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（１）可能性検討
３）産業振興・雇用創出
（ア）企業立地動向分析
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分析対象都市の抽出①

 企業立地動向を分析するにあたり、新幹線駅設置都市の中から小浜市と類似した規模・条件を有する都市を「分析対象都市」とする。

 「分析対象都市」には、以下の3つの条件全てに当てはまる都市を選定する。

条件①：2000年以降に新幹線駅が設置された都市

背景：我が国の全体的な傾向として、国勢調査年である2005年～2010年の間を人口をピークとして減少局面に転
じており、新幹線開業前の比較対象時期として、ピークを迎える直前の国勢調査年である2000年（頃）に着目。

条件②：人口が10万人未満の都市

背景：小浜市の人口（2015年国勢調査で29,670人）とあまりにもかけ離れた人口規模では、企業立地の背景等が
異なると予想されるため。

条件③：H29年度調査において、製造品出荷額等もしくは年間商品販売額の増加が確認された都市

背景：今回の分析は、過年度調査をよりミクロな視点で確認する趣旨であるため。

⇒上記3条件すべてに当てはまる都市を「分析対象都市」とする

分析対象都市の抽出条件
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（参考）人口10万人未満の新幹線設置都市の比較一覧(H29年度検討)

（出典）総務省「国勢調査」、経済産業省「商業統計」、経済産業省「工業統計」

2010 2015 変化率 2007 2014 変化率 2010 2015 変化率

1964 東海道 米原市 米原駅 40,060 38,719 -3.3% 39,345 40,420 2.7% 380,482 415,343 9.2%
1964 東海道 羽島市 岐阜羽島駅 67,197 67,337 0.2% 120386 111,552 -7.3% 64,824 67,087 3.5%
1964 東海道 熱海市 熱海駅 39,611 37,544 -5.2% 66382 59,873 -9.8% 2,795 3,935 40.8%
1972 山陽 相生市 相生駅 31,158 30,129 -3.3% 53928 55,916 3.7% 88,272 215,362 144.0%
1975 山陽 三原市 三原駅 100,509 96,194 -4.3% 203914 164,441 -19.4% 499,537 389,460 -22.0%
1982 東北 北上市 北上駅 93,138 93,511 0.4% 230498 215,474 -6.5% 430,148 357,425 -16.9%
1982 東北 白石市 白石蔵王駅 37,422 35,272 -5.7% 49516 78,968 59.5% 106,979 123,612 15.5%
1982 東北 白河市 新白河駅 64,704 61,913 -4.3% 110150 99,416 -9.7% 248,452 300,224 20.8%
1982 上越 三条市 燕三条駅 102,292 99,192 -3.0% 441481 372,858 -15.5% 259,490 285,130 9.9%
1982 上越 南魚沼市 浦佐駅 61,624 58,568 -5.0% 124727 97,246 -22.0% 80,611 91,141 13.1%
1982 上越 みなかみ町 上毛高原駅 21,345 19,347 -9.4% 22055 16,336 -25.9% 28,871 48,741 68.8%
1982 上越 湯沢町 越後湯沢駅 8,396 8,046 -4.2% 13047 14,008 7.4% 1,704 3,218 88.8%
1985 東北 花巻市 新花巻駅 101,438 97,702 -3.7% 174055 196,276 12.8% 184,305 179,663 -2.5%
1990 東北 栗原市 くりこま高原駅 74,932 69,906 -6.7% 100883 102,098 1.2% 102,693 119,639 16.5%
1997 北陸 佐久市 佐久平駅 100,552 99,368 -1.2% 199405 178,535 -10.5% 208,167 193,363 -7.1%
1997 北陸 軽井沢町 軽井沢駅 19,018 18,994 -0.1% 54311 49,493 -8.9% 2,758 4,593 66.5%
1997 北陸 安中市 安中榛名駅 61,077 58,531 -4.2% 66272 53,454 -19.3% 299,546 512,774 71.2%
1999 山陽 山陽小野田市 厚狭駅 64,550 62,671 -2.9% 98344 89,283 -9.2% 557,571 732,320 31.3%
2002 東北 二戸市 二戸駅 29,702 27,611 -7.0% 67537 83,044 23.0% 36,272 33,872 -6.6%
2002 東北 岩手町 いわて沼宮内駅 14,984 13,692 -8.6% 17080 11,358 -33.5% 15,336 16,806 9.6%
2004 上越 本庄市 本庄早稲田駅 81,889 77,881 -4.9% 131073 452,201 245.0% 335,657 393,163 17.1%
2004 九州 水俣市 新水俣駅 26,978 25,411 -5.8% 41937 45,352 8.1% 83,982 78,141 -7.0%
2004 九州 出水市 出水駅 55,621 53,758 -3.3% 92267 114,805 24.4% 67,461 81,670 21.1%
2004 九州 薩摩川内市 川内駅 99,589 96,076 -3.5% 159907 144,208 -9.8% 200,292 191,287 -4.5%
2010 東北 七戸町 七戸十和田駅 16,759 15,709 -6.3% 23032 22,792 -1.0% 5,706 5,732 0.5%
2011 九州 玉名市 新玉名駅 69,541 66,782 -4.0% 89834 73,838 -17.8% 59,598 76,111 27.7%
2011 九州 筑後市 筑後船小屋駅 48,512 48,339 -0.4% 82171 112,752 37.2% 112,807 174,121 54.4%
2011 九州 鳥栖市 新鳥栖駅 69,074 72,902 5.5% 252662 262,981 4.1% 293,667 374,341 27.5%
2015 北陸 黒部市 黒部宇奈月温泉駅 41,852 40,991 -2.1% 53098 52,954 -0.3% 164,037 200,288 22.1%
2015 北陸 糸魚川市 糸魚川駅 47,702 44,162 -7.4% 65419 58,008 -11.3% 116,485 136,261 17.0%
2015 北陸 飯山市 飯山駅 23,545 21,438 -8.9% 39554 43,297 9.5% 46,252 33,281 -28.0%
2016 北海道 今別町 奥津軽いまべつ駅 3,217 2,756 -14.3%
2016 北海道 木古内町 木古内駅 5,341 4,547 -14.9% 5310 4,916 -7.4% 2,147 1,479 -31.1%
2016 北海道 北斗市 新函館北斗駅 48,032 46,390 -3.4% 111140 116,254 4.6% 58,731 55,179 -6.0%

1,771,361 1,711,389 -3.4% 3,400,720 3,594,407 5.7% 5,145,635 5,894,762 14.6%

製造品出荷額等（百万円）

合計

年次 路線 都市名 駅名
人口（人） 年間商品販売額（百万円）

条件③

条件①

条件②

条件3に関してH29成果においては直近の変化として、成長の勢いがある都市を抽出
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分析対象都市の抽出②

 上記条件のもと抽出された分析対象都市を以下に示す。

 条件①（2000年以降に新幹線駅が設置された都市）により、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、九州新幹線、北海道新幹線の駅設
置都市13ヶ所が分析対象都市として抽出された。

分析対象都市の一覧

出典：総務省「国勢調査」、経済産業省「工業統計」、経済産業省「商業統計」より作成

条件①：2000年以降に新幹線駅が設置された

都市

条件②：人口が10万人未満の都市

条件③：H29年度調査において、製造品出荷

額等もしくは年間商品販売額の増加

が確認された都市

（直近変化において増加を示し勢いの

ある都市として選定する考え方）

2015 1999年 2007年 2014年

変化率(%)

1999→2014 2000年 2006年 2010年 2015年

変化率(%)

2000→2015

2002 東北 岩手県 二戸市 二戸駅 27,611 102,078 67,537 83,044 -18.6% 32,164 34,804 36,272 33,872 5.3%

2002 東北 岩手県 岩手町 いわて沼宮内駅 13,692 22,094 17,080 11,358 -48.6% 23,398 22,901 15,336 16,806 -28.2%

2004 上越 埼玉県 本庄市 本庄早稲田駅 77,881 153,177 131,073 452,201 195.2% 284,457 366,162 335,657 393,163 38.2%

2004 九州 熊本県 水俣市 新水俣駅 25,411 48,303 41,937 45,352 -6.1% 95,760 67,160 83,982 78,141 -18.4%

2004 九州 鹿児島県 出水市 出水駅 53,758 92,528 92,267 114,805 24.1% 145,094 110,007 67,461 81,670 -43.7%

2010 東北 青森県 七戸町 七戸十和田駅 15,709 24,632 23,032 22,792 -7.5% 7,984 5,950 5,706 5,732 -28.2%

2011 九州 熊本県 玉名市 新玉名駅 66,782 110,979 89,834 73,838 -33.5% 98,412 79,092 59,598 76,111 -22.7%

2011 九州 福岡県 筑後市 筑後船小屋駅 48,339 90,923 82,171 112,752 24.0% 174,552 135,432 112,807 174,121 -0.2%

2011 九州 佐賀県 鳥栖市 新鳥栖駅 72,902 285,918 252,662 262,981 -8.0% 377,691 367,992 293,667 374,341 -0.9%

2015 北陸 富山県 黒部市 黒部宇奈月温泉駅 40,991 65,160 53,098 52,954 -18.7% 188,400 185,846 164,037 200,288 6.3%

2015 北陸 新潟県 糸魚川市 糸魚川駅 44,162 86,275 65,419 58,008 -32.8% 126,138 119,179 116,485 136,261 8.0%

2015 北陸 長野県 飯山市 飯山駅 21,438 52,009 39,554 43,297 -16.8% 44,795 36,450 46,252 33,281 -25.7%

2016 北海道 北海道 北斗市 新函館北斗駅 46,390 136,837 111,140 116,254 -15.0% 70,412 66,603 58,731 55,179 -21.6%

都道府県
名

製造品出荷額等（百万円）

年次 路線 都市名 駅名

人口（人） 年間商品販売額（百万円）
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現状整理：最寄大都市への移動に関する小浜市との類似性

 分析対象都市と小浜市との類似性をみるべく、「高速IC・JCT数」、「在来線との接続」、自動車と鉄道を利用した場合の「最寄り大都市と
の最短時間距離」を整理した。

 「高速IC・JCT数」の観点からは、ICがあり、JCTのない二戸市、本庄市、出水市、黒部市、糸魚川市および筑後市が類似性が高いと思わ
れる。

 また「大都市との最短時間距離」の観点からは、盛岡市、さいたま市、熊本市、青森市、富山市との類似性が高い。

分析対象都市と小浜市との類似性

条件①：2000年以降に新幹線駅が設置された都市

条件②：人口が10万人未満の都市

条件③：H29年度調査において、製造品出荷額等も

しくは年間商品販売額の増加が確認された都市

IC
JCT 自動車 鉄道

2002 東北 岩手県 二戸市 二戸駅 1 0
直結

（1路線）
盛岡市 77 21

2002 東北 岩手県 岩手町 いわて沼宮内駅 0 0
直結

（1路線）
盛岡市 49 12

2004 上越 埼玉県 本庄市 本庄早稲田駅 1 0 - さいたま市 81 22

2004 九州 熊本県 水俣市 新水俣駅 0 0
直結

（1路線）
熊本市 95 25

2004 九州 鹿児島県 出水市 出水駅 1 0
直結

（1路線）
鹿児島市 108 23

2010 東北 青森県 七戸町 七戸十和田駅 0 0 - 青森市 77 15

2011 九州 熊本県 玉名市 新玉名駅 0 0 - 熊本市 50 9

2011 九州 福岡県 筑後市 筑後船小屋駅 2※ 0
徒歩圏内

（1路線）
福岡市 59 24

2011 九州 佐賀県 鳥栖市 新鳥栖駅 1 1
直結

（1路線）
福岡市 42 12

2015 北陸 富山県 黒部市 黒部宇奈月温泉駅 1 0
徒歩圏内

（1路線）
富山市 49 12

2015 北陸 新潟県 糸魚川市 糸魚川駅 3 0
直結

（2路線）
富山市 74 27

2015 北陸 長野県 飯山市 飯山駅 0 0
直結

（1路線）
長野市 44 11

2016 北海道 北海道 北斗市 新函館北斗駅 0 0
直結

（1路線）
札幌市 237 202

北陸 福井県 小浜市 - 2 0 京都市 113 19※

都道府県
名

高速IC・JCT数※
在来鉄道との接続
（直結の路線数を記載）

最寄
大都市

大都市との最短時間距離（分）※

年次 路線 都市名 駅名

※高速道路IC・JCT数には、バイパス等のICは含まない。筑後
市自体にIC・JCTはないが、筑後船小屋駅から5km圏内に
ICが2か所あるため、それをカウントした。

※大都市との時間距離はNAVITIMEのルート検索より、平日午
前8:00発（鉄道の場合は、8時～9時台で最も所要時間が短
いもの）で検索

※小浜市から京都市への鉄道の所要時間は北陸新幹線開業
後を想定

※最寄大都市の定義：直通の新幹線を使用し、政令市又は県
庁所在地へ最短移動時間で到着出来る都市。
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現状整理：統計データ①

 殆どの分析対象都市において、人口減少は全国以上のスピードで進展。（筑後市、鳥栖市は増加。）

 しかしながら、こうした人口減の局面にあっても、特に本庄市は、製造品出荷額等と年間商品販売額両方でプラス成長を続けている。

 また、二戸市、黒部市、糸魚川市については製造品出荷額がプラス成長、出水市は年間商品販売額がプラス成長となっている。

分析対象都市の成長性（人口・製造品出荷額等・年間商品販売額）

出典：総務省「国勢調査」、経済産業省「工業統計」、経済産業省「商業統計」より作成

市町村名
開通
年次

2000年 2005年 2010年 2015年

変化率(%)

2000→

2015

2000年 2006年 2010年 2015年

変化率(%)

2000→

2015

1999年 2007年 2014年

変化率(%)

1999→

2014

市町村名

二戸市 2002 33,102 31,477 29,702 27,611 -17% 32,164 34,804 36,272 33,872 5% 102,078 67,537 83,044 -19% 二戸市

岩手町 2002 17,372 16,254 14,984 13,692 -21% 23,398 22,901 15,336 16,806 -28% 22,094 17,080 11,358 -49% 岩手町

本庄市 2004 82,670 81,957 81,889 77,881 -6% 284,457 366,162 335,657 393,163 38% 153,177 131,073 452,201 195% 本庄市

水俣市 2004 31,147 29,120 26,978 25,411 -18% 95,760 67,160 83,982 78,141 -18% 48,303 41,937 45,352 -6% 水俣市

出水市 2004 58,460 57,907 55,621 53,758 -8% 145,094 110,007 67,461 81,670 -44% 92,528 92,267 114,805 24% 出水市

七戸町 2010 19,357 18,471 16,759 15,709 -19% 7,984 5,950 5,706 5,732 -28% 24,632 23,032 22,792 -7% 七戸町

玉名市 2011 73,051 71,851 69,541 66,782 -9% 98,412 79,092 59,598 76,111 -23% 110,979 89,834 73,838 -33% 玉名市

筑後市 2011 47,348 47,844 48,512 48,339 2% 174,552 135,432 112,807 174,121 0% 90,923 82,171 112,752 24% 筑後市

鳥栖市 2011 60,726 64,723 69,074 72,902 20% 377,691 367,992 293,667 374,341 -1% 285,918 252,662 262,981 -8% 鳥栖市

黒部市 2015 43,084 42,694 41,852 40,991 -5% 188,400 185,846 164,037 200,288 6% 65,160 53,098 52,954 -19% 黒部市

糸魚川市 2015 53,021 49,844 47,702 44,162 -17% 126,138 119,179 116,485 136,261 8% 86,275 65,419 58,008 -33% 糸魚川市

飯山市 2015 26,420 24,960 23,545 21,438 -19% 44,795 36,450 46,252 33,281 -26% 52,009 39,554 43,297 -17% 飯山市

北斗市 2016 46,804 48,056 48,032 46,390 -1% 70,412 66,603 58,731 55,179 -22% 136,837 111,140 116,254 -15% 北斗市

小浜市 33,295 32,182 31,340 29,670 -11% 51,366 43,250 45,826 34,847 -32% 97,523 67,799 52,229 -46% 小浜市

全国計 126,925,843 127,767,994 128,057,352 127,094,745 0% 300,477,604 314,834,621 289,107,683 313,128,563 4% 639,285,131 548,237,119 478,828,374 -25% 全国計

年間商品販売額 小売業+卸売業（百万円）製造品出荷額等（百万円）人口（人）
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現状整理：統計データ②

 事業所数については、鳥栖市と北斗市を除く全ての都市で減少している。

 事業所数と従業者数ともに、プラス成長となっているのは鳥栖市。また従業者数がプラス成長しているのは筑後市。

 事業所数について全国推移と同じような減少の程度が緩やかな傾向を示している市町村は出水市、筑後市、北斗市。

出典：総務省「経済センサス」、総務省「事業所企業統計」より作成

分析対象都市の成長性（全産業事業所数・従業者数）

市町村名
開通
年次

2001年 2006年 2009年 2014年
変化率(%)

2001→2014
2001年 2006年 2009年 2014年

変化率(%)

