
離島の振興を促進するための姫路市における産業の振興に関する計画 

平成３０年５月１５日作成 

兵庫県姫路市 

 

１．計画策定の趣旨 

姫路市は、兵庫県の南西部、瀬戸内海に面した播磨平野のほぼ中央に位置し、市域は東西約

３６㎞、南北約５６㎞、総面積は約５３４㎢の播磨の中核都市である。 

市域の北部は、豊かな森林丘陵地や田園地が広がるとともに、標高７００ｍから９００ｍ級

の山並みが連なっている。中南部は、ＪＲ姫路駅を中心に市街地が広がっており、山並みから

離れた丘陵部が市街地内に点在している。また、市川、夢前川、揖保川などの河川が播磨灘へ

注ぎ、播磨灘沖には大小４０余りの島が点在する家島群島地域があり、そのうち家島、坊勢島、

男鹿島、西島が有人島である。 

本市の人口は、平成１７年（2005年）の国勢調査では人口５３６，２３２人（合併前の家島

町、夢前町、香寺町及び安富町の人口数値を含む。）であったのに対し、１０年後の平成２７年

（2015 年）の国勢調査での人口は５３５，６６４人で、５６８人の減少となっている。また、

高齢化率は同１０年間で６．６％上昇し、２５．２％に達している。今後、さらに人口減少が

加速すると予想される。 

特に、離島振興対策実施地域である家島群島地域では、これまで採石業、海運業及び水産業

が島の基幹産業として住民の生活、雇用を支えてきたが、人口減少が著しく過疎化と高齢化が

急進し、平成１７年（2005年）の国勢調査では人口７，７２４人であったのに対し、１０年後

の平成２７年（2015 年）の国勢調査での人口は４，８９８人で、２，８２６人減少し、３６．

６％の減少率となっている。また、高齢化率も同１０年間で１４．５％上昇し、３４．５％に

達している。島別にみると、同１０年間の人口は、家島では１，８８０人の減（４１．１１％

減）、坊勢島では７９７人の減（２６．９０％減）、男鹿島では９５人の減（７１．４３％減）、

西島では５４人の減（９６．４３％減）となっており、地域の活力が急速に失われつつあり極

めて過疎化が深刻化している。 

本計画は、家島群島地域における産業の現状を把握し、課題の解決を図りながら、姫路市総

合計画の基本理念や振興方向に即しつつ、水産業をはじめ当該地域の豊富な地域資源をいかし

た産業の振興や観光客の誘致など、行政、住民、団体、企業等の参画と協働により、離島振興

を促進し、豊かな自然と活力ある住みやすい地域づくりを推進し、持続可能な暮らしの実現を

図ることを目的として策定するものである。 

 

 

●姫路市の人口推移 

区分 
平成 17年 平成 22年 平成 27年 

人口(人) 世帯数 高齢化率(%) 人口(人) 世帯数 高齢化率(%) 人口(人) 世帯数 高齢化率(%) 

姫路市 536,232 195,988 18.6 536,270 205,587 21.6 535,664 212,801 25.2 

（出典：国勢調査） 

 



●家島群島地域の人口推移 

区分 
平成 17年 平成 22年 平成 27年 

人口(人) 世帯数 高齢化率(%) 人口(人) 世帯数 高齢化率(%) 人口(人) 世帯数 高齢化率(%) 

家 島 4,573 1,533 22.8 3,355 1,314 32.0 2,693 1,157 42.3 

坊勢島 2.962 865 15.3 2,555 832 19.1 2,165 792 24.5 

男鹿島 133 78 32.3 72 50 - 38 23 - 

西 島 56 39 8.9 5 5 - 2 2 - 

計 7,724 2,515 20.0 5,987 2,201 26.5 4,898 1,974 34.5 

（出典：国勢調査） 

※平成 22年、27年の調査では、男鹿島及び西島の高齢化率は家島、坊勢島に含まれている。 

 

２ 計画の対象とする地区 

  本計画の対象地域は、家島、坊勢島、男鹿島及び西島とする。 

 

３ 計画期間 

  本計画の計画期間は、平成３０年６月１日から平成３５年３月３１日までとする。 

 

