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コロナが与えた経済への影響
　コロナウイルスへの感染が拡大し、緊急事態宣言の
発令・まん延防止等重点措置の実施など、尼崎市内で
もコロナの感染拡大を阻止すること、医療体制のひっ
迫を緩和することを目的として事業者・個人事業主に
対する休業・時短営業の要請が行われた。その結果、
経済活動が急速に縮小し、多くの事業者、個人事業主
が倒産・廃業の危機に直面することになった。令和3
年12月頃には、コロナの感染が一旦落ち着き、時短要
請の解除に伴い、酒類の提供が解禁された。この頃に
は、アクリルパーテションやマスク会食なるものも定
着してきた。ちなみに、令和3年12月度の飲食店の売
上高・店舗数・客数は、前年同月と比べ、それぞれ、
109.5％・98.1％・105.6％と回復していた。（出典:
（一社）日本フードサービス協会　外食産業市場動向
調査）この要因の一つとして、テイクアウト需要の増
加と時短要請の解除や酒類提供の解禁等により客足が
伸びたと考えられる。しかし、オミクロン株が猛威を
振い、年明けの令和4年1月27日に再びまん延防止措置
が実施された。これにより、飲食店等は時短要請を余
儀なくされた。

　
一方、雇用面では？
　尼崎市内の令和3年12月の有効求人倍率は、1.04で
あり、コロナの影響を受けて弱い動きとなっているも
のの底堅く、持ち直しの動きがみられる。総務省統計
局が実施している労働力調査（基本集計）12月分結果
によると、12月の完全失業率は2.7％と前月に比べ0.1
ポイントの低下しており、こちらもまた底堅い。この
理由として、雇用調整助成金をはじめとする

国による支援策等による下支えが考えられる。業種別
に見ると、建設・介護・保育・警備といった従来から
人手不足の業界の有効求人倍率については依然として
高い水準にある。また、緊急事態宣言の影響を受けて
いる接客・給仕等の職業の有効求人倍率は低い水準に
ある。
　企業の倒産件数については、例年と比較し減少傾向
にある。その理由は、コロナの影響を受けた事業者に
対する支援により、倒産を免れているものだと推測さ
れる。しかしながら、操業のために借金が増加した
り、資金繰りが悪化し、倒産が増えることが予想され
る。

尼崎市独自の事業者支援
　本項以降で詳しく紹介していくが、本市ではこのよ
うな状況下で事業継続や雇用維持、経済活性化のた
め、国や県が実施する支援制度のすき間を補完する事
業者支援を実施してきた。しかしながら、事業者支援
を実施する中で、申請から補助金支給に時間を要する
ことやその事務に従事するための人員確保の課題がで
てきた。一部の市民から、申請書書類の書き方が分か
らない、パソコンが使えない、プリンターを持ってい
ない、申請方法がわからないなどの混乱の声があっ
た。

おわりに
 その時折の経済情勢に応じた支援制度を展開するこ
とはもちろんのこと、市民にとってわかりやすい・簡
単な手続きにするなど、有効な施策を実施し、今後も
尼崎市の経済を盛り上げていきたいところである。
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コロナ禍で垣間⾒えた
尼崎経済・くらしのリアル

