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基本計画 

 

１ 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標 

（１）地域の特色と目指す産業集積の概要について 

（地理的条件、既存の産業集積の状況、インフラの整備状況等地域の特色について） 

【地理的条件等】 

宍粟市の概要と特色 

  位置 

宍粟市は、兵庫県中西部に位置し、北部は養父市・鳥取県、東部は姫路市・朝来市・神河

町、南部はたつの市、西部は佐用町や岡山県と接している。京阪神と中国地方を結ぶ中国縦

貫自動車道と、山陽と山陰を結ぶ国道 29 号が市内で交差する播磨地方内陸部の交通の要衝

となっており、市内中心部から県庁所在地の神戸市までが約 100 ㎞、近畿地方の中心地であ

る大阪市までが約 140 ㎞の位置にある。 

  地勢・気候 

平成 17 年 4 月 1 日に旧宍粟郡山崎町、同一宮町、同波賀町及び同千種町が合併し宍粟市

が誕生した。 

宍粟市の面積は、兵庫県土の約 7.8％を占める 658.6ｋ㎡となっており、東西方向約 32

㎞、南北方向が約 42 ㎞の広がりを有している。約 9 割を山地が占めており、平地が少ない

状況にある。 

気候は、北部地域では日本海型気候の影響を受けており寒冷多雨で冬季は積雪が多く、南

部地域は瀬戸内海型気候の影響を受けており温暖な気候となっている。 

 人口 

平成 22 年国勢調査の宍粟市の人口は、40,938 人、世帯数は 13,174 世帯である。産業別就

業人口では第 1 次産業 992 人（4.9％）、第 2 次産業 7,741 人（38.4％）、第 3 次産業

11,406 人（56.7％）である。就業人口の構成比も第２次産業が兵庫県の 24.7％に比べて

38.4％と高く、豊富な労働力を持つ本市は、製造業の立地に適した環境にある。 

  平成 22 年農林業センサスの本市の農家数は専業農家 299 戸、兼業農家 1,592 戸である。 

平成 24 年経済センサス活動調査の本市内に事業所のある従業者総数は 16,113 人で、内訳

は第 1 次産業 235 人（1.5％）、第 2 次産業 6,976 人（43.3％）、第 3 次産業 8,902 人

（55.2％）となっている。 

  自然環境 

  市内には、兵庫県下最高峰の氷ノ山、第２峰三室山、第３峰の後山という 1000ｍを超える

山々がそびえ、氷ノ山後山那岐山国定公園や音水ちくさ県立自然公園に属する緑豊かな自然

環境を有する。 
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また、兵庫県下を代表する清流である一級河川揖保川・日本名水百選千種川をはじめ、

福知渓谷・音水渓谷等の景勝地、日本滝百選の原不動滝、かおり百選の千年藤、花菖蒲園

など、豊かで美しい自然資源や風景が四季折々の風情を織りなしている。 

 

【既存の産業集積等の状況】 

広大な森林面積を有する本市は、古くから森林資源を利用した木材・木工製品・家具等の

生産が地場産業として栄え、特に、宍粟材の県内素材生産量の占める割合は約 1/3 と、県内

有数の木材産地となっている。また、道路交通網が整備された現在、大型量販店を中心とし

たロードショップが立ち並ぶ商業施設と、恵まれた気候風土や豊かな自然を活用した観光農

林業を振興する地域を有することにより、商工業と農林業、観光産業が融和した特色ある地

域へと発展する可能性を秘めている。 

本市の工業は、地場産業である素麺製造業から小麦澱粉・酵素・バイオインダストリーま

で幅広い分野の食品加工業、森林資源を活かした木材・木工製品・家具製造業、伝統的技術

を継承発展させたランドセル・グラブ等の皮革製品製造業と電気機械・電子部品・金属類の

製造業が中心となっている。平成25年工業統計調査の産業中分類業種別でみると、製造品出

荷額等では①食料品、②木材・木製品、③電気機械器具、④金属製品、⑤なめし革・同製

品・毛皮、⑥プラスチック製品の順に多くなっている。 

 

