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［要約］ 

我が国製造企業がグローバル化を進展させるなかで、国内への立地要因が見直されつつ

ある。企業が立地地域を選定する際、他の事業所との近接性、とりわけサプライヤーや産

業集積地域、グループ企業、本社、企画・開発・研究機能等への近接性などが、近年にな

りとくに重要視されつつあることが本調査研究において明らかとなった。そしてこの理解

のうえで、再び国内工場立地の活発化をめぐる状況に目を向けると、今後の企業の競争力

強化に向けて、何よりも国内企業の技術的な蓄積や、優れたサプライヤーの存在、そして

それを下支えする高度産業人材の存在といったことの重要性が格段に増してきていること

がみえてくる。一方の自治体側においては、自らの地域の構造的特質（強み、弱み、地域

資源の内容等）を悉に分析し、それらを企業の各種便益に結びつけるべく多様かつ戦略的

な企業誘致活動を展開しはじめている。こうした企業立地にかかる現段階は、企業の論理

と地域の論理との、まさに「摺り合わせ型アーキテクト」の実践段階とみることができる。

この視座から現代における立地という現象を照射するとき、立地政策自体が改めて社会性

を帯びてこよう。それは地域と企業との「Win and Win」の関係性構築に向けた新たな仕組

みの模索がはじまったということでもある。そして地域と企業の双方にかかわる様々な主

体が、地域産業社会において果たすべき社会的責任の新しいかたちがでてくることすら予

感させるものでもある。 

 

