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レポートの作成にあたって 
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 本レポートは、足もと過去最高水準にある活発な大分県への

企業立地の動向について取り纏めたものです。日本銀行大

分支店の調査スタッフが、近年大分県に進出した数十先に

及ぶ企業や自治体等関係機関から直接ヒアリングした情報

を基に作成しました。 

 以下では、まず、これまでの大分県における企業立地動向の

変遷（第１・２・３の波）とそれらが大分県経済をどのように牽

引してきたか、また、最近の企業立地動向の特徴点およびそ

れが今後の大分県経済にどのような意味を持つか、につい

て簡単に整理したあと、企業等からのヒアリング情報を基に

取り纏めた、“立地先として大分県が選ばれた要因・背景”や、

“今後の目指すべき方向性”、について分かり易く紹介したい

と思います。 

 



１．企業誘致の沿革と足もとの動向 
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大分県経済を牽引してきた大手メーカーの拠点進出 
 

 大分県では、1964年の「新産業都市※」指定（第１の波）、1984年の「県北国

東テクノポリス」指定などを受け、大手メーカーの拠点設立が相次いだ（第２

の波）。こうした動きは、1990年代半ばに落ち着いたが、2000年代に入ると、

自動車産業の集積に加え、既往進出先の最先端設備導入のための投資等

が進んだ（第３の波）。こうした大手メーカーの企業集積は、製造品出荷額等

の拡大を通じて、大分県経済を着実に牽引してきた。 
    ※新産業都市とは、新産業都市建設促進法（1962年）に基づき、「産業の立地条件及び都市施設を整備することにより、その地方

の開発発展の中核となるべき」として指定された地域のこと。 

（注）進出時と現在の社名が異なる場合は、現在の社名を記載。 

（資料）各社HP情報等をもとに、日本銀行大分支店で作成 

▽企業立地の状況 ▽大手メーカーの進出状況 
年 業種 進出企業の営業開始等

1964

1964 素材 JXエネルギー大分製油所　営業運転開始

1964 加工 川澄化学工業・佐伯工場　生産開始

1968 加工 TOTOサニテクノ・中津工場　稼動開始

1969 素材 昭和電工・大分石油化学コンビナート　営業運転開始

1970 加工 パナソニックSN九州・大分工場　設立

1970 加工 ジャパンセミコンダクター・大分工場　設立

1970 加工 JDEVICES　設立

1971 素材 新日鐵住金・大分製鉄所　発足

1973 加工 日本テキサス・インスツルメンツ・日出工場　操業開始

1975 加工 旭化成メディカルMT・大分工場　設立

1977 加工 CKK・中津工場・宇佐工場　設立

1981 加工 三井造船・大分事業所　操業開始

1982 加工 大分キヤノン　設立

1984

1984 加工 ソニーセミコンダクタ･大分テクノロジーセンター　創立

1998 加工 大分キヤノンマテリアル　設立

2004 加工 ダイハツ九州・大分（中津）工場　生産開始

2012 加工 TOTOファインセラミックス　中津工場へ本社移転

新産業都市指定

県北国東テクノポリス指定

（資料）大分県「大分県企業立地ガイド（2016年）」 

１ 
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３ 
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▽製造品出荷額等の推移 ▽製造品出荷額等の伸び率（04～14年） 