このほか、観光産業の振興策として、宍粟市商工会及び兵庫県立大学と連携し、観光資源

の発掘や利活用を検討するなど、市内産業への経済波及効果をねらう施策を展開している。 
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【インフラの整備状況】 

本市をとりまく道路網は、南部に京阪神と中国地方を結ぶ中国縦貫自動車道、これと交差

して山陽と山陰を結ぶ国道 29 号、北部地域を東西に結ぶ国道 429 号が広域幹線道路となっ

ている。また、これらと連結する主要地方道宍粟新宮線・宍粟下徳久線・養父宍粟線・若桜

下三河線をはじめ、田井中広瀬線・千種新宮線等の県道で構成されている。 

中国縦貫自動車道には、国道29号と交差する位置に山崎ICが設けられ、本市の広域交通

の玄関口となり、IC周辺に市街地がひろがり、市役所等の公共施設や大型店等の生活利便施

設が集まっている。国道29号は本市を南北に貫く幹線道路であり、一方、本市南側では平成

23年3月に姫路北バイパスの一部が完成し、交通渋滞が緩和された。中国横断自動車道姫路

鳥取線の鳥取自動車道は佐用JCT～鳥取ICが平成22年3月に開通し、一方、播磨自動車道は播

磨JCT～播磨新宮IC間が平成15年３月に開通し、播磨新宮IC～山崎JCTまでが平成33年３月に開通

する予定である。また、播磨科学公園都市と結ぶ主要地方道相生宍粟線が整備中である。 

宍粟市には鉄軌道がなく、バスや自動車による交通に依存している。公共交通としては、

中国縦貫自動車道を通るハイウェイバスのほか、平成27年11月に市内公共交通の再編を行

い、バス路線を９路線から29路線に拡大し、交通空白地であった地域をカバーする公共交通

網を整備した。 

 

（目指す産業集積の概要について） 

商工業の振興は、地域経済の活性化は勿論のこと、若者の定住促進や女性・高齢者などの

雇用の場の確保、豊かな社会生活の維持・向上などを図るうえにおいても重要なものとなっ

ている。このため、本市は異業種間交流による新たな事業の創出、積極的な企業誘致、起業

家の育成支援、融資制度等による経営基盤強化・商品開発の促進、ＵＩＪターン者の受け入

れ体制整備などに取り組んでいる。 

宍粟市は、旧宍粟郡 5 町から引き継ぐ「しそう森林王国」の理念を基に、森林をはじめと

する豊かな自然資源を守り、その自然の中で人々が楽しくふれあい、心身ともにやすらげる

緑のふるさとづくりをめざしている。平成 18 年 3 月「林業再生プロジェクト基本構想」、

平成 19 年 3 月「宍粟市森のゼロエミッション構想」、平成 26 年 3 月「しそうの森連携協

定」、平成 27 年 3 月に「森林セラピー基地」の認定を受けるなど、林業の発展及び森林資

源の活用による商工業・観光業の振興と資源循環型社会の構築を進めている。 

このため、広域道路網等のインフラの整備充実を踏まえ、本市の産業集積の目標像として

は、「地域資源活用型関連産業」、「省エネルギー、環境貢献型関連産業」及び「地域技術

活用ものづくり産業」とし、地域経済の活性化・雇用の創出を図りながら、緑のふるさとづ

くりを進める。 

「地域資源活用型関連産業」は、地域の農林産物の利活用と新たな展開、伝統技術の継承

と発展・充実を目指す産業である。本市の特徴ある気候を生かした素麺・清酒製造業をもと

に集積した食料品製造業は、現在、小麦澱粉生産量日本一、酵素・バイオインダストリーの
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パイオニア的存在の企業、製麺、レトルト食品、漬物など様々な企業が立地しており、今後

