はじめに
グローバル化の進展に伴い、ヒト・モノ・カネ・情報が国境を越えて行き交うとともに、
第 4 次産業革命における AI や IoT などの革新的技術によって、これまでの既成概
念を超えた新たなビジネスモデルが生まれてきています。
一方、我が国では少子・超高齢化や東京一極集中といった大きな課題を抱え、特に、
地方における生産年齢人口の減少や人手不足、事業後継者不在は深刻な状況となっ
ています。
阪神・淡路大震災から 24 年が経過し、その間、国内外から寄せられた多くのご
支援や、市民や事業者の皆様の弛まざる努力により、神戸のまちは復興することが
できました。
しかしながら、神戸が「さらなる高み」を目指し、激しさの増す都市間競争に打
ち勝っていくためには、今後見込まれる産業構造・就業構造の大きな変化に対応し、
新たな産業の創出や成長産業の育成、市外からの企業・人材の呼び込みなどを通
じて経済を活性化させ、神戸のまちを安定した成長軌道に乗せていかなければなり
ません。
本書は、神戸経済の歴史的な変遷から震災の影響、産業構造の特徴や現状につ
いて、各種統計データなどをもとに調査・整理したものです。
市民の皆様や神戸の経済および産業に関心を持つ方々が、ご理解を深めていた
だくうえで、少しでもお役に立つことを願っています。

平成 31 年 3 月
神戸市経済観光局長

小原

一徳
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第１章 神戸経済の変遷
1. 1990 年前半までの神戸経済のあゆみ
1 古代～兵庫開港（～ 1868 年）
瀬戸内海に面している神戸は、古くから貿易港として「みなと」とともに発展してきた。奈良時代には既に
存在していたと言われる「大輪田泊（おおわだのとまり）」が玄関口となり、西国の各地だけでなく、中国大陸
や朝鮮半島の港とも交流していた。
平安時代末期には、平清盛が「経ヶ島（きょうがしま )」を築造して「大輪田泊」を改修し、｢宋」（中国）と
の貿易の拠点とするとともに、わずか半年足らずであったが、現在の兵庫区を中心に、わが国の都として「福原京」
を設けた。
室町時代からは、みなとは「兵庫津（ひょうごのつ )」と呼ばれ、「明」( 中国）との貿易の中心地として栄え
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た。しかし、応仁の乱で兵庫の町が荒廃してからは、貿易の中心地は堺に移った。
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役割を果たした。

江戸時代に入ると、天然の良港を持つ兵庫は、天下の台所であった大阪を控え、「西廻航路」など海上交通の
要所となるとともに、西国街道に沿った宿駅が設けられ、鎖国政策下における国内交通の要衝として、重要な
この時期に興隆し、現在につながる神戸の産業として、「灘の生一本」の呼び名で全国に知られる酒造業（清
酒）があげられる。神戸の灘には、酒造りに必要となる気候、水、杜氏（丹波杜氏）、酒米、港といった要素が
揃っていたことから、酒造りが発展した。
幕末に至り、兵庫の港は、日米修好通商条約によって開港が決まり、慶応 3 年 (1868 年 ) に開港した。その直
後に王政復古の大号令が出され、時代が明治へと変わり、神戸は急速に発展していくことになる。

2 明治時代（1868 年～ 1912 年）
開港に伴い、当時の神戸村の郊外に「外国人居留地」が建設され、その後の神戸経済発展の原点となった。
ちなみに、居留地の街路形状や敷地割りは、これまでほとんど変化がなく、現在の神戸のビジネス街の原点と
もなっている。
居留地では、主に貿易業が営まれ、居留地とその周辺に多くの外国人が居住した。明治２年 (1869 年 ) 末には
既に、外国人が８カ国 185 人在留していたと言われている。また、かつて神戸を拠点に栄えた大手商社の鈴木
商店が明治 7 年 (1874 年 ) に開業している。
さらに、現在の神戸経済を支える産業の萌芽も見られるようになり、明治 14 年 (1881 年 ) には川崎兵庫造船
所（現在の川崎重工業）が開設され、造船業など港湾を活用する重工業等の産業の形成が始まった。
神戸港は、明治 20 年 (1887 年 ) ごろには、輸入で全国貿易額の約 1/3、輸出で約 1/4 の比率を占めるようになり、
輸入では主に石炭、石油、輸出では茶、マッチ、絹織物、陶磁器などが扱われた。このうちマッチは、明治 10 年 (1877
年 ) ごろから神戸でも製造を開始しており、当時の神戸の代表的産業の一つであった。
この時期、神戸港は外国文化の窓口となり、そこから様々な産業や文化が生まれた｡ ｢神戸テーラー｣ と呼ば
れる洋服商は、明治初期には居留地周辺で既に開業していたと言われており、増加する外国人居住者と生活様
式の西洋化に伴い、次第に増えていった。また、居留地にある欧風家具を基本とした神戸家具、ラムネ、牛肉
の大和煮、神戸牛から採れる牛脂を原料とした石けんなどが製造された。
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一方、文化面では、明治初期には既に牛ナベ専門店や写真館などがあり、明治 36 年（1903 年）には六甲山
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に日本初の「神戸ゴルフ倶楽部」が開設されるなど、ハイカラな神戸文化が形成されていった。
なお、明治 22 年（1889 年）に神戸市制が施行された。施行当時の人口は約 13 万人であった。
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3 大正時代～第 2 次世界大戦（1912 年～ 1945 年）
大正 3 年（1914 年）に第 1 次世界大戦が始まると、神戸港を通じてヨーロッパやアジアの市場に直結してい
た神戸にも大戦景気が波及し、海運業、造船、機械、化学工業などが飛躍的に発展した。また、神戸港の貿易
額も急増し、輸入額で全国の約 1/2、輸出額で約 1/3 を占めるようになった。
一方、大正 6 年（1917 年）には、大戦景気の弊害とも言える米騒動が発生し、市内各地で暴動が続発した。
神戸市では、米を含めた生活必需品の安定供給を目的として、大正 7 年（1918 年）から 8 年（1919 年）にかけ
て東部（生田川）、中部（湊川）、西部（芦原）の 3 ヶ所に公設市場を開設した。また、大正 10 年（1921 年）には、
現在のコープこうべの前身となる灘購買組合、神戸消費組合が設立されている。
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大戦後の不況により、造船業とマッチ工業が深刻な影響を受けたが、ゴム工業は逆に成長を続けた。この不
況に端を発した昭和 2 年（1927 年）の金融恐慌では、多くの銀行が破綻し企業が倒産に追い込まれたが、神戸

神戸経済のいま

に本社を置く大手商社の鈴木商店も倒産し、神戸経済に大きな波紋が拡がった。ちなみにこの後、子会社や事
業部などが独立し、後の日商岩井（現在の双日）や神戸製鋼所、帝人、石川島播磨重工業（現在の IHI）、サッ
ポロビールなどの有力企業に成長している。
さらに、昭和 5 年（1930 年）に発生した昭和恐慌により、神戸の産業も大きな影響を受け、工業の生産額や
従業者数が大きく減少したが、その後の景気刺激策や満州事変以後の軍需の拡大により、昭和 7 年（1932 年）
ごろから、神戸経済は活況に転じていった。
この時期、神戸市の人口は増加を続け、昭和 14 年（1939 年）には 100 万人に達し、東京、大阪、名古屋、
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京都に次ぐ、わが国第 5 の都市に成長した。
第 2 次世界大戦下では、神戸の産業は重工業の比重をさらに高め、昭和 17 年（1942 年）には、市内工業生
産額のうち造船、鉄鋼、車両、航空機などの金属、機械器具製造業で約 7 割を占めた。しかし、その後の空襲
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によって、生産設備の多くが破壊され、昭和 20 年（1945 年）の工業生産額が戦前の約 1/6 にまで減少したほか、
貿易額は輸出で約６％、輸入で約 30％、人口は約 1/3 にまで激減した。

4 戦後復興～高度経済成長期（1945 年～ 1970 年代）
終戦により混乱した日本経済も、昭和 22（1947 年）～ 23 年（1948 年）ごろから、インフレの鎮静化、生産
活動復活の兆しが見られ、神戸港の輸出入量も急増した。さらに、昭和 25 年（1950 年）から始まった朝鮮戦
争に伴う特需により、ゴム製品製造業や機械、鉄鋼などの生産額が急伸した。
昭和 30 年代後半からの高度経済成長期には、鉄鋼、機械（造船、車両など）、食料品、ゴム製品などを軸に
神戸経済は大きく発展した。
しかし一方で、各地に国際貿易港が建設されたことによる神戸港の利用率低下に加え、企業活動の拡大に伴
う産業用地の不足や、工場等制限法などの立地規制による市外への工場流出などにより、神戸経済は昭和 30 年
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代から他の主要都市と比較して成長率が低く、既に地盤沈下が始まっていた。また、昭和 49 年（1974 年）以
降の二度のオイルショックによるコスト上昇と需要減退、アジア諸国の追い上げなどにより、市内の重厚長大
産業の比率は次第に低下していった。
こうした中、神戸市では、臨海部、内陸部を開発して産業空間の創出を進め、新しい産業の立地を図ること
により、為替や国内外の景気変動に左右されにくい産業構造の形成に努めてきた。さらに、市街地でも土地利
用の再編を通じて、中小企業の工場の共同化、集団化を行い、近代化と経営改善を促進していった。
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また、この時期、サーヒス業を中心とした第３次産業が全国的に成長し、神戸でもその比重が高まった。

5 安定成長期～震災前（1980 年代～ 1994 年）
昭和 60 年（1985 年）のプラザ合意以降、円高が進行し、企業は輸出依存型から内需主導型への転換を図り、
事業の再構築を進めた。特に製造業では、大量・画一生産から少量多品種生産への生産形態の転換が求められ、
市内の大手製造業では、超高速船や新型新幹線車両、電磁処理銅板など、高付加価値製品へのシフトを行った。
また、神戸市が産業基盤として整備した西神インダストリアルパークやハイテクパークでは、成長産業であ
る加工組立型産業の立地が進み、国際的にも高い競争力を持った中堅企業が現れるようになった。
さらに、神戸市では、神戸の地域特性や交通・産業基盤を活かし、人々の生活を豊かにする製品を生み出す
ファッション産業や、観光・コンベンションなど、都市型の新たな産業を育成してきた。特にファッション産
業については、昭和 48 年（1973 年）に全国に先駆けて「ファッション都市宣言」を行い、育成・発展に努め
てきた。
これらの取り組みにもかかわらず、神戸の経済は、重厚長大産業の比重が大きいという構造的な要因もあっ
てバブル経済崩壊後には成長率が全国平均を下回り、企業の中枢機能が東京などに移転していたことも相まっ
て、全国に占める経済的地位も低下し始めていった。｢失われた 10 年」という言葉に象徴されるように、1990
年代の日本経済はいわゆるバブル経済が崩壊し、長期にわたる低迷が続いていたが、神戸の経済においても厳
第 一 章
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しい状況であり、出口の見えない不況に苦しんだ。こうした状況のなか、神戸は、平成７年（1995 年）に発生
した阪神・淡路大震災の被害を受けることとなる。
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2. 震災による被害と復興

神戸経済の変遷

1 阪神・淡路大震災の発生
平成 7 年（1995 年）1 月 17 日未明に阪神・淡路地域を襲った「兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）
」は、
日本で初めての近代的な大都市における直下型地震であり、大きな破壊力をもって都市機能の崩壊をもたらし、
市民生活を直撃するなど未曾有の被害をもたらした。

①名

称		

阪神・淡路大震災

				

※気象庁による地震名は「平成 7 年（1995 年）兵庫県南部地震」

平成 7 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分

③震

淡路島（北緯 34"36' 東経 135"02'）

源		

16km

⑤規

模		

マグニチュード 7.3

⑥震

度		

神戸で震度 6（一部地域で震度 7）

⑦特

徴		

破壊した断層付近で非常に大きな揺れを生じ、神戸市を中心とした阪神地域

			

神戸経済のいま

④震源深さ		

第二章

②発生日時		

および淡路島北部で甚大な被害をもたらした。

⑧市民への人的被害
4,571 人（H17.12.22）

・不明		

2人

・負傷者		

14,678 人（H12.1.11）
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・死亡者		

⑨建築物への被害

業種別にみる神戸経済

・全壊 67,421 棟、半壊 55,145 棟（H17.12.22）
・全焼 6,965 棟、半焼 80 棟、部分焼 270 棟、ぼや 71 棟

震災による直接被害額は、様々な推計が算出されているが、市内の資本ストックだけでも約 6 兆 8 千億円と
推定されており、これに交通機関の麻痺や取引先の被害など、震災の影響に伴う機会損失による被害がさらに
加わり、市内だけでなく、日本全体にも大きな影響を与えた。
また、市内企業のうち約４割が半壊以上の被害に遭うなど、製造業から商業・サービス業に至るまで、市内
のほとんどすべての業種が大きな被害を受け、事業所数の減少につながった。
たとえば製造業の大手事業所は、震災によって、各社で直接、間接含めて百億円から数百億円という甚大な
被害を受けた。地場産業についても、ケミカルシューズ関連企業 1,600 社のうち約 80％が全半壊または焼失し、
清酒も半数以上の企業が全半壊するなど、激震地を中心に大きな被害を受けた。また、市街地の商店街の 3 割
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以上、小売市場の 4 割以上が全損の被害を受けた。
震災後 10 年間の神戸経済は、バブル崩壊後の長期にわたる不況と震災による都市基盤の崩壊という大きなダ
メージの両方と向き合わなければならなかったのである。

4

2 企業活動への影響
震災直後、神戸の経済活動は一時ストップした。建物・設備等の被害が、経営の存続に直結する中小企業に
おいて、様々な支援策が行われたにも関わらず、非常に厳しい局面に追い込まれる状況が発生した。震災発生
時の平成 7 年（1995 年）から 2 年間で、神戸市に本社を置く企業の倒産は 336 件あり、このうち震災が直接の
引き金になって倒産したものは 87 件であった（全倒産の 25.9%）。この 87 件を従業員数別に見ると、従業員
10 名以下の中小企業が占める割合が 77.0％と非常に高い。
神戸市内の要因別倒産件数（平成７年～８年）
従

業

員

（件）

数

計

0 ～5

6 ～10

11 ～15

16 ～20

21 ～

販売不振

67

14

7

2

2

92

売掛金回収難

13

6

1

0

1

21

5

1

1

3

0

10

13

1

3

0

2

19

2

3

3

2

5

15

放漫経営

33

8

2

1

0

44

経営者の病気、死亡

10

1

0

0

1

12

火災、その他の災害

48

19

4

9

7

87

2

1

0

1

0

4

その他

23

5

0

1

3

32

計

216

59

21

19

21

336

不良債権の累積
要

業界不振
企業系列、下請けの再編成

因
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過小資本

神 戸 経 済 の 変 遷

出所）帝国データバンク
注） その他には、輸出不振、新商品開発の失敗、設備投資の失敗、経営多角化の失敗、その他の経営計画の失敗、人材の不足、労使の対立、立地条件の変化を含む

