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地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想

兵庫県

１．地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針

（１）本県の産業構造

平成１６年度における本県の県内総生産は１８兆７，０８８億円で、これを産業別にみると、

製造業が４兆７，１０８億円で最も大きく全体の４分の１を占めており、次いでサービス業、不

動産業、卸売・小売業となっている。（表１）

特に、製造業については、構成比（２５．２％）が全国平均（２１．２％）に比べて高く、工

業県としての性格が強いのが特徴である。

一方で、近年のサービス経済化の進展等により、本県においてもサービス業が大きくシェアを

伸ばしている。（表２）

（表１）平成１６年度県内総生産の状況

金 額 構成比 金 額 構成比

全 体 187,088 100.0 4,983,284 100.0

第１次産業 969 0.5 80,526 1.6

農業 633 0.3 65,034 1.3

林業 79 0.0 5,265 0.1

水産業 256 0.1 10,227 0.2

第２次産業 57,506 30.7 1,388,451 27.9

鉱業 678 0.4 4,812 0.1

製造業 47,108 25.2 1,054,101 21.2

建設業 9,720 5.2 329,538 6.6

第３次産業 136,139 72.8 3,700,838 74.3

電気・ｶﾞｽ・水道業 8,972 4.8 127,265 2.6

卸売・小売業 19,817 10.6 677,343 13.6

金融・保険業 10,216 5.5 336,477 6.8

不動産業 27,054 14.5 598,412 12.0

運輸・通信業 14,225 7.6 342,770 6.9

ｻｰﾋﾞｽ業 45,953 24.6 1,051,347 21.1

公務 9,902 5.3 567,224 11.4

小 計 194,614 104.0 5,169,813 103.7

帰属利子等 ▲ 7,526 ▲ 4.0 ▲ 186,529 ▲ 3.7

注) １ 全国は暦年

２ 帰属利子等は、金融機関の受取利子と支払利子の差額等
資料：県民経済計算、国民経済計算

兵庫県
区 分

（単位：億円、％）

全 国
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（表２）産業別県内総生産の推移

（単位：％）

利▲4.4第１次産業 2.7

(S50年度) 第２次産業 42.9 第３次産業 58.8

製造業 34.6 商 15.8 サ9.8

利▲2.4第１次産業 1.0

(H 2年度) 第２次産業 40.9 第３次産業 60.5

製造業 31.4 商 12.4 サ 14.6

利▲4.0第１次産業 0.5

(H16年度) 第２次産業 30.7 第３次産業 72.8

製造業 25.2 商10.6 サ 19.8

注）１ 商：卸売・小売業、サ：サービス業、利：帰属利子等（控除）

２ 帰属利子を含むため、合計は100%にならない。

資料：県民経済計算

（２）地域別県内総生産の状況

地域別県内総生産の構成比（表３）についてみると、第１次産業は但馬、淡路地域において割

合が高く、全体の約半分近く（４４．２％）を占めており、これらの地域では、中国山地をはじ

め、日本海、瀬戸内海の水産資源など豊かな自然環境を生かし、全国的にも有名な農林水産物を

生産している。

第２次産業は神戸・阪神、東播磨及び中播磨地域に集中しており（７９．１％）、これらの地

域においては、高度経済成長期に大手の鉄鋼、金属などの基礎素材型産業、一般機械、輸送機械

など機械関連の加工組立型業種が発展し、これらの大企業を中心とする基幹産業をサポートする

形で周辺に中小製造業の集積が形成されてきたのが特徴である。

(表３)平成１６年度地域別県内総生産の構成比
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資料：市町県民経済計算、県民経済計算
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（３）製造業における本県の事業所数

製造業についてみると、表４で示すように平成１７年における本県の事業所数は１１，５３７

社（全国シェア４．２％）、製造品出荷額等は１３４，７７８億円（全国シェア４．５％）で、

いずれも全国第６位となっており、本県の製造業は国内製造業に重要な役割を果たしている。

本県の事業所を従業員規模別でみると、全事業所の８２．５％が従業員２９人以下となってお

り、兵庫のものづくり産業を支えているのは、基幹産業に関わる中小事業者であることが分かる。

（表４）

（表４）平成１７年従業員規模別の事業所、製造品出荷額等

構成比 構成比

総 数 11,537 100.0 134,778 100.0

小計（４～２９人） 9,515 82.5 15,799 11.7

４～９人 6,041 52.4 3,829 2.8

１０～１９人 2,273 19.7 5,579 4.1

２０～２９人 1,201 10.4 6,391 4.7

小計（３０人～） 2,022 17.5 118,979 88.3

３０～９９人 1,358 11.8 22,674 16.8

１００～２９９人 517 4.5 32,257 23.9

３００人以上 147 1.3 64,048 47.5

全 国 シェア・順位 全 国 シェア・順位

276,716 4.2% ６位 2,962,418 4.5% ６位

資料：工業統計

全国シェア・順位

区 分
製造品出荷額等

（単位：億円）

事業所数

（４）サービス・観光産業の状況

第３次産業は神戸・阪神地域で全体の６１．６％を占めており、これらの地域では、六甲山系

の豊かな自然をはじめ、南京町、北野異人館街、旧居留地といった異国情緒あふれる街並みなど

の多彩な観光資源が存在し、これらの資源を活用したサービス業やおしゃれでハイセンスな街

「神戸」をイメージするファッション、飲食等の小売業が盛んに行われている。

なお、平成１７年度における本県の観光客入込数１２７百万人のうち、神戸・阪神地域といっ

た都市部で全体の約４８％を占めているが、その他の地域においても、温泉の設置や交通基盤の

整備などにより、近年増加傾向にある。
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対前年度 対前年度 対前年度 構成比

県 計 121,675 98.2 124,035 101.9 126,681 102.1 100.0

神戸・阪神地域 59,121 98.3 60,125 101.7 60,603 100.8 47.8

東播磨地域 9,128 90.2 9,326 102.2 10,438 111.9 8.2

北播磨地域 11,777 102.4 12,537 106.5 12,663 101.0 10.0

中播磨地域 9,321 97.5 9,402 100.9 9,561 101.7 7.5

西播磨地域 6,750 100.8 7,302 108.2 7,482 102.5 5.9

但馬地域 9,932 99.5 9,593 96.6 9,960 103.8 7.9

丹波地域 4,993 98.3 5,135 102.8 5,280 102.8 4.2

淡路地域 10,653 98.6 10,615 99.6 10,694 100.7 8.4

資料：観光客動態調査

（表５）観光客入込数の推移

平成１７年度

（単位：千人、％）

区 分
平成１５年度 平成１６年度

（５）地域産業資源の状況

本県には、日本海から瀬戸内海を経て太平洋に面する広大な県土を背景に、六甲山や山陰海岸

などの自然、姫路城をはじめとする歴史的・文化的遺産といった観光資源、酒米の山田錦、ズワ

イガニなど全国有数の生産量を誇る農林水産物、皮革、鞄などの独自の技術を有する地場産業な

ど多彩な地域産業資源が県内各地に存在し、地域経済に大きく貢献している。

（表６）全国１位を占める兵庫県の主な地域産業資源

出荷量(農水物) 全 国
生産金額(地場産業) シェア(％)