もこれらの集積を進め、育成発展を図る。 

一方、林業は市内に素材業が 20 数社あり、年間 8 万㎥を生産、また、原木市場がある。

兵庫県産木材の需要の拡大、「品質・価格・供給力」を備え、外材製品や他県産材製品に対

して競争力を発揮できる県産木材供給システムの整備を目指して、22 年に「協同組合兵庫木

材センター」が操業した。これは、「新たな県産木材の加工・流通システム」を実現するも

のであり、これを契機に、木材・木製品から家具・装備品まで幅広く発展を目指すものであ

る。 

この他に著名ブランドのランドセルやスポーツ用品製造の企業が立地しており、ブランド

力を活かした展開が期待される。 

「省エネルギー、環境貢献型関連産業」は低炭素社会・資源循環型社会の実現に寄与する

産業である。林業再生、県産木材の原木の集積から、製材・加工までを一体的に行う大規模

拠点施設「協同組合兵庫木材センター」操業とあいまって、「宍粟市バイオマスタウン」構

想の具体化を進めている。木質系バイオマスを中心に、林地残材、食品廃棄物、残渣等のバ

イオマスのマテリアル利用及びエネルギー利用等を推進するものである。さらにバイオマス

から地域住民生活や事業所などにおける省エネルギー、環境に貢献する企業の立地・育成を

図っていくものである。 

「地域技術活用ものづくり産業」は、中国縦貫自動車道等の広域交通条件から既に立地し

ている電気製品、電子部品、輸送用機械器具、プラスチック製品、金属製品等の産業の高度

化を図るものである。 

 

（２）具体的な成果目標 

 現状 計画終了後 伸び率 

集積区域における集積 

業種全体の付加価値額 
255 億円 268 億円 5.2％ 
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（３）目標達成に向けたスケジュール 

取組事項（取組を行う者） 平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

平 成 

31年度 

平 成 

32年度 

産業用共用施設の整備等に関する事項 

① 工場用地等の確保 

（宍粟市・兵庫県） 

     

② 工業用地等の情報提供 

（宍粟市・兵庫県） 

     

③ 企業ニーズに応じたインフラ・ 

環境整備（宍粟市・兵庫県） 

     

人材の育成・確保に関する事項 

① 経営安定化と人材育成に関する 

事業（宍粟市商工会） 

     

② 職業能力開発促進事業 

（宍粟市） 

     

③ 企業合同就職説明会の実施 

（宍粟市・宍粟市商工会・兵庫県） 

     

技術支援等に関する事項 

① 新製品開発等の支援 

（宍粟市・宍粟市商工会・金融機関・

兵庫県） 

     

② 販路開拓の支援 

（宍粟市・宍粟市商工会・金融機関） 

     

その他円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項 

① 企業誘致活動の強化 

（宍粟市） 

     

② 企業立地後の支援 

（宍粟市・兵庫県） 

     

③ 優遇措置の実施と拡充 

（宍粟市・兵庫県） 
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２ 集積区域として設定する区域 

（区域） 

宍粟市全域 

 ・設定する区域は、平成 27 年 4 月 1 日現在における行政区画その他の区域又は道路、鉄道

等により表示したものである。ただし、集積区域は、以下の地域を除くものとする。 

 ・自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）に規定する自然公園地域 

 ・自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号）に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境

保全地域 

 ・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）に規定する鳥獣保護

区 

 ・環境の保全と創造に関する条例（平成 7 年兵庫県条例第 28 号）に規定する指定地（自然

環境保全地域、環境緑地保全地域及び郷土記念物） 

 ・環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落 

                     

（集積区域の可住地面積） 

7,205ヘクタール 

 