（第１章） 

我が国の経済成長は、主として製造業、すなわち「モノづくり」を担う企業によっても



たらされた。近年、経済のグローバル化にともない製造企業も積極的に海外進出を行って

きた。ここ数年では、輸送用機械を中心とした機械系工業による海外投資が増加しており、

それらに伴い素材系業種の進出が徐々に進展しているとみることができる。輸送機械、電

気機械を中心とした海外展開は、とくにＢＲＩＣｓ諸国等へのもの目立ち、海外生産比率、

売上比率も伸びている。 

 米国への投資をみると自動車を中心とする輸送用機械が全体の 40％を占めており、近年

は輸送用機械中心の投資となっている。一方、中国についてみると、アジア地域への投資

額に占める割合が平成元年度では 9.5％であったものが、平成 16 年度では 64％とアジア地

域への投資の多くが中国への進出となっている状況にある。製造業全体の海外生産比率は

年ごとに高まっており、2004 年度では 16.2％となっている。そのうち輸送機械が 36％と最

も高く、電気機械が 21.3％とこの２業種が製造業平均を上回っている。機械系業種の先行

的な海外進出にともなって、化学等の素材系業種の海外進出が高まっていることがうかが

える。 

次に海外売上比率を業種別にみると、07 年で精密機械（43.8％）、電気機械（43.2％）、

輸送用機械（40.3％）、機械（37.3％）の機械系４業種が平均を上回る海外売上となってい

る。この状況をみると、我が国製造企業のなかでも機械系及び素材系業種は、海外生産と

ともに輸出を含めて海外での売上を高めていることがわかる。我が国の輸出入状況からみ

ると、米国から中国へのシフトが急激に進んでいることがわかるまた、我が国の輸出では

機械類、輸送用機械が圧倒的に多く、一方、中国からの輸出をみると、雑製品から機械類

へとシフトしていることがわかる。 

 我が国企業が海外進出するにつれ、現地及び域内での販売・調達とともに、現地と日本

との間での販売・調達が拡大していくことが予測される。我が国及び主要地域における販

売額の変化をみると、1989 年から 2004 年の間には北米 2.2 倍、欧州 4.8 倍、アジア 5.4 倍

に拡大した。一方で調達額をみると、各地で日本からの調達額が減少している。また海外

現地法人をみると、近年、売上だけ経常利益率を高めており、我が国製造業の海外展開に

おいては、現地化を進めながら、利益確保の地盤を築きつつあるとみてよい。 

また、現在の分業体制について「通商白書 2006 年版」では、「アジアにおいては我が国

製造企業が製造工程を中心に進出を拡大」しており、「我が国企業の国内拠点と海外拠点と

の分業関係は、『工程を分割して我が国と海外で分業する』という垂直展開から、『工程を

分割せず我が国と海外でそれぞれ一貫生産を行う』という水平分業」へと変化してきてい

る。また、「貿易構造からみると、中間財（部品）及び資本財においては産業内貿易が増加

しており、部品・資本財を相互に供給し合う関係が進展」し、「特に米国と我が国は最終需

要地としての影響が強まっている」としている。 

 我が国製造企業は、自動車など完成品組立メーカーとして世界的な競争力をもつ企業も

多数存在している。しかし、我が国製造企業の強みは、こうした完成品組立メーカーに加

え、製造装置や部材・素材に世界的なシェアをもつ企業が多いことが特徴である。良質な



完成品を製造するには、良質の製造装置及び部材・素材を製造する企業、さらには金型・

研磨等基盤技術による製造加工企業（サプライヤー、サポートインダストリー）の存在が

不可欠である。我が国にはこうした技術力を有する企業群が数多く存在している。これら

企業は、国内製造企業のみならず海外企業にも製品を供給している。また、いわゆる基盤

技術を有する中小群も減少したとはいえ、他国に比べいまだ数多く存在していることが、

近年の国内設備投資の増加に寄与しているものと考えられる。 

 国際分業の様相も、国際的工程間分業（垂直的分業）にくわえ、海外でも一貫生産を実

施する企業が増加しつつある。貿易構造においてみると中間財（部品）および資本財等に

おいては日本のサポーティング・インダストリーに強みがあることがみえてきている。と

くに製造装置や部材・素材関連企業についてみると世界的なシェアを誇る企業が数多く存

在する。 

 