山田錦（酒米） 14,962 79.9 北播磨地域
ズワイガニ 1,712 28.7 但馬地域
ホタルイカ 2,875 51.5 但馬地域
シラス 8,656 18.3 淡路地域
清酒（灘五郷） 250,024 26.0 神戸・阪神地域
ケミカルシューズ 50,042 63.0 神戸・阪神地域
手延素麺（播州） 16,042 45.0 西播磨地域
皮革（一次製品） 38,857 70.0 西播磨地域
鞄 9,143 70.0 但馬地域
線香 11,320 70.0 淡路地域
資料：ひょうごみどり白書2006、平成18年度版兵庫県の地場産業

（単位：t、百万円）

地
場
産
業

区 分

農
林
水
産
物

地 域

特に、地場産業については、県下各地に手延素麺、清酒などの食料品、繊維、化学・雑貨等約

５０業種の集積があり、地域社会と密接した産地が形成されており、地域の雇用面においても重

要な役割を果たしている。

しかしながら、近年、消費者ニーズの多様化、中国をはじめとする海外からの安価な輸入製品

の流入等により、地場産業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いている。

そのような中、「地域団体商標制度」により、本県においても地域の特産品を他地域のものと

差別化を図るため、農林水産物をはじめ地場産業、観光資源といった地域産業資源のブランド化

の取り組みが活発に行われている。
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（表７）地域団体商標制度の登録状況

産業分類
（鉱工業品）

神戸ビーフ 県全域
神戸肉 県全域
神戸牛 県全域
三田肉 神戸・阪神地域
三田牛 神戸・阪神地域
須磨海苔 神戸・阪神地域
明石鯛 東播磨地域
加西ゴールデンベリーＡ 北播磨地域
灘の酒 食料品 神戸・阪神地域
播州毛針 その他製品 北播磨地域
播州そろばん その他製品 北播磨地域
龍野淡口醤油 食料品 西播磨地域
豊岡鞄 衣服・その他 但馬地域
豊岡杞柳細工 衣服・その他 但馬地域
淡路瓦 窯業・土石 淡路地域

観光資源 城崎温泉 但馬地域

資料：特許庁

計 １６件

平成19年7月24日現在

鉱工業品

区 分 商標名 地 域

農林水産物

（６）地域産業資源活用事業を促進する意義

地域経済をさらに活性化させるためには、これら地域産業資源を有効に活用し、創意ある工夫

と進取の精神で事業化にチャレンジする取組を推進するとともに、意欲ある企業等の自主的な取

組に対して、各種支援施策を講じることにより、本県の強みである「ものづくり」の力を一層高

めながら、県内中小企業の成長性を高めていくことが重要である。
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２．地域産業資源の内容

本県において、その産業資源を活用した中小企業による事業を促進する意義があると考えられる

資源は以下のとおりである。

（１）農林水産物

名 称 地域産業資源に係る地域

小豆 姫路市、神河町、市川町、福崎町

一寸そらまめ 篠山市、丹波市

黒大豆

神戸市、 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川

町、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 西脇市、三木市、小野市、

加西市、加東市、多可町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、

佐用町、 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

五百万石 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

白小豆 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

そば

神戸市、 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 豊岡市、養父

市、朝来市、香美町、新温泉町

大豆
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、豊岡市、養父市、朝来市、香

美町、新温泉町

丹波黒大豆 篠山市、丹波市

丹波黒大豆枝豆 篠山市、丹波市

丹波大納言小豆 篠山市、丹波市

兵庫北錦 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

兵庫夢錦
姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町

フクノハナ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

あきたこまち 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

兵庫米

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、

加東市、多可町、姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、

宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、

篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市

ハナエチゼン 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ふくほのか 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

紅花 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

実えんどう
篠山市、丹波市

豊岡市

武庫一寸そら豆 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

紫黒米 姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、加西市

もち大豆(夢さよう) 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

もち麦 姫路市、神河町、市川町、福崎町

山田錦 神戸市、 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川
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名 称 地域産業資源に係る地域

町、 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

ヤマフクモチ 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

夢そば 姫路市、神河町、市川町、福崎町

六条大麦 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

アスパラガス 姫路市、神河町、市川町、福崎町、

尼藷（さつまいも） 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

岩津ねぎ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

うど

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

うり
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

エノキ 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

エリンギ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

オランダトマト 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

きくな 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

キャベツ

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 姫路市、神河町、市川町、福崎

町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父

市、朝来市、香美町、新温泉町、 洲本市、南あわじ市、淡路市

きゅうり
神戸市

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

こうべ旬菜 神戸市

日本のへそゴマ 西脇市

こまつな

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

豊岡市

さといも 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

山椒 姫路市、神河町、市川町、福崎町 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

しいたけ

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、 西脇

市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、篠山市、丹波市、相生市、たつの

市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 豊岡市、養父市、朝来市、香美

町、新温泉町

洲本市、南あわじ市、淡路市

ししとう 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

自然薯
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

しゅんぎく
神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

豊岡市

しろな 神戸市

スイートコーン

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、加西市

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
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名 称 地域産業資源に係る地域

篠山市、丹波市

すいか 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

だいこん

神戸市

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 豊岡市、養父

市、朝来市、香美町、新温泉町

加西市

たけのこ 姫路市、神河町、市川町、福崎町

たまねぎ
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

洲本市、南あわじ市、淡路市

丹波山の芋 篠山市、丹波市

チンゲンサイ

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、洲本市、南あわじ市、淡路

市

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市

トマト

神戸市、 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川

町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 西脇市、三木市、小野市、加

西市、加東市、多可町、 姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、

赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、

新温泉町、洲本市、南あわじ市、淡路市

なす
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、 篠山市、丹波市

ナメコ
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、 豊岡市、養父市、朝来市、

香美町、新温泉町

ニラ 神戸市

にんじん 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

にんにく 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

ねぎ

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、

篠山市、丹波市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 洲本市、南あわじ市、淡路市

根日女みどり 加西市

はくさい
姫路市、神河町、市川町、福崎町、加西市

洲本市、南あわじ市、淡路市

ピーマン

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、西脇市、

三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新

温泉町

ふき 洲本市、南あわじ市、淡路市

ブナシメジ 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

ブロッコリー
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

豊岡市

ぺっちんうり 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

ほうれんそう

神戸市、 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川

町、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、

朝来市、香美町、新温泉町
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名 称 地域産業資源に係る地域

