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一般財団法人日本立地センター 立地総合研究所内に、関東地域政策研究センターを設置し、
全国ならびに広域関東圏の経済産業の活性化に資することを目的に各種事業を実施しています。
このページでは、その研究成果についてご紹介します。
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一般財団法人 日本立地センター

Ⅰ

調査の背景と視点

１

調査の背景
本調査研究では、地域と産業を取り巻く経済社

会環境変化に対応し、地域と産業の活性化を図り、
循環型・自立型の地域社会を構築する方策につい
て検討した。
検討に際しては、地域と産業活性化に関する次
の背景に留意して実施した。

立地総合研究所

とおる

亨

主任研究員

【企業の廃業、縮小、移転を補完できるコミュ
ニティレベルの連携強化】
②事業活動停滞を補完し連携の現場となる地場・
地域産業の再生
【連携再構築の基礎となる地域産業の再活性化】
③連携を再構築する主体となる若者の雇用の場と
なる地場・地域産業の推進
【若者の所得確保、人口流入、生活維持の場と

ⅰ 経 済社会の大きな構造変化に対応するために、

なる産業の再認識】

くらしを維持する雇用の創造、多様な主体間

３）地域の空間構造の再編

の連携の構築、地域空間の再編に着目する。

①都市縮小、産業縮小に対応した土地利用の見直し

ⅱ 課 題を明確にし、産業と地域の関係性の変化、

【用途地域の再編、インフラ再編、機能転換】

産業空間の縮減、新たな産業空間の設定を問

②資金不足に対応できる新たな都市整備手法の検討

題とする。
ⅲ 地 域の産業発展、都市化の歴史の流れを把握
し、現在の状況と今後の方向について認識する。
（１）構造変化への対応

【都市基盤等改修基金、未利用資産活用手法】
③インフラ保全、改修プログラムの検討
【必要なインフラの確認、メンテナンス・廃棄・新設】
これらの検討に際しては、長期を見据えた、地

１）社会構造の変化へ対応する多様な雇用の創造

域の実態に合わせた議論が必要になるため、従来

①少子高齢化に対応する多様な就業の実現

の計画主体であった行政（国、県、市町村）だけ

【若 者、女性、高齢者の雇用を実現する、地場
産業、地域産業の重要性を再認識】
②市場の変化の影響を受けにくい、地域型の新た
な所得機会の創出
【所得の確保、雇用の創出を実現する、安定し
た地域産業の維持・創出】
③資源、エネルギー制約に対応できる地域産業
【地域資源の活用、
ローカルエネルギー転換の促進】

ではなく、企業、市民、検討に必要な各分野の有
識者、学識者等の協力により進める必要がある。
同時に、これらの地域の多様な利害関係者が参加
し、地域が主体的に体制を組むことにより、都市
規模、産業の状況、自然・社会条件などの現在の
状況を十分認識する。そのうえで、将来の地域の
姿を描き、必要な事業などの取捨選択、優先順位、
計画内容、資金調達の手法などを検討する必要が

２）産業構造の変化に対応する連携構造の構築

ある。さらに、時間の経過とともに環境変化など

①産業縮小に対応できる連携の強化

が起こるため、長期継続的に修正も含めた検討が
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できる場（プラットフォーム）が必要である。
（２）地域と産業活性化を巡る課題の認識
１）産業と地域の関係性の再認識、再構築
①所得や雇用の維持・確保に資する、経済効率重
視から生活者重視の産業構造への転換
②既存立地産業重視の「内発型」産業の創出
③産業継続、地域資源活用、人材定着など、地域
循環型産業の創出
２）産業環境変化により規模の縮小が予想される
産業機能の確認と効率化、縮減の検討
①大規模工場用地（臨海部等大規模工業用地、大
型工業団地、大型工場跡地････）
②エネルギー多消費型産業集積（コンビナート、
大規模発電所････）
③遠隔地産業用地（未利用工場団地・用地････）
３）今後、より一層必要となる機能、場所の再設
定と活用方策
①産業集積拠点（特徴ある産業集積、産業集積拠
点、連担する産業地域････）
②研究開発拠点
（大学、研究機関等との連携拠点 ････）

