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観光交流の推進 

令和２年２月に策定した「ひょうごツーリズム戦略（2020～2022 年度）」のもと、「世界に選ば

れるデスティネーション兵庫」の実現を目指して、令和３年度は、以下の重点施策を展開していく。 

Ⅰ 観光地の魅力向上 

 １ 観光地魅力コンテンツの創出・発信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３ 

兵庫を彩る着地型コンテンツや滞在型観光プログラムの開発に加え、地域の魅力を活かし

たイベントの開催に取り組む。 

拡  兵庫五国の観光協会等と連携した体験・周遊滞在型ﾂｱｰ造成事業 新 誘客・周遊の中核となる観光地独自の魅力づくりの支援 
新 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰを拠点とした六甲山の自然や魅力の発信強化 [神戸] 拡 あにあんプロモーション事業 [阪神南]  
新 四季の丹波「ｺﾄ体験」の充実[丹波]     新 東播磨ツーリズムファンづくり事業[東播磨] 
 

 Ⅱ 受入環境の整備促進 

 ２ 観光客受入基盤の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７ 

  観光地を支える快適な環境整備に加え、観光産業を支える人材の育成・確保及び観光客に

安全安心を届ける受入基盤整備を促進する。 

拡 大学生など次世代を担う中核観光人材養成事業 新 外国人県民による兵庫の魅力発信事業 
拡 地域の魅力に精通した観光ガイドの強化・育成事業 新 専門職大学における人材育成 

 ３ 観光地アクセスの整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８ 

  観光地・交通事業者と連携した２次交通対策を推進するとともに、将来を見据えた交通ア

クセスや観光地へのアクセス拠点を整備する。 

・  伊丹空港における県観光・物産情報ｺｰﾅｰの運営 新 播磨灘のクルーズ船対策研究会の設置 
新 「淡路島公共交通ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ」の開設・運営[淡路] ・ 播但線沿線等の魅力アップ[中播磨] 
 

Ⅲ 観光産業の振興 

 ４ 観光ビジネスの創出・育成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９ 

  観光ビジネスにおけるイノベーションや事業者と連携したニューツーリズムの創出に加

え、食・特産品・農畜水産物の消費拡大に取り組む。 

新 鉄道事業者と連携した観光キャンペーン ・ 「五つ星ひょうご」プロモーション事業 
拡 ひょうご北摂ｽﾎﾟｰﾂｻｲｸﾙの郷づくり[阪神北] ・ 北播磨サイクル＆フットパス推進事業 [北播磨]  
新 ｺﾛﾅに負けない但馬観光の推進（ｽｷｰ場のｸﾞﾘｰﾝｼｰｽﾞﾝ誘客対策への支援）[但馬] 新 ウェルネストラベルの促進[淡路] 

 

 Ⅳ プロモーションの強化 

  ５ 重点市場への戦略・継続的なプロモーション ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ13 

   訪日外国人旅行者と日本人旅行者の特性に合わせて、認知度の向上・ブランド化の推進及

び旅行商品・ツアー造成の促進、魅力ある旅ナカ情報の提供、リピーターにつなげる旅アト

フォローを実施する。 

新 JNTO を活用したｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ発信力強化事業  新 インバウンド再開に向けた情報発信事業 
新 ﾛｰｶﾙｴｱｰで結ぶ地方観光のﾈｯﾄﾜｰｸ化事業 新 ゆかりの武将による山城ｲﾚﾌﾞﾝのｲﾒｰｼﾞ戦略の展開[西播磨] 
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  ６ 広域ゲートウェイへのアプローチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ16 

   国際線就航空港・港湾からの誘客促進に加え、広域連携による周遊ルートの形成や国内他

地域との相互誘客を推進する。 

・ せとうち DMO への参画   ・ 但馬空港臨時チャーター便運航 

・ 姫路港へのｸﾙｰｽﾞ客船誘致活動の強化[中播磨]  拡 山陰海岸ジオパークの推進 [但馬]  
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観光交流の推進 

事業名 事業概要 
R3予算 
（千円） 

担当課名 

Ⅰ 観光地の魅力向上 

 １ 観光地魅力コンテンツの創出・発信 

  (1) 兵庫を彩る魅力あるコンテンツの開発 

拡兵庫五国の
観光協会等と
連携した体験・
周遊滞在型ツ
アー造成事業 

県内各地の観光協会等と連携した体験コンテ
ンツの開発、国内外の旅行会社を活用したツア
ー商品化・販売促進を展開する 

30,226 観光推進課 

新誘客・周遊の
中核となる観
光地独自の魅
力づくりの支
援 

観光地全体の早期回復・消費拡大に向けて、県
内各地の観光協会等が、地域固有の街並み・食
材・歴史文化を活かした通年の中核コンテンツ
や季節の風物詩を創出する取組を支援する 

20,000 観光推進課 

ひょうごロケ
支援Netの推進 

県内フィルムコミッションや市町と連携し、ロ
ケの誘致・支援に取り組む 

1,081 観光推進課 

新ビジターセ
ンターを拠点
とした六甲山
の自然や魅力
の発信強化 

ビジターセンターにライブカメラを設置し、ト
レッキングに役立つタイムリーな情報を発信
するとともに、ボランティアガイド「山の案内
人」による『自然探索ツアー』を実施する 

3,050 神戸県民ｾﾝﾀｰ 

新六甲山ヒル
クライム大会
に向けた準備 

令和４年度の六甲山ヒルクライム大会（仮称）
開催に向けた準備を進めるとともに、プレイベ
ントを実施する 

4,000 神戸県民ｾﾝﾀｰ 

「神戸新開地・
喜楽館」を核と
した地域の賑
わい創出事業 

新開地の魅力発信と賑わいづくりを目的に、若
年層や女性などの新たな客層の獲得に向けた
取組を支援する 

1,480 神戸県民ｾﾝﾀｰ 

拡あにあんプ
ロモーション
事業 

阪神間モダニズムなどの個性豊かな地域資源
の魅力を発信し、定住人口の移動を活発にする
とともに、交流人口の拡大を図る 

7,329 阪神南県民ｾﾝﾀｰ 

阪神地域オー
プンミュージ
アム無料開放
DAY 

阪神間の美術館や博物館などの魅力発信を行
うとともに、これら施設が無料開放すること
で、文化資源に触れる機会を地域住民に提供す
る 

5,869 阪神南県民ｾﾝﾀｰ 

阪神アートVR
ミュージアム
の構築 

阪神間モダニズム文化などの地域内に存在す
る有形・無形文化財を、VR技術によりWEB上で紹
介するバーチャル博物館の公開に向けた検討
を行う 

436 
阪神南県民ｾﾝﾀｰ
阪神北県民局 

バーチャル北
摂里山博物館
の拡充 

北摂里山の現地風景等をWEB上でストリーミン
グ配信し、里山を視覚で感じ取れるようにする
ことにより、北摂里山の魅力を発信し、来訪者
の増加をめざす 

809 阪神北県民局 

北播磨魅力体
験ツーリズム
事業 

北播磨の食や地場産業、歴史文化等の地域資源
の発掘や地域人材の育成を図るため、｢ものづ
くり体験ツアー｣｢歴史文化WEBツアー｣等の地
域の魅力を体験するﾂｰﾘｽﾞﾑを提供するととも
に、地域の観光資源の魅力を高める取組を支援
する 

