスツアー）

・ あじさいまつり

・ いながわ星まつり

・ 町制施行 60 周年記念

事業（川の遊園地、小学

生トライアスロン大会）

・ いながわ秋山味覚まつり

・ 猪名川町文化月間

・ 練り込み

・ いながわ町ぶらサイク

ルロゲイニング

・ いながわまつり

・ 町制施行 60 周年記念

事業（いながわ里山猪道

トレイルラン、開運！なん

でも鑑定団、観光ボランテ

ィアガイドバスツアー）

・ 三矢の儀式

・ 彫刻の道マラソン大

会

・ マス釣り大会

【地域のまつり・伝統行事の継承】 

・ 江戸時代初期から続く新年と元服を祝う行事である民田地区の三矢の儀式、農村歌舞伎の流

れをくむ子ども歌舞伎である杉生・西畑地区の練り込みなど、地域ごとにまつりや伝統行事

などが継承されています。

【観光に係わる主な団体の活動概況】

□ 猪名川町観光協会

・ 会員数 70 程度。事務局は町。観光情報の発信を中心にマス釣り大会、いながわ秋山味覚まつりを主催。平

成 27 年度から、観光協会と商工会のメンバーが中心となり、町内 15 店舗の参加を得て、「いながわ☆ス

ターフード ※1」プロジェクトに取り組んでいる。

□ 猪名川町商工会

・ 2011（平成 23）年から「交流都市づくり」を掲げ、交流人口の拡大をめざしたまちづくりに取り組んで

いる。観光協会とともに、「いながわ☆スターフード」プロジェクトに取り組んでいる。

□ （株）いながわフレッシュパーク

・ 町、JA、商工会による第 3 セクター。観光情報の提供、特産品、直売所での地元農産物の販売、そばの館

でのそば打ち体験などを行っている。

□ 活動団体

○ 猪名川町観光ボランティアガイドの会

・ 2007（平成 19）年設立。平成 27 年 3 月現在、29 名が活動。案内コースは現在 6 コース。ガイド案内、

道の駅いながわでの案内などの活動を行っている。

○ NPO 法人いながわふるさと塾

・ 2009（平成 21）年設立。猪名川町及び周辺住民に対し、地域の歴史・文化・自然環境を学び知る機会の

提供、地域文化の継承に係る事業を実施。猪名川町検定、大野山星まつり、静思館での昔あそび、キャンド

ルナイト、練り込みツアーなどを企画、実施。

1※ 猪名川町において認定された「ご当地グルメ」の総称。「星」をイメージした見た目及びメニュー名称、猪名川町産の旬の野菜を

１種類以上使用、猪名川町を輝かせる強い想いを持って作られたもの、といった認定要件がある
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（４）猪名川町の観光に係る課題 

課題１ 滞在時間の延長  

● 道の駅いながわの来訪者を町内の観光へ促すことが求められる 

・ 道の駅いながわの来訪者は年間約 70 万人ですが、その大半が道の駅いながわ以外

の町内の観光地、施設などに立ち寄っていません。道の駅いながわへの来訪者が、

ここを拠点に町内を観光し、長時間滞在することで、後述する課題２の地域経済の

活性化にも資することが期待できます。 

● 道の駅いながわに、大規模な集客イベント等に対応できる十分な駐車スペースを

確保することが求められる 

・ 大規模なイベントを開催すると、駐車スペースを十分に確保できないだけでなく、

交通量の多い交差点近くに立地するため、交通渋滞の要因となることもあります。

そのため、大規模なイベントの開催が難しくなっています。 

● 町内の観光資源の周遊性を高めることが求められる 

・ 観光客の訪問先の多くは、多田銀銅山と道の駅いながわ、宿泊施設と道の駅いなが

わなど、町内の観光地 1 ヶ所と道の駅いながわの訪問となっています。町内観光資

源の周遊性を高め、本町を楽しんでもらうことが求められます。 

● 大野山やホタルなど、自然資源を活かした宿泊を伴う観光の促進に向け、観光地

の安全性をより高める必要がある 

・ 宿泊客が道の駅いながわ以外の観光地にほとんど立ち寄っていないのが現状です。

本町のアピールポイントの一つに、阪神地域最高峰の大野山からのご来光、満天の

星空、猪名川に飛び交う蛍などの自然資源があり、宿泊を伴うことが必要な夜ある

いは早朝ならではのこれら資源を活用するためには、自然の形状を活かしつつも、

安全に観光できる環境を整備することが求められます。 
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● 既存の観光資源の魅力を高めていくことが必要である