マッシュルーム 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

マツタケ 篠山市、丹波市

みずな
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

豊岡市

ミニトマト 神戸市

モロヘイヤ
神戸市

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

やまのいも
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、 西脇

市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

レタス

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 西脇市、三木市、小野市、加西

市、加東市、多可町、 洲本市、南あわじ市、淡路市

豊岡市

れんこん
姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町

わさび 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

茶

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、 西脇

市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、 姫路市、神河町、市川町、福崎

町 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 豊岡市、養

父市、朝来市、香美町、新温泉町、 篠山市、丹波市

網干メロン 姫路市、神河町、市川町、福崎町

いちご

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 西脇市、三木市、小野

市、加西市、加東市、多可町、 洲本市、南あわじ市、淡路市、豊岡市、養父市、

朝来市、香美町、新温泉町

いちじく

神戸市、 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川

町、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 西脇市、三木市、小野市、

加西市、加東市、多可町、 姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの

市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 洲本市、南あわじ市、淡路市

うめ

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

香美町

うんしゅうみかん 洲本市、南あわじ市、淡路市

柿

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、洲本市、南あわじ市、淡路

市

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、 篠山市、丹波市

くり

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、 西脇

市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、 姫路市、神河町、市川町、福崎

町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 篠山市、丹

波市

洲本市、南あわじ市、淡路市

さくらんぼ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、 篠山市、丹波市

すもも 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

丹波栗 篠山市、丹波市

不知火（デコポン） 洲本市、南あわじ市、淡路市

なし 神戸市
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名 称 地域産業資源に係る地域

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ナルトみかん 洲本市、南あわじ市、淡路市

ネクタリン 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

パッションフルーツ 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

びわ 洲本市、南あわじ市、淡路市

ぶどう

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 西脇市、三木市、小野

市、加西市、加東市、多可町、 姫路市、神河町、市川町、福崎町 相生市、たつ

の市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 豊岡市、養父市、朝来市、香

美町、新温泉町、 篠山市、丹波市、 洲本市、南あわじ市、淡路市

ブルーベリー

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、篠山市、丹波市、相生市、た

つの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 豊岡市、養父市、朝来市、

香美町、新温泉町

洲本市、南あわじ市、淡路市

メロン

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 西脇市、三木市、小野市、加西

市、加東市、多可町

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

もも

神戸市、 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川

町、 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、 姫路市、神河町、市

川町、福崎町 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、

篠山市、丹波市

ゆず
姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町

りんご
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、神河町、市川町、福

崎町、宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

秋菊 洲本市、南あわじ市、淡路市

押部菊 神戸市

おもと 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

カーネーション
神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 洲本市、南あわじ市、

淡路市

カトレア 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

キク
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、 姫路市、神河町、市川町、

福崎町 篠山市、丹波市

キンセンカ 洲本市、南あわじ市、淡路市

シクラメン
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

シンテッポウユリ 神戸市

スイートピー 洲本市、南あわじ市、淡路市

ストック 神戸市、 洲本市、南あわじ市、淡路市

ダリア 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、

チューリップ
神戸市

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

電照菊 洲本市、南あわじ市、淡路市

トルコギキョウ 神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

南京桃 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
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名 称 地域産業資源に係る地域

二輪菊 神戸市

バラ
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 洲本市、南あわじ市、淡路市

ヒマワリ 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

ウバメガシ 洲本市、南あわじ市、淡路市

スギ 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

竹 洲本市、淡路市、南あわじ市

ヒノキ 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

丹波若松 篠山市、丹波市

淡路ビーフ 洲本市、南あわじ市、淡路市

加古川和牛 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

黒田庄和牛 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

神戸ビーフ（神戸牛、

神戸肉）
県全域

三田牛（三田肉） 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

シカ肉 篠山市、丹波市、多可町

猪肉
篠山市、丹波市

宍粟市

但馬牛 県全域

丹波ささやま牛 篠山市

湯村温泉但馬ビーフ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

播州百日どり 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

但馬どり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

但馬のすこやかどり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

但馬の味どり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

但馬の里どり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

但馬鶏 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

播州地どり 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

丹波地どり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市

松風地どり 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

但馬地どり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

かに美鶏 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ブロイラー 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

アジ

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 姫路市、神河町、市川

町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 豊

岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、 洲本市、南あわじ市、淡路市

アナゴ

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 姫路市、神河町、市川

町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 洲

本市、南あわじ市、淡路市

アマゴ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市、宍粟市

アユ
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、相生市、たつの市、赤穂市、

宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

イカナゴ 神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 姫路市、神河町、市川
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名 称 地域産業資源に係る地域

町、福崎町 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 洲

本市、南あわじ市、淡路市

イワガキ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ウチムラサキ貝 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

ウニ 洲本市、南あわじ市、淡路市

エビ

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 姫路市、神河町、市川

町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 豊

岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、 洲本市、南あわじ市、淡路市

ガザミ
姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町

カレイ

神戸市、洲本市、南あわじ市、淡路市

姫路市、神河町、市川町、福崎町 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、

ヒラメ

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 姫路市、神河町、市川

町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 洲

本市、南あわじ市、淡路市

ケンサキイカ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

サザエ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

サバ

神戸市、洲本市、南あわじ市、淡路市

姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町

サワラ 洲本市、南あわじ市、淡路市

しらす

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 姫路市、神河町、市川

町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 洲

本市、南あわじ市、淡路市

スッポン 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

スルメイカ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ズワイガニ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ソデイカ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

タチウオ 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 洲本市、南あわじ市、淡路市

チョウザメ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ナマコ 洲本市、南あわじ市、淡路市

ニギス 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

錦鯉 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ニジマス 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

海苔

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 姫路市、神河町、市川

町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 洲

本市、南あわじ市、淡路市

香美町

ハタハタ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ハマチ

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 洲本市、南あわじ市、

淡路市

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
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名 称 地域産業資源に係る地域

ハモ

姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町

洲本市、南あわじ市、淡路市

ふぐ 洲本市、南あわじ市、淡路市

ベニズワイガニ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ホタルイカ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

マガキ
姫路市、神河町、市川町、福崎町 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町

マダイ
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 洲本市、南あわじ市、淡

路市

スズキ

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 姫路市、神河町、市川

町、福崎町 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 洲

本市、南あわじ市、淡路市

マダコ

神戸市、 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 姫路市、神河町、市川

町、福崎町 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 洲

本市、南あわじ市、淡路市

もくずがに 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ヤマメ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