10,700 北播磨県民局 
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新中播磨の山
城魅力発信 

地域内外へ広く播磨の山城の魅力を発信し、地
域全体の活性化や交流人口の増加を推進する
ため、西播磨県民局と連携し、往時の山城の様
子が体感できる「西播磨の山城へGO」ｱﾌﾟﾘに中
播磨の山城を追加するための復元図を作成す
る 

200 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

拡日本遺産「銀
の馬車道・鉱石
の道」推進事業 

「銀の馬車道・鉱石の道」の見える化と魅力発
信のため、体感できる馬車模型の設置、「ひょう
ごサイクリングモデルルート」を活用したサイ
クリング事業や、JR播但線と連携したサイクル
トレインの運行を行うほか、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連でのプロモーションを
実施する 

13,700 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

拡西播磨の山
城をとりまく
歴史的建築物
等の発掘・発信 

西播磨地域の山城をとりまく歴史的建築物や
まちなみを観光資源として評価・選定し、観光
ガイドブック等にまとめ情報発信することで、
良質な観光ガイド育成の一助とする 

1,300 西播磨県民局 

拡山城ICTフル
活用作戦 

建築物が現存しない、登城が困難な山城につい
てCG、AR、アプリ等のICTを活用して「見せ方」
を磨き上げることで誘客の拡大を図り、リピー
ターの確保につなげる 

3,030 西播磨県民局 

拡但馬の日本
遺産を活用し
た地域の魅力
づくりの推進 

地域で育まれ、守られてきた日本遺産（鉱石の
道、北前船、麒麟獅子）の認定のｽﾄｰﾘｰにちなん
だ地域づくりを推進するため、先導的な取組（ｳ
ｫｰｷﾝｸﾞ、ﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄ整備、周年ｲﾍﾞﾝﾄ等）を地域と
協働して推進する 

9,559 但馬県民局 

新四季の丹波
「コト体験」の
充実 

新たに地域資源を活用した「ｺﾄ体験」や、それ
らを巡るﾄﾞﾗｲﾌﾞｺｰｽを紹介するとともに、既存ｺ
ﾝﾃﾝﾂのﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ等を支援することにより、四
季を通じて更なる誘客を図る 

5,575 丹波県民局 

日本遺産「国生
みの島」魅力発
信 

日本遺産「国生みの島・淡路」をはじめとする
歴史、文化、食、自然、景観など多様な淡路島
の魅力を国内外へ発信し、ふるさと意識の醸成
や交流人口の拡大、誘客促進を図る 

3,000 淡路県民局 

魅力ある海事観
光ｺﾝﾃﾝﾂの開発
(淡路交流の翼港を
活用したｸﾙｰｽﾞﾂｱｰ) 

淡路島の豊富な地域資源を活かし、交流人口の
拡大につなげるため、海洋ツーリズムの拠点で
ある淡路交流の翼港を活用したクルーズツア
ーを実施する 

2,000 淡路県民局 

(2) 滞在型観光プログラムの開発 

拡「観光・にぎ
わい応援貸付」
の整備 

飲食店、アパレルや土産物等の小売店、ヨガ・
ジム等のレクリエーション施設等が行う、コロ
ナ禍における事業継続を応援するため、融資対
象者等の要件を拡充する 

－ 地域金融室 

淡路夢舞台と
周辺施設との
連携によるﾂｰﾘ
ｽﾞﾑの実施 

グランドニッコー淡路において、淡路ワールド
パークONOKORO、ニジゲンノモリなどの島内観
光施設等と連携した魅力あふれる宿泊プラン
を提供する 

－ 企業庁 
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拡食と農で結
ぶ夢街道づく
り 

夢前ﾃﾛﾜｰﾙと地元農家の技術で生産された農畜
産物、郷土料理をPRするｲﾍﾞﾝﾄ等を実施するほ
か、観光農業や農業体験などにより、都市住民
に繰り返し訪れてもらえる取組を行う 

3,000 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

拡思わず行き
たくなる中は
りま誘客促進
事業 

中播磨での宿泊者を増やすために、中播磨管内
での宿泊を伴うツアーを実施した旅行事業者
等へ補助を行う 

1,600 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

中はりま「農
泊」モデルの支
援 

農村での滞在型旅行により、その土地の魅力を
味わってもらう「農泊」を推進することで、イ
ンバウンドを含め交流を通じた地域農業の活
性化を図る 

800 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

新ブランドを
楽しむ機会創
出 

農家民宿のネットワーク作りに向けた交流会
等の開催や丹波ブランド農産物を満喫できる
よう、家族連れ等少人数がマイカーで楽しめる
モデルコースを検討する 

2,030 丹波県民局 

(3) 交流とにぎわいの空間づくり 

神戸ﾙﾐﾅﾘｴ開催
支援事業 

阪神・淡路大震災の犠牲者への鎮魂と大震災の
記憶を永く後世に語り継ぎ、まちのさらなる魅
力発信と神戸地域への集客を目的に、毎年12月
に開催される神戸ﾙﾐﾅﾘｴの支援を行う 

35,300 観光企画課 

淡路花博20周
年記念花みど
りフェア 

「ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾛｰﾗ2000」(淡路花博)の開催から20年
を記念し、淡路夢舞台、国営明石海峡公園をは
じめ淡路島内において、自然再生の理念を継承
するとともに食や自然、歴史・文化の魅力を活
かした各種ｲﾍﾞﾝﾄを開催（2021年春、2021年秋）
する 

－ 公園緑地課 

ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰ
ﾑｽﾞ2021関西の
開催準備 

1年延期となった2022年の大会開催に向け、ﾜｰﾙ
ﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ2021関西組織委員会等と連携
して、具体的な開催準備・運営に取り組む 

88,755 
教育委員会 

スポーツ振興課 

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ応援
事業 

県のスポーツ振興や地域の活性化などの成果
を上げるため、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの聖火
リレー出発式及び事前合宿を実施する 

145,931 
教育委員会 

スポーツ振興課 

「関西ﾏｽﾀｰｽﾞｽ
ﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」
の開催 

「WMG2021関西」の機運醸成を図り、広く県民に
ｽﾎﾟｰﾂの楽しさや喜びを体験したり、実践する
場を提供することで、生涯を通じてｽﾎﾟｰﾂに親
しみをもって、健康で豊かな生活の実現に資す
るため「関西ﾏｽﾀｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」を実施する 

7,285 
教育委員会 

スポーツ振興課 

第10回神戸マ
ラソン 

ランニングを核としたスポーツのさらなる振
興を図り、震災の復旧・復興における経験や教
訓、兵庫・神戸の魅力を国内外に発信するため、
10回目の節目を迎える神戸マラソンを開催す
る 