（第２章） 

 我が国製造企業事業所の敷地面積は、平成８年ｍの 14 万 7,950ha をピークに減少し続け

ており、平成 16 年ではピーク時の 94％（13 万 9,707ha）となっている。平成 16 年ではピ

ーク時の 75％（45,971 事業所）となっている。 その一方、一事業所当たりの平均敷地面

積は拡大しており、平成８年に比べ平成 16 年では約 30％拡大し、規模の拡大による対応が

うかがえる。 

 次に、工場立地の観点で地域別の敷地面積の変化について、敷地面積がピークであった

平成８年と 16 年との比較では、「関東臨海」の減少が面積、割合とも最も大きく、以下、

面積では「近畿臨海」、「南東北」、「東海」などが、割合では「山陰」、「近畿臨海」、「北海

道」などで減少している。 

 業種別にみると、事業所数ではプラスチック、輸送用機械の２業種を除き減少している。

業種別の平均敷地面積をみると、すべての業種で拡大しており、増加割合では、印刷、衣

服、その他製造、木材、電気機械等で比較的大きく増加している。 

我が国製造企業を全体としてみると、事業所数が減少しているなか敷地面積、出荷額に

ついては拡大、増加をよみとれることから、規模の拡大による生き残りを模索しているこ

とがうかがえる。 

次に、各年の工場立地が、敷地面積及び事業所にどの程度影響してきたのかを寄与度と

してみると。工場立地敷地面積では、平成３年に 3.1 であったのが平成 14 年の 0.6 まで減

少し、その後平成 16 年では 1.1 と回復傾向にある。事業所では新設の立地が平成３年の 4.7

から減少し、平成 16 年では 2.2 となっている。このことにより、敷地拡張より新設事業所

が上回っていることが窺える。 

 一方、国内立地の増加の背景をみると、国内立地の優位性が徐々にみなおされつつある

ことにくわえ、自治体などの企業誘致手法が多様化したことにより、国内立地が回復して

きたといえる。 



工場立地動向調査からもわかるように、自動車関連、薄型テレビ等のデジタル製品のア

ッセンブリメーカーの立地が中心となり、部品、部材・素材メーカーへの波及、製造が活

発化することで製造装置・工作機械メーカーも設備投資を活発化させている。 

特徴的な立地事例をみると、自動車関連においては、国内需要ではなく海外需要が旺盛

なため、現地生産を積極的に進めるとともに国内工場を増強して対応している。生産増強

は輸出向けが中心となっている。トヨタ自動車・スズキ自動車を中心に東海地方、ホンダ・

日産自動車等の関東地方、トヨタ自動車・日産自動車・ダイハツ・ホンダ（二輪車）が立

地する北部九州にみられるように、完成車・エンジンといった基幹メーカーの存在により

部品メーカーも数多く立地している。特に自動車は３万点ともいわれる部品点数とともに、

その素材も多様化しており自動車関連の波及的な立地は大きい。 

 次に電気機械・電子部品関連をみると、液晶テレビ・プラズマテレビ等薄型テレビの国

内需要回復とともにガラス基板等の素材メーカーも活況となっている。 

 造船関連では、世界的な貿易量の拡大とともに船舶の需要が世界的に拡大している。ま

た、建設機械・工作機械関連では、工業製品の世界的な需要拡大にともないその中に使用

される稀少金属等の産地での掘削も増加しており、鉱山機械の需要が活発化している。 

鉄鋼・化学等素材関連では、製品の高付加価値化を図ってきており、各種工業製品に多様

に使用されている。とくに海外メーカーとの競争力を保つため、規模の拡大による競争力

強化を図るべく、大型の工業地帯、とりわけ太平洋ベルト地帯に投資が集中していること

がうかがえる。 

 研究機能の立地については、「工場立地動向調査」（経済産業省）によると、工場敷地内

に研究機能（基礎研究・応用研究・開発研究）を付設する件数は平成 15 年以降増加してい

る。研究機能では開発研究機能の割合が高い。研究所の立地については、近年、減少傾向

にあったが平成 15 年以降同様に増加している。 

 新たな製品開発・イノベーションにとって、研究機能は生産現場との連携が重要となっ

ており、今後も国内の工場立地回復にともなって工場敷地内に研究機能を付設する割合は

高まっていくことが予想される。 

このように、国内の製造業をみると、“平成不況”を通じて過剰生産力の解消、遊休資産

の売却等が進展し、生産性を回復しつつある。とくに製造事業所数は減少しつつも工業出

荷額は増加傾向にあり、現在の国内製造企業の競争力は高まったとみることができる。近

年の国内工場立地件数の増加はこうした背景によるものである。 

 