　全世界で猛威を振るうコロナウイルス。その影響はすさまじく、我々の生活を一変させた。
そんなコロナにより影響を受けた尼崎経済の現状をお伝えします。



5

　ただ、あま咲きコインが魅力的なのは、キャンペー
ンポイントがあるからだけではない。今後さらに利用
者や加盟店に選ばれる決済手段となるため、市は様々
な企画を取り入れている。
　まず、令和3年度からの新たな取組の一つ目は「発行
店登録制度」である。商店街や個店などが、販売促進
やSDGs、従業員の福利厚生などを目的としてあま咲き
コインを発行できるようにしたものだ。発行したポイ
ントの有効期限や、使える店舗も自由に設定すること
ができ、従前より実施している商店街独自のプレミア
ム商品券や、各店舗の割引チケットなどの発行をあま
咲きコインで実施することができる。あま咲きコイン
を活用することで、紙の商品券と比べ印刷費等の経費
削減や精算にかかる手間を省くことができる。また、
あま咲きコインを利用する際の費用負担は、実際に発
行するポイント分のみで、システム利用料などは無料
である。活用した商店街からは、「とても使いやすか
った」との感想があった。この商店街は短期間で再度
あま咲きコインを発行する企画を計画し、実施するこ
ととなり、利用満足度が高いことが窺える。すでに複
数の商店街や店舗であま咲きコインの発行を実施して
おり、独自の商品券の販売や、指定額以上の買い物で
のポイント付与など趣向を凝らした活用をしている。
　さらに二つ目として、令和３年度よりあま咲きコイ
ンを給付金事業にも活用した。「子育て世帯臨時特別
給付金」が所得制限により給付対象外となった方へ、
尼崎市独自の取組としてあま咲きコインを付与すると
いう事業を実施した。QRコードを活用してポイントを
給付するため、口座番号を確認せずともプッシュ型で
給付金を支給することができる。あま咲きコインを活
用することで、より手間なく、より迅速に対象者へポ
イントを付与することが可能となった。また、給付金
として付与することで、あま咲きコインの流通額増加
にもつながり、加盟店への経済支援にもつながる。
　あま咲きコインは自由度が高く、今後様々な活用の
可能性がある。地域経済の活性化やSDGsの達成など、
多くの役割を担う制度とするべく、様々な企画を検討
しているところである。まだ、あま咲きコインを使っ
たことがない方は一度使ってみて、ぜひその魅力にふ
れて頂きたい。

だんぜん！あま咲きコイン
尼崎市内で使うなら・・・

　令和2年の実証実験を受けて、令和3年度より本格導
入を果たした電子地域通貨「あま咲きコイン」。
　現在利用者は累計5万人を超え、令和3年度だけでも
流通額は約15億円である。あま咲きコインをチャージ
した際のプレミアムポイントや、加盟店で使った際の
ポイント還元を、引き続き令和4年度以降も実施し、尼
崎市内で買い物をするなら、利用者にとっても加盟店
にとっても、一番お得に使える決済手段となってお
り、コロナ禍における市内の経済循環の一翼を担って
いる。



【事業の概要】

　前年度に引き続き新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大が長期化し、
市内事業者においても事業継続及び
雇用維持が難しい局面が続いてい
る。
　尼崎市としては、国・県のコロナ
支援策の補完を基本として事業者支
援を実施しており、令和3年度にお
いても事業者のニーズに沿って、支
援策を展開している。
　「事業継続一時支援金事業」で
は、新型コロナウイルス感染症の拡
大による売上減少に直面している事
業者であるものの、売上減少の要件
等により国や県の支援金の対象とな
らない事業者に対して、市が独自に
事業継続に向けた支援金（一律10万
円）を給付した。
　小規模事業者向けの支援策として
は、コロナ禍においても技術力の向
上や生産活動の活性化、省エネルギ
ー化に資する設備類の導入・更新を
する製造業へ経費の一部を補助（補
助上限額50万円／件、補助率2／3）
する「コロナ対応小規模事業者向け
製造業設備導入等支援補助金事業」
を実施した。
　また、新型コロナウイルス感染症
対策に効果的な製品を認証する「あ
まがさきコロナ対策プロダクツ認証
事業」では、認証製品を紹介するパ
ンフレットを作成・配布し、動画も
公開している。

尼崎市はコロナ禍

にも負けない事業

者を応援します。

新型コロナウイルス感染症の影響
等を踏まえた⽀援を⾏いました。
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あまがさきコロナ対策プロダ
クツ認証事業パンフレット

「事業者向け新型コロナ
ワクチンの職域接種」について

　市内の事業活動の支援とワクチン接種
の加速化を図るため、本市と尼崎商工会
議所が連携して、医療法人朗源会大隈病
院の協力のもと、市内企業の従業員や経
営者等を対象に「事業者向け職域接種」
を実施した。
　当初は、7月下旬の接種開始に向けて、
調整を進めていたが、国への申請が殺到
したため、9月 11日から接種開始し、約
4,000回の接種を実施した。
　また、先行してモデル社製ワクチン接
種を開始していた国や県の大規模接種会
場 や 企 業 内 で 行 う 職 域 接 種 会 場 に お い
て、モデルナ社製ワクチンの1回目接種を
受けた方で、体調不良等でやむを得ず2回
目接種を受けられなかった方（いわゆる
モデルナ難民）も対象に受け入れること
で、接種にお困りの市民の方にも喜んで
いただくことが出来た。