68,883 
教育委員会 

スポーツ振興課 

新神戸西部３
都（新開地、兵庫
津、新長田）を巡
るワンデーマ
ーチの開催 

３都に点在する史跡や町並みなどの見どころ
を巡るウォークイベントを、地元団体等と連携
して開催するとともに、SNSやマップによる情
報発信を行う 

6,900 神戸県民ｾﾝﾀｰ 

新海・山・アー
トをつなぐ新
たな観光エリ
アの創出 

神戸市と連携し、新たなアート作品の完成披露
イベントの開催、アートと海・山を巡るセルフ
ツアー促進に向けた環境整備を行う 

3,500 神戸県民ｾﾝﾀｰ 



6 
 

新「阪神間モダ
ニズムセミナ
ー」の開催 

F.L.ﾗｲﾄ、W.M.ｳﾞｫｰﾘｽﾞ、村野藤吾などによる阪
神間ﾓﾀﾞﾆｽﾞﾑ建築や関連する多彩な文化を幅広
く紹介することにより、阪神間ﾓﾀﾞﾆｽﾞﾑの魅力
を地域内外に発信するとともに、文化の香り高
いまちづくりを推進する 

3,000 阪神南県民ｾﾝﾀｰ 

拡阪神南ふれ
あいｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ
開催事業 

スポーツと健康づくりの拠点「県立尼崎の森中
央緑地」などで、幅広い世代が参加交流できる
スポーツイベントを開催する 

3,500 阪神南県民ｾﾝﾀｰ 

拡ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄと
巡る阪神間マ
イクロツーリ
ズムツアー 

阪神間モダニズムや清酒文化に関係する観光
スポットを専門家と巡る日帰りバスツアーを
実施し、地域の魅力を再発見する 

※「あにあん
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事
業」(P.3)と
して実施 

阪神南県民ｾﾝﾀｰ 

「ひょうご北
摂ﾗｲﾌ」魅力発
信による移住
定住促進事業 

ひょうご北摂での暮らし方や魅力ある観光地
を、ひょうご北摂リモート現地ガイドや、大阪
ふるさと暮らし情報センターでの情報提供、各
種フェアへの出展、メディア広報等を通じて発
信し、交流・定住人口の拡大を図る 

13,115 阪神北県民局 

ひょうご北摂
魅力いっぱい
フェアの開催 

阪神北地域ツーリズム振興協議会が阪神間日
本遺産推進協議会と連携して実施する観光PR
や物産展の開催等を支援する 

7,000 阪神北県民局 

「のせでんｱｰﾄ
ﾗｲﾝ2021」の開
催支援 

能勢電鉄沿線の１市３町（川西市、猪名川町、
能勢町、豊能町）を舞台に、国内外からｱｰﾃｨｽﾄ
が集い、里山を中心に地域の魅力を掘り起こす
ｱｰﾄｲﾍﾞﾝﾄ（２年に１回実施）に参画する 

－ 阪神北県民局 

新東播磨ツー
リズムファン
づくり事業 

観光客入込数の増加に向け、観光情報ポータル
サイトを全面リニューアルし、「ものづくり体
験ガイド」等のコンテンツを広く発信する 

9,398 東播磨県民局 

新加古川を活
かしたスポー
ツのメッカづ
くり 

加古川河川敷で「加古川シクロクロス（仮称）」
等のサイクリングイベントを開催するととも
に、レガッタやカヌーのコースを確保する 

10,400 東播磨県民局 

新 明 石 港 発
信！賑わいづ
くりプロジェ
クト 

再開発を予定している明石港東外港の砂利揚
げ場跡地で、全国豊かな海づくり大会の開催ま
で、魚とのふれあいイベント等を実施し、賑わ
いを創出する 

2,000 東播磨県民局 

地域活性化イ
ベント支援事
業 

東播磨管内各市町を代表する集客・交流イベン
ト事業を支援し、地域の賑わい創出と交流人口
の増加を図る 

2,250 東播磨県民局 

拡銀の馬車道
ブランドの推
進事業 

銀鉱石に見立てた白皮かぼちゃ「銀馬車かぼち
ゃ」を使用した沿線店舗でのメニュー提供やス
タンプラリー等のイベントを実施するほか、「銀
の馬車道」商品の開発支援を行う 

4,500 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

姫路港・海の魅
力発信 

姫路港の重要性や海の魅力を発信し身近な港
としてPRするため、夏秋の2回「姫路港ふれあい
フェスティバル」開催及び姫路港を起点とする
周遊クルーズ等を実施する 

6,800 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

拡桜づつみ回
廊の美観保全 

ふるさと桜づつみ回廊の桜について、現況調査
を行って再生計画を策定し、樹勢回復対策を実
施することにより、美観保全に取り組むととも
に、PR動画を作成する 

8,000 丹波県民局 
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拡恐竜化石ﾌｨｰ
ﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑの
推進 

研究者の講演と剖出（化石ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）体験を組み
合わせたﾘﾓｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑや、篠山城跡や春日神社
にある篠山層群の露頭など知られざる化石ｽﾎﾟ
ｯﾄを巡るﾓﾊﾞｲﾙｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ、ﾚﾍﾞﾙに応じた「体験ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ」を実施する 

5,100 丹波県民局 

    
Ⅱ 受入環境の整備促進 

２ 観光客受入基盤の整備 

(1) 観光地を支える快適な環境整備 

拡兵庫五国の
観光協会等と
連携した体験・
周遊滞在型ツ
アー造成事業
[再掲] 

県内各地の観光協会等と連携した体験コンテ
ンツの開発、国内外の旅行会社を活用したツア
ー商品化・販売促進を展開する 

30,226 観光推進課 

景観に配慮し
た無電柱化の
推進 

防災、安全上の観点からだけでなく、観光地の
景観にも配慮した道路の無電柱化を関係者の
協力と役割分担のもと計画的に推進する 

374,191 道路企画課 

西はりま山城
眺望復活大作
戦 

山城において山頂からの眺望改善のため、既存
の樹木の伐採など森林整備を行うとともに、地
域での山城の整備を行う活動団体へ支援する 

5,000 西播磨県民局 

新山陰海岸ｼﾞｵ
ﾊﾟｰｸ・ﾄﾚｲﾙ案内
ｻｲﾝ等設置事業 

山陰海岸ｼﾞｵﾊﾟｰｸ・ﾄﾚｲﾙをｺﾛﾅ禍における本格的
なｼﾞｵﾂｰﾘｽﾞﾑの柱として活用するため、案内ｻｲﾝ
等を設置する 

600 但馬県民局 

(2) 観光地・観光産業を支える人材の確保・育成 

拡大学生など
次世代を担う
中核観光人材
養成事業 

ポストコロナにおける観光産業の中核となる
人材を養成するため、本県の観光振興に関心の
ある大学生や観光事業者を対象に、セミナー等
を実施する 

2,700 
観光企画課 
観光推進課 

観光産業の人
材確保・育成 

Withコロナで多様化する観光ニーズに対応し
た、宿泊事業の分野で質の高いサービスを提供
できる観光産業の人材を確保するため、仕事の
魅力やイメージアップを図る取組を支援する 