わかめ
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

洲本市、南あわじ市、淡路市

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術

名 称 地域産業資源に係る地域

アパレル 神戸市

ケミカルシューズ 神戸市

家具
神戸市

姫路市

神戸靴 神戸市

神戸洋服 神戸市

コーヒー 神戸市

ゴム製品 神戸市

真珠加工製品 神戸市

清酒

神戸市、西宮市、伊丹市、三田市、猪名川町、明石市,

加古川市、三木市、加西市、加東市、高砂市、稲美町、

姫路市、たつの市、赤穂市、宍粟市、豊岡市、養父市、

朝来市、香美町、篠山市、丹波市、淡路市

南あわじ市

ボルト・ナット
神戸市

姫路市

洋菓子・パン 神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市

そばめし 神戸市

ぼっかけ 神戸市

乳製品 神戸市

神戸ワイン 神戸市

クリスマス用品 神戸市
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名 称 地域産業資源に係る地域

医療機器 神戸市

金属加工製品
神戸市

尼崎市

菰樽 尼崎市

名塩の和紙 西宮市

和ろうそく 西宮市

すみれ加工製品 宝塚市

バジル加工製品 宝塚市

母子茶 三田市

寒天 猪名川町

靴下 加古川市

国包建具 加古川市

宝殿石（竜山石） 高砂市

故繊維加工製品 高砂市

玉子焼き（明石焼き） 明石市

かつめし 加古川市

にくてん 高砂市

釣針 西脇市、加東市、丹波市

播州織 西脇市、多可町、加西市、加東市、丹波市

利器工匠具（三木金物） 三木市

播州そろばん 小野市

家庭刃物 小野市

鎌 小野市

木工芸品 小野市

杉原紙 多可町

乾麺 姫路市、たつの市

鎖 姫路市

ゴルフ用具 姫路市、市川町

作業手袋 姫路市

にかわ・ゼラチン 姫路市

皮革 姫路市、たつの市

姫路いぶし瓦 姫路市

姫路の菓子 姫路市

マッチ
姫路市、加古川市

神戸市、淡路市

もちむぎ麺 福崎町

姫路おでん 姫路市

工業用革手袋 たつの市

醤油 たつの市

手延素麺 たつの市、宍粟市

赤穂緞通 赤穂市

赤穂雲火焼 赤穂市

豊岡鞄 豊岡市

豊岡杞柳細工 豊岡市

出石焼 豊岡市

城崎麦わら細工 豊岡市
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名 称 地域産業資源に係る地域

但馬ちりめん 豊岡市

環境関連製品 豊岡市

出石の皿そば 豊岡市

へしこ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

ばね 朝来市

かつらの千年水 香美町

水産練製品 香美町

丹波立杭焼 篠山市

釣具 篠山市、丹波市

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂紐 丹波市

家具・装備品 篠山市、丹波市

真珠核 洲本市

淡路瓦 洲本市、南あわじ市、淡路市

線香 南あわじ市、淡路市

淡路手延素麺 南あわじ市

タイル 南あわじ市

牛乳
神戸市、洲本市、南あわじ市、淡路市

篠山市、丹波市

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源

名 称 地域産業資源に係る地域

北野異人館街・北野町山本通伝統的建造物 神戸市

旧居留地 神戸市

神戸南京町 神戸市

布引ハーブ園 神戸市

兵庫県立美術館「芸術の館」 神戸市

兵庫県立人と防災未来センター 神戸市

神戸港 神戸市

灘の酒蔵 神戸市、西宮市

六甲山・摩耶山 神戸市

須磨・舞子 神戸市

明石海峡大橋 神戸市、明石市、淡路市

神戸の夜景 神戸市

長田神社 神戸市

生田神社 神戸市

湊川神社 神戸市

有馬温泉 神戸市

神戸市立農業公園・ワイン城 神戸市

箱木千年家 神戸市

神戸まつり 神戸市

神戸ルミナリエ 神戸市

車大歳神社翁舞 神戸市

神戸花物語 神戸市

北野工房のまち 神戸市

神戸ファッション美術館 神戸市

シューズプラザ 神戸市
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名 称 地域産業資源に係る地域

神戸ファッションウィーク 神戸市

東播用水 神戸市、三田市、三木市、篠山市

淡山疎水 神戸市

神戸市漁業協同組合直売所 神戸市

シーフードマルシェ 神戸市

神戸市立フルーツフラワーパーク 神戸市

農協市場館農野花 神戸市

大沢ファーマーズマーケット 神戸市

しあわせの村 神戸市

栄いちご直売所 神戸市

ハートショップおしべ 神戸市

レインボーショップ はぜ 神戸市

ピカリショップ 神戸市

さわやかショップ 神戸市

道の駅淡河 神戸市

寺町界隈の街並み 尼崎市

近松の里（近松公園、近松記念館） 尼崎市

富松城址・富松神社 尼崎市

田能遺跡・田能資料館 尼崎市

尼崎港・尼崎閘門（尼ロック） 尼崎市

兵庫県立尼崎の森中央緑地 尼崎市

兵庫県立西武庫公園 尼崎市

菰樽の製作所 尼崎市

兵庫県立甲山森林公園 西宮市

西宮神社 西宮市

甲子園の施設群 西宮市

武田尾温泉 西宮市、宝塚市

蓬莱峡 西宮市

兵庫県立芸術文化センター 西宮市

西宮浜 西宮市

西宮市大谷記念美術館 西宮市

門戸厄神 西宮市

彩菜やまぐち 西宮市

芦屋市谷崎潤一郎記念館 芦屋市

旧山邑邸（ヨドコウ迎賓館） 芦屋市

ラーメン街道 芦屋市

伊丹郷町 伊丹市

荒牧バラ公園 伊丹市

伊丹スカイパーク 伊丹市

昆陽池公園 伊丹市

伊丹市昆虫館 伊丹市

伊丹酒蔵通り 伊丹市

農産物直売所｢スマイル阪神｣ 伊丹市

兵庫県立西猪名公園 伊丹市、川西市

たからづか花のみち 宝塚市

宝塚温泉 宝塚市

宝塚市立手塚治虫記念館 宝塚市
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名 称 地域産業資源に係る地域

