
市内産業のイノベーション基盤構築へ向けた取組

Case.2

北 海 道 苫 小 牧 市



苫小牧市の概要
苫小牧市は、北海道の南西部、札幌市の南約
60kmに位置し、太平洋に面した都市である。
北は千歳市、西は白老町、東は安平町と厚真町
に隣接している。
国際拠点港湾に指定されている苫小牧港と、
北海道の玄関口である新千歳空港の「ダブル
ポート」を有し、道央自動車道により札幌市ま
で約60分でアクセス可能なほか、鉄道、国道
等も整備されている。このような良好な交通ア
クセスを背景に、苫小牧港周辺をはじめとして
市内各所に工業団地が造成され、紙・パルプ、
非鉄金属、石油精製、化学、自動車等の多種多
様な企業が立地しており、道内を代表する産業
拠点都市として発展を続け、北海道経済にとっ
て重要な役割を担っている。また、市内に石油
備蓄基地や発電所を有するほか、国内最大級の天然ガス田が開発されているなど、北海道における重
要なエネルギー供給基地としても位置付けられる。
さらに、森林地帯や湖沼群、湿原等の自然に恵まれた都市でもある。市域が国立公園や鳥獣保護区
等に指定されているほか、市内東部にあるウトナイ湖はラムサール条約登録湿地に指定され、水鳥た
ちの楽園となっている。
また、アイスホッケー等のウィンタースポーツが盛んで、1966年に全国で初めて「スポーツ都市宣
言」を行った都市としても知られる。

■主要データ

人 口 172,737人（平成27年国勢調査）

面 積 561.57㎢（平成27年全国都道府県市区町村別面積調）

事業所数 7,723事業所（平成26年経済センサス－基礎調査）

従業者数 84,199人（平成26年経済センサス－基礎調査）

第1次産業 361人（平成26年経済センサス－基礎調査）

第2次産業 20,533人（平成26年経済センサス－基礎調査）

第3次産業 63,305人（平成26年経済センサス－基礎調査）

製造品出荷額等 1,391,335百万円（平成26年工業統計調査）

■北海道における位置
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製造業を中心とした企業立地により発展してきた苫小牧市だが、今後は人口減少が見込まれるなど転
換期を迎えている。市は、さらなる発展のためには、札幌市や首都圏への若者の流出抑制や、現状に
甘んじない企業の成長が必要と考え、市内企業と全国のベンチャー企業のマッチング等を図る「市内
産業のイノベーション基盤構築事業」に取り組んでいる。これらの課題認識や施策の必要性を再検証
するとともに、今後の施策展開に向けた示唆を探るため、分析を行った。

活用の背景

■ 市内製造業においては、すでに人手不足が発生していると推察される。
■ 従来は若者の転出を近隣自治体からの転入で補ってきたが、地域全体の今後の人口は大幅に減少
するため、従来の労働力確保モデルは今後通用しなくなる可能性がある。

■ 設備投資や研究開発、特許取得といった市内事業者のさらなる成長へ向けた動きは低調であるこ
とが推察され、このことが若者の認知度の低さにつながっていると考えられる。

以上より、従来の製造業のイメージを変え若者や移住・定住者の増加を図るとともに、市内企業の新
たな成長を促すことを目的とした「イノベーション基盤構築事業」の必要性を再認識した。

検証結果・気づき

■「輸送用機械器具製造業」の雇用吸収力が大きく、近年も増加傾向にある。
■ 北海道の製造業中分類における1990年と2012年の付加価値額・労働生産性の特化係数の推移を
みると、「石油製品・石炭製品」「鉄鋼業」「電子部品、電気・情報通信機器」等が上昇している。

■ 市内産業に与える影響力は「パルプ・紙」「化学」「輸送用機械」等が高い。

今後、イノベーション創出の取組をさらに加速させていくにあたっては、市全体への波及や市の産業
の将来性の面から、特に上記分析により抽出された産業の主要企業等を巻き込み検討を進めていく。