コ ロ ナ 禍 に
お け る 雇 ⽤
就 労 ⽀ 援

　新型コロナウイルス感染症による影響の長期化
で仕事を失った人たちの再就職や、転職を目指し
ている人たちを支援するため、令和3年6月に合同
就職面接会を開催した。
　市内の企業あわせて25社が出展し、就職を希望
する80人の参加者が、企業のブースで説明を聞い
た。
　会場には、市の就労支援窓口の職員による「キ
ャリア相談コーナー」も設け、転職先やキャリア
形成について相談を受けた。
　参加者からは「企業の話を聞けて転職意欲が湧
いてきた」「履歴書の添削がどこでしてもらえる
のか悩んでいたが、相談先が見つかってよかった」
といった意見をいただき、結果として、4人の参加
者が、この合同就職面接会に出展していた企業に
就職した。

就労支援事業とその実績

合同就職⾯接会の開催
と窓⼝による就労⽀援
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　さらに、合同就職面接会で就職先が決まらなか
った方についても、出屋敷リベル内に常設の就労
支援窓口（あまJOBステーション）で継続して支
援を行い、最終的にさらに3人の方の就職が決定
した。
　利用者からは「自分のキャリアや思いに気づく
良いきっかけになった」「相談できる相手がいる
だけで色々な選択ができるようになる」「納得が
いくまで相談できた」と好評の声をいただいた。
　また、外国人総合相談センター（本庁）やしご
と・くらしサポートセンター（北部保健福祉セン
ター）等に雇用就労支援員を派遣するなど、関係
部署との連携を深め、幅広い層の求職者に対する
就労支援を展開するとともに、雇用情勢に柔軟に
対応する形で合同就職面接会等の各種事業を開催
し、引き続き、就労支援を実施していく。

合同就職面接会

就労支援窓口



来たれ！阪神タイガース！

地域に愛される施設の誕⽣！

2025年2⽉オープン

　本市では、交流人口の増加や地域の活性化ととも
に、スポーツ振興の推進や観光の目玉施設として、
2025年2月に小田南公園への阪神タイガースファーム
施設移転実現に向けて、2021年5月に本市と阪神電気
鉄道株式会社と株式会社阪神タイガースの３者で協定
を締結し、12月には正式に移転が決定した。
　2025年は、大阪・関西万博の開催もあり、様々な
取組と連携し、相乗効果に繋げていくよう取組の検討
を進めている。
　また、本事業は、本市と阪神グループが移転を決定
するまで、5年以上かけて協議を進めて来たが、これ
まで地域住民や公園利用者等を対象に、計70回以上
の説明会の開催や移転に関するアンケート等を実施
し、地域の意見等を丁寧に聴取し、地域と合意形成を
進めて来た。
　地域住民からは、地域の活性化に繋がる本事業へ期
待するご意見等を多くいただいている。

各公園のコンセプト

●小田南公園…スポーツをきっかけとした市民の健康
増進、賑わいの創出、地域の防災拠点
●大物公園…多世代が集う憩いの場・遊びの場
●大物川緑地…居心地の良い緑の散策路
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次世代の公園へ機能強化

　小田南公園リニューアルに伴い、新たな機能が付加
される。まず防災機能については、タイガース野球場
には、地震による津波等に備えて津波等一時避難場所
の指定、停電時は非常用発電機等を活用した非常用電
源の確保、火災時の防火水槽などの機能が新たに整備
される。また、その他にも、雨水貯留施設や、マンホ
ールトイレ、応急給水栓、防災備蓄用倉庫などの機能
も整備される。
　また、脱炭素を目指した設備（太陽光発電機や蓄電
池等）の整備も検討しており、環境にも配慮された次
世代の公園にリニューアルされる。

主な施設概要

∼タイガース野球場∼
【建物等】
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上3階建て
建築面積6,690㎡　延べ床面積10,812㎡
両翼95Ｍ、中堅118Ｍ
※甲子園球場と同サイズ・同方位
【観客席】
約3,600席　　※別途、臨時外野席約800席
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南部地域の活性化を⽬指して！

尼崎市と阪神電鉄が

まちづくり
協定の締結
南部地域の都市再⽣を⽬指して

　小田南公園の取組に留まらず、本市の南部地域の活性化
のため、阪神電気鉄道㈱と本市が相互連携して、持続可能
なまちづくりや地域の活性化など、南部地域の都市再生を
目指した取組みの推進を図ることを目的にまちづくり協定
を締結した。

【連携事項】
●駅を中心としたまちづくりや交通機能の強化等に関する
こと
●地域資源を活用したまちの賑わいづくりに関すること
●都市防災の強化や暮らしの安全安心の向上に関すること