・ 「認知は低いが興味が高い」観光資源として、「大野山」「多田銀銅山」「柏原の

棚田や屏風岩などの絶景」があります。これらを観光資源として、より一層、魅力

を高めていくことが求められます。

柏原の棚田や屏風

岩などの絶景
大野山

多田銀銅山

猪肉・ぼたん鍋

ホタル

イオンモール猪名川

秋の味覚（栗・芋）

しいたけ 道の駅いながわ

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70

認知度

興味度

猪名川町周辺の観光資源の

認知度と興味度

（%）

（%）

N=1,040

● 新たな観光資源の発掘・創造が求められる

・ 杉生地区の八坂神社で行われている秋まつりの子ども歌舞伎をはじめ、地域の伝統

行事、おまつりなど、観光資源としての可能性があるものを発掘していくことが求

められます。

・ 観光客の「体験」へのニーズの高まり、来訪者に家族連れが多いことからも「農業」

「自然」などを活かした体験型、着地型の観光が求められます。

資料：猪名川町商工会 GAP調査（平成 26年） 
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課題２ 地域経済の活性化  
● 事業者による地元ならではの商品・サービスの提供が必要である 

・ 観光振興に取り組む目的の一つは、地域経済の活性化に結びつけることです。それ

には、来訪者の町内での滞在時間を延ばし、消費の機会を増やすことが重要です。

同時に、事業者側には地元ならではの商品・サービスを提供することが求められま

す。 

● 「食」に関する商品、サービスの充実が必要である 

・ 道の駅いながわへの来訪者の旅行消費額（宿泊費除く）は、平均約 1,700 円です。

「農産物」や「加工品」が大半を占めており、「飲食」や「土産物」は少額となっ

ています。 

・ 魅力的な「食」や「土産物」を提供し、消費を促すことが求められます。 

● マスコットキャラクター「いなぼう」のさらなる活用が求められる 

・ 本町のマスコットキャラクターいなぼうを使用したグッズを各事業所で製作・販売

しています。利用促進に向け、商品の製造事業者と販売事業者間の連携強化が求め

られます。 

● 道の駅いながわの飲食施設の充実、農産物販売センターの農産物の確保が 

求められる 
・ 道の駅いながわのそばの館、隣接地には民間の飲食店がありますが、混雑時には席

数が少なく、来訪者のニーズに対応できないこともあります。 

・ 道の駅いながわの裏側で川遊びする家族も多く、お弁当やお総菜など手軽に食べら

れる物のニーズが一定ありますが、そのニーズを十分に活かしきれていない状況で

す。 

・ 道の駅いながわの農産物販売センターは、人気があり、昼頃になると品薄になる状

態です。農産物販売センターへの出荷農家の確保、育成など、農産物を確保するこ

とが必要です。 

● 自宅や空き家などを活用したビジネスの支援が求められる 

・ 自宅や空き店舗、空きスペースなどを活用した観光に関わるビジネスを実施するた

めの支援体制の充実が求められます。 

・ 空き家に関する情報やその活用にあたっての課題など、活用を促進するための支援

体制の充実が求められます。 
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課題３ 情報発信・情報提供 

