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要約要約要約要約 

    本稿では、横浜市において「地域循環・自立型」経済構造を構築する提言を提案する。

グローバル化の進展による日本経済の構造変化の影響は、地域経済にとって大きい。将来、

さらにグローバル化が進んでいく中、地域経済が持続するためには、「地域循環」と「自立」

の考えが重要となる。地域の強みを活かし、比較優位性を高めていくことにより移出が増加

し、域外からのマネー（資金）を獲得し、さらにそのマネーを地域内で循環させることで地

域経済の持続性が高まるだけでなく、将来的な地域経済の拡大が期待できる。このような地

域経済の考え方は、しばしば地方圏で用いられる。しかし本稿では、大都市でありながら特

異な経済構造のために、将来的な市内経済の縮小の可能性がある横浜市を取り上げた。 

 第 1 章では、各種統計調査を用いて、横浜市の経済の現状分析を行い、問題意識を考察

した。移入超過な経済活動や企業間の連携が取れていないことから、「地域循環型」及び「自

立型」ではない横浜市の経済構造を問題意識として捉えた。 

 第 2 章では、さらに横浜市の現状分析を深めるために、中村・森田（2008）の先行研究

を用いて経済構造分析を行った。その結果、各産業においても「地域循環型」ではないこと

が分かり、第 1章も含めて、横浜市経済の問題は、「地域循環・自立型」ではないと考察し

た。 

 第 3 章は、横浜市の持つ強みを探ることにより、先に述べた問題意識を解決するような

政策提言へと繋げていくことを目的とした。横浜市の強みとしては、①豊富な人口、②知識

集約型産業の集積、③大学・研究機関の集積、④強い中小企業が挙げられた。 

 第 4章では、横浜市の４つの強みを活かして、「地域循環・自立型」経済構造の構築を目

指すための産業として、知識集約型ビジネス支援サービス業（KIBS: Knowledge Intensive 

Business Services）に注目した。KIBS の集積により、雇用や移出の増加が見込まれる。

そこで、小林（2009）の先行研究を用いて、KIBS の集積形成の規定要因を実証分析によ

って明らかにすることにより、関東圏における横浜市での KIBS の集積の可能性を考察し

た。推計の結果、関東圏における KIBS 集積形成の規定要因は、高等教育卒業者割合、高

等教育卒業者割合増加率、建設業構成割合、製造業構成比、加工組立出荷額伸び率であった。

今回の分析結果では、横浜市の KIBS 集積形成の規定要因のうち、製造業構成比が低かっ

た。 

 第 5章では、第 1章～第 4章までを考慮に入れて、横浜市において「地域循環・自立型」

経済構造を構築するための政策を考察した。第 4 章の分析結果より、製造業構成比をあげ

るような政策を提言した。 

政策提言Ⅰ：中小企業同士の連携を強化し、新産業創出を狙う。 

政策提言Ⅱ：製造業とサービス業の連携を図り、2.5次産業象出を狙う。 

これにより、横浜市の中小企業が活性化し、新産業創出の可能性が生まれる。そして、中小

企業の活性化により KIBS の集積が促進し、雇用や移出の増加が見込まれる経済構造が構築さ

れる。
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 グローバル化が進展する今日において、もはや経済は国内のみならず世界を視野に入れな

ければいけなくなっている。多くの企業が海外進出を果たし、製造ラインは続々と中国をは

じめとする国外へと移行されており、その影響は地域経済にも顕著に表れている。このよう

にグローバル化が進む経済において、東京を中核とする、いわゆる一極集中型の日本経済で

は地域経済のあり方が問われる。 

 中村良平（2009）は、「地域経済の持続可能性にとっては、経済循環と自立の考え方が大

切である。」と述べている。ここで言う「循環」とはマネー（資金）の流れのことであり、

マネーが域内で循環することが重要となる。しかし、域内のマネーを域内で循環させていっ

ても、域内のマネーには限界がある上、人口が変化し資本減耗が存在する現実社会では、こ

の経済構造はいずれ頭打ちになってしまう。重要なのは、域外からマネーを獲得し、それを

域外に漏出させずに域内で循環させることである。さらに地域経済において注目すべきは、

「自立」の観点である。地域の自立力とは、地域資源の有効利用（比較優位性）、域内にマネ

ーを呼び込む力（移出力）、域内のマネーの流出を防ぐ力（循環性）からなる。地域の強み

を活かし、比較優位性を高めていくことにより移出が増加し、域外からのマネーを獲得する

ことが可能になる。「循環」と「自立」により、地域経済の持続可能性は高まり、さらに経

済が拡大することが期待できる。 

 地域経済に関する研究の多くは地方経済を取り上げている。しかし、本稿では、東京に隣

接し人口も豊富な大都市でありながらも、「地域循環型」で「自立型」ではない、特異な横

浜市の経済構造を問題意識として捉える。横浜市は少子高齢化の進展により将来的な労働人

口の減少が見込まれるが、他都市と比較すると減少率は低く、豊富な人口をある程度は維持

できる。さらに、横浜市内には IT関連企業が多数立地しており、国内でも有数の産業クラ

スターを形成している。加えて、バイオ産業に関する様々な施策も打ち出されているおり、

高付加価値を生み出す産業の集積が進んでいる。IT やバイオのような知識集約型の産業に

とって、大学・大学院のような研究開発機関が域内に存在することで産学連携の機会が増え

る。さらに、近年の横浜市の企業誘致政策により、大手企業や企業の研究開発機関の立地も

増加している。既存の中小企業に関しても下請けとしての大きな力を持つ。このような横浜

市の強みを活かし、「自立型地域循環」経済システムの構築を目指すために、知識集約型ビ

ジネス支援サービス業（Knowledge Intensive Business Services：KIBS）に注目した。小

林（2009）の先行研究を用いて、KIBS の集積形成の規定要因を実証分析によって明らか

にすることにより、関東圏における横浜市での KIBSの集積の可能性を考察する。 
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第1章 横浜市横浜市横浜市横浜市の現状の現状の現状の現状 

第第第第1節節節節    人口と経済人口と経済人口と経済人口と経済 

第第第第1項項項項 少子高齢化の進展少子高齢化の進展少子高齢化の進展少子高齢化の進展 

近年、日本国内全体で少子高齢化問題が進んでおり、それに伴う様々な問題が取り上げら

れている。これは横浜市にとっても例外ではなく、特に労働人口の減少という点で問題とな

る。横浜市の 2030年までの将来人口の推計によると、総人口の減少率は他都市と比較して

もそれほど大きくはないが、労働人口１１１１の減少が想定される。 

 

 

        図図図図 1-1    全国年齢別将来人口推計全国年齢別将来人口推計全国年齢別将来人口推計全国年齢別将来人口推計    （（（（2005～～～～2030 年）年）年）年） 

  『日本の都道府県別将来推計人口『日本の都道府県別将来推計人口『日本の都道府県別将来推計人口『日本の都道府県別将来推計人口』国立社会保障・人口問題研究所』国立社会保障・人口問題研究所』国立社会保障・人口問題研究所』国立社会保障・人口問題研究所    をもとに作成をもとに作成をもとに作成をもとに作成 

 

                                                      
１１１１ 15～64 歳の人口 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（1000人）



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 8 

 

        図図図図 1-2    横浜市年齢別将来人口推計横浜市年齢別将来人口推計横浜市年齢別将来人口推計横浜市年齢別将来人口推計    （（（（2005～～～～2030 年）年）年）年） 

 『日本の都道府県別将来推計人口』国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』国立社会保障・人口問題研究所    をもとに作成をもとに作成をもとに作成をもとに作成 
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第第第第2項項項項     横浜市経済を支える横浜市経済を支える横浜市経済を支える横浜市経済を支える市民市民市民市民 

横浜市の経済構造の特徴の１つに、市内総生産・市民総生産の構成比が挙げられる。横浜

市では市民総生産が市内総生産を大きく上回っており、他の政令指定都市と比較しても、こ

の構成は特徴的であることが分かる（図 1-3 より）。市民総生産に比重のある経済構造は、

横浜市のもつ豊富な人口によるものであると考えられる。 

 

 

図図図図 1-3 政令指定都市（抜粋）政令指定都市（抜粋）政令指定都市（抜粋）政令指定都市（抜粋）１ごとの市内・市民総生産、市外からの所得（平成ごとの市内・市民総生産、市外からの所得（平成ごとの市内・市民総生産、市外からの所得（平成ごとの市内・市民総生産、市外からの所得（平成 19 年度）年度）年度）年度） 

        『平成『平成『平成『平成 19 年度県民経済計算』内閣府年度県民経済計算』内閣府年度県民経済計算』内閣府年度県民経済計算』内閣府    をもとに作成をもとに作成をもとに作成をもとに作成 

 

 

また、市外からの所得に関しても他の政令指定都市と比べて多くなっている（図 1-3 よ

り）。横浜市内の就業者の従業地の構成を見ると、平成 17 年度時点で、横浜を常住地とす

る就業者の約 25％が東京都２２２２で働いている（図 1-4より）。このように多くの横浜市民が東

京都をはじめとする市外で働いていることから、市外からの所得が多くなっていると推測さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ 参照したデータに記載されていた都市のみで作成。さいたま市、相模原市、新潟市、浜松市、堺市、岡山市を除いた

グラフとなっている。 

２２２２ 東京都内特別区部 
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札幌市 仙台市 千葉市 横浜市 川崎市 名古屋市 京都市 大阪市 神戸市 広島市 北九州市 福岡市