（市全域が集積区域に指定されている理由） 

平成 17 年 4 月 1 日に旧宍粟郡山崎町、同一宮町、同波賀町及び同千種町が合併し宍粟市

が誕生した。合併以前から「広域事務組合」などを形成し、連携を図ってきており、また、

主要国県道などの整備が進んできていることから、効率的かつ効果的に一体性を持った企業

立地の推進や産業振興を図ることが十分可能であることから、市域全域を集積区域として指

定する。 

 

３ 集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域 

集積区域内において特に重点的に企業立地を図るべき地域は「設定なし」である。 

 

４ 工場立地法の特例措置を実施しようとする場合にあっては、その旨及び当該特例措置の

実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果 
 

工場立地法の特例措置を実施しようとする区域は「設定なし」である。 
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５ 集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。） 

（１） 業種名 

（業種名又は産業名） 地域資源活用型関連産業 

（日本標準産業分類上の業種名） 

09 食料品製造業              11 繊維工業 

12 木材・木製品製造業（家具を除く）   13 家具・装備品製造業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業       15 印刷・同関連業 

20 なめし革・同製品・毛皮製造業     21 窯業・土石製品製造業 

51 繊維・衣服等卸売業          39 情報サービス業 

61 無店舗小売業 

（業種名又は産業名） 省エネルギー、環境貢献型関連産業 

（日本標準産業分類上の業種名） 

10 飲料・たばこ・飼料製造業（101 清涼飲料製造業、102 酒類製造業、103 茶・コーヒー製造

業及び 106 飼料・有機質肥料製造業を含む、105 たばこ製造業を除く） 

12 木材・木製品製造業（家具を除く）   13 家具・装備品製造業 

29 電気機械器具製造業（2961Ｘ線装置製造業、2962 医療用電子応用装置製造業及び 2973 医療

用計測器製造業を含む）         30 情報通信機械器具製造業  

31 輸送用機械器具製造業（312 鉄道車両・同部分品製造業を含む、313 船舶製造・修理業、船

用機関製造業を除く）          32 その他の製造業             

52 飲食料品卸売業            53 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業   

71 学術・開発研究機関           81 学校教育 

82 その他の教育・学習支援業 

（業種名又は産業名） 地域技術活用ものづくり産業 

（日本標準産業分類上の業種名） 

18 プラスチック製品製造業        24 金属製品製造業 

25 はん用機械器具製造業          26 生産用機械器具製造業 

27 業務用機械器具製造業（274 医療用機械器具・医療用品製造業及び 2743 医療用品製造業

（動物用医療機械器具）を含む）      28 電子部品・デバイス・電子回路製造業   

29 電気機械器具製造業（2961Ｘ線装置製造業、2962 医療用電子応用装置製造業及び 2973 医療

用計測器製造業を含む）          31 輸送用機械器具製造業（312 鉄道車両・同部

分品製造業を含む、313 船舶製造・修理業、船用機関製造業を除く） 

32 その他の製造業                

4411 一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く） 

4441 集配利用運送業                    4821 利用運送業（集配利用運送業を除く）  

54 機械器具卸売業 
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（２）（１）の業種を指定した理由 