● 猪名川町の認知を高めることが求められる

・ 京都、大阪、兵庫在住の 20 代以上で「猪名川町を知らない」人が 30％、とりわけ

20 代、30 代の女性で認知が低く、50％近くとなっており、阪神間でもあまり知

られていません。認知を高める取り組みが求められます。

1回
9.5%

2-3回
11.1%

4-5回
3.8%

6-10回
1.7%

11回以上

5.4%

旅行（日帰りや

お出かけも含

む）では行った

ことがない

38.5%

猪名川町を知

らない

30.0%

猪名川町の認知と旅行経験

N=1,040

● 町内の観光資源に関する、さらなる情報発信が必要である

・ 本町周辺の観光資源に関する認知度は「猪肉・ぼたん鍋」が最も高く 54.2%となっ

ています。主要な観光資源である「道の駅いながわ」が 30.3％、「多田銀銅山」が

25.6％、「大野山」が 16.3％と認知が低く、情報発信が必要です。

54.2

37.2

36.3

36.2

31.2

30.3

25.6

25.4

20.5

16.3

0 20 40 60

猪肉・ぼたん鍋

ホタル

イオンモール猪名川

秋の味覚（栗・芋）

しいたけ

道の駅いながわ

多田銀銅山

そば

柏原の棚田や屏風岩などの絶景

大野山

猪名川町周辺の観光資源に関する認知度 （%）

※「よく知って入る」「だいたい知っている」「聞いたことがある」の合計値

上位5項目と主な資源を一部抜粋

資料：猪名川町商工会 GAP調査（平成 26年） 

資料：猪名川町商工会 GAP調査（平成 26年） 
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● 情報提供、情報案内機能をより高めることが求められる

・ 観光協会や町のホームページ、SNS※2、リーフレットなどで情報発信を行っていま

すが、より効果的な情報提供が求められます。

・ 悠久の館や町内飲食店など、主要施設での町内観光資源情報提供の充実が求められ

ます。

・ 道の駅いながわでは、土日・祝日に観光ボランティアガイドが常駐していますが、

来訪者に知られておらず、さらなる活用が必要です。

・ 日生中央駅の日生中央駅前情報プラザ INAGAWAで、町内の案内や特産品の販売

を行っていますが、より一層の活用が求められます。

・ 住民でも猪名川天文台、奥猪名健康の郷などの町内の観光資源を知らない人が多く

います。

2※ソーシャルネットワーキング・サービスの略称。インターネット上の交流を通じて社会のネットワークを構築するサービス 
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課題４ 観光振興の体制

● 観光協会の在り方や担うべき機能についての検討が必要である

・ 観光振興の中心的役割を担うのが観光協会ですが、現状では専従スタッフの配置が

難しく、事務局は本町の職員が業務の一部として担っています。

・ 観光協会は、対外的に本町の観光窓口であり、その看板は重要ですが、一方で会員

組織としての性格も有していること、町内の他組織や団体などが観光の一部を担う

取り組みもしていることなどから、観光協会の在り方や担うべき機能について検討

していくことが必要です。

● 観光に関わる事業者・団体など関係者のさらなる連携を進める必要がある

・ 観光に関わる事業者や団体など関係者が、本町の観光について、情報共有や協議す

るなど、連携を図っていくことが求められます。

● 観光に関わる団体の担い手を増やしていくことが求められる

・ 観光に関わる団体のメンバーが高齢化しています。一方で、活動に新たに参加する

人が少なく、担い手を増やしていくことが求められます。

● 住民や事業者の新たな取り組みを応援する体制が求められる

・ 住民や事業者が町の資源を活かして観光振興に取り組む場合、情報提供をはじめ、

支援・応援する仕組みの充実が必要です。

● 住民とのさらなる協働による観光振興が求められる

・ 住宅都市として本町が発展してきた経緯があることから、住民の「観光」「交流」

への関心を高め、協働関係をさらに構築していく必要があります。
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課題５ 観光基盤の整備 