順位 都道府県 伸び率（％）

1位 大分 35.5

2位 広島 29.0

3位 北海道 26.8

4位 和歌山 26.7

5位 青森 26.1

6位 愛媛 25.4

7位 沖縄 24.0

8位 岡山 23.5

9位 千葉 23.2

10位 長崎 23.0

全国平均 7.3

▽九州各県の製造品出荷額等（2014年） ▽市町村別の製造品出荷額等（2014年） 

（資料）経済産業省「工業統計調査」 

（資料）経済産業省「工業統計調査」 

順位 都道府県 出荷額等（億円）

1位 福岡 84,336

2位 大分 45,589

3位 熊本 24,740

4位 鹿児島 19,128

5位 佐賀 17,357

6位 長崎 15,625

7位 宮崎 15,276

大分県の製造品出荷額等は 

九州では福岡県に次ぐ第2位 

大分市の製造品出荷額等は
全国市町村中第11位 

全国トップの
高い伸び 
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圏内で推移 

順位 市町村 出荷額等（億円）

1位 豊田市 130,847

2位 市原市 53,372

3位 倉敷市 46,593

4位 川崎市 45,484

5位 横浜市 43,330

6位 堺市 38,213

7位 大阪市 36,348

8位 名古屋市 35,494

9位 東京23区 32,096

10位 四日市市 31,799

11位 大分市 31,165

…

16位 北九州市 21,282
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既往最高水準を記録する足もとの企業立地件数 
 

 最近の動向に目を転じると、完成車メーカーの立地や既往進出先による最

先端設備投資が一巡した2010年以降は、“雇用者数”や“設備投資額”と

いった物差しでみる限り、定常状態が続いているように窺われる（次頁上段

グラフ）。 

 もっとも、“企業立地件数”という観点でみると、2015年度は、既往ピークで

あった2006年度を上回る企業が県内に進出するなど快進撃となっている（同

下段グラフ）。ヒアリングベースでは、2016年度入り後も高水準での立地が

継続している。 

 立地件数の多さの一方、雇用者数や設備投資額が大きく増加していない理

由としては、立地企業が過去の進出企業のような大手メーカーではなく、大

手メーカーの下請け企業（サプライヤー）や、これまで立地が少なかったソフ

トウェア関連やコールセンターなどオフィス関連企業であることが背景として

挙げられる。 

⇒ こうした先の１拠点あたりの雇用者数や設備投資額は大手メーカーのよ

うに大きくはない。 
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▽企業立地に伴う雇用者数と設備投資額の推移 

（資料）大分県「誘致企業件数」 

（注）雇用者数、設備投資額は企業が進出表明時に公表したもの。 

（資料）大分県「誘致企業（市町村別、業種別一覧）」 
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既往最高水準を記録する企業立地件数（続き） 
 

 直近の企業立地の動向は、今後の大分県の産業政策を考える上で非常に

大きな意味を有する。すなわち、下請け企業が集積することにより、従来は

県外から調達されていた原材料や資材を大分県内から調達できるようにな

る。この結果、県外に流出していたお金（付加価値）が県内に歩留まり、それ

らの一定割合は賃金や設備投資として県内に還流することになる（次頁図

参照）。また、ソフトウェア関連やコールセンターといった新たな産業の集積

は、中長期的な産業活力の向上や新たな雇用基盤の創出に寄与するもの

と考えられる。 

 こうした点を踏まえると、足もとみられている企業立地の増加は、1先当たり

の規模が大きくないため、あまり目立たなかったり、統計には表れにくいもの

の、今後の大分県経済の成長・発展の「礎」となる大きな変化と捉えることが

できる。 
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下請け企業の集積により変化する大分県経済（イメージ） 
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２．企業誘致の成功要因 
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 全国の都道府県が企業誘致に力を入れる中で、大分県が
このように成功してきた背景については、以下の４点を挙
げることが可能。 

① 自治体による積極的な企業誘致や 
充実した支援策 

② 交通インフラの整備・充実 

③ 市場や取引先との近接性 

④ 自然・生活環境 

 以下では、大分県に立地した企業から聞かれた具体的な
ヒアリング情報を踏まえ、詳細について説明。 

主体的な取り組み 

大分県自体が有する
持ち味・良さ 
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①自治体による積極的な企業誘致や充実した支援策 
 