分析を踏まえた今後の展開

市内学生へのアンケート結果
（独自分析）

分析
8

北海道の製造業の研究開発費の水準
（企業活動マップ－研究開発費の比較）

分析
6

北海道の製造業の設備投資の水準
（産業構造マップ－全産業の構造、稼ぐ力分析）

分析
5年齢階級別の人口移動

（人口マップ－人口の社会増減）
分析
3

転入者が多い自治体を含む人口推移
（人口マップ－人口の社会増減、人口構成）

分析
4

市内製造業の常用雇用
者数（産業構造マップ－
製造業の構造）

分析
9

北海道および市の特許数の水準
（企業活動マップ－特許分布図、産業構造マッ
プ－全産業の構造、人口マップ－人口構成）

分析
7

北海道の製造業の特化
係数の推移（産業構造
マップ－稼ぐ力分析）

分析
10

市内産業の影響力・感
応度（地域経済循環マッ
プ－生産分析）

分析
11

市の産業構造（産業構造マップ－全産業の構造、
従業者数、付加価値額、製造品出荷額等）

分析
1

北海道の有効求人倍率
（雇用／医療・福祉マップ－有効求人倍率）

分析
2

利活用事例の全体像 施策検証型

市内産業のイノベーション基盤構築へ向けた取組
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苫小牧市は、北日本最大の国際貿易港である苫小牧港、北の玄関口である新千歳空港および
苫小牧東部地域に広がる広大な土地を有する恵まれた立地条件のもと、製造業を中心とした企
業立地により発展してきた。人口も近年までは増加を続けていたが、今後は減少に転じること
が見込まれるなど転換期を迎えている。
このような状況下において、さらなる発展を実現するため、市は従来からみられる札幌市や
首都圏への若者の流出を抑制し、市の経済を支える労働力を確保することが重要であると考え
た。そのためには、若者が製造業をはじめとする市内事業者に対して持っているイメージの改
革が必要と考えた。一方、従来の市内事業者との対話等により、現状からの変化に慎重な傾向
にある事業者が多いと感じていた。
市はこれらを踏まえ、市内事業者による先進的な取組等を促すことで、市や市内産業の話題
性および注目度を高め若者の市内事業者に対する認知度や就業意欲の向上を図るとともに、市
内事業者のさらなる成長を促進することが必要と考えた。この課題認識に基づき、現在、市内
事業者と全国のベンチャー企業のマッチング等を図る「イノベーション基盤構築事業」に取り
組んでいる。
この取組をさらに加速させるため、前提となる課題認識や施策の必要性について再検証する
とともに、今後の施策展開に向けた示唆を探るための分析を行った。

活用の背景
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課題認識や施策の検証にあたり、まず、苫小牧市の産業構造を分析した。
図1は、市の産業構成を付加価値額、従業者数、売上高の面からそれぞれ示したものである。
これをみると、付加価値額および売上高で「製造業」が最も大きい割合を占めており、従業者
数も「卸売業，小売業」に次いで「製造業」が大きな割合を占めている。
また、図2は、市内製造業の従業者数、付加価値額、製造品出荷額等について道内における
順位と占める割合を示したものである。これをみると、従業者数および付加価値額では道内2
位、製造品出荷額等では道内1位となっており、製造品出荷額等は道内全体の2割以上を占め
ていることが分かる。
以上より、市の基幹産業は製造業であり、道内全体でも大きな存在となっていることを改め
て認識し、以降の分析は製造業を中心に行うこととした。

分析❶   市の産業構造（産業構造マップ）

●産業構造マップ＞全産業の構造＞「表示レベルを
指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択
＞「表示内容を指定する」で表示項目を選択

●産業構造マップ＞従業者数(事業所単位）、付加価
値額(企業単位）、製造品出荷額等＞グラフを表示
＞データをダウンロード により得たデータを基に
苫小牧市作成

（図1）産業構造マップ 全産業の構造［2012年（付加価値額、売上高）、2014年（従業者数）］

製造業は市の基幹産業であり、道内全体でも大きな割合を占めるPoint!

（図2）産業構造マップ従業者数（製造業）、付加価値額
（製造業） 、製造品出荷額等［2014年（従業者数、
製造品出荷額等） 、2012年（付加価値額）］

指標 道内順位 道内に占める
割合

従業者数（事業所
単位）2014年 2位 5.9%

付加価値額（企業
単位）2012年 2位 6.5%

製造品出荷額等
2014年 1位 20.9%
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次に、製造業の人材確保の状況を分析した。
図3は、北海道における「生産工程の職業※1」の有効求人倍率を示したものである。なお、
分析①において、苫小牧市の製造業は製造品出荷額等をはじめ道内でも高い水準となっており、
一定の割合を占めていることが明らかとなったことから、以降の北海道の製造業に関する分析
は、苫小牧市の傾向とも合致すると考えることとする。これをみると、有効求人倍率は全国平
均を上回る水準で、直近では1.5近くに達している。なお、図4は、北海道における有効求人
倍率を「生産工程の職業」に限らずに示したものであるが、こちらは全国平均を下回っている
ことから、製造業の人材確保を取り巻く状況がとりわけ厳しくなっていることが分かる。
以上より、市内製造業においては、すでに一定程度の人手不足が発生している可能性がある
ことが分かった。