● 観光地周辺の駐車場の確保が求められる

・ 本町へは車で訪れる人が大半であり、道の駅いながわをはじめとする観光地の周辺

には駐車場の確保が必要です。

・ 多田銀銅山をはじめ、主な観光地へのアクセス道路は狭く、生活道路として利用さ

れていることから、大勢の観光客を一度に受け入れるには課題もあり、場所によっ

ては、安全面の課題もあります。

● 観光地への案内表示の向上が求められる

・ 屏風岩、大野山など町内の主要な観光地においても案内板（サイン）がわかりづら

い状況です。

● 町内の観光地を周る移動手段が限られている

・ 公共交通機関の利便性が低く、車以外で町内に点在する観光地を巡ることが非常に

不便な状況です。一方で、道の駅いながわにレンタサイクルを設置していますが、

利用者が少なく、その利用促進が求められます。

● 観光施設のトイレなどの充実が求められる

・ 大野山、悠久の館におけるトイレなどの設備が十分ではなく、その充実が求められ

ます。
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第３章 

将来像と 

基本的な考え方 

（１）将来像

この将来像は、本町の観光分野での“まちの目指す姿”であり、この計画に基づいて取り組む

各種の観光振興施策によって、その実現を図ります。 

本町は、全国的に有名な「観光のまち」ではなく、宿泊やレジャーなどの観光関連産業が多く

集積しているまちでもありません。 

そのような本町で、なぜ今回「観光振興基本計画」を策定することにしたのか。 

それは「観光」に期待する次の２つの面が、本町の今後のまちづくりの中で重要だと考えてい

るからです。 

１つは、外からの来訪者を増やし、町内での滞在時間を伸ばして地域内消費を拡大し、地域経

済の活性化に結び付けていくことです。 

もう１つは、本町を自慢・誇りに思う多くの住民を創り出すこと。それには、まず住民が本町

の魅力に気づき、本町を楽しみ、心から笑顔になれることが重要です。 

そのような笑顔の住民が来訪者をもてなすまちは、他地域から多くの人を惹きつけます。交流

を通じてまちを訪れた人は、「笑顔」になって帰ることができます。本町を訪れると、自然と「笑

顔」になり、そして、「何度でも訪れたい」と思い、再び来てもらえる。 

このような、人と経済の好循環を創り出すことが「観光」には期待できます。 

本町として、今後「観光」を地域創生における切り札の一つとして位置づけ、積極的に観光振

興に取り組んでいきます。 

何度でも 訪れたくなる 笑顔のまち 猪名川町
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（２）基本的な考え方 

本町の観光振興の基本的な考え方を以下に示します。 

 
 

今、訪れている人に 
さらに、猪名川町を楽しんでもらう 

 

 

 

・ 年間約 70 万人が訪れる道の駅いながわをはじめ、ショッピングモ

ールなど、現在も町外から多くの人が本町を訪れています。 

・ 毎年多くの集客がある、いながわまつり、いながわ桜まつりでは趣

向を凝らしたイベントを実施しています。 

・ 交流人口の増加を図り、道の駅を中心とした地域内循環につなげる

ことを目標に取り組みます。 
 

 

 

地域資源を活かした“猪名川町らしい” 
取り組みによって 
新たに人を呼び込む 

 

・ 大阪の中心部から電車で約 40 分と大都市に近接していながら、猪

名川や大野山など自然資源、多田銀銅山や木喰仏などの歴史遺産に

恵まれています。また、本町は里山への玄関口となっています。 

・ 地域資源を再発掘し、既にある周遊ルートに組み込むなど、あるも

のを活かす視点を重視し取り組みます。 

 

 
 

住民・事業者が主人公として 
一人ひとりが活躍し、 

持続可能な取り組みを実現する 
 

 