市内総生産 市民総所得 市外からの所得

（100万円）
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                    図図図図 1-4  横横横横浜市内浜市内浜市内浜市内就業者就業者就業者就業者１    従業地構成比率従業地構成比率従業地構成比率従業地構成比率    （平成１７年度）（平成１７年度）（平成１７年度）（平成１７年度） 

『平成『平成『平成『平成 17 年度国勢調査』総務省年度国勢調査』総務省年度国勢調査』総務省年度国勢調査』総務省    をもとに作成をもとに作成をもとに作成をもとに作成 

 

 

 さらに、横浜市の昼夜間人口比率についても（図 1-5より）比較的大きくなっていること

が分かる。通常、横浜市ほどの人口を有する大都市においては、夜間人口よりも昼間人口の

ほうが多いが、横浜市民の約４分の１が東京都で従業しており、東京都のベットタウンであ

る横浜市の性格があるため、このように夜間人口が昼間人口を上回っている。以上の点から、

横浜市の経済は豊富な人口による所得に支えられていると言っても過言ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ 15 歳以上の就業者 
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      図図図図 1-5    横浜市横浜市横浜市横浜市    昼夜間人口推計昼夜間人口推計昼夜間人口推計昼夜間人口推計    （昭和（昭和（昭和（昭和 30 年～平成年～平成年～平成年～平成 17 年）年）年）年） 

『人口のあゆみ』横浜市統計ポータルサイト『人口のあゆみ』横浜市統計ポータルサイト『人口のあゆみ』横浜市統計ポータルサイト『人口のあゆみ』横浜市統計ポータルサイト    をもとに作をもとに作をもとに作をもとに作成成成成 

 

 

第第第第3項項項項 将来的な経済縮小の可能性将来的な経済縮小の可能性将来的な経済縮小の可能性将来的な経済縮小の可能性 

 先に述べたように、横浜市の経済構造の特徴として、市民総生産に比重があり、市外から

の所得が多いことが挙げられる。このような経済構造は日本随一の人口を誇る横浜市である

がゆえと言える。しかし、少子高齢化に伴う将来的な労働人口の減少が起こると、市民総生

産の減少・市外からの所得の減少は避けられない。さらに、市外就業者が多いということは、

市外から獲得したマネーを市外で消費するということも考えられる。このような横浜市の現

在の経済構造では、将来的な市外からの所得が減少するばかりか、市内の経済自体が縮小す

る恐れがある。 
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第第第第2節節節節    移出入移出入移出入移出入 

第第第第1項項項項 移入超過の現状移入超過の現状移入超過の現状移入超過の現状 

 横浜市の平成 19年度の市内総生産（支出側）を参照する。市内最終需要は前年度の伸び

率を下回るものの、1.0％増の伸び率が見られた１１１１。しかし、市内最終需要が増加したのに

対して市内総生産は減少であった２２２２。そのため、市内総生産（供給）と市内最終需要（需要）

の差額が拡大することになり、前年度は約 2612 億円であった移入超過が 19 年度では約

4072億円とさらに増加している３３３３。 

 

 

図図図図 1-6 横浜市横浜市横浜市横浜市    市内総生産（支出側）構成市内総生産（支出側）構成市内総生産（支出側）構成市内総生産（支出側）構成    （平成（平成（平成（平成 9~19 年年年年度）度）度）度） 

出典：『平成出典：『平成出典：『平成出典：『平成 19 年度横浜市の市民経済計算』横浜市統計ポータルサイト年度横浜市の市民経済計算』横浜市統計ポータルサイト年度横浜市の市民経済計算』横浜市統計ポータルサイト年度横浜市の市民経済計算』横浜市統計ポータルサイト 

 

 

                                                      
１１１１ 名目においての増加率。物価変動分を除いた実質（固定基準年方式）でみると、0.9％増になる。 

２２２２ 0.2％減（実質）。 
３３３３統計上の不突合を含む 
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第第第第2項項項項 移出入の減少移出入の減少移出入の減少移出入の減少 

 次に平成 17～19年度の財・サービスの移出入を参照すると、横浜市における財貨・サー

ビスの移出入が年々減少傾向にあるといえる。これは、先にも述べたように、移入超過が拡

大している。このため横浜市では、域際収支が赤字となっている。この移出入のマイナス分

を、第 1 章で挙げた市外からの所得でカバーしているため、移出入の減少傾向は将来的な

横浜市経済にとって好ましくないと考えられる。 

 

 

図図図図 1-7    横浜市横浜市横浜市横浜市    財・サービスの移出入財・サービスの移出入財・サービスの移出入財・サービスの移出入推移推移推移推移    （平成（平成（平成（平成 17～～～～19 年度）年度）年度）年度） 

『平成『平成『平成『平成 19 年度市民経済計算』横浜市統計ポータルサイト年度市民経済計算』横浜市統計ポータルサイト年度市民経済計算』横浜市統計ポータルサイト年度市民経済計算』横浜市統計ポータルサイト    をもとに作成をもとに作成をもとに作成をもとに作成 

 

 

移出入の割合は均等であることが都市にとっては望ましいが、他都市の移出入割合を見て

も移出入の割合が均等になっている都市は少ない。しかし、他都市と比較しても横浜市は移

入が移出を大きく上回っている。つまり、他地域から得るマネーが少ないことを意味する。

地域内だけでマネーを生み出し循環させる経済構造では、地域経済が縮小に向かう可能性が

ある。そのため、地域経済をさらに発展させるためには、域外からマネーを調達し地域内で

循環させていくことが重要となってくる。 
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第第第第3節節節節    企業からの横浜市の評価企業からの横浜市の評価企業からの横浜市の評価企業からの横浜市の評価 
 次に、横浜市に立地する企業の視点から横浜市の現状について考察する。横浜市都心部に

立地する企業を対象に行われたアンケート調査によると、横浜市の評価として、交通機関の

利便性や都市イメージに関しては高い評価であった。しかし、企業間連携やその他研究機関

等との連携に関しては、低い評価となっていた。低い評価であった項目の中で、特に本稿で

注目した点が「高いスキルを持つ企業との連携」「大学・研究機関との連携」の２つである。 

企業間の連携が上手くできていないことの原因の１つに、横浜市の地域特性があると考えら

れる。横浜は人口規模で言えば１００万人を超える大都市とは言え、東京を核都市とする大

都市圏の中の周辺的「大都市」にすぎないという特異性を持っている。生産機能も、研究開

発機能もそれぞれは高いレベルにあるのに、それぞれ別個に東京の中枢管理機能からコント

ロールされており、地域における相互の結びつきや結合力がないと言われている。総合連関

や協働による波及効果を地域からガバナンスして、地域経済を創出したりする「地域力」が

弱く、独自の自律的で統合的な地域経済システムとして機能していない。ここに横浜市内の

企業がうまく連携ができていない問題があると考えられる。 

 

 

図図図図 1-8  横浜都心部に立地する企業からの横浜市の評価横浜都心部に立地する企業からの横浜市の評価横浜都心部に立地する企業からの横浜市の評価横浜都心部に立地する企業からの横浜市の評価 

『横浜都心部立地企業アンケート調査』横浜商工会議所『横浜都心部立地企業アンケート調査』横浜商工会議所『横浜都心部立地企業アンケート調査』横浜商工会議所『横浜都心部立地企業アンケート調査』横浜商工会議所    をもとに作成をもとに作成をもとに作成をもとに作成 
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 地域経済において、企業は雇用の受け皿として大きな役目を持つ。多くの企業が存在する

と雇用機会の多様性が生まれる。しかし、雇用機会の多様性が生まれるためには、研究開発

部門や専門サービス供給部門などの取引相手が圏域内に存在する必要がある。取引相手が圏

域内に存在することは、雇用機会の多様性を生むだけでなく、マネーが域内に漏出すること

を防ぐ、地域の経済循環を高めることにもつながる。 

 以上のことから、横浜市の経済の問題として、市内で企業間及び研究開発機関との連携が

取れておらず、「地域循環型」経済構造ではないことを捉える。 

 

 

 

 

 

第第第第4節節節節    問題意識Ⅰ問題意識Ⅰ問題意識Ⅰ問題意識Ⅰ 
 本章の現状分析の結果を踏まえて、横浜市経済の問題意識を考察する。第 1 節より、横

浜市は市民総生産に比重がある経済構造であり、その中でも市外からの所得が他都市と比較

しても多いことがわかる。これは、横浜市が東京都のベッドタウンである性格を持っている

ことを意味する。地域経済において、ベッドタウンであることは必ずしもデメリットではな

いが、少子高齢化が進展し、東京都で働いて所得を得るホワイトカラー層が退職する等の将

来的な労働人口の減少を考えると、現在の経済構造は安定的であるとは言い切れないであろ

う。次に第 2 節より、さらに横浜市の特異な経済構造が明らかとなっている。横浜市の経

済活動は移出よりも移入のほうが大きく、域際収支が赤字となっており、他地域から得るマ

ネーが少ない。この経済構造は「地域循環型」及び「自立型」の経済構造ではなく、このま

ま地域内のマネーだけを域内で循環させていくことは、地域経済の縮小を招く恐れがある。

域外からマネーを獲得するような経済構造への転換の必要性があると考える。最後に、第 3

節より、横浜市内の企業から見た横浜市に関して、市内に立地する企業は、企業間や研究機

関と連携が取れていないことが明らかとなっている。横浜市には多数の企業が立地し、さら

に最近では企業誘致政策に力が入れられているため、将来的に多様な企業が横浜市に立地す

ることが想定される。しかし、企業間の連携がうまく取れていないと、地域内のマネー域外

に漏出し、地域の経済循環が上手く行われなくなる可能性があり、企業誘致の経済効果が期

待以上に発揮されないことも想定される。また、研究開発機関等との地域内での連携が少な

いということは、雇用機会の観点から見ても多様性が生まれにくくなる。横浜市は、このよ

うな事態が起こらないようにするためにも、企業及び研究機関の相互連携を強める必要があ

ると考えられる。 

 以上の点から、横浜市の経済の問題意識として、「地域循環型」及び「自立型」ではない

経済構造を取り上げる。この問題意識を深めるために、以下の第 2章で先行研究を用いて、

経済構造分析を行う。 
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第2章 経済構造経済構造経済構造経済構造分析から見る横浜分析から見る横浜分析から見る横浜分析から見る横浜市市市市 