7,000 観光企画課 

コンテンツ開
発の推進に向
けた「ひょうご
観光本部」の体
制整備 

民間人材の活用を図り、観光振興の中核を担う
組織としての機能を強化するため、ﾂｰﾘｽﾞﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｻｰ等が中心となりコンテンツ開発を推進
する 

9,500 観光企画課 

ひょうご観光
本部誘客促進
事業 

ひょうご観光本部のツーリズム資源開発や情
報発信などの事業に必要となる人材確保への
支援を行う 

35,495 観光企画課 

新外国人県民
による兵庫の
魅力発信事業 

インバウンド再開に備え、外国人県民(JET、留
学生、外資系企業社員等)が、｢Hyogoｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ｣
として生活者の視点から兵庫の魅力を各自の
言語圏へSNS等で発信する 

1,400 観光推進課 

新観光業の再
生・活性化に向
けた産学官連
携事業 

芸術文化観光専門職大学とひょうご観光本部
の連携の下、観光事業者等を対象にしたセミナ
ーを実施する 

2,000 観光推進課 
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拡地域の魅力
に精通した観
光ガイドの強
化・育成事業 

ひょうご五国の魅力や観光コンテンツに精通
した通訳案内士等を養成する 

4,500 観光推進課 

新専門職大学
における人材
育成 

芸術文化と観光の双方の視点を生かして地域
の活力を創出し、観光分野での新たな価値を創
造できる人材の育成を支援する 

968,831 専門職大学準備課 

プレミアムガ
イド人材養成 

歴史文化の専門家や活躍するガイド等を講師
とし、分かりやすく、興味深い解説ができる上
質なガイドを育成する 

3,500 西播磨県民局 

(3) 安全安心を届ける受入基盤整備 

ユニバーサル
ツーリズムの
推進 

高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが安
心して旅行を楽しむことができるユニバーサ
ルツーリズムを推進する 

1,441 観光企画課 

旅行業登録事
務 

旅行業法に基づき、旅行業者の登録事務を実施
する 

124 観光企画課 

新安全な登山
城環境の創造 

「山城復活プロジェクト」の各種PR事業の実施
に伴い、一般観光客の山城への登山城の増加が
見込まれることから、安全安心な登山城のため
の情報も網羅したマップを作成する 

3,100 西播磨県民局 

新ｺﾛﾅに負けな
い但馬観光の
推進（安心・安
全対策への支
援） 

地域観光協会に対し、感染症拡大防止対策の支
援を実施する 

800 但馬県民局 

３ 観光地アクセスの整備 

(1) 観光地・交通事業者と連携した２次交通対策の推進 

JR加古川線・神
戸電鉄粟生線・
北条鉄道の利
用促進 

鉄道ネットワークを守り育てるため、沿線市町
や関係団体と連携し、JR加古川線、神戸電鉄粟
生線、北条鉄道の利用促進及び沿線地域の活性
化を図る 

3,500 北播磨県民局 

ｺﾛﾅに負けない
但馬観光の推
進（夢但馬周遊
バスの運行） 

公共交通機関と但馬の観光地を結ぶ夢但馬周
遊バス「たじまわる」を継続運行する 

12,762 但馬県民局 

新「淡路島公共
交通ポータル
サイト」の開
設・運営 

従来の足ナビに掲載している時刻表の他、運
賃、企画乗車券等の情報、花みどりフェア等の
催事情報、観光タクシーやレンタサイクル情報
を掲載し、淡路島で公共交通を利用するための
必要な情報が得られるよう、ポータルサイトを
開設・運営する 

2,500 淡路県民局 

南淡路周遊観
光ﾊﾞｽの運行 

観光客が公共交通で円滑に観光施設を周遊で
きる環境を目指し、淡路島南部の観光地を周遊
するバス運行の社会実験を実施する 

2,000 淡路県民局 

バス待合環境
の改善 

公共交通利用者の快適性、利便性の向上を目指
して、バス待合環境の品質向上を図るため、交
通事業者が整備するバス停の上屋等の整備費
用を支援する 

5,000 淡路県民局 
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「あわじ足ナ
ビ」の発行 

観光客が利用しやすい公共交通の実現を目指
して、淡路島に関係する公共交通の情報提供の
充実を図るため、総合時刻表「あわじ足ナビ」
の発行を支援する 

200 淡路県民局 

「公共交通で
巡る淡路島観
光周遊プラン」
の情報発信 

公共交通を利用した観光誘客を図るため、公共
交通による観光地巡りの情報が容易に入手で
きるパンフレットの発行とホームページの開
設を行う 

1,500 淡路県民局 

播但線沿線等
の魅力アップ 

JR播但線の利用促進と、地元住民の愛着や訪れ
る人への魅力アップを図るため、各種広報媒体
を通じて沿線の魅力やイベントについて情報
発信する 

250 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

(2) 将来を見据えた交通アクセスの整備 

新播磨灘のク
ルーズ船対策
研究会の設置 

世界でも有数の多島海である瀬戸内海を活か
したクルーズ船による観光を推進するため、
「播磨灘クルーズ船対策研究会」を設置し、障
壁となる規制の見直しや緩和を検討する 

8,790 地域創生担当 

新アプリによ
る企画乗車券
の発行と運用
（「 淡 路 島
MaaS」の実施に
向けた取組） 

神戸から淡路島を結ぶ高速バスの往復乗車券
と島内の路線バス等の乗り放題切符、クーポン
券を組み合わせた企画乗車券（乗り放題パス）
を発行し、携帯アプリによる企画乗車券の発
行・運用を実施する 

800 淡路県民局 

(3) 観光地アクセス拠点の整備 

伊丹空港にお
ける県観光・物
産情報ｺｰﾅｰの
運営 

国内観光客の本県への誘客を促進するため、国
内基幹空港である伊丹空港において、県観光・
物産情報等を発信する 

11,350 観光推進課 

兵庫わくわく
館を活用した
プロモーショ
ン 

(一社)兵庫県特産物発信協会が設置運営する
首都圏アンテナショップ「兵庫わくわく館」を
活用し、県内の観光情報及び特産品情報を発信
する 

23,978 観光推進課 

拡但馬牛・神戸
ビーフ発信力
強化 

但馬牛・神戸ﾋﾞｰﾌの情報発信拠点である神戸ﾋﾞ
ｰﾌ館を活用したｲﾍﾞﾝﾄ及び応援大使やｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ
を活用したSNSでの動画配信により、観光客の
更なる集客と神戸ﾋﾞｰﾌのPRを図る 

3,121 畜産課 

    

Ⅲ 観光産業の振興 

４ 観光ビジネスの創出・育成 

(1) 観光ビジネスのイノベーションの創出 

地域未来投資
促進法に基づ
く地域経済牽
引事業計画 

県・市町が策定する基本計画に基づいて県が承
認する「地域経済牽引事業」を行う事業者に対
して、国が各種優遇制度を実施する 

－ 産業立地室 

新規産業立地
促進補助 

一定要件を満たす立地促進事業を行う事業者
に対して税軽減や補助を行う 

1,902,839 
産業立地室 
・国際経済課 

新JET地域国際
化塾の開催 

JET青年の地域への理解を深め、外国人の視点
を踏まえた多様な地域振興を図るため、JET青
年と、地域団体との意見交換等を実施する 

4,180 国際交流課 
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(2) 事業者とともに取り組むニューツーリズムの創出 