・ 町内では様々な団体が、四季を通じて数多くのまつりやイベントが開

催されています。 

・ 住民と事業者など多様な人が自ら協力して観光振興に取り組む一

体感のある地域づくりに努めます。 
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第４章 

取組方針 

ここでは、将来像を達成するために第３章「基本的な考え方」を踏まえて、３つの取組方針を

示します。 
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取組

方針

１ 

滞在時間の延長と観光消費の拡大を図ります 
・ 滞在時間を増加させ、消費の機会を誘発 

・ 観光による地域の活性化 

１ 観光資源の魅力向上とネットワークづくり 

① 既存の観光拠点・資源の魅力向上 
道の駅いながわ、多田銀銅山、大野山という３つの主要な観光資源・施設の魅力を高めるため、

リーディングプロジェクトに位置づけます。 

ふるさと館、静思館、環境交流館などの既存の施設について、観光の観点からの活用も推進し

ます。 

② 観光資源のネットワーク化 
来訪者の滞在時間を増やすために、町内にある観光資源の周遊を促す仕組みづくりなど、ネッ

トワーク化に取り組みます。 

③ 新たな観光資源の発掘と創造 
地域のまつり、伝統行事、芸能などの地域資源の発掘と観光資源への活用を検討するとともに、

里山を活用したイベントや事業などについて計画します。 

２ 体験や交流プログラム・イベントなどの充実 

① 体験・交流プログラムの充実 
事業者によるいちご狩り、たけのこ掘り、しいたけ狩り、マス釣りなどの体験・交流プログラ

ムの情報収集と情報発信を強化します。 

② 新規のプログラム・イベントなどの実施支援 
スポーツイベントや新たなニーズに対するイベントなどの企画・実施を推進します。 

３ 食や土産物の充実 

① 食や土産物の充実 
いなぼうはるさめなどの特産品や、いながわ☆スターフードなどのご当地グルメ、町内の飲食

店など、食や土産物の情報発信を充実するとともに、新たな特産品開発を支援します。 

道の駅いながわの農産品の充実に向け、農業振興と連携した取り組みを推進します。 
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取組

方針

２

猪名川町の魅力を積極的に発信します
・ ターゲットを明確にし、それに合わせた方法での戦略的なプロモーションの展開

１ 町内における観光案内機能の強化 

① 公共施設での情報提供の強化
道の駅いながわ、悠久の館、ふるさと館、日生中央駅前情報プラザ INAGAWA など公共施設

でインバウンド対応も含めて観光情報の提供を強化します。 

② 民間集客施設などでの情報提供の促進
町内外の宿泊施設への観光情報の提供、町外の人が多く立ち寄るショッピングモールと連携し

た本町の観光情報の提供を強化します。 

２ 情報発信の強化 

① 多様な情報発信媒体や機会を利用した町外への情報発信の強化
ターゲットに応じて、新聞、テレビ、HP や SNS など多様なメディアを通じた情報発信に取

り組みます。また、新名神高速道路の供用開始に向け、高速道路のサービスエリアにおいて、観

光情報の提供を強化します。 

さらに、阪神北県民局で取り組んでいる北摂里山博物館、いいな里山ねっと（川西市、猪名川

町、豊能町、能勢町）、のせでんアートラインなど既に連携している取り組みを活用するととも

に、ユネスコ・クリエイティブシティーズ（創造都市）ネットワーク ※3に参加した篠山市など他

の自治体との広域連携によって、とりわけ町外への情報発信の強化に取り組みます。 

② 事業者や住民と連携した町外への情報発信の強化
交通事業者、旅行会社など、関連事業者の協力を得て、町外への観光情報の発信を強化します。 

また、いなぼうの活用の場を創るとともに、既存の「親善大使」制度における観光振興の役割

を明確にし、活躍を促進します。このほか、事業者、住民と連携し、町外・県外への PR イベン

トへの参加や情報発信に取り組みます。

3※平成 16年に始まったユネスコが実施する事業。文学、映画、音楽、芸術などの分野において、都市間でパートナーシップを結び、そ

の国際的なネットワークを活用して、文化産業の強化による都市の活性化及び文化多様性への理解増進を図ることを目的としている。

世界で 116都市が参加（平成 27年 12月 11日現在） 
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取組

方針

３

観光客の受入環境を充実します
・ ソフト面、ハード面からの環境づくり

１ 猪名川町全体の“おもてなし”意識の醸成 

① 観光に係る住民活動などの促進
住民自らが町の良さを理解し、発信できるようにするため、住民向けの郷土文化や歴史の学び

の場を提供します。また、観光に係る住民活動などの活性化に向け、取り組みを支援します。 

② 事業者の「観光」に関する意識向上
飲食店などの事業者に対して観光に対する意識向上に向けた研修会、セミナーなどを開催しま

す。 

２ 観光協会の強化 

① 役割の明確化
町内外への情報発信、観光案内、連携体制強化など、観光協会の役割について明確にします。 

② 体制の強化
組織体制について、企画・実行体制の強化を図ります。 

３ プラットフォームの形成 

① プラットフォームづくり
観光やまちづくりの関係者・団体が集まるプラットフォームづくりについて、リーディングプ

ロジェクトとして位置づけます。

注）「プラットフォーム」：ここでは、協議会のような定款のある組織体ではなく、情報交換や

情報共有を主とした「ゆるやかな」つながりの場を想定。 

② 大学などとの連携強化
大学や高校などの学生と連携した官学連携の取り組みを推進します。 

４ ハード面の整備 

① 観光案内サインの整備
主要な観光施設やルートなどのサインのあり方について検討し、整備を推進します。 

②トイレなどの観光関連施設の環境改善
観光施設におけるトイレの充実を図るとともに、ユニバーサルデザイン ※4の視点に立った施設

整備を促進します。 

4※文化・言語・国籍、年齢・性別、障がい・能力に関係なく、利用することができる施設・製品・情報の設計、デザイン 
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第５章 