分析❷   北海道の有効求人倍率（雇用／医療・福祉マップ）

●雇用／医療・福祉マップ＞有効求人倍率＞「表示
レベルを指定する」で「都道府県単位で表示する」
を選択＞「表示する職業分類を指定する」の大分
類で「生産工程の職業」を選択＞グラフを表示

●雇用／医療・福祉マップ＞有効求人倍率＞「表示
レベルを指定する」で「都道府県単位で表示する」
を選択＞グラフを表示

（図3）雇用／医療・福祉マップ 有効求
人倍率（生産工程の職業）

 ［2011年4月～2015年10月］

（図4）雇用／医療・福祉マップ 有効求
人倍率（すべての大分類）

  ［2011年4月～2015年10月］

市内製造業において人手不足が発生している可能性があるPoint!

1：「厚生労働省編職業分類」に基づく職業区分の一種で、「生産工程における、生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具等を
用いた原材料の加工・製品の製造の作業、機械の組立・修理の作業、製品（半製品・原材料を含む）の検査の作業および生産工程で
行われる作業に関連または類似する技能的な作業をいう。」と定義されており、製造業における大半の従業者に対応する区分と考えら
れる。
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若者の流出という課題を検証するため、年齢階級別の人口移動を分析した。
図5は、苫小牧市の年齢階級別純移動数の時系列推移を示したものである。これをみると、
1980年代から一貫して「15歳～19歳→20～24歳」で人口が大きく流出し、「20歳～24歳→25
～29歳」で人口が大きく流入していることが分かる。
以上より、市は従来から、進学や就職を機に市外へ流出した人口を、他自治体からの転入等
により補ってきたことが推察される。

分析❸   年齢階級別の人口移動（人口マップ）

●人口マップ＞人口の社会増減＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択＞人口移動（グ
ラフ分析）

（図5）人口マップ 人口の社会増減（年齢階級別純移動数の時系列分析）［1980年～2010年］

進学・就職時の人口流出を他自治体からの転入等で補ってきたと推察されるPoint!
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分析③で把握したような、若者の流出を他自治体からの転入等で補うこれまでの労働力確保
のあり方について、今後の持続可能性を分析した。
図6は、2015年の苫小牧市への転入超過数の多い自治体を示したものである。これをみると、
市の近隣に位置する自治体が上位となっていることが分かる。
図7は、図6の上位5自治体を苫小牧市と合算して、人口推移（実績および推計）を示した
ものである。このうち2010年から2040年の増減率に着目すると、総人口は約25%減少し、生
産年齢人口や年少人口の減少率は40%前後にも及ぶことが分かる。図8は、苫小牧市単体の人
口推移を示したものであるが、これと比較すると老年人口以外の減少幅が大きいことが分かる。
以上より、今後の人口推移は市への転入超過が多い近隣自治体を合算するとより厳しい推計
となっており、近隣自治体からの転入により労働力を確保する従来のあり方は、今後持続する
ことが難しくなる可能性が高いことが分かった。

分析❹   転入者が多い自治体を含む人口推移（人口マップ）

●人口マップ＞人口の社会増減＞「表
示レベルを指定する」で「市区町村
単位で表示する」を選択＞From-to
（定住人口）

●人口マップ＞人口構成＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単
位で表示する」を選択＞人口推移＞「合算地域を追加する」で合算
対象自治体を追加

●人口構成（RESAS）を基に苫小牧市作成

（図6）人口マップ 人口の社
会増減（From-to（定
住人口））（転入超過数
内訳）［2015年］

（図7）人口マップ 人口構成（2015年の転入超過上位
5自治体を合算）［1980年～2040年］

合算自治体：北海道苫小牧市、北海道登別市、北海道白老町、
北海道むかわ町、北海道日高町、北海道新ひだか町

2010年（人） 2040年（人） 増減率

総人口 293,002 220,873 －24.6%

年少人口 37,483 21,380 －43.0%

生産年齢人口 183,786 115,749 －37.0%

老年人口 71,653 83,744 16.9%
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●人口構成（RESAS）を基に苫小牧市作成