拡宿泊割引支
援事業 

Go To トラベル終了後の旅行需要の急激な収縮
を避け、観光関連産業の回復を継続的に下支え
するため、県内宿泊施設での宿泊割引を実施す
る 

200,000 観光企画課 

拡「兵庫五国の
名湯に泊まろ
うキャンペー
ン」の実施 

Go To トラベル終了後、県内観光需要の早期回
復に向けて、事業者を切れ目なく支援するため
「兵庫五国の名湯に泊まろうキャンペーン」の
第３弾を実施する 

483,000 観光企画課 

新ふるさと文
化の観光資源
活用応援プロ
ジェクト 

地域の特性を活かした魅力ある観光地づくり
を進めるため、伝統芸能・文化等を活かした地
域主体の観光地振興の取組を「ふるさとひょう
ご寄附金」を活用して支援する 

20,000 観光企画課 

新鉄道事業者
と連携した観
光キャンペー
ン 

WMG、大阪・関西万博など国際的ビッグイベント
を控え、関西への注目が集まるなか、国内外の
観光客を兵庫に誘致するため、JR西日本と連携
したツアー造成、プロモーション等を展開する 

10,000 観光推進課 

新「瀬戸内・ひ
ょうご安心ク
ルーズ」発信事
業 

感染防止対策を講じた瀬戸内クルーズツアー
をモデル実施し、安全性と船旅ならではの魅力
を広く発信する 

4,500 観光推進課 

新欧州・豪州向
けゴルフツー
リズムの造成・
販売促進 

質・量ともに国内有数のゴルフ場を有する本県
の強みを活かし、県内各地のゴルフ場を中心
に、観光コンテンツを組み合わせたゴルフツー
リズムを造成する 

3,000 観光推進課 

拡兵庫五国の
観光協会等と
連携した体験・
周遊滞在型ツ
アー造成事業
[再掲] 

県内各地の観光協会等と連携した体験コンテ
ンツの開発、国内外の旅行会社を活用したツア
ー商品化・販売促進を展開する 

30,226 観光推進課 

都市農村交流
バス運行支援
事業 

ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ(農山漁村地域において自然、文
化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動)
等の推進を図るため、ﾊﾞｽ運行経費を助成する 

12,586 楽農生活室 

エコツーリズ
ムバス運行支
援事業 

環境関連施設での学習機会や自然環境などに
触れる機会を提供するため、団体及び学校が借
り上げたバス等経費の一部を助成する 

7,568 環境政策課 

インフラツー
リズムの開発・
推進 

ダム･橋梁・トンネル･道路、建設工事現場等の
県内のインフラ施設を観光資源として積極的
に活用するため、情報発信や来訪環境整備およ
びインフラツアーを実施する 

－ 技術企画課 

大鳴門橋自転
車道設置検討
事業 

サイクリングコースとして高い評価を受ける
淡路地域の振興を図るため、大鳴門橋への自転
車道設置に必要な設計を実施する 

40,000 高速道路推進室 

青野運動公苑と
周遊施設との連
携によるｽﾎﾟｰﾂﾂｰ
ﾘｽﾞﾑの実施 

県北播磨県民局、周辺ゴルフ場と連携したイン
バウンドゴルフ客の誘客及び宿泊とスポーツ
を組み合わせたプランを提供する 

－ 企業庁 
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神戸ｱｸﾞﾘｲﾝﾊﾞｳ
ﾝﾄﾞ推進ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ 

神戸市内の観光農園等において外国観光客の
受入を推進するため、ポストコロナに対応した
受入環境整備や海外に向けた情報発信等の取
組を支援する 

1,000 神戸県民ｾﾝﾀｰ 

湊川隧道の保
存・活用事業 

定期一般公開事業や通り抜けイベント、情報発
信の継続・充実とともに、一般公開20周年を記
念したトンネルサミットを開催する 

    2,750 神戸県民ｾﾝﾀｰ 

拡ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ
ﾙｰﾄ環境整備 

「武庫川・六甲山ヒルクライムルート」におい
て、サイクリング環境を整備するとともに、サ
イクリスト（モニター）によるSNS等を通じた情
報発信を充実させる 

2,000 
神戸県民ｾﾝﾀｰ 
阪神南県民ｾﾝﾀｰ 

拡ひょうご北
摂スポーツサ
イクルの郷づ
くり 

観光情報を掲載した北摂里山ｻｲｸﾙﾏｯﾌﾟの更新
やｲﾍﾞﾝﾄの開催、走行上危険な舗装の修繕など、
ｽﾎﾟｰﾂｻｲｸﾙの環境整備を進めるとともに、新た
に「ひょうご北摂里山ライド（仮称）」等を開催
し、地域活性化を図る 

15,419 阪神北県民局 

阪神アグリパ
ーク構想の推
進 

阪神地域の「食」・「農」拠点を紹介する周遊マ
ップの作成、拠点を巡るモバイルスタンプラリ
ーの実施、 阪神産の清酒と清酒に合う阪神産
食材の消費拡大を目的とした「メイド・イン・
阪神」清酒・食材フェア（仮称）の開催を通じ
て阪神地域の農と食の魅力を情報発信する 

7,486 阪神北県民局 

東播磨の魅力
アップと誘客
事業の展開 

管内市町、商工会議所・商工会、観光協会等と
協力して産業・ツーリズム事業を推進する 

400 東播磨県民局 

東はりまの魅
力 KIDs 体験ツ
アー 

地域の魅力を実感し、愛着を深めてもらうた
め、夏休み期間に小学生とその保護者を対象
に、企業の製造現場の見学やものづくり体験を
行うツアーを実施する 

1,498 東播磨県民局 

北播磨サイク
ル＆フットパ
ス推進事業 

北播磨の豊かで多彩な地域資源をサイクリン
グとフットパスにより有機的につなげた周遊
ルートにより、都市と農村の交流を促進し、北
播磨の知名度の向上、地域の賑わいづくり、交
流人口の拡大を図る 

8,000 北播磨県民局 

北播磨「農」
「食」体験 

道の駅や農産物直売所などの都市農村交流施
設等を拠点として、来訪者のﾆｰｽﾞに応じた農業
体験、田舎体験、観光農園へのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄやﾌｧｰﾏ
ｰｽﾞﾏｰｹｯﾄの開催など、収穫してから食べるまで
の北播磨の魅力向上を図る 

2,400 北播磨県民局 

北播磨広域観
光事業 

管内市町、観光団体等とも連携しながら、観光
PR、誘客促進事業を展開し、広域観光の振興を
図る 

4,350 北播磨県民局 

北播磨インバ
ウンド推進事
業 

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽﾎﾟｰﾂｲﾔｰｽﾞの到来により、兵庫・北播磨
へのｺﾞﾙﾌ＋地域体験からなるｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ誘客が
進むなか、ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ2021を見据えた
誘客等の取組を展開する 