４ 対象地区の産業振興の基本的方針 

⑴ 家島群島地域の産業の現状 

ア 家島群島地域の特色 

本地域は、本土とは海路で結ばれており、姫路港との間の定期航路については、航路事

業者４社が運航しており、高速船により約３０分で結んでいる。家島と坊勢島間について

も定期船が１社運航しており、約１０分で結んでいる。また、男鹿島については姫路・坊

勢島間の定期便が経由し、西島については県立いえしま自然体験センターの利用に応じた

不定期便が運航している。 

島内交通は、軽自動車、原動機付自転車及び自転車が主であるが、家島及び坊勢島にお

いては、コミュニティバスが運行している。 

道路状況等については、島内には平地が少なく集落が密集しているため道路幅員が極め

て狭隘な状況である。 

 通信面においては、テレビ放送等の難視聴地域はなく、電話についても携帯電話を含め、

居住地域ではほぼ全域通話可能である。また、当地域には民間事業者によるブロードバン

ド環境が整備されているが、産業振興においては、これら情報通信基盤が十分に利活用で

きていない状況である。 

  イ 近年の家島群島地域の産業の動向 

本地域の就業者数は、平成２７年では１，９８４ 人で、平成１７ 年の２，９５０人か

ら１０ 年間で９６６人減少している。 

産業別就業者の構成比は、平成２７年では、一次産業が２４．５％、第二次産業が１１．

７％、第三次産業が５６．９％となっている。さらに、産業分類別でみると、水産業が２

４．５％と最も高く、次いで運輸業・郵便業が２１．５％、卸売業・小売業が９．１％の順

になっている。 



   【採石業・海運業・造船業等】 

     採石業については男鹿島と西島、海運業については、家島がその中心となり、阪神、

中京及び京浜地区などの工業地帯や神戸空港、関西国際空港などの埋立造成に、石材の

提供とその海上輸送にあたり、日本の産業発展に大きな役割を果たしてきた。また、本

地域は、石材を運搬する船舶（ガット船）の基地としても発展してきたことから、造船

業や鉄工業なども栄えてきた。 

しかし、これらの産業は、社会経済の動向、とりわけ公共事業の大型プロジェクトの

完了や景気低迷などの影響を受けて雇用が大きく減少し続けている。 

   【水産業】  

 本地域のもう一つの基幹産業として位置づけられる水産業においては、播磨から京阪

神間に新鮮な水産物を供給しており、特に坊勢島においては、兵庫県下でも有数の漁獲

高を誇り、登録漁船数は全国 1位（平成 27年港勢調査）の規模であり、名実ともに島の

経済を支えている。 

主な漁獲は、船びき網漁によるシラスやイカナゴと、ノリなどの海面養殖で、いずれ

も兵庫県下有数の漁獲量を誇っている。漁獲物は大半が妻鹿漁港で水揚げされ、活魚や

鮮魚のまま地元のみならず、京阪神など大都市圏へ運ばれ消費されるほか、島内や妻鹿

漁港等で水産加工品の生産も盛んで、シラスやカラスミ等では 6 次産業化により比較的

安定した漁業経営が見られる。 

さらに、資源確保のため種苗放流や中間育成、漁獲制限や禁漁期設定、魚礁の設置な

ど「つくり育てる漁業」の取組が市と漁業者が一体となって積極的に行われている。ま

た、ノリなどの養殖業では、経営安定化を図るため、製造過程において大型機械の導入

を行うなど、競争力の強化に努めている。その他、食の魚離れをくい止めるため、ぼう

ぜ鯖、ぼうぜがに、白鷺鱧、華姫さわらなどのブランド化の推進と同時に漁業協同組合

自らが大型直売所の展開や観光漁業を手掛けるなど、魚食普及と魚価の安定化に力を注

いでいる。 

   【観光業】 

 本地域は瀬戸内海国立公園に指定されており、優れた自然環境や海洋性景観など島の

自然をいかした海水浴や釣り、カヌー、ヨット、漁業体験など、多種多様な海のアクテ

ィビティをそれぞれの島で体験することができる。 

近年では家島本島においてレンタル電気三輪自動車やレンタサイクルによる島内の景

勝地やレトロな町並みの周遊など、滞在型観光地としても注目が集まるスポットとなり

つつある。また、観光事業組合や旅行会社などの連携による観光プログラムの開発が進

んでおり、クルーズ体験や食体験を組み合わせた「しまたびツアー」、家島コンシェルジ

ュや島の人々とのふれあい体験「いつでもしまたび」など、観光客を惹き付ける体験メ

ニューが充実してきている。 

 

