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企業庁 News!

vol.

● 用地の状況が一目瞭然 !「兵庫県企業庁の産業用地」HP!

2012.winter

企業庁の産業用地を紹介する「兵庫県企業庁の産業用地」HP を本年
度に開設しました。各地区毎に用地が一覧になっており、ご好評をいた
だいています！優遇制度や立地企業情報など、盛りだくさんに掲載して
います！

● 日本最大！潮芦屋地区でスマートシティ計画が進行中！
パナホーム㈱では、「パナホーム スマートシティ潮芦屋」を街まる
ごとネットゼロエネルギーとＣ02±0（ゼロ）を実現する日本最大規模のスマートシティとして展開し、
無理のない節電や、計画停電・災害時にも電力確保できる暮らしを提案、街まるごとでピーク電力の抑
制に貢献します。

● 企業庁メガソーラープロジェクト進行中！
再生可能エネルギーの普及拡大への貢献、保有資産の有効活用のため、企業庁では、浄水場やダム、造
成済み未利用地において、大型太陽光発電施設の整備を行っていく方針です。平成２４年度中に、ま
ず、三田カルチャータウン（三田市）、網干沖地区（姫路市）で事業を実施し、来年度はさらに事業拡大を
行う予定です。企業庁メガソーラープロジェクト、着々と進行中です。

播磨科学公園都市

ひょうご情報公園都市

号!
● 播磨科学公園都市、淡路津名地区で企業立地促進法基本計画策定中！ 詳細次

播磨科学公園都市が位置するたつの市・上郡町・佐用町地域、淡路津名地区が位置する淡路市地域
では、平成 24 年度末が期限の立地企業向け支援措置を継続させるべく、地元市町を中心として平成
25 年度から 5 年間の次期基本計画を、策定作業中です。

！
残り8.3haのみに

号!
● 25 年 1 月、尼崎臨海地区に待望のコンビニがオープン！ 詳細次

平成 24 年 7 月、産業用地の隣接地に、地元企業関係者や周辺施設利用者から要望の強かったコンビ
ニエンスストアの出店が決定し、平成 25 年 1 月にオープン予定です。

号!
● 25 年春、淡路津名地区に東洋合成工業やメガソーラーが操業開始！ 詳細次

！
SACLA供用開始

津名生穂地区では東洋合成工業㈱の機能性化学品製造工場が、津名佐野地区では㈱クリハラントのメ
ガソーラーが立地し、両社ともに平成 25 年春の操業に向けて工事が進んでいます。

立地企業のご紹介
兵庫三木工場

㈱ヤクルト本社

尼崎臨海地区

市
ひょうご情報公園都
稼働！
24年12月、全面

コンビニ立地！
最 終１区画

ひょうご情報公園都市の㈱ヤクルト本社兵庫三
木工場が、２４年８月、一部操業を開始しまし
た。２４年１２月には、同社の西日本地域の基
幹工場として、いよいよ全面稼働します！
操 業にあた っての 抱 負

兵 庫 三 木工場の 概 要
名
称
所 在 地
敷地面積
建築面積
延床面積
従業員数
生産品目

株式会社ヤクルト本社兵庫三木工場
兵庫県三木市志染町戸田字中尾１８３８―２６６
５０，
８６３．
９８㎡（１５，
３８６．
３５坪）
２１，
９１５．
００㎡（６，
６２９．
００坪）
２６，
１８９．
００㎡（７，
９２２．
００坪）
約１７０名
●ヤクルト類原料液 ４００万本／日
●ソフール類
３８万本／日
●ミルミル類
５８万本／日

兵庫三木工場 工場長
土井 明文 氏

播磨科学公園都市

当工場は西日本の基幹工場として、京都工場・福山工場および熊本工場の一
部を統合し、最新鋭の設備と技術を駆使して平成２４年８月から一部操業を開始
しており、１２月中には全ての生産ラインの準備が完了し全面稼働となります。
当社のコーポレートスローガンである「人も地球も健康に」は「人の役に立つ
企業」「社会の役に立つ企業」であり続けたいという思いが込められており、地
域社会とともに歩む工場を目指し、工場見学の実施や工場祭の開催など、地元に

新たな割引制度が
スタート！

尼崎臨海地区

密着した事業活動を展開していきたいと考えています。

淡路津名地区
兵 庫 県 企 業 庁立 地 推 進 課

ひょうご情報公園都市

Tel：078-362-4326（直通）
E-mail：ricchisuishin@pref.hyogo.lg.jp
URL：http://www.hyogo-sangyoyouchi.jp/
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淡路津名地区

http://www.hyogo-sangyoyouchi.jp/

淡路津名地区（淡路市）
月
２５年１

ひょうご情報公園都市（三木市）

新割引制度スタート！

残り8.3haに！

淡路島では、
「あわじ環境未来島構想」が国の地域活性化総合特区の指定を受け、
「エネルギーの持続」、
「農と食の
持続」、
「暮らしの持続」を三本柱に取り組みを行っています。
企業庁では、平成 25 年 1 月から新たな割引制度「あわじ環境未来島構想支援制度」を導入し、この取り組みを支援
していきます。
併せて、島内中小企業の新規投資を促進するため、
「中小企業支援ゾーン」を設置します。
支援制度が一層充実しました。是非、ご検討ください！