2001→2014
市町村名

二戸市 2002 1,647 1,564 1,578 1,481 -10% 14,171 13,060 13,270 13,594 -4% 二戸市

岩手町 2002 685 643 625 565 -18% 5,571 5,044 5,280 4,695 -16% 岩手町

本庄市 2004 4,174 4,062 3,998 3,675 -12% 36,159 36,579 36,898 36,160 0% 本庄市

水俣市 2004 1,674 1,522 1,475 1,364 -19% 13,917 12,809 12,882 12,323 -11% 水俣市

出水市 2004 2,694 2,675 2,696 2,554 -5% 23,573 22,465 22,307 22,283 -5% 出水市

七戸町 2010 897 843 808 740 -18% 7,613 6,622 6,478 6,120 -20% 七戸町

玉名市 2011 3,001 2,755 2,863 2,636 -12% 25,219 23,751 24,236 23,933 -5% 玉名市

筑後市 2011 2,195 2,047 2,065 2,043 -7% 20,419 19,557 21,555 21,100 3% 筑後市

鳥栖市 2011 2,901 3,043 3,159 3,226 11% 32,791 37,827 41,201 41,969 28% 鳥栖市

黒部市 2015 2,303 2,095 1,976 1,824 -21% 25,357 23,440 23,620 23,521 -7% 黒部市

糸魚川市 2015 3,264 2,942 2,825 2,630 -19% 24,784 21,884 22,823 21,180 -15% 糸魚川市

飯山市 2015 1,562 1,313 1,410 1,309 -16% 11,316 9,732 10,537 9,969 -12% 飯山市

北斗市 2016 1839 1686 1857 1835 0% 17747 16430 17102 17754 0% 北斗市

小浜市 2403 2,210 2,129 1,927 -20% 16,839 15,417 16,186 14,917 -11% 小浜市

全国計 6,350,101 5,911,038 6,043,300 5,689,366 -10% 60,158,044 58,634,315 62,860,514 61,788,853 3% 全国計

全産業従業者数（人）全産業事業所数
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2015 自動車 鉄道

2002 東北 岩手県 二戸市 二戸駅 27,611
○

（IC：1）

直結
（1路線）

盛岡市 77分 21分
○

（+5%） （-19%） （-10%） （-4%） （-17%）

2002 東北 岩手県 岩手町 いわて沼宮内駅 13,692 -
直結

（1路線）
盛岡市 49分 12分

（-28%） （-49%） （-18%） （-16%） （-21%）

2004 上越 埼玉県 本庄市 本庄早稲田駅 77,881
○

（IC：1）
-

さいたま

市
81分 22分

○
（+38%）

○
（+195%） （-12%）

○
（+0%） （-6%）

2004 九州 熊本県 水俣市 新水俣駅 25,411 -
直結

（1路線）
熊本市 95分 25分

（-18%） （-6%） （-19%） （-11%） （-18%）

2004 九州 鹿児島県 出水市 出水駅 53,758
○

（IC：1）
直結

（1路線）
鹿児島市 108分 23分

（-44%）
○

（+24%） （-5%） （-5%） （-8%）

2010 東北 青森県 七戸町 七戸十和田駅 15,709 - - 青森市 77分 15分
（-28%） （-7%） （-18%） （-20%） （-19%）

2011 九州 熊本県 玉名市 新玉名駅 66,782 - - 熊本市 50分 9分
（-23%） （-33%） （-12%） （-5%） （-9%）

2011 九州 福岡県 筑後市 筑後船小屋駅 48,339
○

（IC：2※）
徒歩圏内

（1路線）
福岡市 59分 24分

（0%）
○

（+24%） （-7%）
○

（+3%）
○

（+2%）

2011 九州 佐賀県 鳥栖市 新鳥栖駅 72,902
△

（IC：1、JCT：1）

直結
（1路線）

福岡市 42分 12分
（-1%） （-8%）

○
（+11%）

○
（+28%）

○
（+20%）

2015 北陸 富山県 黒部市 黒部宇奈月温泉駅 40,991
○

（IC：1）
徒歩圏内

（1路線）
富山市 49分 12分

○
（+6%） （-19%） （-21%） （-7%） （-5%）

2015 北陸 新潟県 糸魚川市 糸魚川駅 44,162
○

（IC：3）
直結

（2路線）
富山市 74分 27分

○
（+8%） （-33%） （-19%） （-15%） （-17%）

2015 北陸 長野県 飯山市 飯山駅 21,438 -
直結

（1路線）
長野市 44分 11分

（-26%） （-17%） （-16%） （-12%） （-19%）

2016 北海道 北海道 北斗市 新函館北斗駅 46,390 -
直結

（1路線）
札幌市 237分 202分

（-22%） （-15%） （0%）
○

（+0%） （-1%）

北陸 福井県 小浜市 - IC:2 京都市 113 19※ -32% -46% -20% -11% -11%

最短時間距離（分）※ 製造品
出荷額等

(2000→2015)

年間商品
販売額

(1999→2014)

開通
年次

路線 都道府県 都市名 駅名
人口（人） 事業所数

(2001→2014)
従業者数

(2001→2014)
人口

(2000→2015)

高速IC・

JCT数※

在来鉄道との接続

（直結の路線数を

記載）

最寄
大都市

仮説検証

・高速道路インフラを備えた新幹線設置都市は、高速道路インフラがない新幹線設置都市と比較して、都市の成長性を確認する指標のうち、【製造品
出荷額等】については高速道路がある新幹線接地都市の方が、増加率が高い、という傾向が統計的にも確認できる。また、【人口】、【従業者数】の
変化については、一定程度、高速道路がある新幹線接地都市の方が、増加率が高い、と判断することもできる。（後述で統計的な検定結果を示す。）

・また、分析対象都市の内、高速交通インフラの整備状況や大都市からの距離等の小浜市との類似性と、統計データからみる成長性の観点（2000年
近辺からの変化）からは、福岡県筑後市と佐賀県鳥栖市が、新幹線開業以後の成長が顕著な都市として着目する。

分析対象都市の抽出条件
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高速道路インフラを備えた新幹線設置都市の優位性の検証（ｔ検定）その１

・新幹線設置都市の各種指標の成長性の分析結果（再掲）をもとに、高速道路があるか、否かでグループわけを行い、高速道路があるグループの方が成長
性に有意な差が生じる、という仮説について、ｔ検定により検証した。

開通
年次

路線 都道府県 都市名 駅名
人口（人） 高速IC・

JCT数※
製造品出荷額等
(2000→2015)

年間商品販売額
(1999→2014)

事業所数
(2001→2014)

従業者数
(2001→2014)

人口
(2000→2015)2015年国勢調査

2002 東北 岩手県 二戸市 二戸駅 27,611 IC：1 （+5%） （-19%） （-10%） （-4%） （-17%）

2002 東北 岩手県 岩手町 いわて沼宮内駅 13,692 - （-28%） （-49%） （-18%） （-16%） （-21%）

2004 上越 埼玉県 本庄市 本庄早稲田駅 77,881 IC：1 （+38%） （+195%） （-12%） （+0%） （-6%）

2004 九州 熊本県 水俣市 新水俣駅 25,411 - （-18%） （-6%） （-19%） （-11%） （-18%）

2004 九州 鹿児島県 出水市 出水駅 53,758 IC：1 （-44%） （+24%） （-5%） （-5%） （-8%）

2010 東北 青森県 七戸町 七戸十和田駅 15,709 - （-28%） （-7%） （-18%） （-20%） （-19%）

2011 九州 熊本県 玉名市 新玉名駅 66,782 - （-23%） （-33%） （-12%） （-5%） （-9%）

2011 九州 福岡県 筑後市 筑後船小屋駅 48,339 IC：2※ （0%） （+24%） （-7%） （+3%） （+2%）

2011 九州 佐賀県 鳥栖市 新鳥栖駅 72,902 IC：1、JCT：1 （-1%） （-8%） （+11%） （+28%） （+20%）

2015 北陸 富山県 黒部市 黒部宇奈月温泉駅 40,991 IC：1 （+6%） （-19%） （-21%） （-7%） （-5%）

2015 北陸 新潟県 糸魚川市 糸魚川駅 44,162 IC：3 （+8%） （-33%） （-19%） （-15%） （-17%）

2015 北陸 長野県 飯山市 飯山駅 21,438 - （-26%） （-17%） （-16%） （-12%） （-19%）

2016 北海道 北海道 北斗市 新函館北斗駅 46,390 - （-22%） （-15%） （0%） （+0%） （-1%）

成長性確認指標高速道路がある新幹線駅設置都市（１）、ない設置都市（0）

帰無仮説H0aの検定結果

・帰無仮説 Ｈ０a：高速道路がないグループの方が、成長性の平均値が高い
・対立仮説 Ｈ１a：高速道路があるグループの方が、成長性の平均値が高い

【製造品出荷額等の変化】 【年間商品販売額の変化】 【人口の変化】

帰無仮説H0bの検定結果 帰無仮説H0aの検定結果 帰無仮説H0bの検定結果 帰無仮説H0aの検定結果 帰無仮説H0bの検定結果

・帰無仮説 Ｈ０b：高速道路がないグループの方が、成長性の平均値に違いがない
・対立仮説 Ｈ１b：高速道路があるグループの方が、成長性の平均値に違いがある

・ 【製造品出荷額等】は、H0bの「高速道路のあり・なしで成長性の平均値に違いがない」という帰無仮説は有意水準5%で棄却され、統計的に有意な差がある。
また、H0aの「高速道路がない方が、成長性の平均値が高い」という帰無仮説は有意水準5％で棄却され、高速道路のある方が、成長性は有意に高い。

・【年間商品販売額】は、H0bの「高速道路のあり・なしで成長性の平均値に違いがない」という帰無仮説は棄却できず、有意な差があるとは言えない。また、H0a

の「高速道路がない方が、成長性の平均値が高い」という帰無仮説は棄却できない（高速道路がある方が成長性が高いという仮説は有意であるとは言えない） 。

・【人口】は、 H0bの「高速道路のあり・なしで成長性の平均値に違いがない」という帰無仮説は有意水準10%で棄却できず、統計的に有意な差があるとは言えな
い。また、H0aの「高速道路がない方が成長性の平均値が高い」という帰無仮説は有意水準10%で棄却され、高速道路のある方が成長性は有意に高い。

対立仮説：ある方が高い 対立仮説：あり、なしで
差がある

対立仮説：ない方が高い 対立仮説：ある方が高い 対立仮説：あり、なしで
差がある

対立仮説：ない方が高い 対立仮説：ある方が高い 対立仮説：あり、なしで
差がある

対立仮説：ない方が高い

※高速道路IC・JCT数には、バイパス等のICは含まない。筑後市自体にIC・JCTはないが、筑後船小屋駅から5km圏内にICが2か所あるため、それをカウントした。
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高速道路インフラを備えた新幹線設置都市の優位性の検証（ｔ検定）その２

【事業所数（全産業）の変化】 【従業者数（全産業）の変化】

帰無仮説H0aの検定結果 帰無仮説H0bの検定結果帰無仮説H0aの検定結果 帰無仮説H0bの検定結果

・新幹線設置都市の各種指標の成長性の分析結果（再掲）をもとに、高速道路があるか、否かでグループわけを行い、高速道路があるグループの方が成長
性に有意な差が生じる、という仮説について、ｔ検定により検証した。

開通
年次

路線 都道府県 都市名 駅名
人口（人） 高速IC・

JCT数※
製造品出荷額等
(2000→2015)

年間商品販売額
(1999→2014)

事業所数
(2001→2014)

従業者数
(2001→2014)

人口
(2000→2015)2015年国勢調査

2002 東北 岩手県 二戸市 二戸駅 27,611 IC：1 （+5%） （-19%） （-10%） （-4%） （-17%）

2002 東北 岩手県 岩手町 いわて沼宮内駅 13,692 - （-28%） （-49%） （-18%） （-16%） （-21%）

2004 上越 埼玉県 本庄市 本庄早稲田駅 77,881 IC：1 （+38%） （+195%） （-12%） （+0%） （-6%）

2004 九州 熊本県 水俣市 新水俣駅 25,411 - （-18%） （-6%） （-19%） （-11%） （-18%）

2004 九州 鹿児島県 出水市 出水駅 53,758 IC：1 （-44%） （+24%） （-5%） （-5%） （-8%）

2010 東北 青森県 七戸町 七戸十和田駅 15,709 - （-28%） （-7%） （-18%） （-20%） （-19%）

2011 九州 熊本県 玉名市 新玉名駅 66,782 - （-23%） （-33%） （-12%） （-5%） （-9%）

2011 九州 福岡県 筑後市 筑後船小屋駅 48,339 IC：2※ （0%） （+24%） （-7%） （+3%） （+2%）

2011 九州 佐賀県 鳥栖市 新鳥栖駅 72,902 IC：1、JCT：1 （-1%） （-8%） （+11%） （+28%） （+20%）

2015 北陸 富山県 黒部市 黒部宇奈月温泉駅 40,991 IC：1 （+6%） （-19%） （-21%） （-7%） （-5%）

2015 北陸 新潟県 糸魚川市 糸魚川駅 44,162 IC：3 （+8%） （-33%） （-19%） （-15%） （-17%）

2015 北陸 長野県 飯山市 飯山駅 21,438 - （-26%） （-17%） （-16%） （-12%） （-19%）

2016 北海道 北海道 北斗市 新函館北斗駅 46,390 - （-22%） （-15%） （0%） （+0%） （-1%）

成長性確認指標高速道路がある新幹線駅設置都市（１）、ない設置都市（0）

・帰無仮説 Ｈ０a：高速道路がないグループの方が、成長性の平均値が高い
・対立仮説 Ｈ１a：高速道路があるグループの方が、成長性の平均値が高い

・帰無仮説 Ｈ０b：高速道路がないグループの方が、成長性の平均値に違いがない
・対立仮説 Ｈ１b：高速道路があるグループの方が、成長性の平均値に違いがある

・ 【事業所数（全産業） 】は、H0bの「高速道路のあり・なしで成長性の平均値に違いがない」という帰無仮説は棄却できない（対立仮説：高速道路のあり・なしで、
成長率の平均値に違いがある、とは言い切れない）。 また、H0aの「高速道路がない方が、成長性の平均値が高い」という帰無仮説は棄却できない。（高速
道路がある方が成長率が高い、とは言い切れない。）

・【従業者数（全産業）】は、H0bの「高速道路のあり・なしで成長性の平均値に違いがない」という帰無仮説は棄却できないが、H0aの「高速道路がない方が、成
長性の平均値が高い」という帰無仮説は、有意水準10％で棄却され、「高速道路がある方が、成長性の平均値が高い」と言える。

対立仮説：ある方が高い 対立仮説：あり、なしで
差がある

対立仮説：ない方が高い 対立仮説：ある方が高い 対立仮説：あり、なしで
差がある

対立仮説：ない方が高い

※高速道路IC・JCT数には、バイパス等のICは含まない。筑後市自体にIC・JCTはないが、筑後船小屋駅から5km圏内にICが2か所あるため、それをカウントした。
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クルーピング条件

最寄大都市からの自動車移動時間

0 1

60分未満 60分以上

高速道路
インフラ

0 なし

いわて沼宮内駅（岩手県岩手町）、
新玉名駅（熊本県玉名市）、
飯山駅（長野県飯山市）

新水俣駅（熊本県水俣市）、
七戸十和田駅（青森県七戸町）、
新函館北斗駅（北海道北斗市）

1 あり

筑後船小屋駅（福岡県筑後市）、
新鳥栖駅（佐賀県鳥栖市）、
黒部宇奈月温泉駅（富山県黒部市）

二戸駅（岩手県二戸市）、
本庄早稲田駅（埼玉県本庄市）、
出水駅（鹿児島県出水市）、
糸魚川駅（新潟県糸魚川市）

高速道路を備えた新幹線設置都市における大都市アクセス時間による差の検証（ｔ検定）その１

・新幹線設置都市の各種指標の成長性の分析結果（再掲）をもとに、高速道路がある都市のうち、最寄り大都市までの自動車移動時間が60分未満か、否か
でグループわけを行い、最寄り大都市までの60分かの違いによって、成長性に有意な結果が生じ得るか、という仮説について、ｔ検定で検証した。

仮説の検定対象

【製造品出荷額等の変化】

 Pr(T < t) = 0.4956         Pr(|T| > |t|) = 0.9912          Pr(T > t) = 0.5044
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        5
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.0116
                                                                              
    diff             -.0023427    .2014989                -.520312    .5156266
                                                                              
combined         7    .0185923    .0910291    .2408405   -.2041479    .2413326
                                                                              
       1         4    .0195963    .1695194    .3390389   -.5198902    .5590829
       0         3    .0172536    .0229974    .0398327   -.0816963    .1162035
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

最寄り大都市からの自動車ア
クセスが1時間未満の方が成
長率が低い
という帰無仮説は、棄却できな
い。

最寄り大都市からの自動車
アクセスの違いと、成長率の
差には違いがない、
という帰無仮説は、棄却でき
ない。

最寄り大都市からの自動車
アクセスが１時間以上の方が、
成長率が低い、
という帰無仮説は、棄却でき
ない。

対立仮説：1時間以内の方が、成長
率が低い

対立仮説：1時間以内かで成長性
に差がある

対立仮説：1時間以内の方が成長
性が高い

開通
年次

路線 都道府県 都市名 駅名
人口（人） 高速IC・

JCT数※
最寄り
大都市

移動時間（分） 製造品出荷額等
(2000→2015)

年間商品販売額
(1999→2014)

事業所数
(2001→2014)

従業者数
(2001→2014)

人口
(2000→2015)2015年国勢調査 自動車 鉄道

2002 東北 岩手県 二戸市 二戸駅 27,611 IC：1 盛岡市 77分 21分 （+5%） （-19%） （-10%） （-4%） （-17%）

2002 東北 岩手県 岩手町 いわて沼宮内駅 13,692 - 盛岡市 49分 12分 （-28%） （-49%） （-18%） （-16%） （-21%）

2004 上越 埼玉県 本庄市 本庄早稲田駅 77,881 IC：1 さいたま市 81分 22分 （+38%） （+195%） （-12%） （+0%） （-6%）