（第３章） 

 第３章では、企業アンケートにより、近年の国内立地件数の増加の背景を探る。 

 アンケート調査により内外市場動向、売上利益率の見通しについての回答をみると、多

くの業種で二極化が進展していることが明らかとなった。その大きな要因は、従来の製品

の多くにおいて市場が成熟化、多様化し、これまでのような低コスト化や総合的な供給力



にくわえ、企画・開発・提案力が問われてきていることにある。 

 近年の国内工場立地件数の増加の本当の要因はこのあたりにあるといえる。とくに多く

の業種では、海外ではなく国内で生産拡大する理由として、国内の技術的蓄積と高度人材

の活用をあげる回答が多く、とくにサプライヤーの存在を重視しかつ国内調達を増加させ

る見通しであることが明らかとなった。また、イノベーションを実現する方法としても、

企業間連携の重要性に着目する企業が多く、生産アウトソーシングやモジュール化への柔

軟な対応を可能とする条件が国内には用意されておりそのことが再評価されているとみる

ことができる。 

 “国内回帰”と称される近年の国内工場立地件数の増加の背景には海外市場の量的拡大と、

国内市場における新たな市場開拓が進んでいることがある。しかしながら、売上利益率を

みると、二極化の構図が明らかとなった。市場競争力を持ちうるための重要要素として多

くあげられたこうした、いわば「優勝劣敗」の分かれ目となる要素は企画・提案力、開発

力といったことと認識されている。また、今後の生産拡大の見通しにおいて、新たな事業

所の新設にあたっては、部分品の生産よりも、製品の一貫生産を志向していることが明ら

かとなった。その製品の仕向先の多くは国内市場である。ここで、国内において生産拡大

する理由についてみると、輸送機械業種では海外輸出向けの製品の増産体制、電気機械で

は、国内の高度人材の活用、他事業所の関連性を重視していることが明らかとなった。さ

らに分業体制の見通しについてみると、輸送機械業種では再系列化、電気機械を初めとす

る機械関連業種においては企業間連携に注力していくといった回答が多く、具体的な立地

課農政としては、量産品の完成品工場が多く、希望立地地域は大都市圏の人気が高いもの

の、南東北、北九州、山陽地域を希望する回答が比較的高いことも特徴である。 

 また、他事業所との関係性についてみると、機械系業種では高度なサプライヤーの存在

を、素材系業種では顧客近接を志向していることが明らかとなった。実際の調達の現状を

みると、輸送機械はよりサプライヤーと近接しているケースが多く、電気機械は比較的広

い範囲から調達を実施している。また、企業規模別回答によると、企業規模が大きいほど

調達の地理的範囲は拡大する傾向にある。一方で、大手完成品メーカー等は現地調達率の

拡大を課題としており、地域企業の総合的な供給力を向上させることで、新たな立地を誘

発する可能性が高まるものと考えられる。 

 企業間連携の取り組みについては、とくにイノベーションの実現において重要視されて

いる。成熟した国内市場では、新たな機能開発やさらなる高付加価値化を図らなければな

らない。製造技術のみならず異質な知識やアイディアの創発による市場創造が期待されて

いる。多くの企業が、既存の工業集積地への立地を希望する理由はここにある。 

 ここで、企業立地を受け入れる地域の側、とくに自治体による企業誘致に向けた取組を

みると、従来と比較して、地域の資源活用を積極的に押し進め、それを企業側の各種便益

向上に結びつけるような戦略的な構想をもって取り組まれるケースが増えてきている。地

域産業の構造分析を実施したうえで、とくに既に集積している業種の再強化などを企図し



た構想が多くみられるほか、最近では、企業立地にかかる許認可等の手続きの短縮化をよ

り強く意識した取り組みが、企業立地の担当部署により実施されている。さらに企業立地

に際しての補助金の大型化が進んでいることも近年の特徴である。しかしながら、補助金

の大型化が、即座に誘致企業の増加に結びつくことはなく、企業側の論理としては、補助

金の多寡よりも、むしろ操業後のメリットを詳細に検討したうえで立地地域の選定をして

いることがあきらかとなった。 

 

