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「兵庫県下における、地域経済の特徴的な動きや、 

地域活性化に向けた取り組み事例」の公表について 

 

  

 

 

神戸財務事務所ホームページにおいては、 

「兵庫県下における、地域経済の特徴的な動きや、地域活性化に向けた取り組み

事例」の紹介を行っているところですが、今回、第２回としまして、下記の事例を

公表いたします。 

 

○景気回復（経済活性化）に向けた取り組み事例 

  兵庫県下全市町(41 市町)に対して実施した、地域経済活性化に向けた取り

組み状況に関するアンケートの結果を概括的に取りまとめ、その内容を紹介 

 

○プレミアム付商品券の発行（地元消費のための取り組み 等） 

  上記アンケート結果のなかで回答の多かった「プレミアム付商品券」の発行

状況について、その取りまとめ結果を紹介 

 

○廃校を利用した企業誘致（～廃校に工場の灯りを～兵庫県養父市の取り組み）

  養父市における廃校を利用した企業誘致の取り組みを紹介 

 

○高速道路料金の値下げの影響（淡路島におけるＥＴＣ休日終日割引の影響） 

   神戸淡路鳴門自動車道において、平成 21 年 3 月 20 日から先行実施された、

高速道路料金の値下げの影響について、淡路島における調査結果を紹介 

 



地場産業の振興

少子化対策と合わせたもの

○『子育て支援すくすくカード』
【淡路市】
18歳以下の子供を有する世帯を対象に、子供1

人に対して、16％のプレミアムを付けた『すくすく

商品券』を購入できるカードを発行する。

○『３チャイルド子育て支援手当』
【丹波市】
従来は、18歳以下の児童が3人以上いる

保護者に対し、3人目以降の3歳未満の児童
1人に対して現金で交付していた手当てを
『丹波市共通商品券』で交付する。

消費刺激策や生活支援の一環として、
県内24の市町で総額70億円を発行

（予定を含む）。

○概要：プレミアムは5～20％
多くは定額給付金の交付に合わせて発行

○発売額：1万円（22市町）が中心
なかには高額（2万5千円）なものもある

○発行総額：最大は神戸市の１１億円
（プレミアム部分を含む）

※地元の小規模店舗に配慮し、スーパー等の大
型店用と個人商店等の専門店用の2種類の商品

券を販売するところもある。

○県産木材供給センターの誘致
【宍粟市】

林業の再生に向け、山元に利益を還元する
システムづくりの推進を図るべく、 『県産木材
供給センター』 （注）を誘致している。
（注）県産木材の流通システムの中心となるべく、

原木の集積から、製材・加工までを一体的に
行う大規模拠点施設

○組合等の団体に対する助成

播州織（北播磨）や淡路瓦、線香（淡路島）、
三木金物（三木市）の情報発信事業等を行う業
界団体等に対して補助金の交付等の助成を
行っている。

企業誘致の促進

○廃校等を利用した企業誘致の推進
【養父市】

学校統廃合によって生じた廃校を企業誘致
の材料として活用することにより、地域活性化
を目指す。

※実績として、食料品製造業者1社と通信制高校1
校が進出している。

○企業誘致のための各種優遇策

新規に進出のあった企業や、地元で従業員
を新規雇用した企業に対して、固定資産税の
減免や雇用助成金の交付などの各種優遇策
を講じている。

○企業立地促進法に基づく基本計画の

策定

企業立地促進法による基本計画を策定す
ることにより、計画的な企業誘致の促進や産
業集積の形成を図っている。

※「企業立地促進法」に基づき平成20年末までに
兵庫県内に進出が決まった件数は計26件となって

おり、全国の都道府県で最多となっている。

観光振興策

○デスティネーションキャンペーン関連

兵庫県では平成21年4月1日から6月30日ま

での間、ＪＲグループと兵庫県等が連携して実
施する大型観光交流キャンペーン『あいたい
兵庫 デスティネーションキャンペーン』が開催
されることから、当キャンペーンにあわせた観
光客誘致事業を推進する。

景気回復（経済活性化）に向けた取り組み事例
～兵庫県下全市町（41市町）に対するアンケート結果より～

プレミアム商品券等の発行

兵庫県下の各市町においては、厳しい経済情勢が続く中、経済活性化に向けて工夫をこらした各種の取
り組みが進められており、本取り組みが地域経済活性化につながることが期待される。



プレミアム付商品券の発行（地元消費のための取り組み 等）

（1）取り組みに至った背景

兵庫県下の各市町の取り組み

こうべ買っ得商品券の概要

景気悪化に
よる個人消費

の低迷

個人の消費意欲
を刺激する効果
的な取り組みが

必要

神戸市と商業者が連携し
て（※２）プレミアム付商品
券を発行し、商店街・小売
市場の活性化を図る。

（3）特徴
①取り扱い店舗数が約2,500店舗となっており、多数の商業者による取り組みである。
②神戸市は、地元消費を訴える『地元こうべで買いましょう』運動を３月１日から実施しており、

その一環として、商品券の発行支援を行っている。

（2）商品券の概要
①発行主体：神戸市商店街連合会及び神戸市小売市場連合会による

「こうべ買っ得商品券発行委員会」
②販売総額：市内全域で11億円（プレミアム分を含む） ＜10万セット＞
③発売単位：1セット 500円券×22枚つづりを1万円で販売
④発売開始：平成21年3月20日（金）
⑤有効期限：平成21年3月20日（金）～平成21年8月31日（月）
⑥取扱店舗：約2,500店舗（平成21年4月17日現在）