  



●家島における産業別就業人口の推移 

区分 
平成 17年 平成 22年 平成 27年 

家 島 坊勢島 群島計 家 島 坊勢島 群島計 家 島 坊勢島 群島計 

就業人口(人) 1,760 1,190 2,950 1,307 1,081 2,388 1,068 916 1,984 

 

内 

 

 

訳 

第１次産業（人） 118 544 662 106 488 594 70 416 486 

構成比（％） ― ― 22.4 ― ― 24.9 ― ― 24.5 

第２次産業（人） 282 137 419 188 90 278 142 90 232 

構成比（％） ― ― 14.2   11.6 ― ― 11.7 

第３次産業（人） 1,358 509 1,867 905 405 1,310 781 348 1,129 

構成比（％） ― ― 63.3 ― ― 54.9 ― ― 56.9 

（出典：国勢調査） 

※男鹿島及び西島の就業者は、家島、坊勢島に含まれている。 

※就業人口には、「分類不能」の人数を含んでいる。 

 

 ●産業別類別 

類 別 

区 分 
合 計 農業・林業 水産業 

鉱業・採石業 

・砂利採取業 
建築業 製造業 

就業者数 1,984 0 486 22 89 121 

割 合 100 0 24.5 1.1 4.5 6.1 

類 別 

区 分 

電気・ガス・  

熱供給・水道業 
情報通信業 

運輸業・郵

便業 

卸売業・小

売業 

金融業・保

険業 

不動産業・ 

物品賃貸業 

就業者数 3 1 427 181 27 7 

割 合 0.2 0.1 21.5 9.1 1.4 0.3 

類 別 

区 分 

学術研究・専門 

・技術サービス業 

宿泊業・飲食 

サービス業 

生活関連サー 

ビス業・娯楽業 

教育、学習

支援業 

医療、福祉 複合サー 

ビス事業 

就業者数 9 75 56 54 107 61 

割 合 0.4 3.8 2.8 2.7 5.4 3.1 

類 別 

区 分 
サービス業 公務 

 
就業者数 84 37 

割 合 4.2 1.9 

（出典：平成 27年国勢調査） 

 ※就業者数の合計には、「分類不能」の人数を含んでいる 

  



 ●水産業の推移 

漁業協同組合員数の推移（各年 4月 1日現在）     （単位：人） 

区 分 平成 18年 平成 23年 平成 28年 

家島漁協 135 100 86 

坊勢漁協 574 547 501 

計 709 647 587 

漁船数の推移（各年 12月末現在）           （単位：隻） 

区 分 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

家島漁協 256 232 207 

坊勢漁協 950 926 900 

計 1,206 1,158 1,107 

水揚トン数の推移（各年 1月~12月の計）       （単位：ｔ） 

区 分 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

家島 3,683 2,291 3,095 

坊勢 9,560 6,294 8,171 

計 13,243 8,585 11,266 

水揚金額の推移（各年 1月~12月の計）      （単位：百万円） 

区 分 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

家島 1,080 606 778 

坊勢 3,435 2,602 2,315 

計 4,513 3,208 3,093 

 （出典：離島統計年報） 

 

●観光客入込数の推移                 （単位：千人） 

区 分 平成 17年度 平成 22年度 平成 27年度 

家島群島 146 172 194 

（出典：離島統計年報） 

 ※各年度は、3月～翌年 2月の計 

 

