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中播磨新地域ビジョン検討委員会
第２回観光交流部会

基礎資料２

ツーリズム振興
地域資源の活用
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参考資料５

◯平成を通じ観光客数は３割以上増加。外国人旅行者は、H24以降、増加が顕著
◯地域別の観光客は、神戸・阪神で５割、播磨３割、但馬・丹波・淡路で２割
◯ しかし、このたびの新型コロナウイルスの影響で、外国人観光客をはじめ大幅に減少

兵庫県の観光の動向

出典 兵庫県「令和元度ひょうご経済・雇用白書、兵庫県の経済・雇用情勢（R2．2）」「兵庫県「ひょうごツーリズム戦略（2020～2022年度）」
内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料（ R2．4．23） 」

【観光入込客数の推移 H1年度＝100】

【県内地域別観光入込客数（2017）】

【国際ツーリズム人口推移】

【コロナの影響で外国人観光客激減（全国）】
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◯中播磨地域は、南部に瀬戸内海国立公園を、北部に県立自然公園を有する自然景観
に恵まれた地域であり、各市町に自然を生かした体験型施設などもあることから、家族
連れ等の人気を得ている。

◯令和元年度の入込客数は、前年度に比べて、38千人(3.7％)増加。姫路城周辺の入
込客数の増加、特に姫路市美術館では「チームラボ展」が好評であったため、姫路市へ
の入込客数が前年度に比べて増加した。

◯第４半期は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、前年度同期に比べて大幅に
減少（△32.8％）した。

中播磨地域の観光

出典 兵庫県産業労働部観光振興課「観光客動態調査」

【中播磨地域の観光客総入込数の推移】
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項 目 平成29年度 平成30年度 令和元年度

総 入 込 数
千人

10,963
千人

10,328
千人

10,366

日帰り
・宿泊別

日 帰 り 客 9,867 8,871 9,385

宿 泊 客 1,096 1,457 981

四
季
別

第１四半期(4月～ 6月) 2,870 2,565 3,063

第２四半期(7月～ 9月) 2,592 2,332 2,613

第３四半期(10月～12月) 3,061 2,954 3,026

第４四半期(1月～3月) 2,440 2,478 1,664

ひょうごツーリズム戦略の視点

出典 兵庫県「ひょうごツーリズム戦略（2020～2022年度） 」

◯ ツーリズム戦略では、受入基盤整備・ブランド化、観光産業のイノベーション、広域周遊
化・滞在圏形成、住民の満足度向上・誇りの醸成の４つの視点により取組を推進

◯地域主導型の着地型観光の実践のため、兵庫の強みである観光資源の多様性を活か
し、国内外から訪れる多くの人々を魅了する多彩なコンテンツを「TheHyogo
Highlights」として磨き上げ、戦略的な情報発信を行い、ブランド化する

◯一方、コロナの影響によりインバウンド依存のリスクが露呈した。身近で楽しむマイクロ
ツーリズムなどの議論もあり、地域の視点がより強化されるのではないか。

【戦略推進の視点・兵庫の観光振興の好循環】 【The Hyogo Highlights】
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兵庫の観光資源の例

出典 兵庫県「ひょうごツーリズム戦略（2020～2022年度） 」

歴史・伝統・文化 自然・景観 ｽﾎﾟｰﾂ・ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 食・温泉

神戸 北野異人館、旧居留地、南京町、生田神社、
湊川神社、灘五郷（魚崎郷・御影郷・西
郷）、日本遺産（北前船）、神戸ジャズ、
安藤建築（県立美術館、風の教会、ローズ
ガーデン）

六甲山・摩耶山、神戸ルミナ
リエ、明石海峡大橋、神戸
ポートタワー、メリケンパー
ク、鉄人28 号モニュメント

六甲スノーパーク、ゴルフ
場、アンパンマンミュージ
アム、王子動物園、神戸ど
うぶつ王国

神戸ビーフ、清酒、炭酸せ
んべい、そばめし、スイー
ツ、有馬温泉

阪神 灘五郷（今津郷・西宮郷）、尼崎城、有岡
城、西宮神社、心月院、中山寺、日本遺産
（西国三十三所）、尼崎閘門、ユニチカ記
念館、ヨドコウ迎賓館、近松記念館、宝塚
歌劇、伊丹郷町、手塚治虫記念館、多田神
社、多田銀銅山

甲山森林公園、尼崎の森中央
緑地、黒川（日本一の里山）、
夙川の桜、永沢寺花菖蒲園、
荒牧バラ公園、伊丹スカイ
パーク

ゴルフ場、甲子園球場、修
武館、新西宮ヨットハーバ
ー、西宮アイスアリーナ、
北摂里山サイクリング

三田牛、川西いちじく、宝
塚温泉、武田尾温泉

播磨
東部

明石城、生石神社、高砂神社、鶴林寺、朝
光寺、浄土寺、法華山一乗寺、播州清水寺、
五百羅漢、東条川疏水、大中遺跡、日本遺
産（北前船、西国三十三所）、鶉野飛行場
跡

明石公園、いなみ野大地のた
め池、黒滝、県立フラワーセ
ンター、闘竜灘

ゴルフ場、はりまサイクリ
ングロード、高御位山ハイ
キング、小野アルプス

魚の棚商店街（玉子焼、明
石鯛、明石たこ）、加古川
かつめし、高砂にくてん、
北播磨の巻き寿司、山田錦

播磨
西部

姫路城、書写山圓教寺、伊和神社、赤穂大
石神社、山城（白旗城、感状山城跡）斑鳩
寺、龍野、山崎、平福、室津、日本遺産
（銀の馬車道、北前船、西国三十三所、赤
穂の塩）、安藤建築（こどもの館）、灘の
けんか祭り、相生ペーロン祭