〈社会再生経済〉
の主な需要領域

Ａ 国土環境再生領域

自然環境・風土環境や農林漁業等の生態産業圏、都市
的建造環境やエネルギーシステムを含む各種社会イン
フラ等の共用資源・ストックの整備・管理・利用にか
かわる分野
■環境 ･ エネルギー関連
■社会インフラ・社会システム関連
■農林漁業・食基盤再生関連
■風土環境・景観関連 ほか

Ｂ 福祉社会再生領域
基礎的な生活・就労支援、住宅・居住、医療・保健・介護、
保育・養育（子育て支援）
、その他社会福祉等の対人ケ
ア・相互扶助にかかわる分野
■医療・健康関連
■福祉・介護関連
■子育て支援関連
■居住・生活支援関連

ほか

Ｃ 地域文化再生領域

生活文化、芸術文化・コンテンツ、教育文化など多様
な表現・コミュニケーションを介した新たな文化創造
活動や地域基層文化の再生・再興等にかかわる分野
■生活文化関連
■芸術文化・コンテンツ関連
■歴史文化・風土文化関連
■観光文化・教育文化関連 ほか

③地域産業拠点（地場産業集積、工房村、地域資
源活用産業地域････）

◆「
 産業と都市の融合」による都市空間のビジョン

これらの課題への対応には、産業・都市におい

◆ 「 産業コミュニティ」を基礎とした新たな時

て基本的な構造改変が必要になっており、従来の
産業機能、都市機能を活かしながら、地域に過剰

代の産業都市づくり
①［生活圏（コミュニティ）レベル］

なものは縮減・廃棄し効率化を進め、地域が主体

地域生活圏レベルからの多様な協同事業体の活

的に実行できる計画を策定し、新たな地域を支え

動を基礎として、社会再生産業を中心とした地域産

る連携構造を実現するプラットフォームやプロ

業の再構築を促す自律的な産業活動空間としての

ジェクトの検討が急務である。
２

調査の視点

（１）調査研究の基本的視点と枠組み
１）
「産業と地域」の関係についての基本的考え方

「産業コミュニティ」を形成することが、これからの
産業都市を形づくる空間編成の基本モデルとなる。
②［都市圏レベル］
こうしたなかで、より上位の都市圏レベルでは、

○これからの都市･地域を支える産業活動のあり方

人口減少の加速化に伴う都市市街地の縮退と集約

○「産業と都市の “離反から融合へ”」の実現

化（都市縮小・コンパクト化）とも相まって、既成

２）こ れからの「地域産業（産業都市）」を支え

工業団地を含む工業地の再編･再配置や未利用産

る産業活動のあり方《産業構造》
○地域産業振興の視点からみた国の新成長戦略の
課題

業地の複合利用等を通じた都市空間構造の再編･
再整備を基に新たな産業都市としての姿が整えら
れていく。

○地域生活圏レベルの “社会再生需要” に対応し
た産業活動の姿

③［広域～全国レベル］
さらにこれらの都市圏内外や複数都市圏を結ぶ

○＜社会再生産業＞の基幹産業としての可能性

広域レベルでは、多様な活動主体による都市･地

３）こ れからの「地域産業（産業都市）」に対応

域間の連携活動を促すなかで、全国各地～海外に

した空間編成のあり方について《空間構造》

およぶ多層的な産業ネットワーク空間を再組織し
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ていくことが、当該産業都市を拠点にグローバル