⑵ 家島群島地域の産業振興を図る上での課題 

島内での雇用の場が減り続け、それに伴い島内人口が激減している。人口流出に歯止めを

かけ地域の活性化を図り、地域を維持するためには地域産業の振興に力を注ぎ、雇用の場を

確保・創出することが急務となっている。 

基幹産業である採石業や海運業は、経済動向の影響を受けて厳しい状況であり、雇用が減

少し続けている。さらに、これらの産業の低迷は、造船業、鉄工業、石油販売業など島の産

業全般にも影響を及ぼしており、経営の安定化が深刻な課題である。 

水産業では、漁場環境の悪化による漁獲量の減少がみられ、積極的な資源確保を推進する

施策が求められる。また、比較的若年層の雇用比率が高く活気があると言われてきた坊勢島

でさえ、他の離島同様に漁業者の高齢化は避けられず、同時に漁業従事者数も減少し続けて

おり後継者の育成も課題である。 



観光業では、近年の観光客の動向変化や人口減少社会を鑑みると、インバウンド観光の推

進が、家島においても必須となることが想定され、宿泊を伴う滞在型観光の推進の観点から

も、姫路城から家島諸島まで足を伸ばしてもらうための情報発信の充実や外国人を含む受け

入れ体制の整備など、積極的な取組がこれまで以上に求められる。しかしながら、宿泊施設

や飲食店などの受け皿となる関連施設については、施設の老朽化や従事者の高齢化などの問

題もあり、後継者の育成や新規起業者の進出支援といった商業的側面からの支援も必要とな

っている。 

情報サービス業では、情報通信基盤が地理的条件不利性を緩和するための重要な社会基盤

であることから、一層の整備が求められる。また、情報通信基盤を利活用することにより、

情報サービス業の振興はもとより、水産業や観光など様々な産業の振興を促進するとともに、

新たな雇用の創出につなげる必要がある。 

今後は、家島地域の特性である海、島などの豊かな自然や新鮮な水産物を生かした新たな

産業の創出等により、若者の定住や市外からの移住促進など活気のある地域づくりを進めて

いく必要がある。 

 

５ 産業の振興の対象とする事業が属する業種 

  本計画における産業振興の対象業種は次に掲げるとおりである。 

 （１）製造業 

 （２）水産業 

 （３）農林水産物等販売業 

 （４）旅館業 

 （５）情報サービス業等 

 

６ 事業振興のために推進しようとする取組み・関係団体等との役割分担 

  姫路市の産業振興を図る上での課題を解決するため、租税特別措置の活用を促進し、製造業、

農林水産物等販売業、水産業、旅館業、情報サービス業等の設備投資・雇用を促進するために、

国、県、関係機関等と連携しながら以下の取組を行う。 

【姫路市】 

本市のホームページなどで周知するほか、関連団体等を通じて該当する企業に対し租税特

別措置の活用促進、産業振興のための各産業団体への支援・指導、人材育成の推進等 

【兵庫県】 

本市と連携して租税特例措置の活用の促進、設備投資・雇用促進等の情報提供、その他支

援等 

【商工会】 

研修等による島内事業者支援、経営改善指導、情報の提供、各種融資等の相談、推薦、斡 

旋 

【観光事業組合】 

観光ＰＲ活動の強化、旅館事業者等に対する支援、その他産業振興への協力等 

【漁業協同組合・石材採掘協同組合・船舶協同組合等】 

各事業者に対する支援・指導、各種特産品等による島のＰＲ、その他産業振興への協力等 



７ 計画の目標 

  本計画に係る計画期間中の計画目標は次のとおりです。 

 （離島振興対策実施地域） 

業  種 指  標 内    容 目標件数 

製造業 

設備投資件数 
企業進出・規模拡張に伴う新増

設、既存事業者の取得件数 
１件 

新規雇用者数 
企業進出・規模拡張に伴う新規

雇用者数 
２名 

水産業 

設備投資件数 
企業進出・規模拡張に伴う新増

設、既存事業者の取得件数 
１件 

新規雇用者数 
企業進出・規模拡張に伴う新規

雇用者数 
２名 

農林水産物等販

売業 
設備投資件数 既存事業者の取得件数 １件 

旅館業 

設備投資件数 
企業進出・規模拡張に伴う新増

設、既存事業者の取得件数 
１件 

新規雇用者数 
企業進出・規模拡張に伴う新規

雇用者数 
２名 

情報サービス業

等 
設備投資件数 

企業進出・規模拡張に伴う新増

設、既存事業者の取得件数 
１件 

 