2004 九州 熊本県 水俣市 新水俣駅 25,411 - 熊本市 95分 25分 （-18%） （-6%） （-19%） （-11%） （-18%）

2004 九州 鹿児島県 出水市 出水駅 53,758 IC：1 鹿児島市 108分 23分 （-44%） （+24%） （-5%） （-5%） （-8%）

2010 東北 青森県 七戸町 七戸十和田駅 15,709 - 青森市 77分 15分 （-28%） （-7%） （-18%） （-20%） （-19%）

2011 九州 熊本県 玉名市 新玉名駅 66,782 - 熊本市 50分 9分 （-23%） （-33%） （-12%） （-5%） （-9%）

2011 九州 福岡県 筑後市 筑後船小屋駅 48,339 IC：2※ 福岡市 59分 24分 （0%） （+24%） （-7%） （+3%） （+2%）

2011 九州 佐賀県 鳥栖市 新鳥栖駅 72,902 IC：1、JCT：1 福岡市 42分 12分 （-1%） （-8%） （+11%） （+28%） （+20%）

2015 北陸 富山県 黒部市 黒部宇奈月温泉駅 40,991 IC：1 富山市 49分 12分 （+6%） （-19%） （-21%） （-7%） （-5%）

2015 北陸 新潟県 糸魚川市 糸魚川駅 44,162 IC：3 富山市 74分 27分 （+8%） （-33%） （-19%） （-15%） （-17%）

2015 北陸 長野県 飯山市 飯山駅 21,438 - 長野市 44分 11分 （-26%） （-17%） （-16%） （-12%） （-19%）

2016 北海道 北海道 北斗市 新函館北斗駅 46,390 - 札幌市 237分 202分 （-22%） （-15%） （0%） （+0%） （-1%）

※高速道路IC・JCT数には、バイパス等のICは含まない。筑後市自体にIC・JCTはないが、筑後船小屋駅から5km圏内にICが2か所あるため、それをカウントした。
・大都市との時間距離はNAVITIMEのルート検索より、平日午前8:00発（鉄道の場合は、8時～9時台で最も所要時間が短いもの）で検索。小浜市から京都市への鉄道の所要時間は北陸新幹線開業後を想定。最寄大都市の定義：直通
の新幹線を使用し、政令市又は県庁所在地へ最短移動時間で到着出来る都市と定義。

分析対象都市のグルーピング結果

・検定した結果、【従業者数（全産業）】と【人口】の変化について、最寄り大都市までの自動車移動時間が60分未満か否かと、成長性の差には有意な違いが
ない、と言い切れない（60分未満の方が成長性が高い）。【製造品出荷額等】、【年間商品販売額】、【事業所数（全産業）】の変化については、自動車移動時
間が60分未満か否かの違いによる成長性の差については有意な違いは見られない。
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高速道路を備えた新幹線設置都市における大都市アクセス時間による差の検証（ｔ検定）その２

【事業所数（全産業）の変化】

【従業者数（全産業）の変化】

 Pr(T < t) = 0.7493         Pr(|T| > |t|) = 0.5015          Pr(T > t) = 0.2507
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        5
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.7241
                                                                              
    diff              .0615674    .0850298               -.1570086    .2801435
                                                                              
combined         7   -.0902506    .0403762    .1068255   -.1890476    .0085465
                                                                              
       1         4   -.1166366    .0295297    .0590594   -.2106134   -.0226599
       0         3   -.0550692    .0926534    .1604804   -.4537247    .3435863
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.9012         Pr(|T| > |t|) = 0.1975          Pr(T > t) = 0.0988
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        5
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.4855
                                                                              
    diff               .140487    .0945708               -.1026151    .3835891
                                                                              
combined         7    1.41e-06    .0512914    .1357043   -.1255042     .125507
                                                                              
       1         4   -.0602073    .0306849    .0613699   -.1578605    .0374459
       0         3    .0802797     .104372    .1807775   -.3687966     .529356
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

最寄り大都市からの自動車アクセス
が1時間未満の方が成長率が低い
という帰無仮説は、有意水準10%で
棄却された。

最寄り大都市からの道路アクセスの違
いと、成長率の差には違いがない、
という帰無仮説は、棄却できない。

最寄り大都市からの道路アクセスが
１時間以上の方が、成長率が低い、
という帰無仮説は、棄却できない。

最寄り大都市からの道路アクセスの
違いと、成長率の差には違いがない、
という帰無仮説は、棄却できない。

最寄り大都市からの道ｚ路アクセスが
１時間以上の方が、成長率が低い、
という帰無仮説は、棄却できない。

最寄り大都市からの自動車アクセス
が1時間未満の方が成長率が低い
という帰無仮説は、棄却できない。

【人口の変化】

 Pr(T < t) = 0.9721         Pr(|T| > |t|) = 0.0558          Pr(T > t) = 0.0279
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        5
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   2.4809
                                                                              
    diff              .1766667    .0712117               -.0063889    .3597223
                                                                              
combined         7   -.0442857    .0480504    .1271295   -.1618609    .0732894
                                                                              
       1         4        -.12    .0291548    .0583095   -.2127835   -.0272165
       0         3    .0566667     .074461    .1289703   -.2637133    .3770466
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest pop_chg,by(hour)

最寄り大都市からの自動車アクセス
が1時間未満の方が成長率が低い
という帰無仮説は、有意水準5%で棄
却された。

最寄り大都市からの道路アクセスの違
いと、成長率の差には違いがない、
という帰無仮説は、有意水準10%で棄
却された。

最寄り大都市からの道路アクセスが
１時間以上の方が、成長率が低い、
という帰無仮説は、棄却できない。

【年間商品販売額の変化】

 Pr(T < t) = 0.2632         Pr(|T| > |t|) = 0.5265          Pr(T > t) = 0.7368
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        5
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.6804
                                                                              
    diff             -.4288552    .6303034               -2.049102    1.191391
                                                                              
combined         7    .2359056    .2976321    .7874605   -.4923738    .9641851
                                                                              
       1         4    .4197007    .5249098     1.04982   -1.250797    2.090198
       0         3   -.0091545    .1283964    .2223891   -.5615996    .5432905
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

最寄り大都市からの自動車アクセス
が1時間未満の方が成長率が低い
という帰無仮説は、棄却できない。

最寄り大都市からの道路アクセスの違
いと、成長率の差には違いがない、
という帰無仮説は棄却できない。

最寄り大都市からの道路アクセスが
１時間以上の方が、成長率が低い、
という帰無仮説は、棄却できない。

（個別検定結果）

・左片側検定より、 【製造品出荷額等】 、【年間商品販売額等】、【事業所数（全産業）】、【従業者数（全産業）】、【人口】の指標の変化について、高速道路がある
都市において最寄り大都市までの自動車移動時間が60分以上の方が成長性が低い、という帰無仮説は棄却できない。

・また、両側検定より、 【製造品出荷額等】、【年間商品販売額】、【事業所数（全産業）】、【従業者数】について、最寄り大都市までの自動車移動時間が60分未満
か否かという違いと各指標の成長性の差には違いがない、という帰無仮説は棄却できない（統計的に有意な差があるとは言い切れない）。

【人口】については、最寄り大都市までの自動車移動時間が60分未満か否かという違いと各指標の成長性の差には違いがない、という帰無仮説は有意水準
10%で棄却された（統計的に何らか有意な違いがある）。

・右片側検定より、【製造品出荷額等】、【年間商品販売額】、【事業所数（全産業）】について、自動車移動時間が60分未満の方が成長性が低い、という帰無仮説
は棄却できない 。ただし、【従業者数（全産業）】と【人口】については、それぞれ、有意水準10％、5%にて、自動車移動時間が60分未満の方が成長性が低い、
という帰無仮説は棄却された（60分未満の方が成長性が高い）。
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新幹線駅からの距離帯別産業立地動向の変化

・新幹線駅からの距離帯別の産業立地動向を分析するために、2001年から2014年における事業所数および従業者数に着目して、変化を整理した。

・本分析を行うにあたり、自治体（市町）単位では、エリア区分が大きすぎるため、メッシュ（約1km四方）の細分された地域区分で変化を捉えることとする。た
だし、2001年（事業所・企業統計）のメッシュデータは“日本測地系”で作成され、また、直近の2014年（経済センサス）のメッシュデータは“世界測地系”で
作成されており、同一メッシュ番号であったとしても、同じエリアの範囲を示すものではなく、同一区画内での単純な差分を算出することができない。

・そこで、本分析では、駅からの等距離圏域（～1km圏内、1～3km圏、3～5km圏、5～7km圏、7～10km圏）に含まれる事業所数および従業者数を集計し、
等距離帯ごとに立地動向の変化を集計値で比較した。

・以下に新幹線駅別の立地動向変化の概略をまとめる。

出典：総務省「事業所・企業統計メッシュデータ（2001年）、経済センサスメッシュデータ（2014年）」より作成

開通
年次

都道府県 都市名 駅名
人口（人）

高速IC・
JCT数※

最寄り
大都市

移動時間（分） 事業所数
(2001→2014)

従業者数
(2001→2014)

2015年
国勢調査

自動車 鉄道

2002 岩手県 二戸市 二戸駅 27,611 IC：1 盛岡市 77分 21分

・産業計は全距離帯で減少。特に商業の減少が大きい。
・不動産・物品賃貸業は全般的に増加にある（7～10km圏は微減）。
・サービス業は、1～3km圏、5～7km圏で増加が大きい。
・宿泊飲食サービスは1km圏内、5～7km圏で増加するも、その他の距
離帯で減少。

・産業計は1～3km圏、5～7km圏で増加。特に製造業、サービス業の増加が大きい。
・駅至近の1km圏内では製造業が大きく増加。
・その他の距離帯では減少傾向。
・建設業は全距離帯で大きく減少、運輸通信業、商業についても全般的に減少が大
きい。

2002 岩手県 岩手町 いわて沼宮内駅 13,692 - 盛岡市 49分 12分

・7～10km圏を除き、産業計は全般的に全距離帯で減少。
・商業の減少が大きいが、至近の1km圏内でわずかに増加。その他
駅至の1km圏内はサービス業も増加。
・宿泊飲食サービスは、数は小さいが全般的に現象。

・産業計は駅至近の1km圏内、7～10km圏で増加するが、1～3km圏の減少が大きい。
・ただし、商業、サービス業は1km圏内で大きく増加。
・建設業は全般的に大きく減少。製造業は3～5km、7～10km圏で増加し、その他距
離帯では減少。
・宿泊・飲食サービス業も全般的に減少が大きい。

2004 埼玉県 本庄市 本庄早稲田駅 77,881 IC：1 さいたま市 81分 22分

・駅至近の1km圏内は増加するも、産業計は他の距離帯では減少。
・建設業、製造業、商業、宿泊飲食サービス業は全般的に減少傾向
にあるが、そのうち、商業は、1km圏内では増加。
・その他に、不動産・物品賃貸業、サービス業は全距離帯で増加。

・産業計は駅至近の1km圏内の増加が顕著。1～3km圏、5～7km圏も増加。
・一方で、3～5km圏、7～10km圏の減少が大きい。
・建設業は全ての距離帯で減少し、その減少数は突出して大きい。
・製造業は1km圏内は微減であるが、その他距離帯で大きく増加。
・商業は1km圏内で大きく増加し、5～7km圏で増加するもその他距離帯では減少。
・不動産・物品賃貸業、サービス業、宿泊飲食サービス業は全ての距離帯で増加。
特にサービス業の増加が大きい。

2004 熊本県 水俣市 新水俣駅 25,411 - 熊本市 95分 25分

・産業計は全距離帯で減少しており、1～3km圏の減少が大きい。
・1～3km圏では商業、サービス業、宿泊飲食サービス業の減少が大
きい。
・不動産・物品賃貸業は1～3km圏においても僅かに増加。

・産業計は全距離帯で減少しており、1～3km圏の減少が大きい。
・1～3km圏においては、商業、建設業、宿泊飲食サービス業の減少が大きい。
・サービス業は全距離帯で増加。

2004 鹿児島県 出水市 出水駅 53,758 IC：1 鹿児島市 108分 23分

・3～5km圏内で僅かに増加するが、産業計は概ね全距離帯で減少。
・商業は全距離帯での減少が大きく、建設業の減少も比較的大きい。
・一方で、サービス業については、7～10km圏を除いて増加。

・産業計は3～5km圏で大きく減少するが、1～3km圏内および7～10km圏内では増加。
・建設業は全距離帯で減少が大きく、特に3～5km圏の減少が大きい。
・製造業は全距離帯で増加が大きく、サービス業は駅至近の1km圏を除いて増加、
宿泊飲食サービス業は3～5km圏を除いて増加。

2010 青森県 七戸町 七戸十和田駅 15,709 - 青森市 77分 15分

・駅至近の1km圏内は増加を示すが、その他の距離帯は大きく減少。
・1km圏内の増加は、商業、サービス業が牽引。
・商業、サービス業、宿泊飲食サービス業については1km圏内以外は、
減少が大きい。

・産業計は駅至近の1km圏内は増加、5～7km圏は僅かな増加を示すが、その他の
距離帯は大きく減少。
・1km圏内の増加は、建設業と公務を除いて、全般的に増加。その中でも、製造業、
運輸・通信業、商業、サービス業の増加が牽引。
・1km圏内を除くと、製造業、運輸・通信業、商業は減少傾向にある。

新幹線駅からの距離帯別の立地動向変化（事業所数、従業者数）まとめ ～その１～
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新幹線駅からの距離帯別産業立地動向の変化

開通
年次

都道府県 都市名 駅名
人口（人）

高速IC・
JCT数※

最寄り
大都市

移動時間（分） 事業所数
(2001→2014)

従業者数
(2001→2014)2015年

国勢調査
自動車 鉄道

2011 熊本県 玉名市 新玉名駅 66,782 - 熊本市 50分 9分

・産業計は全距離帯で減少。
・商業の減少が大きく、建設業も全般的に減少。
・サービス業、宿泊飲食サービスについては、3～5km圏、5～7km圏
で増加。

・産業計は3～5km圏、5～7km圏は増加するも、1～3km圏、7～10km圏は大きく減少。
・建設業、商業は全距離帯で減少。一方、製造業、サービス業は全距離帯で増加。
・製造業は、駅至近の1km圏においても高い増加を示す。
・サービス業は、3～5km圏、5～7km圏で増加が大きい。

2011 福岡県 筑後市 筑後船小屋駅 48,339 IC：2※ 福岡市 59分 24分

・産業計は全距離帯で減少。7～10km圏の減少が目立ち、商業の減
少が大きい。
・その中でも3～5km圏で運輸・通信業が増加、5～7km圏でサービス
業、宿泊・飲食サービスは増加。

・産業計は市中心部が含まれる3～5km圏、5～7km圏にて増加。製造業、運輸･通信
業、サービス業、宿泊・飲食サービス業の増加が牽引。
・その他の距離帯は、産業計で減少傾向にあり、1～3km圏、7～10km圏の減少が大
きい（建設業、商業の減少が大きい）。

2011 佐賀県 鳥栖市 新鳥栖駅 72,902
IC：1、
JCT：1

福岡市 42分 12分

・産業計は駅至近の1km圏内、3～5km圏は増加。
・産業別には運輸・通信業、サービス業、宿泊・飲食サービス業が増
加。
・3～5km圏内で増加（運輸通信業の増加、サービス業の全般的に
増加（5～7km圏を除く））
・5～7km圏内は大幅に減少、全般的に本距離帯は減少が目立つ
（商業、宿泊飲食サービス業は大きく減少）

・産業計は5～7km圏を除いて、全般的に増加。
・駅至近の1km圏内も増加しており、製造業、運輸・通信業、商業、サービス業、飲
食・宿泊サービス業の増加。
・3～5km圏内の大幅に増加は製造業、運輸・通信業、サービス業が牽引。
・一方で、5～7km圏内は大幅に減少しており、建設業、商業、金融・保険業、宿泊・飲
食サービス業、公務の減少が目立つ。

2015 富山県 黒部市 黒部宇奈月温泉駅 40,991 IC：1 富山市 49分 12分

・産業計は全距離帯で減少。
・ほぼ全ての産業において、全距離帯で減少を示し、特に、建設業、
商業の減少が大きい。
・一方で、サービス業の3～5km圏は僅かに増加。

・産業計は、3～5km圏で僅かに増加するも全般的に減少。
・建設業は全距離帯で減少し、減少数は突出して大きい。また、運輸・通信業、商業
について全距離帯で減少。
・製造業は全距離帯で増加しており、5～7km圏の増加が顕著。
・サービス業は、5～7km圏を除き増加を示し、宿泊・飲食サービスは、1～3、3～5、5
～7km圏で増加を示す。

2015 新潟県 糸魚川市 糸魚川駅 44,162 IC：3 富山市 74分 27分

・産業計は全距離帯で減少。
・商業の減少数が大きく、建設業、製造業、運輸・通信業、サービス
業は全般的に減少。
・1～3km圏においては宿泊飲食サービス業、不動産・物品賃貸業は
増加。

・産業計は、3～5km圏、7～10km圏で増加するも、その他の距離帯で大きく減少。
・3～5km圏の増加は製造業、サービス業が牽引。7～10km圏の増加は製造業が牽
引。
・1km圏内を除くと、建設業の減少が大きく、運輸・通信業、商業は全般的に減少。

2015 長野県 飯山市 飯山駅 21,438 - 長野市 44分 11分

・産業計は全距離帯で減少。特に商業、建設業は全距離帯で減少し
ており、減少数も大きい。宿泊飲食サービス業は1～3km圏で僅か
に増加するも、全般的に減少。
・多くの産業で減少する中、サービス業は1km圏内を除き、増加を示
す。