のづくりとサービスの連携による産業化の動きも

市場への進出を含めた基幹産業としての育成･成

始まっており、これらの動きをさらに加速化する。

長を実現していくための戦略的な課題となる。

■広域圏では、特徴ある企業集積、産業集積が地
域を超えて連携し、得意分野を生かした役割分

Ⅱ

連携構造の構築と新たな動き

担、新たな補完・協力関係の構築による新分野

地域を支えている多様な連携構造が、地域産業

展開など、競争力と持続性を両立する産業構造

の再活性化に向けて新たな産業構造へ進化する基

を目指す。メガリージョンの連携構築は、歴史

礎となることに視点を置き、これからの連携構造

をかけて構築したわが国の産業集積を有効に活

構築に向けた展開方向について、諏訪地域の事例

用することに繋がり、地域相互の特徴を生かし

と、その他の地域で展開している新たな事例を中

た連携は、同種の産業間だけではなく、地域産

心に分析し、新たな産業発展に向けた連携構造の

業へのデザイン機能の導入や地域産業を総合的

考え方を整理した。

にPRするブランド化の促進、地域産業に光を

１

当てて、全国ネットで販売するシステムの構築

新たな連携の方向
連携構造の構築についての検討に際しては、次

などの新たな動きが具体化しており、このよう

の連携構造タイプを設定した、
ⅰ 生活圏で展開する「コミュニティ連携」タイプ。
ⅱ 隣 接する市町村で構成する都市圏で展開する
「社会・地域連携」タイプ。
ⅲ 広 域圏の広がりの中で展開する「産業・技術
連携」タイプ。
それぞれの連携タイプの機能変化について、現

な先導的動きを広げる。
２

タイプ別の連携構造

（１）生活圏タイプ【都市内に複数ある】
生活圏を広がりとしたコミュニティ連携の構造
は、都市全体ではなくコミュニティ（生活圏）を
複数設定し、それらがエリアの特徴を生かして、
地域が自立するためのサービスも含めた活動を連

状とこれからの方向については、次のように考えた。

携させて循環型の都市を形成するイメージである。

■生活圏では、近年、地域の福祉サービスや高齢

医療・福祉介護など高齢化により需要が高まる産

者のケアなどを中心に地域で連携して動かす仕

業群や、中心市街地の再生を進めるための「まち

組みや、地域産業を共同体の活動と一体に捉え

なか」の商店、事業所、工房など、また、地域の

て、個別の産業活動ではなく地域での持続的な

歴史を基礎とする、地場産業、伝統産業などが成

生活実現も含めた方向を目指す産業活動が始

立するための、生活者、学校などを巻き込んだ連

まっている。このような動きを基礎に、地域課

携活動を進める動きを促進する。

題の解決や、地域産業の特性を視点に、コミュ

これらを進める方向は、すでに各地で、地域の

ニティで共同して事業を動かすことから始めて

特性、産業集積の歴史、文化・自然を生かした観

新たな連携構造を構築する。小さな単位の事業

光、農業の再生などさまざまな事業が始まってお

や産業を複数創り出すことにより、信頼、関係

り、それぞれの経済効果は小さいが、「共同体を

性の再構築を目指し、コミュニティの自立を確

形成するものづくり」、「自然・風土を生かした芸

立していく。

術祭」、「地場産業を基礎に展開する新産業」、「ま

■都市圏では、一定の広がりのなかで、独自性、得

ちなかへの産業の導入」、「農業と他産業の連携」

意分野、産業集積を生かした共同事業の構築、

など、住民、地域企業、それをサポートする中間

多様な需要に対応できる生産事業体の形成など

組織体などによる活動が進んでいる。

を目標とする。都市圏のもつ生産機能連携をより

このようなコミュニティ連携による産業活動は、

有効に活用し、情報共有による関係強化から始め、

若者、女性、高齢者など、通常の企業組織に雇用

新たな需要の創造や業種、資本関係に制限され

される就労形態では実現が難しい地域密着型の労

ない、多分野、多産業の連携による産業構築を目

働も成立し、若者の未熟練ではあるが地域密着型

指す。すでに、農業、商業、工業が融合した新

のサービスや、パートタイムで子育てと両立する

たな産業化や、福祉機器や医療機器分野でのも

女性の就労、高齢者の経験や技術を生かした伝統
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産業の職人技術の継承など、地域に密着しマクロ

