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▶ 地域産業振興関連事業とは、

☝ [1]自地域の姿（地域経済構造）を分析します。

☞ [2]地域企業の実態把握[課題と解決方向]
☞ [3]工業等産業振興ビジョン[5~10年後を見据えた振興策]
☞ [4]地域イメージ(知名度)向上[地域資源活用とブランディング]
☞ [5]地域内仕事づくり[“依頼事”､“小さな事”を地元の仕事に]
☞ [6]SDGsの取組み[持続的な地域社会づくり]

組合わせるなど、“産業力”の強化、“稼ぐ力”の醸
成をお手伝いいたします。
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一般財団法人 日本立地センター
〔Japan Industrial Location Center〕

私共は、時代の要請に応え、地域産業と地域
社会の健全な発展に寄与するため、60年にわ
たり幅広活動を続けております。

人口減少・超高齢化が加速し、社会経済の不
安・課題が増し、地球環境問題の世界規模で
の取組など、地域社会の枠を超えた視点での
対策が求められています。

多様化する社会とライフスタイル、人々の行
動変容と働き方、格差から特徴づけ、など地
域の自立に向けた具体的なアクションプログ
ラムを提案しております。

産学官金等との幅広いネットワークと蓄積を
生かして地域産業振興を関連事業を通じて表
現してまいります。

JR「御茶ノ水駅」、東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩5分
東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄三田線・新宿線「神保町駅」より徒
歩8分
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〔全体イメージ〕

地域経済
構造分析

地域仕事
づくり

地域イメ
ージ向上

ＳＤＧｓの
取組み

地域企業
実態把握

産業振興
ビジョン等

【産業力の強化】【稼ぐ力】の醸成を

目指します

 地域企業の実態・課題把握

 関連機関ネットワークの強化

 人材育成・誘致（起業家、起業

希望者、定着、UIJターン等）

 知名度向上

 企業誘致

 新事業の創出

 仕事・雇用の創出

 魅力ある地域企業の集積

人口流出・
減少

事業所減少・
雇用確保

地域アピール

新たな社会
環境対応



☝当財団が開発した「地域経済構造分析ツール」を活用して、

当該市町村の地域経済構造について、産業及び経済社会等

の様々な角度から詳細な分析を行い、課題等の抽出を行い

ます。

⇒人口構造・産業構造等を分析

⇒類似都市との比較による分析

◆ＧＩＳ分析（地域メッシュ）を活用することで、

⇒メッシュ別に業種別事業所数や従業者数の現状と推移

の比較

⇒国土数値情報から土地利用状況の現状と変遷を把握し、

地域の産業状況に加え、インフラ整備や企業立地等に

よる効果把握

などが可能となります。

◆地域経済循環分析（地域産業連関表分析）(RESAS)と応用することで、

・域内外仕入販売分析（コネクターハブ企業の抽出、取引構造分析）

・影響力係数－移輸出率分析（中核的業種の抽出）

・影響力係数—感応度係数分析（支援業種の現状分析）

などが分析できます。
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提案メニュー[１]：自地域の姿（地域経済構造）の分析

さいたま市
福島県福島市

福島県喜多方市
栃木県日光市

埼玉県秩父市 他

《 実 績 》
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☝地域事業者等が有する技術・サービス及び抱えている課題を把握し、
分析することで、現在必要な個別・地域別・産業別の支援策の検討に
繋がり、地域経済の活性化に寄与します。

◆企業アンケート調査

・一定規模以上の対象事業者を抽出し、

アンケート調査を実施

◆企業ヒアリング調査

・各企業の特徴をカテゴリー

分野（地域中核企業・ニッチ

トップ企業・伝統技術保有企

業）に分けて一定程度の企業

ヒアリングを実施

◆企業カルテの作成

・企業アンケート調査及び企業

ヒアリング調査を基に、企業

カルテ（企業データベース）

を作成

◆個別支援

・企業カルテを基に、今後の企業支援の検討（継続）

⇒企業ガイドの作成、企業マッチング、企業勉強会など

提案メニュー[２]：地域企業の実態把握[課題と解決方向]

企業アンケート

企業ヒアリング

企業カルテの作成
（市内企業データベース）
企業支援内容の検討

「●●●市企業ガイド」
WEB」の作成
企業支援活動の実施
企業支援機関との連携
企業支援体制の検討

企業ヒアリング（継続）
企業カルテの拡充（継続）

企業支援活動の強化

企業マッチングの実施
企業支援体制の整備

市内企業の商品展示

企業勉強会の

企業ヒアリング（継続）
企業カルテの拡充（継続）

企業誘致合同アンケート
調査

産業立地パンフの作成

１年目 ２年目 ３年目

企業サポート事業の推進

企業支援体制の基盤強化
企業立地の促進
立地企業へのサポート

企業支援活動の強化
企業マッチングの実施

市内企業の展示会

企業研究会の実施

企業ヒアリング（継続）
企業カルテの拡充（継続）

企業誘致合同アンケート
調査

企業支援活動の強化
企業マッチングの実施

市内企業の企業展示会

企業研究会の実施

企業ヒアリング（継続）

企業カルテの拡充
（継続）

立地予定企業のフォロー

4年目 5年目

地域産業の発展
豊かな地域社会の構築

地域企業のステージ
に合わせた取組策

埼玉県ふじみ野市
東京都荒川区

《 実 績 》
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☝「総合計画」を上位計画として、今後の地域の工業等産業振興の