・産業計は全距離帯で減少。特に1km圏内の減少が大きい。
・1km圏内は、製造業、商業、公務、サービス業、運輸通信業の減少が大きい。
・減少が多い中、1～3km圏において、製造業、運輸通信業、サービス業、公務は増
加数が比較的大きい。
・1km圏内を除いて、サービス業、金融保険業は、全般的に増加傾向。

2016 北海道 北斗市 新函館北斗駅 46,390 - 札幌市 237分 202分

・1～3km圏は減少が見られるが、3～5km圏、7～10km圏は増加。
・3～5km圏、7～10km圏におけるサービス業の増加が顕著。
・1～3km圏の減少は、商業、宿泊飲食サービス業の減少が影響。

・1～3km圏は減少が見られるが、3～5km圏、7～10km圏は増加が顕著。
・3～5km圏、7～10km圏におけるサービス業の増加が顕著。
・1～3km圏において、建設業、サービス業は増加を示すものの、製造業、商業、運輸
通信業が減少。
・建設業は3km圏以上において減少が大きい。

新幹線駅からの距離帯別の立地動向変化（事業所数、従業者数）まとめ ～その２（つづき）～

・本分析では、駅からの等距離圏域（～1km圏内、1～3km圏、3～5km圏、5～7km圏、7～10km圏）に含まれる事業所数および従業者数を集計し、等距離帯
ごとに立地動向の変化を集計値で比較した。

・以下に新幹線駅別の立地動向変化の概略をまとめる。

出典：総務省「事業所・企業統計メッシュデータ（2001年）、経済センサスメッシュデータ（2014年）」より作成
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地方都市への企業進出事例調査等

佐賀県鳥栖市（新鳥栖駅）における開発計画等の概要

・新鳥栖駅西土地区画整理事業は、2011年3月に開業した九州新幹線新鳥栖駅を活用して、交流拠点都
市としてのまちづくりを進めるため、リーディング地区として、公共施設の整備改善、土地の区画形質の
変更による宅地の利用増進を図り、良好な都市機能を備えた健全な市街地の形質を目的とする事業。

・2008年10月に認可され、清算期間4年間を含む2019年3月末が事業期間。

＜土地区画整理事業＞

・前述（イ）の分析結果を踏まえて、新幹線駅設置都市のうち、都市の成長が顕著であった佐賀県鳥栖市（新鳥栖駅）、福岡県筑後市（筑後船小屋駅）に
着目して、文献調査等を実施し、企業進出の背景や取り組みなどについて整理した。

・まず、以下には、佐賀県鳥栖市（新鳥栖駅周辺）の開発計画等の概要を整理する。

・九州新幹線の全線開業に向けて、新幹線新鳥栖駅西地区において広域的な交流拠点にふさわしい都
市基盤整備を行うため、都市計画公聴会や都市計画審議会などの所定の手続きを経て、都市計画を変
更（2007年12月）。

＜九州新幹線新鳥栖駅周辺整備に伴う都市計画の変更＞

・新鳥栖駅の駅舎に、商業・業務・文化等の都市機能を備えた建築物を誘導することで、観光交流・生活
交流・ビジネス交流などの多様な分野が交わる交流拠点として、新鳥栖駅を中心に計画的なまちづくりを
進めるため、新鳥栖駅の駅舎を対象に地区計画を策定（2009年11月決定）。

・新鳥栖駅の地区計画の目標は、広域では「交通・人・情報の観光交流拠点」、地域では鳥栖及び周辺市
町の「生活交流拠点」、産業面では「ビジネス交流拠点」としての利便性を高め、商業・業務・文化等の都
市機能を集積した交流拠点となること。

・土地利用の方針は、駅の利便性を高め、商業・業務・サービス施設等が複合集積した地区として土地利
用を図る。

・ 市街化調整区域である本地区に建築可能な建築物の用途を定め、交流拠点として良好な環境を創出
するための建築物等を誘導する。

＜新鳥栖駅地区の地区計画の決定＞

（出典）鳥栖市HP「九州新幹線整備事業（新鳥栖駅周辺整備事業全
体計画図）」https://www.city.tosu.lg.jp/Material/23535.pdf

（出典）鳥栖市HP「新鳥栖駅西土地区画整理事業」https://www.city.tosu.lg.jp/964.htm

（出典）鳥栖市HP「九州新幹線新鳥栖駅周辺整備に伴う都市計画の変更」https://www.city.tosu.lg.jp/1222.htm

（出典）鳥栖市HP「新鳥栖駅地区の地区計画の決定」https://www.city.tosu.lg.jp/1222.htm
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佐賀県鳥栖市（新鳥栖駅）への企業進出事例

・鳥栖市は、鉄道の街として栄え、その後、高速道路も整備され、九州のクロスポイントとして陸上交通の要衝であり、地震等が少ない安定した土地、水資源が
豊富で工業用水の安定共有が可能であり、市制施行以後、一貫して増加を続ける豊富な労働力人口に支えられ、行政主導のもと古くから企業誘致の先進地
域で製造拠点も多い。また、 2006年度からは物流企業誘致に向けて踏み込んだ奨励金施策を実施し、物流関係の企業が数多く進出。

・九州初の重粒子線がん治療センター（サガハイマット）が新鳥栖駅至近に開業し、製造プラント診断を主テーマとする研究開発拠点の機能を有し九州における
産学官連携のイノベーションハブ機能を担う産総研センターや、シンクロトロン光の応用研究施設も鳥栖市内に立地しており、高度先端医療開発や先端製造
業誘致の目玉となる。
・新鳥栖駅西土地区画整理事業が完了した新幹線“新鳥栖駅”であるが、開業後の2年間は、駅周辺の土地利用の進展は乏しい。前出の“サガハイマット”が開
院に呼応するようにレンタカー店舗、量販店、共同住宅の開発がようやく進んだ程度。
・他方で、新鳥栖駅のパークアンドライドは好調で県外ナンバーも多く、広域的な移動の拠点として定着するも、新たな人の流れが街の賑わいにつながっている
状況といえず街の活性化につなげる工夫が求められている。

年次 立地事例 出典
1965年 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 九州センター 鳥栖市企業立

地ガイド2006年 九州シンクロトロン光研究センター

2013年 九州国際重粒子線がん治療センター（サガハイマット）

年次 立地事例 出典
A 1963～1969年 轟木工業団地（46.2ｈａ） 鳥栖市企業立

地ガイドB 1977～1989年 鳥栖商工団地（51.6ha）
C 1988～1990年 鳥栖西部工業団地（24.9ha）
D 1997年～ 鳥栖北部丘陵新都市（51.4ha）
E 2006～2013年 グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖（46.1ha）
F 2011年～ 鳥栖西部第二工業団地（1.8ha）
G （整備中） （新産業集積エリア鳥栖）（22ha）

＜最先端産業関連施設＞

＜産業団地＞

鳥栖市

新鳥栖駅

JR長崎線

九
州
自
動
車
道

画像年次2016/5/23

A轟木工業団地
B鳥栖商工団地

C鳥栖西部工業団地

D鳥栖北部丘陵新都市

F鳥栖西部第二工業団地

G（新産業集積エリア鳥栖）・・・整備中

Eグリーン・ロジスティクス・パー
ク鳥栖

九州国際重粒子線がん治療セ
ンター（サガハイマット）

国立研究開発法人
産業技術総合研究所 九
州センター

佐賀県立九州シンクロトロン光
研究センター

鳥栖JCT

至 福岡

至 大分

至 長崎

至 熊本

＜新鳥栖駅パークアンドライド駐車場＞

（出典）鳥栖市HP「新鳥栖駅周辺市営駐車場のご案内」

鳥栖市
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【参考】鳥栖駅（佐賀県鳥栖市）にかかる情報収集・検索結果

・開業当初（2011年3月）は上下計100本が停車し、新大阪まで直通のさくらは7本。2013年
時点（2年目）において、全体の停車本数は横ばい、大阪直通のさくらは、14本増便。
・駅周辺開発は、九州国際重粒子線がん治療センターの建設が進められている以外に、駅
開業後2年間は駅周辺の土地活用はあまり進展していない状況が続いていた。
・2013年5月に最新のがん治療病院「九州国際重粒子線がん治療センター・サガハイマッ
ト」が営業を開始。周辺では、レンタカー店舗、量販店、共同住宅、ホテル建設計画等の
開発が進む。
・サガハイマットは鳥栖・久留米地域を核とした高度先端医療の関連企業、研究者、研究機
関の集積地域、かつ、がんを中心とする高度な治療をグローバルにアピールし、世界中
からがん患者や家族が治療に訪れる世界有数の高度先端医療開発拠点としての発展が
期待。

（出典）西部読売新聞朝刊（2013/03/09）【p35】新鳥栖駅大阪直通が倍増 九州新幹線２年 周辺開発に
課題＝佐賀
住宅新報（2013/08/27）【p4】鑑定士協連レター佐賀・新鳥栖駅周辺の動き最新のがん治療病院
が開業
上記の記事を要約して作成

（出典）日刊工業新聞（2012/04/18）【p23】九州の自治体イチ押し施策（１）福岡県久留米市、佐賀県鳥栖市
上記の記事を要約して作成

・鳥栖市はもともと九州の陸上交通の要衝。（高速道路、JR、新幹線、JR貨物）
・物流企業の誘致促進に踏み込んだ施策を実施。
・産業技術総合研究所九州センター、佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターは先端製
造業誘致の目玉。

・新鳥栖駅周辺の活性化にどう取り組むかについての質問に、石丸健一企画政策部長は
新鳥栖駅周辺は「新幹線と在来線が交わる広域交流拠点でありながら、それを十分に生
かせていない。市街化調整区域であっても民間開発ができる地区計画の運用について
も検討したい」と述べ、一帯の開発に向けて調査研究する考えを示した。

（出典）佐賀新聞（2018/06/15）【p22】一般質問ピックアップ鳥栖市 新鳥栖駅周辺民間開発運用も検討
上記の記事を要約して作成

・九経調は、九州新幹線が「地域に根付いた存在」になったと分析。郊外の駐車場に車を
止めて公共交通機関に乗り換える「パークアンドライド」の導入で利用客を増やした新鳥
栖駅（佐賀県鳥栖市）の取り組みなどに触れている。

（出典）西部読売新聞（2016/03/02）【p8】九州新幹線地域に根付く九経調リポート九州全域の波及課題
上記の記事を要約して作成

・ＪＲ鳥栖駅と、（中略）九州新幹線・ＪＲ新鳥栖駅をさらに生かそうと知恵を絞っている。
・鳥栖駅と新鳥栖駅の間は約３キロで、線路と並行して走る県道沿いにはおしゃれな商店
などが連なる。
・鳥栖市は新幹線のルート選定で二つが重ならず、新旧２駅をベースにまちづくりを進める
ことになったが、ともに分岐機能を持ち、近接して二つの拠点があるのはむしろ幸運な部
分もある。
・２０２２年度には九州新幹線長崎ルートが開業する予定。それまで地域の一体的な発展
を目指し、さらに駅前の魅力を高めておくことが必要

（出典）佐賀新聞（2014/11/24）【p4】鳥栖駅と新鳥栖駅 相乗効果でにぎわい創出を
上記の記事を要約して作成

・新鳥栖駅では600台以上の駐車機能を持つパーク・アンド・ライド駐車場、20台規模の観
光バスプール、エレベーターやエスカレーターを含む自由道路などの駅周辺整備が進み、
今後の整備は2014年度までの新鳥栖駅西土地区画整理事業で完了する。
・課題は区画整理によってできた土地の活用。現在予定されているのは宿泊やレストラン
などを備えたホテルのみ。それも現段階では、具体的な動きまでには至っていない。
・新幹線から観光バスへの乗り換え拠点化を目指すバスプール。観光バスが集中する博
多駅からの誘致を狙い、修学旅行などの利用をＰＲ。
・国内４番目の希少な重粒子線がん治療センター。九州はじめ中国・四国も通院エリアに
想定され、鳥栖市長も、交通拠点としてのメリットを生かした「医療ツーリズム」に意欲を
見せる。
・駅周辺のハード面の整備はひとまず完了する。その後に待つのが、利便性の活用という
ソフト面での取り組み。
・新鳥栖駅を拠点に県内外の施設を結ぶ観光ルートの開発、グルメなどを組み入れた観
光提案に加え、新しい鳥栖の顔づくりという視点が欠かせない。

（出典）佐賀新聞（2013/02/17）【p3】論説 新鳥栖駅周辺整備
上記の記事を要約して作成

・パークアンドライド好調。観光や仕事で広域的に移動する拠点として定着が進む。

・新鳥栖駅がもたらした新たな人の流れを街の活性化につなげる工夫が求められる。

・新鳥栖駅周辺の駐車場もほぼ満車。県外ナンバーも目立つ。

・鳥栖市は駅周辺に約600台分の駐車場を整備。

・新鳥栖駅の利用者数の増加による新たな人の流れは、街のにぎわいに結びついていな
い。

・九州新幹線縦軸ルートに対して横軸となる「佐賀、福岡、大分、長崎、熊本」の5県の市町
等が連携して、2010年に新鳥栖駅観光情報ネットワーク連絡会を設立。

（出典）西部読売新聞（2016/03/13）朝刊【p37】新鳥栖駅５年人の流れ生かせ 九州新幹線
上記の記事を要約して作成
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地方都市への企業進出事例調査等（福岡県筑後市）

・前述（イ）の分析結果を踏まえて、福岡県筑後市（筑後船小屋駅）に着目して、文献調査等を実施し、企業進出の背景や取り組みなどについて整理す
る。

・以下には、筑後船小屋駅周辺に関する開発計画等の概要を整理する。

・筑後船小屋駅に隣接する筑後広域公園は、筑後地域唯一の県営公園として、“豊かさを体感できる公園”をテーマに、一級河川「矢部川」の緑豊かな
自然環境を活かし、幅広い年齢層がスポーツや文化活動など多様なレクリエーション活動を楽しむことができる地域住民の憩い・交流・健康づくりの場
として、1995年度から整備が進む。

福岡県筑後市（筑後船小屋駅）における駅周辺まちづくり構想の概要

・2011年3月の駅開業に向けて駅関連アクセス道路や駅前広場、駐車場棟の
都市施設整備を先行実施するも、駅周辺地区のまちづくりの方策やプラン
「筑後船小屋駅周辺まちづくり構想」は後発で策定（2012年3月）。

・筑後市都市計画マスタープランの方針を基本として、その他関連計画を参考
に地区の位置付けを整理。

・市内全域を対象とした市民アンケート、地元関係者やNPO等の団体の代表
者による市民会議の開催結果を踏まえて、筑後船小屋駅周辺まちづくり構想
策定会議にて、まちづくりの目標（基本理念）やテーマ（基本方針）を設定し、
分野別の整備方針を検討したもの。

＜まちづくりの目標とテーマ＞

＜駅周辺の将来の土地利用のあり方＞

（出典）筑後市都市対策課都市計画係「筑後船小屋駅周辺まちづくり構想（概要版）」より要約して作成

＜構想策定の背景＞
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福岡県筑後市（筑後船小屋駅）への企業進出事例

・筑後市は、筑後平野の中央に位置する田園都市で平坦な土地が広がり、古くから西海道が通じる交通の要衝であり、交通アクセスの良さを活かして、
企業誘致活動を展開し、多くの製造業企業が立地。

・全国的に人口減少社会にある中、順調に人口及び世帯数の増加が続く地域であり、2011年に、福岡県営筑後広域公園に隣接して、九州新幹線筑後
船小屋駅が開業。

・筑後広域公園内および周辺には観光施設、文化施設の拡充が進められ、新たな交流の核が生まれている。

・また、筑後船小屋駅の西側に、福岡ソフトバンクホークスファーム本拠地「HAWKSベースボールパーク」を誘致が決定し、2016年4月に開業した。

年次 立地事例 出典
① 2009.09 県営筑後広域公園内の宿泊施設「公園の宿」

オープン
2009/09/02西日本新聞朝刊

② 2010.03 炭酸泉を利用した初めての入浴施設「すずめ
湯」オープン （筑後船小屋温泉）

2010/03/02西日本新聞朝刊

③ 2011.10 「川の駅船小屋恋ぼたる」物産館オープン 2011/10/02西日本新聞朝刊
④ 2012.03 「川の駅船小屋恋ぼたる」温泉館オープン

（筑後広域公園内）
2012/03/02朝日新聞朝刊

⑤ 2013.03 九州ふそう八女サービスセンター
（）

2012/08/04西日本新聞朝刊

⑥ 2013.04 芸術文化交流施設「九州芸文館」オープン
（県営筑後広域公園内）

九州芸文館パンフレット

⑦ 2016.03 福岡ソフトバンクホークスファーム本拠地
「HAWKSベースボールパーク」オープン

2014/12/16商業施設新聞
筑後市ホームページ

⑧ 2017.07 株式会社カナモト九州総合機材センター（九州
初出店）

2018/08/03サーチナ株式投資
情報

⑨ 2019.春予定 福岡県みやま市に初ホテル 芝浦グループホー
ルディングスが建設予定（みやま市瀬高町長田
地区）

2016/07/02西日本新聞朝刊

八女IC

筑後船小屋駅
⑧

みやま市

八女市

大木町

広川町

久留米市

柳川市

筑後市

⑨
（長田地区）

⑦

⑤

②

①
④③

⑥

筑後市

画像年次2016/5/1

工業団地名 所在地
A 野町工業団地 筑後市野町
B 筑後機械工業団地 筑後市熊野
C 室岡工業団地 八女市室岡
D 鵜池工業団地 八女市鵜池
E 鵜池第二工業団地 八女市鵜池
F 今福工業団地 八女市今福