業種別で確認すると、設備にダメージを受けた製造業（平成 7 年・8 年の倒産全件に占める割合 23.1％・
21.5％）、交通網分断などによる影響を受けた卸売業（同 28.1％・27.3％）の倒産全体に占める割合はその後の
推移と比較し高水準で推移しており、いわゆる震災特需があった建設業（同 12.5％・19.8％）については、比較
的低い水準で推移している。
神戸市業種別倒産件数推移
平成７年
件
農林水産業

数

平成８年
シェア

件

数

シェア

0

0.0%

0

0.0%

建

設

業

20

12.5%

34

19.8%

製

造

業

37

23.1%

37

21.5%

卸

売

業

45

28.1%

47

27.3%

小

売

業

22

13.8%

24

14.0%

不 動 産 業

8

5.0%

10

5.8%

運 輸・通 信 業

5

3.1%

4

2.3%

サービス業

10

6.3%

16

9.3%

そ

他

13

8.1%

0

0.0%

計

160

100.0%

172

100.0%

の

合
出所）帝国データバンク

一方、神戸を代表する大企業においても震災の影響は大きかったが、他地域に機能を分散もしくは縮小する
などして、危機的状況に対応した例が見られる。

5

社

名
高炉・加工部門の一部を川崎市へ移転
商船建造部門を坂出市へ移転（平成10 年9 月に商船建造を再開）

住友ゴム工業（株）

神戸工場の閉鎖

日本製粉（株）

神戸工場の閉鎖

神戸経済の変遷

川崎重工業（株）

第一章

（株）神戸製鋼所

3 復興特需
震災直後の２年間、神戸の経済は活動停止状態の後、大量の資金や物資、人員等が流入するという特殊な状
況を迎え、ライフライン・住宅の復旧を担った建設業など復旧関連業務を中心に大きな受注増をもたらした。
これはいわゆる「震災特需」と呼ばれ、全国が不況の中、神戸市内の経済指標を押し上げる結果をもたらした。
日本経済の基盤として重要な神戸市の復旧が急がれ、｢復興」という目標の下、資源が集中的に投下された結果

第二章

であった。
震災からの 2 年間において倒産件数が抑えられ、総生産が増加しているという結果は、兵庫県・神戸市が行っ
た、合計 33,551 件、約 4,222 億円（うち神戸市分 10,108 件

約 1,181 億円）の「緊急災害復旧資金融資」などの「特

神戸経済のいま

別融資」が短期間に制度化され、中小企業の復旧・資金繰りを支援し、倒産を防止したことが大きい。
また、｢震災復興予算」として多額の資金が短期間に投下されたことによる公共工事の増加、生活基盤復旧の
ための新設住宅着工戸数が大幅に増加するなど、復旧を担った建設業界を中心に需要増をもたらしたことも大
きな要因である。この復旧関連業界が神戸市全体の生産額を大きく引き上げたといえる。
震災関連事業費の推移
生活支援

復興対策

災害復旧

74,887,615

33,794,542

547,379

40,545,694

平成7 年度決算額

955,657,288

１29,878,536

402,168,885

423,609,867

平成8 年度決算額

624,016,877

2,298,898

312,982,354

308,735,625

平成9 年度決算額

295,827,692

2,699,483

241,057,367

52,070,842

平成10 年度決算額

206,724,103

3,580,289

195,949,851

7,193,963

平成11 年度決算額

173,524,029

8,984,488

162,220,586

2,318,955

平成12 年度決算額

112,327,847

1,239,707

110,708,140

380,000

102,196,260

184,825

101,469,935

541,500

77,563,821

5,745

77,114,676

443,400

平成15 年度決算額

76,230,058

5,573

75,811,960

412,525

平成16 年度決算額

51,316,681

5,416

51,009,081

302,184

平成17 年度決算額

35,263,347

598

35,111,857

150,892

平成18 年度決算額

26,706,713

-

26,629,034

77,679

平成19 年度決算額

21,888,668

-

21,770,406

118,262

平成20 年度決算額

16,089,042

-

15,862,172

226,870

平成21 年度決算額

12,419,689

-

12,312,469

107,220

平成22 年度決算額

9,351,415

-

9,351,415

-

平成23 年度決算額

6,316,751

-

6,316,751

-

平成24 年度決算額

3,796,029

-

3,796,029

-

平成25 年度決算額

3,964,964

-

3,964,964

-

2,886,068,889

182,678,100

1,866,155,311

837,235,478

総

計

関連資料

平成13 年度決算額
平成14 年度決算額

業種別にみる神戸経済

平成6 年度決算額

第三章

震 災 関 連
事業費合計

単位：千円

出所）「平成 25 年度各会計決算（見込）」（神戸市行財政局）
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4 再び不況に巻き込まれた平成 9 年（1997 年）以降
第一章

被災企業の中には、「震災特需」や特別融資などの制度で震災直後の混乱期を凌ぎ、営業再開を果たすことが
できたところも少なくはなかった。しかし、この「震災特需」がライフラインなどの復旧完了と共に縮小して

神戸経済の変遷

いく中で、震災前から続いていたバブル崩壊後の不況が再び大きな影を落とし始めた。営業再開を果たせたが、
営業休止中に顧客が他との取引を始めており、震災前と同様の取引を回復できないといった影響も見られ、｢震
災特需」が終わり、モノが売れない状態に戻ったのである。
震災後の神戸地域の景況感を全国と比較しても、平成９年以降急速に悪化していることが見て取れ、資金等
の動きが鈍くなったことが表れている。

第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済

またこの時期、あらゆる業種において構造変化が見られ、不況対策、構造改革の両面において対応を迫られた。
その結果、危機的状況をチャンスと捉え経営革新した企業が大きく業績を伸ばしていった。一方、旧来型の経
営のままの企業においては縮小を余儀なくされる状況に陥るなど、結果として平成９年（1997 年）以降「不況型」
関連資料

倒産が急増する動きが見られた。（不況型倒産とは、景況悪化等の他律的な要因による倒産を指し、ここでは販
売不振・輸出不振・売掛金回収難・不良債権の累積・業界不振を言う。（帝国データバンク定義））
ただ、神戸市内における「不況型」の倒産が全国と比較し特に大きかったというわけではなかった。震災前
後の全国の倒産要因に占める「不況型」倒産の割合は、平成５年（1993 年）以降高水準（60％以上）で推移し
ており、震災後２年の神戸市における「不況型」倒産の割合が低かったといえる。これは、神戸市においては
震災直後の「特別融資｣・｢震災特需」のために、｢不況型」倒産が低く抑えられていたことを意味する。平成９
年（1997 年）以降は全国と同等の倒産水準になった。

8

出所）帝国データバンク
注）不況型倒産（販売不振・輸出不振・売掛金回収難・不良債権の累積・業界不振）

第 一 章

各種指標を見ると、日本経済及び神戸の経済は、概ね平成 14 年（2002 年）頃を底に、緩やかな回復基調にあっ
た。（最近の景気動向の詳細については、第２章以降を参照）

神 戸 経 済 の 変 遷

しかし、平成 16 年（2004 年）６月に（財）阪神・淡路産業復興推進機構が実施した『阪神・淡路地域にお
ける産業復興の実態に関するアンケー卜』によると、震災前と現状の売上高・利益の回復状況が「回復してい
ない」と回答する企業が圧倒的に多く、また、多くの企業が「（事業活動に）震災の影響が残っている」との回
答を寄せており、震災後 10 年たっても依然として大きな影響が残っていたことが伺える。もっとも、事業活動
に影響を与えている主な要因について、｢景気の影響が大きい」と回答する企業が最も多く、被災企業が震災か
らの復興を目指すとともに不況真只中で経営に取り組まなければならなかったことを浮き彫りにしている。

震災の事業活動への影響（神戸市）
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第２章 神戸経済のいま

神戸経済の変遷

1. 人口構造
1 人口の推移
神戸市の人口は昭和 31 年（1956 年）には 100 万人を突破して、戦前の水準を回復し、以後、昭和 30 年代か
ら 40 年代にかけて、毎年 1 万～ 3 万人の人口増加を示した。その後やや増加ペースが鈍ったものの、平成 4 年
には 150 万人に達し、平成 7 年の震災直前には 152 万人を超えた。

第二章

平成 7 年の阪神・淡路大震災は、神戸市に戦後初めての人口減をもたらし、一時 142 万人まで減少したが、
復興の進展に伴って人口は回復し、平成 13 年には再び 150 万人を超えた。平成 16 年（2004 年）11 月には震災

神戸経済のいま

直前人口を初めて超え、以降も増加を続けていたが、国全体で人口減少が始まった平成 23 年の翌平成 24 年に
は神戸市でも減少に転じ、平成 30 年まで 7 年連続の人口減少となった。

第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料
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2 区別の状況
区別の人口の動きを見ると、市の東部に位置する東灘区、灘区、中央区においては、いずれも増加傾向が続
いている。なかでも、東灘区においては自然増減、社会増減ともに増加傾向にあるほか、灘区、中央区では自
然減である一方で社会増が多く、人口全体では増加傾向にある。
兵庫区では社会増でありながら自然減が多く、減少傾向が続いていたが、社会増により近年は人口増の傾向がみられる。
長田区では社会増減は一進一退であり、垂水区では社会増傾向が続くものの、両区とも自然減が多く、人口
減の傾向が続いている。
北区、須磨区、西区では社会増減、自然増減ともに減少となっている。

区別人口の推移

第 二 章
神 戸 経 済 の い ま

3 他都市比較
神戸市の人口は、政令指定都市の中では横浜市、大阪市、名古屋市、札幌市、福岡市に次いで６位となっている。
一方、政令指定都市上位 12 都市の人口増減率を比較すると、神戸市（△ 0.9％）と京都市（△ 0.4％）のみが
減少であり、その他の都市は増加している。平成 27 年に神戸市の人口を上回った福岡市は 4.6％の増加、神戸
市に次ぐ川崎市も 4.7％の増加となっている。

推計人口および増減率（平成25年→平成30年）他都市比較
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4 将来推計人口
第一章

国立社会保障・人口問題研究所による神戸市の将来人口は、長期にわたって減少が続き、2025 年には 150
万人を下回り（約 149.8 万人、2015 年比△ 2.6％）、2040 年には 140 万人を割り込む（約 135.5 万人、同比△

神戸経済の変遷

11.9％）見込みであり、さらに 2045 年には 130 万人を下回る見込みである（約 129.6 万人、同比△ 15.7％）。
年代別でみると、老年（65 歳以上）人口が総人口に占める割合は増加が続き、2025 年には 30％を超え、
2045 年には 39.7％となる見込みである。一方、年少（0 ～ 14 歳）人口の割合は減少が続き、2035 年には 10％
を下回り、2045 年には 9.7％となる見込みである。

将来推計人口及び人口割合

第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料
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２．経済成長率と市内総生産、市民所得
1 経済成長率
本市経済は平成 20 年度後半からの世界同時不況により、国と同様、平成 20 年度及び平成 21 年度の総生産は
名目、実質ともにマイナスとなった。
しかし平成 22 年度は名目、実質ともにプラスに転じ、実質については 6 年連続でプラス成長を続けている。
平成 27 年度の市内総生産は、名目 6 兆 5,917 億円、実質（連鎖方式）6 兆 4,230 億円、経済成長率では名目
＋ 3.2％、実質（連鎖方式）＋ 2.1％となった。
また、日本経済全体で見ると、平成 20 年９月のリーマンショック後の大幅な景気悪化を経て、平成 21 年か
ら持ち直しを続けていた。
その後、平成 23 年３月に生じた東日本大震災により大きな打撃を受けたが、復興需要等により上向きの動き
が見られるようになった。
平成 27 年度は、緩やかな経済再生・デフレ脱却に向けた進捗が見られ、名目 GDP、実質 GDP、GDP デフレー
ターが 18 年ぶりにそろって前年比プラスとなった。
平成 27 年の国内総生産（GDP）は名目で 532 兆円、実質で 517 兆円となり、経済成長率では名目＋ 2.85％（対
第 二 章

前年比＋ 2.1％）、実質 +1.3％（同△ 0.4％）となった。

神 戸 経 済 の い ま

神戸市と全国の経済成長率

出所） 「平成27年度神戸市民経済計算」（神戸市企画調整局）、「平成27年度国民経済計算確報」（内閣府）
注） 経済成長率：市（国）内総生産の対前年度増加率（実質値は平成23暦年連鎖方式による）
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2 市内総生産
神戸市内の総生産は、平成 27 年度、名目 6 兆 5,917 億円（対前年比 +3.2％）、実質 6 兆 4,230 億円（同＋ 2.1％）

神戸経済の変遷

となったのに対し、国内総生産は名目 532 兆円（同 +2.8％）、実質 517 兆円（同＋ 1.3％）になった。
市内総生産（名目）においては、
「製造業」
（同＋ 8.7％）のうち「化学」
（同 +183.3％）が特にプラスに寄与した。
市内総生産（実質）は近年 6 兆円前後で推移しており、平成 27 年度は 6 兆 4,230 億円で前年を 1,294 億円上回っ
た。

経済活動別市内総生産（名目）の推移

第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済

市内総生産の経済活動別構成比を全国及び 12 大都市と比較すると、「製造業」（全国比＋ 1.7％、12 大都市平
均比＋ 9.9％）、
「運輸・郵便業」（全国比＋ 3.4％、12 大都市平均比＋ 2.7％）が全国、大都市平均と比べて高くなっ
ている。
一方で「建設業」（全国比△ 2.2％、12 大都市平均比△ 1.6％）、「卸売・小売業」（全国比△ 2.3％、12 大都市
平均比△ 4.8％）で構成比が低くなっている。

関連資料

平成 25 年度の構成比と比べると、「製造業」（平成 25 年度全国比△ 0.8％、平成 25 年度大都市平均比 +8.1％）
の構成比が高まっている一方で、
「卸売・小売業」
（平成 25 年度全国比△ 0.6％、平成 25 年度大都市平均比△ 4.0％）
の構成比が下がっている。
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市（都・国）内総生産（名目）
経済活動別構成比 全国･12大都市比較
市（都・国）内総生産（名目）
経済活動別構成比
全国・１２大都市比較
100%