具体的な行動方針を示します。

◆社会経済環境の将来、産業動向（概ね5～10年後）を見据えて、

地域産業（商工業）に必要な、

・産業力

・稼ぐ力

を備える方途を、

・そのため必要な体制・支援策等

についても併せて検討を行います。

☝「総合計画」「産業振興ビジョン」等を上位計画として、企業誘致に向け

た具体的な行動方針を表します。

◆企業誘致を行う際に、社会経済環境・産業動向を踏まえ、各地域の特性・

立地条件等から、

・地域を取巻く環境変化と産業動向

・地域の立地条件

・取組方向（対象・体制・支援策）

など、地域の“強み”を生かしつつ基本的な方針を検討します。

提案メニュー[３]：工業等産業振興ビジョン[5～10年後を見据えた振興策]等

さいたま市
福島県福島市

福島県喜多方市
福島県猪苗代町
千葉県香取市

千葉県我孫子市
千葉県鎌ケ谷市

滋賀県湖南市 他

《 実 績 》



☝当該地域を訪れたいまち、住みたいまちとしての優位性を明確にし、他地域との差別化、企業誘致・起
業家誘致、移住・定住を推進していくための地域ブランド価値を高めていく方法について検討します。

◆当該地域の認知度についての現状把握のための調査及び分析

・ヒアリング調査の実施

⇒行政、企業、住民、各種団体等へのヒアリング調査の実施

・認知度調査の実施

⇒ターゲット層を対象にしたWebアンケートによる当該地域の認知度についての把握

◆PR担当人材育成研修の実施

⇒PR担当人材育成のための研修会の実施、PRの専門家による相談会を

実施することで情報発信力を高めます。

◆情報発信ツールの構築・再検討

・Webサイト及びパンフレット等の情報発信ツールの構築・再検討

・各種メディアへのPR記事の掲載についての検討

☝地域に隠れている良いものを“商品化”など、消費市場参入へ向けた勉強会を実施します。

◆消費市場に向けて、味・風味・味覚等加工、パッケージ・ラベリング等デザイン、などを専門家を招聘

し、勉強会を開催します。

⇒消費市場の現状を学びます。

⇒商品化・売り方等に向けた学びを行います。

例：（一社）全国スーパーマーケット協会、（一社）日本印刷産業連合会から専門家を招聘

⇒地域イメージについて学びます。
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提案メニュー[４]：地域イメージ(知名度)向上[地域資源活用とブランディング]

東京都荒川区
東京都檜原村

《 実 績 》
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☝地域のプロジェクトで、さまざまな取組むべき事があります。そのなかで、地元にあるのに気が付かない

“依頼事”、企業に依頼する事業ではなじまない“小さな事”を地域の

“仕事”としてマッチングを行います。

◆ビジネスマッチングの実施

⇒企業訪問型ビジネスマッチング

企業ヒアリング調査の結果または定期的な御用聞き訪問等の結果を

基に企業カルテを作成し、課題解決及びイノベーションを創出する

ビジネスマッチングを実施

⇒技術課題提示型ビジネスマッチング

域内の既存企業から募った技術課題を公開し、域内企業にそれらに対応できる技術またはサービス

を提案してもらうビジネスマッチングを実施

◆仕事づくり

⇒地域社会で必要、求められる“事”を、スキルを持つ人材に仕事とし

て実現してもらうことを検討

☞例えば、地域情報用アプリの開発、各種管理業務、地域案内（通訳）

など

提案メニュー[５]：地域内仕事づくり[“依頼事”､“小さな事”を地元の仕事に]

栃木県日光市
埼玉県秩父市

《 実 績 》
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☝持続的な地域経済社会を目指し、ＳＤＧｓ（持続的な開発目標）を持続可能な都市経営に生かします。

行動目標の設定から取組に向けた計画支援をお手伝いします。

◆行政施策とＳＤＧｓとの関連

行政施策をＳＤＧｓの目標とひもづけすることで、取組みを表現でき、

地域内へ社会・経済・環境への貢献を理解・意識づけに寄与します。

◆地域企業の登録・認証

地域企業の取組みをＳＤＧｓ対象企業として登録・認証することで、

社会課題に取組み・貢献する企業としてアピールでき、こうした企業

が存在することが地域産業の魅力となります。

企業間取引にもつながっていきます。

⇒ＳＤＧｓ認証・登録マニュアル作成

◆社会課題の解決を目指して

地域社会が抱えるさまざまな課題に個人・企業・組織といった各々の

立場で、出来ることから始める、ことが社会・経済・環境問題に貢献

するという気づき・動機づけ、が求められます。

⇒勉強会・セミナー等の開催

提案メニュー[６]：ＳＤＧｓの取組み[持続的な地域社会づくり]

長野県認定制度
茨城県プラットフォーム構築

《 実 績 》



内容の相談 参考見積
実施内容の具

体化
実 施
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事業実施スキーム

・検討内容の具体化
(企画内容作成)

・仕様内容の提示
（検討段階）

・参考見積書の作成
・内容の再検討

・実施内容の具体化
・見積書作成

・契約
・提案内容の実施

業務費用について

〔１〕自地域の姿(地域経済構造)の分析
〔２〕地域企業の実態把握［課題と解決方法］
〔３〕工業等振興ビジョン［5～10年後を見据えた振興策］等
〔４〕地域イメージ(知名度)向上[地域資源活用とブランディング]
〔５〕地域内仕事づくり[“依頼事”､“小さな事”を地元の仕事に]
〔６〕ＳＤＧｓの取組み[持続的な地域社会づくり]

☞左記事業は、

⇒単 独
⇒組合せ

が可能です。

☞費用は、仕様内容によっ
て異なります。ご相談く
ださい。



地域産業振興・企業誘致のお悩み・ご相談は下記あてへ 📧

一般財団法人 日本立地センター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台一丁目8番地11 東京YWCA会館8階

TEL：03-3518-8961
ＨＰ：https://www.jilc.or.jp
E-mail: info@jilc.or.jp

〔問い合わせ窓口〕