(連携事項の具体例)
・駅周辺の都市機能や拠点強化
・地域全体での観光振興、イベント・PRの連携強化　
　など

∼室内練習場∼

∼選⼿寮兼クラブハウス∼

【建物等】
鉄骨造・地上1階建て
建築面積6,160㎡　延べ床面積6,160㎡
【主な施設・設備】
内野グラウンド、打撃練習場6レーン、投球練習場
6レーン　など

【建物等】
鉄骨造・地上3階建て
建築面積2,265㎡　延べ床面積3,643㎡
【主な施設・設備】
寮室38室、ロッカールーム（1軍選手も含む）、食
堂、室内トレーニングルーム　など

中央公園改良イメージ あまがさきアート・ストロール



雇用の促進と労働力の確保
　さて、物流施設ではどの程度の雇用が見込ま
れるだろうか。
　例えば、ESR尼崎ディストリビューションセ
ンター（敷地面積：約19.5万㎡（東京ドーム
約4個分）、延べ面積38万㎡、下写真）では、
満床稼働の際、数千人規模の雇用が見込まれて
いる。（出典：ESR株式会社　プレスリリー
ス）

E S R尼崎ディストリビューションセンター　外観

　ほかにも、尼崎市内のアマゾン尼崎フィルメ
ントセンター（延べ面積：10万㎡以上、規模
は東京ドーム2個分以上）では、周辺地域から
2,000人以上の雇用を想定している。（出典：
Amazon　プレスリリース）
　物流施設の立地により、ある一定の雇用が生
み出されることはわかった。しかし、その一方
で労働力の確保の問題がある。尼崎市の労働力
人口は、204,197人（平成27年国勢調査結果
より）であるが、物流施設が集中している臨海
エリアはバスの本数が少なく、通勤手段も限ら
れ労働者の確保が難しい。これを解決するため
に、送迎バスを運行したりするなど、労働者の
確保のために各社創意工夫を凝らしている。

様変わりする工場地帯
　大小さまざまな工場が立地する尼崎市の臨海
部。パナソニックプラズマディスプレイの工場
跡地を筆頭に各社の工場再編が相次いでいる。
現在、その工場跡地に物流施設が立地する事例
が増えてきている。
　これは、コロナ禍の影響による外出自粛で通
販の需要が急増したことが影響していると考え
られる。最近では、道意町にある古河電気工業
株式会社の工場跡地等の大規模な工場跡地に物
流施設の計画が予定されるなど、今後もこの傾
向は続くと見られている。「物流施設　供給量
の推移（経済活性課調べ）」を見てみると、緩
やかではるが、物流施設の供給量は増加の一途
をたどり、今後もこの傾向は続くと見られる。

BTS物流施設とマルチテナント型
物流施設
　現在、物流施設は賃貸が主流となっており、
その形態は大きく分けて2つに分類される。
「BTS型（特定のテナントの要望に合わせてカ
スタマイズされた専用の物流施設）」、もうひ
とつは「マルチテナント型（不特定多数のテナ
ントに向けて開発された汎用性の高い物流施
設。）」である。どちらも不動産ディベロッパ
ー等により開発されるケースが大半である。

「産業のまち」として栄えた尼崎が今変わろうとしている。物流施設の擡頭
（たいとう）である。そんな物流施設の市内における動向について徹底調査してみた！

�

気 に な る 話 題 を ⼤ 調 査 ！
物 流 施 設 を 徹 底 解 剖

�
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具体的な取組みとは

“まちと共に⽣きる”
物流施設の新たな試み

地域共生に向けて

　ESR尼崎ディストリビューションセン
ターでは、BARNKLÜBB尼崎という保育園
を設置し、テナント企業の雇用促進等の
一助を担っている。
　アマゾンジャパン合同会社（下写真）
では、社会貢献・地域活動として、社会
科見学を計画している。
その他、市外ではあるが、日本GLP株式会
社が手掛ける物流施設では、共用施設や
敷地の一部を地域に開放している。具体
的には、カフェテリアや広場の開放、地
域住民を巻き込んだイベントの開催など
（右写真）、同社が実施している地域共
生に向けた取組みは多岐に渡る。
　各社の取組みとして、その他にも、脱
炭素社会実現に向けた再生可能エネルギ
ー（太陽光発電）の導入、BCP対策・避
難所として活用したりと、地域共生に向
けた取組みは昨今のトレンドとなってい
る。