（第４章） 

 第４章では企業誘致の現状について把握する。 

こうした企業側の旺盛な設備投資意欲と、立地要因変化に対し、自治体側では、対象業

種等を絞り込んだ戦略的な誘致活動が実施されている。その構想の多くは、地域に存在す

る自然・社会・産業文化等を資源とみなし、積極的にそれらを活用し、さらにはその関連

産業の集積を目指すものである。本調査でも明らかとなったとおり、企業が立地点を選定

する際に重視する要素として、他企業との取引関係等に際しての利便性があげられている。

自治体によるこうした戦略的な誘致活動は、地域そして地域産業の活性化と企業にとって

の各種便益との両立、そしてその実現によりさらに多くの企業立地を地域に呼び込むとい

う好循環を創出することが意図されている。 

最近の企業立地の状況の特徴を一言でいえば「安・近・短」である。地域あるいはその

企業の技術集積、研究開発機能の存在、取引先及び関連企業集積といった「産業集積」、ま

た、「市場」への近接性がより強く求められ、ある意味、こうした集積によって立地が規定

される“フットタイト”型になっているのが現状である。また、投資コストを抑える傾向

がより強まり、立地に際しての企業ニーズも、分譲に限らず用地の賃貸、あるいは建物賃

貸など多様化しつつある。優遇措置は、大まかに「税制の軽減」、「補助金（奨励金、助成

金等）」、「融資（貸付等）」の３つに分類でき、このほか、分譲手法を工夫している例や、

地域や業種指定を行うなど戦略的に行っている自治体が多くなっている。 

 補助金については多くの自治体が設けている。その内容は、道府県では市町村を対象と

する場合と、企業を対象とする場合とがある。まず、市町村を対象とする場合の内容は、

市町村が行う立地基盤（施設）整備事業、関連公共施設整備、あるいは基盤調査事業に対

するものがほとんどで、市町村を経由して企業を補助する場合もある（間接補助）。直接企

業を対象とする補助の内容は多岐にわたっているが、多くは、雇用、用地取得等設備投資

に対する補助が一般的であり、固定資産税相当額等を補助金としている場合も多い。近年、

の特徴としては、道府県の補助金が大型化していることがある。その場合でも、立地波及

効果を勘案しながら設定されている。また、大型化に加えその内容が、業種、補助対象に

ついても多様化している。 

 用地供給についてみると、工業団地等を立地企業に譲渡する場合、基本的には、用地の

売買を中心としているが、近年、企業は初期投資やコスト軽減を重視しており、用地供給



のあり方も多様化している。 

①工業団地の価格引き下げ 

近年、工業団地価格を提示せずに「鑑定価格による」とする場合が多くなっている。また、

一定の期間（５年ないしは 10 年間頭）、用地を賃貸し、期間満了後、企業が買い取る内容

のもので、賃貸について、無償の場合と有料の場合がある。これらの「用地型」にくわえ

て、「施設型」、いわゆる賃貸工場への企業誘致を進める例もある。企業のなかには建物を

賃借、利用する希望もあり、こうした企業に対して賃貸工場を紹介している。ただ、起業

家向け支援（インキュベーション）施設として整備される例は多いものの、自前で賃貸工

場を整備する場合は少なく、工場撤退後の建物を活用する場合が多い。 

 第３章、及び本章１でも触れたように、近年の企業立地は、取引先や市場といった産業

集積への近接性、あるいは、大学等との連携による新たなビジネス創出機能を中心に誘引

されているケースが多い。また、企業誘致策は産業政策としての位置づけが必要であるこ

とから、産業集積、ビジネス創出機能を強化することで企業誘致の促進を企図したものが

多い。例えば地場産業・関連産業の振興及び育成、人材教育・育成、基盤整備等の関連環

境整備にも留意しておく必要がある。しかし、これらの取り組みは短期間で奏功するもの

ではなく、地域資源等を活用する意味からも、産業振興ビジョン、あるいは、産業集積構

想等の「目標設定」が必要であり、これらと連動して企業誘致を進めていくことが前提と

なっている。 

 つぎに、実際の立地状況をみると、県外からの立地割合は 30％前後で推移しており、７

割は県内立地となっている。工場立地動向調査には含まれていない既存敷地内での新工場