90%

0.9%

0.6%

1.0%

0.8%

0.8%

0.1%

0.8%

0.9%

1.0%

1.0%

0.8%

0.8%

0.8%

4.4%

4.4%

4.2%

4.0%

5.4%

4.4%

5.0%

3.6%

4.4%

3.9%

3.7%

4.4%

税等

7.7%

3.9%
3.0%
3.9%

5.1%

7.1%

8.0%
3.5%

80%

6.8%

5.0%

4.4%

7.5%

7.2%

5.7%

12.1%

50%

11.4%

7.6%
3.4%

3.7%

70%

60%

10.6%

3.6%

5.8%

8.9%

3.4%

4.4%

5.5%

5.0%

2.9%

2.3%

40%

5.1%

11.7%
3.3%
1.9%

13.6%

10.3%

4.9%

5.5%
2.6%

5.0%

18.7%

11.2%

11.7%
22.5%

20.8%

6.8%

第 二 章

0.1%

1.1%

2.2%
3.9%
0.1%

神戸市

全国

札幌市

1.6%

10.4%

3.8%
2.3%
4.4%

4.9%
2.6%

7.1%

9.3%

0.1%

0.1%

仙台市

さいたま市

2.4%
4.6%

4.1%
7.2%
2.8%

2.4%

4.2%

10.4%

7.7%

2.1%

2.7%

5.6%

8.2%

7.0%

7.6%

20.1%

11.6%

4.6%

5.1%
1.6%

3.4%

4.2%

4.2%

8.8%
0.0%

東京都

5.5%
4.2%

22.8%

11.6%
0.0%

横浜市

7.4%

6.4%

その他のサービス

3.7%

3.5%

保健衛生・社会事業

4.7%

4.5%

12.9%

9.0%

4.6%
3.6%
3.8%
4.4%

0.0%

教育

12.5%

10.0%
11.0%

4.9%
11.0%
2.9%

4.6%
5.1%
2.4%
5.3%

4.9%

11.7%

公務
専門・科学技術、
業務支援ｻｰﾋﾞｽ業
不動産業

4.6%

金融・保険業

7.6%

情報通信業

3.2%

宿泊・飲食サービス業

6.7%
18.7%

運輸・郵便業
卸売・小売業

20.9%

4.3%
2.0%

3.7%
2.0%

23.7%

22.9%

2.8%
2.0%

10.2%
川崎市

8.7%

12.3%

0.0%

名古屋市

3.5%
2.9%

京都市

0.0%

大阪市

23.3%

建設業
電気・ガス・水道業・
廃棄物処理業

18.4%

4.5%

0.1%

2.6%
4.3%
0.1%

広島市

福岡市

9.5%
0.1%

製造業
鉱業
農林水産業

出所） 「平成28年度国民経済計算」（内閣府）、各都市の「平成27年度市（都）民経済計算」
注） 全国の数値は年度ではなく、暦年
「税等」とは輸入品に課される税・関税及び総資本形成に係る消費税の控除の合計

神 戸 経 済 の い ま

3 市民所得
平成 27 年度の一人当たり市民所得は 314 万９千円で、平成 26 年度の 303 万 2 千円を 11 万 7 千円上回った。
全国の一人当たり国民所得 305 万 9 千円と比べると、本市が９万円上回っており、平成 20 年以降、神戸市が全
国を上回っている。

一人当たり市（国）民所得の推移

出所） 平成27年度神戸市民経済計算（神戸市企画調整局）
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6.1%
2.2%
3.5%

7.0%
10.9%

8.4%

10.7%
6.6%

13.4%

16.4%

6.7%

3.6%

8.1%

17.6%
17.3%

16.1%

5.0%
2.6%

3.0%
6.0%

20%

4.4%

3.6%
4.5%

5.6%
4.1%

9.7%

10.2%
11.3%

5.9%
14.0%

30%

0%

11.7%

11.9%

8.5%

10%

3.8%

5.9%
2.4%
3.1%

第一章

３．産業構造
1 事業所数・従業者数

神戸経済の変遷

平成 28 年の神戸市内の民営事業所数（事業内容不詳は除く）は 66,882 事業所、従業者数は 727,130 人で、同
じ動態調査である平成 24 年と比べると、事業所数は 925 事業所の減（△ 1.4%）、従業者数は 16,612 人の増（＋
2.3％）である。
平成 13 年からの推移をみると、平成 21 年以降は、調査手法の違いから単純な比較はできないが、事業所数
は逓減傾向にある一方で、従業者数については増減はあるもののほぼ横ばいが続いている。

事業所数及び従業者数の推移（民営・事業内容不詳は除く）
第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料
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2 産業大分類別の事業所数、従業者数
産業大分類別に民営事業所数をみると、「卸売業，小売業」が 17,200 事業所（構成比 25.7%）と最も多く、次
いで「宿泊業，飲食サービス業」が 11,713 事業所（同 17.5%）、
「医療，福祉」が 6,093 事業所（同 9.1%）となっ
ている。これら上位 3 産業で全体の 5 割以上を占めている。
次に、産業大分類別に従業者数をみると、
「卸売業，小売業」が 157,447 人（構成比 21.7%）で最も多く、次いで「医
療，福祉」が 102,517 人（同 14.1%）、「宿泊，飲食サービス業」が 85,941 人（同 11.8%）、「製造業」が 83,068 人
（同 11.4%）となっている。これら上位 4 産業で全体の 6 割近くを占めている。
経済センサスは基礎調査と活動調査では調査目的や調査手法が異なるため単純な比較はできないが、高齢化
社会の進行を反映し、「医療，福祉」従業者は増加を続けているほか、28 年活動調査では「製造業」従業者が
減少した結果、「宿泊業，飲食サービス業」従業者が上回った。

産業大分類別民営事業所数及び従業者数の推移

第 二 章
神 戸 経 済 の い ま
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産業大分類別民営事業所数の推移

第一章

神戸経済の変遷

第二章

神戸経済のいま

産業大分類別従業者数の推移

第三章

業種別にみる神戸経済

関連資料
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産業大分類別民営事業所数 構成比の推移

第 二 章
神 戸 経 済 の い ま
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産業大分類別従業者数 構成比の推移

3 従業者規模別事業所数及び従業者数の推移
第一章

経済センサス - 基礎調査（平成 21 年、平成 26 年）と経済センサス - 活動調査（平成 24 年、平成 28 年）につ
いて、それぞれの推移を見ると事業所数は減少傾向にあるが、従業者数は傾向が一定していない。

神戸経済の変遷

従業者規模 100 人以上の事業所ではほとんど事業所数構成比に変動はなく、合計で１％程度で推移している。
５～９人規模事業所では事業所、従業者とも微減の傾向にあるほか、10 ～ 19 人規模、30 ～ 49 人規模で微増
の傾向が見られることを除いては、横ばいの傾向が見られる。

従業者規模別民営事業所数及び従業者数の推移

第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料
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従業者規模別民営事業所数 構成比の推移

従業者規模別従業者数 構成比の推移

第 二 章
神 戸 経 済 の い ま
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4 産業大分類別・従業者規模別事業所数及び従業者数
第一章

産業大分類別・従業者規模別に事業所数と従業者数をみると、全産業合計では、従業者規模 100 人未満の事
業所数が 65,590 事業所（構成比 98.1％）、従業者数が 516,154 人（同 71.0％）となっており、従業者規模の小さ

神戸経済の変遷

い事業所に多くの従業者が勤務していることが分かる。
従業者数構成比においては、従業者規模 100 人未満の事業所が占める割合が運輸・郵便業及び電気・ガス・
熱供給・水道業を除く全ての産業で 95％以上となっているのに対して、「製造業」、「サービス業（他に分類さ
れないもの）」において、従業者規模 100 人未満の従業者数構成比が 50％を切っており、これらの産業では一
部の大規模な事業所に多数の従業者が勤務しているといえる。

産業大分類別・従業者規模別事業所数・従業者数
第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料
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5 区別・産業大分類別事業所数及び従業者数
区別・産業大分類別の事業所数をみると、全区の傾向として、中央区を除き「卸売業，小売業」の割合が最も高く、
各区で 26％程度を占めており、
「宿泊業，飲食サービス業」（15％程度）、
「医療，福祉」（10％程度）と続いている。
区別の特徴としては、中央区では「宿泊業，飲食サービス業」が最も高く、
「医療，福祉」が全区で最も低い。
また、長田区、西区で「製造業」が 2 番目に高く、西区では「宿泊業，飲食サービス業」の割合が低い。

区別・産業大分類別事業所数・従業者数（平成２８年）

第 二 章
神 戸 経 済 の い ま
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第一章

区別・産業大分類別事業所数 構成比（平成２８年）

神戸経済の変遷
第二章
神戸経済のいま
第三章

区別・産業大分類別従業者数 構成比（平成２８年）

業種別にみる神戸経済
関連資料
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6 中小企業及び小規模企業の事業所数、従業者数
市内の中小企業及び小規模企業の事業所数を推計すると、中小企業の事業所数は 65,960 事業所で事業所全体
の 98.7% を占めている。また、小規模企業の事業所数は 46,053 事業所で事業所全体の 68.9% を占めている。
産業大分類別に中小企業の占める割合をみると、「複合サービス事業」でやや低くなっているものの、それ以
外の業種では 97% 以上と高くなっている。また、
「鉱業，採石業，砂利採取業」、
「建設業」、
「製造業」、
「不動産業，
物品賃貸業」で小規模企業の占める割合が 80% 以上と高くなっている。
次に、従業者数を推計すると、中小企業の従業者数は 540,404 人で全従業者の 74.4% を占めている。また、
小規模企業の従業者数は 148,853 人で全従業者の 20.5% を占めている。産業大分類別に中小企業の占める割合
をみると、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「運輸業，郵便業」、「金
融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」で 90% 以上と高くなっている一方、「複合サービス事業」、「サービ
ス業（他に分類されないもの）」では 50% 前後と低くなっている。小規模企業の従業者数構成比は事業所数ほ
ど割合は高くなっておらず、
「不動産業，物品賃貸業」で 57.4%、
「建設業」で 66.3％となっているものの、
「電気・
ガス・熱供給・水道業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」で 10%
を切るなど、業種によりバラつきが生じており、全体を通じて見ても 2 割程度にとどまっている。

中小企業及び小規模企業事業所数・従業者数（平成２８年）
第 二 章
神 戸 経 済 の い ま
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7 売上（収入）金額、付加価値額
第一章

市内の事業所を対象に、産業大分類別に売上（収入）金額をみると、売上（収入）金額を算出できた産業の
うち最も多いのは「卸売業，小売業」の 6 兆 5,718 億円で、次いで「製造業」の 3 兆 5,653 億円、「医療，福祉」

神戸経済の変遷

の 3 兆 2,184 億円となっている。また、産業大分類別に付加価値額でも、「卸売業，小売業」が 9,039 億円（構
成比 24.6%）で最も多く、次いで「製造業」の 5,914 億円（同 16.1%）、「医療，福祉」の 4,411 億円（同 12.0％）
となっている。いずれにおいても、「卸売業，小売業」、「製造業」、「医療，福祉」の順に高い額となっており、
経済活動における主要な産業となっている。

産業大分類別 売上（収入）金額及び付加価値額（平成２８年）

第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料
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さらに、神戸市の付加価値額の構成比を 12 大都市で比較すると、「宿泊業，飲食サービス業」（12 大都市中 1
位）、
「製造業」、
「運輸業，郵便業」、
「教育学習支援業」、
「医療，福祉」（同 2 位）でその割合が高くなっている。
一方、
「建設業」（同 12 位）、
「情報通信業」（同 11 位）、
「不動産業，物品賃貸業」（同 11 位）で低くなっている。

産業大分類別付加価値額構成比 １２大都市比較（平成２８年）
100.0%

2.5%
7.8%

3.4%
6.7%

1.2%

6.8%
2.1%
2.2%
2.9%

8.5%

90.0%
8.0%
13.8%
80.0%

70.0%

2.9%
2.7%
3.9%
4.4%

60.0%

4.7%

9.0%
13.7%

2.9%
2.0%
3.1%

2.3%
3.4%

4.9%

3.3%

4.1%

3.1%

5.8%

3.5%
12.0%

5.7%

1.4%

1.9%

6.1%

5.8%

9.7%

8.6%

2.3%
2.6%

2.3%
3.0%

3.6%

3.5%

6.5%

13.9%

10.8%
3.1%

1.2%
4.5%

6.2%
6.8%
2.4%
2.4%
3.2%
5.3%

4.7%
5.7%

3.2%

3.5%
6.9%

4.0%

2.1%
6.7%

12.1%

6.4%

6.2%

1.3%
2.7%
3.0%

2.7%

6.3%

5.0%

4.9%

4.0%
4.0%

8.5%

6.1%

0.5%

3.3%

2.9%

6.0%

8.1%

10.3%

7.8%

2.6%

2.6%
2.7%

2.9%
2.5%

5.1%

3.3%

4.2%

5.5%

12.2%

3.4%

4.8%
3.1%
6.1%

3.6%
3.8%
6.9%

6.1%
4.8%
7.9%

7.0%
50.0%

第 二 章

24.8%

30.9%
40.0%

神 戸 経 済 の い ま

5.3%

10.0%

5.9%
3.7%

3.9%
9.2%

24.9%

24.4%
26.9%

13.4%

12.5%

6.7%
11.5%

5.9%
17.3%

3.0%
8.4%

6.8%

6.7%

10.5%

仙台市

4.8%
2.6%

5.2%
5.1%
8.5%

14.5%

11.8%

19.3%
9.1%

8.1%
2.7%

16.3%

5.9%

13.3%

9.0%

5.9%

7.3%

6.6%

8.1%

さいたま市

特別区部

横浜市

川崎市

名古屋市

建設業
卸売業，小売業
宿泊業，飲食サービス業
サービス業（他に分類されないもの）

製造業
金融業，保険業
生活関連サービス業，娯楽業
その他

5.0%
京都市

情報通信業
不動産業，物品賃貸業
教育，学習支援業

7.2%
大阪市

5.5%
8.5%
3.1%

6.0%

0.0%
札幌市

28.2%

7.2%
4.3%

5.9%

26.7%
22.7%

30.0%

4.2%

17.3%

25.3%

27.1%

20.0%

20.5%

4.8%
神戸市

8.6%

8.8%

広島市

福岡市

運輸業，郵便業
学術研究，専門・技術サービス業
医療，福祉

出所）平成28年「経済センサス‐活動調査」（総務省、経済産業省）
注） 必要な数値が得られた事業を対象として集計。事業所単位の付加価値額は、企業単にで把握した付加価値額を事業集自社数により
傘下事業所に按分することにより集計。
外国の会社及び法人でない団体を除く。
「その他」は「農林漁業」、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「複合サービス」のこと。
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8 特化係数
第一章