（地域資源活用型関連産業） 

  本市には、食料品製造業、木材・木製品、家具・装備品の製造業、なめし革・同製品・毛

皮、窯業土石製品製造業等の産業が立地している。 

地域の特色ある農林産物を利活用した産業や伝統技術を活かし発展した産業を「地域資源

活用型関連産業」とし、これらの産業の振興と発展、企業集積を進める。 

① 地域の農産物を利活用した産業の育成と新たな企業誘致 

地場産業である素麺製造をはじめとし、日本酒、製麺、麩、豆腐、漬け物から小麦蛋

白・小麦澱粉、酵素・バイオインダストリ―まで幅広く食料品加工の企業が立地してい

る。 

本市のクリーンな自然環境や京阪神の大消費地に近い特性を活かし、既存産業の振興・

高度化とともに新たな企業誘致を図る。 

② 地域の森林資源を利活用した産業の振興と新たな企業誘致 

地域林産物「宍粟材」の利活用のなかから木材木製品・建材生産、家具・装備品等多く

の企業が立地している。一方、一宮町に協同組合兵庫木材センターが平成 22 年 11 月から

操業し、原木集積から製材加工の製材・加工・品質管理までが一体となったライン構成

（原木取扱量 12.6 万㎥）で、柱・間柱・筋違生産を行い、ハウスメーカー等に供給す

る。森林の保護・育成とともに県内素材生産量の 1/3 を占める宍粟材の利活用を図る企業

の支援と新たな企業誘致を図る。 

③ 地域の伝統技術から発展した産業の発展 

著名な野球選手の使用するグラブの製造や有名ブランドのスポーツ製品のシューズ・ス

パイクの製造、ランドセルの製造等の企業が立地している。 

これらの企業は皮革製品等の伝統技術を継承発展した特徴ある産業であり、これからも

支援を図る。 

④ インターネットの活用による地場産業の振興 
地場産品の新たな販路の獲得のため、情報サービス業などＩＴ関連企業を支援する。 

 
（省エネルギー、環境貢献型関連産業） 

全国的に、日常における環境保全に向けた取り組みが重要性を増しているなかで、宍粟市

は「森林王国」として、率先して環境保全の大切さを全国に発信し諸事業に取り組んでき

た。旧一宮町において平成 12 年から取り組んできた「森のゼロエミッション構想」を継承

し、平成 19 年に「宍粟市森のゼロエミッション構想」、「宍粟市バイオマスタウン構想」

を策定し、バイオマスを活かした積極的な取り組みを推進している。一方、平成 18 年には

「林業再生プロジェクト基本構想」を策定し、この計画の一つの柱である「兵庫木材センタ

ー」が協同組合として発足、平成 22 年に操業を開始した。 

平成 22 年には「宍粟市環境基本計画」を策定し、『世界に誇れる環境主都』を基本理念
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に「環境の公益的価値を高める（環境守都）」、「環境の精神的価値を高める（環境趣

都）」環境の教育的価値を高める（環境修都）」、「環境の経済的価値を高める（環境種

都）」を基本目標に各施策を展開している。 

① 林業再生と関連する木材・木製品製造業、家具・装備品製造業をはじめとする多様な産

業の振興 

   適切な森林整備と森林素材の活用は、地球温暖化防止と低炭素社会の実現に大きく貢献

するものである。森林素材を活用する多様な産業の振興を図る。 

② バイオマス産業の振興 

   製材工場等加工施設から発生する木質バイオマスは、チップや牧場の敷き料、オガライ

トの原料として有効活用するとともに、木質ペレットを燃料とするストーブ・ボイラーの

普及とともに木質ペレット製造等による木質エネルギー産業を支援する。 

③ その他の省エネルギー、環境貢献型産業 

   既存の産業分類の各種企業において、省エネルギーや環境貢献に対して様々な取り組み

が行われている。これらの取り組みを積極的に行う企業を誘致するとともに、既存企業の

省エネルギー、環境貢献や３Ｒ運動に取り組む企業を支援する。 

④ 研究開発・教育機関の誘致と産業の裾野の育成 

省エネルギー、環境貢献に関する研究開発・教育機関の誘致及び関連産業を支える卸売

業、運送業等を誘致する。 

 

（地域技術活用ものづくり産業） 

東西に伸びる中国縦貫自動車道や南北に伸びる中国横断自動車道姫路鳥取線、さらに整備

改善予定の広域幹線道路網など、広域交通条件の利便を活用し、また、京阪神都市圏の各企

業と連携、播磨科学公園都市の企業・研究施設との連携により、既存産業の事業高度化及び

関連企業誘致による産業集積を促進する。 

① 既存産業の事業高度化及び誘致 

電気機械器具（各種モーター、配電盤等の製造等）、電子部品・デバイス・電子回路

（AV 機器、センサー等）、輸送用機械器具（自動車用電装品組立等）、プラスチック製品

（工業用プラスチック加工等）、金属製品（レーザープレス、精密板金等）、その他製造

業（各種スクリーン製造）など既存産業の育成・高度化を図るとともに、関連企業の誘致

を図る。 

② 製造業関連の卸売業、運送業等 

既存産業の高度化と併せて、関連する卸売業、運送業等を支援する。 
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６ 指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標 