リーディングプロジェクト 

道の駅いながわ、多田銀銅山、大野山は本町の主要な観光地であり、ここでの取り組みは観光

振興を図る上で、核となり先導的な役割を果たすと考えます。さらに、取り組みを展開するには、

これまで以上に地域内連携を進めることが重要です。以上の視点から、次の 4 つをリーディング

プロジェクトとして位置づけます。 

リーディングプロジェクト 1 

道の駅いながわ活性化プロジェクト 

 
＜現状と課題＞ 

 
 
 
 
 
 
＜取組方向＞ 

●道の駅いながわの将来ビジョンの検討 

道の駅いながわの機能や施設に関する現状について調査

し、課題を把握するとともに、将来のあり方に関する方向

性を検討します。 

（検討内容） 

・施設の更新・新しい施設、駐車場の再整備     

・農産物の集荷体制や品ぞろえの充実 

・ハウス栽培等の促進による農産物の生産量の充実 ・地域情報農業センターにおける観光案内機能の強化 

・テイクアウト対応など飲食機能の充実   

●観光拠点化の充実 

道の駅いながわが、本町の観光拠点として機能するための取り組みを検討し、充実します。 

（検討内容） 

・町内観光地や飲食店情報の提供  ・周辺農地での農業体験プログラムの企画   

●広域連携の推進 

北摂里山街道、猪名川里山街道の結節点としての情報発信など、北摂里山博物館としての役割を

強化するとともに、周辺の道の駅との情報発信に係る連携に取り組みます。

・ 年間約 70 万人の集客があり、今も来場者は増加傾向。リピーターに支持されている。 

・ 平成 27 年８月は過去最高の来訪者数を記録。 

・ 農産物販売センターは、午後には品薄状態になる。 

・ 屋外のスペースを活用して飲食の提供もしているが、飲食できる場所や商品が少ない。 

・ 駐車場の不足により、大規模なイベントを道の駅いながわで開催できない。 

・ 利用者は直売所での買い物がほとんどで、町内の他の観光資源・施設に誘導できていない。 
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リーディングプロジェクト２ 

多田銀銅山保存活用プロジェクト 

 
＜現状と課題＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組方向＞ 
●多田銀銅山遺跡保存活用計画の策定 

平成 28 年度と平成 29 年度の 2 か年で、地元住民の参

画も踏まえ、多田銀銅山遺跡保存活用計画を策定します。 

 

●観光基盤の整備検討 

多田銀銅山遺跡保存活用計画の策定過程において、活用

に関する各種整備について検討します。 

（検討内容） 

・悠久の館の観光的利用      ・案内板の整備 

・公開可能な間歩や代官所跡の整備 ・空き家利用の促進  

・多田銀銅山の入口としての駐車場整備 

 

●地区計画の活用 

広根沿道地区地区計画について、その活用を促進します。 

（検討内容） 

・商業的利用などの土地利用の促進  

・ 平成 27 年 10 月に国史跡指定。 

・ 観光ボランティアガイドの申し込みでは、多田銀銅山を含むルートが最もニーズが高い。 

・ 教育施設である悠久の館は、飲食物やお土産などの販売をしていない。また、館の周辺にはトイレの

数が少ない。 

・ 周辺に飲食できる施設や土産物を買う場所などがほぼ無い。多田銀銅山に関わるおみやげ商品が少な

い。 

・ 地元においては観光客の受け入れに賛否両論あり、慎重な議論が必要。 

・ 駐車場が少ない。道幅が狭く、車で乗り入れにしくい。 
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リーディングプロジェクト３ 

大野山魅力アッププロジェクト 

 
＜現状と課題＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組方向＞ 
●大野山活用将来ビジョンの策定 