2010年（人） 2040年（人） 増減率

総人口 173,320 143,889 －17.0%

年少人口 23,476 14,530 －38.1%

生産年齢人口 113,284 77,950 －31.2%

老年人口 36,515 51,409 40.8%

●人口マップ＞人口構成＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択＞人口推移

（図8）人口マップ 人口構成（苫小牧市単体）［1980年～2040年］

近隣自治体からの転入による労働力の確保は、今後厳しさを増す可能性が高いPoint!
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●産業構造マップ＞全産業の構造＞横棒グラフで割合を見る＞データをダウンロード、産業構造マップ＞稼ぐ力分
析＞グラフ分析＞データをダウンロード により得たデータを基に苫小牧市作成

（図9）産業構造マップ 全産業の構造、稼ぐ力分析（製造業）［2012年］

市内製造業事業者のさらなる成長に向けた取組の現状を把握するため、設備投資、研究開発、
特許保有の面から分析することとし、まず、設備投資の面から分析した。
図9は、北海道の製造業における設備投資額を、1企業当たりおよび対売上高比率で全国と比
較したものである。これをみると、1企業当たりでは47都道府県中32位、対売上高比率でも33
位と、中位からやや低めの水準であることが分かる。
以上より、市内製造業においても、設備投資はあまり活発ではないことが推察される。

分析❺   北海道の製造業の設備投資の水準（産業構造マップ）

道内製造業の設備投資はあまり活発ではなく、市内製造業も同様と推察されるPoint!

順位 都道府県名
設備投資額_
1企業当たり
（百万円）

1 滋賀県 84.42

2 山口県 75.24

3 茨城県 48.56

…

32 北海道 16.26

…

45 奈良県 8.30

46 東京都 3.88

47 沖縄県 3.64

順位 都道府県名
設備投資額_
対売上高比率

1 滋賀県 0.168%

2 茨城県 0.145%

3 三重県 0.110%

…

33 北海道 0.043%

…

45 沖縄県 0.015%

46 大阪府 0.010%

47 東京都 0.001%

- 28 -



次に、研究開発費の面から分析した。
図10は、北海道の製造業における研究開発費を、1企業当たりおよび対売上高比率で全国と
比較したものである。これをみると、1企業当たりでは47都道府県中41位、対売上高比率でも
45位と、極めて低い水準であることが分かる。
以上より、市内製造業においても、研究開発の取組は低調であることが推察される。

分析❻   北海道の製造業の研究開発費の水準（企業活動マップ）

道内製造業の研究開発は低調であり、市内製造業も同様と推察されるPoint!

●企業活動マップ＞研究開発費の比較＞時系列変化を分析＞データをダウンロード により得たデータを基に苫小
牧市作成

（図10）企業活動マップ 研究開発費の比較（製造業）［2013年］

順位 都道府県名
研究開発費_
1企業当たり
（百万円）

1 東京都 3689.93

2 愛知県 3366.647

3 徳島県 2213.25

…

41 北海道 77.8608

…

45 鹿児島県 36.5833

46 島根県 36.0667

47 沖縄県 6.8

順位 都道府県名
研究開発費_
対売上高比率

1 徳島県 8.14%

2 京都府 7.53%

3 神奈川県 6.54%

…

45 北海道 0.56%

46 鹿児島県 0.47%

47 沖縄県 0.11%
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●企業活動マップ＞特許分布図＞特許一覧を表示＞データをダウンロード、産業構造マップ＞全産業の構造＞横棒グラフで割合を
見る＞データをダウンロード、人口マップ＞人口構成＞人口推移>データをダウンロード により得たデータを基に苫小牧市作成

（図11） 企業活動マップ 特許分布図、産業構造マップ 全産業の構造（事業所数）、人口マッ
プ 人口構成（都道府県単位の比較）［2016年（特許分布図）、2014年（全産業の構造（事
業所数））、2010年（人口構成）］

（図12）企業活動マップ 特許分布図、産業構造マップ 全産業の構造、人口マップ 人口構
成（道内自治体間の比較） ［2016年（特許分布図）、2014年（全産業の構造（事業所数））、
2010年（人口構成）］