家島諸島、砥峰・峰山高原、
原不動滝、新舞子浜、万葉の
岬、南光ひまわり畑、佐用の
朝霧、姫路の工場夜
景、辻川山公園

ゴルフ場、スキー場、兵庫
県立武道館、熱気球、森林
セラピー、音水湖カヌー、
いえしま自然体験センター

揖保乃糸、姫路おでん、ホ
ルモン焼うどん、牡蠣、も
ちむぎ麺、円心モロどん、
塩田温泉、赤穂温泉

但馬 竹田城跡、生野銀山、明延鉱山、神子畑選
鉱所、城下町出石、永楽館、中嶋神社、出
石神社、大乗寺、安国寺、日本遺産（鉱石
の道、北前船、霊獣・麒麟）、安藤建築
（木の殿堂）

山陰海岸ジオパーク、玄武洞、
天滝、猿尾滝、神鍋高原、別
宮の棚田、白井大町藤公園、
樽見の大桜、たじま高原植物
園

ゴルフ場、スキー場、ジオ
カヌー、たじまフットパス、
ダイビング、スカイダイビ
ング

但馬牛、松葉ガニ、出石皿
そば、朝倉山椒、岩津ネギ、
ベニガニ、ハタハタ、ホタ
ルイカ、城崎温泉、湯村温
泉

丹波 篠山城、黒井城跡、城下町丹波篠山、福住、
円通寺、大国寺、高山寺、丹波焼、日本遺
産（デカンショ節、六古窯）、丹波竜

もみじめぐり、白毫寺の九尺
ふじ、集落丸山、水別れ公園

ゴルフ場、パラグライダー、
弓道体験

丹波三宝（丹波栗、丹波大
納言小豆、丹波黒大豆）、
丹波松茸、ぼたん鍋

淡路 伊弉諾神宮、洲本城、日本遺産（国生みの
島、北前船）、野島断層保存館、淡路人形
浄瑠璃、安藤建築（淡路夢舞台、本福寺水
御堂）

明石海峡大橋、鳴門海峡の渦
潮、沼島、慶野松原、あわじ
花さじき、灘黒岩水仙郷

ゴルフ場、サイクリング
コース（アワイチなど）

淡路たまねぎ、淡路島３
年とらふぐ、淡路ビーフ、
生しらす、洲本温泉、南あ
わじ温泉郷
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広域ゲートウェイ

出典 兵庫県「ひょうごツーリズム戦略（2020～2022年度） 」

◯国際線就航空港・港湾からの誘客促進や、広域連携による周遊ルートの形成、国内他
地域の相互誘客の推進などに取り組んでいく

◯兵庫県内だけの視点にとどまらず、兵庫への多様な広域ゲートウェイに着目して広域で
の国内外からの誘客を促進していく必要がある
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外国人観光客の移動手段は現在は鉄道・バスが主流。個人旅行の増加に伴い、レンタ
カーによる移動も今後増加

外国人観光客の移動手段(2018)

兵庫県

京都府

大阪府

鳥取県

鉄道

57%

バス

34%

レンタカー
4%

その他乗
用車2%

タクシー・
ハイヤー
2%

その他

1%

72.2
万人

鉄道

74%

バス

22%

レンタカー
2%

その他乗
用車0%

タクシー・
ハイヤー
1%

その他
1%

72.0
万人

バス

37%

レンタカー
6%その他乗

用車12%

その他

45% 0.6
万人

徳島県

鉄道

62%

バス

21%

レンタカー
16%

タクシー・
ハイヤー
1%

3.6
万人

鉄道

38%

バス

39%

レンタカー
18%

その他乗
用車5%

0.8
万人

岡山県

資料：訪日外国人流動データ(2018)
（国土交通省）

注）その他に不明含む
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◯政府は、2020年を目途とした高速道路におけるレベル３の自動運転の実現や、2020
年までの限定地域での無人自動運転移動サービスの実現などをめざしている

◯一人一日あたりの運転時間平均80分の移動時間が自由な時間へとつながる

自動運転の概要

出典:国土交通省「令和元年版国土交通白書」

【自動運転のレベル区分】
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MaaSの概要

出典：国土交通省「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会中間報告」
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◯国土交通省では、MaaSの展開に向けた地域モデルの構築のため、先行モデル事業を
実施（大都市近郊型・地方都市型、地方郊外・過疎地型、観光地型）

地域におけるMaaSの実証実験

区 分 地 域 内 容

大都市近郊型 兵庫県
神戸市

高齢化が進むニュータウンにおける、相乗りタクシーアプリ、決済
アプリなどのシステムを導入

地方郊外・過疎地型 京都府
南山城村

村営バスの再編、自家用有償運送の導入などにあわせ、JR等とも
シームレスにつなぐアプリ、予約・決済システムを導入

京都丹後鉄道
沿線地域

鉄道、バス、タクシー、遊覧船など様々な移動手法・周辺施設に
おけるQRコードでの一括予約・決済システムを導入

観光地型 滋賀県
大津市

自動運転バスと公共交通、ホテル、観光施設など、アプリ上で交
通手段の検索、予約、決済、クーポンの発行までを可能とするシ
ステムを導入

【新モビリティサービス推進事業先行モデル事業１９事業のうち４事業の概要（国土交通省）】

出典：京都丹後鉄道沿岸地域MaaS推進協議会

【京都丹後鉄道沿岸地域のMaaS利用イメージ】
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