清荒神清澄寺 宝塚市

大本山中山寺 宝塚市

宝塚朝市 宝塚市

宝塚市立宝塚文化創造館 宝塚市

宝塚市立宝塚園芸振興センター｢あいあいパーク｣ 宝塚市

西谷夢市場 宝塚市

長谷牡丹園 宝塚市

川西市郷土館 川西市

川西市文化財資料館 川西市

多田神社 川西市

満願寺 川西市

四季の郷 川西市

永沢寺花しょうぶ園 三田市

兵庫県立人と自然の博物館 三田市

三田市立淡路風車の丘・まほろばの里 三田市

ほんまち旬の市 三田市

茶香房「きらめき」 三田市

三田もち処・つくしの里 三田市

パスカルさんだ 三田市

奥猪名健康の郷 猪名川町

多田銀銅山遺跡 猪名川町

道の駅いながわ 猪名川町

東経 135 度子午線
明石市、篠山市、丹波市、西脇市、加東市、小野

市、三木市、神戸市、洲本市、南あわじ市、淡路市

明石市立天文科学館 明石市

明石城 明石市

兵庫県立明石公園 明石市

兵庫県立明石西公園 明石市、神戸市

柿本神社 明石市

魚の棚商店街 明石市

大蔵海岸 明石市

ふぁ～みん SHOP 魚住 明石市

米工房魚住 明石市

ふぁ～みん SHOP 二見 明石市

フレッシュ・モア 明石市

鶴林寺 加古川市

日岡神社 加古川市

平荘湖 加古川市

高御位山 加古川市、高砂市

ファーマーズ野口 加古川市

上荘直売所 加古川市

上荘ふれあい市 加古川市

神野直売所 加古川市

ふぁ～みんSHOP八幡 加古川市

ふぁ～みん SHOP かんき 加古川市

ファーマーズ尾上 加古川市

みとろフルーツパーク 加古川市
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名 称 地域産業資源に係る地域

みとろ果樹園 加古川市

高砂神社 高砂市

生石神社 高砂市

鹿嶋神社 高砂市

向島公園、高砂海浜公園 高砂市

ふぁ～みん SHOP 高砂 高砂市

播州葡萄園遺跡 稲美町

いなみ野ため池 稲美町、明石市、加古川市、高砂市、播磨町

稲美町物産館万葉のみせ 稲美町

ふぁ～みん SHOP いなみ 稲美町

いなみ朝市 稲美町

大中遺跡 播磨町

ふぁ～みん SHOP 播磨 播磨町

西林寺 西脇市

旧来住家住宅 西脇市

兵庫県立東はりま日時計の丘公園 西脇市

日本へそ公園 西脇市

ＪＡみのり特産開発センター 西脇市

道の駅北はりまエコミュージアム 西脇市

グリーンピア三木 三木市

山田錦の郷 三木市

兵庫県立三木山森林公園 三木市

三木ホースランドパーク 三木市

三木金物まつり 三木市

御坂サイホン橋 三木市

道の駅みき 三木市

国宝浄土寺 小野市

鴨池県立自然公園 小野市

白雲谷温泉「ゆぴか」 小野市

ひまわりの丘公園 小野市

東条川用水 小野市、加東市

サンパティオおの 小野市

羅漢寺・五百羅漢 加西市

いこいの村はりま 加西市

法華山一乗寺 加西市

兵庫県立フラワーセンター 加西市

古法華自然公園 加西市

田遊び・鬼会 加西市

丸山総合公園 加西市

かさい愛菜館 加西市

清水寺 加東市

兵庫県立播磨中央公園 加東市

兵庫県立やしろの森公園 加東市

東条湖 加東市

闘竜灘 加東市

上鴨川住吉神社神事舞 加東市
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名 称 地域産業資源に係る地域

やしろ鴨川の郷 加東市

道の駅とうじょう 加東市

岩座神の棚田 多可町

杉原紙研究所・和紙博物館 多可町

エアレーベン八千代 多可町

兵庫県立北播磨余暇村公園 多可町

兵庫県立なか・やちよの森公園 多可町

マイスター工房八千代 多可町

ふるさと工房「夢蔵」 多可町

ふれっしゅあぐり館 多可町

そらまめ農場 多可町

加美町ハーモニーパーク 多可町

道の駅Ｒ４２７かみ 多可町

姫路城・好古園 姫路市

書写山・圓教寺 姫路市

鹿ヶ壺 姫路市

日本玩具博物館 姫路市

家島諸島 姫路市

塩田温泉 姫路市

兵庫県立ゆめさきの森公園 姫路市

灘のけんか祭り 姫路市

船津農産物直売所 姫路市

青空市 夢 姫路市

山之内養鶏場直売所 姫路市

夕やけグループ夕やけ市 姫路市

ＪＡ女性会アグリライフグループ青空市 姫路市

夢さき夢のさと 夢やかた 姫路市

香寺ハーブガーデン直売所 姫路市

大河内高原 神河町

かんざき白林陶芸館 神河町

ヨーデルの森 神河町

新田ふるさと村 神河町

かんざき大黒茶屋 神河町

グリーンエコー笠形農産物直売所 神河町

おおかわち水車公園 こっとん亭 神河町

銀の馬車道 市川町、姫路市、福崎町、神河町、朝来市

リフレッシュパーク市川 市川町

柳田國男・松岡家顕彰会記念館 福崎町

神崎郡歴史民俗資料館 福崎町

大庄屋・三木家住宅 福崎町

旧小國家住宅 福崎町

山陽道野磨駅家跡 上郡町

相生ぺーロン祭 相生市

ど根性大根「大ちゃん」 相生市

「コスモスの里」農産物直売所 相生市

野瀬ふれあい市場 相生市

道の駅あいおい白龍城 相生市
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名 称 地域産業資源に係る地域

龍野城下町町並み・うすくち龍野醤油資料館 たつの市

室津町並み（室津民俗館・室津海駅館） たつの市

新舞子浜 たつの市

新宮宮内遺跡 たつの市

播磨科学公園都市・Spring―８ たつの市、上郡町、佐用町

綾部山梅林・世界の梅公園 たつの市

永富家 たつの市

素麺の生産関連施設 たつの市

梛八幡神社獅子舞 たつの市

揖龍レンタルハウス部会農産物直売所 たつの市

しんぐうふれあい市場 たつの市

道の駅しんぐう たつの市

霞城館・矢野勘治記念館 たつの市

聚遠亭 たつの市

赤穂温泉 赤穂市

赤穂大石神社・赤穂城跡 赤穂市

兵庫県立赤穂海浜公園 赤穂市

坂越の街並み 赤穂市

ＪＡ兵庫西赤穂野菜市 赤穂市

海の駅 しおさい市場 赤穂市

播州山崎花菖蒲園 宍粟市

兵庫県立国見の森公園 宍粟市

ちくさ高原 宍粟市

生谷温泉「伊沢の里」 宍粟市

しそうふれあい市場・旬彩蔵 宍粟市

ＪＡ三方ふれあい市 宍粟市

ＪＡハリマ 米工房 宍粟市

福知渓谷休養センター 宍粟市

メイプル青空市 宍粟市

ＪＡ波賀ふれあい市 宍粟市

原観光農園組合直売所 宍粟市

波賀町直売所 宍粟市

ＪＡハリマグリーンハウス 宍粟市

道の駅はが 宍粟市

道の駅山崎 宍粟市

道の駅ちくさ 宍粟市

道の駅みなみ波賀 宍粟市

道の駅播磨いちのみや 宍粟市

斑鳩寺 太子町

万勝院 上郡町

白旗城跡 上郡町

金出地ふれあい直売所 上郡町

県立西はりま天文台公園 佐用町

宿場町平福の街並み 佐用町

乙大木谷の棚田 佐用町

「平福市」因幡街道平成福の市 佐用町

こうづきふれあい特産物直売所 佐用町
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名 称 地域産業資源に係る地域

