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本町では、２０１６（平成２８）年３月に猪名川町観光振興基本計画
を策定し、交流人口の拡大や滞在時間の延長など、観光振興にかかる取
り組みを実施してきました。 
２０１９（令和元）年より新型コロナウイルス感染症により、観光需
要は大きく減少することとなりました。収束の見通しがたたないなか、
本計画の計画期間の延長を１年行いました。
今後、移動と人の交流を基本とする観光は、新しい生活様式や観光そ
のもののあり方の変化に対応した施策展開が必要となっています。社会
情勢に対応しながら、これまで以上に観光に携わってきた方々や住民が
協力しながら、本町の観光資源の磨き上げや活用、交流の推進などを通
し、地域経済の循環、地域の活力向上につなげることが求められます。
そこで、観光分野における本町のあるべき姿や具体的な取り組みについ
て定めた第二次猪名川町観光振興基本計画を策定します。 

「第二次猪名川町観光振興基本計画」は、「第六次猪名川町総合計画」
に基づき、その他関係計画とも整合をはかり、観光分野からの実現をめ
ざすものであり、町全域を対象とします。 
また、大野山については、別途「大野山将来ビジョン」を策定します。

第六次猪名川町総合計画

基づく

第二次猪名川町観光振興基本計画

整合

大野山将来ビジョン

第二次猪名川町観光振興基本計画の計画期間は、２０２２（令和４）
～２０２５（令和７）年度の４年間とします。総合計画と連動し、次の
見直しの際は、２０２４（令和６）年度に策定される総合計画の後期基
本計画との整合に配慮します。 

町内の観光関連団体、学識経験者などで構成する「猪名川町観光振興
推進委員会」を開催し、計画の進捗状況の検証や必要な施策の検討を行
います。 
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イメージ１
猪名川町が魅力的な
自然遊びのフィールド
というイメージが
広がっています 

イメージ５
観光をきっかけに 

地域活性化の取り組みが 
進んでいます 

イメージ２
町内の多様な 

魅力資源を活用し、
連携する動きが 
広がっています 

イメージ４
道の駅いながわを 
中心に町の観光が 
賑わっています 

イメージ３
大野山が、阪神地域の 
アウトドア拠点として、 
自然好きの聖地に 
なっています 

本町にとっての観光の捉え方や取り組む意義、また基本的考え方は以下のとおりです。

上記の観光の考え方の視点を持ち、本町の４年後のありたい将来イメージは以下のとおりです。自然や歴史、
風景、食などの魅力に触れる、様々な楽しみ方が町内のあらゆるところにおいてでき、自然好きな人を惹き
つけ集める『猪名川まるごとオープンフィールド』を目指します。

❶ 猪名川のイメージアップ、
ブランド価値の向上

❷ 交流人口増加などによる
経済効果の向上

❸ 住民の町に対する学び促進
や異文化交流、誇り（シビ
ックプライド）の向上

❹ 観光まちづくりの取り組み
による地域課題への対応
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将来像を実現するための観光施策の柱として、以下のとおり５つの戦略を定めます。
戦略に基づき、着実に進める取り組みを「基本的な施策」として定めます。
施策ごとの取り組み内容については、行政、観光団体、経済団体、地域団体などが、本町の観光振興の方向性を相互に理解し連携しながら進めます。

戦略２：
観光関連資源（事業者）
との連携・波及を高めま
す
食の充実 

①町内飲食店向けの観光に
関する情報共有の機会
の創出 

②「いなパン」の更なるＰＲ
③名物料理の開発

おみやげ物の充実 
①加工品・特産品などの充実
②ふるさと納税との連携・促
進 

観光を活用した地域活性
化の支援 

①関係人口、移住定住の促進
②活性化拠点づくりの推進 
（p4 掲載図関連の取組） 

住民主導の観光まちづく
りの推進 

①住民主導の観光まちづく
りの推進 

戦略３：
プロモーションの充実を
目指します

町外へのプロモーション
①ホームページやＳＮＳ、
YouTube での発信 

②親善大使による町のＰＲ
の推進 

③出向宣伝による町のＰＲ
の推進 

④他団体等との連携による
ＰＲの推進 

町内向けプロモ―ション
①集客施設や公共施設での
発信 

②町民を対象とした体験ツ
アーの実施 

移住定住に向けたプロモ
ーション 

①猪名川スタイルの発信 

戦略４：
受入れ環境を整えます

ＤＸ（デジタルトランス
フォーメーション）対応

①キャッシュレス対応 
②オンライン環境の充実の
検討 

受入れ環境整備 
①トイレ、サインなどの整
備の検討 

②公共施設・観光施設の敷
地の多面的活用 

③自然遊びスポットの必要
な整備 

戦略５：
観光推進体制を強化し
ます

観光協会のさらなる充
実 

①観光協会の機能強化 
②住民会員の増強

人材育成 
①観光案内人の育成 

戦略１：
魅力コンテンツを磨き上げ
ます

大野山将来ビジョンの推進 
①大野山将来ビジョンの推進

道の駅いながわの活性化 
①情報発信機能の強化 
②販売機能の強化 

多田銀銅山遺跡の活用促進 
①多田銀銅山遺跡の活用促進 

魅力体験プログラムの実施
①観光ボランティアガイドの活
動推進 

②自然体験のプログラムの充実 

その他の町内資源の磨き上げ
①親水空間における機能の充実 
②屏風岩周辺の利活用の促進

広域観光に向けた連携・推進
①広域観光のＰＲ 

基
本
的
な
施
策
と
取
り
組
み
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大野山等を中心としたエリア
方針： 北部地域における自然や農山村の