高めていく方向を検討する。これは、単に循環を

的な経済動向に振り回されない、所得機会の確保

高めることに留まらず、特徴ある事業や、商品は、

が実現し、持続型地域を形成する重要な要素にな

広域のニーズも生まれる可能性があり、域外を市

ると考えられる。

場とした地域産業発展モデルとして成立する。

（２）都市圏タイプ

（３）広域圏タイプ

【複数都市を想定するが都市単独の場合もある】

【ブロック、全国、海外の場合もある】

都市圏を広がりとした連携構造は、地域産業の

広域圏を広がりとした連携構造は、企業間の「産

「社会・地域連携」から成り立ち、部品・資材の

業・技術連携」を主な機能として、コストの低減

受発注や下請け構造などの企業間の取引関係、地

やサプライチェーンの合理化など、経済的なメ

域需要や市場のニーズにより成立してきた。しか

リットや合理的な生産活動を進めるための手段と

しながら、親企業の縮小・移転・廃業による取引

して成り立ってきた。しかし、生産機能の空洞化

関係の変化や、地域経済の縮小による需要の減少

（海外展開、集約化等）やわが国産業の競争力の

や市場の縮小などにより、地域経済全体の構造変

低下などによって、連携のノードとなる産業集積

化により連携構造も崩れて、連携を構成してきた

の縮小や、生産拠点等の海外展開による国内の主

企業数の減少などが起きている。

要事業所のネットワークの崩壊などにより、連携

対応方向としては、連携構造が希薄になった従

構造が崩れてきている。

来型の経済ベースの取引関係を再編し、地域産業

対応方向は、広域連携の中でそれぞれの地域の

同士の生き残りに向けた信頼関係を再構築し、域

産業の特性を生かした役割分担による無駄な競争

外に流出していた事業を地域で再生し循環させて

の排除、広域で連携する地域産業同士の相互の協

成立させる「地域事業体、共同事業体」といった

力関係、リスク対応などによる補完関係の構築に

新たな連携活動を始める。また、地域需要に応え

よる生き残り方策などについて検討する。

てきた生産者の事業を長期安定的に地域が支える
構造として、
「ロングテール事業」の創出、
「ロン

（４）連携構造のタイプ別の方向
上記の３タイプについて、
「諏訪圏」および「各

グライフ製品」の発掘・PRなど、生産者の事業継続、

地」の事例を基に、これからの方向性、新たな連

地域市場の多層需要の展開を促進し、域内循環を

携を形成する要素、事業例を整理したのが、前掲

連携構造のタイプ別方向
連係構造
タイプ

連携の視点

連携構築の方向性

連携形成事業例

諏訪圏の事例
（注）

各地の事例（注）

○小 規模地域型 ○企 業グループ、協同事業による
生産
域内企業の協同事業の形成
【生活圏】 ○多 産業分野連 ○ものづくり
「風土」
を生かした、地
コミュニティ
携
域産業再生、まちなか再生、工
連携
○手仕事づくり
房形成の実現
○生 活充実型産 ○外部のアイディアを吸収し、地
業
域企業が地域で製品化を実践

○工房村、共同作業所
○まちなか工房
○福祉事業所
○市民事業、市民ファ
ンド

○も のづくり拠 ○企業連携、産業集積内の連携に
点形成
よる密な生産構造を構築
○地域人材育成 ○集積地域の人材、
技術、
生産のネッ
【都市圏】 ○産業環境再編
トワークによる多様なものづくり
社会・地域 ○新 地域産業形
を実践
連携
成
○異 業種、異分野の連携、融合に
よる新技術、新産業分野展開
○地域を支える人材育成

○ファブラボ
○諏訪バーチャル ○三条鍛冶道場
○マイスターセンター
工業団地
○ストックバスター
○トレーニング型イン ○ DTF 研究会
ズ（燕三条）
キュベータ
○諏訪産業集積研 ○栃木デザインブラ
○再編産業用地
究センター
ンド“Ｕ”
（益子 ､ 日
○共同工場
光､真岡、
鹿沼ほか）
○企業内公共産業団
地（北九州）
○ファブラボジャパン