 大分県に進出した企業からのヒアリング情報としては、立地先として当県を

選択した理由として、ほぼ共通して、 “県や市町村レベルでの積極的な企

業誘致や手厚いフォローがあったこと”（首長による熱心なトップセールス、

自治体の関係部署や創業支援拠点を通じた肌理細やかな支援、要望等へ

の迅速な対応など）が決め手となった、との声が聞かれた。 

─ 企業からは、「自社の立地条件を満たす候補地は他にも複数あったが、

一番熱心に誘致活動を行っていたのが大分県。どの地域よりも当方の

疑問や課題に丁寧かつ粘り強く対応してくれる姿勢をみて、進出後も確

りしたサポートが期待できると確信したため、大分への立地を決断した」

といった声が多数聞かれた。 

会社
（業種）

ヒアリング情報

Ａ社
（農業）

自治体による各種支援が手厚かったことに加え、知事や市長による「トップセールス」や
担当部署によるサポートが素晴らしかった。進出に当っての大きな課題であった用地取
得や人手確保等の悩みや要望に、積極的かつ迅速に対応してくれたことが最終的な進
出の決め手となった。

B社
（web関連）

大分県には、ビジネスプランなどを相談できるスタッフが揃った「おおいたスタートアップ
センター」があり、親切に相談に乗ってもらえたほか、定期的に開催されるセミナー等を
通じて様々なネットワークを構築できる機会も多いなど、他県より創業環境が整っている
ことが拠点設立のきっかけとなった。
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（参考）都道府県の企業立地満足度調査（2008年） 

（資料）経済産業省「都道府県の企業立地満足度調査（2008年）」 

順位 都道府県 ○大分県が高評価を受けた調査項目

1位 大分 ・許認可手続き等における対応の迅速性

2位 岩手 ・ワンストップサービスによる対応

北海道 ・許認可手続き等における市町村との連携

福島 ・企業立地への御用聞き・フォローアップ

熊本 ・補助金、優遇税制等の立地企業への経済的インセンティブ

石川 ・道路、港湾、空港、用水等のインフラ整備への取り組み

福井

長野

和歌山

鳥取

佐賀

長崎

宮崎

鹿児島

3位

6位 2008年には、企業立地満足度調査で、 

大分県は全国１位となった。 

C社
（BPOサービス）

懸案事項であったオフィスの確保のサポートはもちろんのこと、事業所開設までの準備
期間中に発生した些細な問題にも、県や市の担当者が懇切丁寧に対応してくれたこと
で、円滑にオープンを迎えることができた。

Ｄ社
（観光）

大分県や別府市の観光振興に対する本気度やインバウンド客の獲得への熱心さに感
銘を受けた。進出に当っても、積極的かつ丁寧にサポートしてもらえた。

E社
（BPOサービス）

大分県の東京事務所から非常に熱心な誘致のアプローチがあった。
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②交通インフラの整備・充実 
 

 

 幅広い業種の企業から、東九州自動車道の開通による輸送の効率化を立地

の決定要因とする声が多く聞かれたほか、大分港～清水港（静岡県）間の

RORO船航路開通（16/10月）による首都圏への輸送期間短縮の効果を評価

する先もあった。 

⇒ こうした交通インフラの整備・充実を背景に、大分県を“西日本への出荷

拠点”として選んだ企業も存在。 

会社
（業種）

ヒアリング情報

複数社
（運送）

自動車部品を中心に九州全域へ輸送を行うことを想定した場合、東九州自動車道
の開通によって輸送コストの削減や配送の迅速化が可能となることから、当地に
おける進出・増設に踏み切った。

F社
（食料品加工）

製品を西日本地域に出荷することを考慮した場合、東九州自動車道によって輸送
効率が向上していることから、当地は出荷拠点として適している。

G社
（食料品加工）

東九州自動車道の開通は、全国に商品を販売する際の輸送コストの削減や配送
の迅速化に寄与する。また、16/10月に開通した大分港～清水港のRORO船航路
は、首都圏への輸送期間の短縮に繋がることから、立地を決定した。
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③市場や取引先との近接性 
 