第第第第1節節節節    分析分析分析分析概要概要概要概要 

第第第第1項項項項 経済構造経済構造経済構造経済構造分析の意図分析の意図分析の意図分析の意図 

さらに横浜市の経済を掘り下げて分析を行うために、中村・森田（2008）の先行研究を

もとに、経済構造分析１１１１を行う。これにより、横浜市内の産業が経済においてそのような役

割を果たしているのか、さらに将来的に成長の兆しがあるのか等を知ることが可能となる。 

 

第第第第2項項項項 分析対象分析対象分析対象分析対象 

 先行研究における分析対象都市は倉敷市であり、人口動向と経済構造が横浜市と類似してい

る。よって本稿では、倉敷市に代わって横浜市のデータを用いて経済構造分析を行う。 

 

１）データ出典 

・『横浜市産業連関表』   横浜市統計ポータルサイト 

・『工業統計表』      経済産業省 

・『企業・事業所統計調査』 総務省統計局 

・『国勢調査』       総務省統計局 

 

２）分析対象地域 

  横浜市 

 

３）分析対象期間 

  2000~2005 年 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ 地域経済の構造的問題点を抽出し、地域経済その処方箋を講じる分析 
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第第第第3項項項項 分析方法分析方法分析方法分析方法 

産業連関表は、産業構造の分析などのほか、経済波及効果の算定に利用できる。経済波及とは、

ある産業に対して生じた最終需要がその産業の生産を誘発するとともに、それにより次々と各産

業の生産をも誘発していくことをいい、その生産誘発額は直接効果、第１次間接効果、第１次間

接効果、第２次間接効果の３段階に分けて計算を行う。 

① 直接効果 

消費や投資などの最終需要により生じる最初の生産増加額。 

② 第１次間接効果 

新たな生産（直接効果）により生じた原材料等の投入によって県内各産業部門で誘発され

た生産額。直接効果と第１次間接効果をあわせて第１次波及効果という。 

③ 第２次間接効果 

第１次波及効果（直接効果及び第１次間接効果）に伴って発生した雇用者所得が新たな消

費需要（民間消費支出）にまわり、それにより誘発された生産額。 

第２次間接効果を第２次波及効果ともいう。 

 

国民経済によって一国全体の経済動向を把握することができるが、さらにさまざまな産業間の

関連を明らかにすることができる。産業連関表とは、そのような目的で作成される統計で、これ

を用いれば、例えば公共事業の効果を評価し産業ごとの雇用者数の変化を知ることができる。産

業連関表によって産業部門別に詳細な情報を見ることができるが、各産業における技術構造か

ら、経済分析の道具が得られる。そのためには、各産業における中間投入の比率が利用される。

この比は投入係数と呼ばれる。なお投入係数表には各産業の付加価値率も合わせて記されてい

て、素材型産業よりも金属などサービス産業の方が付加価値率が高い。 
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第第第第2節節節節    分析結果分析結果分析結果分析結果 

第第第第1項項項項 雇用雇用雇用雇用を支える産業を支える産業を支える産業を支える産業 

 第 1 章では、横浜市の人口は将来的に減少していくと述べたが、現状では総人口、労働

人口ともに増加しており、常住就業者数は減少している。人口が増加しているのに対して、

常住就業者数は減少傾向にあることは、完全失業者数は増加している可能性がある。しかし、

横浜市の完全失業者数は増加しているものの、その増加度合いが他都市に比べてそれほど高

くなっていないことから、横浜市の就業者の減少分は他地域に雇用吸収されている可能性が

考えられる。 

 

 

 

図図図図 2-1  横浜市横浜市横浜市横浜市    15 歳以上就業者動向歳以上就業者動向歳以上就業者動向歳以上就業者動向    （平成（平成（平成（平成 2～～～～17 年）年）年）年） 

 

『平成『平成『平成『平成 2～～～～17 年度国勢調査』総務省年度国勢調査』総務省年度国勢調査』総務省年度国勢調査』総務省    をもとに作成をもとに作成をもとに作成をもとに作成 

 

 

 

 地域の雇用を支える産業、つまり雇用吸収率の高い産業を割り出す分析を行ったところ、横浜

市では、卸売・小売業とサービス業に関して雇用吸収率が高いことが分かった。これ関しても、

横浜市の人口が多いためと考えられる。さらに、製造業についても比較的高い値となっている。 

しかし、製造業に関しては、産業ごとの付加価値額の特化係数を見ると、ほとんどの部門におい

て平均の値よりも低くなっている。雇用吸収率は高いのに対して付加価値額をそれほど生み出せ

ていないということは、市内の人材を効率よく活用できていない可能性がある。 
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図図図図 2-2  横浜市横浜市横浜市横浜市    各産業の雇用吸収率各産業の雇用吸収率各産業の雇用吸収率各産業の雇用吸収率    （平成（平成（平成（平成 18 年度）年度）年度）年度） 

『平成『平成『平成『平成 18 年度企業年度企業年度企業年度企業・事業所・事業所・事業所・事業所統計調査統計調査統計調査統計調査』』』』総務省総務省総務省総務省    をもとに作成をもとに作成をもとに作成をもとに作成 

 

 

 

第第第第2項項項項 基盤産業（移出産業）基盤産業（移出産業）基盤産業（移出産業）基盤産業（移出産業） 

 基盤産業とは、域外を主な販売市場とした産業で、移出産業（域外市場産業）とも言われ、

一般には農林漁業、鉱業、製造業などがある。所得の源泉となることから基盤産業と定義さ

れる。産業連関表を用いて推計した結果を表した図2-3から、横浜市の移輸出産業の特徴が

分かる。下図からは外貨獲得の大きさは分からないが、移輸出率と移輸入率の差が０以上の

値であるならば、純輸移入の方が大きい基盤産業部門であるといえる。 

 横浜市には、国内でも有数の港を持つため運輸部門に関して高くなっていると考えられ

る。また、電気機器部門や情報通信部門など IT産業に関連した部門においても、高い値を

示している。総じて、横浜市では移出産業よりも移入超過の産業のほうが多いといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 

林業

漁業

鉱業

農業

電気・ガス・熱供給・水道業

複合サービス事業

金融・保険業

不動産業

公務(他に分類されないもの)

情報通信業

教育、学習支援業

運輸業

建設業

飲食店、宿泊業

医療、福祉

製造業

サービス業（他に分類されな…

卸売・小売業

（％）



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 20

 

 

 

図図図図 2-3    産業ごとの移輸出割合と移産業ごとの移輸出割合と移産業ごとの移輸出割合と移産業ごとの移輸出割合と移輸入割合輸入割合輸入割合輸入割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2-4は、事業所数と従業者数それぞれにおいて特化係数を求め、その結果を表にしたも

のである。これは、移出産業の識別の間接的な方法として用いる。特化係数の比較において

事業所に対する従業者の割合が大きい業種は、その集積度が事業所数よりも一工場の規模に

よって達成されているものである。これらは、いわゆる装置型産業が該当することが一般的

であり、横浜市では石油製品・石炭製品製造業や非鉄金属製造業などが対応している。一方、

従業者の特化係数よりも事業所の特化係数が高いものは小規模事業所の集積によって基 

移輸出率 移輸入率 差

農林水産業 55.7% 97.6% -41.9%
鉱業 0.2% 99.9% -99.8%

飲食料品 77.0% 81.4% -4.4%
繊維製品 80.7% 97.7% -17.0%

パルプ・紙・木製品 70.4% 88.1% -17.7%
化学製品 85.4% 95.8% -10.4%

石油・石炭製品 93.3% 75.7% 17.6%

窯業・土石製品 61.1% 78.2% -17.1%

鉄鋼 75.3% 92.6% -17.3%

非鉄金属 93.2% 96.1% -2.9%

金属製品 79.1% 86.3% -7.3%

一般機械 89.3% 87.4% 2.0%

電気機械 93.2% 93.3% -0.1%

情報・通信機器 96.2% 93.1% 3.1%

電子部品 67.0% 90.7% -23.7%

輸送機械 82.3% 81.4% 0.9%

精密機械 94.3% 96.0% -1.6%

その他の製造工業製品 77.5% 89.8% -12.3%

建設 0.0% 0.0% 0.0%

電力・ガス・熱供給 30.0% 0.0% 30.0%

水道・廃棄物処理 3.9% 7.5% -3.5%

商業 21.9% 22.4% -0.4%

金融・保険 5.0% 13.9% -8.9%

不動産 2.6% 0.0% 2.6%

運輸 51.9% 32.9% 19.0%

情報通信 50.7% 42.2% 8.6%

公務 0.0% 0.0% 0.0%

教育・研究 46.8% 9.3% 37.4%

医療・保健・社会保障・介護 5.5% 6.7% -1.1%

その他の公共サービス 33.7% 24.5% 9.2%

対事業所サービス 56.9% 47.6% 9.3%

対個人サービス 18.1% 28.3% -10.2%

事務用品 0.0% 0.0% 0.0%

分類不明 0.0% 15.7% -15.7%
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盤産業（移出産業）が形成されているものと考えられる。横浜市では、後者の要因によって