続いて、特許保有の面から分析した。
図11は、北海道の特許数を全国と比較したものである。これをみると、対事業所数比率・
対人口比率のいずれも38位となっており、低位となっていることが分かる。
また、図12は苫小牧市の特許数を道内の自治体と比較したものである。これをみると、対
事業所数比率で50位、対人口比率で52位となっており、上位とは大きな差が生じていること
が分かる。
以上より、全国と比べて事業所数や人口に対する特許数の比率が低い北海道の中でも、市は
比率が低く、市内事業者における特許取得へ向けた取組は低調であることが分かった。

分析❼   北海道および市の特許数の水準（企業活動マップ、産業構造マップ、人口マップ）

順位 市町村名 特許数_
対事業所数比率

1 足寄町 21.93%
2 上富良野町 12.08%
3 訓子府町 7.85%

…
6 札幌市 4.73%

…
50 苫小牧市 0.89%

●企業活動マップ＞特許分布図＞特許一覧を表示＞データをダウンロード、産業構造マップ＞全産業の構造＞横棒グラフで割合を
見る＞データをダウンロード、人口マップ＞人口構成＞人口推移>データをダウンロード により得たデータを基に苫小牧市作成

順位 都道府県名 特許数_
対事業所数比率

1 東京都 134.04%
2 大阪府 53.30%
3 愛知県 52.89%

…
38 北海道 2.41%

…
45 鹿児島県 1.41%
46 青森県 1.29%
47 沖縄県 1.20%

順位 都道府県名 特許数_
対人口比率

1 東京都 6.66%
2 大阪府 2.48%
3 愛知県 2.29%

…
38 北海道 0.10%

…
45 鹿児島県 0.064%
46 青森県 0.057%
47 沖縄県 0.056%

順位 市町村名 特許数_
対人口比率

1 足寄町 1.10%
2 上富良野町 0.50%
3 訓子府町 0.28%

…
5 札幌市 0.19%

…
52 苫小牧市 0.04%

市内事業者の特許取得へ向けた取組は低調であるPoint!
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ここまでの分析を踏まえ、イノベーション基盤構築事業の初期に実施した就業等に関する市
内学生向けアンケートの結果を改めて分析した。
図13は、そのアンケート結果を示したものである。これをみると、まず「就職したい・働
きたい場所」として「苫小牧市内」を挙げているのは全体の5%に満たず、「札幌市内」や「東京・
大阪等の大都市圏」が多くなっていることが分かる。また、「市内でインターンに行ってみた
い企業の有無」で「ある」と答えた学生は全体のわずか5.3%となっていることも分かる。さらに、
市内製造業に対する「ポジティブ」「ネガティブ」なイメージをそれぞれ聞いた結果、前者は「将
来性」「技術力」、後者は「給与・待遇」「休日・休暇の取りにくさ」「残業の多さ」が他の選択
肢より若干多くなっているものの、両者において「わからない」が最も多く、50%以上となっ
ていることが分かる。
以上より、就職を機に学生が市外へ流出しているという課題が、学生の意識の面からも裏付
けられた。また、学生が市内での就職を希望しない理由として、そもそも市内企業をあまり知
らないことがあり、設備投資や研究開発、特許取得等の動きが低調で話題性に乏しいことがそ
の一因であると考えられる。

分析❽   市内学生へのアンケート結果（独自分析）

学生は市内就職をあまり希望しておらず、市内製造業の認知度も低いPoint!

●苫小牧市「移住・定住、就業に関する意識調査（学生アンケート）」

（図13）市内学生へのアンケート結果（抜粋）［2016年］
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苫小牧市の基幹産業である製造業は、すでに人手不足が発生しつつあると推察された。また、
市は従来から若者の転出を近隣自治体からの転入で補ってきたと考えられるが、地域全体の今
後の総人口や生産年齢人口、年少人口は大幅に減少すると見込まれるため、従来の労働力確保
のあり方は今後厳しさを増す可能性が高く、若者の流出抑制や、近隣以外の地域からの移住・
定住促進による労働力確保の必要性を認識した。
また、事業者側に着目すると、設備投資や研究開発、特許取得といった市内事業者のさらな
る成長へ向けた動きが低調であることが推察された。市は、このことが市内事業者における話
題性の乏しさにつながり、結果として学生アンケートで把握したような、市内での就職意欲や
市内企業の認知度の低さの一因になっていると考えた。
以上を踏まえ、従来の製造業をはじめとした市内事業者に対するイメージを変え、若者の就
労や移住・定住者の増加を図るとともに、市内企業の新たな取組を促すことを目的とした「イ
ノベーション基盤構築事業」の必要性を再認識した。
以降は、イノベーション基盤の構築へ向けて行政のみならず市内関係者を交えて検討を行っ
ていくにあたり、特に巻き込んでいくべき業種を特定するため、分析を進めることとした。