 大分県を含む北部九州地域に国内完成車メーカーの集積が進んでいることに

伴い、その主要取引先である自動車部品メーカーや運送会社が、近接する大

分県に生産拠点や営業所を構える動きが活発化している。 

─ 完成車メーカーでは地元調達比率を高めていく方針を打ち出しており、今

後、こうした動きが一段と拡大していく可能性もある。自治体サイドでも、職

員の派遣や企業向け研修会の開催など強力なサポートを実施している。 

会社
（業種）

ヒアリング情報

複数社
（自動車部品）

県北部に立地した場合、北部九州地域にある出荷先（完成車メーカーやTier1メー
カー）までは一般道を通行しても数十分以内に納品することが可能。自動車部品
の納期は非常に厳格であるため、市場や取引先との近接性は立地を決める大き
な要因となった。

複数社
（運送）

国内完成車メーカーが北部九州における生産の比重を高めていることから、系列
部品メーカーと完成車工場の間の部品輸送の需要が高まっており、部品メーカー
の近くに営業所や保管倉庫を新設・増設する必要が生じた。

H社
（食料品加工）

当社製品の原材料の生産農家が大分県にあることから、商圏拡大も視野に入れ
て当地で工場を新設することとした。
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④自然・生活環境 
 

 農業や食料品加工業では、温暖な気候や資源、特産品を求めて当地に立地

したとする企業が複数存在。また、当地に進出したweb関連企業からは、「大

分県は首都圏と比較して生活環境が恵まれており、従業員の労働意欲や生

産性を高めやすい」といったメリットを指摘する声も聞かれている。 

会社
（業種）

ヒアリング情報

I社
（農業）

温厚な気候風土であることに加え、休耕地が非常に多いことから、当社の生産品
目に適した土地を見つけることが容易だった。

J社
（食料品加工）

大分が当社製品の原材料となる農産物について全国有数の生産地だったことが
立地の決め手となった。原材料の劣化を防ぐために産地で加工を済ませる必要が
あるため、（交通インフラ等の要因も併せると）当地への立地が最も望ましかった。

K社
（web関連）

当地はストレスフリーな環境であるうえ、生活費も安いほか、コンパクトで移動が容
易であるため、クリエイティブな活動には非常に適している。

L社
（ITコンサル）

当社の案件は本社（東京）が受注するため高単価であり、給与水準も高めに設定
できることから、都会の喧騒に疲れたエンジニア等をUIJターンとして雇用してい
る。UIJターン者は、当地の暮らしやすくのどかな環境のもとで労働意欲が刺激さ
れ、高い生産性をもって仕事に臨んでくれる。
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余 白 



３．目指すべき方向性 
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 大分県に進出した企業等からのヒアリング情報を基に、当

地への企業立地を更に推進していく上での目指すべき方

向性について取り纏めた。具体的には以下の３点。 

 

 

 

 

① 製造業の比較優位に基づく産業集積の進展 
 ものづくり人材の育成・確保 

 成長産業の集積化 

②非製造業の活力向上や付加価値拡大に資する企業誘致 
 環境変化に対応した戦略的な企業誘致 

 外国人留学生の活用 

③企業立地を支えるハード・ソフト両面での基盤強化 
 交通・物流インフラの一段の充実 

 立地企業に対する迅速かつ的確な情報提供の継続 

 自治体による業務継続体制の拡充 



製造業の比較優位に基づく産業集積の進展（１） 

ものづくり人材の育成・確保 

 理工系出身者などを中心に技能職の人手不足を指摘する声が高まっており、企業立地
という観点でもボトルネックになりつつある。誘致をさらに推進していくうえで、「ものづくり
人材の育成・確保」は重要なポイントの１つである。 