基盤産業が形成されているケースが多いと思われる。 

 

図図図図 2-4        事業所・企業統計による特化係数事業所・企業統計による特化係数事業所・企業統計による特化係数事業所・企業統計による特化係数    ((((2006 年年年年))))    

 

 

 

第第第第3項項項項 基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業（所得創出産業）（所得創出産業）（所得創出産業）（所得創出産業） 

 基幹産業とは域内で生産額の大きな割合を占める産業のことで、付加価値を多く生み出し

ている産業を意味する。その付加価値が地域の分配所得そして地方税収の源泉となる。図

2-5は産業ごと付加価値額の大きいものから並べ、構成比を示したグラフである。横浜市で

は、不動産業、商業、対事業所サービス業が高いシェアを示していることから、第三次産業

が市内に所得をもたらしていることが分かる。しかし、第 1 項で示した雇用吸収率と付加

価値額の創出とつながっている産業は少ない。 

 

 

 

 

 

事業所 従業員 従業者/事業所

大分類 中分類 特化係数 特化係数 特化係数比較

設備工事業 1.092 1.24897 1.14365389

製造業 石油製品・石炭製品製造業 1.132 2.021477 1.786435437

非鉄金属製造業 0.850 1.336424 1.571501424

金属製品製造業 1.079 0.742907 0.688264221

一般機械器具製造業 1.085 0.759271 0.69962639

電気機械器具製造業 1.254 0.92897 0.740808955

情報通信機械器具製造業 2.534 1.899327 0.749530868

電子部品・デバイス製造業 1.380 0.525986 0.381274255

輸送用機械器具製造業 1.005 0.823418 0.819473822

精密機械器具製造業 1.047 0.906541 0.865461481

その他の製造業 0.606 0.524433 0.865712894

情報通信業 情報サービス業 1.774 1.931163 1.088592632

運輸業 鉄道業 1.481 1.262691 0.852454191

運輸業 倉庫業 1.797 1.348807 0.750550042

運輸業 運輸に附帯するサービス業 2.956 2.112941 0.714799525

卸売・小売業 機械器具卸売業 1.229 1.160316 0.944437998

卸売・小売業 各種商品小売業 1.314 1.646836 1.253115863

卸売・小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 1.051 1.105645 1.051538015

不動産業 不動産取引業 1.787 1.756299 0.983016386

不動産業 不動産賃貸業・管理業 1.372 1.386418 1.010582168

飲食店，宿泊業 一般飲食店 1.070 1.251045 1.169460291

医療，福祉 医療業 1.360 1.002707 0.737028176

医療，福祉 社会保険・社会福祉・介護事業 1.018 1.098639 1.078736762

教育,学習支援業 その他の教育、学習支援業 1.118 1.456839 1.303279576

サービス業(他に分類されないもの） 専門サービス業(他に区分されないもの） 1.197 1.31311 1.096980122

サービス業(他に分類されないもの） 学術･開発研究機関 1.313 1.611863 1.227678062

サービス業(他に分類されないもの） 洗濯･理容・美容・浴場業 1.024 1.126443 1.099583665

サービス業(他に分類されないもの） その他の生活関連サービス業 1.336 1.263101 0.945134331

サービス業(他に分類されないもの） 機械等修理業(別掲を除く） 1.233 1.396581 1.132801032

サービス業(他に分類されないもの） 物品賃貸業 1.027 1.126923 1.097249608
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図図図図 2-5  粗付加価値額の構成比粗付加価値額の構成比粗付加価値額の構成比粗付加価値額の構成比 

 

 

 

 

第第第第4項項項項 産業の成長性産業の成長性産業の成長性産業の成長性 

 地域に域外から外貨を獲得し域内に所得をもたらす産業があっても、それが停滞していた

り衰退してくと地域経済はやがて縮小することになる。地域に集積している産業がどの程度

成長したのかを、工業生産の付加価値の特化係数と伸び率に関して横浜市と全国との比較を

検討する。 

 地域集積度の指標として付加価値で測った特化係数を用いる。地域の付加価値成長率の程

度は、対応する産業の全国成長率との比較で見るため、全国の工業生産の（粗）付加価値額

を基準とする。成長を見る期間は 2003～2008年とする。製造業全体としては、横浜市は全

国の成長率を下回っている。業種別では、石油・石炭製品、非鉄金属が極めて高い値を示し

ており、第 2 項で述べたように集積が進んでいるためといえる。また、情報通信機械器具

製造業についても全国の成長率を上回っており、特化係数から見て集積が進んでいることに

よるものだと考えられる。 
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図図図図 2-6  付加価値で測った製造業２桁分類での特化係数と成長率付加価値で測った製造業２桁分類での特化係数と成長率付加価値で測った製造業２桁分類での特化係数と成長率付加価値で測った製造業２桁分類での特化係数と成長率 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　付加価値での特化係数

産業分類 2003年 2008年 　　2003～2008年

横浜市 横浜市 全国 横浜市

製造業全体 3.09% -1.17%

食料品製造業 1.43 1.39 -0.73% -1.76%

飲料・たばこ・飼料製造業 1.37 0.98 -10.61% 19.54%

繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く） 0.25 0.15

衣服・その他の繊維製品製造業 0.34 0.41

木材・木製品製造業（家具を除く） 0.50 0.18 -15.05% 48.50%

家具・装備品製造業 0.62 0.48 -15.73% -16.45%

パルプ・紙・紙加工品製造業 0.92 0.62 -11.13% -15.24%

印刷・同関連業 0.30 0.83 -13.56% -8.10%

化学工業 3.18 0.32 -11.56% -22.43%

石油製品・石炭製品製造業 0.67 0.03 13.21% 13368.07%

プラスチック製品製造業（別掲を除く） 0.94 0.63 2.57% 4.91%

ゴム製品製造業 0.24 1.22 -1.25% -27.04%

なめし革・同製品・毛皮製造業 1.71 0.15 -19.07% 25.61%

窯業・土石製品製造業 0.26 0.45 -4.38% 250.43%

鉄鋼業 0.95 0.16 32.18% 110.26%

非鉄金属製造業 1.16 1.16 34.43% 5.82%

金属製品製造業 2.19 1.10 -1.14% -0.44%

一般機械器具製造業 0.77 2.51

電気器具製造業 1.05 0.90 -8.94% -37.57%

情報通信機械器具製造業 0.28 2.58 5.33% 79.57%

電子部品・デバイス製造業 0.65 0.42 2.27% -34.96%

輸送用機械器具製造業 4.59 1.00 11.02% -3.09%

精密機械器具製造業 0.91 1.39

その他製造業 0.48 0.58 4.22% -16.07%
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第第第第3節節節節    問題意識Ⅱ問題意識Ⅱ問題意識Ⅱ問題意識Ⅱ 
 経済構造分析の結果から、さらなる横浜市の問題意識の考察を行う。雇用に関して、横浜

市内の総人口は増加しており、ほとんどの産業で常住就業者数が減少傾向にあるが、完全失

業者数は増加している。完全失業者数の増加度合いは他都市と比べてそれほど高くないこと

から、常住就業者数の減少分は他地域に雇用吸収されている可能性がある。基盤産業（移出

産業）について移輸出入割合の分析を行った結果、運輸や IT産業に関連した部門以外では

移輸入率のほうが高くなっており、横浜市内の基盤産業の多くが移入超過となっていること

が分かった。移入超過であることは、第１章でも述べたように、移出によりマネーを他地域

から獲得し地域内で循環させるという経済構造でないことを示す。基幹産業（所得獲得産業）

について粗付加価値額の構成比を見ると、不動産業や商業などの第三次サービス業が高いシ

ェアを占めているが、雇用吸収率とつながっているとは言えない。 
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第3章 横浜市の強み横浜市の強み横浜市の強み横浜市の強み 

第第第第1節節節節    問題意識から政策提言へ問題意識から政策提言へ問題意識から政策提言へ問題意識から政策提言へ 
 第 1～2章では、横浜市の経済について現状分析を行い、問題意識を取り上げた。本章は、

横浜市の持つ強みを探ることにより、先に述べた問題意識を解決するような政策提言へと繋

げていくことを目的とする。 

 

 

第第第第2節節節節    横浜市の４つの強み横浜市の４つの強み横浜市の４つの強み横浜市の４つの強み 

第第第第1項項項項 豊富な人口豊富な人口豊富な人口豊富な人口 

 第 1 章でも述べたように、少子高齢化が進展することで全国的に人口が減少していくこ

とが推測されるが、横浜市は全国の減少率と比べると減少率はそれほど高くはない。そのた

め、雇用の受け皿である企業が多く存在するならば、横浜市では他都市よりも多くの雇用を

生み出すことが可能になる。さらには、消費者も多いということもあり、企業としては労働

及び消費のマーケットとして横浜市は魅力的であると言える。消費者が多く存在する地域に

立地するということは、ニーズを把握するという観点から見ても企業にとってはメリットと

なる。 
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図図図図 3-1  横浜市と全国の人口動向の比較横浜市と全国の人口動向の比較横浜市と全国の人口動向の比較横浜市と全国の人口動向の比較 