○モノシティ
○神戸ものづくり職
○すわ地域興し塾
人大学
○匠の町しもすわ ○大地の芸術祭
○おかみさん連
（十日町）
○すわくる
○土祭（益子）
○やちむんの里
（読谷村）

○地 域間連携事 ○産 業発展を支えるイノベーショ ○広域連携・交流
○諏訪圏工業メッ ○にいがた県央マイ
業
ン拠点形成
○開発・販売の PR
セ
スター
○共同開発事業 ○地域産業の特性を生かし、多機 ○地場産業ブランド化 ○世界最速試作セ ○桐生ファッション
【広域圏】
○ブランド化
能 が 連 携 し た 分 野 横 断 的 な 研 ○地域産品デザイン化
ンター
ウィーク
産業・技術
○デザイン化
究・開発や販売活動の実施
○地場産業産地間連携 ○諏訪圏ものづく ○ D&D プロジェク
連携
○地 域産品再発 ○他地域との連携、周辺地域との
り推進機構
ト（ リ サ イ ク ル、
見
連携を実現する、地域産業拠点
観光、販売）
形成
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の表「連携構造のタイプ別方向」で、タイプごと

内から外延部、さらには諏訪、茅野などの東部に

に、産業活動および産業空間の方向性、新たな方

工場を進出させた。

向の形成を実現する要素、事業化の例示を行った。

岡谷は山地が多く平地は宅地や農地で利用され、
工場用地を確保できる場所は限られているため、

Ⅲ

工業地の再編

規模が大きくなると、ほかの地域に工場を建設し

１）岡谷市の工業

移転するケースも多くみられる。

岡谷市は、1910年代から20年代にかけ「シルク

現在の都市計画用途指定は、準工業地域が多く、

岡谷」として、その名を世界に馳せ、高度成長期

用途指定地域全体との面積比が29.7％とその多さ

には、
時計、カメラ等の精密機械工業の発展で「東

が際立っている（長野県全体の準工業地域指定面

洋のスイス」と称された日本の代表的な内陸工業

積比は11.9％）。

都市である。

この準工業地域が、市街地内の住宅系用途地域
日本地誌／三沢勝衛 1926

の中にモザイク状に入り込み、住工が共存する市
街地形態となっている点が、岡谷の都市空間の大
きな特色である。
また、市内には、諏訪地方の製糸工業、精密機
械工業の発展を牽引した多くの産業支援施設（公
設試）、教育機関（工業高校）、厚生施設（市民病
院）等が設置され、地域の産業活動、従業者・住
民の生活を支えてきた。
1957年に岡谷市中心部に設置された長野県精密
工業試験場（2005年に工業技術総合センターと改