（出典）福岡県商工部企業立地課「平成29年度版福岡県の工業団地」
より

B

C

D

F

E

＜進出事例＞

＜筑後市および周辺に近接する工業団地＞

A
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【参考】筑後船小屋駅（福岡県筑後市）にかかる情報収集・検索結果

・筑後市津島の県営筑後広域公園に1日、宿泊施設「公園の宿」がオープンした。
・公園内では、2011年3月に九州新幹線「筑後船小屋駅」開業を控えており、関係者は「公
園の利用者や観光客増につなげ、地域振興のきっかけにしたい」と話している。

（出典）西日本新聞朝刊（2009/09/02）【p24】福岡県／公園の宿オープン 筑後市 地域活性化のきっか
けに／福岡ワイド
上記の記事を要約して作成

・JR線や高速道路網が整備され、交通の要所として栄えてきたかつての宿場町。
・新駅の設置は04年に決定。
・市は都市計画マスタープランで筑後船小屋駅を「広域交通結節点」を位置づける。
・市役所に近く、住宅街の広がる羽犬塚駅周辺を「中心拠点」とする将来像を描く。
・筑後市は人口が増えている数少ない自治体のひとつ。
・羽犬塚駅には特急や快速が停車するため、交通のアクセスがよく、移り住む住民が多い。

（出典）朝日新聞朝刊（2009/11/06）【p27】筑後市の玄関、どこに 市長選、8日告示／福岡県
上記の記事を要約して作成

・2011年3月の九州新幹線鹿児島ルート全線開通により、山陽新幹線との相互乗り入れも
始まり、関西まで広がる一大交流圏が出現。
・観光やビジネス客を取り込もうと、沿線の拠点都市は競い合い、響きあい、魅力に磨きをか
けている。
・筑後小屋駅の地元「船小屋温泉」では、駅開業を機に「かつてのにぎわいを取り戻そう」と
の機運が高まりをみせる。
・船小屋温泉は1842年に開湯。明治時代には文豪夏目漱石も来訪。最盛期の終戦直後に
は50軒近い旅館があったが現在は5軒程度と低迷。
・新幹線駅開業に合わせ、入浴施設を整備。1年ほど前から、鉱泉を沸かして入浴に利用で
きる方法を久留米大などと研究。
・県は隣接する県営筑後広域公園を整備中で、05年以降、体育館やテニスコート、多目的広
場、研修宿泊所などの利用を開始。
・市は公園内に市営の温泉施設を整備できないか検討中。

（出典）西日本新聞朝刊（2010/01/03）【p13】新幹線沿線都市に磨き 来年春 鹿児島ルート全線開通
上記の記事を要約して作成

・筑後市の船小屋温泉に炭酸泉「すずめ湯」がオープン。
・筑後商工会議所が、九大や久留米高専と共同研究して、これまで入浴に利用できなかった
源泉をゆっくり加温することで二酸化炭素をお湯に閉じ込める設備を開発。

（出典）西日本新聞朝刊（2010/03/02）【p24】福岡県／炭酸泉「すずめの湯」オープン 筑後市の船小屋
温泉 ゆっくり加熱、入浴可能に／筑後
上記の記事を要約して作成

・筑後市が県営筑後広域公園内で、美肌効果があるとされる炭酸水素塩温泉を掘り当て、2

月に入浴施設の建設に着手。
・筑後商工会議所が開設した既存施設の「すずめ湯」との相乗効果に期待。

（出典）西日本新聞朝刊（2011/01/07）【p21】福岡県／くらし・経済＝広域公園で掘り当てた温泉「美肌に
効果あり」入浴施設10月開業に弾み 筑後市調査で判明／ちっご
上記の記事を要約して作成

・大手トラックメーカーの三菱ふそうトラック・バス（川崎市）は3日、筑後市長浜に直営整備工
場「九州ふそう八女サービスセンター」の開設に向けて市と企業立地協定を締結。
・トラック、バスの分解整備等を行う。
・環境に配慮したモデル工場として、低炭素を実現するシステムを導入。
・車両の交換用部品を常備。九州7県の29工場へ即日配送も可能となる。

（出典）西日本新聞朝刊（2012/08/04）【p28】福岡県／三菱ふそう 筑後市進出 来年3月めどに整備工
場／筑後 を要約して作成

・福岡ソフトバンクホークスは25日、ファーム本拠地を筑後市に決定。
・新幹線駅と鹿児島本線の在来線駅がある「筑後船小屋駅」にファーム本拠地球場、およ
びその他関連施設整備を計画。
・2015年1月着工、16年シーズンから供用開始を目指す。
・アクセスは博多駅から九州新幹線を利用すると24分。

（出典）サーチナ株式投資情報（2018/08/03）カナモトは調整一巡して出直り期待、18年10月期増収増
益・連続増配予想
上記の記事を要約して作成

・みやま市瀬高町長田地区にホテルを建設するとして、北九州市の芝浦グループホール
ディングスは1日、みやま市と立地協定を締結。
・ホテル進出はみやま市内で初めて。2017年度に着工し、19年春ごろ完成を目指す。
・市長は「新しいホテルは九州新幹線筑後船小屋駅や、ソフトバンクホークスの新ファーム
球場にも近い。市は全力を挙げて建設に協力する」と話した。

（出典）西日本新聞朝刊（2016/07/02）【p30】福岡県／みやま市に初のホテル 芝浦グループ 19年春に
開業へ／筑後
上記の記事を要約して作成

（出典）建設通信新聞（2013/12/27）【p10】候補地は筑後市／ソフトバンクのファーム本拠地
商業施設新聞（2014/12/16）【p4】地域開発フラッシュ（スポーツ施設）福岡ソフトバンク、筑後市に
ファーム球場
上記の記事を要約して作成

・建設機械レンタル大手、カナモトは2018年7月に九州初出店となる九州総合機材センター
（福岡県筑後市）と福岡営業所（福岡県福岡市）を開設。



章区切り

22

（１）可能性検討
3）産業振興・雇用創出
（ウ）新たな働き方に関する最新動向調査
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LINE 本文ページ

小浜市の生活・居住面の強み・弱みにおける就業面に関する抽出

・既存の市民アンケート調査および本年度実施した大都市住民に対するWEBアンケート調査結果より、生活・居住面における小浜市の強み・弱みに関
する回答結果を通じて、就業面に関する諸課題を抽出した。

強み 弱み

大都市住民
アンケート
（京都、大阪、滋賀）

※過去5年に2回以上小浜
市への来訪経験を有する。

・WEBモニターアンケート
（2019.2）回収数524

○小浜市のイメージとして、「美しい自然、海と緑」、「新鮮な海産物
や伝統の味」に特化。

○近隣の大都市圏である「京都」「大阪」の住民の約半数（5割弱）
は、小浜市を移住/2地域居住先として、検討候補になり得る。

○「スローライフを実現」、「食べ物や水・空気が美味しい」が、小浜
市を移住/2地域居住先として関心を抱く理由の上位に位置する。

○一般的な移住/2地域居住の条件として、「仕事がある」以外に、
「海が見える自然環境」を上げる回答が1割以上存在。

＊一般的な居住地の選択要因として、「仕事がある（自分のスキル、
経験を活かせる）（正規雇用）」ことを条件とする割合が高い。

○小浜市への移住/2地域居住に対する不安として「働き口の確保・
給料が下がる可能性」を挙げる声が最も多く、半数弱存在。

○小浜市への移住/2地域居住に対する不安として、「日常生活の
利便性」、「移住先の人間関係」を挙げる回答割合が高い傾向。

既存調査結果
総括
（既存アンケート調査、小
浜市総合戦略における
人口抑制に向けた課題）
・小浜市民アンケート、市内
学生アンケート、転入者/転
出者アンケート

○小浜市民の誇り、市外からみた小浜市の良いところとして、“海”、
“海産物”、“食”、“自然環境”が共通のキーワードとして頻出。

○その他、歴史、文化、伝統という、古代より栄えた小浜市ならでは
の環境（財産）が掛け合わさり、小浜市の魅力を形成。

○住民の人情、治安がよい、教育環境がよい、など、“人”の良さが
感じられる状況。

○市内生活において交通面の不便さが、小浜市の弱みとして上位。

○転出の大きなタイミングとなる就職において、希望する職種、企
業がない、企業の新規進出が乏しいとの回答が目立つ。

［就職先の不足、学んだ技術・知識を発揮できる産業の不足、求
人と求職の職種のギャップが大きい、新卒採用の減少 等］

○日常生活の不便さを挙げる回答も多い。

○交通面のほか、中心市街地の低迷、経済活力の活性化の必要
性を挙げる声が多い。

○女性にとっての住みやすさに配慮する必要がある。

総括
（まとめ）

○小浜市に対するイメージとして、市民が誇りに思う内容と大都市
圏の住民がイメージする内容は一致。（海、自然、海産物、食）

○今後、北陸新幹線の全線開通により、大幅なアクセス向上が見
込まれる近隣大都市圏住民（京都、大阪）にとって、小浜市は、
移住先/2地域居住先の検討候補としてのポテンシャルを有する。

⇒スローライフの実現、食べ物や水・空気が美味しいという、移住/2

地域居住に求める大都市住民の欲求に応じられる、小浜市の魅
力資源の磨き上げや、小浜市出身者以外へも広く魅力資源の広
報ＰＲが重要。

○市民および大都市住民が認識する小浜市の弱みとして、「交通
の不便さ」、「日常生活の不便さ」を挙げる割合が高い。

○大都市住民の一般的な居住地の選択要因は「仕事がある」こと
が主たる条件となるが、小浜市への移住/２地域居住への不安と
して、働き口の確保・給料が下がる可能性を懸念する声が多い。

⇒中心市街地をはじめ、経済活力みなぎる小浜市の実現に向けて、
交通利便性の向上、就業機会の拡充、多様な働き方の実現を可
能とする環境づくりなどが重要な取り組み課題。

⇒「元気な小浜の姿」を市内外が認識できる、住民が主体となった
積極的な活動を促す支援が重要。

※広義に就業面に関わる内容を着色して表示
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LINE 本文ページ

［参考］生活・居住面に関する大都市住民アンケート結果

・本年度実施した大都市住民に対するWEBアンケート調査結果より、移住や2地域居住に関する意識調査結果の概要をまとめ、広義に就業面に関わる
内容を抽出した。

結果概要

大都市住民
（京都、大阪、滋賀）

※過去5年に2回以上小
浜市への来訪経験を
有する方を対象。

・WEBモニターアンケー
ト（2019.2）回収数524

○小浜市の印象は、「美しい自然・緑と海」が最も高く（78.6%）、「新鮮な海産物や伝統の味」も半数以上（56.7%）が選択。

○地方（小浜市に限らず）への「移住や2地域居住」への関心は、半数以上（53.4%）が関心あり。（30代の関心が高い66.3%）

○小浜市を移住/2地域居住先として関心を持っている層は、42.1%（半数弱）。（隣接する京都府の関心層は47.6%とやや高い。）

理由 ・スローライフを実現したい（23.6%）、食べ物や水・空気が美味しい（25.4%）

・年齢別には、50代は出身地（近い）とする回答が高くUターン思考が顕著（21.4%）。

・60代以上は趣味を楽しみたいとする回答も上位（31.3%）。食べ物や水・空気が美味しい、は同率。

○居住地の選択要因として重視する項目

・「仕事がある（自分のスキル、経験を活かせる仕事）」が最も高く（27.1%）、「仕事がある（正規雇用）」も比較的高い（22.5%）。

・仕事面以外では、自然環境が豊か（海が見える）の回答が高い（11.8%）。

年齢別の傾向

・20代は、全体傾向と類似であるが、仕事がある「自分のスキル、経験を活かせる」や「正規雇用」への回答の集中が顕著（41.7％、
29.2%）。

・30代は、全体傾向と類似。仕事がある「自分のスキル、経験を活かせる」（37.3%）や「正規雇用」（23.7%）が上位。

・40代は、仕事がある「正規雇用」（31.6%）が「自分のスキル、経験を活かせる」（24.1%）を逆転。

・50代は、仕事がある、への回答が多様化。「自分のスキル、経験を活かせる」（23.2%）、「正規雇用」（18.8%）、「趣味を仕事にできる
環境」（13.0%）。

・60代以上は、自然環境が豊か（海が見える）の回答割合が突出（24.5%）、第2位は仕事がある（自分のスキル、経験を活かせる）
（18.4%）。

○小浜市への移住/2地域居住に対する不安として、「働き口の確保・給料が下がる可能性」が最も高く（44.9%）、「日常生活の利便性」
（34.7%）、「移住先の人間関係」（33.1%）と続く。

年齢別の傾向

・40代（第1位は日常生活の利便性）、60代以上（第1位は公共交通の利便性、第2位は日常生活の利便性）と、働き口の確保・給料が
下がる可能性、ではない回答が第1位。

・都会からの交通アクセス、の回答が30%以上と比較的関心が高い年齢層は、30代、50代。

・移住先の人間関係の回答が30%以上と比較的関心が高い年齢層は、40代、50代。

※広義に就業面に関わる内容を着色して表示
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LINE 本文ページ

［参考］生活・居住面に関する小浜市の強み・弱みの整理（既存調査）

・既存調査（アンケート調査等）より、生活・居住面における小浜市の強み・弱みに関する回答結果を通じて、就業面に関する諸課題を抽出した。

既存調査等 強み 弱み

小浜市民
※市民アンケート調査（2015

年1～2月実施）回収数998

○住みよい、とする回答（66.3％）が前回調査より改善（＋1.3％）
【満足が高い項目】
・上水道、下水道の整備
・健康づくり支援（検診、感染予防等）
・その他（道路網の整備、ゴミの減量化・資源化の推進、食のまちづく
りの推進は満足率4割以上）

○市外に誇る小浜市の特徴は、海・海産物、自然・緑が過半数以上、
・新鮮な海産物や伝統の味（71.5％）、美しい自然/緑と海（64.8％）、
豊かな歴史/文化財（46.2％）、住んでいる人の人情/気風が豊かなと
ころ（24％）、郷土色豊かな祭り/伝統芸能（13.7％）、郷土色豊かな
民芸品/工芸品（12.0％）

○住みにくい、とする回答（15.0%）が前回調査より悪化（＋1.2%）
○女性にとって、住みにくいとする回答（14.6%）、について前回調査よ
り悪化の程度が高い（+2.3%）。
【不満が高い項目】
・公共交通機関の整備
・中心市街地の活性化
・医療体制の整備（小浜病院の体制、休日診療等）
・産業の振興、企業誘致の推進
（その他、防災環境の整備、防犯対策の推進、労働環境の整備は不
満足率4割以上）

市内学生
（次代を担う若い世
代）
※高校生・専門学生・大学生
アンケート（2015年6月）回
収数：643

○卒業後、小浜市に住みたいが13.1％（小浜市出身者では28.0％）（一
定数は住みたいという回答あり。）

【住みたい理由】
・愛着がある（50.0％）、住むのみ快適な環境（39.3％）、希望する仕
事がある（31.0％）、実家・家業がある（26.2％）が上位。

○卒業後、小浜市に住みたくないが46.2％（小浜市出身者では32.2％）
【住みたくない理由】
・希望する仕事がない（45.8％）、小浜市の生活が不便（36.5％）、地
元（小浜市以外）に愛着がある（31.6％）が上位。

市外の視点
（転入者、転出者）
※転入・転出者アンケート
（2015年3月～4月）回収
数：87（入52、出35）

【転入者が小浜市を居住地として選択した理由】
・自然環境がよい（19.6％）、・家族が住んでいる（19.6％）、親、子の
家が近い、同居する（15.2％）、知人、友人がいる（10.9％）、食べ物
がおいしい（8.7％）、買い物が便利（8.7％）、出身地だから（8.7％）

【転出者がまた住みたいと思う理由（10名回答）】
・自然環境がよい（60.0％）、出身地である（50.0％）、家族が住んでい
る（50.0％）、持家がある（40.0％）、教育環境が良い（30.0％）、食べ
物がおいしい（30.0％）、治安がよい（30.0％）、人が優しい（30.0％）

【小浜市に戻る予定がないとする転出者の理由（8名回答）】
・交通の便が悪い（50％）
（以下は、それぞれ回答数1：大規模ショッピングセンターや娯楽施設
がない、通勤通学が不便、就職先がない、活気がない）

既存アンケート調
査からみる総括

○小浜市民の誇り、市外からみた小浜市の良いところとして、“海”、“海
産物”、“食”、“自然環境”が共通のキーワードとして頻出。

○その他、歴史、文化、伝統という、古代より栄えた小浜市ならではの
環境（財産）が掛け合わさり、小浜市の魅力を形成。

○住民の人情、治安がよい、教育環境がよい、など、“人”の良さが感じ
られる状況。

○市内生活において交通面の不便さが、小浜市の弱みとして上位。
○転出の大きなタイミングとなる就職において、希望する職種、企業が
ない、企業の新規進出が乏しいとの回答が目立つ。

○日常生活の不便さを挙げる回答も多い。
○交通面のほか、中心市街地の低迷、経済活力の活性化の必要性を
挙げる声が多い。

○女性にとっての住みやすさに配慮する必要がある。

※広義に就業面に関わる内容を着色して表示
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LINE 本文ページ

小浜市総合戦略検討資料より、小浜市の人口減少抑制に向けた課題について、総合戦略（国）の基本目標に照らして、キーワードを要約して下表に整
理する。

そのうち、【就職先の不足】、【学んだ技術・知識を発揮できる産業の不足】、【求人と求職の職種のギャップが大きい】、【新卒採用の減少】、が小浜市の
人口抑制に向けた「雇用面」に関する課題である。