『日本の都道府県別将来推計人口』国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』国立社会保障・人口問題研究所    をもとに作成をもとに作成をもとに作成をもとに作成 

 

 

 

 

 

第第第第2項項項項 ハイテク産業の集積ハイテク産業の集積ハイテク産業の集積ハイテク産業の集積 

①IT産業 

近年、日本国内だけではなく世界的に見ても、高付加価値を生み出す産業、いわゆる知識

集約型産業が急速に成長しており、各地で集積が進んでいる。横浜市においても例外ではな

く、国内で有数の IT 産業のクラスターが形成されており、2,174 の IT 事業所があり、全国

の 2.4%に相当する。また、IT 産業の従業者数は約 8.4 万人で、全国の 3.1%を占め、都市別で

は東京都区部、大阪市に次ぐ全国３位となっている。（平成 16 年時点） 
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図図図図 3-2  政令市の政令市の政令市の政令市の IT 産業３業種の従業者数（平成産業３業種の従業者数（平成産業３業種の従業者数（平成産業３業種の従業者数（平成 16 年度）年度）年度）年度） 

      

 ハードウェア （半導体設計・開発、情報機器や自動車等に関連するメカトロニクス等） 

 ソリューション （ソフトウェア開発、企業の経営管理システムのアウトソーシング等） 

 コンテンツ （マルチメディア情報の制作、インターネット管理等） 

出典：横浜市経済観光局出典：横浜市経済観光局出典：横浜市経済観光局出典：横浜市経済観光局    

 

 

携帯電話、薄型テレビ、DVDレコーダーなどの情報家電メーカーや研究開発拠点が多数

立地し、これらをサポートする技術力の高い中小企業も重層的に集積している。さらに、新

横浜地区には半導体設計開発関連の大手企業や外資系企業、ベンチャー企業の集積が進んでお

り、横浜駅周辺には大手関連のソリューション事業者とその関連中小企業者が多数立地し、都

心臨海部では携帯電話、デジタル家電関連などのハードウェア産業が集積していることから、

横浜市内には特徴的な IT企業の集積が見られる。また、感度が高く、最先端のニーズをも

つ約 356万人の市民が暮らしていることから、IT産業の需要も高いことも伺える。 

 

 

図図図図 3-3  横浜市内の横浜市内の横浜市内の横浜市内の IT 産業産業産業産業 3 業種分布図業種分布図業種分布図業種分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：横浜市経済観光局出典：横浜市経済観光局出典：横浜市経済観光局出典：横浜市経済観光局 

ハードウェア 939 事業所

ソリューション 806 事業所

コンテンツ 429 事業所

 合計 2,174 事業所
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特に IT産業に関しては、新横浜地区を中心に多数の IT企業が立地しており集積が進んで

いる。図 3-2は、2003年時点の新横浜地区の IT企業の立地状況を表したものである。この

時点で企業数は 305 社であり、現在では企業誘致政策等によりさらに増加していることが

想定される。 

 

 

 

図図図図 3-4    新横浜地区における新横浜地区における新横浜地区における新横浜地区における IT 産業の集積（産業の集積（産業の集積（産業の集積（2003 年）年）年）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『新横浜地区マップ出典：『新横浜地区マップ出典：『新横浜地区マップ出典：『新横浜地区マップ新横浜新横浜新横浜新横浜』』』』IT クラスター交流会事務局クラスター交流会事務局クラスター交流会事務局クラスター交流会事務局 

 

 

②バイオ産業 

 現在、横浜市では「ライフサイエンス都市横浜」を推進している。「ライフサイエンス都

市横浜」の形成とは、バイオテクノロジーやライフサイエンスに関連した新産業の創出と技

術革新により、健康な市民生活への貢献、経済の活性化・雇用の創出、研究開発の推進を目

指すことである。また、鶴見区末広町地区にある「横浜サイエンスフロンティア」では、ポ

ストゲノムの研究拠点として世界的に有名な理化学研究所をはじめ、横浜市立大学連携大学

院、横浜市産学共同研究センター、リーディングベンチャープラザといった研究拠点の集

積・強化を推進している。このような様々な施策を行うことにより、多くのバイオベンチャ

ーや関連企業の誘致・創出、さらに大企業や大学、研究機関等との活発な連携を促進し、バ
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イオやライフサイエンス分野を中心とした研究開発型産業の一大集積拠点を形成していく

ことにより、横浜経済の活性化を目指している。 

 

 

 

 

 

第第第第3項項項項 大学・研究機大学・研究機大学・研究機大学・研究機関の集積関の集積関の集積関の集積 

 横浜市内には、慶應義塾大学や横浜国立大学をはじめとする多数の理工系大学・大学院の

キャンパスが存在する。大学や大学院が地域内に多く存在すると、研究開発等を行う企業に

とっては産学連携の機会も増えることになる。 

 

 

図図図図 3-5  神奈川県・横浜市の科学研究者及び技術者数（平成神奈川県・横浜市の科学研究者及び技術者数（平成神奈川県・横浜市の科学研究者及び技術者数（平成神奈川県・横浜市の科学研究者及び技術者数（平成 17 年）年）年）年） 

  全 国 神奈川県 横浜市 

科学研究者数科学研究者数科学研究者数科学研究者数    148,460 20,919 8,515 

技術者数技術者数技術者数技術者数    2,140,612 294,563 126,016 

合計合計合計合計    2,289,072 315,482 134,531 

出典：横出典：横出典：横出典：横浜市経済観光局浜市経済観光局浜市経済観光局浜市経済観光局    

 

 

 さらに、大学や大学院を含む多様な研究機関もあるため、研究者・技術者数は約１３万人

を超える。近年、富士ゼロックスの研究開発機関がみなとみらい地区に移した理由として、

みなとみらい地区の景観やイメージが研究者にとって良いことと、他都市へのアクセスの利

便性等がある。将来的にも、企業誘致政策等によりさらに研究開発機関が横浜に立地するこ

とが見込まれる。 
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第第第第4項項項項 強い中小企業強い中小企業強い中小企業強い中小企業 

 長年、横浜市の中小企業は日産自動車をはじめとする多種多様な大手企業の下請けとして

重要な役割を果たしてきた。つまり、他の地域と比べ厳しい競争の中で成長を遂げてきた。

製造業は大きく「基礎素材型業種」、「加工組立型業種」、「生活関連型業種」の３つに分ける

ことができ、最新の年工業統計調査によると、横浜市の製造業における加工組立型業種の従

業員割合は全体の３９％、製造品出荷額割合は全体の４８％を占めている。横浜市の加工組

立産業の製造出荷額等は約 2.1兆円であり、政令指定都市の中でも１位を誇っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 31

第4章 KIBS の実証分析の実証分析の実証分析の実証分析 

第第第第1節節節節    分析分析分析分析概要概要概要概要 

第第第第1項項項項 分析の意図分析の意図分析の意図分析の意図 

 本章では、横浜市において「地域循環型」及び「自立型」の経済構造の構築を実現させる

ための施策の分析を行う。横浜市のポテンシャルとして、①他都市と比べて豊富な人口、②

ハイテク産業（IT・バイオ産業等）の集積、③大学及び研究機関が多い、④下請けとして

強い中小企業が多い等が挙げられる。それら横浜市の強みを活かし、移出を増やし、さらに

は「地域循環」及び「自立」を持つ経済構造に繋げられるような知識集約型ビジネス支援サ

ービス業（以下、KIBS: Knowledge Intensive Business Servicesとする）について考察す

る。 

 

第第第第2項項項項 KIBS とはとはとはとは 

 知識集約型産業とは、労働集約型産業の１種で、事業活動を営む上で知識労働への依存度

が高い産業である。一般に、研究者や技術者を数多く抱えており、コストに占める研究開発

投資の割合が高い。高付加価値を生み出すような、ソフト開発型の情報処理産業、バイオ等

の研究開発産業、ファッションやデザイン関連産業などが典型である。 

 ビジネス支援サービスとは、「企業活動と密接に関わり、企業活動の代替を行うサービス」

と定義付けされる１１１１。近年急速に発展している人材派遣、人材紹介、アウトソーシング（業

務代行）等、広告や情報サービス、機械等のリース・レンタル、自動車修理や機械修理、会

計やデザイン等の様々なサービスを含み、産業連関表では対事業所サービスと分類される。

その範囲は広いため、企業活動の様々な分野を包括している。具体的には、①経営機能に対

応したサービスとして、経営戦略の策定をサポートするコンサルティングサービス、企業Ｐ

Ｒやブランディングを担う広告サービス、経営に必要な知識などを伝えるマネジメント教育

サービスや、企業経営者の紹介を行うエグゼクティブサーチなど、②直接業務機能に対応し

たサービスとして、研究開発受託サービス、製造請負サービスに加えて製品のデザインを担

うデザイン代行サービス、製品の販売代行サービスや、顧客からの問い合わせに応えるコー

ルセンター代行サービスなど、③間接業務機能に対応したサービスとして、人事制度の設計

や給与関連業務などを行う人事・経理業務代行サービス、ビルメンテナンスや資産管理を行

うプロパティマネジメント・サービスなどがある。サービス業の一般的な特徴は、貯蔵がき

                                                      
１１１１『ビジネス支援サービスの戦略的活用による新・日本型経営モデルと企業競争力強化～ビジネス支援サービス活性化

研究会報告書～』ビジネス支援サービス活世化研究会 より引用。 
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かない「生産即消費」と目に見えない「無形性」である。そのため、サービス業の成長はニ