資源を活かしたアクティビティ、
暮らしの体験・交流の推進

ふるさと館を中心としたエリア
方針： 川と里山の自然遊びと食を

楽しむ憩いの場の推進 

道の駅いながわを中心としたエリア
方針： 町の観光情報の拠点、食と体験のに

ぎわいの推進 
屏風岩の景勝に親しむ憩いの場の
推進 多田銀銅山遺跡を中心とした 

エリア
方針： 歴史と自然の散策と体験

の推進 

右の図のエリアについて、観光振興
と連携した地域活性化の拠点（飲食、
物販、交流機能などを含む）となる
場の立地を推進します。
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猪名川町の魅力発見・発信プロジェクト

ＳＮＳでの情報発信は誘客を考える
うえで重要であることからも、町内の魅
力情報の発掘・発信を促進します。

取り組みのイメージ

・外部人材を招いて YouTube や Instagram
などの活用講座を実施することで、住民主
体のシティプロモーションを促進。

自然に癒される・森林セラピープロジェクト

現在、自然を活かしたキャンプや川遊
びの場として親しまれていますが、新た
な自然の活用方法として、癒し・健康の
場として森林セラピー基地づくりの取
り組みを実施します。

取り組みのイメージ

・近隣の都市部の居住者または企業での研修利用などを想定し、森林
散策と合わせた、様々な自然や食を楽しむプログラムを提供。

・日帰りや宿泊施設と連携した短期滞在も想定。

猪名川町の食と自然を同時に味わう！
猪名川アウトドアランチプロジェクト

町内の既存飲食店舗と連携し、大野山
や親水公園などの自然豊かなスポットで
テイクアウトの食事が楽しめる仕組みづ
くりを行います。

取り組みのイメージ

・町内の既存飲食店舗でテイクアウトしたお弁当
などを楽しめるよう、簡易なベンチやテーブル
などのランチキットの整備・貸出。
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北部地域活性化拠点づくりプロジェクト

北部地域の活性化をめざし、観光
の視点から取組、関係人口の増加に
つながる、資源を活かした拠点づく
りを行います。

取り組みのイメージ

・飲食店等の開業を希望する人などと連携し、
地域の空き家などのストックを活用し、店舗
＋情報発信や地域コミュニティ拠点などの機
能を併せ持った場所をつくる。

チャレンジコンテナプロジェクト

町内では個人で開業されている
ベーカリーショップなどが人気を
集めており、このような魅力ある
小さな店舗の開業機運を高める取
り組みを行います。

取り組みのイメージ

・観光に関連する事業で独立開業を目指
す町内の住民を対象に、コンテナを貸
し出し、町内での出店を支援。

トラックを活用した「旅する道の駅」プロジェクト

本町の新鮮な農産品やそれらを活かした食な
どを発信する新たな方法として、都心地域での
移動販売の取り組みを実施します。

取り組みのイメージ

猪名川観光マイスター育成プロジェクト

今後プログラムの実施や企画が期
待される人材を育成します。また、
講座を受けた人がプログラムを企画
し、試行的に実施することをめざし
ます。

取り組みのイメージ

・テーマ別の専門知識や技術を持つ人が講師になり、基本的な知識
や技術、観光振興への活かし方などを教える講座を開催。

・移動式道の駅としてトラックを活用し、猪名川町産品を活用
したランチの提供や、特産品などの販売を通じて猪名川町の
魅力を町内外に発信。
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猪名川町観光入込客数 １１７．５万人 （２０１９（令和元）年度） １２５万人 

道の駅いながわ来訪者の一人あたり旅行消費額（宿泊費を除く） ― ２，２００円 

大野山キャンプ場利用区画の割合 ― 平日：３０％、休日：７０％ 

観光協会ホームページのアクセス数 ２３，５１０人 （２０２０（令和２）年度） ３０，０００人 

観光協会フェイスブック「いいね！」件数 １，４３８件 （２０２２（令和４）年２月時点） ２，０００件 

インスタグラム発信数 ８，９９５件 （２０２２（令和４）年２月時点） ２０，０００件 

観光ボランティアガイドなどの案内人数 ４７９人 （２０１９（令和元）年度：２，５０４人） ３，０００人 

発行：猪名川町 編集：猪名川町 企画総務部 企画政策課 
〒６６６－０２９２ 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑１１－１  TEL：０７２―７６６－８７０７ ＦＡＸ：０７２―７６６－８９０２ 

４年後の将来像を見据えて、戦略に基づき取り組みを推進していくことで、以下の成果指標の達成を目指します。