 目標数値 

指定集積業種の企業立地件数 5 件 

指定集積業種の製品出荷額等の増加額 18 億円 

指定集積業種の新規雇用創出件数 50 人 

７ 工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の

事業のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。）、高度な知識又は技術を有する人

材の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施す

る者及び当該事業の内容 
 

（産業用共用施設の整備等に関する事項） 

① 工業用地等の確保（宍粟市・兵庫県） 

民間所有地を工業用地に活用できるよう継続的に候補地調査を実施するとともに、個別

の案件に迅速に対応できるように、事前に地権者や地域の意向を把握するよう努める。ま

た、廃校跡地の産業利用においては、柔軟に対応する。 

② 工業用地等の情報提供（宍粟市・兵庫県） 

・市ホームページや文部科学省ホームページ（廃校跡地）で候補地や優遇制度の利用を呼

びかけるとともに、企業訪問で売り込みを行う。また、兵庫県やひょうご・神戸投資サ

ポートセンターなどの関係機関にも情報を提供し、進出企業に周知を図る。 

・宍粟市にワンストップ窓口を設置し、企業のニーズに迅速に対応する。 

③ 企業ニーズに応じたインフラ・環境整備（宍粟市・兵庫県） 

進出を検討する企業のニーズに対応し、全庁体制で道路や上下水道設備等のインフラ整

備を検討する。 

 

（人材の育成・確保に関する事項） 

① 経営安定化と人材育成に関する事業（宍粟市商工会） 

経営者及び従業者の人材育成に係る研修やセミナーなどを開催する。専門家による経営

診断、アドバイスのほか創業支援、地域産業おこしなどにも取り組む。 

②  職業能力開発促進事業（宍粟市） 

  兵庫土建宍粟建築技能協会を支援し、企業や団体の要望に応じた実務的な職業訓練を実

施し、必要な技能を取得した人材の養成を図る。 
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③ 企業合同就職説明会の実施（宍粟市・宍粟市商工会・兵庫県） 

高卒求職者を希望する企業向けには、高等学校と連携した就職説明会を、大卒求職者を

希望する企業向けには、他市町と連携した就職説明会を計画し、求職者と企業双方のニー

ズに対応する。 

 

（技術支援等に関する事項） 

① 新製品開発等の支援（宍粟市・宍粟市商工会・金融機関・兵庫県） 

  ・農林漁業者と中小企業者の連携による新商品の開発を支援し、市内企業の競争力を高め

る。 

  ・技術力を事業に活用するための特許や実用新案、意匠、商標、著作権、海外展開などに

関する支援を一般社団法人兵庫県発明協会とも連携しながら実施する。 

  ・森林林業技術センターと市内企業、また、異業種間の連携により、新技術の共同開発や

新商品の開発を促進し、木材に関係する高付加価値商品を生み出す。 

  ・市内外の関連企業による「ものづくりマッチングフェア」を産金官連携で開催し、異業

種間交流による新たな商品開発を支援する。 

② 販路開拓の支援（宍粟市・宍粟市商工会・金融機関） 

   「販路開拓商談会」を産金官連携で開催し、市内で製造される商品の新たな流通先を開

拓する。また、より効果的に流通先を開拓できるように連携中枢都市や定住自立圏との広

域連携による開催をめざす。 

 