［参考］小浜市総合戦略における人口抑制に向けた課題まとめ

総合戦略（国）の基本目標 小浜市の人口減少抑制に向けた課題

安定した雇用を創出する ・生活の基盤となる就職先の不足。
・外で学んだ技術・知識を発揮できる産業等が不足（誘致、育成が必要）。
・企業求人と求職者との職種のギャップが大きい（特に女性）。
・新規学卒者の採用予定の減少。

新しい人の流れをつくる ・中心市街地の活力や賑わいの不足、空地・空き店舗の増加。
・地域資源（食、歴史文化等）の活用が不十分。
・若者に魅力ある施設・場所が不足。
・小浜市の良さのPR不足。

若い世代の結婚・出産・子育ての希望を
かなえる

・子育て支援の充実（金銭面、支援センター、学童保育、子育て情報等）
・出会い、きっかけが少ない。
・妊娠、出産への支援。

時代に合った地域をつくり、安心なくらし
を守るとともに、地域と地域を連携する

・生活基盤の更なる充実（安全安心な暮らしの実現）。
・地域コミュニティの希薄化。
・交通利便性が低い。
・市民意見を聴取する機会の不足。
・広域連携の不足。

（出典）小浜市「総合戦略検討資料」より要約して作成

小浜市総合戦略における人口抑制に向けた課題まとめ
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LINE 本文ページ

就業面に関する課題への対応策（案）

・小浜市内外の視点に基づく、小浜市の強み・弱みの整理結果から、特に就業面に対する諸課題に着目して、対応策（案）を検討した。

・これらの諸課題の解決に向けて、近年の働き方改革の一環として提唱される時間や場所に依らない自由な働き方を推奨する動きを踏まえて、以下に
示す取り組みが必要であると考えられる。

○市民および大都市住民が認識する小浜市の弱み
として、「交通の不便さ」、「日常生活の不便さ」を
挙げる割合が高い。

○大都市住民の一般的な居住地の選択要因は「仕
事がある」ことが主たる条件となるが、小浜市への
移住/２地域居住への不安として、働き口の確保・
給料が下がる可能性を懸念する声が多い。

⇒中心市街地をはじめ、経済活力みなぎる小浜市の
実現に向けて、交通利便性の向上、就業機会の
拡充、多様な働き方の実現を可能とする環境づく
りなどが重要な取り組み課題。

⇒「元気な小浜の姿」を市内外が認識できる、住民が
主体となった積極的な活動を促す支援が重要。

移住・定住面からみる小浜市の弱み（まとめ）

※広義に就業面に関わる内容を着色して表示

課題解決に向けた取り組みの柱

○企業誘致、サテライトオフィス機能の誘致

○知的対流の促進支援、新産業の創出支援

等
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企業におけるテレワーク利用の実態
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（出典）総務省「平成30年版情報通信白書 ICT白書：人口減
少時代のICTによる持続的成長」（p.182）

（原出典）総務省「通信利用動向調査」（各年）より作成

企業のテレワーク導入率の推移

・ICTの活用により時間と距離の制約を克服できる可能性が広がり、これまで以上に女性や高齢者の労働市場への参加実現も可能になると見込まれ
る。

・情報通信白書（平成30年版）によると、 「多様な人々が働きやすい環境を整備することは、個人の生産性をより高め、一人あたりの所得を増加させる
ことにもつながるため、人口減少社会における持続的な成長にも貢献する」可能性があるとされる。

・ICT技術の活用を見据えた、多様な人材の労働参加促進の観点から、まずは企業におけるテレワーク利用の広がり状況について現状整理を行った。

＊企業のテレワーク導入率は、緩やかな増加傾向にある。

＊テレワークの利用意向について、「既に利用している」、「現在利用したいが、積極的に利用したい」、「現在利用していないが、利用してみたい」を合わせた
利用に前向きな回答は、20歳代で5割を超え、若い年齢層ほど利用意向が高い傾向が伺える。

テレワークの分類

（出典）総務省「平成30年版情報通信白書 ICT白書：人口
減少時代のICTによる持続的成長」（p.182）

（原出典）総務省「平成29年通信利用動向調査」（2018）よ
り作成

テレワーク
・ICTを利用し、時間や場所を有効に活用で
きる柔軟な働き方

分類 内容

在宅勤務 自宅でのテレワーク

モバイルワーク 営業活動など、外出先で業務
を行うテレワーク

サテライトオフィス勤
務

本来の勤務先以外のオフィス
で行うテレワーク
企業が整備した専用の拠点や
支店を利用する「専用型」と、
共有のサテライトオフィスを利
用する「共有型」の2つに細分
される。

テレワークの利用意向
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現在利用していないが、利用してみたい
現在利用しておらず、あまり利用したくない
現在利用しておらず、全く利用したくない

(%)

（出典）総務省「平成30年版情報通信白書 ICT白書：人口
減少時代のICTによる持続的成長」（p.183）

（原出典）総務省「ICTによるインクルージョンの実現に関
する調査研究」（2018）より作成

テレワークという言葉を聞いたことがある人を対象にした調査。
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企業におけるテレワーク利用のメリットと課題

・テレワークのメリットは、情報通信白書（平成30年版）によると、「【企業側には、産業競争力の維持・向上や人材の離職抑制・就労継続支援の創出など
の効果】が期待でき、【従業員側にはワーク・ライフ・バランスの向上や仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上などの効果】が期待できる」とされる。

・就労者のテレワーク利用の理由から、就労者が実感するテレワークのメリットを整理すると、

＊「通勤時間・移動の削減」（71.5％）、「自由に使える時間の増加」（68.1％）が多い。

＊20代女性、30代女性の回答について「育児・子育てと仕事の両立」が、それぞれ52.5%、38.7%と子育て世代の女性の社会的に活躍の幅を広げ
ることに役立つものである。

・テレワーク利用の課題として「会社のルール整備」、「テレワーク環境が社会的に未整備」が半数近くを占めており、広く一般社会への定着／普及の面
においても課題を有する。

テレワークのメリット

テレワーク利用の課題

49.6 

46.1 

28.0 

24.6 

15.5 
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会社のルールが整備されていない

テレワークの環境が社会的に整備されていない
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セキュリティ上の問題がある
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同僚が理解しない

テレワークの費用が高い

家族が嫌がる

その他

課題と感じるものは特にない

（％）

（出典）総務省「平成30年版情報通信白書 ICT白書：人口減少時代のICTによる持続的成長」
（p.185）より作成

（原出典）総務省「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」（2018）

（出典）総務省「平成30年版情報通信白書 ICT白書：人口減少時代のICTによる持続的成
長」（p.185）をもとに強調部分にオブジェクト（枠囲い）をして作成

（原出典）総務省「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」（2018）

（複数回答）

テレワークを利用する／したいと考える理由

（出典）総務省「平成30年版情報通信白書 ICT白書：人口減少時代のICTによる持続的成
長」（p.183）をもとに強調部分にオブジェクト（枠囲い）をして作成

（原出典）総務省「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」（2018）
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経営課題に対するテレワークの有効性

（出典）総務省「働き方改革のためのテレワーク導入モデル（2018年6月）」（p.32～36）より作成

①生産性向上

■業務効率改善

・導入に際しては、業務の棚卸をはじめとして、業務フローの見直しや資料の電
子化などが必要となるため、テレワーク導入が結果的に業務効率改善を実
現。

・在宅勤務やサテライトオフィス勤務の際は資料作成や企画検討といった作業に
専念し、割り込みを発生させない業務運用とすることで、従業員一人ひとりの
生産性が向上。

■労働時間削減

・従業員の自宅勤務や自宅近くのサテライトオフィス勤務による直行直帰の実現
により、移動時間の削減、もしくは報告作業に要する残業発生を防止。

・テレワークを実施する社員が上長の許可を得る際及び実施後に、テレワーク対
象業務の予定と実績を報告させることにより、緊張感を高め、より短い時間で
の業務遂行が実現。

②外部環境変化への対応

■グローバル対応

・時差のある海外とのやり取りもテレワークを活用することで、早朝出勤や深夜残
業をしなくても、在宅での対応が可能。

■企業文化刷新

・「指示待ち」「変化を嫌う」といった組織風土の改革のための制度・仕組みの刷
新に対して、テレワーク実施に必要となる各従業員への自律性や主体性の醸
成に貢献。

■地方創生

・地方に暮らしながらテレワークを活用し都会と同じ仕事を実施可能。また、都市
部から地方への人や仕事の流れを創出し、地方創生の実現に寄与する柔軟な
働き方を実現。

■合併対応

・拠点が離れている企業が合併した場合に、テレワークを活用することでコミュニ
ケーション促進(拠点間の遠隔会議)や業務効率化(他拠点でのスポットオフィス
利用)を図ることが可能。

③人材確保

■離散防止

・テレワークは時間や場所にしばられずフレキシブルな働き方ができるため、育児や
介護などをしながらも継続して勤務が可能になり、優秀な従業員の離職を防止。

・就業意欲があっても家庭の事情などで十分な労働時間を確保できなかった人材に
とり、柔軟な働き方ができるテレワークは、仕事への意欲向上に貢献。

■採用強化

・従業員の働きやすさに配慮してワーク・ライフ・バランスの実現を重要視して施策を
立てている企業であるとのイメージにつながり、採用力強化が期待。

・積極的に従業員の働きやすさを向上させようとする企業の姿勢は、従業員からの
信頼感の向上に貢献。

④BCP(業務継続)対応

・停電や公共交通麻痺の混乱の中でも、復旧を早めることが期待され、在宅勤務
などにより事業継続が実現。

・新型インフルエンザなどのパンデミックの発生時には、他人との接触を防ぐこと
により感染拡大を抑止。

・非常時に速やかにテレワークが実施できるように、平常時からテレワークを行い
働き方に慣れておく。

・総務省「働き方改革のためのテレワーク導入モデル（2018年6月）」（p.32～36）より経営課題に対するテレワークの有効性（メリット、効果）について以
下に要約整理する。
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クラウドソーシングによる地方での働く機会創出

・自営型テレワークは、働く場所や労働時間を、契約の範囲で働き手が自由に選択可能であり、自宅やコワーキングスペース等を利用することにより、
ライフスタイルに合わせた働き方を実践しやすくなる。

・自営型テレワークには、働き手の所属の違いにより、個人の事業主が単独で業務を請け負う個人型と、個人の事業主からなるグループで請け負うグ
ループ型に分類される。

・自営型テレワーカーが業務を受託する手段としてクラウドソーシング［不特定の人（crowd=群衆）に業務委託（sourcing）する］の取り組みが注目され
ている。

※情報通信白書（平成30年版）によると、「地方における人口流出の要因のひとつとして、地域の雇用環境に多様性がないことから、自分が望む仕事
に就けないために都市へ移動せざるを得ないことがある。」とされ、地域で仕事の機会を創出する手段として、クラウドソーシングの活用が提示され
ている。

・総務省が推進する「ふるさとテレワーク」は、地方でも都会と同じように働ける環境を実現し、人や仕事の地方への流れを促進することを目的としてお
り、企業が地方に拠点を整備することによる雇用型テレワークを実現し、クラウドソーシングを活用して地方での働く機会の創出を目指すもの。

クラウドソーシングの概念図

（出典）総務省「平成30年版情報通信白書 ICT白書：人口減少時代のICTによる持続的成
長」（p.188）

（原出典）総務省「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関する調査研究」（2014）よ
り作成

自営型テレワーカーの働き方（所属の違いによる分類）

（出典）総務省「平成30年版情報通信白書 ICT白書：人口減少時代のICTによる
持続的成長」（p.188）

（出典）総務省「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」（2018）
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ふるさとテレワーク（クラウドソーシング）による地方での働く機会創出の事例

（出典）総務省「ふるさとテレワークポータルサイト」（https://www.furusato-telework.jp/）

■総務省 ふるさとテレワークポータルサイト

・「ふるさとテレワーク」とは、地方のサテライトオフィス等においてテレワークにより都市部の仕事を行う働き方。

・都市部から地方への人や仕事の流れを創出し、地方創生の実現に貢献するとともに、地方における時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方を促
進し、働き方改革の実現にも貢献。

・ふるさとテレワークポータルサイトで提示されている先行モデル事業のうち、ふるさとテレワークセミナー等において“先進事例”として前年度実施された
3事業程度がピックアップされ紹介されている。これら事業に着目して、テレワーク事業の実施後の振り返りとして、認識された課題を整理し、テレワーク
環境整備事業における留意点を抽出する。

ふるさとテレワーク概念図 先進事例からみる事業実施後に生じ得る諸課題等のまとめ

取り組み内容（集約） 今後に向けた課題等（集約）
■施設整備（サテライトオフィス、コワー
キングスペース等）

・既存ストックの再利用、リノベーショ
ン等も多い

■企業のサテライトオフィス誘致

■クラウドソーシング事業の実施（本社
事業、業務の受注）

■人材育成（テレワーカーの育成、地
元学生への講習、起業や就業のス
キルアップ）

■新たなビジネス（機会）創出

■誘致企業や移住者と地域との接点
づくり

■テレワークの社会一般への普及活
動・認知度の向上

■新たな土地での人間関係づくり（地
域・地元も認め合う）

■立地企業の認知度不足（警戒感）

■人材不足（基礎的素養、エンジニア
スキル）

■地元の人間の関与（内・外から人や
企業が集う場所へ）

（出典）総務省「ふるさとテレワークポータルサイト」（https://www.furusato-telework.jp/）の先進事
例を参考に集約整理して作成。
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その他、地方におけるビジネス創出事例（徳島県神山町）

・徳島県神山町（人口5,300人：2015年国勢調査）は、人口減少・高齢化が進む徳島県の中央に位置する山間地域の小さな自治体であるが、近年、ＩＴ系

のサテライトオフィスの進出やアート面で賑わいが生まれているクリエイティブな田舎として着目されている。

・また、徳島県では、テレビの地上デジタル化移行時（2011年）に受信できる電波が大幅に削減（10波⇒3波）することが見込まれていたため、ケーブルテ

レビが視聴できるよう山間部を含めて、光ファイバー網が県主導で敷設され、ブロードバンド通信環境が整っていたことも好条件であった。

神山町で起こった変化の背景

・神山町へのサテライトオフィス誘致のキーマンは、特定非営利活動法人（NPO
法人）グリーンバレー（2004年設立）の大南信也氏（神山町出身）。

・1999年に、「アーティスト・イン・レジデンス（海外の芸術家を待ちに招聘し、滞
在中の作品制作を支援）」の活動を実施。

・2004年に「「日本の田舎をステキに変える！」をミッションとしてNPO法人を設
立。

・2008年に「ワーク・イン・レジデンス（神山町が将来必要とする人材を逆指名し
て移住を募る）」の活動を開始。人材を指名することで主体的な町のデザイン
が可能となっていった。

・クリエイター移住のトライアルのため、建築家と古民家再生プロジェクト推進中
に、建築家の知人であった関係から、クラウド名刺管理サービスを提供する
Sansan(株)のサテライトオフィス「Sansan神山ラボ」を設置（2010年10月）。

・2011年東日本大震災以後、BCP（事業継続計画）の観点から機能分散への関
心が高まる中、自然の中でPCを片手に働く姿が報じられることがあり、神山
町に進出するＩＴ企業が増加。

・神山町のみならず、徳島県下全域へと流れを広めるため、「とくしまサテライト
オフィスプロジェクト（古民家や遊休施設にサテライトオフィスを誘致）」が2012
年3月から本格展開。

（出典）ソフトバンク株式会社「徳島県とくしまサテライトオフィスプロジェクト」（https://www.softbank.jp/biz/public/article/20171218/）、 「山間のサテライトオフィス集積地・徳島県神山
町の「今」」（https://www.softbank.jp/biz/public/article/20180126/）より要約して作成

好事例となったポイント

いろいろやるうちに物事が「自生」していった

素人が関わるからこそブレイクスルーが起きる

神山町には「変化を面白がる風土」があった

神山町の誘致活動独特の「ユルさ」

・取り組みをやり続けていくことが変化をおこす。

・状況を知らないまっさらな状態で入ってきた人が地域に交わっていくこと
でブレイクスルーが起きる（間伐材を活用した「しずくプロジェクト」等）。

・ICTにしても、効率化だけでなく、プラスαをすることで社会にインパクトを
与えることができる。

・進出してくる企業に「何をしてくれるか？」ではなく「一緒にワクワクでき
ること」を考える方が、面白いし、人が集まる。

・ユルさがクリエイティビティを生む。

・枠を作ると、そのサイズのものしか生まれない。

・アイデアを持っている人に謙虚に向き合う。

・自治体の役人は外部から人を入れることに積極的でも、地元の人は変
化を望んでいないところもあるが、神山町の場合は、草の根から変化
を楽しもうという人が一定数存在した。
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その他、地方におけるビジネス創出事例（島根県江津市）

・島根県江津市（人口24,468人：2015年国勢調査）は、高等学校の地理Ａの教科書（教育出版社「地理Ａ 地球に生きる（H15年発行）」）で「東京から一

番遠いまち」として取りあげられた、日本海に面した人口減少・高齢化が進むまちであるが、企業誘致から起業（人材）誘致へと政策転換を行い、地方創

生に向けた「江津市版総合戦略」で掲げる目標推計人口を304人上回る成果をあげている。

・近年、ビジネスプランコンテストは、全国各地で実施され始めているが、江津市での取り組みは、「競い合い」の側面よりも、市やNPO法人等による事業

化に向けた細やかなサポートによる「高め合い」に力を入れており、起業率が高いと言われている。（LIFULL HOME’S PRESSホームページ ビジネス

プランコンテストで地域活性化！島根・江津市で進む、起業×移住のプロジェクト① を参照。 ）

（出典）NPO法人てごねっと石見「Go-Con 2018 運営事務局」ホームページ （http://go-con.info/about/）より内容を要約して作成

・急速な人口減少、伝統産業の衰退、若者の流出といった地域課題山積
の中、定住対策には産業振興が欠かせないとの考え方から生まれた取
り組みで、2010年にGo-Conが始まった。