ーズとシーズが上手くあったときにもたらされる。ビジネス支援サービスも同様に、ユーザ

ー企業のニーズとビジネス支援サービス提供企業のシーズの双方が上手く組み合わさった

ときに成長がもたらされる。日本では、サービス産業は労働集約的で生産性が高くないと考

えられている。しかし、米国では、サービス産業の生産性は全般的に日本よりも高く、特に

ビジネス支援サービスは成長性も収益性も高くなっている。さらに、ビジネス支援サービス

は製造業を含む全産業にとってその企業活動を支える横割り的な産業であり、他の産業分野

への波及効果も非常に大きい。このように、ビジネス支援サービスの日本経済における重要

性は、将来的に高まっていくことが考えられる。 

 知識集約型ビジネス支援サービス業（Knowledge Intensive Business Services：KIBS）

とは、文字通り、知識集約型ビジネスを支援するサービス業のことである。先に述べたよう

に、日本経済全体として高付加価値を生み出す知識集約型産業の成長が活発化しており、さ

らなる成長が期待されている。また、ビジネス支援サービスの需要も高まることが考えられ

ることから、KIBSは、地域経済は元より日本経済にとっても注力すべき産業であると言え

る。 

 

 

第第第第3項項項項 分析対象分析対象分析対象分析対象 

 先行研究では、分析対象を全国とし、KIBSの雇用創出要因の分析を行っている。本稿で

は、分析対象を関東圏とし、KIBS の雇用創出要因を明らかにすることが目的ではなく、

KIBS が集積するためにはどのような条件が必要であるのかを探ることにより、横浜市で

KIBSを伸ばしていけるのかを明らかにすることを、本稿の実証分析の目的とする。 

 

１）データ出典 

  ・『サービス業基本調査』  総務省統計局 

  ・『国勢調査』       総務省総務局 

  ・『企業・事業所統計調査』 総務省統計局 

 

２）分析対象地域 

  関東圏の各地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県 

 

３）分析対象期間 

  ・第 2節：2001～2006年 

  ・第 3節：2001～2006年 

 

 

第第第第4項項項項 分析手法分析手法分析手法分析手法 

 第 2 節では、事業所統計を用いてサービス業の地域別集積状況の分析を行う。第 3 節で

は、回帰分析等を用いて、KIBSの集積形成の規定要因に関する分析を行う。分析手法の詳

細については、各節に示す。 
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第第第第2節節節節    サービス業の地域別集積の現状サービス業の地域別集積の現状サービス業の地域別集積の現状サービス業の地域別集積の現状 

第第第第1項項項項 サービス業の区分サービス業の区分サービス業の区分サービス業の区分 

① サービス業基本調査における「収入を得た相手先」の区分に基づき、サービス業種毎に

対個人および対事業所向けの収入割合を算出する。 

② 対個人収入が全収入額の 2 ／ 3 を超える業種は「対個人向けサービス業種」、対事業所

収入が全収入額の 2 ／ 3 を超える場合は「対事業所向けサービス業種」、そのいずれに

も入らない業種を「対個人・対事業所向けサービス業種」に分類する。 

③ 対事業所サービス業の中で、特に知識集約度の高い業種を「知識集約型対事業所サービ

ス業」（KIBS）として区分する。 

 

 

第第第第2項項項項 計算方法計算方法計算方法計算方法 

① 各都県の人口１１１１と各サービス業種の従業者数を記録したパネルデータを作成する。 

② 上記パネルデータを人口によって昇順に並べ、日本全体に占める関東圏の各地域の人口

比率を計算し、その人口比率の累積和を算出する。 

③ 同様に、各地域の業種毎の従業者数について、全国の従業者数に占める構成比率を算出

する。上記の人口比率で昇順に並べられた地域順に、従業者構成比率の累積和を算出す

る。 

④ 上記の③で計算した従業者累積和を、②で算出した人口累積和で除した値を、1 から減

じた値を、対人口ジニ係数とする。 

 

以上の計算方法により、あるサービス業が、各都道府県の人口構成割合と同様に分布して

いる場合は、値が 0 となり、人口が多い地域への集中度が、人口の集中度を上回って顕著

になるほど、値は+1 に近づく。一方、人口が相対的に少ない地域において、対人口比率で

相対的に多くの従業者を擁する場合は、マイナスの値をとることになる 

 

 

第第第第3項項項項 分析結果分析結果分析結果分析結果 

 上記の計算方法により、「対人口ジニ係数」を算出した結果を以下の表に示す。なお、デ

ータが 2001年と 2006年のものしか抽出することができなかったため、２年分の分析結果

となっている。なお、2006年の KIBSにおける放送業、情報サービス・調査業、映像・音

声・文字情報制作業に関しては、2001 年から 2006 年にかけて分類が変わっていたため省

力した。 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ 『住民基本台帳移動報告』に基づく各都県の人口。 
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図図図図 4-1  対象顧客別に見たサービス業種の対ジニ係数の推移対象顧客別に見たサービス業種の対ジニ係数の推移対象顧客別に見たサービス業種の対ジニ係数の推移対象顧客別に見たサービス業種の対ジニ係数の推移ⅠⅠⅠⅠ（（（（2001～～～～2006 年）年）年）年） 

分析分析分析分析結果より作成結果より作成結果より作成結果より作成 

 

 

 対事業所サービス業、対個人サービス業、対事業所・対個人サービス業のそれぞれの平均

を見ると、対事業所サービス業が最も１に近い値を示している。対個人サービス業と対個

人・事業所サービス業に関しては、地方分散的性質を持つ宿泊業や協同組合等の一部の業種

を除いて、対人口ジニ係数は０に近い値となっており、各地域の人口集積に比例して分布し

ていることが分かる。さらに、対事業所サービス業に関しては、平均で 0.49～0.53 と非常

に高い値となっており、人口の集中以上に都市部に集中し、特化している傾向が見られた。 

専門サービス業と学術・開発研究機関を除く KIBSの業種は、0.5に近い値となっており、

都市部への特化傾向が強いことが分かる。本稿では、関東圏を対象に分析を行ったため、対

事業所サービス業に関して、先行研究の結果よりも高い値であったと考えられる。対称に、

対事業所・対個人サービス業に関しては、先行研究の結果よりも僅かに低い値となった。 

 

 

 

 

 

区分 コード          業種 2001年 2006年

　　　　　　　　　対事業所サービス業平均 0.539465 0.494002

放送業 0.477882

情報サービス・調査業 0.481372

映像・音声・文字情報制作業 0.650104

KIBS 専門サービス業 0.278243 0.355697

対事業所 学術・開発研究機関 0.007911 -0.07819

サービス 広告業 0.55527 0.510658

保健衛生 0.176153 0.106295

廃棄物処理業 -0.08056 -0.00775

その他の 機械等修理業 0.203032 0.171853

対事業所 物品賃貸業 0.189152 0.204747

サービス業 その他の事業サービス業 0.314496 0.273837

政治・経済・文化団体 0.384505 0.383049

その他のサービス業 0.138691 0.055814

　　　　　　　　　対個人サービス業平均 0.109149 0.08409

駐車場業 0.180849

宿泊業 0.007646 0.038435

対個人 学校教育 0.24685 0.090153

サービス その他の教育、学習支援業 0.105068

洗濯・理容・美容・浴場業 0.062149 0.053544

その他の生活関連サービス業 0.152436 0.188561

娯楽業 -0.01253 -0.00774

宗教 0.126647 0.120608

　　　　　　　　　対事業所/対個人サービス業平均 -0.04295 -0.03363

対個人/ 医療業 0.05755 0.061869

対事業所 社会保険・社会福祉・介護事業 0.054611 0.07123

サービス業 協同組合（他に分類されないもの） -0.16287 -0.15587

自動車整備業 -0.1211 -0.11174
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図図図図 4-2  対象顧客別に見たサービス業種の対ジニ係数の推移対象顧客別に見たサービス業種の対ジニ係数の推移対象顧客別に見たサービス業種の対ジニ係数の推移対象顧客別に見たサービス業種の対ジニ係数の推移ⅡⅡⅡⅡ（（（（2001～～～～2006 年）年）年）年） 

分析分析分析分析結果より作成結果より作成結果より作成結果より作成 

 

 

 本稿では、2001 年と 2006 年の２時点を対象として計測を行った。図 4-2 は、計測結果を時

系列で表したものであり、ほとんどの業種において大きな変動は見られない。先行研究にもある

ように、1980 年代までは対事業所サービス業の都市部集中傾向が進み、その後は横ばい傾向で

あるのと同様、2000 年代も都市部への集中傾向が続いているのが分かる。 
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2001年年年年 2006年年年年