（その他円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項） 

①  企業誘致活動の強化（宍粟市） 

  「待つ」スタイルから「攻める」営業活動に転換し、企業のニーズや設備投資の情報を得

るよう努める。また、必要な場合は市長自らのトップセールスを行う。情報は取引先企業

からも得られることがあるため、地道な訪問活動を継続して実施する。 

②  企業立地後の支援（宍粟市・兵庫県） 

   企業の操業後についても、訪問活動などを通じてニーズを把握し、引き続き企業活動の

支援協力を行う。市は企業の環境整備についての情報の交換や協力とともに、宍粟市産業

振興資金融資要綱、宍粟市産業振興資金利子補給金交付要綱、宍粟市商工業振興事業補助

金交付要綱による支援を行う。 

県は「中小企業支援ネットひょうご」による個別企業の相談や助言のほか、「兵庫県立

工業技術センター」、「兵庫ものづくり支援センター」等を通じて、企業への技術支援を

図る。 

③ 優遇措置の実施と拡充（宍粟市・兵庫県） 

・宍粟市産業立地促進条例による固定資産税の免除や土地取得費、雇用奨励、水道使用

料、廃校跡地利用優遇制度などの助成措置のほか、県及び県内市町で作成した地域再生
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計画による地方拠点強化税制支援、工場等移転支援補助事業による優遇措置を市内既存

企業にも実施するとともに、兵庫県産業立地条例の「促進地域」指定の優遇措置を活用

し、企業の進出を後押しする。 

   宍粟市産業立地条例の要件と優遇措置（平成 27 年 12 月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・宍粟市は全域が県の「多自然地域におけるＩＴ関連企業の振興支援事業」の指定地域に指

定されており、ＩＴ企業が進出する場合は、県の助成措置が適用される。また、市の追加

助成措置も活用し、ＩＴ企業の誘致を加速させる。 

 ・第一次宍粟市地域基本計画の期間中に拡充した優遇措置のさらなる改善やより効果的な実

施方法の検討のほか、女性の働きやすい職場作りや企業の職員研修支援制度などの導入を

図る。 
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８ 環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項 
 