神戸の産業構造の特徴を従業者数の特化係数（各都市の従業者数の産業大分類別構成比を全国のそれで割っ
たもの。この係数が 1.00 より大きいほど、当該産業に特化していることを示す。）をみると、
「教育，学習支援業」

神戸経済の変遷

の 1.44 をはじめとして、「運輸業，郵便業」が 1.27、「宿泊業，飲食サービス業」が 1.25、「不動産業，物品賃貸
業」が 1.18 と高くなっている。
また、特化係数を他都市と比較してみると、
「運輸業，郵便業」が 12 大都市中で最も高くなっているほか、
「宿
泊業，飲食サービス業」と「教育，学習支援業」は京都市に次いで 2 番目、「医療，福祉」（同 1.09）は札幌市、
横浜市に次いで 3 番目、
「製造業」（同 0.73）も川崎市、京都市に次いで 3 番目に高くなっている。一方、
「建設業」
は特化係数 0.58 で 12 大都市中最も低い水準になっているほか、
「情報通信業」
（同 0.61）が 11 番目、
「電気・ガス・
熱供給・水道業」「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業・物品賃貸業」、「学術研究，専門 ･ 技術サー
ビス業」がいずれも 10 番目と低くなっている。

第二章

産業大分類別従業者数の特化係数（平成２８年）

神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済

出所）平成28年「経済センサス－活動調査：（総務省、経済産業省）」

関連資料

出所）平成28年「経済センサス－活動調査：（総務省、経済産業省）」を元に神戸市経済観光局作成
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産業分類を細分化して、その特化係数をみてみると、製造業では、「ゴム製・プラスチック製履物・同付属物」
の特化係数 17.39 をはじめ、鉄鋼業のうち管理，補助的経済活動を行う事業所（14.54）、革製履物製造業（11.39）
が高い数値となっている。また、「ボイラ・原動機」（8.98）、「革製履物用材料・同付属品」（8.21）、「鉄道車両・
同部品」（7.94）、などのほか、貴金属・宝石（真珠関連）や酒類（清酒）、パン・菓子なども 1.00 を超え、比較
的高い数値となっている。
次に第 3 次産業でみると、
「港湾運送業」
（6.76）、
「運輸施設提供業」
（5.28）、
「船舶貸渡業」
（2.72）などが高くなっ
ているほか、
「衣服卸売業」や各種の衣服小売業、
「繊物・衣服・身の回り品小売業」なども比較的高い数値となっ
ている。
これらをあわせてみると、本市で「ファッション産業」と位置付けている、アパレル、ケミカルシューズ、真珠、
洋菓子、清酒関連の産業が集積しているほか、原子力発電関連や鉄道車両、造船といったいわゆる重厚長大型
産業、神戸港を中心とする港湾関連産業が集積していることがうかがえる。

産業細分類別従業者数の特化係数（主なもの）（平成２８年）

第 二 章
神 戸 経 済 の い ま
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出所）平成28年「経済センサス－活動調査：（総務省・経済産業省）」
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9 企業数、企業従業者数、売上（収入）金額
第一章

平成 28 年の神戸市内の「個人経営」及び「会社以外の法人」を含む企業等の数（以下「企業数」という。）
の総数は 46,960 企業、企業従業者数は 659,276 人で、平成 24 年と比べると、企業数は 2,422 企業の減（△ 4.9％）、

神戸経済の変遷

企業従業者数は 14,173 人の（△ 2.1％）である。
経営組織別に企業数、従業者数をみると、企業数では、
「個人経営」が 25,444 企業（構成比 54.2％）と全体の
半数以上を占めており、
「会社企業」が 18,584 企業（同 39.6％）、
「会社以外の法人」が 2,932 企業（同 6.2％）となっ
ている。従業者数は、
「会社企業」が 461,348 人（構成比 70.0％）と全体の 7 割を占めており、
「会社以外の法人」
が 113,029 人（同 17.1％）、「個人経営」が 84,899 人（同 12.9％）となっている。

経営組織別企業等の数の推移
第二章
神戸経済のいま

経営組織別企業等の従業者数の推移
第三章
業種別にみる神戸経済

出所）平成21年「経済センサス－基礎調査」（総務省）
平成24年「経済センサス－活動調査」（総務省・経済産業省）
平成26年「経済センサス－基礎調査」（総務省）
平成28年「経済センサス－活動調査」（総務省・経済産業省）

また、産業大分類別に企業数をみると、
「卸売業，小売業」が 9,501 企業（構成比 22.2％）と最も多く、次いで「宿
関連資料

泊業，飲食サービス業」が 8,282 企業（同 19.3%）、「医療，福祉」が 3,980 企業（同 9.3%）となっており、上位
3 産業で全体の 5 割以上を占めている。
企業従業者数をみると、「卸売業，小売業」が 135,180 人（構成比 21.4％）と最も多く、次いで「製造業」が
113,534 人（同 18.0%）、「医療，福祉」が 86,541 人（同 13.7%）となっており、上位 3 産業で全体の 5 割以上を
占めている。

30

売上（収入）金額をみると、
「卸売業，小売業」が 6 兆 8,221 億円（構成比 36.1%）と最も多く、次いで「製造業」
が 4 兆 8,587 億円（同 25.7%）となっており、上位 2 産業で全体の約 6 割を占めている。
これらをあわせてみると、
「卸売業，小売業」はすべての項目において、最も構成比が高い産業となっている。
また、「製造業」は、企業数はそれほど多くないが、それ以外の 2 項目はいずれも高い数値となっており、1 企
業当たりの従業者数、売上（収入）金額が高いことがわかる。一方、「宿泊業，飲食サービス業」は企業数は多
いが、売上（収入）金額は低い数値となっており、1 企業当たりの売上（収入）金額が低いことがわかる。

産業大分類別 企業等数、従業者数、売上（収入）金額（平成２８年）

第 二 章
神 戸 経 済 の い ま

31

産業大分類別 会社企業の企業等数・従業者数構成比

第一章

４．開廃業率と倒産状況
1 開廃業率

神戸経済の変遷

神戸市における平成 26 ～ 28 年の開廃業率は、開業率が 5.9％、廃業率が 9.3％で、全国平均と比べると、開
業率が 0.9 ポイント、廃業率が 1.7 ポイント上回っており、昭和 61 年～平成元年における調査以降、開業率、
廃業率とも全国平均を上回る形で推移している。

開業率・廃業率推移

第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済

神戸市の開業率・廃業率を全国平均や 12 大都市で比較すると、開業率・廃業率ともに全国平均を上回る水準
となっているが、12 大都市の中では開業率は７位、廃業率は５位と中位になっている。

開業率・廃業率 全国・１２大都市比較（平成２６年～２８年）

関連資料
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2 倒産状況
市内の倒産状況の推移をみると、平成 15 年の 231 件から減少傾向にあったが、平成 19 年には 256 件と増加し、
その後は年間約 250 件前後で推移していた。しかし、平成 23 年には 182 件と 200 件を下回り、それ以降はほぼ
横ばいが続き、平成 30 年は 165 件となった。
また、負債金額は平成 15 年の 1,151 億円以降は、増減はあるものの減少傾向にあり、平成 23 年には 296 億
円まで減少した。平成 24 年は大型倒産があったことなどから 948 億円にまで増加したが、平成 25 年からは再
び減少し、平成 30 年は 146 億円となった。

倒産件数と負債金額の推移

第 二 章
神 戸 経 済 の い ま

業種別に倒産件数を見ると、平成 30 年は「不動産・サービス業」が 78 件と最も多く、次いで「卸売・小売業」
が 41 件、建設業が 23 件となっている。近年は「不動産・サービス業」のうち大半をサービス業が占めるようになっ
ているほか、直近５年間においては過去に比べ「建設業」の倒産件数が低い水準で推移している。

業種別倒産件数の推移
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第一章

5. 就業環境
1 労働力人口、労働力率

神戸経済の変遷

平成 27 年国勢調査によると、神戸市の 15 歳以上人口は 122 万 5,100 人（平成 22 年比△ 1.2％）で、平成 22
年調査に続き減少となった。そのうち、労働力人口（就業者及び完全失業者）は 68 万 3,600 人（同△ 4.5％）、
非労働力人口（家事従事者、通学者、高齢者など）は 54 万 1,500 人（同＋ 3.2％）で、少子高齢化社会の進行に
より労働人口は減少している。また、労働力人口の内訳をみると、就業者が 64 万 6,500 人（同△ 2.9％）、完全
失業者（仕事を探していた人）が 3 万 7,100 人（同△ 26.3％）で、雇用情勢の改善に伴い完全失業者が減少して
いる。

平成7年
15歳以上人口

12年

17年

22年

（単位：人）

１５歳以上人口の労働力状態の推移

第二章

１５歳以上人口の労働力状態の推移

27年

1,188,591 1,246,216 1,266,952 1,240,387 1,225,100
702,563

719,002

724,501

715,817

683,600

就業者

654,263

673,157

667,301

665,482

646,500

完全失業者

48,300

45,845

57,200

50,335

37,100

非労働力人口

486,028

527,214

542,451

524,570

541,500

神戸経済のいま

労働力人口

出所） 平成27年国勢調査速報値（総務省）
注） 労働力状態「不詳」を除く。

第三章

労働力人口を男女別にみると、男性が 38 万 1,500 人（平成 22 年比△ 6.5％）、女性が 30 万 2,100 人（同△ 1.8％）
で、男性・女性ともに減少した。

業種別にみる神戸経済

労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口の割合）は、男性が 67.8％（同△ 3.4 ポイント）、女性が 45.6％（同
△ 0.5 ポイント）となっている。平成 7 年以降の労働力率の推移をみると、従来は男性は一貫して低下し、女
性は緩やかな上昇を続けていたが、平成 27 年調査では、女性の労働力も減少する結果となった。また、男女別
の労働力率を全国値と比較すると、男女ともに全国値より低い値で推移している。
男女別労働人口及び労働力率の推移
男女別労働力人口及び労働力の推移

関連資料
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労働力率を年齢階級別、男女別にみると、平成 27 年調査では、男性は「25 ～ 29 歳」で 94.0％となった後、
「55
～ 59 歳」まで 90％超の高水準で推移している。その後、「60 ～ 64 歳」で 83.1％に下降し、「65 ～ 69 歳」で
51.1％まで低下している。一方、女性は「25 ～ 29 歳」の 78.9％と「45 ～ 49 歳」の 73.2％を頂点とし、
「40 ～ 44 歳」
の 67.9％を谷とする M 字カーブとなっている。
また、平成 17 年調査と比較すると、少子化を反映し、男性は多くの年齢階級で低下しているが、定年延長や
再雇用の増加などにより「60 ～ 64 歳」では 10.3 ポイント上昇している。一方、女性は社会進出の進展により
多くの階級で上昇し、特に「30 ～ 34 歳」で 11.3 ポイント、「35 ～ 39 歳」で 11.2 ポイント、45 ～ 74 歳までの
各年齢階級も 10 ポイント近く上昇している。M 字カーブが緩くなってきているほか、M 字の谷が 5 歳区分遅
くなっており、妊娠・出産に伴う離職の減少や、晩婚化及び晩産化がその原因であると考えられる。

年齢（５歳階級）、男女別労働力率の推移

第 二 章

出所）平成27年国政調査速報値（総務省）
注） 労働力状態「不詳」を除く。

神 戸 経 済 の い ま

年齢階級別労働力率（男）

年齢階級別労働力率（女）

さらに、男女別の労働力率を 12 大都市と比較してみると、本市の労働力率は男女とも 12 大都市の中で最も
低く、12 大都市平均値（男性：71.8％、女性：50.3％）と比べて、男性は 4.0 ポイント、女性は 4.7 ポイント低くなっ
ている。
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労働力人口及び労働力率の１２大都市比較（平成２７年）
第一章
神戸経済の変遷
第二章
神戸経済のいま

2 雇用形態
平成 29 年就業構造基本調査によると、全体の雇用者数は 70 万 4,400 人で、内訳をみると、正規の職員・従
業員が 40 万 5,900 人（構成比 57.6％）、パートが 12 万 500 人（同 17.1％）、アルバイトが 5 万 8,200 人（同 8.3％）、
契約社員・嘱託が 5 万 2,900 人（同 7.5％）と続いており、非正規の就業者は合計 26 万 1,800 人（同 37.2％）であった。
男女別にみると、男性は 71.4％が正規の職員であるのに対し、女性は 40.9％と低く、一方、パートは男性が 3.2％
であるのに対し、女性は 34.0％と高くなっている。非正規就業者全体でも、男性 21.4％に対し、女性は 56.2％となっ
ており、女性は半数以上が非正規の就業者となっている。

第三章

また、平成 19 年から平成 24 年にかけて非正規就業者の割合が高くなる傾向が見られたが、数年来継続して
いる人手不足によるいわゆる「売り手市場」の影響もあり、男女とも正規雇用の割合が増加している。

業種別にみる神戸経済

雇用形態別・男女別雇用者数（平成２９年）

雇用者の雇用形態別構成比

関連資料

出所）平成24、29年就業構造基本調査（総務省）
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3 完全失業率、有効求人倍率
兵庫県の完全失業率の推移をみると、平成 21 年にはリーマンショックに端を発する景気悪化の影響を受け
5.2％と高い水準にあった。その後、平成 23 年の東日本大震災による一時的な影響もあったが、緩やかに逓減
を続けており、企業の人手不足もあいまって平成 29 年、30 年の兵庫県の完全失業率は阪神大震災以降最低の
水準を更新し、30 年には 2.6％となった。
また神戸地域の有効求人倍率についても、平成 21 年には景気悪化の影響もあり 0.52 と低い水準であったが、
その後上昇を続け、平成 30 年の有効求人倍率は 1.54 倍となった。

完全失業率（暦年）の推移

第 二 章
神 戸 経 済 の い ま

有効求人倍率（暦年）の推移

有効求人倍率 １２大都市比較（平成２８年度）
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第一章

第３章 業種別にみる神戸経済

神戸経済の変遷

1. 製造業
（※本項目における表・グラフ等は特段の注記がない限り、すべて平成 29 年「工業統計調査」
（経済産業省）をもとに作成しており、調査対象は市内の従業者４人以上の製造業の事業所）

1 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額
平成 29 年「工業統計調査」によると、市内における従業者４人以上の製造業の事業所数は 1,522 事業所（前
年比△ 8.1％）、従業者数は 68,380 人（同＋ 7.6％）、製造品出荷額等は 3 兆 2,135 億円（同＋ 2.8％）、付加価値
額は 1 兆 1,135 億円（同＋ 0.3%）であった。事業所数及び従業者数は、平成 21 年以降 6 年連続減少を続け、平