平成 23 年 8 月末より、新たに造成したＥ工区約 22 ヘ
クタールの産業用地の分譲を開始しましたが、１年後の
24 年 9 月には、早くも 19 ヘクタールの立地が決定し、残
区画はわずか 8.3 ヘクタールのみになりました。

山陽自動車道 三木東ICより５分！
豊富な地元労働力！
西日本の製造・物流拠点に最適！

１．あわじ環境未来島構想支援割引
「あわじ環境未来島構想」の取り組みを支援するため、次の新規投資を行う企業に対して、分譲価格を 2 割引し

山陽自動車道三木東インターチェンジに近接した全国トップクラス
の利便性、半径 10km 圏内に約 40 万人の生産年齢人口を抱え豊富
な労働力が期待されるなど、優れた立地条件が魅力の産業用地です。
今回、19 ヘクタールを購入したコストコホールセールジャパン㈱
は、アメリカ発 祥 の 会員制 倉庫 型 店を運営しており、の べ床 面 積
27,000 ㎡の物流倉庫を建設予定です。
あわせて 15 社が立地した産業用地は、新しい工場が建ち並び、操
業の活気にあふれています。
完売まで 5 区画 8.3 ヘクタールを残すのみ。
西日本の製造・物流拠点として企業進出が続いています。

ます。

構想三本柱を支援する割引対象
①省エネルギー推進に寄与する企業･･･環境への負荷低減に寄与する製品の生産･流通･販売企業 等
②地域ブランド発展に寄与する企業･･･地域素材活用製品の生産･流通･販売企業 等
③生活向上に寄与する企業･･･高齢者用品･医薬医療品･健康増進製品の生産･流通･販売企業 等

「あわじ環境未来島構想」とは？
淡路島の全域で、
「エネルギーの持続」、
「農と食の持続」、
「暮らしの持続」の総合的な取り組みを進めます。規制の特例措置等が必
要な取り組みについて、兵庫県・淡路島三市が地域活性化総合特区の指定申請を行い、平成 23 年 12 月に国の指定を受けました。

24年夏、ヤクルト本社 が 操業開始！

２．中小企業支援ゾーン
津名志筑地区
N

分譲中用地
分譲済用地

国道28号

至洲本市

C-2 0.14ha
C-5 0.19ha
C-6 0.16ha
C-7 0.16ha

至神戸淡路鳴門自動車道
津名一宮IC

分譲価格

播磨科学公園都市（たつの市、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町）

15,000 円／㎡（平成 28 年 3 月まで）
※１．と併用不可

対象地区 津名志筑地区の小区画限定
対象企業 島内に本社を有する中小企業

しづか
ホール

C-4 0.16ha

24 年春、SACLA 供用開始！

神戸から車で60分、
0.1〜最大16ヘクタールに
対応可能な産業用地です。
このチャンスに、是非、ご検討ください！

C-3 0.16ha
C-8 0.3ha

→ 次ページにインタビュー掲載

島内の中小企業事業者の方々の新規投資を特別価格
により支援します。

医療専門学校

公園

ショッピング
センター

平成 24 年春に供用開始された日本初の X 線自由電子レーザー施設
SACLA（さくら）は、物質の極めて速い動きや変化の仕組みを原子レベルで解
明することができる装置として期待されています。SACLA のレーザー光を当て
て物質が変化する様子を、隣接する SPring-8 の放射光で観察するなど、ここ、
播磨科学公園都市でしかできないような、独創的な研究が計画されています。
企業庁では、産業用地への進出企業に対し、SPring-8、SACLA、ニュースバ
ル（中型放射光施設）他、公設試験研究所の機器使用料等の最大 1000 万円
の補助制度を設け、世界に誇る最先端の科学技術装置の産業応用を支援してい
ます。

至 津名一宮ＩＣ

国道２８号

至 洲本市

至 岩屋
水深

津名港バスターミナル

水深
7.5

m

公共岸壁

m

5.5

県立淡路佐野運動公園

ショッピングセンター

淡路ワールドパーク
ONOKORO

【志筑地区】

立地企業一覧（15 社）
㈱ヤクルト本社
コストコホールセールジャパン㈱
㈱ SNK プレイモア ユニタイト㈱
㈱オーム電機
エスアールエンジニアリング㈱
わらべや関西㈱
日本エリコンバルザース㈱
安全興業㈱
東和化学㈱
㈱コダイ
㈱グルメデリカ
誠和鋼販㈱
㈱瑞穂
B-R サーティワンアイスクリーム㈱

【生穂地区】

【佐野地区】

「兵庫県企業庁の産業用地」ホームページ

〔画像提供：理化学研究所〕

関西イノベーション国際戦略総合特区に指定されました！
関西は、研究開発から商品化、製造・物流といった産業基盤の全てがバランスよく揃い、概ね1時間のエリアに拠点が集結しています。実用
化・市場づくりを目指したイノベーションを次々に創出する仕組み「イノベーションプラットホーム」を構築し、産業の国際競争力を高めるた
め、関西3府県3政令市※が共同で特区申請し、平成23年12月に地域指定されました。
（※京都府・大阪府・兵庫県・京都市・大阪市・神戸市）
播磨科学公園都市は、特区を構成する地区として、SPring-8、SACLA、
スーパーコンピュータ「京」、FOCUSスパコンを活用した画期的な
新薬や次世代省エネ材料の開発が期待されています。

URL：http://www.hyogo-sangyoyouchi.jp/