公園・広場の地域開放

災害時の一時避難施設
としての使用

レストラン等を地域開放

人工芝の敷き詰められたいこい
の広場で、地域の方のイベント
などに活用されている。

自治体と災害協定を締結。大規
模災害を想定し、ランプウェイ
を上る避難訓練を実施したりし
ている。

レストラン、売店、カフェテ
リア等で構成された休憩所
で、地域の方のワークスペー
スとしても活用されている。
カフェテリア方式のレストラ
ンやWI-FIを完備している。

GLP ALFALINK 流山での地域共生の取組事例
（出典：日本GLP株式会社　提供資料）

　物流施設と聞いて、通販等の宅配拠点や
モノを保管している倉庫、そのほか、トラ
ックによる交通渋滞・事故の懸念や路上駐
車の増加などをイメージする人もいるだろ
う。しかし、現在その物流施設も多様化が
進み、地域共生に向けた取組みを行う事業
者が増えてきた。

　アマゾンジャパン合同会社
　　　尼崎フルフィルメントセンター　外観
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（左上）ESR尼崎ディストリビューションセンター　
BARNKLÜBB尼崎の保育室 

（右上）外観 （下）3/22 開園当⽇の様⼦
（出典：ESR株式会社　プレスリリース）



令和3年度の
尼崎経済を総ざらい

1
【施策の概要】
　尼崎市では、地域に必要なエネルギ
ーを、再生可能エネルギー等地域のエ
ネルギー資源によってまかなう「エネ
ルギーの地産地消」に取り組んでい
る。
　NTTグループ（※）や尼崎信用金庫
と連携し、クリーンセンターの廃棄物
発電の余剰電力を、CO2排出量ゼロの
クリーンな電気として、市内事業者に
供給するとともに、連携事業者のリソ
ースを活かし、AIを用いた省エネ診断
や省エネコンサルティング、テレワー
クに資するシステム導入支援等、市内
事業者の脱炭素経営・SDGs経営を、官
民一体となって支援するスキームとな
っている。
※㈱エネット、㈱NTTファシリティー
ズ、㈱NTTドコモ、NTT・TCリース㈱

【実績】
　2022年1月現在、公共施設2施設を含
め、市内30事業者と契約済み。2021年
4月から順次電力の供給を開始してい
る。

【課題】
　クリーンセンターの発電量には限り
があるため、今後、エネルギーの地産
地消をより広く促進するためには、さ
らなる電源の拡大を進める必要がある
とともに、その電力の効果的な活用方
法について、引き続き検討していく必
要がある。

【事業所の脱炭素化に向けて】
　事業所が脱炭素経営に取り組む場
合、まずは徹底した省エネ、太陽光発
電設備等最大限の再エネ導入が基本と
なりますが、それに加えて、どうして
も必要となる電力等のエネルギーの脱
炭素化を進める必要がある。
　市では、エネルギー地産地消の取組
だけでなく、こうした事業所における
取組を総合的に支援していく。

２

　尼崎市の事業者情報や雇用就労情報をワンス
トップで得ることができる情報ポータルサイト　
「ＡｍａＰｏｒｔａｌ（アマポータル）」をオ
ープンした。
　本ウェブサイトでは、市内事業者の新たな商
談機会を創出するビジネスマッチングや、就労
希望者と人材不足の市内事業者をつなげる就労
マッチングを支援していく。今後、本ウェブサ
イトで情報発信力を強化することにより、市内
事業者をＰＲしている。
【ポイント】
●ビジネスマッチングと採用活動を支援
　自社のビジネスマッチング情報を設定するこ
とで、本ウェブサイト内のビジネスニーズ・シ
ーズ検索に対応する。また、自社専用の採用ペ
ージを掲載し、ハローワーク求人情報と連携す
ることも可能である。
●アマポータル内に事業者専用ページを開設
　写真や動画も投稿できる事業者ページ管理機
能を搭載し、自社の技術、設備、製品、強み等
を魅力的にＰＲできる。
●いつでもどこでも快適に閲覧可能
　パソコン、スマートフォン、タブレットに対
応し、それぞれの画面に最適化されるため、移
動中や空き時間にも快適に閲覧することができ
る。
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尼崎市エネルギー地産地消
の促進