ひまわり館 佐用町

千種川クリーン野菜の会直売所 佐用町

味わいの里「三日月」 佐用町

道の駅宿場町ひらふく 佐用町

コウノトリの生息地 豊岡市

神鍋高原 豊岡市

竹野浜 豊岡市

城崎温泉 豊岡市

出石の街並み 豊岡市

中島神社 豊岡市

玄武洞 豊岡市

津居山フィッシャーマンズビレッジ 豊岡市

新川野外市場 通称青空市場 豊岡市

松下農園直売所 豊岡市

北前館特産品コーナー 豊岡市

竹野有機農産物直売所 豊岡市

いずし観光センター 豊岡市

出石「びっ蔵」 豊岡市

シルク温泉ふれあい館直売所 豊岡市

百笑館 豊岡市

道の駅神鍋高原 豊岡市

コウノトリの郷直売所 豊岡市

加陽の朝市 豊岡市

小坂生きがい教室 豊岡市

旬の里のぼりお 豊岡市

あゆ公園と魚の王国・ミズバショウ公園 養父市

ほたるの里 養父市

東鉢伏高原 養父市

明延鉱山 養父市

養父神社（お走り祭り） 養父市

妙見山（名草神社、八木城、三重塔） 養父市

石ヶ堂古代村 養父市

県立但馬長寿の郷 養父市

樽見の大桜 養父市

別宮の大カツラ 養父市

氷ノ山・ハチ高原 養父市

若杉高原 養父市

天滝公園 養父市

ヒダリマキガヤ 養父市

兵庫県立但馬全天候運動場 養父市

鉱石の道 養父市、朝来市

ようか特産品直売所 養父市

フルーツの里やぶ 養父市

レストハウス「天滝」直売所 養父市

直売所おおや振興公社 養父市

関宮町特産品直売所 養父市

道の駅やぶ 養父市
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名 称 地域産業資源に係る地域

道の駅但馬楽座 養父市

道の駅ようか但馬蔵 養父市

養父市関宮農村交流ターミナル 養父市

生野銀山 朝来市

ヒメハナ公園 朝来市

さのう高原 朝来市

神子畑鉱山、神子畑鋳鉄橋 朝来市

竹田城跡 朝来市

奥多々良木発電所 朝来市

青倉神社 朝来市

都市・農村交流施設「山城の郷」 朝来市

源菜倶楽部 朝来市

田園ふれあい市 朝来市

楽音寺ヒメハナ朝市 朝来市

黒川温泉漁ヶ滝荘 朝来市

道の駅あさご 朝来市

道の駅フレッシュあさご 朝来市

道の駅但馬のまほろば 朝来市

ハチ北高原 香美町

余部鉄橋 香美町

大乗寺 香美町

猿尾滝 香美町

全国しゃくなげ公園 香美町

但馬高原植物園、瀞川平 香美町

木の殿堂 香美町

うへ山の棚田 香美町

西ヶ岡の棚田 香美町

遊魚館 香美町

道の駅村岡ファームガーデン 香美町

道の駅ハチ北 香美町

道の駅あゆの里矢田川 香美町

かすみ朝市センター 香美町

おじろ高原 香美町

湯村温泉・夢千代像 新温泉町

但馬牧場公園 新温泉町

但馬久谷の菖蒲綱引き 新温泉町

宇都野神社麒麟獅子舞 新温泉町

泰雲寺しだれ桜 新温泉町

山陰海岸国立公園 新温泉町、香美町、豊岡市

浜坂温泉郷 新温泉町

名勝霧ヶ滝 新温泉町

浜坂駅朝市婦人会直売所 新温泉町

浜坂民芸館 新温泉町

田君川バイカモ公園 新温泉町

篠山市篠山伝統的建造物群保存地区 篠山市

篠山城跡 篠山市
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名 称 地域産業資源に係る地域

篠山市立歴史美術館 篠山市

ほろ酔い城下蔵 篠山市

兵庫県立ささやまの森公園 篠山市

今田・立杭地区 篠山市

兵庫県立丹波並木道中央公園 篠山市

草山温泉 篠山市

多紀連山 篠山市

千年モミ 篠山市

味土里館 篠山市

特産館ささやま 篠山市

小多田ふれあい農園 篠山市

大正ロマン館 篠山市

ＪＡ丹波ささやまふれあい市 篠山市

四季の森特産館 篠山市

丹波ささやまや とれとれ市 篠山市

黒豆の館 篠山市

お菓子の里丹波 篠山市

ふれあいの郷 篠山市

丹波旬の市 篠山市

ハートピア青空市 篠山市

八上ふるさと館 篠山市

丹波篠山渓谷の森公園 篠山市

口坂本生産組合直売所 篠山市

楽農ひろば 篠山市

木の根橋 丹波市

柏原藩陣屋跡 丹波市

柏原八幡神社 丹波市

薬草薬樹公園 丹波市

三ツ塚史跡公園 丹波市

丹波悠遊の森・兵庫県立丹波の森公苑 丹波市

石龕寺 丹波市

高源寺 丹波市

達身寺 丹波市

円通寺 丹波市

白毫寺 丹波市

兵庫県立丹波年輪の里 丹波市

丹波市立植野記念美術館 丹波市

丹波布 丹波市

稲畑人形 丹波市

丹波の恐竜 丹波市

水分れ公園 丹波市

旧上久下村発電所 丹波市

鐘ヶ坂隧道 丹波市

上小倉野菜生産組合直売所 丹波市

緑菜市 丹波市

簡易パーキングさんなん仁王駅 丹波市

いちじま丹波太郎 まちおこし会館 丹波市
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名 称 地域産業資源に係る地域