第二章

成 27 年でわずかに増加に転じたが、事業所数が平成 28 年では再び減少に転じたのに対し、従業者数は増加を
続け、平成 17 年とほぼ同じ水準となった。製造品出荷額等は、平成 17 年を上回る水準を維持しながら増加と

神戸経済のいま

減少を繰り返していたが、平成 26 年以降は増加を続けており、付加価値額は、平成 25 年に平成 17 年の水準を
下回ったものの、平成 26 年以降は増加に転じ、平成 28 年もわずかに増加した。その結果、1 事業所あたりの
製造品出荷額は 21 億 1,100 万円（同＋ 11.9％）、1 事業所あたりの付加価値額は 7 億 4,600 万円（同＋ 9.2％）で、
前年と比べて 1 割程度増加した。
平成 17 年を 100 とする指数でみると、事業所数は、減少傾向を示している。従業者数は、平成 21 年以降は
減少傾向にあったが、平成 28 年から増加に転じた。製造品出荷額等は、平成 20 年までは増加傾向で推移して
いたが、平成 21 年には減少、また平成 25 年に大きく減少したが、それ以降は、増加している。
準を上回っている。

第三章

付加価値額は、平成 21 年に減少したが、平成 26 年で大きく増加しており、平成 26 年以降は平成 17 年の水

主要項目の推移

業種別にみる神戸経済

主要項目（指数）の推移
関連資料
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2 産業中分類別の状況（平成２９年工業統計調査結果）
産業中分類別に主要項目をみると、事業所数では、
「食料品」が 238 事業所（構成比 15.6％）で最も多く、
「金
属製品」157 事業所（同 10.3％）、「生産用機械」150 事業所（同 9.9％）、「ゴム製品」149 事業所（同 9.8％）、と
続き、この上位 4 産業で全体の 5 割近くを占めている。
従業者数は、「食料品」が 17,727 人（構成比 25.9％）で最も多く、「輸送用機械」10,524 人（同 15.4％）、「は
ん用機械」8,093 人（同 11.8％）と続き、この上位 3 産業で全体の過半数を占めている。
製造品出荷額等は、
「食料品」が 6,702 億円（構成比 20.9％）で最も多く、
「はん用機械」4,361 億円（同 13.6％）、
「輸
送用機械器具製造業」4,281 億円（13.3％）と続き、この上位 3 産業で全体の 5 割近くを占めている。
付加価値額は、
「食料品」が 2,387 億円（構成比 21.0％）で最も多く、
「化学工業」1,520 億円（13.4％）、
「電気機械」
1,466 億円（同 12.9％）、「輸送用機械」1,426 億円（同 12.6％）、と続き、この上位 4 産業で全体の過半数を占め
ている。

産業中分類別 事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び付加価値額
第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済
出所） 「平成29年工業統計調査」（経済産業省）、調査対象年が29年のため、28年と表記している。
注）
従業員4人以上の事業所が対象、付加価値額について従業員数9人以下の事業所は粗付加価値額
事業所数、従業員数は平成29年6月1日現在、製造品出荷額等、付加価値額は平成28年となっている
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第一章

産業中分類別主要項目の構成比（平成２９年）

神戸経済の変遷

第二章

神戸経済のいま

第三章

業種別にみる神戸経済

関連資料
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3 従業者規模別の状況
従業者規模別に主要項目をみると、事業所数では、従業者規模の小さい事業所が圧倒的に多く、従業者「4
人～ 29 人」の小規模な事業所数が全体の約 4 分の 3 を占めている。
一方、従業者数、製造品出荷額等は大規模事業所の占める割合が高く、従業者 300 人以上の事業所は、事業
所数では全体の 1.8％にすぎないが、従業者数は全体の 4 割近く、製造品出荷額等及び付加価値額は全体の 4 割
以上を占めている。

従業者規模別 事業所数、従業者数、製造品出荷額及び付加価値額（平成２８年）

第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済
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従業者規模別主要項目の構成比（平成２８年）

4 区別の状況
第一章

区ごとの主要項目の状況をみると、事業所数は西区が 449 事業所（構成比 29.5％）で最も多く、長田区が
348 事業所（同 22.9％）、東灘区が 196 事業所（同 12.9％）、兵庫区が 185 事業所（同 12.2％）と続き、この 4 区

神戸経済の変遷

で全市の 8 割近くを占めている。なかでも、西区、長田区の 2 区が多く、この 2 区で全市の半数以上を占めて
いる。
従業者数は、西区が 21,315 人（構成比 31.2％）で最も多く、東灘区が 14,188 人（同 20.7％）、兵庫区が 13,087 人（同
19.1％）と続き、この上位 3 区で全市の 7 割以上を占めている。
製造品出荷額等は、西区が 1 兆 1,396 億円（構成比 35.5％）で最も多く、東灘区が 6,786 億円（同 21.1％）、
兵庫区が 6,256 億円（同 19.5％）と続き、この上位 3 区で全市の 7 割以上を占めている。
付加価値額は、西区が 4,281 億円（構成比 35.4％）で最も多く、兵庫区が 2,685 億円（同 22.2％）、東灘区が 2,294
億円（同 19.0％）と続き、この上位 3 区で全市の約 8 割を占めている。

第二章

次に、1 事業所あたりの従業者数、製造品出荷額等、付加価値額をみると、1 事業所あたりの従業者数は最も
多い東灘区の 72.4 人であり、最も少ない須磨区は 11.3 人と大きな差がある。1 事業所あたりの製造品出荷額等は、
最も多い灘区で 43 億 1,359 万円、最も少ない垂水区が 1 億 8,611 万円である。

神戸経済のいま

1 事業所あたりの付加価値額は、最も多い兵庫区が 14 億 5,159 万円で、最も少ない垂水区が 9,797 万円である。
これらをみると、東灘区、灘区、中央区、兵庫区及び西区は 1 事業所あたりの従業者数、製造品出荷額等、
付加価値額ともに高く、大規模事業所が多い傾向がある。これらの大規模事業所は、東灘区、灘区及び兵庫区
では臨海部に、西区では内陸部の産業団地に多く立地している。一方、長田区、須磨区及び垂水区はこれらの
項目がいずれも低く、中でも長田区は、事業所数は最も多いが個別の事業所の規模は小さいということが顕著
となっている。

区別主要項目（平成２８年）
第三章
業種別にみる神戸経済

区別主要項目の構成比（平成２８年）
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従業者数（人）

35.5%

0.2%
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35.4%
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中央区
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須磨区

垂水区

西区

出所）「平成29年工業統計調査」（経済産業省）
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次に、産業中分類別に各区の事業所数の上位 5 産業をみると、一部の例外を除き、いずれの区においても食
料品が上位となっている。各区の特徴をみると、灘五郷の清酒メーカーの集積等から東灘区では「飲料・たばこ・
飼料」が、中央区を中心としたオフィス需要に対応するため、灘区、中央区及び兵庫区では「印刷」が、造船
や鉄道車両の大規模事業所が立地する兵庫区では「輸送用機械」が、ケミカルシューズや革靴のメーカーが集
まる長田区や須磨区では「ゴム製品」・「なめし革・同製品」が多くなっており、西区では産業団地に様々な産
業の工場が立地することから、特定の業種に偏らず多様な構成になっている。

区別・産業中分類別 事業所数構成比 上位５産業（平成２８年）

第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済

さらに、従業者規模別に各区の従業者数をみると、東灘区、灘区、中央区、兵庫区及び西区では比較的規模
の大きな事業所の従業者が多く、とりわけ兵庫区では 300 人以上の大規模事業所の従業者数が 7 割を占めている。
一方、長田区、須磨区、及び垂水区では小規模事業所の従業者が多くなっている。

区別・従業者規模別従業者数（平成２８年）

出所） 「平成29年工業統計調査」（経済産業省）
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第一章

２．卸売業・小売業
1 卸売業

神戸経済の変遷

平成 28 年「経済センサス－活動調査」によると、市内の卸売業の事業所数は 4,815 事業所（平成 26 年比△ 5.6％）、
従業者数は 52,147 人（同 0.1％）、年間商品販売額は 3 兆 7,796 億円（同 18.4％）であった。一方、１事業所あ
たりの年間商品販売額は 11 億 1,035 万円（同 77.4％）、従業者 1 人あたりの年間商品販売額は 1 億 643 万円（同
72.4％）であった。
また、平成 6 年を 100 とする指数でみると、いずれの項目も阪神・淡路大震災後の平成 9 年に大きく減少し、
以降平成 6 年の水準を下回る状況が続いており、事業所数、従業者数、年間商品販売額の順で減少幅が大きくなっ
ている。

第二章

卸売業主要項目の推移

神戸経済のいま

主要項目（指数）の推移
第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料
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産業中分類別に主要項目をみると、事業所数、従業者数では、「飲食料品卸売業」、「機械器具卸売業」、「その
他の卸売業」が上位を占めており、これら 3 業種でそれぞれ全体の 7 割を占めている。

産業中分類別 事業所数、従業者数、年間商品販売額（平成２８年）

産業中分類別主要項目の構成比

第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済

さらに、従業者の規模別に主要項目をみると、事業所数では従業者規模の小さい事業所が圧倒的に多く、一
般的に中小企業とされる従業者 100 人未満の事業所が全体の 99％、小規模企業とされる従業者 5 人未満の事業
所では、全体の約 5 割を占めている。一方、従業者数、年間商品販売額では若干傾向が異なり、従業者 100 人
未満の事業所は、従業者数、年間商品販売額のいずれでも約 8 割、従業者数 5 人未満の事業所では、従業者数、
年間商品販売額のいずれでも約 1 割となっている。

従業者規模別 事業所数、従業者数、年間商品販売額（平成２８年）

45

従業者規模別主要項目の構成比
第一章
神戸経済の変遷
第二章
神戸経済のいま

2 小売業
平成 28 年「経済センサス－活動調査」によると、市内の小売業の事業所数は 12,385 事業所（平成 26 年比△
6.1％）、従業者数は 102,193 人（同△ 1.9％）、年間商品販売額は 1 兆 8,687 億円（同 12.8％）、売場面積は 160 万 1,886
㎡（同 2.8%）であった。また、1 事業所あたり年間商品販売額は 1 億 9,903 万円（同 58.5%）、従業者 1 人あた
り年間商品販売額は 2,931 万円（同 84.2%）、売場面積 1㎡あたり年間商品販売額は 83 万円（同△ 21.7%）である。
次に、平成 6 年を 100 とする指数でみると、従業者数と売場面積は平成 6 年水準を上回っている一方、事業

第三章

所数と年間商品販売額は下回っている。店舗が大型化し、従業者数も増えてはいるが、販売額の増加には必ず
しもつながっていない状況がみてとれる。

業種別にみる神戸経済

小売業主要項目の推移

関連資料
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主要項目（指数）の推移

第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済
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産業中分類別に主要項目をみると、「飲食料品小売業（コンビニエンスストア等が含まれる）」、「その他の小
売業（ドラッグストア・薬局、たばこ屋等が含まれる）」はいずれの項目においても高い割合を示しており、こ
の 2 業種で事業所数、従業者数は全体の 6 割以上、年間商品販売額、売場面積は全体の約 5 割を占めている。
また「各種商品小売業（百貨店、総合スーパー等が含まれる）」は、事業所数は全体の 1％にも満たないが、
年間商品販売額、売場面積はどちらも全体の 1 割以上を占めており、1 事業所あたりの年間商品販売額、売場
面積が多いことがわかる。

産業中分類別 事業所数、従業者数、年間商品販売額（平成２８年）

産業中分類別主要項目の構成比
第一章
神戸経済の変遷
第二章

さらに、従業者の規模別に主要項目をみると、事業所数では従業者規模の小さい事業所が圧倒的に多く、一

神戸経済のいま

般的に中小企業とされる従業者 50 人未満の事業所が全体の 97.6％、小規模企業とされる従業者 5 人未満の事業
所では全体の約 6 割を占めている。一方、従業者数、年間商品販売額では卸売業と異なり大規模事業所の占め
る割合が高く、従業者 50 人以上の事業所は、事業所数では全体の 2％程度だが、従業者数では全体の約 3 割、
年間商品販売額では約 4 割を占めている。

従業者規模別 事業所数、従業者数、年間販売額（平成２８年）
第三章
業種別にみる神戸経済

従業者規模別主要項目の構成比

関連資料
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神戸地区の百貨店売上高は、平成 14 年以降減少傾向にあり、平成 30 年の売上高は、1,450 億円（前年比△ 5.2％）
となった。

神戸地区百貨店売上高の推移

第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済
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出所） 兵庫県百貨店協会資料を元に神戸市経済観光局作成
注）
平成17年まで宝塚阪急の売上を含む

第一章

３．ファッション産業
1 ファッション産業全体

神戸経済の変遷

神戸では、国際色豊かな独自の生活文化を背景に、昭和 48 年（1973 年）に全国に先駆けて「ファッション
都市宣言」を行うなど、多種機能型の産業構造を形成していくための一翼として、ファッション産業の振興に
努めてきた。
神戸のファッション産業は全国有数の都市ブランド力を背景に大きな注目を集める一方で、阪神・淡路大震
災による打撃、激化する海外の廉価製品との競合、国内市場の成熟化や人口減少による規模の縮小、大手製造
小売業者のチェーン展開、安定的な取引先である問屋の減少による販路の縮小などの影響を受け、全体的に厳
しい状況にある。一部には明るい兆しも見られるものの、今後、業界が構造的な課題を克服し、景気動向に左
右されないように「神戸ブランド」として付加価値を高め、業界・企業自身が消費者に対し価格決定権を握る

第二章

ことができる仕組みの構築を進めていくことが求められている。

2 清酒業

神戸経済のいま

灘五郷は課税出荷数量で全国の約 1/4 を占める最大の生産地であり、「灘の酒」は全国的にも清酒ブランドと
して浸透している。しかし、阪神・淡路大震災により、灘五郷酒造組合加盟の市内企業 31 社のうち 17 社は全
半壊の被害を受け、多くの企業が設備等に甚大な被害を受けた。清酒産業の生産量は全国的にも減少しており、
現在の市内加盟企業数は 14 社（平成 30 年 12 月現在）、平成 29 年の課税出荷数量は震災前の４割以下（平成 6
年比 32.9％）にまで減少している。
また、酒類全体の消費量が減少している中、酒類に対する消費者ニーズが多様化しており、リキュールやそ

第三章

の他の醸造酒（第三のビール）など、低価格ないわゆる新ジャンル飲料等の消費量が伸びている一方で、若者
の日本酒離れや少子高齢化・人口減少の中での飲酒人口の減少などにより清酒の消費量が減少傾向にある。震
災以降、経営破綻や工場閉鎖等も起こっており、消費拡大・販路開拓が今後の課題となっている。近年、世界