＜企業等から聞かれた要望・課題等＞ 

 研究開発や高度技術を用いた製造ラインなど高付加価値工程に従事できる人材の育成 

 「産業界のニーズと高等教育のマッチング」や「専門教育の充実」 

 他県に進学した理工系学生のUターン・Iターン就職の支援 

＜既に取り組みが進んでいる事例＞ 

① ものづくり産業人材の奨学金の一部負担（大分県） 

── ものづくり産業を担う人材の就職・定着を図るため、四年制大学等を卒業し県内中小製造業に研究者等として就職する学生に
対し、在学中の奨学金の返済を一部補助する。 

② 県内企業の情報提供強化（大分県） 

── 企業立地推進課は、県内企業の紹介動画を作成し、Uターン説明会等に利用することで、企業の情報を提供し人材確保に取り
組んでいる（動画はYouTubeで視聴可能）。 

③ 産業用ロボット活用人材の育成（大学・短大） 

── 大分県工科短期大学校では電子・電気システム課程を拡充し、ロボット操作の資格を取得できる特別教育の実施を決定。また、
制御技術やソフトウェア開発の課程導入も検討している。 
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成長産業の集積化 

 中長期的な県内産業の発展を考える上では、既存産業の集積深化と並行して将来的
に成長が見込まれる新産業を積極的に呼び込んでくることも重要。今後成長が見込まれ
るIoT・ロボット関連産業では、業界大手の当地への拠点設立の実現など既に大きな成
果もみられており、今後もこうした成長産業の誘致・育成に向けた取り組みが期待される。 

＜企業等から聞かれた要望・課題等＞ 

 行政による研究開発等へのバックアップ 

 進出企業と地場企業の企業間連携の推進 

 進出企業を中核とした産業集積の拡大・深化 

＜取り組みが進んでいる事例あるいは予定されている事例＞ 

① 中核企業への研究開発用地提供、連携協定の締結（大分県・大分市） 

── ロボット関連産業の業界大手の研究開発拠点誘致にあたり、海上等での実地試験が可能となるように試験用地の提供を行っ
たほか、製造拠点の設立に向けた支援を行っている。また、大分市は16/12月に同社との間で連携・協力協定を締結している。 

② 中核企業と県内の情報通信企業の業務提携（民間企業＜情報通信業＞） 

── 中核企業と県内の情報通信企業の間で製品の製造や関連するAIや情報通信システムの開発を協同で行う業務提携がなされ
た（17/1月）。社会のIoT化が進む中で成長分野をリードし、大分県をロボット関連産業の一大拠点に発展させることを想定してい
る。 

③ 中核企業と製造業企業の取引拡大（大分県・民間企業＜製造業＞） 

── 当地における製品製造が本格化した場合、製品の部品についても地場企業や新規誘致企業が供給する体制を構築することで、
自動車産業のような産業集積の拡大・深化をロボット関連産業においても行っていく。 
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製造業の比較優位に基づく産業集積の進展（２） 



非製造業の活力向上や付加価値拡大に資する企業誘致（１） 

環境変化に対応した戦略的な企業誘致 

 このところ需要が拡大しているコールセンターなどでは、都市部で労働力の核となる女
性従業員の確保が困難化していることを受け、地方に拠点を開設する動きが広がってい
る。また、都市部のＩＴ関連企業等では、高速通信網を活用して過疎化地域にサテライト
オフィスを開設する動きなどもみられている。こうした近年みられ始めた新たな動きに柔
軟に対応した戦略的な企業誘致を展開していくことも重要。 

＜企業等から聞かれた要望・課題等＞ 

 女性が働きやすい職場環境の整備 

 コールセンターやサテライトオフィスに対応したオフィススペースの確保 

 業種の特性に応じた肌理細やかな立地支援 

＜取り組みが進んでいる事例あるいは予定されている事例＞ 

① 女性が働きやすい職場環境の整備（民間企業＜情報通信業＞） 

── 従業員の大半を占める女性が働きやすいように、休憩室やパウダールームを整備するほか、オフィスの内装にも気を配るなど、
職場環境の整備に注力している。 

② サテライトオフィス・ITインフラ網の拡充（大分県） 

── 市場規模が拡大している情報通信産業では過疎化が進む地域にサテライトオフィスを開設する傾向が強まっていることを踏ま
え、離島などの過疎地域にオフィスやITインフラを整備・拡充するための補助金を創設し、オフィス需要に応えていく。 