■企業誘致から起業（人材）誘致へのシフト
・人が第一と、江津市が独自の価値づくりを開始。
・コンテストを通じて事業を開始（19名）。
■GO▶GOTSU！山陰の｢創造力特区｣へ
・2017年江津市の新しいまちのスローガンを制定。
・今までのやり方にとらわれず、チャレンジ精神をもってものごとを生み
出す力（創造力）をもって、いろいろなやり方を認め合い、後押ししていく
町=特区をつくる、という思い。

■江津市のシンボルイベントとしてのGo-Con
・自らが考えた新しいアイデアやアクションを多くの人に伝えて応援団を
獲得する場所として行われるビジネスプランコンテスト（Go-Con）。

Go-Con（江津市ビジネスプランコンテスト）の概要

Go-Conを運営するNPO法人：てごねっと石見

・地域力を支える人づくりに主眼を置いて、島根県の石見地域に新たな価
値と経済活力を創出する活動を展開するNPO法人。

・地域活性化に挑む団体を支援しようと、地方新聞４５紙と共同通信社が
設けた「第5回地域再生大賞」（2015年）に選出。

【Go-Conの特徴】
（１）ビジネスプランコンテストの開催
・年に一回、12月頃にコンテストを開催。近年、市内外から100名を超える人が来
場するイベントとして定着。情報発信の場としても大きな効果がある。

（２）創業検討者に対するプランのブラッシュアップサポート
・コンテストの事前・事後に勉強会を開催。
・コンセプト設計から収支計画まで、各支援機関からの多角的なアドバイスでブ
ラッシュアップがはかられる機会として、出場者からも好評を博す。
・応募者同士のつながりも創出。

（３）支援体制の構築
・江津市の他、江津商工会議所、
桜江町商工会、日本海信用金庫、
てごねっと石見といった市内各機関
でコンソーシアムを組成。
・徹底した伴走型支援が江津市のウリ。
・創業相談窓口も設け、ワンストップで
支援機関と繋がることが可能。
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［参考］ふるさとテレワーク先行事例の概要整理（その１）

実施地域 実施者名 取り組み内容（実証概要、その後の取り組み等） 今後の課題、気づき等

和歌山県
白浜町
※21,533人

白浜町における先進的
テレワーク推進
※和歌山県、白浜町、NECソ
リューションイノベータ(株)

■サテライトオフィスの整備および従業員の移住・長期派遣
■テレワークツールを利活用したテレワークの有効性検証
■観光・防災・子育て・マッチングの4つの生活直結サービス
の開発と効果検証

■サービス・ICTシステムは他地域への普及展開

○全く新しい土地での人間関係構築（最初の接点作り、外資系企業への警戒心）
○人材採用（民間で求める業務経験者が少ない、企業認知度が低い）
○組織マネジメント（3ヶ月循環型運用のため短期間のチーム組成の困難さ）

福岡県
糸島市
※96,475人

糸島コンソーシアム
※糸島市、 国立大学法人九
州大学、(株)西日本新聞、ラ
ンサーズ(株)、(一社)日本テ
レワーク協会

■サテライトフォフィス（ママコトワーキングスペース）整備、
増設

■クラウドソーシング事業の本社業務実施
■クラウドソーシングによる都市部の仕事の受注促進
■新たに障がい者をテレワーカーとして育成

○在宅勤務制度の社会一般へのより一層の普及、促進
○サテライトオフィスは地元の人間が関わらないと、立ち寄りにくい場所になりがち。

佐賀県
鳥栖市
※72,902人

（株）パソナテック
※佐賀県、鳥栖市、(株)パソナ
テック、(株)ローカルメディア
ラボ、佐賀大学、久留米大
学、（特非）価値創造プラット
フォーム

■場づくり：サテライトオフィス、テレワークセンターの開設
■人づくり：若者と女性、人材育成（女性の雇用型テレワーク
の就業実現）

■新しい仕事：佐賀にない仕事、新職種（クラウドソーシング
活用勉強会）（地元高校生へのプログラミング講習）

○エンジニア不足のため進出メリットを享受できない。（地域でのエンジニア育成）
○企業の立場と地域の期待のずれ（コワーキングスペース運営と企業としての受
注業務履行の両立の困難さ）企業は利益優先のオフィス運営となるため、自由に
オープンに利用可能なコワーキングスペースを欲しいとする地域の期待と相反。

福島県
田村市
※38,503人

田村市ふるさとテレワー
ク推進コンソーシアム
※(株)ジェイアール東日本企画、
田村市、(株)ワールドイン
テック福島、アカデミア・コン
ソーシアムふくしま

■サテライトオフィス・テレワークセンター拠点整備
（テラス石森）
■企業のサテライトオフィスの誘致
■テレワークによる雇用創出
■地元雇用者の人材育成や社員教育の支援
■新たなビジネス機会の創出
■誘致企業、移住者と地域との接点づくり・交流

○さらなる施設利用企業、利用者の確保
（WEB、SNSを活用した情報発信・導線強化）
（市の協力による利用関心者への施設紹介・案内の実施）
（創業支援団体との協力による施設訪問者・認知者の確保）
（イベント・企画の積極的実施）
○施設の利便性向上・魅力創出
（センターの利用可能区画の拡張・整備）
（サービス・オペレーションの強化、魅力的空間・場づくり）

長野県
白馬村
※8,929人

白馬村ふるさとテレワー
クコンソーシアム
※白馬村、ヤフー(株)、SBドラ
イブ(株)、長野県

■サテライトオフィス・コワーキングスペース整備
（ヤフー白馬ベース：Yahoo! HAKUBA BASE）
■テレワーク地元雇用
■起業・就業スキルアップ

○サテライトオフィスの業務範囲の拡大
○コワーキングスペースの無料開放（コンソの社員のみならず、村内起業者や2地
域居住・長期滞在テレワーカーの利用促進、新たな交流創出）

○地域に資する人材育成の推進（学びの場としての価値向上）
○敷地内の未利用棟や他の公共施設へのサテライトオフィス誘致の推進

岡山県
倉敷市
※765,784人

高梁川流域テレワーク推進コ
ンソーシアム

※倉敷市、倉敷芸術科学大学、
(一社)日本テレワーク境界、
(一社)高梁川プレゼンターレ

■テレワーク事業拠点の整備
（倉敷らしい古民家活用。ブリコラージュ）
■テレワーカーの養成
■プロジェクト創生の支援

○生産性を高める日本らしいオフィスの仕組み
（古民家の設えがイノベーションと確度と質を高める）
（多様な人材［風の人、土の人］との共創による価値の創出）
（地域が暗黙知に行ってきた異文化を取り入れる知恵）
○多様な経済圏へのゲートウェイ
（首都圏とのネットワーク、グローバル経済圏への接続、地域内の求心力のある
拠点）

※総務省「（出典）総務省「ふるさとテレワークポータルサイト」（https://www.furusato-telework.jp/）より、ふるさとテレワークセミナー等の開催時に先進事例として紹介されている事業に着目して概
要を整理。
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［参考］ふるさとテレワーク先行事例の概要整理（その２）

実施地域 実施者名 取り組み内容（実証概要、その後の取り組み等）

岐阜県
郡上市
※42,090人

郡上テレワークセンタープロジェクト

※（特非）ＨＵＢＧＵＪＯ、郡上市、岐阜県、情報科学芸術大学院大学、
（公財）ソフトピアジャパン、(一財)郡上八幡産業振興公社、郡上
市交流・移住推進協議会、(株)ブイキューブ、(有)スロー、(株)広
告共和国、家田紙工(株)、(株)アンドバイユー

■サテライトオフィスおよび人材誘致をサポートする仕組み
・テレワーク拠点整備（郡上クリエイティブテレワークセンター：ICTを最大限活用して働くことのできるICTインフラが
備わったテレワーク拠点） ＊サテライトオフィス、テレワークセンター
・都市部の情報発信力のある組織との連携によるPRイベント開催と情報発信
・職住両面においてサポートを可能とする「ICT移住相談受入体制」
■創造的に協働できる拠点の創出
・コミュニティスペ－スとの交流（地場産業との交流）
＊都市部からの進出企業に対して、他地域資源活用する地場産業との交流を促すアイディアソンイベント
＊移住・短期滞在するICTクリエイターやエンジニアと地場産業・地元社会起業家たちが日常的に交流し新規事
業を創出するコミュニティづくり

＊クラウドソーシングの推進による都市部の仕事を郡上で受注できる仕組みづくり
■以上を通じた、新規事業開発型のクリエイティブ・コミュニティ創出

長崎県
壱岐市
※27,103人

「実りの島、壱岐」テレワークコンソーシアム

※壱岐市、早稲田大学、一般社団法人日本テレワーク協会、ビジョ
ンプランニング（株）、西日本新聞（株）、ランサーズ（株）、西日本
電信電話(株)、富士ゼロックス九州（株）、富士ゼロックス（株）、富
士ゼロックス長崎（株）

■テレワークセンターを設置
・市外の企業・ビジネスマン/ビジネスウーマンの利用
・壱岐市内のテレワーカーの利用
・クラウドソーシング教育訓練
・サテライトオフィス開設時のスタートアップ拠点（⇒新設拠点に移転）
■短期滞在者無向け住宅整備・木造平屋のシェアハウス（壱岐市）
■ワーケーションの支援拠点（ワーク×バケーション）
■クライアントとの合宿/社内合宿施設として活用。
■その日の都合でオフィスを選べるタラワーク制度の実行拠点（子どもの夏休み期間は壱岐で1週間働けたら。）

長野県
駒ヶ根市
※32,759人

ふるさとテレワーク駒ヶ根推進コンソーシアム

※駒ヶ根市、（株）ステラリンク、田舎暮らし駒ヶ根推進協議会、（株）
テレワークマネジメント、長野県

■サテライトオフィスとテレワークセンターの機能を持つ「駒ヶ根テレワークオフィス（Koto）」を開設
■テレワークという新しいワークスタイルの導入のための研修
・市民テレワーカーの育成、地域産業との連携（IT、アウトソーシング）、誘致企業の地元雇用創出の支援。

※以下の「岐阜県郡上市（※42,090人」、「長崎県壱岐市※27,103人」、「長野県駒ヶ根市※32,759人」については、総務省の先進事例紹介資料におい

て、課題に係る記載が乏しいため、取り組み内容の整理にとどめる。
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［参考］総務省「ふるさとテレワーク拠点」の整備状況

・総務省「ふるさとテレワーク」として2015～2018年度に実施された地域実証事業および補助事業は、全国で計55箇所（自治体数では延べ60自治

体）。

・事業実施自治体の規模感に関するデータ（人口）と合わせて一覧表を作成した。

（出典）総務省「（ふるさとテレワークセミナー2019（2019.2.15開催））」［資料：平成31年度ふるさとテレ
ワークに関連した施策説明（p.5）］

道府県名 市町村名
2015年国勢
調査人口（人）

2015(H27)年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度

北海道 北見市 202,181 1※
北海道 斜里町 18,438 1※
北海道 別海町 15,273 2
北海道 長沼町 11,076 1
北海道 美唄市 33,698 1
北海道 ニセコ町 4,958 2
青森県 青森市 512,325 1※
青森県 弘前市 296,474 1※
岩手県 遠野市 28,062 3
岩手県 大船渡市 43,121 3
宮城県 気仙沼市 76,721 2
山形県 高畠町 23,882 4
福島県 会津若松市 211,127 5
福島県 田村市 38,503 3
群馬県 みなかみ町 19,347 4
群馬県 高崎市 568,676 6
群馬県 太田市 302,901 4
栃木県 宇都宮市 904,188 2
栃木県 栃木市 216,042 3
新潟県 上越市 279,494 5
富山県 高岡市 258,669 6
長野県 白馬村 8,929 5
長野県 立科町 7,265 4
長野県 塩尻市 103,321 7※
長野県 富士見町 14,493 7※
長野県 王滝村 839 7※
長野県 松本市 389,774 8 7※
長野県 塩尻市 103,321 7※
長野県 駒ヶ根市 39,351 8
長野県 木曽町 11,826 6
千葉県 旭市 66,586 9
千葉県 勝浦市 19,248 7
山梨県 甲府市 347,161 10
福井県 福井市 443,172 5
岐阜県 郡上市 42,090 11
愛知県 豊田市 667,456 8
奈良県 三郷町 45,471 12
奈良県 東吉野村 1,745 9
京都府 京丹後市 60,312 10
京都府 南丹市 40,456 13
和歌山県 白浜町 21,533 11 14
兵庫県 丹波市 64,660 15
岡山県 倉敷市 765,784 9
島根県 川本町 3,442 10
徳島県 鳴門市 79,320 12
徳島県 那賀町 8,402 16
高知県 土佐町 3,997 17
福岡県 田川市 67,109 18
福岡県 糸島市 146,664 13 19
長崎県 壱岐市 27,103 20
長崎県 南島原市 46,535 21
佐賀県 鳥栖市 113,667 14
熊本県 熊本市 1,328,638 22
熊本県 天草市 97,278 6
宮崎県 椎葉村 2,808 11
沖縄県 宮古島市 68,500 7
沖縄県 竹富町 3,998 15

※人口の列について、グレーの着色は人口10万人以上の規模が大きい自治体を示す。
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※東洋経済の産業分類において、ＳＩ・ソフトウエア開発、パッケージソフト、通信サービス、メディア（ネット広告系）を集計
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圏域別の上場IT企業の本社数の分布

・上場IT企業の絶対的な集積は首都圏が圧倒的に高い状況にある。

（出典）：本社数は各種公表資料より作成（2018年9月現在）、従業者数は総務省「経済センサス（2016年）」の情報通信業に分類される全事業所の従業者数を集計

上場IT企業の分布：首都圏への一極集中の実態

圏域別の上場IT企業の従業者数の分布
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・佐賀県鳥栖市において実施された総務省「ふるさとテレワーク」の事業において、進出企業等が佐賀県を選んだ理由として、「東京からの行き来が楽」、
「九州各地からのアクセスも良い」が挙げられている。

・ICT技術を活用して、時間と場所を選ばない働き方となる“テレワーク”であるが、東京あるいは都市圏とのアクセス性は、一定程度重要な要因であるこ
とが伺える。

・北陸新幹線の開通に伴う京阪神圏および首都圏とのアクセスの向上より、企業間交流の一層活発化が期待され、新たな共同開発やイノベーションが
創出される可能性がある。

・時間短縮により、企業間のビジネス交流は、より一層活発化することが期待される。

・こうした企業間の交流は、現状、企業が多数集積する都市間で多数発生しており、且つその都市間の所要時間が短いほど活発となる傾向がみられる。
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交流量が
多い

交流量が
少ない

所要時間が
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鉄道所要時間（時間）

Ln（人/日）

所要時間が短い方が、
交流は活発になる

鉄道所要時間と交流量の関係

※代表交通機関が鉄道の仕事目的の移動について、北海道と沖縄を除いて集計。

（出典）国土交通省「幹線旅客純流動調査（2010年）」より作成

（出典）総務省「（ふるさとテレワークセミナー（2017.3.17開催））」［資料：ふるさとテレワーク
の先進事例紹介（p.17）］

佐賀県鳥栖市のふるさとテレワーク事業で鳥栖市の選定理由

佐賀県鳥栖市：ふるさとテレワークで人を活かす九州みらいジャンクション創出事業紹介資料より

ICT時代における大都市圏アクセスの優位性と時間と交流量の関係



40

［調査事例］ベンチャー企業の立地環境等に関するｱﾝｹｰﾄ調査結果

◆国土交通省中部地方整備局 国土形成計画 第３回中部の地域づくり委員会（2019.2.5） 資料2－2

 ITサービス提供企業をはじめ、ベンチャー企業に対して、立地を考える上で望ましいオフィス環境や住環境、有効と思われる公的サ

ポートなどに係るアンケートを行い、頭脳人材を集積させるための取り組みの方向性に対するヒントを得るために実施されたアンケー

ト。

 今後の北陸新幹線全線開業により、大都市圏（京阪神圏、首都圏）とのアクセス向上が図られることを見据えて、こうした企業の立地

意向に係る調査事例を参考に、小浜市が取り組むべき施策等のヒントとすること目的として参考掲載する。

対象

全国のベンチャー企業 2,000社。下記により抽出：
○（株）東京商工リサーチが保有する「ベンチャー企業DB」から、2,000社を抽出
○DBには下記に当てはまる多種多様な業種が収録されている。
・設立：5年以内 ・売上高：2期連続120%以上の伸び率
○DBの総収録企業数4,815社（2018年9月現在）より都道府県の数の分布比率をそのままに2,000社を抽出した。
・抽出数は、東京都が最も多く410社、次いで大阪府197社、神奈川県110社と続く。愛知県は89社。
・日本全国の現状をなるべく反映し、日本の縮図を表象できるよう、都道府県の数の偏りや業種について均一化や特定業
種の数を多くする等の変更は行っていない。

期間 実施時期：2018年11月6日(火)～12月2日(日)

調査方法

郵送配布・ＷＥＢ回答
①調査対象となるベンチャー企業宛てに、郵送で当該WEBアンケートのURL・QRコード・アクセスパスワードが記載された依
頼状を送付

②回答者がＷＥＢで回答

設問構成

○企業属性（業種、設立年等）
○公的支援の利用状況
○オフィスの立地条件（立地選定に考慮した条件、中部圏の魅力等）
○起業家の集まるまちの条件（オフィスを立地させる上で重要となる住環境等）