棟設置も多くみられることからも、企業側からみれば、生産に関連する設備、人員、企業

内連携等の観点から既存の生産拠点を中心に立地していることがうかがえる。 

 また、近年の企業誘致と企業立地の関係で、注目されるのは操業までの期間の短縮化に

向けた取組と、補助金の大型化である。とくに用地取得から操業までの期間が短縮されて

いることは、企業が製品の市場投入を早めている結果であり、自治体にはこうした企業側

のスピードアップに対し、用地取得から操業までの手続等のスピードアップによる対応が

求められている。 

補助金の大型化についてみると、事実上「補助制度なし」のケースも平成６年度までは 15

ないし 16 団体と多かったが、現在では４団体のみとなっている。昭和 63 年度では少なか

った「５～10 億円未満」、「10～20 億円未満」の団体が平成９年度から増加し、「５～10 億

円未満」では平成 12 年度に 13 団体となったのちに減少、「10～20 億円未満」では平成 15

年度に 18 団体と最も多くなり、平成 18 年度では 13 団体に減少した。補助額 30 億円以上

の団体は平成９年度まではみられず、なかでも 50 億円以上は平成 15 年度に１団体となっ

ていた。その一方で、補助額上位５団体の工場立地件数シェアをその後の３年平均でみる

と、平成３年度以降減少傾向にあり平成 18 年度では 10.5％となっている。これによって必

ずしも補助金額の多寡によって企業立地が進むものではないことがわかる。企業側の立地



選定にあたっては、製品の市場投入までのリードタイム短縮のために、交通条件やインフ

ラ整備、技術集積等さまざまな立地条件が勘案される。補助金額の多寡もその要素のひと

つであるとはいえ、他の立地条件ほど絶対条件とはならないと理解されるべきものであ 

都道府県に対してのアンケート調査結果によると、企業誘致に向けて、特に重点としてい

る対象業種について、特に重点とする対象業種が「ある」とするもの 34 団体（81％）、「な

い」とするもの８団体（19％）と、多くの都道府県で重点対象業種をもって企業誘致にあ

たっている。また、いわゆる業種ではなくバイオ、ナノテクのような新製造技術関連、高

付加価値型産業、高度技術産業といった「技術分野」をあげる自治体も多い。 

 また、それらの業種や分野の選定の理由について、「地域資源を活用するうえで望ましい」

からとした回答は、単に「成長業種（分野）であるから」を上回った。その内容の多くは、

すでに県内に関連の基幹企業や関連産業が立地・集積していることをあげている場合が多

い。 

企業立地へのスピード対応とワンストップ体制についてみると、ワンストップ体制を「新

たに構築した」のは 26 件（61.9％）にのぼり、「とっていない」のは 13 件（31％）となっ

ている。つぎにワンストップ体制の設置時期についてみると、最も古いもので1979年と2000

年以前で７件あり、多くは 2003 年以降で、05 年７件、06 年４件など 01 年以降で 16 件

（61.5％）となっている。実際のスピード化に対応した事例（９件）の平均では、通常 17.3

カ月であるものが、7.6 カ月と 10 カ月近く短縮されていることが明らかとなった。 

こうしたワンストップについて、17 件（40.5％）が「問題点がある」としている。ヒア

リング調査の結果（三重県、熊本県）によると、企業への対応として、立地協定以前に各

種手続面で企業と事前協議しておくことが重要であるとし、その際に、立地関係部署に手

続等の経験者を配置し、企業との相談をスムーズに行える体制整備を行っている。また、

ワンストップサービスを組織的に設置した例として、大阪府の「企業誘致推進センター」（平

成 17 年４月より）、神戸市の「神戸エンタープライズプロモーションビューロー」（平成 17

年４月より）、愛知県の「産業立地サポートステーション」（平成 18 年４月より）などがあ

る。それぞれ、企業立地担当部署が中心となり、行政内関連部局、市町村や関係機関等と

連携をとり、工場用地、立地優遇施策等の立地関連情報をはじめ、開発・事業実施に係る

規制・手続の紹介、従業員確保等操業上のさまざまな問題・課題や企業ニーズへの迅速・

柔軟な対応ができる体制を整えている。 