③ ターゲットを絞った補助金・優遇制度の拡充（大分県・各市町村） 

── コールセンター等の立地に向け情報通信業を対象とした補助金を設け、県・市の担当者が一緒に企業訪問するなど連携して誘
致に取り組んでいる。また、企業の本社機能誘致に向けた取り組み（優遇税制、補助金制度の導入）も全国に先駆けて実施。 
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外国人留学生の活用 

 大分県は“人口当たりの外国人留学生数が全国１位”という地域資源を有する。留学
生が就職を希望する「観光」、「IT・ソフトウェア」はインバウンド需要の高まりやIoTの進

展で今後も成長が見込まれるため、「留学生」に対する潜在的な人材ニーズは相応にあ
る。留学生の多さは、企業立地を考える上での大きなアドバンテージとなる可能性。 

＜企業等から聞かれた要望・課題等＞ 

 留学生への県内企業の情報提供や就職・起業支援の一段の充実 

 留学生と企業の交流を通じたミスマッチ（就業時間・業務内容の認識相違など）の解消 

＜取り組みが進んでいる事例あるいは予定されている事例＞ 

① 留学生ビジネスセンターの開設＜全国初＞（大分県・別府市） 

── 留学生を対象に企業情報の提供・在留資格の相談などの就職支援や専門家による起業相談を行っているほか、留学生とビ
ジネスを展開したい企業向けにオフィススペースを提供している。なお、1/22日には留学生がビジネスプランを投資家に対して
発表するイベントが開催された（「留学生インベスターピッチinOITA」）。 

② 留学生向けインターンシップの提供＜全国初＞（大学コンソーシアムおおいた） 

── 地場企業の海外展開における市場調査・翻訳や外国人観光客の満足度向上を目指す旅館に向けた提言など、留学生限定
の仕事情報サイト（「アクティブネット」）を通じて企業と留学生を繋いでいる。インターンを経て就職に繋がる例もみられている。 

③ ミスマッチ解消に向けた交流会の開催＜2/17日開催＞（大分経済同友会・大学コンソーシアムおおいた） 

── 大学・留学生・行政・企業が集まって留学生の就職に対する制約の意見交換を行う交流会を開催する。席上で出た課題につ
いては順次対応することで、留学生の就職の円滑化を目指していく。 
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非製造業の活力向上や付加価値拡大に資する企業誘致（２） 



企業立地を支えるハード・ソフト両面での基盤強化（１） 

交通・物流インフラの一段の充実 

 東九州自動車道やRORO船新航路を評価する声にみられるように、企業は交通・物流

インフラを立地の決定要因とする場合が多い。企業からは、交通・物流インフラの更なる
充実を求める声が聞かれている。 

＜企業等から聞かれた要望・課題等＞ 

 港湾機能の強化による物流の効率化 

 RORO船航路の増便による首都圏向けの出荷の利便性向上 

 トラック運転手の人手不足への対応 

＜取り組みが進んでいる事例あるいは予定されている事例＞ 

① 大分港（大在地区）の将来像の策定（大分県） 

── 運送業界の足もとの動きや大分港の優位性※を踏まえ、同港を九州の物流の基幹拠点として整備するため、具体的な戦略の
取り纏めを行った。 
※トラック運転手の不足や労働時間基準の適用強化により、運送業界では陸上輸送から海上輸送への変化（モーダルシフト）が起こっている中、大分港
は①九州の東に位置し関東方面への海上航路による時間距離が短い、②東九州自動車道の開通により福岡県・宮崎県とのアクセスが向上した、③
近隣に物流関連施設向けの大分流通業務団地が整備済、という優位性がある（「九州の東の玄関口としての拠点化戦略会議 大分港大在地区部会
報告」、1/20日公表） 。 