尼崎のビジネスと働く
を応援するサイト
「AmaPortal（アマポータ
ル）」を開設しました

画像イメージ

【アドレス】
https://amaportal.jp/ 



製造業のあり方検討
会議の発足
　本市の基盤産業である製造業は、地域経済
を牽引するとともに、雇用の受け皿として主
要な役割を果たしているが、生産年齢人口の
減少、グローバル化の進展、ＩｏＴ化など、
抜本的な変化への対応が求められ、取り巻く
状況は厳しさを増している。
　こうした状況を踏まえ、取り巻く諸課題に
ついて多角的な視点から、製造業のあり方を
検討し、新たな展望を導くとともに、効果的
な施策の企画立案につなげていくため、市内
製造業の代表者等を中心に検討会議を設置し
た。

認定農業者の支援

【施策の概要】
　「認定農業者制度」とは、農業経営基盤強化促
進法に基づき市町村が地域の実情に即して効率
的・安定的な農業経営の目標等を定めた基本構想
を目指して、意欲ある農業者が今後5年間の「農業
経営改善計画」を作成し、これが市から認定され
ると「認定農業者」となる制度である。認定基準
は、計画が基本構想に照らして適切であり、基本
構想に示された目標水準（5年後の年間農業所得が
認定農業者は350万円程度、認定新規就農者は200
万円程度）に達成することが見込まれるかどうか
であり、認定されると、認定農業者等が採択要件
となる国や県などの支援策が受けられる。また、
本市でも令和3年度から開始した都市農業活性化推
進事業において、一般農業者よりも補助率や補助
上限額を高く設定するなど、認定農業者等のメリ
ットを設け、農業者の営農意欲の向上及び地域農
業の担い手の中心となることを期待している。
【実績】
　令和4年2月末現在で12名の認定農業者（内2組が
親子で認定）と1名の認定新規就農者が認定されて
いる。このうち令和3年度に認定した認定農業者は
6名である。
【課題】
　平成30年に基本構想を策定し制度が開始されて
以降、年々認定者が増えており、近隣他市と比し
ても格段に認定数が多い。高齢化が進む本市の農
業においても、地域農業の担い手として期待され
る認定農業者等を増やし、その為の支援を行って
いく必要がある。
【達成に向けて】
　認定農業者を目指したいと思えるようなインセ
ンティブのある施策等を検討していくことで意欲
ある農業者の掘り起こしを行っていくと同時に、
認定農業者等が効率的かつ安定的な農業経営を続
けていくための営農環境を整えていく。

３
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コロナの影響を受けた小規
模事業者向けに設備投資等
に補助

【施策の概要】
　市内小規模製造事業者（従業員20名
 以下）に対し、技術力の向上や生産
 活動の活性化、省エネルギー化に対
 する設備類の導入や更新に係る費用
 を補助（補助率：2/3以内、上限額：
 500千円）するもの。

【実績】
　45件（19,175千円）

【制度の特徴】
　小規模事業者が使いやすい制度設計
 とし、（一財）近畿高エネルギー加
 工技術研究所が申請案件の相談、指
 導・助言を実施することにより、事
 業活動の維持・イノベーション創
 出・ものづくり産業の持続的発展の
 支援となるようにした。

４



脱炭素化設備等導
入促進支援

　脱炭素社会の実現に向け、市内中小企業者の太
陽光発電設備と蓄電池を組み合わせた再生可能エ
ネルギー設備の導入や、高機能・高効率な空調設
備等の省エネルギー設備の導入を支援すること
で、CO2排出量の削減とともにBCP対策の強化や職
場改善なども併せて支援する。
　市内の産業団体や金融機関等と協力して、市内
事業者を対象とした脱炭素に関するセミナー等を
開催するとともに、省エネ診断等を行い、市内事
業者の再生可能エネルギー設備や省エネルギー設
備等の導入の費用の一部を補助する。（それぞれ
の補助予定件数は、省エネ診断30件、再生可能エ
ネルギー設備10件、省エネルギー設備5件であ
る。）

令和4年度から始まる新たな取組み

御社の優れた技術・サービスの商談設定や人材確保
をコーディネーターがお手伝い

　大手企業出身者等のコーディネーターが事業所訪
問等により市内事業者のシーズ（独自の材料・技
術・サービス等）を把握し、大手企業等のニーズに
沿って、コーディネーターの人脈を活かし、出身業
界の大手企業やニーズのある企業との商談機会を設
定していく。
　また、シーズ把握の際に雇用についての聞き取り
も行い、市の就労支援事業との連携を行う。

販路拡大・人材確保
事業
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中小企業減災
（ＢＣＰ）支援
*BCP策定で、コロナや地震、台風等の災害にも負
けない強靭な企業体力づくりを