道の駅あおがき 丹波市

道の駅丹波おばあちゃんの里 丹波市

洲本温泉 洲本市

大浜海水浴場 洲本市

三熊山（洲本城跡） 洲本市

五色浜・ウエルネスパーク五色（高田屋嘉兵衛公

園）
洲本市

成ヶ島 洲本市

淡路島七福神巡り 洲本市、南あわじ市、淡路市

淡路ごちそう館「御食国」 洲本市

五色さわやか市 洲本市

あわじ花さじき 淡路市

淡路夢舞台・兵庫県立灘山緑地 淡路市

兵庫県立淡路佐野運動公園 淡路市

兵庫県立淡路香りの公園・伊弉諾神宮 淡路市

吹き戻し 淡路市

北淡震災記念公園・野島断層保存館 淡路市

国営明石海峡公園・兵庫県立淡路島公園・ハイウ

ェイオアシス
淡路市、神戸市

産直淡路島「赤い屋根」 淡路市

直売所しづか 淡路市

新鮮市場 中田村 淡路市

とと市 淡路市

あわじとれとれ市 淡路市

フローラルアイランド 淡路市

パルシェ香りの館・香りの湯 淡路市

道の駅あわじ 淡路市

道の駅東浦ターミナルパーク 淡路市

大鳴門橋記念館・淡路人形浄瑠璃 南あわじ市

大鳴門橋・うず潮 南あわじ市

沼島 南あわじ市

慶野松原 南あわじ市

灘黒岩水仙郷 南あわじ市

南あわじ温泉郷 南あわじ市

淡路島牧場 南あわじ市

淡路ファームパーク・イングランドの丘 南あわじ市

おのころ島神社 南あわじ市

滝川記念美術館・玉青館 南あわじ市

魚彩館 南あわじ市

南あわじ市特産物直売所 南あわじ市

道の駅うずしお 南あわじ市

広田梅林 南あわじ市
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３．地域産業資源を用いて行う地域産業資源活用事業を促進することにより当該地域産業資源に係

る地域の経済の活性化を推進する方策

１．個別地域産業資源に関する施策

①売れるものづくりプロジェクト

受注加工、受託製造、下請賃加工等の受け身型ものづくりから、マーケティング力、企画提

案力、デザイン力、さらにこうした要素と技術力・品質を総合したブランド力の向上による攻

めのものづくりへの転換を通じ、国際的な競争にも打ち勝つ、ものづくり兵庫の基盤を支える

中小製造企業を輩出する。

ア．ケミカルシューズ

集積の保有する履物製造・加工技術を生かした高付加価値製品の開発を推進し、従来

の履物等の製造に止まらず、今後成長が見込まれる健康関連製品やトータルファッション製

品などの新規・成長分野への進出を図り、総合的な「履物及びファッション製品」製造産地

への拡大を図る。

イ．播州織

新繊維素材を様々に加工することで原糸の多様化を図るとともに、製織・染色加工処理技

術の開発による高付加価値織物や多用途織物とそれらを使用した２次製品づくりを推進する。

また、市場動向調査を行い、多様化する消費者ニーズに対応した高ファッション衣料の開

発を行うほか、新進デザイナーとの共同試織による感性に優れた衣料を開発する。

ウ．皮革

消費者ニーズに直結する高品質・高感性な皮革製品及び環境対応革に係る新技術の開発を

行うほか、優れた技術力・製品をファッション業界等へＰＲし、産地ブランドとしての確立

を図る。

エ．豊岡鞄

産地の保有する鞄製造・加工技術を生かしつつ、異業種交流の推進、天然皮革や新素材の

活用・複合化、さらに縫製技術の開発、ＣＡＤを用いたデザイン開発により、高品質・高機

能な製品開発を推進し、鞄・袋物等の製造に止まらず、現在の社会ニーズから総合的に予想

しうる新規・成長分野への進出を図り、総合的な「容器」製造産地への拡大を図る。

オ．淡路瓦

瓦製造技術、釉薬の製造、原土製造ノウハウ等を基礎とし、①生産・加工技術の開発・改

善②消費者ニーズを踏まえた製品開発③未利用資源、リサイクル原料等の利用技術開発によ

る新原土の開発等、新しい素材・技術・技法等の活用による高強度化、軽量化等機能を付加

することで産地における窯業製品の可能性を広げるとともに、消費者ニーズの多様化、流行

性、エコロジー指向等に対応した新用途開発を行う。

カ．一般機械、金属加工製品

一般機械・金属加工製品等の高度加工技術が集積する神戸・阪神地域において、産学官連

携による新技術･新製品開発を行うほか、難加工、超精密・超微細加工などの技術水準の高

度化を図り、医療・福祉介護関連、ロボット、環境･省エネルギーなど新規成長分野や IT、

バイオ、ナノテクなど新技術領域への進出を促進する。

②賑わいひょうご創出プロジェクト

国内外から人が訪れ、ひょうごを体験し、人と交流するツーリズムの活性化に向け、地域主

導の魅力づくりへの支援や国内外への情報発信等に取り組み、兵庫の多彩な資源と住む人の誇

り、もてなしの心が結びついた賑わいひょうごを創出する。

ア．六甲摩耶・有馬プロモーション事業

六甲山ブランドロゴを活用したＰＲツールを作成し、県内を始め、京都・大阪など近畿圏

でキャンペーンを展開するとともに、各種の六甲摩耶・有馬への集客イベントを実施する。

イ．「いなみ野ため池ミュージアム」の新たな展開
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ため池をはじめとした水辺空間を核にした地域全体が「まるごと博物館」となる魅力あふ