一方、 近年とくに、立地企業に対するフォローアップが重要となっているといわれて

いるが、具体的な内容としては、立地企業との定期的な（トップを交えての）意見・情報

交換、立地企業への定期的な企業訪問が中心となっている。 

 岩手県へのヒアリング調査結果によると、岩手県企業立地課においては、県内の中核的

企業である関東自動車工業（株）岩手工場の増産体制を積極的に支援しており、地元企業

に対しては、自動車関連産業へ参入するために、技術、取引上のノウハウまでを指導・育

成する場を用意し、地域産業の取引拡大、合わせて工業高校のモノづくり人材の育成を図



るなど産業振興面まで踏み込んだ対応を図っている場合もある。 

実際の企業立地の波及効果の把握については、「トピック時に把握」が 23 件（54.8％）、

「定期的に把握」が 10 件（23.8％）、「全く把握していない」が７件（16.7％）となってお

り、何らかの形で把握しているのは 33 件（78.6％）にのぼっている。 

企業誘致を行ううえでの今後の課題としては、現在の工業団地はバブル期に計画・造成

されたものがほとんどで、景気低迷時に分譲されなかった分に対して、近年の工場立地の

回復にともなって立地が進展している。企業側の製品の市場投入までのリードタイムの短

縮等で、立地から操業までの期間が短縮し、インフラが整備されている造成団地への立地

が有利であるという認識がある。しかし、工業団地の分譲が進んでいる地域、進まない地

域の差は明確であり、同じ県内でも地域差が生じているのが現状である。先にみたように、

企業の立地選定にあたり市場・関連企業へ近接していることが重視されており、これらの

地域差は企業が求める地域に用地が不足している実情をあらわしているものといえる。 

 従って、今後、工業団地造成にあたっては、企業が求める地域への造成が必要となる。

しかしながら企業が要求する地域の多くは、宅地が進んでいるなど土地利用上の制約があ

るケースが多く、今後、企業側に魅力のある用地をいかにして用意していくかが、自治体

にとっての大きな課題であるといえる。 

 

（第５章） 

第５章では、主要機械系製造業の立地が地域経済にもたらす効果についてみる。 

 製造業、特に工場の立地が地域経済にもたらす効果としては、雇用、税収が直接的なも

のであり、副次的なものとしては、地元企業との取引、域外からの従業員の居住、規模の

大きい企業が立地した場合の関連企業の立地、など多様な面があげられる。 

 まず、立地が決定した後には、工場建設がある。つぎに工場の操業後には雇用、税収に

くわえ、部品・部材、素材への他製造業へ、また、製品等の輸送、エネルギー消費等他産

業へ、雇用者の給与所得が消費へと波及していくこととなる。こうした波及が地域経済を

支えるひとつの要素となっている。 

こうした波及効果については、自治体によりに異なるものの、大型工場の立地など注目

される場合においては、補助金等の支出に際しての政策評価として把握されている場合が

多い。 

 波及効果を工業立地原単位によりみると、雇用効果では「自動車製造」が圧倒的に多く、

以下、「タイヤ・チューブ製造」、「集積回路」などである。工業用地を分譲するという面で

敷地面積が大きいのは、「自動車製造」、「石油・石炭」などである。近年、海外市場の拡大

による増産が目立っている自動車産業関連（自動車製造・車体・部品、タイヤ、ガラス等）

の波及効果は極めて大きいといえる。 

近年の、生産性向上、合理化への努力等により、工業統計等により示される 1 事業所あ

たりの雇用数等をみると減少傾向にあるものの、企業が立地した際の雇用等の経済的波及



効果は、依然として大きい。とくに、近年は交通インフラの整備等により、購買・調達・

販売等の経済行為の及ぶ地理的範囲は拡大しており、直接雇用等の１次的な波及のみなら

ず 2 次波及等まで含めると、地域内外、あるいは地域外への企業立地があった場合にも、

地域の経済循環を活性化することがみこまれる。くわえて今後の大企業による国内調達の

増加の見通し、企業が地域に求める諸要件を満足させる条件整備を実現することによって、

経済波及効果はさらに拡大するものと予測される。 
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