放送業 情報サービス・調査業 映像・音声・文字情報制作業

専門サービス業 学術・開発研究機関 広告業

保健衛生 廃棄物処理業 機械等修理業

物品賃貸業 その他の事業サービス業 政治・経済・文化団体

その他のサービス業 駐車場業 宿泊業

学校教育 その他の教育、学習支援業 洗濯・理容・美容・浴場業

その他の生活関連サービス業 娯楽業 宗教

医療業 社会保険・社会福祉・介護事業 協同組合（他に分類されないもの）

自動車整備業

（対人口ジニ係数）
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第第第第3節節節節    KIBS の集積形成の規定要因の集積形成の規定要因の集積形成の規定要因の集積形成の規定要因 
 次に、回帰分析等を用いて、KIBSの集積形成の要因を明らかにする。この結果より、横

浜市での KIBS集積の可能性を考察する。 

第第第第1項項項項 変数の設定変数の設定変数の設定変数の設定 

１）被説明変数 

   KIBS の集積形成を測定する上での被説明変数として、本稿では関東圏の各地域に

おける KIBS 対象業種の従業者数の増加率を用いる。他に、事業所の増加率なども指標

として考えうるが、中核拠点か支店・営業所かといった事業所の性質の相違により、1 事

業所あたりの従業者規模等も異なることが予想されることから、集積状況を示すより客

観的な指標としては、従業者数を用いることが適切であると考えられる。 

 

２）説明変数 

   説明変数に関しては、①人口集積状況・動向、②第 2 次産業集積状況・特性の４つ

カテゴリーの４つに分け、それぞれの影響を検証を行う。 

 

 

① 人口集積状況・動向 

   地域における市場規模を示す指標と人材の供給環境を示す指標として、人口の集積及

びその動向は、最も基本的な指標となる。この人口の集積状況・動向が KIBS 集積に与

える影響を分析する指標として、以下５つの説明変数を設定する。 

 

a. 人口社会増加率：『住民基本台帳人口移動報告』に基づく、人口の社会増減率。 

b. 人口密度：関東圏各地域の面積 1km2 あたりの人口。 

c. 人口密度の二乗値：人口の過度の稠密化が負の影響をもたらす可能性を検証するた

めの、各地域の人口密度の二乗値。 

d. 高等教育卒業者割合：高等教育（短大、大学、大学院）卒業者の割合。 

e. 高等教育卒業者割合増加率：高等教育卒業者の割合の増加率。 

 

 

② 第 2 次産業の集積状況・特性 

特に地方圏においては、地域経済に波及効果を持つ基幹産業は第二次産業、とりわけ

建設業と製造業である場合が多い。そのため、これらの産業群の活性度が、前方連関を

通じて KIBS の集積形成に影響を及ぼすことも考えられる。このようなことを検証する

ため、以下４つの説明変数を設定する。なお、これらの変数については、前方連関の有

無を検証するため、期初年および計測期間の 1 期前の構成割合、増減割合を説明変数と

して用いる。 

 

  i. 建設業構成割合：各都道府県の GDP に占める、建設業の構成割合。 

    j. 公共工事請負金額増減割合：各都道府県の公共工事の請負金額増減割合。 

    k. 公共工事請負金額増減割合：各都道府県の公共工事の請負金額増減割合。 

    l. 製造業出荷額伸び率：製造品出荷額等の増減割合。 

   m. 加工組立型業種出荷額伸び率：製造業の中でも特に知識集約度が高く、かつ前方連

関が強い加工組立型業種の出荷額増減割合。 
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③ KIBS の集積状況・集積特性 

次に被説明変数と各地域における KIBS の初期集積の状況・特性との相関を調べた。初

期状況の状況・特性には、以下の 3 つの変数を設定した。  

 

 f. 集積構造要因：初期段階で、その後の成長率が高い KIBS 対象業種を相対的に多く集さ

せている地域は、集積構造面でプラスに働くことが予想される。左記の影響を検

証するため、シフト・シェア分析 8)の手法を用いて、各地域の KIBS の集積構

造要因がその後の増加率に及ぼす要因を説明変数として付加した。 

g. 従業者割合：全産業の従業者に占める KIBS 対象業種の従業者数の割合。相対的に高い

集積を持っている地域に特化の経済性が作用するのであれば、この比率が高いほ

どさらに高い増加率を示すと考えられ、一方、相対的に集積が低い地域において、

事業機会を見出して集積が進む場合は、比率が低い地域ほど高い増加率を示し、

平準化する方向に作用すると考えられる。 

 h. 事業所あたり平均従業者数：KIBS 対象業種の 1 事業所あたり従業者数。事業立ち上

げに際して比較的多くの経営資源を要する（参入障壁が大きい）場合、この係数

はプラスになると考えられる。 

 

 

 

第第第第2項項項項 推計方法推計方法推計方法推計方法 

 本稿では、KIBS の集積増加要因及びその時系列的な変化の有無を検証するため、2001

～2006 年の分析を行う。分析モデルは、分析期間の期初年における KIBS 業種の従業員

数でウェイト付けをした最小二乗法（WLS）を用いる。 

 

 

第第第第3項項項項 推計結果推計結果推計結果推計結果 

 上記の推計方法によって推計した結果を以下の表に示す。 

 

 

図図図図 4-3  KIBS の集積形成の規定要因に関する回帰分析の集積形成の規定要因に関する回帰分析の集積形成の規定要因に関する回帰分析の集積形成の規定要因に関する回帰分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係数 t 値 P値

切片 1821.95 8.76492 3.1E-09

a.人口社会増加率 5.5E-05 1.1907 0.24453

b.人口密度 -2E-07 -1.5331 0.13734

c.人口密度の二乗値 0.00533 1.34733 0.1895

d.高等教育卒業者割合 -4.1295 -4.5849 0.0001

e.高等教育卒業者割合増加率 5.99352 2.38224 0.02481

i.建設業構成割合 -1.6187 -3.5377 0.00154

k.製造業構成割合 -0.698 -4.5966 9.7E-05

l.製造業出荷額伸び率 -0.0481 -1.2255 0.23136

m.加工組立型業種出荷額伸び率 -320.31 -8.9427 2.1E-09
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① 人口集積状況・特性―― 
社会増加、人口密度は KIBS の伸びに影響は与えなかった。また、人口に占める高等教

育卒業者の割合その増加率と KIBS の雇用増加率の関係を見る。高学歴人材の率の係数は

負であるのに対して、高等教育卒業者増加率の係数は正であり、かつ有意性を示している。

すなわち、高学歴な人材の割合の増加率が高くなるほど、KBISの雇用増加率も高まると見

ることができる。KIBSの集積・雇用機会の創出における、高学歴人材の地域への蓄積の重

要性を示す結果となっている。 

 

 

② 第 2 次産業の集積状況・特性―― 
製造業の集積と KIBSの関係性は、特に加工組立型業種の集積との関係に特徴が認めら

れる。加工組立型業種の高まりは、波及効果を通じて KIBS の集積に対してもプラスの影

響を与えていると見ることができた。一方製造業全体の出荷額の増減は、KIBSの伸びに対

して影響を与えていない。 

 

 

③ KIBS の集積状況・集積特性 

 １）被説明変数と f 

 図 4-4を見ると、被説明変数と集積構造要因の相関関係について、近似曲線が右下がりに

なっているので負の相関があるといえる。 

 

 

図図図図 4-4  被説明変数と被説明変数と被説明変数と被説明変数と f の散布図の散布図の散布図の散布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）被説明変数と g 

 被説明変数と従業者割合の相関関係について、図 4-5を見ると、近似曲線が右上がりにな

っているので正の相関があるといえる。 
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図図図図 4-5  被説明変数と被説明変数と被説明変数と被説明変数と g の散布図の散布図の散布図の散布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）被説明変数と h 

  被説明変数と事業所当たりの平均従業者数の相関関係は、従業者割合と同様に近似曲線

が右上がりになっているので正の相関があるといえる。 

 

 

 

 

 

図図図図 4-6  被説明変数と被説明変数と被説明変数と被説明変数と h の散布図の散布図の散布図の散布図 
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第第第第4節節節節    政策提言に向けて政策提言に向けて政策提言に向けて政策提言に向けて 
 以上の回帰分析の結果から、関東圏での KIBSの集積形成規定要因である変数の中でも、

1%優位及び 5%優位が見られた高等教育卒業者割合、高等教育卒業者割合増加率、建設業

構成割合、加工組立出荷額伸び率を抜粋した。ここから関東圏のそれぞれの説明変数の平均

を求め、平均を１として各変数の値を変換させた。平均を標準の値１とすることで各地域が

関東圏において平均以上の値を示しているかが分かる。変換したものは以下の図 4-7 に示

す。 

 

 

 

図図図図 4-7    KIBS 集積形成集積形成集積形成集積形成のののの規定要因変数（抜粋）規定要因変数（抜粋）規定要因変数（抜粋）規定要因変数（抜粋）    変換後変換後変換後変換後 

 

 

 

 