3,250 北播磨県民局 

拡日本遺産「銀
の馬車道・鉱石
の道」推進事業
[再掲] 

「銀の馬車道・鉱石の道」の見える化と魅力発
信のため、体感できる馬車模型の設置、「ひょう
ごサイクリングモデルルート」を活用したサイ
クリング事業や、JR播但線と連携したサイクル
トレインの運行を行うほか、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連でのプロモーションを
実施する 

13,700 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 
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拡はりま姫路
の前どれ水産
物グレードア
ップ作戦 

漁業体験見学船によるﾂｱｰの実施や集客イベン
トの開催による都市住民との交流を促進させ
るとともに、地域水産物のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化や来訪者の
利便性向上による漁村地域の発展を図る 

10,300 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

サイクルモデ
ルルートを活
かした中播磨
地域づくり  

マップの配布やホームページによる情報発信
を行い、「銀の馬車道周遊ルート」を周知すると
ともに、路面表示、注意喚起標識等の設置、サ
イクルスタンドの設置等を行う 

1,000 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

中はりま食文
化の発信 

中播磨を中心としてひょうごの食の魅力を全
国に発信する「姫路食博2021」を支援する 

1,500 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

中はりま「農
泊」モデルの支
援［再掲］ 

農村での滞在型旅行により、その土地の魅力を
味わってもらう「農泊」を推進することで、イ
ンバウンドを含め交流を通じた地域農業の活
性化を図る 

800 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

新西はりまツ
ーリズム拠点
の整備 

西播磨地域に点在する見どころを、公共交通、
自動車、バイク、自転車など、様々な移動手段
で巡るための環境を整備し、アウトドアツーリ
ズムによる地域活性化を図る 

5,500 西播磨県民局 

新ｺﾛﾅに負けな
い但馬観光の
推進（スキー場
のグリーンシ
ーズン誘客対
策への支援） 

年間を通したスキー場の誘客対策として、誘客
コンテンツ造成事業等に対して支援する 

4,000 但馬県民局 

ｺﾛﾅに負けない
但馬観光の推
進（サイクルツ
ーリズムの推
進） 

サイクルルートのマップ作成、サイクルスタン
ド等を整備し、サイクリストの受入環境を整備
する 

800 但馬県民局 

新ブランドを
楽しむ機会創
出［再掲］ 

農家民宿のネットワーク作りに向けた交流会
等の開催や丹波ブランド農産物を満喫できる
よう、家族連れ等少人数がマイカーで楽しめる
モデルコースを検討する 

  2,030 丹波県民局 

拡「兵庫丹波チ
ャレンジ200」
サイクルツー
リズムの推進 

丹波地域のｻｲｸﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙﾙｰﾄ「兵庫丹波ﾁｬﾚﾝｼﾞ
200」をもとに、自転車走行環境の整備、ｻｲｸﾘｽ
ﾄの受入環境整備、ｻｲｸﾘｽﾄへの情報発信を行う
とともに、ﾌﾙｺｰｽ200kmを走行するｻｲｸﾘﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ
を開催する 

10,500 丹波県民局 

新ウェルネス
トラベルの促
進 

医学的な根拠に基づく健康の維持と観光をつ
なげる｢ウェルネストラベル｣や、観光地で働き
ながら休暇を取る「ワーケーション」を推進し、
新たな観光手法による誘客促進を図る 

2,614 淡路県民局 

拡「アワイチ」
魅力アップの
推進 

アワイチのナショナルサイクルルートの指定
を視野に、走行環境の向上を目指し、路肩拡幅
や側溝整備、主要な観光地や交通拠点等への案
内標識等の設置、道の駅等におけるｻｲｸﾙﾗｯｸや
休憩施設（日よけ、ベンチ等）の整備を行う 

207,000 淡路県民局 
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サイクルツー
リズムの推進 

琵琶湖や浜名湖などのサイクリングコースと
連携し、スマートフォンアプリを活用した期間
設定型キャンペーン事業を実施することによ
り、サイクルツーリズムを推進するとともに、
「アワイチ」をPRする 

1,500 淡路県民局 

(3) 食・特産品・農畜水産物の消費拡大 

「五つ星ひょ
うご」プロモー
ション事業 

兵庫県特産品のブランドイメージの定着を図
るため、本県特産品を「五つ星ひょうご」とし
て選定し、ひょうごの魅力溢れる特産品プロモ
ーションを展開する 

23,000 観光企画課 

ひょうごふる
さと館の運営 

県内特産品の振興を図るため、「ひょうごふる
さと館」（神戸阪急新館５階）の設置運営や各地
での物産展の開催などにより、特産品の販路拡
大と情報発信を実施する 

23,712 観光企画課 

拡フルーツエ
イトプロジェ
クト 

西播磨地域で生産される代表的なﾌﾙｰﾂを「西播
磨ﾌﾙｰﾂ∞(ｴｲﾄ)」と定め、収穫体験や直売所、ｽ
ｲｰﾂ等を一体としてPRすることにより、認知度
の向上を図り、西播磨への訪問を促す 

2,850 西播磨県民局 

拡西播磨ﾌｰﾄﾞｾ
ﾚｸｼｮﾝ2021  

西播磨地域の農林水産物を使用した加工食品
のコンテストを開催し、受賞食品を広くPRする
とともに、新たな加工品の開発やレベルアップ
の取組を支援し、農林水産業の６次産業化と地
域の魅力づくりを推進する 

7,543 西播磨県民局 

拡ｱﾌﾀｰｺﾛﾅ社会
に適応した但
馬水産王国の
再興 

漁業、水産加工業、観光業など様々な関係者が
一丸となり、ｱﾌﾀｰｺﾛﾅ社会への適応をいち早く
進めるとともに、年間を通じて豊富な魚介類を
提供することで地域の魅力向上を図り、感染症
の蔓延のような環境の変化に対応する適応力
を向上させる 

3,500 但馬県民局 

拡「御食国淡路
島」推進戦略の
展開 

「御食国」の淡路、若狭、志摩と「都」京都が
一体となり、「御食国ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」を確立するととも
に、国内外への効果的なﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動の展開に
より、地域農畜水産業の振興と誘客促進を図る 

3,500 淡路県民局 

    

Ⅳ プロモーションの強化 

５ 重点市場への戦略・継続的なプロモーション 

(1) 訪日外国人旅行者 

(1-1) 認知度の向上とブランド化の推進 

新 JNTOを活用
したインバウ
ンド発信力強
化事業       

ひょうご観光本部の多言語観光サイト
｢Another Hyogo｣リニューアルに向け、日本観光
の海外広報等を担うJNTO(日本政府観光局)の
知見を活かしたコンサルティングを実施する 