業種別にみる神戸経済

的な日本食ブームを受けて輸出を大幅に伸ばすなど、今後の展開が期待される状況も生まれている。

灘五郷清酒課税出荷数量の推移

関連資料
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3 ケミカルシューズ産業
阪神・淡路大震災では、ケミカルシューズ関連企業が集積する長田区周辺の被害が大きく、日本ケミカルシュー
ズ工業組合加盟の市内 192 社中 158 社が全半壊（焼）の被害を受けた。
生産額の推移をみると、震災の影響で平成 7 年は前年比マイナス 56.8％と大きく減少したが、翌年からは増
加に転じ、平成 11 年には震災前の約 8 割にまで回復、以降平成 19 年までは微減で推移していた。平成 20 年、
21 年については、原油・原材料高及び世界的な金融危機、長引く消費不況の影響などにより減少し、近年は逓
減傾向が続いている。
海外からの廉価製品の流入、安定的な取引先であった問屋の減少などから厳しい環境にさらされており、製
品の付加価値を高め、ブランド化などによる差別化を図りながら価値に見合った条件で取引ができる販路を確
保していくことが課題となっている。
現在、業界では、“メイドイン神戸”を付加価値として売りにする「神戸シューズ」のブランド化事業に注力
しており、平成 26 年 3 月の地域団体商標登録をきっかけに、さらなる知名度向上を目指している。
従業員数については、震災の影響で平成 7 年に前年比マイナス 43.5％と大きく減少し、その後も減少傾向が
続いており、若手人材の確保・育成が課題となっている。
第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済
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ケミカルシューズ生産額と従業員数の推移

4 真珠
第一章

神戸の真珠産業は、国際貿易港の存在と養殖場（三重県・四国等）への近接性により発展してきた。国内で
は神戸の真珠輸出量は全国の約 7 割を占め、世界でも有数の集散地と認知されている。

神戸経済の変遷

平成 10 年頃から、あこや貝の大量へい死問題やフリーポートとしての香港の台頭により大きく輸出量を減少
させたが、その後は白蝶・黒蝶真珠の需要に支えられ、総じてみると穏やかな改善傾向にあった。しかし、リー
マンショックをきっかけとした欧米経済の不況や円高の影響により、平成 20 年以降、輸出量は数量、金額とも
に大幅に減少した。近年は香港市場での好調を背景として、あこや真珠を中心に回復してきており、平成 30 年
の輸出額は 348 億円となっている。
国内市場においては、真珠業界にとっての主力商品であるネックレスが飽和商品とされており、素材面の多
様性やデザインの工夫により、ジュエリーとして価値を高めた商品や、普段使いのできるカジュアルな商品など、
消費者の志向に応じた新たな商品の提案が重要となっている。

第二章

真珠輸出額の推移

神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料
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４．観光・コンベンション
1 観光入込客数
神戸への観光入込客数の推移をみると、震災前の平成 6 年には 2,440 万人であったが、阪神・淡路大震災に
より平成 7 年は大きく落ち込んだ（1,074 万人）。その後、平成 10 年に震災前の水準を回復し、その後はおおむ
ね順調に伸びている。
平成 22 年からは国が策定した「観光入込客統計に関する共通基準」に準じて算出することとしており、平成
29 年は観光地点での入込客数が 2,394 万人、行祭事・イベントの入込客数が 1,539 万人で、観光地点とあわせた
総入込客数は 3,933 万人となり、過去最高を記録した。

観光入込客数の推移

第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済

また、近年増加している日本へのインバウンドの増加に伴い、神戸への外国人旅行者も増加傾向にある。平
成 29 年の外国人旅行者は、日本全体では 2,869 万人で前年比 19％の増加だったのに対し、神戸では 134 万人（全
国に占める割合は約 4.7％）で前年比 8％の増加であり、全国に比べて伸びが鈍化している。新興国の経済動向
や為替変動といった不安定要素はあるものの、政府は、東京オリンピックが開催される 2020 年（平成 32 年）
の外国人旅行者数 4,000 万人を目標に掲げており、本市でも 2020 年の外国人観光客数 200 万人の目標に向け、
国別戦略やターゲットの明確化による SNS を活用したプロモーションなどマーケティングの強化により、着実
な増加を目指している。

外国人旅行者数の推移
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2 観光客の居住地構成
第一章

神戸への観光客を居住地別にみると、平成 29 年度は「近距離（近畿）」が 8 割弱（78.4%）に対し、
「遠距離（近
畿以外）」が 2 割強（21.7%）にとどまっており、昨年と比べて遠距離の割合が 0.5% 増加している。近距離の内

神戸経済の変遷

訳をみると、「兵庫県（神戸市以外）」が 24.5% と最も高く、次いで「神戸市」が 22.7%、「大阪府」が 21.8% と
なるなど、神戸市及びその近郊からの観光客が多く、平成 23 年度からの推移をみると、近年「兵庫県」「大阪府」
が微増傾向にある。

観光客の居住地構成の推移

第二章
神戸経済のいま

3 観光客の神戸市内での消費額
神戸市内での観光客 1 人当たりの消費額は、平成 29 年度は宿泊客の平均が 36,117 円、日帰り客の平均が 8,108
第三章

円、全体では 13,443 円で、宿泊客は日帰り客の 4.5 倍の消費額となっている。宿泊客の消費単価が高いことから、
神戸経済の活性化のためには遠距離（近畿以外）からの観光客を増やす取り組みが重要となっている。

業種別にみる神戸経済

なお、前年度の消費額と比べると宿泊客は増加しているが、日帰り客は減少している。

観光客１人あたりの市内消費額

関連資料
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4 市内大手ホテル平均客室稼働率
神戸市内大手ホテルの平均客室稼働率の推移をみると、平成 18 年 2 月の神戸空港開港効果もあり、同年以降
高い稼働率で推移していた。平成 21 年には景気低迷や新型インフルエンザの影響により前年比マイナス 9 ポイ
ントと大幅に低下したが、翌年以降はおおむね上昇し、平成 27 年は 83.7％と平成 15 年以降で最高の稼働率となっ
た。翌平成 28 年は減少したものの、その後緩やかに上昇している。

市内大手ホテル客室稼働率

第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済

5 クルーズ船の寄港回数
国土交通省の統計によると、外国船社及び日本船社が運航するクルーズ船の寄港回数は近年増加傾向にあり、
日本全体で平成 23 年（808 回）から平成 29 年（2,764 回）を比較すると、3.4 倍増加している。神戸港や横浜港
といった伝統的なクルーズポートは、多少の増減はあるもののほぼ横ばいであるのに対し、中国からの距離が
近い博多港、長崎港、那覇港は、中国発クルーズの増加により近年寄港回数が急増している。

外国船社及び日本船社が運航するクルーズ船の寄港回数
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6 国際コンベンションの開催状況
第一章

「2017 年国際会議統計」によると、平成 29 年に神戸市で開催された国際会議の件数は 405 件で、昨年と比べ
て 145 件の増加、また、都市別の順位は 2 位で昨年より 2 つ順位が上がった。開催件数は、おおむね 90 件前後

神戸経済の変遷

で推移していたが、平成 27 年に初めて 100 件を超え、平成 29 年には過去最高の開催件数と飛躍的な伸びを見
せている。

国際会議開催件数、参加者数、延日数及び都市別会議開催件数の推移（上位１５都市）

第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料
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５．サービス業
1 市内総生産
平成 27 年度のサービス業の市内総生産は 2 兆 6,646 億円で、平成 26 年度と比べ 607 億円（前年比＋ 2.3％）
の増加、市内総生産全体の 4 割以上（40.4％）を占めている。また、平成 21 年度からの推移をみると、総生産
はやや増加、構成比は横ばい傾向にある。

サービス業の市内総生産の推移

第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済

2 事業所数、従業者数
サービス業について、産業中分類別に事業所数をみると、「飲食店」が 10,819 事業所（全産業に占める割合
16.2％）で最も多く、次いで「洗濯・理容・美容・浴場業」が 3,855 事業所（同 5.8％）、「医療業」が 3,741 事業
所（同 5.6％）となっている。
また、従業者数をみると、
「飲食店」が 71,133 人（全産業に占める割合 9.8％）で最も多く、次いで「医療業」
が 54,940 人（同 7.6％）、「社会保険・社会福祉・介護事業」が 46,075 人（同 6.3％）となっている。

57

サービス業の産業中分類別事業所数・従業者数
第一章
神戸経済の変遷
第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料

出所）平成28年「経済センサス－活動調査」（総務省、経済産業省）をもとに神戸市経済観光局作成
注） ・「サービス業」とは産業大分類における「情報通信業」「不動産業，物品賃貸業」「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」
「サービス業（他に分類されないもの）。」ただし産業中分類の「政治・経済・文化団体」「宗教」を除くの計
・格付不能の事業所を除く
別掲）機械、家具など他に分類されないその他の修理を行う事業所が分類されるが、修理する商品と同種の商品を製造
又は販売する事業所は大分類－製造業又は大分類－卸売業、小売業に分類される。
自動車修理業は中分類－自動車整備業に、衣服修理業は大分類－生活関連サービス業、娯楽業に分類される。
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６．神戸港・貿易
1 神戸港の概要
神戸港は自然条件に優れた天然の良港として、古代・中世より大陸や朝鮮半島との交易拠点として賑わい、
慶応３年（1868 年）の開港以来、日本を代表する国際貿易港として、わが国の国民生活や産業基盤を支えてい
る。日本列島のほぼ中心に位置するとともに、世界の海運のメインルート上にあり、北米・欧州、豪州、アジア、
中国航路など多くの国際定期航路網を持ち、世界各地の港と結ばれている。平成 16 年（2004 年）には国の「スー
パー中枢港湾」、平成 22 年（2010 年）には大阪港とともに阪神港として国の「国際コンテナ戦略港湾」に選定
され、物流機能の強化を図っているほか、物流以外にも市民に親しまれる港として、クルーズ客船の誘致に取
り組むとともに、港湾施設として役割を終えた港湾施設の物流機能から親水機能への転換を図り、賑わいを創
出するウォーターフロントの再開発にも取り組んでいる。また、平成 29 年（2017 年）には開港 150 年を迎え、
概ね 30 年後の神戸港が目指すべき将来像である「神戸港将来構想」を策定し、神戸港の将来にわたる持続的な
成長をめざした取り組みを進めている。

第 三 章

2 入港船舶及び取扱貨物量
神戸港の港勢は平成 7 年（1995 年）の阪神・淡路大震災や平成 10 年（1998 年）の明石海峡大橋開通等の影
響により、全体としては震災前水準を下回っている。特に入港船舶隻数はその影響が顕著であり、明石海峡大

業 種 別 に み る 神 戸 経 済

橋開通によりフェリー航路が激減したことから、内航船が大きく減少している。
取扱貨物量は、平成 20 年（2008 年）秋に発生した世界金融危機の影響で、一時的に落ち込んだものの、平
成 22 年（2010 年）以降は再び増加に転じており、平成 29 年（2017 年）の外貿における総取扱貨物量は、阪神・
淡路大震災前年の平成 6 年（1994 年）比で 95.5％にまで回復している。
コンテナ総取扱個数は、昭和 51 年（1976 年）及び昭和 52 年（1977 年）には世界第 2 位、阪神・淡路大震災
前年の平成 6 年には過去最高の 291 万 6 千 TEU（世界第 6 位）を取り扱っていたが、震災により取扱個数は半
減した。その後、官民一体となった港勢回復に努めた結果、平成 29 年には 292 万 4 千 TEU となり、平成 6 年
を上回り、過去最高となった。

入港船舶隻数の推移
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総取扱貨物量の推移
第一章
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神戸経済の変遷
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第二章
神戸経済のいま

コンテナ総取扱個数の推移
第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料

また、神戸港と国内他港の取扱貨物量を比較すると、総取扱貨物量では神戸港は第６位、コンテナ総取扱個
数では第３位となっている。特にコンテナ貨物では、上位６港の中で内貿貨物の取り扱いが最多となっており、
西日本諸港と外国をつなぐゲートウェイとして神戸港が機能していることが分かる。
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総取扱貨物量 上位１０港比較（平成２９年）

第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済
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コンテナ総取扱個数 上位６港比較（平成２９年）

3 貿易額
第一章

神戸港の貿易額は震災の影響等で落ち込んだものの、平成 13 年以降は回復基調で推移し、平成 16 年には震
災前水準を上回った。その後、平成 19 年（2007 年）には、輸出入あわせた貿易額は 9 兆 2,211 億円と過去最高

神戸経済の変遷

となったが、平成 20 年（2008 年）秋に発生した世界金融危機の影響で、平成 21 年は対前年比 3 割減と大きく
落ち込んだ。平成 22 年以降は再び回復基調に転じている。
平成 29 年（2017 年）の神戸港の貿易額は、輸出額が 5 兆 6,317 億円（前年比 +10.2%、全国に占める割合 7.2％）、
輸入額が 3 兆 2,356 億円（同 +11.5％、4.3％）で、総額 8 兆 8,673 億円（同 +10.7％、5.8％）となっている。
輸出入の貿易額からも明らかなとおり、神戸港は輸入貨物よりも輸出貨物が多い「輸出港」としての性格を
有している。

貿易額の推移
第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済

貿易額 主要港比較（平成２９年）

関連資料
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神戸港の貿易額を主要地域（国）別にみると、輸出では、中国が 1 兆 2,664 億円（構成比 22.5％）、中国を除
くアジアが 2 兆 770 億円（同 36.9％）、北米が 1 兆 476 億円（同 18.6％）となっており、この 3 地域（国）で全
体の 4 分の 3 を占めている。
また、輸入では、中国が 8,363 億円（構成比 25.8％）、中国を除くアジアが 8,289 億円（同 25.6％）、西欧が 6,618
億円（同 20.5％）となっており、輸出と輸入で 3 位が異なっている。

第 三 章

また、品目別に貿易をみると、輸出では一般機械が 1 兆 8,945 億円（構成比 33.6％）で最も多く、次いで原料

業 種 別 に み る 神 戸 経 済

別製品が 9,230 億円（同 16.4％）、化学製品が 9,150 億円（同 16.2％）となっている。
輸入では、食料品が 7,307 億円（構成比 22.6％）で最も多く、次いで化学製品が 6,073 億円（同 18.8％）、原
料別製品が 4,326 億円（同 13.4％）となっている。

地域（国）別の主要品目別貿易額（平成２９年）
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4 港湾関連事業所数、従業者数
第一章

市内の港湾関連産業の事業所数は 941 事業所（全産業に占める割合 1.4％）で、従業者数は 18,275 人（同 2.5％）
となっている。また、それぞれの特化係数をみると、事業所数が 2.45、従業者数が 2.23 となっており、神戸市