この変換によると神奈川県はほとんどの変数において平均以上の値を示している。しかし、

製造業構成割合に関しては値が 0.89 と他の地域と比べて低くなっており、神奈川県が製造

業に関して KIBSの集積形成の規定要因として弱いことが分かる。 

 横浜市は人口が多く、それに伴い高等教育卒業者数も増加する。また、建設業に関しても

住宅地が多く不動産業が活発であることから、建設業の構成割合も比較的に高くなってい

る。加えて、加工組立業に関しては、第 3 章でも述べたように、出荷額は国内で１位とな

っている。つまり、神奈川県における横浜市では KIBS の集積形成要因が特に強いという

ことになる。さらに、IT やバイオ産業の集積も進んでいることから、KIBS のような産業

の需要が将来的に高まっていくことが想定される。逆に、KIBSの集積形成要因があるため、

これから先 KIBS の集積が進むに伴い、さらなる知識集約型産業の集積が活発化していく

と考えられる。KIBSの集積が進むと、対事業所サービス業及び対個人サービス業に良い影

響を及ぼす。横浜市の対事業者サービス業は、移出産業の上位に位置している。したがって、

横浜市は KIBS の集積により移出が増加する。また、横浜市の経済構造上、対事業者サー

ビス業の最終需要の増加による波及効果は高いものとなっており、横浜市全体によい影響が

表れる。 

d e i k m

高等教育卒業者割合 高等教育卒業者割合増加率 建設業構成割合 製造業構成割合 加工組立出荷額伸び率

茨城県　　 0.71869122 0.892414487 1.087149437 1.326717644 1.011412933

栃木県 0.699745988 0.921857849 0.944272672 1.601112845 1.00632531

埼玉県 1.000481024 1.085919827 0.938236894 1.012035863 1.001762604

千葉県 1.058441243 1.060838748 1.081945884 0.773635375 0.994698282

東京都 1.289000507 0.941242823 0.928667552 0.394243327 0.993094085

神奈川県 1.233640018 1.097726266 1.019727561 0.892254945 0.992706786

平均 1 1 1 1 1
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第5章 政策提言政策提言政策提言政策提言 

第第第第1節節節節    政策提言政策提言政策提言政策提言 
 第 1～2章までの現状分析と第 3章の実証分析を踏まえて、以下の政策を提言する。 

 

第第第第1項項項項 政策提言の前提政策提言の前提政策提言の前提政策提言の前提 

企業の資源は制限されている。企業の中には中長期的な資源確保策を進め、これを強みに

付加価値を高めている例も存在している。資源が深刻な逼迫状態にある場合には、その資源

へのアクセス権を持つこと自体が付加価値の源泉になるからである。こうしたことを考える

と、技術力を持つ横浜市のものづくり産業は、製造工程だけでなく、（資源開発という）川

上から（サービスの要素を盛り込んだ）川下までを通したバリュー・チェーン全体の中で重

層的に付加価値を高めていくことが必要である。資源、ものづくり、サービスの三位一体化

を新しいものづくりの形として捉え、それに必要なオープン・イノベーションや産官学連携

の制度を作っていくことが今後は重要である。 

これまでのものづくりは、物体である「もの」をできるだけ質を高く、できるだけ安く作る

ことが目標であった。すり合わせの技術をいかし、生産プロセスを最適化することで、日本

の産業は競争力を強化してきたとも言える。むろんこうした伝統的なものづくりは今後も横

浜市の競争力の源泉となることは間違いなく、市内の雇用を維持・確保するという面からも

重視すべき産業である 

 従来、ものづくりは第二次産業、サービス業は第３次産業と区分されてきた。しかし我が

国では、単品のものづくりでは強い競争力を持っているにも関わらず、最終的な市場の形成

では劣化する例が多く、技術力を企業の利益に結びつけることが不得意といえる。その例が

顕著に表れているのが中小企業である。 

近年では中小規模工場の割合が相対的に高い地域ほど、生産活動の高付加価値化の要請に

伴い、KIBS に対して発注を行う製造業者が増えている。つまり、製造業の顧客は、大企業

から中小企業へとシフトしてきている。このことからも、中小企業のさらなる発展を促す必

要がある。 

 横浜は京浜工業地帯に属していること、多種多様な大企業の下請けが多いことからも言え

るように大企業の数は少ないが、中小企業が強い都市である。したがって横浜において中小

企業を強くするような政策は横浜経済にとって効果的なものであると考える。 

近年国内の製造業は国内の需要減少のためその生産拠点を国外に移転している。しかし、製

造業の高付加価値部門の製品を国内で生産する動きが見られる。そこで、今までのサービス

業の構造を、さらに高度なものにすることが重要である。そこで、KIBS の必要性が生まれ

る。 

ここでサービス産業の特徴・現状を説明する。 
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［日本のサービス業の特徴］ 

①高コスト構造  

サービス産業は顧客との直接的な応対が基本となるために、通常、労働集約的な性格をもつ。

そのため、経営資源としての従業員の資質が直接的に競争力を左右することになる。  

②サービスの無形性がもたらす価格設定の難しさ  

サービス自体は目に見えず、それを実態として形で捉えることが難しいため、供給側が設定

した価格が需要側に簡単には受け入れられない場合も多い。また、本来の購買目的としたサ

ービスとそれに付随するサービスの境界があいまいになりがちなことも、需要側の価格に対

する納得性を得ることを難しくしている。  

また、サービスを購入して得られる効用・満足度はサービスを消費する個々人の感覚によっ

て差が大きい。さらにサービスの同時性に鑑みれば、その効用・満足度は「その場限り」で、

「個人的」な性格をもつことが多い。そのため、市場の満足度の最大公約数を反映した適正

価格を客観的に設定することが難しい。  

① サービスの品質に対する信頼性の確保の難しさ  

日本の製造業は国を挙げての徹底した QC(Quality Control)活動を長年実施してきたため

に、高い品質とはどのようなものかに対するコンセンサスが、国民の間に共有されてきてい

る。しかしサービス産業全体としてはこのような活動は実施されてこなかった。そのため、

サービスの品質を保証するための認証制度が存在する業界もあるが、サービスの品質を測る

基準が、一般消費者に広く伝わっていないことは否めない。 

また、特に対人的なサービスについては、その｢非反復性｣ゆえに、同じ会社であっても担当

者が変わることによって、顧客の効用・満足度は変化することが多く、顧客の主観的な品質

感覚を一定水準に保つことは困難な場合がある。  

このように、日本ではサービスの品質に対する信頼性を示す基準や認証などが、一般消費者

の間に浸透しているとは言い難く、このことが特に中小のサービス企業の事業の展開・拡大

を妨げている要因の１つになっていると考えられる。 

 ④参入障壁の低さと厳しい競争環境  

サービス産業は製造業に比べて大きな設備投資が必要ないという業態が多く、比較的簡単に

参入できる。しかしそれゆえに新規の業者が毎年大量に市場に参入してくるために競争は常

に厳しく、撤退していく企業も多い。  

サービス産業に属する企業のほとんどは中小企業である。中小企業は組織としては激しく変

化する環境に迅速に対応できるという利点もあるが、実際には多くの企業は市場に関する情

報（技術や顧客に関する情報など）を獲得する手段を欠いており、市況や経済情勢に翻弄さ

れている。特に日本においては、同じサービスを繰り返していると消費者に飽きられること

が多く、企業は常に新たなサービスを開発し、提供していかなければならないというプレッ

シャーにさらされている。  

そのために多くの中小企業は、目先の目新しさを追うあまり、事業継続の基盤となりうるビ

ジネスモデルを構築できない、必要な設備投資を果敢に進めることができない、収益を高め

ることができない、という悩みを抱え、その悪循環を解消できないという状況に陥っている

と考えられる。このようにサービス業も不安定な状況にあることがわかる。横浜市の製造業

においても中小企業が多い、また大企業の下請けが多いため、常に東京に依存した不安定な

状態となっている。この不安定な産業同士を結び付けるための施策を第１～２章までの現状

分析と第３章の実証分析を踏まえて、以下の政策を提言する。 
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第第第第2項項項項 政策提言政策提言政策提言政策提言 

政策提言Ⅰ：中小企業同士の連携を強化し、新産業創出等を狙う政策提言Ⅰ：中小企業同士の連携を強化し、新産業創出等を狙う政策提言Ⅰ：中小企業同士の連携を強化し、新産業創出等を狙う政策提言Ⅰ：中小企業同士の連携を強化し、新産業創出等を狙う 

 横浜市は東京を核都市とした周辺的「大都市」であるため、東京の中枢管理機能からコン

トロールされている。そこで中小企業同士の横のつながりを強化して、横浜の中小企業とし

て自立できるように目指す。また、横浜市は基盤的技術産業が強く、新産業を生み出す土台

がしっかりしているため、中小企業同士のつながりを強化し、企業間の技術を組み合わせる

ことによって新産業の創出できる可能性がある。 

 

政策提言Ⅱ：製造業とサービス業の連携を図り、政策提言Ⅱ：製造業とサービス業の連携を図り、政策提言Ⅱ：製造業とサービス業の連携を図り、政策提言Ⅱ：製造業とサービス業の連携を図り、2.5 次産業創出を狙う次産業創出を狙う次産業創出を狙う次産業創出を狙う 

 横浜市の製造業（中小企業）と中小企業が多いサービス業の連携を図り、一緒になって 2.5

次産業が生まれるような環境づくりを目指す。 

 

 

 

第第第第2節節節節    政策の実現に向けて政策の実現に向けて政策の実現に向けて政策の実現に向けて 
 上記にも載せたとおり、製造業は拠点を海外に移転していく傾向が見られる。そのためこ

れからの展望として市内でのネットワークだけでなく、海外とのネットワークをつくること

も重要となってくる。現在横浜市は世界の様々な都市との交流がある。また、横浜市には国

際貿易港があること、羽田空港へのアクセスの良さなど国際都市となれる可能性は十分にあ

る。ますますグローバル化が進む今日において、国際的な拠点都市を目指していくことは横

浜だけでなく、日本の国際化を考える意味でも重要であると考える。 
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