れる地域づくりをめざす「いなみ野ため池ミュージアム」を実現するため、様々な普及啓発

イベントの開催やドブガイによる淡水真珠づくりをめざすパールプロジェクトの実施など、

水辺の保全・再生のためのプロジェクトを展開する。

ウ．「銀の馬車道」プロジェクトの総合的展開

「銀の馬車道」を南北交流促進のシンボルとして掲げ、「銀の馬車道ネットワーク協議

会」を中心に、特色ある地域づくりと多彩な交流を促進する様々な事業を展開する。

エ．「鉱石の道」魅力発信事業

生野銀山開坑1200年、明延鉱山閉山20年記念イベントを支援し、「鉱石の道」のＰＲと

地域の活性化を図る。

③ひょうご農林水産ビジョン２０１５

農林水産物の大生産県であり、かつ大消費県でもある兵庫の特性を踏まえ、多彩な野林水産

物の生産振興や食品の輸出促進を図るほか、生産者と消費者が支え合う地産地消の推進や農産

加工グループの育成など「安全安心」と「攻め」を基軸とする農林水産業を展開する。

ア．農産物の安定生産

地域の特性を生かした元気ある産地づくりを進めるとともに、山田錦、たまねぎ、レタス、

いちじくなど全国順位の上位を占める品目や黒大豆、くりをはじめとする全国有数のブラン

ドなど、強いものをより強くする。

また、食品産業との連携を強化し、実需者との契約生産や産消連携を進めるなど、特長あ

るひょうごの農産物を積極的に売り込むとともに、アジア諸国の経済発展を好機としてとら

え、高品質な農産物の輸出を促進するなど、海外にも通用する県産ブランドの確立を図る。

イ．多様な花き生産と県産花きの利用促進

消費者に選ばれる花づくりを進め、県産花きの利用促進を図るため、全国上位を占め

るカーネーション、ストックなどを中心に、多様な花き重要に対応するための生産条件の整

備と新商品の育成・導入を進めるとともに、出荷規格の統一化やバケット輸送など流通の変

化に対応した流通体制の整備を進める。

また、暮らしの中での新しい花の利用方法の提案など、花のあるライフスタイルをさらに

広めるとともに、公共事業などにおける県産花きの利用など、県産花きの利用促進に向けて、

一層の普及・啓発を図る。

ウ．畜産物の安定生産

肉用牛については、肥育農家が求める子牛の生産と販売力の強化を図るとともに、担い手

の確保・支援などにより但馬牛の増頭とブランド力の強化を図る。乳牛については、乳牛の

遺伝的改良と飼養技管理技術の向上により生乳生産能力を高めるとともに、消費地に近いと

いう立地条件を生かした新鮮で高品質な県産牛乳の販売拡大を図る。

また、鶏肉・鶏卵については、衛生管理手法の導入やトレーサビリティシステムの構築を

進めるとともに、消費者に選択される特徴ある畜産物生産を図る。

エ．県産木材の利用促進と効率的な木材生産

木の良さのＰＲに努め、暮らしの中での多様な木材利用や住宅への県産木材の利用拡大を

促進するとともに、森林施設の集約化や高性能林業機械の導入、県産木材供給体制の整備な

どにより川上、川中、川下が一体となって、県産木材を低コストで安定供給する仕組みを構

築していく。

オ．水産物の安定供給

資源管理型漁業やつくり育てる漁業の一層の推進を図るとともに、藻場等の再生による漁

場環境の改善や漁港・漁場の整備などを進めることにより、豊かなひょうごの海を育て、海

の幸を供給していく。

２．関連する施策
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本県においては、中小企業による地域産業資源を活用した事業を促進し、地域経済の活性化を

図るため、以下の中小企業支援施策を実施する。

①新産業の創出支援

研究機関の成果の活用、中小企業の持つ技術の活用等、知的資源を有効に活用し、産学官連

携・事業連携の本格的推進、技術開発型ベンチャーの輩出等の新たな課題に対応するため、研

究の立ち上がり期から実用化開発、事業化に至るまでの各段階に応じて補助金、技術・経営支

援等による効果的な支援を行うなど成長分野における事業化・新事業の創出を促進する。

②地場産業の活性化

地域経済の担い手である地場産業が、技術の高度化や高度情報化、消費者ニーズの多様化・

個性化等の環境変化に的確に対応していくため、新製品・新技術の開発、需要開拓、販路開拓、

販路拡大等の振興対策を総合的に推進する。

③人材育成の推進

中小企業の技術者の能力向上のため、技術に関する基礎知識の習得から専門的な技術開発ま

で、ニーズに応じた技術研修を行う「産業技術大学」を開設する。

また、企業在職者の技能向上を図るため、公共職業能力開発施設において、資格取得や技能

検定向けの向上訓練に加え、企業内訓練の代行や技術・技能の伝承のための取り組みなど、そ

の機能強化を図る。

④支援機関による総合的支援

（財）ひょうご産業活性化センターを中心に県下２６の中小企業支援機関をネットワークし

た「中小企業支援ネットひょうご」を構築し、ワンストップ型中小企業支援体制により、挑戦

する企業の発掘・育成機能を強化する。

⑤中小企業融資制度の充実

設備投資の拡大及び物的担保や第三保証人に依存しない融資の拡大を図るため、無担保・第

三者保証人なしの「経営活性化資金」の資金使途に設備投資を追加する。

商工中金と連携した新たな事業展開を図る中小企業を支援する「チャレンジ企業応援融資制

度」の創設、地域金融機関と連携し無担保・第三者保証人なしで融資する「地域金融支援融資

制度」の拡充や信用保証協会と連携した「技術評価制度」の利用促進など中小企業への資金供

給の円滑化を図る。

⑥経営指導の強化

ひょうご産業活性化センターに新たに「総合相談ナビゲーター」と「産産連携担当マネージ

ャー」を設置するほか、地域中小企業支援センターの民間専門家や商工会、商工会議所、商工

会連合会に配置した経営指導員を活用して、企業の経営課題に応じた各種相談・助言を行う。

⑦異分野連携の支援

県立試験研究機関が連携する横断的テーマの研究プロジェクトを推進するとともに、農業経

営等の課題に対応する技術・機器を検討する農工連携研究会の設置や医療・福祉機器の開発・

製造分野における中核人材の育成などを進める。

⑧技術支援の強化

中小企業の技術力向上のため、県立工業技術センターにおいて技術相談・支援や企業との共

同研究等を行うとともに、産学交流事業の取り組みを行う。

また、技術支援機関のない地域への「技術相談窓口の設置」や企業現場を巡回して技術指導

を行う「移動ものづくり技術支援事業」により技術支援を充実するほか、「ものづくり技術支

援マップ」を作成し、ものづくり基盤技術の一層の高度化を支援する。

⑨小売商業の活性化

商店街等が取り組む空き店舗への新規出店や地域住民の生活利便に資する事業などを支援す

る「空き店舗活用支援事業」を実施する。

また、商店街等が取り組む地域と一体となったイベントやまちづくりの観点から実施する先

導的な活性化の取組を支援する「商店街活性化事業」を実施するなどまちづくりと一体となっ
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て、元気な商店街づくりを進める。

⑩地域ツーリズムの推進

意欲ある観光地が地域ぐるみで取り組む、新たなサービス事業の創出など先導的な観光地活

性化事業を支援する「ひょうごの観光地活性化支援事業」を実施する。

また、そば打ち、歴史文化の探訪、ものづくり体験など兵庫を舞台とする体験交流型プロ

グラムの企画・開発に取り組む団体を支援する「体験観光推進団体育成助成事業」を実施す

る。

⑪食品産業と県内産地の連携強化

県内の食品産業と農林水産物の産地とが連携し、県産にこだわった新製品開発を支援する。

⑫ひょうご食品認証制度の推進

安全・安心で個性・特長のある県産食品を県が確認して認証する兵庫県認証食品の生産、流

通、消費の拡大を図る。

⑬地域産品の供給拡大

商店街等との連携による都市部での農産物の販路拡大や、地域農産物の直売活動を支援する。