神戸市内の中小
商業者への影響

※2 プレミアム部分の負担割合
神戸市：１／２、商業者：１／２

兵庫県下の各市町においては、プレミアム付商品券の発行等を行い、地元消費の喚起による地域商業の活性化に取り組んでおり、
定額給付金の支給による効果とあいまって個人消費の活性化につながることが期待される。

【取り組み状況】
○ プレミアム付商品券を兵庫県下41市町のうち、半数以上の24市町（※１）において発行（予定を含む）する。

※1 商業者単独での発行を除く

○ 発行目的については、消費喚起による地域商業（商店街等）の活性化、住民の生活（家計）支援という両面がある。

【発行概要】
○ プレミアムは、5％～20％であり、 20％が8市町、10％が14市町となっている。
○ 販売額は、5,000円～25,000円であり、10,000円とするところが22市町で最多となっている。
○ 発行総額は市町の規模によってさまざまであり、最大は神戸市の11億円（プレミアム部分を含む）となっている。

なお、24市町の合計金額は約70億円となっている。
○ 発行時期については、定額給付金の交付に合わせるというところが多く、半数の12市町が定額給付金に合わせて

発行する。

•２４市町が発行
•総発行額は７０億円

兵庫県のプレミアム付商品券は・・



廃校を利用した企業誘致廃校を利用した企業誘致 ～廃校に工場の灯りを～兵庫県養父市の取り組み廃校に工場の灯りを～兵庫県養父市の取り組み

廃校に企業を誘致しようと、パンフレットを作成したとこ
ろ、これが企業の目に留まり、県内調味料製造企業で
あるＡ社の進出が決定。

・過疎化、少子高齢化により廃校が増加。
・地域産業の中心である観光業は年間を通じた就業に不向きで定住人口が減少。
・山間部に位置し、製造業を誘致するために必要なまとまった土地が不足。

養父市の現状 発想の転換

取り組みのきっかけ：地域が抱える問題を、企業誘致のチャンスへ

○全国的にも廃校の転用は多いものの、農作物の生産や物販が中心で、製造工場として利用されるのは珍しい。
○自然豊かな環境は食料品メーカーにとって魅力のひとつであり、地域と企業のニーズが一致した貴重な成功例となり得る。
⇒養父市はＡ社の進出により、地域再生計画「がんばる養父市企業誘致プロジェクト」の認定を受け、引き続き企業誘致を推進している。

旧大谷小学校・・・
通信制高校であるＢ高校が、体験学習

やボランティア等を行う場として活用。Ｈ
20年4月に開校している。

（養父市教育特区の認定を受け、学校
設置会社による学校設置の特例措置）

その他の廃校活用実績

兵庫県養父市

新たな雇用の創出
雇用創出に伴う、定住人口の増加
税収効果
（Ａ社は本店を養父市におく）

廃校に灯が灯ることによる地域コ
ミュニティの再生

地域のメリット

廃校利用による、初期設備投資費
用の抑制
牧歌的風景や、小学校での製造を

ＰＲ素材に
⇒ブランドイメージの向上、見学者
の増加など

企業のメリット

Ａ社の本社（旧西谷小学校）

一
致

養父市は企業に建物は無償で、土地は有償で貸与。
Ａ社の場合、体育館（約８００㎡）を製造施設に、校舎部分をビン詰めの作業ラインや、事務

所等に利用（現在改築中）。
21年4月現在、一部操業を開始しており、順次製造を拡大する見込み。

体育館を改装した製造設備

廃校を利用した企業誘致の可能性



高速道路料金の値下げの影響高速道路料金の値下げの影響（淡路島におけるＥＴＣ休日終日割引の影響（淡路島におけるＥＴＣ休日終日割引の影響））

○高い通行料が淡路島への企業誘致、観光客増加のネックとなっ
ていたことから、歓迎ムードが強い。
淡路島内の主な観光施設の入込客数は大幅に増加しており、宿

泊施設でも、このところの不況の影響で週末が予約で埋まることは
珍しかったが、3月以降の週末は予約で満室状態となっているなど、

観光・飲食業界への経済効果は大きい。

期待する声

高速道路料金値下げに係る影響

通常料金
3,650円

ＥＴＣ休日終日割引（※）適用後

1,000円（約73％割引）

神戸淡路鳴門自動車道 通行料金
（神戸西ＩＣ ⇒ 洲本ＩＣ 普通車）

ＥＴＣ休日終日割引（※）
「軽自動車等」、「普通車」で、土曜日、日曜日、祝日等にＥＴＣを利用して無
線走行した場合に割引対象となり、通行料金が通常料金の50％割引（上限
1,000円）となる。

○淡路島が四国への橋げたとして素通
りされてしまう可能性もあり、メリットばか
りではない。

○島内の消費者が京阪神に流れること
が懸念され、地元商店街などはかなりの
危機感を持っている。

懸念する声

洲本ＩＣ

神戸西ＩＣ

【高速道路料金値下げの影響】

今回の高速道路料金の値下げについては、淡路島において観光客入込数の大幅な増加や宿泊者数の
増加がみられているところであり、今後の、更なる地域活性化に向けた取り組みに期待したい。

大鳴門橋断面通行量
【交通量速報】　普通車
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約63％増加

淡路島内観光施設（12施設）
入込客数

69,598

99,940

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成20年 平成21年

入

込

客

数
（
延

べ

人

数

)

平成20年 H20.3.21～23（もしくは3.20、22～23）及び
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約44％増加

淡路島内宿泊施設（15施設）
宿泊客数
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約6％増加
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