 市内事業者の皆さまがBCPを策定するにあたり必
要となる経費の一部を本市が支援（補助）する。
 昨今猛威を振るっている感染症や、近く必ず起こ
るといわれている南海トラフ地震及びそれによっ
て発生する津波等の災害は避けて通れないもので
す。それら災害に対しBCPを策定することで、被害
の発生を最小限にとどめ早期の事業再開を可能と
する。

【事業概要】
 BCP策定に要する費用（損害保険会社やコンサル
タント会社への委託料、報酬等）の3分の2、100万
円を上限に補助する。

*BCP…Business Continuity Plan 事業継続計画

製造機器・設備のIoT化（CAD・CAM・CAE）等を支
援

■生産工程の効率化、作業時間の短縮化を実現
し、安定した生産機能を維持・向上を図るため、
製造加工機器・設備の自動化や遠隔操作を可能と
なる機器・設備、システム等の新たな導入に要す
る経費の一部を補助する。

空調・換気設備等の導入を支援

■製造加工機器の放熱等により室温が上昇する環
境において、作業員の健康・安全の確保及び精密
機器の仕上がり精度の安定等を確保するための空
調設備等の新設・更新に要する経費の一部を補助
する。

製造業生産性向上
支援
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ここでは、尼崎市の産業及び雇用就労データの
ポイントについて解説する。
詳細についてはこちらのQRコードから、「尼崎
経済データブック」をチェック！

■産業データのポイント

〇尼崎市の全産業の民営事業所について
　事業所数は昭和56（1981）年の27,003事
業所をピークに、従業者数は平成8（1996）
年の225,148人をピークに減少傾向にある。

○尼崎市の産業別事業所数及び従業者数につ
　いて
　事業所数では「卸売業，小売業」が最も多
く、従業者数では「製造業」が最も多い。

○尼崎市の産業別の労働生産性について　　　
　「製造業」は全産業平均に比べて高いが、
「宿泊業，飲食サービス業」や「教育，学習
支援業」「医療，福祉」などのサービス業は
非常に低い。

○尼崎市の事業所の新設率及び廃業率の動向
　について
　平成26（2014）年から平成28（2016）年
までの新設率は5.0％、廃業率は8.2％とな
っており、特に廃業率は全国水準よりも高く
なっている。

○尼崎市の産業別の動向について
　製造業では、「化学工業」「鉄鋼業」など
の素材系の産業において、従業者数や製造品
出荷額等が多く、尼崎市の製造業を支えてい
ることが分かる。また、商業（小売業）で
は、事業所数は平成24年以降大きな変動はな
いものの、1事業所当たりの従業者数や年間
商品販売額が増加しており、小規模の事業所
が減少し、事業所規模が大きくなっている。

○尼崎市の農業について
　農家数が減少傾向にある。宅地化農地と生
産緑地を合わせた農地面積も減少傾向にある
が、宅地化農地の減少が目立つ。

○「尼崎市事業所景況調査」について
　尼崎市内事業所の全産業の令和3年10～12
月期の景況感について、景気が良いと感じる
企業よりも景気が悪いと感じる企業の方が多
かった。業種別では、製造業では令和3年10
～12月期のDI値はマイナス値となった。

■雇用就労データのポイント

○尼崎市の労働力人口について
　全体では減少傾向にあり、特に20歳から34
歳までの労働力人口は大幅に減少している。

○尼崎市内事業所が感じる従業員の過不足感
　について
　全産業において不足が過剰を上回るなど、
従業員の不足を感じる事業所が多い。

○尼崎市内高校卒業者の就職状況について
　就職希望者に対する決定者の割合は100％
に近い高い水準で推移している。決定者の業
種は製造業が最も多く、半数を占めている。

○尼崎市が、令和3年度に実施した
　「労働環境実態調査」について
　尼崎市の雇用就労を取り巻く状況をみる
と、以下のことが分かった。

・全産業の約5割の事業所が、正規従業員不
足の問題を抱えている。とくに、「業界経験
のある既卒者・通年採用者」（44.2％）が不
足しており、次いで「新卒者」（21.6％）、
「業界経験のない既卒者・通年採用者」
（15.5％）となっている。

・令和2年度では、76.9％の事業所で正規従
業員の採用している。 採用種別では、「新
卒者［R3春採用］」が47.2％、「既卒者・通
年採用」が55.6％であった。前回（前年度）
の調査結果と比較すると、「新卒者」の採用
比率は低下したものの、「既卒者・通年採
用」の比率は上昇している。 業種別にみる
と、「製造業」では「新卒者」採用の比率が
高く（60.8％）、「医療，福祉」では「既卒
者・通年採用」の比率が高い（76.3％）。