3,000 観光推進課 

新インバウン
ド再開に向け
た情報発信事
業 

日本旅行の検討時によく利用される「JAPAN 
Monthly Web Magazine」を通じて、欧米豪・ア
ジアに広く観光情報を発信する 

4,920 観光推進課 

中国向けオン
ラインプロモ
ーション事業 

国別訪問者数が最大の中国市場に対し、
「WeChat」「Weibo」を活用したオンラインプロ
モーションを実施する 

6,180 観光推進課 
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世界最大級の
OTA(ｵﾝﾗｲﾝ旅行
会社)WEB予約ｻ
ｲﾄへの観光情
報ページ掲出
事業 

インバウンド再開を見据え、世界最大級のOTA
（Online Travel Agency）の海外ウェブサイト
を通じてプロモーションを実施する 

2,000 観光推進課 

ひょうご国際
観光デスク設
置事業 

東アジア等のリピーター市場において、本県ゆ
かりの旅行エージェント等のネットワーク・ノ
ウハウを活用した観光デスクを設置する 

1,500 観光推進課 

ツーリスト・イ
ンフォメーシ
ョン・デスクの
運営 

海外市場への観光プロモーションを行う専門
員を配置し、外国語による相談対応、海外旅行
エージェント等による県内招聘取材のアテン
ド等を実施する 

12,446 観光推進課 

関西連携海外
観光プロモー
ション 

関西広域連合と連携して誘客促進事業を実施
する 

504 観光推進課 

拡ひょうご北
摂・インバウン
ド誘客の推進 

阪神北地域ツーリズム振興協議会が実施する
SNSやHPを活用した多言語観光情報発信を支援
する 

6,633 阪神北県民局 

ｺﾛﾅに負けない
但馬観光の推
進（インバウン
ド誘客対策） 

管内市町と連携し、国内のインバウンド向け展
示会等に出展し、誘客促進を図る 

1,758 但馬県民局 

(1-2) 旅行商品化・ツアー造成の促進 

ビジットHyogo
連携促進事業 

ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ2021関西に向け、豪州を対
象としたプロモーションを実施するとともに、
JRを活用した瀬戸内の旅行造成のため、タイ旅
行エージェント・メディアを招請する 

2,000 観光推進課 

訪日教育旅行
受入促進事業 

海外からの教育旅行の誘致・受入を推進する専
門員を配置するとともに、PRパンフレットを作
成する 

8,842 観光推進課 

県内事業者イ
ンバウンド展
開支援事業 

県内事業者に対し、インバウンドのセミナーや
巡回訪問等を実施することにより、外国人旅行
者獲得機運を高めて誘客を促進する 

3,678 観光推進課 

インバウンド
誘客の促進 

海外インフルエンサーを対象とした視察ツア
ーを実施するとともに、WEBを活用したPRを行
うなど、淡路島の魅力的な観光情報を海外へ発
信する 

2,264 淡路県民局 

(1-3) 魅力ある旅ナカ情報の提供 

中国向けオン
ラインプロモ
ーション事業
[再掲] 

国別訪問者数が最大の中国市場に対し、
「WeChat」「Weibo」を活用したオンラインプロ
モーションを実施する 

6,180 観光推進課 

(1-4)  リピーターにつなげる旅アトのフォロー 

県内主要観光
地・宿泊地魅力
度調査事業 

マーケティング強化のため、過去１年以内に本
県を訪れた日本人観光客を対象にアンケート
調査を実施し、観光施策の立案に活用する 

1,500 観光企画課 
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新外国人県民
による兵庫の
魅力発信事業
[再掲] 

インバウンド再開に備え、外国人県民(JET、留
学生、外資系企業社員等)が、｢Hyogoｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ｣
として生活者の視点から兵庫の魅力を各自の
言語圏へSNS等で発信する 

1,400 観光推進課 

新東京五輪ア
スリート地域
魅力発信事業 

東京五輪事前合宿を実施する海外アスリート
に対して阪神地域の魅力を紹介する余暇プロ
グラムを提供し、地域の魅力をアスリートの
SNS等により世界へ発信する 

1,000 阪神南県民ｾﾝﾀｰ 

淡路島観光動
態調査の実施 

ビックデータを活用した国内観光客の動態調
査による実態把握を行うともに、分析結果のオ
ープンデータ化により民間事業者の事業展開
を支援する 

3,000 淡路県民局 

(2) 日本人旅行者 

(2-1) 認知度の向上とブランド化の推進 

新ローカルエ
アーで結ぶ地
方観光のネッ
トワーク化事
業       

国内観光の本県シェア拡大に向け、ローカルto
ローカルの旅行市場を活性化するため、神戸・
伊丹・但馬空港を中核に、国内線就航先DMO等
との“相互送客”ネットワークを構築する 

5,400 観光推進課 

「あいたい兵
庫」プロモーシ
ョン事業 

訴求力のあるテーマ設定の下、春夏・秋冬の2
回にわたり、ガイドブックやポスター・雑誌・
WEB・SNS等を活用したメディアミックスプロモー
ションを展開する 

35,000 観光推進課 

拡ひょうごe-
県民制度 

兵庫県にゆかりのある方と①ﾌﾚｯｼｭな地域情報
の提供、②上質な県産品の購入などﾃﾞｼﾞﾀﾙ環境
でのﾈｯﾄﾜｰｸを構築し、将来の訪問や交流、移住
を育む 

66,423 地域創生担当 

ひょうご北摂
まち歩きの魅
力PR 

阪神北地域ツーリズム振興協議会が実施する
観光パンフレット「ひょうご北摂きらっとまち
歩き」の作成を支援する 

208 阪神北県民局 

新メディアを
利用した西播
磨の魅力発信 

パーソナリティーが西播磨を訪れ、美しい風景
とあわせて様々な特産品やグルメを体感し、そ
の内容をラジオで放送、SNSを活用した情報発
信を行い、交流人口の拡大を図る 

6,300 西播磨県民局 

新ゆかりの武
将による山城
イレブンのイ
メージ戦略の
展開 

西播磨の山城のうち主要な11の山城をイレブ
ンとして集中的にＰＲするほか、ゆかりの武将
の物語とイメージキャラクターを用いて、より
幅広い層への情報発信力を高める 

3,600 西播磨県民局 

新ｺﾛﾅに負けな
い但馬観光の
推進（地域の観
光情報発信） 

但馬地域の魅力ある観光資源や観光事業者の
取組などの情報を、多様な媒体を活用し、幅広
い年代を対象に発信する情報発信プロモーシ
ョンを実施する 

1,500 但馬県民局 

但馬ファン増
大による関係
人口の拡大 

コウノトリファンクラブ会員増に向けて魅力
発信を強化するとともに、日本遺産を活用した
取組、子ども向け学習ツアーを拡充する 

－ 但馬県民局 

丹波地域の観
光情報戦略的
発信 

四季折々の情報を様々な媒体により発信し、丹
波地域への誘客の促進、交流人口の拡大を目指
す 

4,110 丹波県民局 
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拡関西・首都圏
向け誘客キャ
ンペーンの展
開 