② 官民連携のポートセールス組織による貨物集荷推進（大分県） 

── 17年度に官民連携のポートセールス組織を設立し、東九州道で当地への輸送が効率化した地域（福岡県・宮崎県北部等）に
大分港の利便性を訴えて貨物集荷を推進する。 

③ 航路充実・物流施設集積などを通じた港湾機能の強化（大分県） 

── 貨物集荷の推進と併せ、RORO船航路の増便や岸壁など航路・港施設を拡充するほか、近傍地に物流施設等の産業集積を
促す。こうした港湾機能の強化によって、さらなる貨物集荷や産業集積といった好循環が喚起されることが期待されている。 
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立地企業に対する迅速かつ的確な情報提供の継続 

 大分県だけでなく、全国各地域が地元への企業誘致を積極化させている。当地へ進
出した企業からは、県をはじめとする各自治体等からの迅速かつ的確な情報提供が進
出の決め手となったとの声が多く聞かれており、今後ともこうした取り組みを継続してい
くことが重要。同時に、金融機関などが有する情報・知見の更なる活用も期待される。 

＜企業等から聞かれた要望・課題等＞ 

 短期間での立地実現に向けた迅速な情報提供 

 不足しがちな適地確保や立地先での新規取引先開拓の支援 

＜既に取り組みが進んでいる事例＞ 

① 大分県企業立地セミナーの開催（大分県・民間企業＜金融業、不動産業、建設業＞） 

── 企業からの立地候補地の選定やビジネスマッチングといった依頼に迅速に応えられるよう、県内金融機関・不動産会社等向
けに企業立地に関するセミナーを16/9月に開催した。情報共有体制の構築を通じて、官民連携で企業立地に取り組めている。 

② 県内金融機関との連携強化（大分県・各市町村・民間企業＜金融業＞） 

── 県・各市町村は県内金融機関と地方創生に係る包括連携協定を締結しており、協同で企業誘致に取り組んでいる。具体的に
は、企業が立地を打診してきた場合、金融機関は支店等のネットワークを活用して用地を探し、自治体に情報を提供している。 

③ 工場跡地の情報収集強化（大分県・各市町村・民間企業＜不動産業＞ ） 

── 企業が立地するまでの期間が短期化している（数年→半年）ため、企業は更地よりも工場跡地のような建屋が残っている土地
を求めている。そのため、自治体・不動産会社と連携して工場跡地の情報収集を強化し、条件に合う土地を提供している。 

④ 県外事務所の体制強化・企業訪問の活発化（大分県・大分市） 

── 企業誘致を加速化させるため、職員の増員など県外事務所の体制を強化するとともに、当地に地縁のある企業をはじめ年間
6～700先もの企業に訪問して自治体による各種支援策やインフラ網などについて肌理細やかな情報提供を行っている。 
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企業立地を支えるハード・ソフト両面での基盤強化（２） 



企業立地を支えるハード・ソフト両面での基盤強化（３） 

自治体による業務継続体制の拡充 

 東日本大震災や熊本地震を受け、多くの企業では、代替拠点の設立など、災害リス
クを従来以上に意識して拠点の立地を検討するようになっている。行政が中心となり、
災害リスク低減に向けた取り組みを継続していくとともに、こうした取り組みについて、
分かり易い形で積極的に情報発信していくことも重要である。 