（環境の保全） 

「宍粟市総合計画」では、『人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち』の実現をめざし

ている。このため、「人と人、人と自然にやさしいまちづくり」において、「森林を生かし

た豊かな空間づくり」、「母なる恵みの川を活かした空間づくり」、「彩り豊かな田園景観

づくり」、「循環型社会の構築」、「生活景観の保全」、「環境教育の推進」を基本施策と

している。 

「宍粟市環境基本計画」では、『世界に誇れる環境主都』を基本理念に様々な施策を展開

している。緑の森林資源の育成とともに、揖保川、千種川水系の源流部として水環境の保

全・創造は大きな役目であり、産業や人口の集積に伴う公害の発生は未然に防ぐ予防措置に

努める。 

① 市は県とともに、企業の事業活動に伴う周辺住民の生活環境への影響を軽減するため、

緊密な連携を図りながら、公害関係法令等に基づき、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染の防

止や騒音・振動の発生等に関して助言・指導を行うなど、集積区域における環境負荷低減

に向けた取組を促進し、地域環境保全に十分な配慮を行う。 

・兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」の第 4 条では公害の防止等に関する「事業

者の責務」、第 20 条では環境管理計画の策定と検証による「事業者の自主的な環境の

管理」、第 34 条から第 66 条までは「ばい煙等の排出等の規制」が定められている。 

・「宍粟市環境基本条例」の第 4 条では公害の防止等に関する「事業者の責務」、第 20

条では「事業者による監視」、第 23 条では「事業者による地域の快適な生活環境の確

保等」、第 29 条では「公害防止協定の締結」について定めている。 

第 60 条の規定により、市長の諮問に応じ、環境の保全と創造に関する重要事項を調査

審議する「宍粟市環境審議会」を、第 60 条の 2 の規定により、自然環境及び社会環境

を守り、市民の快適な生活環境の保全に努めるために「宍粟市環境保全協議会」を設置

している。 

② 「宍粟市環境基本計画」の基本理念を実現するためには、それぞれの施策の展開に市民

と事業者の理解が不可欠であり、協力と参加を求めている。 

・事業者は、集積区域住民に対して必要に応じて環境保全について住民説明会やシンポジ

ウムの他、工場内の視察受け入れを行うなど、自らの事業活動に対する十分な理解を図

っていくことに努める。 

・市、市民及び事業者は、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量

推進その他の環境への負荷の低減に努める。 
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（安全な市民生活の確保） 

兵庫県では、県民一人ひとりが、自らの安全確保に対する意識を高めることはもとより、

人と人、人と地域のきずなを一層強め、地域ぐるみで犯罪を防止し、安全で快適な暮らしを

実現するため県民一人ひとり、地縁団体、ボランティア団体その他の団体及び事業者が、地

域社会において相互に連携し、活動することを「地域安全まちづくり条例」で定めている。 

一方、宍粟市においても「市民の安全意識の高揚に関すること」、「市民及び事業者の自

主的な安全活動に対する支援に関すること」、「市民の生活の安全を確保するための環境整

備に関すること」を実施するため「宍粟市生活安全条例」を定めている。市民及び事業者

は、犯罪や事故に遭わないため自主的な安全活動を推進し、地震などの災害に備えるととも

に、地域安全推進協議会の設置など市が行う安全推進活動の施策に協力する。 

さらに、犯罪の防止と発生時の被害の軽減や早期解決に向けて、広報紙や防災行政無線

等の媒体を活用した広報・啓発活動の推進や、自治会単位での住民のつながりを基盤にし

た防犯活動の推進を図っていく。 

① 企業立地を始めとする様々な事業活動にあたっては、これらの条例や制度の趣旨を勘案

し、地域住民が安全で住みよい地域社会を実現するため、県、市及び事業者は、次の事項

に留意し、犯罪を未然に防止する活動や防犯意識の高揚等に取り組むこととする。 

ア 防犯に配慮した環境の整備 

  道路、公園等の公共空間における犯罪を防止するため、防犯カメラ、防犯灯、街路灯

を設置する。 

    道路、公園、事業所等における植栽の適切な配置及び剪定により見通しを確保する。 

  イ 事業所における防犯設備等の整備 

事業所内外に防犯カメラや防犯ベル等の緊急通報装置を設置するほか、防犯マニュア

ルの策定、防犯設備の点検整備を実施する。  

  ウ 防犯責任者の設置と従業員に対する防犯指導 

    事業所ごとに防犯責任者を設置し、防犯マニュアルの整備、定期的な防犯訓練の実

施、従業員に対する法令遵守や犯罪被害の防止に関する指導等防犯体制を整備する。  

  エ 警察への通報体制の整備 

    犯罪や交通事故等が発生した場合の通報体制を整備する。 

  オ 地域住民等と連携した防犯ボランティア活動の実施 

青色回転灯を装備した自主防犯活動用自動車（いわゆる「青色防犯パトロール

車」）による防犯パトロール活動等、地域住民や関係機関と連携した防犯ボランティ

ア活動に取り組む。 

② 企業立地にあたっては、歩行者が安全に通行できるよう出入口に配慮するとともに、路

上駐車等が発生しないよう事業所敷地等に十分な駐車施設を確保するものとする。 

③ 今後とも、上記の事業を実施していくとともに、兵庫県警察本部、所轄の警察署等と連

携をはかりながら、安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図っていく。 



 
15

 

９ 法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７号の施設の整備が、農用地等とし

て利用されている土地において行われる場合にあっては、当該土地を農用地等以外の用途に

供するために行う土地の利用の調整に関する事項 
 

 該当なし 

 

１０ 計画期間 

 本計画の計画期間は、計画同意の日から平成32年度末日までとする。 

 