関西圏における淡路島フェア等のPRに加え、首
都圏での積極的なプロモーション活動を展開
し、淡路島への誘客促進を図る 

7,558 淡路県民局 

(2-2) 旅行商品化・ツアー造成の促進 

ひょうごツー
リズムバス事
業 

日本遺産や花みどりフェアなど、兵庫の魅力を
生かした地域間交流を促進するため、県がバス
借上料の一部を補助する 

45,346 観光企画課 

新五国スタン
プラリーの実
施 

e-県民アプリの電子スタンプの仕組みを活用
し、五国に認定されたおすすめスポットを巡る
スタンプラリーを観光キャンペーンと連携し
て実施する 

2,914 地域創生担当 

県民交流バス
事業 

県内の地域団体が、県・市町等の施設見学やイ
ベントに参加する際のバス借上げ料の一部を
補助する 

60,042 広聴課 

ひょうご北摂
きらっとドラ
イブマップの
作成 

さらなる交流人口の拡大を目指し、阪神北地域
ツーリズム振興協議会が行うドライブマップ
（車利用者が管内の魅力ある観光施設などを
周遊できるマップ）の作成を支援する 

586 阪神北県民局 

思わず行きた
くなる中はり
ま誘客促進事
業 

旅行業社等を体験型観光をテーマとしたツア
ーに案内し、地域ならではの観光素材について
のプレゼンテーション、ヒアリング調査を行
い、地域資源の評価向上や旅行商品の造成や情
報媒体への活用促進につなげる 

2,236 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

西播磨の山城
モニターツア
ー 

山城を目的地とするモニターバスツアーを実
施することにより、西播磨管内の山城及びその
近隣の城下町・宿場町への誘客を図る 

3,300 西播磨県民局 

(2-3) 魅力ある旅ナカ情報の提供 

伊丹空港にお
ける県観光・物
産情報ｺｰﾅｰの
運営[再掲] 

国内観光客の本県への誘客を促進するため、国
内基幹空港である伊丹空港において、県観光・
物産情報等を発信する 

11,350 観光推進課 

(2-4) リピーターにつなげる旅アトのフォロー 

県内主要観光
地・宿泊地魅力
度調査事業[再
掲] 

マーケティング強化のため、過去１年以内に本
県を訪れた日本人観光客を対象にアンケート
調査を実施し、観光施策の立案に活用する 

1,500 観光企画課 

観光WEBサイト
充実強化事業 

観光客ﾆｰｽﾞの的確な把握、ﾆｰｽﾞに沿った情報発
信を行うため、双方情報発信可能で利便性の高
い機能を有する情報ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを運営する 

8,000 観光推進課 

淡路島観光動
態調査の実施 
[再掲] 

ビックデータを活用した国内観光客の動態調
査による実態把握を行うともに、分析結果のオ
ープンデータ化により民間事業者の事業展開
を支援する 

3,000 淡路県民局 

６ 広域ゲートウェイへのアプローチ 

(1) 国際線就航空港・港湾からの誘客促進 

関西国際空港
内案内所運営
事業 

関西等の15府県市と共同で、関西国際空港内に
観光案内所を設置し、外国人旅行者からの相談
に対応するとともに、広報を実施する 

1,065 観光推進課 
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姫路港へのク
ルーズ客船誘
致活動の強化 

海外船社へのポートセールス活動に加え、クル
ーズセミナー等の普及啓発活動やクルーズ客
船入港時のおもてなしを実施することで、クル
ーズ客船誘致活動を強化する 

1,000 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

(2) 広域連携による周遊ルートの形成 

せとうちDMOへ
の参画 

瀬戸内地域の７県及び県内事業者により構成
されるせとうちDMOにおける広域連携の取組に
参画し、本県への誘客を促進する 

16,650 観光推進課 

(3) 国内他地域との相互誘客の推進 

観光団体との
連携によるプ
ロモーション 

（公社）日本観光振興協会および歴史街道推進
協議会に参画し、関西府県の連携による観光プ
ロモーションを実施する 

1,000 観光企画課 

但馬空港臨時
チャーター便
運航 

但馬地域の交流人口拡大をめざし、但馬空港を
発着点とする新たな航空需要を創出するため、
臨時チャーター便を運航する 

11,100 空港政策課 

神戸空港利用
推進事業 

神戸空港の利用推進のため、旅行商品の助成、
神戸空港のPR、航空会社の就航記念イベントな
どを実施する 

12,500 空港政策課 

大阪国際空港
利活用推進事
業 

大阪国際空港(伊丹空港)の利用促進のため、就
航都市でのPR、ｾﾐﾅｰ・ﾌｫｰﾗﾑの開催、兵庫県側か
らのﾊﾞｽｱｸｾｽの利用推進などを実施する 

4,530 空港政策課 

但馬空港利用
促進事業 

但馬空港の利用促進に向け、セスナ遊覧飛行、
スカイダイビング体験、パイロット・CAによる
航空教室、見学会等を通じ、空港の賑わいの創
出を図る 

1,320 空港政策課 

但馬－羽田直
行便推進事業 

但馬－羽田直行便の実現に向け、首都圏での観
光PRなどによる知名度アップ・需要喚起・羽田
乗継利用のさらなる促進を図り、国や航空業界
へのアピールに取り組む 

6,300 空港政策課 

兵庫・鳥取県際
交流 

国道29号沿線地域の活性化を図るため、従来の
協議会実施事業や、沿線市町との協力により、
住民主体による地域づくりの取組を実施する 

800 西播磨県民局 

兵庫・岡山県際
交流（３県民
局） 

古来からつながりのある西播磨・備前・美作の
３地域に共通した観光資源を活用した交流事
業を、岡山県等と連携して実施する 

1,000 西播磨県民局 

兵庫・岡山県際
交流（赤穂線） 

赤穂線を通じてつながりのある沿線４市に共
通した観光資源をPRし、一体的に売り出す 

1,100 西播磨県民局 

拡山陰海岸ジ
オパークの推
進 

ﾕﾈｽｺ世界ｼﾞｵﾊﾟｰｸ山陰海岸ｼﾞｵﾊﾟｰｸの自然遺産
の保護を図るとともに、その魅力を世界に発信
していくため、山陰海岸ｼﾞｵﾊﾟｰｸ全体の多様な
地質や地形の研究に加え、教育普及活動やｼﾞｵﾂ
ｰﾘｽﾞﾑなどを推進し、その地域の活性化を図る 

7,813 但馬県民局 

ｺﾛﾅに負けない
但馬観光の推
進（北近畿広域
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施
等） 

JR西日本・京都府等と連携した北近畿広域観光
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施するとともに、氷ノ山の活用を
鳥取県と共同して実施する県際事業を実施す
る 

1,580 但馬県民局 
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広域観光の連
携推進 

兵庫県と京都府にまたがる大丹波(2府県、6市1
町)の府県の枠を超えた連携事業を推進すると
ともに、北近畿観光素材説明会・商談会に参加
し、北近畿ｴﾘｱと連携した観光情報の発信を行
う 

600 丹波県民局 

 

 

 

 

[問い合わせ先]              

産業労働部 観光局 観光企画課 企画調査班 

    TEL０７８－３６２－３８７１ 

 観光推進課 誘客促進班 

    TEL０７８－３６２－３３４０ 