天文台、キャンプ場、駐車場の運営も含めて、大野山全体

の将来像と維持管理のあり方について検討し、将来ビジョン

を策定します。 

 

●大野山の環境整備 

有害鳥獣対策やトイレなどの施設の維持・補修に取り組みます。 

 

●施設やグラウンドなどの活用 

ロッジ風小屋やグラウンドについて、レンタルスペースとしての活用を検討するとともに、観光

振興と環境保全のために、キャンプ場や駐車場の有効活用を検討します。 

 

・ 猪名川天文台は毎年５～７千人の来台者数で、平成 25 年度は過去最高を記録した。キャンプ場も人

気である。 

・ 星まつりや望遠鏡の使い方教室など、天文台運営委員会によって多くのイベントを開催。ただし、委

員会では、次の世代の育成が課題となっている。 

・ 活動団体によるイベントも好評。猪名川町観光ボランティアガイドの会が案内する大野山岩めぐりも

人気コースとなっている。 

・ 平成 28 年には、天文台の開設から 15 年が経過し、施設の老朽化対策が求められる。 

・ 指定管理者である地元の柏原生産森林組合によって林道が維持されている。しかし、根本的には、山

頂へのアクセス道路が狭くて危険である。また、山頂のトイレが不足しており、イベント時には処理

量を超えているため、大規模な集客イベントには不向きの場所となっている。 

・ 猪名川町で整備したロッジ風小屋２棟やグラウンドがあまり使われず、利用方針も定まっていない。 
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リーディングプロジェクト４ 

猪名川町観光プラットフォームプロジェクト 

 
＜現状と課題＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組方向＞ 
●人材マップづくり 

観光に携わる事業者や団体、「人」の情報をデータベースとして整理し、共有化を図ります。 

 

●情報共有の場づくり 

町内で観光に携わる事業者や団体などが取り組む事業の情報共有・連携を図る場として、関係者

会議を開催します。 

 

●プロジェクトのためのチームづくり 

プラットフォームを活用して、道の駅いながわや多田銀銅山、大野山のリーディングプロジェク

トをはじめ、色々なプロジェクトを推進するチームづくりを進めます。 

 

・ 町制施行 60 周年記念事業や商工会の交流都市づくり事業によって、関係者の連携した事業が立ち上

がってきている。 

・ 観光関連事業者だけでなく、住民・NPO の活動が活発になるなど、観光に携わるプレーヤーが増え

てきている。 

・ 観光振興に関わるそれぞれの取り組みが十分に情報共有されていない。また、関係者が連携するきっ

かけが不足している。 
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第６章 

計画の推進に向けて 
 

 

● 庁内連携、広域連携の推進 

本計画を推進するためには、町の観光担当だけでなく、農業、商工業、教育・文化財、都市計画、

環境など庁内のあらゆる関係課の協力・連携のもとに進めていくことが不可欠です。 

今後のまちづくりにおいて、観光振興を地域活性化の大きなテーマとして位置づけ、本町として積

極的に推進していきます。 

また、観光客の移動は、町内だけでなく、広域に及ぶ場合もあることから、県や隣接市町、周辺市

町などとの広域連携も、積極的に取り組みます。 

 

● 活発な地域内連携（住民、事業者・団体、行政など）の推進 

町内には、観光協会、商工会、NPO、自治会など数多くの団体があります。また、これからは、

観光施設や宿泊などの観光関連事業者だけでなく、地元住民を対象にしていた飲食店などにおいても

観光客を積極的に取り込んでいく視点が求められます。 

これまで以上に、多様な住民、事業者・団体、行政などによる連携によって、計画を推進していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猪名川町 
 

連携・協働 

など 

各主体間での 

連携・協力 

観光協会 

商工会 

事業者 

団体 

住民 

観光担当 

各 課 と の

協力・連携 

農業担当 

商工業担当 教育・文化財担当 

都市計画担当 

など 

連携・協力 

町内の多様な主体 
 

町外の多様な主体 

連携・協力 連携・協力 

兵庫県 隣接自治体 

周辺自治体 

など 
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● 計画の進捗管理 

本計画に基づく具体的な取り組みについては、PDCA（Plan Do Check Action）サイクルによ

り、毎年、進捗管理をしていきます。これを通じて、事業の見直しや追加が必要なところについては

柔軟に対応し、ニーズや課題に即して事業を展開していきます。 

また、計画期間が 5 年間であることから、最終年度（平成 32 年度）には、観光振興の取り組み

に関する全体総括を行うとともに、次の 5 年間に向けて、継続性を持って観光振興に取り組むこと

とします。 
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■資料  
 

① 策定経過 

 