検証結果・気づき
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イノベーション基盤の構築に向けた取組にあたり、特に巻き込むことが必要な業種を特定す
るため、まず、雇用面に着目して分析した。
図14は、市内製造業の各業種における常用従業者数の構成割合と推移を示したものである。
これをみると、「輸送用機械器具製造業」の常用従業者数は市内製造業全体の半数近くとなっ
ており、近年もその数を大きく伸ばしていることが分かる。
以上より、雇用の吸収力に着目すると、「輸送用機械器具製造業」をイノベーション創出に
向けた検討に巻き込んでいくことが、市内の雇用創出に寄与する可能性が高いことが分かった。

分析❾   市内製造業の常用雇用者数（産業構造マップ）

●産業構造マップ＞製造業の構造＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択＞「表示内容
を指定する」で「常用従業者数で表示する」を選択

（図14）産業構造マップ 製造業の構造
 ［2013年（常用従業者数（実数））、1986年～2013年（常用従業者数（実数）の推移）］

●産業構造マップ＞製造業の構造＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択＞「表示内容
を指定する」で「常用従業者数で表示する」を選択＞推移を見る

「輸送用機械器具製造業」の常用従業者数が多く、近年も増加しているPoint!
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次に、付加価値額と労働生産性の推移に着目して分析した。
図15は、北海道における特化係数（付加価値額、労働生産性、全国水準=1）の1990年から
2012年の推移を散布図上に示したものである。なお、絞り込み機能により、1990年から2012年
にかけて付加価値額の特化係数が上昇している産業のみを表示させている。また、散布図上の
丸は1990年を、三角は2012年を示している。これをみると、1990年から2012年にかけて付加
価値額と労働生産性のいずれも上昇している産業は、「石油製品・石炭製品」「鉄鋼業」「電子
部品、電気・情報通信機器」等であることが分かる。
以上より、これらの産業は道内において今後も成長が見込まれる産業と解釈でき、これらの
産業を巻き込みイノベーションに向けた議論を行うことが、市内経済の成長にもつながる可能
性を把握した。

分析10   北海道の製造業の特化係数の推移（産業構造マップ）

●産業構造マップ＞稼ぐ力分析＞製造業を事業所単位で分析＞散布図で分析＞「表示する対象を指定する」で「付
加価値額増加産業を見る」を選択

（図15）産業構造マップ 稼ぐ力分析［1990年～2012年］

北海道では「石油製品・石炭製品」「鉄鋼業」等の特化係数が上昇しているPoint!
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続いて、市内の他の産業に与える影響の面からも分析した。
図16は、市内産業における影響力係数※2と感応度係数※3を、産業別に散布図上に示したも
のである。これをみると、「パルプ・紙」「化学」「輸送用機械」等が、市内の他の産業に与え
る影響力が強いことが分かる。
以上より、これらの産業を巻き込みイノベーションを誘発することで、市内の産業全体の牽
引につながる可能性を把握した。

分析11   市内産業の影響力・感応度（地域経済循環マップ）

●地域経済循環マップ＞生産分析＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択＞影響力・感
応度分析

（図16）地域経済循環マップ 生産分析［2010年］

「パルプ・紙」「化学」「輸送用機械」等が市内の他の産業に与える影響が大きいPoint!