＜企業等から聞かれた要望・課題等＞ 

 津波による港湾機能停止を危惧した内陸地への出荷機能の移管 

 災害時に備えた機能分散 

＜取り組みが進んでいる事例あるいは予定されている事例＞ 

① 大分流通業務団地の整備・提供（大分県・大分市） 

── 流通業務団地は、東九州自動車道や大分港の近傍にあることから集荷・出荷拠点に適しているほか、標高30m以上の高台

に立地しているため機能分散の候補地として望ましいという防災面の優位性があり、災害リスクを懸念する企業にとっても立
地しやすい。 

② 大分港における災害対応力の強化（大分県） 

── 大分港において、耐震強化岸壁の整備・災害発生時における港湾機能の早期復旧に向けた事業継続計画の随時見直し・
港湾関係者による災害対応訓練の随時実施など、大分港の災害対応力の強化に繋がる取り組みが今後行われる予定。 
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結びにかえて 
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 本レポートでは、タイトルに「現場にヒントあり！」と冠しているとおり、

企業からの生の声を基に、大分県の企業立地が活発である背景や、

今後の目指すべき方向性について取り纏めました。各企業から頂い

た声１つ１つに、大分県産業の更なる発展に向けた大事なアイデアが

詰まっています。 

 人口減少に伴い、県内マーケットの縮小が危惧される中、足もとみら

れている、地元への資金還流や雇用創出、ひいては成長の芽となる

ような「企業立地」は、「観光」と並ぶわが県の重要課題の１つと言え

ます。 

 今回のレポート作成の過程では、企業が試行錯誤しながらも、事業

拡大や新たなビジネスの構築に向けてひた向きに取り組んでいる姿

が改めて確認されたほか、そうした取り組みを自治体など関係機関が

献身的にサポートしていることへの感謝の声が多く聞かれました。こう

した官民一体となった取り組みが、わが県の持続的な成長に繋がっ

ていくことを期待したいと思います。 
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＜当店が公表している特別調査レポート等のご案内＞ 

 

● 「酉年」の2017年を展望して（16年12月28日公表） 

● 大分県民の金融知識・判断力と金融教育の課題～「金融リテラシー調査」（2016年）結果を踏まえて～ （16年
12月7日公表） 

● 持続的な賃上げに向けて ～ 大分県における最近の賃金動向と今後の課題 ～ （16年10月26日公表） 

● ５月をボトムに回復に向かう大分県の観光 ～ 熊本地震による影響のフォロー ～ （16年8月23日公表） 

● 大分県内における銀行券流通の変化とその背景にある商流・個人消費の動向（16年7月21日公表） 

● 英国のＥＵ離脱（BREXIT）による大分県経済への影響について（16年7月4日公表） 

● 大分県における設備投資動向の現状と先行き（16年6月8日公表） 

● 熊本地震による大分県の観光面への影響について ～ 現時点における今後の見通しと課題 ～ （16年5月16日
公表） 

● アジア新興国経済の動向が大分県経済に及ぼす影響 ～ 現状と今後の展望・課題 ～ （16年4月12日公表） 

● おんせん県おおいた観光レポート2016 ～ デスティネーションキャンペーンの総括と今後の課題 ～ （16年1月
28日公表） 

● 大分県における観光の現状と今後の課題（15年6月5日公表） 

● 大分県における銀行券の受払動向とその背景について（15年4月17日公表） 

● 地場中小企業の現状と今後の成長に向けて（14年5月21日公表） 

● 大分県における産業クラスターの更なる発展に向けて（14年4月10日公表） 

＜WEB上でご覧になっている方は、下記レポートのタイトルをクリックするとそのレポートを閲覧することができます＞ 
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http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1504ino.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1405yua.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1404muna.pdf
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（当店ホームページのトップページ） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/index.html 

（県内金融経済概況） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/shikihou.html 

（短観） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tankan.html 

（特別調査レポートのご案内） 

http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tokubetu_repo.html 

（支店見学のご案内） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/tennai_kengaku/kenngaku_annai.html 

 
 

 

＜当店のホームページのご案内＞ 

http://www3.boj.or.jp/oita/index.html
http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/shikihou.html
http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tokubetu_repo.html
http://www3.boj.or.jp/oita/tennai_kengaku/kenngaku_annai.html