年 月 概要 

平成 27年 9月 24 日 第 1回 検討部会 

・ スケジュール 

・ 第１回委員会の進め方 

・ ヒアリング、アンケートの実施状況 

 9月 24 日 第 1回 検討委員会 
・ 「猪名川町観光振興基本計画」及び「アクション

プラン」の策定について 

 11月 13 日 第 2回 検討部会 ・ 猪名川町観光基本振興基本計画 素案について 

 11月 19 日 第 2回 検討委員会 ・ 猪名川町観光基本振興基本計画 素案について 

 12月 24 日 第 3回 検討部会 

・ 猪名川町観光振興基本計画 素案について 

・ 猪名川町観光誘客アクションプラン 素案につ

いて 

平成 28年 1月 15 日 第 3回 検討委員会 

・ 猪名川町観光振興基本計画 素案について 

・ 猪名川町観光誘客アクションプラン たたき台

について 

 
2月 5日～ 

3月 3日 
パブリックコメント（意見提出件数：5名 20件） 

 3月 7日 第 4回 検討部会 

・ 猪名川町観光振興基本計画 パブリックコメン

ト回答案について  

・ 猪名川町観光誘客アクションプラン案について 

 3月 17 日 第 4回 検討委員会 

・ 猪名川町観光振興基本計画 パブリックコメン

ト回答案について  

・ 猪名川町観光誘客アクションプラン案について 
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② 猪名川町観光振興基本計画及び観光誘客アクションプラン検討委員会設置要綱 

 

 

猪名川町観光振興基本計画及び観光誘客アクションプラン検討委員会設置要綱 

 

平成２７年８月２８日 

要綱第４５号 

 

（設置） 

第１条 猪名川町観光振興基本計画及び観光誘客アクションプラン（以下「計画等」という。）を策定

するため、猪名川町観光振興基本計画及び観光誘客アクションプラン検討委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画等の策定に関する事項について調査及び検討を行うものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。 

⑴学識経験者 

⑵観光関連団体の代表 

⑶行政機関職員 

⑷前号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、計画等の策定が終了するまでとする。 

２ 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くにいたったときは、委員を辞したものとみなす。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことが

できる。 



41 

 

 

(検討部会) 

第７条 委員会の所掌事務を補佐するため、検討部会を置く。 

２ 検討部会の部会員は、地域振興部長、産業観光課長、企画財政課長、都市政策課長、教育振興課長

をもって構成する。 

３ 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会長には地域振興部長、副部会長には産業観光課長をも

って充てる。 

４ 検討部会は、部会長が招集し、その議長となる。 

５ 検討部会は、必要に応じ、会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことがで

きる。 

（庶務） 

第８条 委員会及び検討部会の庶務は、地域振興部産業観光課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定

める。 

附則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２７年８月２８日から施行する。 

（会議開催の特例） 

２ この要綱の施行後、最初の委員会は、第６条第１項の規定にかかわらず、町長が招集する。 
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③ 猪名川町観光振興基本計画及び観光誘客アクションプラン検討委員会委員名簿 

 

 （◎：委員長○：副委員長） 

区分 氏名 所属 

学識経験者 ◎ 梅村仁 文教大学経営学部教授 

観光関連団体の 

代表者 

○ 仲守 観光協会 

 岩本幹男 観光協会 

 仁部徹 猪名川町商工会 

 藤森薫 猪名川町商工会 

 西尾圭子 猪名川町観光ボランティアガイドの会 

 荒瀬範彦 ＮＰＯ法人いながわふるさと塾 

 平尾伊和男 道の駅いながわ 

行政機関の職員 

 真田保典 企画総務部長 

 橋本佳之 地域振興部長 

 東田誠 まちづくり部長 

 土井裕 教育部長 
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