回収数 217社 （10.9％）

整理上の定義

集計は、「全業種」と「ITサービス提供企業」で区分し整理。
・「全業種」は、回収した全企業の集計（217社）
・「ITサービス提供企業」は、「全業種」のうち、ITサービスを提供してる企業の集計。（217社の内数で40社）
抽出は、設問４より、「人工知能」、「IoT」、「ビックデータ解析」、「ロボット」、「工場の自動化」、「自動運転」のいずれかを
提供している企業とした。
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◆ベンチャー企業（ＩＴサービス提供企業含む）が活用中の公的ｻﾎﾟｰﾄ

 全業種は、「施設の新設」、「各種規制緩和」を利用し、各種公的サポートの利用状況は最大でも約1割弱である。

 ITサービス提供企業では、特に「知的財産権出願補助」の利用が多い。

2.3%

2.8%

6.9%

16.1%

7.5%

5.0%

2.5%

12.5%

0% 5% 10% 15% 20%

補助金（知的財産権出願補助）

各種規制緩和

補助金（施設の新設）

その他

(n=217) 全業種

(n=40) ITサービス提供企業

ベンチャー企業全体 ITサービス提供企業
①補助金（施設の新設）
②各種規制緩和
③補助金（知的財産権出願補助）

①補助金（知的財産権出願補助）
②各種規制緩和
③補助金（施設の新設）

※それぞれの上位3位を表示。

国土交通省中部地方整備局 第３回中部の地域づくり委員会（2019.2.5） 資料2－2 ベンチャー企業の立地環境等に関するアンケート調査結果Q9

1. 補助金（移転の奨励金）
2. 補助金（施設の新設）
3. 補助金（用地買収）
4. 補助金（知的財産権出願補助）
5. 補助金（海外展開支援）
6. ベンチャー向けオフィスの整備・紹介
7. 現地人材紹介他社とのマッチング支援
8. 各種規制緩和
9. 社会実験等に関する各種申請のサポート
10. その他（ ）

＜選択肢＞

その他の内容 回答数 その他の内容 回答数

人材育成 2 国庫融資 1

A-FIVE（ファンド） 1 正社員転換助成金 1

キャリアアップ助成金 正社員化コース 1 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等 1

キャリアアップ助成金、生産性向上など 1 東京イチオシ助成事業（新規事業立ち上げ） 1

補助金（キャリアアップ）、
補助金（リーディング育成）、
補助金（新くまもと雇用創出総合プロジェクト）

1 東京都 革新的サービスの事業化支援事業 1

加工技術の相談・提供 1 農業補助金 1

加速化交付金 1 補助金（IT導入補助金、持続化補助金） 1

会社を始める際の融資 1 補助金（製品開発支援） 1

研究開発補助金 1 防犯カメラ、介護ロボット 1

江東区借入資金補助 1

＜その他の回答＞

【複数回答】
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◆将来オフィスを移転する可能性 ※近年移転した場合はその状況

 全業種は、「移転する可能性がない」が約4割、現在のオフィスに近いところへ「環境・条件が整えば移転する」で約４割を占める。他の

圏域へ移転する可能性は約1割である。

 ITサービス提供企業では、特に他の圏域へ移転する可能性が２割となっている。また、東京都で起業している企業（n=16）に限ってみる

と、全国どこでも「環境・条件が整えば移転する」は約13％である。

国土交通省中部地方整備局 第３回中部の地域づくり委員会（2019.2.5） 資料2－2 ベンチャー企業の立地環境等に関するアンケート調査結果Q11

9.2%

20.0%

37.8%

45.0%

0.9%

2.5%

10.6%

7.5%

41.5%

25.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全業種

ITサービス提供企業

(n
=
2
1
7
)

(n
=
4
0
)

環境・条件が整えば移転する（全国どこでも）

環境・条件が整えば移転する（現在オフィスのある地域に近いところ）

近年移転した（以前のオフィスとは異なる都道府県）

近年移転した（以前のオフィスと同じ都道府県）

移転する可能性はない

ベンチャー企業全体 ITサービス提供企業
①移転する可能性はない
②環境・条件が整えば移転す
る（現在オフィスのある地域
に近いところ）

③近年移転した（以前のオ
フィスと同じ都道府県）

④環境・条件が整えば移転す
る（全国どこでも）

⑤近年移転した（以前のオ
フィスとは異なる都道府県）

①環境・条件が整えば移転す
る（現在オフィスのある地域
に近いところ）

②移転する可能性はない
③環境・条件が整えば移転す
る（全国どこでも）

④近年移転した（以前のオ
フィスと同じ都道府県）

⑤近年移転した（以前のオ
フィスとは異なる都道府県）

※それぞれの上位5位を表示。

【単一回答】
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49.6%

25.2%

40.9%

29.1%

26.8%

28.3%

16.5%

53.3%

43.3%

36.7%

36.7%

36.7%

26.7%

23.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

オフィス賃料が安い（スペースが確保できる）

魅力的な人材確保が容易

顧客・取引先に近い

立地のステータス性がある

国内他地域へのアクセスが容易

住環境がよい

他社とのコラボレーション（事業パートナーの発掘）が容易 (n=127) 全業種

(n=30) ITサービス提供企業

◆将来、オフィスを移転するとした場合に重視すること

 全業種は「オフィス賃料が安い」「顧客・取引先が近い」を重視している。

 ITサービス提供企業では、特に「魅力的な人材確保が容易」等を重視する傾向が高い。

 全企業、ITサービス提供企業のいずれも、立地ステータス性がある、住環境がよい、国内地域へのアクセスが容易、という視点が選択

されている。

ベンチャー企業全体 ITサービス提供企業
①オフィス賃料が安い（ｽﾍﾟｰｽ
が確保できる）

②顧客・取引先に近い
③立地のステータス性がある
④住環境がよい
⑤国内他地域へのアクセスが
容易

①オフィス賃料が安い（ｽﾍﾟｰｽ
が確保できる）

②魅力的な人材確保が容易
③顧客・取引先に近い
③立地のステータス性がある
③国内他地域へのアクセスが
容易

④住環境がよい
⑤他社とのコラボレーション
（事業パートナーの発掘）が
容易

※それぞれの上位5位を表示。

国土交通省中部地方整備局 第３回中部の地域づくり委員会（2019.2.5） 資料2－2 ベンチャー企業の立地環境等に関するアンケート調査結果Q12

※それぞれの上位5位を表示。

1. 起業時に住んでいた家に近い
2. 関係する大学・研究機関と近い
3. 経営面での支援が得られやすい（資金
援助、助言等）

4. オフィス賃料が安い（スペースが確保
できる）

5. 魅力的な人材確保が容易
6. 顧客・取引先に近い
7. 物流が便利（材料調達や出荷が容易）
8. 国内他地域へのアクセスが容易
9. 海外へのアクセスが容易

11. 自治体などの支援が手厚い
12. 他社とのコラボレーション（事業パー

トナーの発掘）が容易
13. ベンチャー企業が集積している
14. 製造業が盛ん
15. IT産業が盛ん
16. 立地のステータス性がある
17. 社会実験フィールドに近い（規制改

革特区含む）
18. 実験施設に近い
19. 住環境がよい
20. その他（ ）

＜選択肢＞

【複数回答・最大５つ】
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80.0%

60.0%

40.0%

30.0%

20.0%

20.0%

10.0%

10.0%

100.0%

80.0%

40.0%

20.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%110%

技術力があること

共同研究・開発パートナー候補となり得ること

製品・サービスの開発体制が整っていること

製品・サービスの売り先の候補となり得ること

製品・サービスの購入先となり得ること

地元以外の企業とのつながりの強さ

規模が大きいこと

地元の企業とのつながりの強さ
(n=10) 全業種

(n=5) ITサービス提供企業

◆（参加企業に関して）知的対流拠点で重視すること

 全業種は「アクセスの容易さ」、「料金が安い」、「事業パートナー発掘への支援が充実している」等を重視している。

 IT サービス提供企業では、特に「事業パートナー発掘への支援が充実している」を重視する傾向が高い。

ベンチャー企業全体 ITサービス提供企業

①技術力があること
②共同研究・開発パート
ナー候補となり得ること

③製品・サービスの開発体
制が整っていること

④製品・サービスの売り先
の候補となり得ること

⑤製品・サービスの購入先
となり得ること

⑤地元以外の企業とのつな
がりの強さ

①技術力があること
②共同研究・開発パート
ナー候補となり得ること

③製品・サービスの開発体
制が整っていること

④製品・サービスの売り先
の候補となり得ること

④製品・サービスの購入先
となり得ること

※ベンチャー企業全体は上位5位を表示。ITサービス提
供企業は上位４位のみ回答があった。

国土交通省中部地方整備局 第３回中部の地域づくり委員会（2019.2.5） 資料2－2 ベンチャー企業の立地環境等に関するアンケート調査結果Q16

※設立年が若いこと」、「設立年が古いこと」、「規模が小さいこと」に対する回答は
無かった

【複数回答・最大3つ】
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70.0%

60.0%

60.0%

50.0%

30.0%

10.0%

80.0%

60.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

事業パートナー発掘への支援が充実している

料金が安い

アクセスの容易さ

事業ブラッシュアップ等への支援が充実している

賑わっている

主催者のブランド力

(n=10) 全業種

(n=5) ITサービス提供企業

◆（拠点の機能）知的対流拠点で重視すること

 全業種のうち、知的対流拠点を利用した企業では、「事業パートナー発掘への支援が充実している」、「料金が安い」、「アクセスの容易

さ」等を重視している。

 ITサービス提供企業では、特に、「事業パートナー発掘への支援が充実している」を重視する傾向が高い。

ベンチャー企業全体 ITサービス提供企業
①事業パートナー発掘への
支援が充実している

②料金が安い
②アクセスの容易さ
④事業ブラッシュアップ等
への支援が充実している

⑤賑わっている

主催者のブランド力

①事業パートナー発掘への
支援が充実している

②料金が安い
②アクセスの容易さ
④事業ブラッシュアップ等
への支援が充実している

⑤賑わっている

※それぞれの上位5位を表示。

国土交通省中部地方整備局 第３回中部の地域づくり委員会（2019.2.5） 資料2－2 ベンチャー企業の立地環境等に関するアンケート調査結果Q17

※「拠点の知名度」、「拠点のウェブサイトが充実している」、「イベントが充実してい
る」に対する回答は無かった。

1. 主催者のブランド力
2. 拠点の知名度
3. 料金が安い
4. アクセスの容易さ
5. 拠点のウェブサイトが充実している
6. 賑わっている
7. イベントが充実している
8. 事業パートナー発掘への支援が充実している
9. 事業ブラッシュアップ等への支援が充実している
10. その他（ ）

＜選択肢＞

【複数回答・最大3つ】
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LINE 本文ページ

◆オフィス立地の際の住環境の重視度合い

 全業種は、オフィス立地の際の「住環境」の重視度について、「重視した」で約3割、「やや重視した」が約4割である。

 ITサービス提供企業では、「重視した」で約4割、「やや重視した」が約3割である。

 半数以上は、住環境についても重視してるとの回答であった。

国土交通省中部地方整備局 第３回中部の地域づくり委員会（2019.2.5） 資料2－2 ベンチャー企業の立地環境等に関するアンケート調査結果Q24

31.8%

40.0%

36.9%

35.0%

31.3%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全業種

ITサービス提供企業

(n
=
2
1
7
)

(n
=
4
0
)

重視した やや重視した 重視していない 1

【単一回答】
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LINE 本文ページ

◆オフィス立地の際に重視する通勤圏の住環境

 全業種は、オフィス立地の際の「住環境」の重視度について、「重視した」で約3割、「やや重視した」が約4割である。

 ITサービス提供企業では、「重視した」で約4割、「やや重視した」が約3割である。

 半数以上は、住環境についても重視してるとの回答であった。

国土交通省中部地方整備局 第３回中部の地域づくり委員会（2019.2.5） 資料2－2 ベンチャー企業の立地環境等に関するアンケート調査結果Q25

1. 都会的である
2. 住むことがステータスとなる
3. 職場との距離が近い
4. 自然豊か・閑静なところ
5. 空間的にゆとりがある
6. ワクワクするもの・知的刺激に溢れている
7. 地域の文化・歴史を感じる
8. 教育レベルが高い
9. 国際色が豊か
10.出産・育児に取り組みやすい
11.介護に取り組みやすい
12.治安が良い
13.防災対策がしっかりしている
14.国内移動が便利
15.海外への移動に便利

89.9%

84.6%

72.5%

80.5%

52.3%

71.8%

56.4%

65.1%

62.4%

43.6%

56.4%

37.6%

59.1%

38.3%

49.0%

86.7%

86.7%

76.7%

73.3%

73.3%

70.0%

70.0%

60.0%

60.0%

60.0%

60.0%

56.7%

53.3%

50.0%

43.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

職場との距離が近い

治安が良い

国内移動が便利

空間的にゆとりがある

ワクワクするもの・知的刺激に溢れている

防災対策がしっかりしている

都会的である

自然豊か・閑静なところ

出産・育児に取り組みやすい

海外への移動に便利

教育レベルが高い

住むことがステータスとなる

介護に取り組みやすい

国際色が豊か

地域の文化・歴史を感じる

(n=149) 全業種

(n=30) ITサービス提供企業

＜選択肢＞

ベンチャー企業全体 ITサービス提供企業
①職場との距離が近い
②治安が良い
③空間的にゆとりがある
④国内移動が便利
⑤防災対策がしっかりし
ている

①職場との距離が近い
①治安が良い
②国内移動が便利
③空間的にゆとりがある
③ワクワクするもの・知的刺激
に溢れている

④防災対策がしっかりしている
④都会的である
⑤自然豊か・閑静なところ
⑤出産・育児に取り組みやすい
⑤海外への移動に便利
⑤教育レベルが高い

【単一回答】
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LINE 本文ページ

新たな働き方の動向・新幹線開通を見据えた新・産業振興策（案）

・小浜市内外の視点に基づく就業面に関する「小浜市の強い・弱み」および近年の働き方改革の一環として進められる「時間や場所に依らない自由な働
き方」の動向として先進事例等の整理から得られた知見を踏まえ、また、今後の北陸新幹線の全線開通を見据えて、小浜市における課題解決に向けた
取り組みとして産業振興に向けた考え方を提案する。

○市民および大都市住民が認
識する小浜市の弱みとし
て、「交通の不便さ」、「日常
生活の不便さ」を挙げる割
合が高い。

○大都市住民の一般的な居住
地の選択要因は「仕事があ
る」ことが主たる条件となる
が、小浜市への移住/２地域

居住への不安として、働き
口の確保・給料が下がる可
能性を懸念する声が多い。

⇒中心市街地をはじめ、経済活
力みなぎる小浜市の実現に
向けて、交通利便性の向
上、就業機会の拡充、多様
な働き方の実現を可能とす
る環境づくりなどが重要な取
り組み課題。

⇒「元気な小浜の姿」を市内外
が認識できる、住民が主体
となった積極的な活動を促
す支援が重要。

移住・定住面からみる弱み
（まとめ）

※広義に就業面に関わる内容を着色して表示

課題解決に向けた新・産業振興策（案）

○企業誘致、サテライトオフィス機能等の誘致

○知的対流の促進支援、新産業の創出支援

・従来型ともいえる製造業の工場（企業）誘致のみならず、時間や場所に依らない働き方を体現できるテレワークによ
る就業を可能とする環境整備を進めることにより、小浜市民をはじめ域外の人々にとって、自らの技術・経験を生か
した多様な働き方を可能とする就業機会の拡充に努める必要がある。

・新たな働き方の舞台となりうるサテライトオフィスやコワーキングスペース等の“場づくり”に向けて、インフラとして
ICT技術の普及促進や既存資産（ストック等）の有効活用、フレキシブルな活動を許容する規制緩和および税制優
遇などの実施に向けた検討を推進する必要がある。

・産業経済の活性化に向けて、進出企業頼みにするのではなく共に考える、スタンスが求められる。（徳島県神山町
の事例を参照すると、枠にはめるのではなく適度なユルさが好影響につながった。）

・テレワーク等の新たな働き方を実施する上では、その地に住みたいと考える地域の魅力や住環境のブラッシュアッ
プを欠くことができない。また、市内外ともに一致する小浜市の強み「海・自然・海産物・食」を生かしたワーケーショ
ン（ワーク×バケーション）実現の舞台としても小浜市は高いポテンシャルを有する。

・ふるさとテレワークをはじめ、地方のビジネス創出の先進事例からは、多様な視点をもつ人々がつながる接点づくり
の重要性が指摘されており、起業や新事業実施に際して、事業パートナーの発掘や専門家の助言、起業家同士の
コミュニケーション機会の創出など伴走型支援体制の構築が求められている。

・このような新たな知的対流や新産業の創業に際して、地元が変化を楽しみ、変化を受け入れながら地域の活性化
につなげる姿勢が必要である。

・新たな企業やオフィス機能の進出の効果や影響を小浜市内に幅広く波及させ、持続的に発展させていくためには、
地域（地元）との接点づくりを推進し、地場産業とのコラボレーションの実現や地元人材の育成を通じた地元雇用の
実現へと展開していくことが求められる。

・北陸新幹線全線開通時には、近隣の大都市圏である京都、大阪および首都圏との大幅なアクセス向上が見込ま
れ、オフィス機能立地条件への適合、ビジネス交流機会の拡大によるイノベーション創出の可能性も期待される。