・ 令和3年度の正規従業員の求人意向につい
ては、79.1％の事業所が採用を予定している
（実施済みを含む）。採用種別では、「新卒
者[R4春採用]」が55.6％、「既卒者・通年採
用」が66.3％であった。令和2年度の採用実
績と比較すると、「新卒者」、「既卒者・通
年採用」ともに採用の比率が高くなってい
る。
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これからの
「尼崎産業」
の話をしよう

　令和3年度の尼崎経済は、新型コロナウイルス
の感染拡大による影響を受け、昨年度に引き続き
厳しい状況下にありました。ただ、企業の業況感
を指数化したDI（ディフュージョン・インデック
ス）をみますと、直近の10‐12月期でマイナス
15.3とコロナ禍の前の令和元年度7‐9月期あたり
の水準まで持ち直してきています。来年度以降の
推移が気になるところです。
　ここでは、尼崎市の経済を考えるにあたって、
まず近年の産業の動きを見ておくことにしましょ
う。都市の経済の「力」を図る指標は多様です
が、ここでは企業の生産活動が産み出す価値であ
る付加価値額を取り上げたいと思います。最新の
資料（平成28年経済センサス‐活動調査）によれ
ば、尼崎市の付加価値総額は982,829百万円でし
た。事業従事者１人当たりでは539万円となりま
す（全国平均は536万円です）。平成24年調査時
には468万円でしたのでかなり増加したといって
いいでしょう。 一方、平成24年時の全国平均値
は494万円です。この時、尼崎市は全国平均をも
下回っていましたが、4年後にはわずかながらも

全国平均値を上回ることになりました。１人当た
り付加価値額が都市経済の競争力とすれば、近年
の尼崎はその力を強化しつつあるとみていいでし
ょう。
　ところで、尼崎の産業のこれからを考えるうえ
で、SDGｓ（持続可能な開発目標：Sustainable
Development Goals）の視点は欠かせません。こ
れは、2015年9月に国連サミットの中で決められ
た2030年までの長期的な開発の指針であり、国際
社会共通の目標です。実際には、SDGsは「17の目
標」と「169のターゲット（具体目標）」で構成
されており、今、世界各国・企業がその実現に向
けて様々な努力を積み重ねつつあります。今後、
SDGｓはビジネスを行う上での取引条件となる可
能性も大きいと考えられます。一方、新たな事業
機会が創出されるなどの役割を果たすことにもな
るでしょう。
　活力を強化しつつある尼崎の企業群が、地域経
済をも巻き込むこうした世界的潮流にいち早く気
づき、先行して取り組みことに期待したいと思い
ます。
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事業復活支援金

1

2

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り

上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の

経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援す

ることで、日本経済の構造転換を促すことが重要なため、新分野展

開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切っ

た事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するもの。

3

　新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中

小・小規模事業者、フリーランスを含 む個人事業者に対して、事業

規模に応じた給付金を支給します。以下のポイント①、②を満たす

事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。

　①　 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

　②　 2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が2018

　　年11月～2021年3月までの間の 任意の同じ月の売上高と比較

　　して50％以上又は30％以上50%未満減少した事業者

雇用調整助成金

　「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮

小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、

「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施する事業

主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。

国・兵庫県が実施する支援策（一部抜粋）
※　２月末日時点での情報となります。

事業再構築補助金
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
（飲食店向け）

1

2

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和3年4月以降、兵庫県

が行った休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛要請の影響

を受け、売上が減少し、さらにコロナ禍からの回復期に急激な原油

価格や原材料価格の高騰の影響を受ける中小法人・個人事業主等の

事業回復を下支えするもの。

3

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県が行っ

た営業時間短縮の要請（以下 「時短要請」といいます｡）に応じて

くださった店舗を運営する事業者の皆様に対し､｢新型コロナウイル

ス感染症拡大防止協力金」を支給するもの。 （この協力金は、国の

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事

業）

飲食店等一時支援金

　コロナ禍からの経済回復期において原油価格や原材料価格の高騰

など飲食店等を取り巻く環境が厳しい中、本県が定めた新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止対策に協力し、「新型コロナ対策適正店認

証制度」による認証を受けた飲食店等を運営する事業者を対象に一

時支援金を支給。

中小企業等一時支援金

【兵庫県が実施する支援策】
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