神戸経済の変遷

では全国に比べて港湾関連産業が発達していることが推察される。特に、「港湾運送業」は事業所の特化係数が
8.20、従業者数の特化係数が 6.76 で、どちらも高い数値となっている。

港湾関連産業の産業小分類別事業所数・従業者数（平成２８年）

第二章
神戸経済のいま
第三章
業種別にみる神戸経済

出所）平成28年「経済センサス－活動調査」（総務省、経済産業省）をもとに神戸市経済観光局作成
注） ・「港湾関連産業」とは産業中分類における「水運業」「倉庫業」「運輸に付帯するサービス業」の計。格付不能の事業所を除く

関連資料

64

７．神戸空港
1 神戸空港の概要
神戸の都心・三宮の南、ポートアイランド沖の海上を埋め立てて平成 18 年に開港した神戸空港は、国内線の
基幹空港である大阪国際空港（伊丹空港）、国際線の基幹空港である関西国際空港に次ぐ京阪神地域の第三の空
港として、国内各地の主要空港に就航している。また、平成 30 年４月からは、関西国際空港及び大阪国際空港
（伊丹空港）を運営する関西エアポート株式会社が 100％出資した関西エアポート神戸株式会社による運営が開
始され，３空港の一体運営が実現した。
空港島の北側に位置するポートアイランドには、住宅団地、産業団地、港湾施設等が複合的に整備されてい
る。中でも北側のⅠ期部分にはホテルやホールなどのコンベンション施設、南側のⅡ期部分には医療関連の企業・
研究所・病院・大学が立地・集積しており、また、三宮からの距離も近いことから、神戸空港は神戸市の不可
欠な都市基盤となっている。

2 乗降客数
第 三 章
業 種 別 に み る 神 戸 経 済
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乗降客数の推移を見ると、神戸空港の利用者数は概ね 250 万人前後で推移してきたが、近年は上昇傾向にあり、
平成 29 年度には初めて 300 万人を突破した。
近隣の空港を見ると、大阪国際空港（伊丹空港）は 1,500 万人前後で推移しているが、LCC の就航が相次ぐ
関西国際空港は、平成 24 年度以降海外からの旅行客が急増しており、平成 27 年度に初めて 2,000 万人を突破し、
平成 29 年度は約 2,900 万人となった。日本全体で見ても、インバウンドの増加を受けて平成 24 年度以降は増
加傾向にあるが、それと比較しても関西国際空港は高い伸び率を示している。
京阪神各地へのアクセスに優れ、24 時間運用可能な海上空港というポテンシャルを活かして神戸空港の乗降
客数の増加を図るためには、運用時間の延長や発着枠の拡大などの利便性向上を図ることが課題となっている。

空港別乗降客数

第一章

８．農漁業
1 概況

神戸経済の変遷

神戸の農漁業は国内の他地域と同様、後継者不足、担い手の確保・育成が課題となっており、多様な担い手
の育成に取り組んでいる。
また、人口 150 万人の大都市でありながら、兵庫県下有数の農水産物の産地という性格を有することから、
産地と消費地の近接性を活かした地産地消、神戸ビーフ、神戸ワインに代表される神戸産農水産物のブランド
化と国内はもとより、海外への輸出促進による販路拡大を図っている。

2 農業
平成 29 年 8 月 1 日現在の神戸市の農家世帯数は 5,953 戸で全市世帯数の 0.8％、農家人口は 20,194 人で全市
第二章

人口の約 1.3％を占めている。世帯数、人口とも長期的に減少しているが、近年は緩やかな減少傾向となっている。

神戸経済のいま

農家世帯数と全市割合の推移
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農家人口と全市割合の推移
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神戸市の農業産出額は、平成 11 年に大きく落ち込み、しばらくの間低迷していたが、平成 19 年に 160 億円
を回復した。それ以降、多少の増減はあるものの、近年は 160 ～ 170 億円前後で推移していたが、近年増加し
ている。

農業産出額の推移

第 三 章
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3 漁業
第一章

漁業については、漁業者数、漁船数とも横ばいで推移していた時期が続いていたが、年によって変動はある
ものの、近年では緩やかな減少傾向にある。

神戸経済の変遷

漁業者数と漁船数の推移

第二章
神戸経済のいま

また、漁業生産額についても変動はあるものの、平成 13 年をピークに近年では減少傾向にある。そうした中、
のり養殖は比較的安定した生産額を確保しており、神戸市の漁業における大きな特徴になっている。

漁業生産額の推移

第三章
業種別にみる神戸経済
関連資料
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慶応３年 ・兵庫開港
（1868） ・王政復古の大号令
明治元年 ・神戸運上所業務開始
（1868） （明治６年神戸税関と改称）
・居留地土地工事完成
・神戸町、兵庫町の両町で人口約25,000 人
明治２年 ・金札引替所を兵庫神戸に設置
（1869） ・通商司の設置
明治３年 ・神戸電信局開局、阪神間電信開通
（1870）
明治５年 ・鈴木商店開業
（1872）
明治６年 ・工部省、ツレジング商会経営の製鉄
（1873） 所を買収し、兵庫造船所を設立
明治７年 ・神戸～大阪間に鉄道開通
（1874）・新川運河着工（明治９年竣工）
明治11 年 ・兵庫商法会議所（神戸商工会議所の
（1878） 前身）設立
明治14 年 ・川崎正蔵、川崎兵庫造船所を開設
（1881）
明治17 年 ・大阪商船設立
（1884）
明治18 年 ・神戸茶業組合設立
（1885） ・日本郵船設立
明治19 年 ・川崎正蔵、兵庫造船所の払い下げを
（1886） 受け、川崎造船所と改称
明治20 年 ・神戸燐寸同業組合設立
（1887）・全国に占める神戸港の貿易額
輸出入総額 28％、輸出 24％、輸入 31％
・神戸電灯会社設立（全国で２番目）
・生糸問屋神栄会社設立（現神栄）
明治21 年 ・山陽鉄道会社設立、兵庫～明石間開通
（1888） （明治 39 年国有化される）
明治22 年 ・市制実施、人口134,704 人
（1889） ・東海道線（新橋～神戸）全通
・兼松房次郎商店開設（現兼松）
明治23 年 ・都賀浜麻布会社設立（現小泉製麻）
（1890）
明治24 年 ・淡河川疎水竣工
（1891）
明治26 年 ・日本郵船、神戸～ボンベイ（ムンバイ）間
（1893） に航路開設（わが国初の遠洋定期航路）
明治27 年 ・山陽鉄道、神戸～広島間開通
（1894）
明治28 年 ・兵庫運河着工（明治32 年竣工）
（1895）
明治29 年 ・神戸米穀取引所開設
（1896）・国立神戸生糸検査所設立
・川崎造船所設立
明治30 年 ・神戸手形交換所開設

（1897） ・全国に占める神戸港の貿易額
輸出入総額 42％、輸出 32％、輸入 51％
明治31 年 ・神戸海務局設置
（1898）
明治32 年 ・居留地返還
（1899） ・神戸瓦斯設立
・摂津電気鉄道設立（現阪神電気鉄道）
明治33 年 ・十合百貨店、神戸に進出
（1900）
明治35 年 ・鈴木商店、小野浜樟脳所設立
（1902）
明治36 年 ・神戸高等商業学校設立（現神戸大学）
（1903） ・六甲山にわが国初のゴルフ場完成
明治37 年 ・三井船舶部、門司から神戸へ移転
（1904）
明治38 年 ・阪神電鉄、三宮～大阪間開通
（1905） ・神戸三菱造船所設立
・鈴木商店、小林製鋼所を買収、
神戸製鋼所と改称
明治39 年 ・阪東調帯設立（現バンドー化学）
（1906） ・上組設立
・増田増蔵製粉所設立（現増田製粉所）
明治40 年 ・神戸港第１期修築工事着工（第１～
（1907） 第４突堤（西半分）、大正 11 年竣工）
明治41 年 ・大丸、元町に開店
（1908） ・神戸発動機製造設立（現神戸発動機）
明治42 年 ・ダンロップ護謨会社設立
（1909） （現住友ゴム工業）
明治44 年 ・明治海運設立
（1911） ・鈴木商店より独立し、神戸製鋼所設立
大正元年 ・川崎造船所、ガントリークレーン完成
（1912）
大正２年 ・日本石綿盤製造所設立（現ノザワ）
（1913）
大正３年 ・神戸市の人口50 万に達する（529,865 人）
（1914）・第１次世界大戦勃発
大正４年 ・神戸の海運界活況を呈する（大正４
（1915） ～７年の間に船会社78 社設立）
大正６年 ・神戸港の貿易額、わが国第１位に
（1916）・全国に占める神戸港の貿易額 輸出入総
額38％、輸出30％、輸入51％
・神戸岡崎銀行設立（現三井住友銀行の前身）
・ビオフェルミン製薬設立
大正７年 ・川崎芳太郎、私立川崎商船学校開校
（1918） （大正９年、官立神戸高等商船学校、
昭和 27 年、神戸商船大学となる）
・米騒動発生、鈴木商店、神戸新聞社等焼き
討ちされる
・阪神鉄工所設立（現阪神内燃機工業）
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・市内にゴム工場の立地著しい（大正９～
11 年の間にゴム工場が 113 新設）
大正10 年 ・川崎三菱大争議
（1921） ・三菱造船所の電機部門が独立し、
三菱電機神戸製作所設立
・灘購買組合発足（現コープ神戸の前身）
大正11 年 ・官立神戸高等工業学校開校（現神戸大学工学部）
（1922） ・市内製造業従業者数53,395 人
大正12 年 ・神戸市立生糸検査所設立
（1923）
大正13 年 ・日本家畜飼料設立（現日和産業）
（1924）
大正15 年 ・日本燐寸工業組合設立
（1926）・三越神戸店開業
昭和２年 ・鈴木商店倒産
（1927）・金融恐慌、市内銀行に取り付け
・阪神国道開通
・日本銀行、神戸支店開設
・スウェーデンのマッチ・トラスト、
わが国へ
進出、わが国のマッチの 80％を支配
昭和３年 ・神戸船主会発足
（1928） ・神戸商業会議所を神戸商工会議所と改称
・川崎造船所兵庫工場を川崎車両として独立
・神戸有馬電鉄（現神戸電鉄）、湊川～有馬温泉間開通
昭和４年 ・世界大恐慌
（1929）
昭和６年 ・満州事変勃発
（1931） ・神戸港の貿易額激減、
大正14 年に比べ輸出で
57％、輸入で 37％減少
・モロゾフ製菓設立
・区制を施行
昭和７年 ・神戸中央卸売市場完成
（1932） ・マッチ工業の主体が播磨地方へ移る
スウェーデンのマッチ資本、わが国から撤収
昭和８年 ・神戸港貿易額において、
輸出が輸入を上回る
（1933） ・十合神戸店三宮へ移転
・山陽電気鉄道設立
昭和９年 ・日本ゴム輸出組合設立
（1934）
昭和10 年 ・東部内貿地帯埋立工事着工
（昭和15 年竣工）
（1935）

神戸経済の変遷

（1920） ・阪急電鉄神戸線（上筒井～大阪間）開通

昭和11 年 ・阪急三宮マーケット開店（昭和22 年阪急
（1936） 百貨店神戸支店と改称）
・神戸銀行設立（現三井住友銀行の前身）
昭和12 年 ・日中戦争勃発
（1937） ・神戸港の貿易額ピークに達する
・市内製造業従業者数98,689 人
昭和13 年 ・阪神大水害
（1938）
・神戸市の人口100 万人に達する（1,006,100
昭和14 年
人）
（1939） ・川崎造船、川崎重工業と改称
昭和15 年 ・港湾運送業の戦時統制団体相次いで設立
（1940）
昭和16 年 ・太平洋戦争勃発
（1941）
昭和17 年 ・兵庫機帆船運送設立（現兵機海運）
（1942）
昭和18 年 ・神戸取引所生糸市場を閉鎖
（1943） ・兵庫相互銀行設立（現みなと銀行の前身）
昭和20 年 ・神戸大空襲
（1945） ・終戦
・ガード下に闇市出現
・神戸市の人口激減（378,592 人）
・神戸港の貿易額激減
（昭和 12 年と比べ、輸出 6％、輸入 30％）
・市内製造業従業者数24,872 人
・神戸貿易協会設立
・神戸市立外事専門学校開校（現神戸市外国語大学）
昭和21 年 ・三宮ジャンジャン市場誕生
（1946）
昭和22 年 ・民間貿易再開
（1947） ・神戸経済同友会設立
昭和23 年 ・三宮センター街完成
（1948） ・平和油脂工業設立（現六甲バター）
昭和24 年 ・鬼塚設立（現アシックス）
（1949） ・七福相互無尽設立（現みなと銀行の前身）
昭和25 年 ・神戸博（日本貿易産業博覧会）開催
（1950） ・川崎製鉄設立（川崎重工から製鉄部門を独立）
・朝鮮戦争勃発
・全国に占める神戸港の貿易額：
輸出入総額42％（戦後最高）、輸出45％、
輸入38％
昭和26 年 ・生ゴムの統制解除、
市内のゴム会社50 数社倒産
（1951） ・市内産業の重化学工業の比重高まる、
市内
製造業従業者数 87,624 人
・六甲山牧場開設
・農業委員会設置
昭和27 年 ・神戸ゴム取引所開設（わが国最初のゴム取引所）
（1952）
昭和28 年 ・東部海面第１工区埋立着工
（昭和35 年竣工）
（1953）