2：ある産業に対する需要が全産業に与える影響の度合いを示す係数で、係数の値が大きいほど他産業に対する影響力が大きいというこ
とを示す指標である。

3：全産業に対する新たな需要による特定の産業の感応度を示す係数で、係数の値が大きいほど他産業から受ける影響が大きいというこ
とを示す指標である。
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市内製造業における常用従業者数の半数近くを「輸送用機械器具製造業」が占めており、近
年も増加傾向にあることが分かった。次に、北海道において、1990年から2012年にかけて特化
係数（付加価値額、労働生産性）が上昇している産業に着目した結果、「石油製品・石炭製品」
「鉄鋼業」「電子部品、電気・情報通信機器」等が抽出された。また、市内の他の産業に与える
影響力は、「パルプ・紙」「化学」「輸送用機械」等が大きいことが分かった。
苫小牧市はこれらを踏まえ、市の基幹産業である製造業の中から雇用、近年の成長および市
内産業に与える影響力という3つの面で抽出した産業にイノベーション構築の議論に積極的に
加わってもらい、先行事例を生み出すことで、市内産業全体にイノベーション基盤構築事業へ
の参加意欲が広がることを期待している。
今後は、2016年度に実証実験として実施し、3件のマッチングが成立するなどの成果を残した
市内事業者と全国のベンチャー企業のマッチングイベントを、次年度以降も継続することとし
ている。また、RESASの分析により抽出した業種の事業者を巻き込みながら、市・教育機関・
金融機関等の市内関係者から構成される「苫小牧市イノベーション基盤推進協議会（仮称）」
において、自立的な推進を可能とする資金調達メカニズムや、市内事業者の取組意識醸成等、
イノベーション創出の具体化に向けた検討を進める予定である。
市はこうした取組によって、市内産業において先進的な取組が生まれる風土の醸成を図り、
若者の市内企業への関心や就労意欲の向上、移住・定住促進および市内事業者のさらなる成長
につなげていきたいと考えている。

分析を踏まえた今後の展開
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若者の流出に歯止めをかける

苫小牧市は、製造業を中心とした道内屈指の産業集積地です。全国的な大手企業や、高い技術
力を持った地場の事業者等、多数の優良企業が立地しています。しかし従来から、市内の若者の
多くが就労を機に市外へ流出し、近隣の自治体からの転入で労働力を確保してきた傾向がありま
した。全国的な人口減少や高齢化の流れの中で、近隣自治体の人口のさらなる減少も予想される
ため、根本的な課題である若者の流出と向き合わざるを得なくなり、また、これまで苫小牧市で
就労を考えることの少なかった地域の人にも移住・定住を検討してもらいたいと考え、施策の検
討を始めました。

よい企業があるのに知られていない

以前、市内の学生向けに実施したアンケートでは、市内
の優良企業を答えられた学生は3割しかおらず、認知度の
低さが市外流出の原因ではないかと考えました。
では、どうしたら学生や市外の人に、市内の企業を知っ
てもらい、ここで働きたいと思ってもらえるか。検討の結
果、「苫小牧の企業ってこんなおもしろいことをやっている
んだ」「苫小牧っておもしろいまちだな」と思ってもらえる

ように、市あるいは市内産業のイメージ改革が必要ではないかとの結論に達しました。
市内の企業は、大手企業や高い技術力を有する優良企業が多い反面、新しいことへの取組に対
して慎重な傾向がありました。そのような面からも、市内企業と全国のベンチャー企業を結び付
けることで、これまでにないアプローチで地域課題や経営課題の解決につなげ、ユニークな取組
として発信できるようなイノベーション創出の仕掛けづくりを考えたのです。

市全体へ取組を広める呼び水に

実証実験として実施したベンチャー企業とのマッチ
ングイベントへの参加を市内企業に呼びかけたところ、
様子見といった意識があるのか、思いのほか苦戦しま
した。最終的には一定数の企業が集まり、実施後には
市内企業、ベンチャー企業の双方から好評を得ること
ができましたが、今後はこの取組をいかにして市内全
体へ広めていくかが課題だと感じています。
今回、RESASを活用したのは、市内企業の参加の呼
び水となるような企業をイノベーション創出の議論に巻き込むため、様々な面から市内産業を分
析し、その候補となる業種を特定したいと考えたからです。RESASは様々な指標を時系列的に
確認でき、市内産業に与える影響力を把握することもできるので、業種の絞り込みにはうってつ
けでした。また、従来から市の基幹産業と認識していた業種のほかにも、意外な業種が抽出され
たので、新たな発見にもつながりましたね。
今後は、RESASの分析により抽出された産業に属する企業を中心にイノベーション基盤構築の
取組への参加を呼びかけていきたいと考えています。そして最終的には、市内企業が自発的にこ
れらの取組を行い、「おもしろいこと」が自然と起こるようなまちにしていけたらと思っています。

利活用の現場から －苫小牧市 政策推進課－
道内有数の産業集積地として発展を遂げてきた苫小牧市。なぜ今、イノベーションに取り組もうと
考えたのか、その中でRESASによる分析はどのような役割を果たしたのか、担当部署にお話を伺った。

■ベンチャー企業のプレゼンを聞く市内企業担当者

■市内に広がる工業団地
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