1919年頃の機械製糸工場分布

近年は、電子技術、設計開発技術等を導入、培っ

組）は、岡谷市による土地提供と市および市内製
造企業から3,000万円の拠出負担を行い、地元企
業は自らが設立にかかわったという意識があり比

てきた精密加工技術を活用してナノテクノロジー

較的気軽に試験場を活用している。

をベースとした「スマートデバイスの世界的供給

３）生活圏からのイノベーション

基地」を目指している。

上記のように岡谷市街地には、生活の基礎とな

平成22年の岡谷市人口は 52,841人で、比較的安

る小学校区、幼稚園・保育園区が重なり合う位置

定的に推移している。第２次産業従業者比は平成

（接合面）に工場等の働く空間が分布し、密な産

22年42.9％、昭和50年58.6％で、工業のウエイト
は下がっている。
２）工業地形成

業コミュニティを形成している。
この生産空間と生活空間が密に重なり合うとこ
ろから、人々が求める新製品開発のアイディアが

昭和恐慌により岡谷の製糸工業は大きな打撃を

発見・創造され、その工夫（知恵の交換）の積み

受けたが、細かい作業に慣れていた製糸工業の労

重ねがものづくりで最も重視される開発力を備え

働者が航空機関連などの軍需産業の精密加工分野

た人材を育てていくと考えられる。岡谷の工業は、

に転換して発展する。市内の製糸工場のほとんど

この生活と産業が融合するという空間の潜在力を

が、その敷地や建家を生かして、機械工場として

ベースに、次々と時代を乗り超える力を養ってき

転換していった。また工場疎開も相次ぎ、それら

たと評価され、この資質をさらに磨きあげて、次

を核とする下請分業のピラミッドを構築しながら高

世代を牽引していくことが期待される。

度経済成長の波に乗り、比較的早い時期から時計、

これからも住工が密接に重なり合う接合空間で、

オルゴール、カメラなどの精密工業の発展をみる。

それぞれの生活圏の個性を保ちながら、多様な価

昭和38年には新産業都市の指定（松本・諏訪地

値が交錯する創造的まちをつくり、生産と生活が

区：内陸県では全国唯一）もあって、中心市街地

融合する産業コミュニティを１つ１つ育て、それ
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法の工夫、運営組織体（まちづくり会社等）の組
成を急ぐ必要がある。
具体的には、遊休地・遊休施設等を活用して、
複合的な活動拠点、交流拠点を市街地内に埋込み、
地域社会の新たな関係性を再構築し、新たな産業
コミュニティを創造し、新たな賑わいを市街地内
各所で誘発する。
・開発センター、複合工場ビル等
・医療福祉サービスの高次化
・コレクティブハウス等の住機能整備
・ほか
（コミュニティカフェ、
アートスポット等）
少子高齢化、グローバル化に伴う経済縮小、そ
して市街地の縮退が必至となる時代を迎え、この
ような工業地と市街地のリセットの必要性は、ほ
かの内陸工業都市についても同様に伺え、岡谷が
そのモデル地域になっていくことが期待される。
生活圏からの連鎖型イノベーション

らが幾重にも重なる産業都市を形成していくこと
を展望する。
都市全体というよりも、より小さな範囲（コ
ミュニティ単位：生活圏）で、必要とされる小さ
なシステム、製品、サービスを工夫・創造し、さ
らには工夫したサービスやシステムを複合的に積
み重ねていくことである。
４）工業地の流動化とエリアマネジメント
拡大し過ぎた市街地は、半世紀を経て各所で効
工業地の再編（岡谷モデル）

率性を失い、都市インフラは機能麻痺を起こして
いる。都市づくりや地域振興のあり方を基本から
見直し、リセットすることが求められる。

Ⅳ

今後の展開方向

岡谷市街地は、生活と産業が密に連携する空間

本調査は、ヒアリング調査や現地調査、HP等

構造が一世紀半に及ぶ技術革新、イノベーション

の既往の資料を参考に、連携構造構築と産業地の

を誘発し持続させてきた。この密な構造を維持す

再生の視点から整理したものであり、実際の産業

るためにも市街地内のそれぞれの工業用地の立地

再生、地域再生、産業地の再生の事業に作り上げ

条件に即して土地利用の入れ替え、高度利用が求

るためには、地域の現場での議論と実現に向けた

められよう（流動化の促進）。具体的には、遊休

検討が必要になる。

土地・施設情報のデータベース化、土地バンクの

今後は、モデルとなった諏訪圏における連携構

設置・運営、流動化促進のための制度・支援策な

造の組み替え、工業地の再編を実現する取り組み

ど、企業ニーズに柔軟に対応できる工業用地の流

を進めるため、各地で行われている先導的動きや

動化策を工夫していく必要がある。

事例を継続的に把握し、具体のプロジェクトとし

また、地域住民を含む多様な主体の参画、公民

て地域の状況に合わせて作り込むための検討を進

の協力関係の構築が重要で、そのためのエリアマ

め、具体プロジェクトのプロトタイプ作成につい

ネジメント、アセットマネジメントなどの事業手

て検討する。
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