第一章

大正８年 ・川崎汽船設立
（1919） ・神戸港第２期修築工事着工（第４突堤
（東半分）、第５、第６、中、兵庫１、
兵庫２の各突堤、昭和 14 年竣工）
・三ツ星商会調帯製造所設立
（現三ツ星ベルト）
・公設市場を設置
・市立神戸屠場開場
（現中央卸売市場西部市場）
大正９年 ・神戸中央職業紹介所開設
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昭和31 年 ・政令指定都市となる
（1956）・神戸市の人口再び100 万人を越す
（1,003,807 人）
・神戸国際会館完成
昭和32 年 ・西部海面埋立第１工区着工
（昭和40 年竣工）
（1957）・第２阪神国道（国道43 号）着工
（昭和 38 年開通）
・須磨水族館オープン
昭和33 年 ・主婦の店ダイエー、三宮進出
（1958） ・新三菱重工、本社を東京へ移転
昭和34 年 ・摩耶埠頭着工（昭和42 年竣工）
（1959）
昭和35 年 ・東部海面埋立第２工区着工
（昭和40 年竣工）
（1960）・神戸経済振興対策調査会答申「神戸経済の現
状と振興対策」
昭和36 年 ・西部海面埋立第３工区着工
（昭和39 年竣工）
（1961）
昭和37 年 ・東部海面埋立第３工区着工
（昭和42 年竣工）
（1962）・灘神戸生活協同組合設立（灘生協と神戸生協
が合併、現コープこうべ）
昭和39 年 ・西部海面埋立第２工区着工
（昭和40 年竣工）
（1964） ・木村担設立（現キムラタン）
・農業構造改善事業着手
昭和40 年 ・東部海面埋立第４工区着工
（昭和46 年竣工）
（1965） ・さんちかタウン完成
・神戸デパート完成
昭和41 年 ・市内16 農協が合併、神戸市西農協、神戸市
（1966） 北農協として発足
昭和42 年 ・六甲山トンネル開通
（1967）・第１次、第２次共同ゴム工場完成
・神戸証券取引所解散
・７月豪雨で六甲山牧場など市内各地に大被害
・第１回みのりの祭典開催
昭和43 年 ・神戸高速鉄道開通
（1968） ・神戸鉄工団地竣工
・神戸木工センター竣工
・メトロ神戸完成
昭和44 年 ・川崎重工業、
川崎航空機、
川崎車両が合併し、
（1969） 川崎重工業として発足
・第３次共同ゴム工場完成
・中央卸売市場東部市場完成
・神戸商工貿易センタービル完成
昭和45 年 ・阪神高速道路神戸～西宮間開通
（1970）・第２神明道路開通
・ポート・ターミナル竣工
・サンプラザ完成
・ほ場整備事業着手
・東播用水農業水利事業着工
昭和46 年 ・市電全線廃止
（1971） ・神戸市の人口130 万人を突破
（1,306,583 人）
昭和47 年 ・阪神鉄工団地竣工

（1972） ・西神工業団地着工
・第４次共同ゴム工場完成
・山陽新幹線新神戸駅開業
昭和48 年 ・太陽神戸銀行発足（現三井住友銀行の前身）
（1973）・神戸ファッション都市宣言
昭和49 年 ・神戸産業問題研究会レポートまとまる
（1974）
昭和50 年 ・全国に占める神戸港の貿易額
（1975） 輸出入総額 12％、輸出 16％、輸入８％
・センタープラザオープン
昭和51 年 ・新神戸トンネル開通
（1976）・須磨海づり公園オープン
昭和52 年 ・市営地下鉄名谷～新長田間開通
（1977） ・中小企業会館オープン
・異人館ブーム起こる
・神戸市農業基本計画策定
昭和53 年 ・神戸市産業振興調査会答申
（1978）「神戸経済の将来ビジョンと振興策」
昭和54 年 ・西神工業団地第１期分譲企業決定
（1979） ・石油消費節減実施推進本部設置
・北野の異人館街を伝統的建造物保存区に指定
昭和55 年 ・農村集落排水事業開始
（1980）
昭和56 年 ・神戸新交通（ポートライナー）開業
（1981） ・ポートピア’81（神戸博）開催
・神戸国際会議場、国際展示場オープン
昭和57 年 ・新・神戸市農業基本計画策定
（1982）
昭和58 年 ・神戸経済会議答申「明日をひらく先端国際都市」
（1983）・六甲北有料道路開通
・市営地下鉄新長田～大倉山間開通
・ファッションタウン操業開始
昭和59 年 ・ワールド記念ホール完成
（1984）・農業公園オープン
・神戸ワイン販売開始
・平磯海づり公園オープン
・
「神戸トータルファッションフェア」開催
昭和60 年 ・神戸天津経済貿易連絡事務所開設
（1985） ・市営地下鉄新神戸～学園都市間開通
・ユニバーシアード神戸大会開催
・神戸インナー工業団地1・2 号完成
昭和62 年 ・市営地下鉄新神戸～西神中央間全線開通
（1987） ・中央卸売市場本場改築完了
・須磨海浜水族園オープン
・神戸チーズ館オープン
昭和63 年 ・神戸市産業活性化委員会答申
（1988） 「神戸市産業の高度活性化をめざして」
平成元年 ・須磨海浜水族園「イルカライブ館」
オープン
（1989） ・フェスピック神戸大会開催
・ワールドファッション・フェア開催

（1999） ・有馬「太閤の湯殿館」オープン
・神戸ブランドプラザオープン
・くつのまちながた神戸㈱設立
・神戸国際会館再建
・神戸医療産業都市構想研究会設立
・神戸空港着工
平成12 年 ・そごう破綻
（2000）・ＪＡ神戸市西、ＪＡ神戸市北など９ＪＡが合併
してＪＡ兵庫六甲発足
・復興支援工場全棟完成
・須磨海浜水族園「アマゾン館」オープン
・シューズプラザオープン
・神戸フィルムオフィスオープン
・
「神戸館（ＫＯＢＥ･ ＰＬＡＺＡ）」が中国・
上海市にオープン
平成13 年 ・神戸経済新生会議提言「神戸経済の新生のために
（2001） ～『人』が活きる価値創造都市をめざして～」
・さくら銀行と住友銀行が合併、
三井住友銀行に改称
・神戸・南京経済貿易連絡事務所開設
・神戸市の人口再び150 万人を突破
（６月：1,500,292 人）
・神戸リエゾン・ラボオープン
・㈱神戸ながたティ・エム・オー設立
・市営地下鉄海岸線開通
・神戸国際ビジネスセンターⅠ期棟竣工
・国民宿舎「オテル・ド・摩耶」オープン
・六甲山牧場「まきば夢工房」オープン
・有馬温泉「銀の湯」オープン
・マリンピア神戸内に「フィッシャリーナ」オープン
・ＫＯＢＥ2001 ひと・まち・みらい
（神戸 21 世紀・復興記念事業）開催
平成14 年 ・川崎製鉄、ＮＫＫと経営統合
（2002） ・神戸と関西国際空港を結ぶ高速艇
「Ｋ－ＪＥＴ」廃止
・神戸市雇用対策本部設置
・先端医療センター研究棟完成
・理化学研究所神戸研究所開設
・神戸ロボット研究所、
国際レスキューシステム
研究機構・神戸ラボラトリーオープン
・有馬温泉「金の湯」オープン
・2002 ＦＩＦＡワールドカップＴＭ、
３試合を神戸で開催
平成15 年 ・先端医療センター開設
（2003）・神戸臨床研究情報センター開設
・
「先端医療産業特区」
「国際みなと経済特区」
「六甲有馬観光特区」
「人と自然との共生ゾーン
特区」が構造改革特区に認定
・道の駅「淡河」を開設
・
「有馬の工房」を開設
・ファッション都市宣言30 周年記念事業を実施
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・神戸市中核農家制度の創設
・第３次神戸市農業基本計画制定
平成２年 ・太陽神戸三井銀行発足（現三井住友銀行の前身）
（1990） ・六甲北有料道路全線開通
・神戸国際コミュニティーセンター開所
平成３年 ・神戸国際展示場２号館開館
（1991） ・神戸ファッションマートオープン
平成４年 ・神戸ハーバーランド街びらき
（1992） ・東播用水農業水利事業完工
・太陽神戸三井銀行、さくら銀行に改称
（現三井住友銀行）
・神戸市の人口150 万人を突破
（12 月：1,500,289 人）
平成５年 ・アーバンリゾートフェア神戸’93 開催
（1993） ・神戸市産業振興センターオープン
・フルーツフラワーパークオープン
・第１回神戸蘭展開催
・21 世紀神戸経済基本構想委員会答申
平成６年 ・関西国際空港開港
（1994） ・神戸総合輸入促進センターオープン
・国際青年会議所第49 回世界会議神戸大会開催
平成７年 ・阪神・淡路大震災発生、神戸市復興対策本部設置
（1995） ・神戸経済復興委員会報告まとまる
・阪神・淡路地域復興国際フォーラム開催
・神戸市の人口震災前より約10 万人減少
（1,423,830 人）
・兵庫銀行破綻
・日中上海・長江－神戸・阪神交易促進会議を開催
・
（財）阪神・淡路産業復興推進機構設立
・第１回神戸ルミナリエ開催
平成８年 ・みどり銀行（現みなと銀行の前身）、
（1996） 兵庫銀行から営業の全部譲り受け
・ＷＨＯ神戸センター開所
・人と自然の共生ゾーンの指定に関する条例制定
・国民宿舎須磨荘「シーパル須磨」
オープン
・神戸経済復興円卓会議設置
・神戸起業ゾーンの設定及び当該ゾーンにおける
支援措置に関する条例制定
・中央卸売市場西部市場新館竣工
平成９年 ・
（財）新産業創造研究機構設立
（1997） ・神戸ファッション美術館オープン
平成10 年 ・明石海峡大橋開通
（1998） ・水産体験学習館
（マリンピア神戸さかなの学校）オープン
・第４次神戸市農漁業基本計画策定
・復興支援工場操業開始
・北野工房のまちオープン
・神戸・長江経済貿易連絡事務所開設
・神戸ブランド野菜育成推進事業開始
平成11 年 ・みどり銀行と阪神銀行が合併、
みなと銀行に改称
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・阪神タイガースのセントラルリーグ優勝
を記念し神戸パレードを実施
平成16 年 ・神戸観光アクションプランを策定
（2004）・神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター開設
・神戸バイオメディカル創造センター開設
・科学技術高校・神戸工科高校が開校
・ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター
神戸が開設
・神戸市CLO 融資の創設
・神戸港と大阪港で形成する阪神港がスーパー
中枢港湾に指定される。
・ダイエーが産業再生機構に支援要請
・神戸市人口が震災前人口超える
・ごみと資源の６分別収集の全市実施
平成17 年 ・阪神・淡路大震災1.17 のつどいを実施
（2005） ・国連防災世界会議の開催
・
（財）阪神・淡路産業復興推進機構の解散
・阪神・淡路大震災神戸市災害対策本部を廃止
・企業誘致を進めるための神戸エンタープライズ
プロモーションビューローを創設
・震災10 年神戸からの発信
・
「神戸2010 ビジョン豊かさ創造都市こうべ」策定
・ワールド、MBO により上場廃止（株式非公開化）
平成18 年 ・神戸医療機器開発センター（MEDDEC）完成
・神戸空港（マリン・エア）開港
・農漁業ビジョン2010 策定
・神戸海洋博物館に「カワサキワールド」開設
・こうべ「健康を楽しむまちづくり」構想が国の
地域再生計画に認定
・神戸－関空ベイ・シャトル就航
・理化学研究所分子イメージング研究開発拠点開設
・のじぎく兵庫国体、のじぎく兵庫大会開催
・神戸健康産業開発センター（HI-DEC）開設
・第1 回神戸ファッションウィークの開催
・ミント神戸（神戸新聞会館ビル）の開業
平成19 年 ・神戸市中小企業活性化プログラム策定
（2007）・神戸コレクション初の海外公演を上海で開催
・神戸健康科学（ライフサイエンス）
振興ビジョン策定
・次世代スーパーコンピュータの神戸立地決定
・ポートアイランド西地区に3 大学開校
・第9 回世界華商大会開催
・第1 回神戸ビエンナーレ開催
・企業立地促進法に基づく基本計画の同意
・神戸の新商品認定制度の創設
・第1 回神戸セレクション開催
・神戸港、尼崎西宮芦屋港、大阪港の一開港化
平成20 年 ・Ｇ８サミット環境大臣会合の神戸開催
（2008）・原油など原材料価格が高騰

・神戸市（新長田地区）中心市街地活性化
基本計画の認定
・米国発の世界金融危機と急激な世界的不況
・ユネスコデザイン・都市にアジアで初認定
平成21 年 ・市民生活を守るための経済・雇用緊急対策
（2009） 本部を設置
・
「こうべ買っ得商品券」の発売
・中央卸売市場再整備完了
・国内初の新型インフルエンザ感染者の確認と
「ひとまず安心」宣言
・市民のくらしと雇用を守る過去最大規模の
補正予算を実現
・観光入込客数3000 万人達成
・
「神戸2015 ビジョン」策定
・
「神戸市中小企業活性化プログラム」策定
・
「神戸観光プラン」策定
・
「こうべ農漁業ビジョン2015」策定
平成22 年 ・上海万博で「神戸の日」を開催
（2010） ・欧州債務危機と世界的な同時不況
・
「知っ得買っ得神戸商店街・市場ガイド」の発行
・阪神港が「国際コンテナ戦略港湾」
に選定
平成23 年 ・東日本大震災の発生と被災地支援
（2011） ・震災復興土地区画整理事業の完了
・第1 回神戸マラソン開催
・関西イノベーション国際戦略特区の指定
平成24 年 ・
「KOBEde 清盛2012」の展開
（2012） ・神戸阪急閉店
・神戸・ひょうご南京経済貿易連絡事務所廃止
・富士通テン、神戸工場閉鎖
・三菱重工神戸造船所、商船建造から撤退
・アジア進出支援センターの開設
・関西広域連合へ加入
・スーパーコンピュータ「京」共用開始
平成25 年 ・大丸神戸新長田店閉店
（2013）・umie、アンパンマンミュージアム開業
・ファッション都市宣言40 周年記念事業を実施
・世界初のiPS 臨床研究実施決定
平成26 年 ・震災20 年継承・発信事業を実施
（2014）・
「国家戦略特区」に指定
・商店街・市場「応援隊」を発足
・
「神戸灘の酒による乾杯を推進する条例」の施行
・神戸市雇用対策本部を廃止
平成27 年 ・神戸シアトルビジネスオフィス開設
（2015） ・海外ビジネスコーディネーター・
観光コーディネータ配置
・神戸医療産業都市300 社・団体の集積達成
・神戸ときめき商品券発行、
KOBE トラベル
ギフト販売
・都心の将来ビジョン・三宮再整備基本構想策定
・夜景サミット開催、
日本・新三大夜景に認定

第一章

・神戸創生戦略（地方版総合戦略）の策定
・世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサー
チコンプレックス）推進プログラム採択
平成28 年 ・水素サプライチェーン実証事業の実施
（2016） ・神戸スタートアップオフィス開設
・
「神戸2020 ビジョン」策定
・熊本地震発生と被災地支援
・アフリカ・ルワンダとの経済連携・交流を開始
・SlowFoodInternational との食に関する
連携プログラム実施
・神戸起業操練所開設
・500Startups による起業家育成プログラム実施
・Ｇ７神戸保健大臣会合の開催
・NHK 連続テレビ小説「べっぴんさん」放送開始
平成29 年 ・神戸開港150 年
（2017） ・神戸医療産業都市にアイセンター開設
・
「日本版DMO」神戸観光局の発足
平成30 年 ・都市型創造産業の集積にむけた取り組みを開始
（2018） ・神戸空港民間運営を開始
・大阪北部地震発生と被災地支援
・神戸新開地「喜楽館」の開館
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