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【本レポートについて】 

本レポートは、工業集積研究会(代表:慶應義塾大学経済学部・植田浩史教授)と帝国データバ

ンクによる共同研究プロジェクトの成果の一部であり、高知短期大学・梅村仁教授による「地

方自治体の産業政策」レポートである。このレポートでは、産業集積に関する産業政策に着目

し、その政策において自治体エリアが政策対象地域とされる現状に対して、尼崎市製造業、東

大阪市製造業の取引範囲を帝国データバンクのCOSMOS2データから示すことで、より広域な、

より多くの自治体連携による産業政策が重要であることを提起する。 
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１．産業集積になぜ注目するのか 

 近年、産業集積が注目され、理論的研究、実証的研究が行われ、全国の産業集積地域の事例が

報告され、経済地理学、中小企業論など様々な分野からアプローチされている。 

 産業集積とは、伊丹（1998）によると「１つの比較的狭い地域に、相互の関連の深い多くの企

業が集積している状態のことである」と定義され、日本の産業集積の再生を模索する動きについ

ても清成・橋本（1997）において示されている。 

 また、具体的な産業政策として、地域の再活性化のために産業集積を作り出そうとする動きも

見られる。例えば、経済産業省の産業クラスター計画では、地域に成長性のある新規分野を開拓

する産業・企業の集積を創出することを目指しており、地域の行政機関などが中心となって企業

と大学、企業と公的機関などの産官学の連携にも取り組んでいる。 

 このような産業集積を活性化しようとする政策的動向の背景には、地域経済の衰退、地域にお

ける地場産業の衰退の問題がある。日本各地には多様な地場産業が点在しているが、現在苦境に

たっているものが多く、雇用を創出する力も乏しくなっている（加藤、2009）。こうした産業構造

上の危機感から、産業集積地域の存続・再活性化そのものにも政策的意義があるのではないかと

考えたことが本稿において産業集積を取り上げる理由である。 

 さて、日本には、多数の産業集積地域が存在し、それぞれの形成過程を経て企業が集積し、経

済発展に寄与してきた。また、産業集積は、日本のものだけではなく、北イタリアやシリコンバ

レーなども代表的事例として取り上げられ、世界的にも、様々な形で存在してきたといえる。 

 産業集積の今日的課題として、集積に対する産業政策の変化、地域における中小企業の役割の

重視、地域経済活性化の源泉としての期待等があげられており、産業集積の今後のあり方が問わ

れている。また、日本の製造業の場合、これまでの経済発展の歴史の中で、概ね大企業の事業所

を中心に、地域に垂直的な分業関係が形成され地域経済を支えてきたといえるだろう。しかし、

国際競争の激化や不況による産業成熟化、東アジアへの生産シフトなどの諸要因により、1990 年

代よりこうした分業関係の再編が余儀なくされてきた。バブル期以降、事業所の閉鎖や土地利用

の転換もあり、特に倒産率の高い地域として東大阪市や大田区などがあげられ、都市部の機械金

属工業の集積地の低迷は、事業所数や製造品出荷額総額等におけるプレゼンスが小さくないだけ

に、製造業全体に与える影響が大きい。 

 本稿の目的は、製造業に焦点をあて、産業集積を対象とした産業政策がこれまで展開されてき

たが、産業振興にうまく繋がっていない現状から、帝国データバンクのデータを使って、企業間

取引の現状を確認し、従来型の産業政策への新たな観点として、都市政策的手法の重要性と集積

発展に向けた政策的提言を示すことにある。 
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2．地方自治体の産業政策 

（１）自治体独自の政策 

これまで国が産業政策を実施し、地方が対応するという形で産業振興が図られ、経済成長に対

する産業政策の貢献の程度は、定かではないが、国民生活は「豊か」になったのは事実であろう。 

しかしながら、今日の経済状況から見ると、人口と企業が集中する大都市圏とそうではない地域

との経済格差は歴然としている。そうしたことから、衰退していく地域にとっては、人口の流出

が続き、生活基盤と経済基盤の両面からの支援策が望まれている現状がある。一方、これまでの

国主導型の産業政策のあり方を見直す動きも起こりつつある。それは、これまでの国主導型の産

業政策の反省と地方分権の伸展から、地域の経済基盤安定のための自治体による政策の実施が必

要視されているからである。 

ここで、自治体の産業政策について整理しておく。清成（1986）は、自治体による産業政策の

必要性として、①地域間格差の拡大傾向、②産業構造の転換期、③内需指導型経済への移行、④

国及び自治体の財政力の低下、をあげている。特に、問題点として地方自治体の産業政策の策定

能力の無さを指摘している。そして、その要因は、これまでの国主導型の産業政策のあり方によ

る弊害と地域を視点とした政策経験の不足によるものであるとしている。 

また、国が地方を支えられなくなりつつあることは、国の破綻に近い財政状況を見れば一目瞭

然であり、もはや産業政策を国だけにまかせておくことは出来なくなっている。そのため、自治

体は、自らが地域経済に責任をもたざるをえなくなり、近年、産業振興ビジョンや中小企業振興

条例（八尾市、帯広市など）などを制定し、自治体独自に活性化を目指してさまざまな政策が展

開されている。 

地域経営という視点から、自らの意思を明確にするとともに地域のあり方についてグランド・

デザインを構築し、独立の政策主体として、今、かつてないほどに、自治体が期待されている時

代であろう。地域の持つ資源の一つとして産業集積地域の存続・再活性化を政策課題として、捉

えることも可能なのではないのだろうか。 

 

（２）自治体政策と地理的近接性 

 近年、「近接性」という概念が注目されている。そうした中、産業集積研究にとって、地理的近

接性の重要性、意義を検討することは出発点であるとはしながらも、地理的近接性が全てを決定

するという単純な図式には陥らないと水野（2011）は指摘している。 

 しかし、自治体政策においての産業集積の捉え方は、どうしても自治体エリアが政策の範囲内

であるため、地理的近接性が絶対視され、その政策的投資（補助金等）と評価もその枠組みで行

われる。 

そうした批判から、効率性等の観点から市町村合併や道州制等の導入が議論されている。しか

し、政策の実施にあたり、政策の焦点となる地域の枠組みは、市町村合併等のハードルの高い手
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法をとらず、意外と様々な手法で調整されている。例えば、企業誘致事業では、「企業立地の促進

等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」に基づく、液晶・プラズマパネ

ル、太陽光発電パネル等関連産業の集積及び活性化に関する広域基本計画が作成され1 、連携す

る自治体として、堺市、高石市、尼崎市、大阪府、兵庫県が名を連ね、政策目的の達成のため連

携している。政策目的は、液晶・プラズマパネル、太陽光発電パネルといった先端産業の大規模

立地企業や優れた技術を有する中小企業、学術研究機関といった大阪湾ベイエリアに広域的に集

積する経済資源について共同して情報発信を行い、事業候補地としての優位性をＰＲすることで、

各自治体が指定する集積区域への液晶パネル・プラズマパネル、太陽光発電パネル等関連産業の

集積につなげるとともに、当該関連産業を支える人材育成に共同して取り組むことで、大阪湾ベ

イエリアにおける当該関連産業の振興を図ることである。 

今後は、このように、大阪湾ベイエリアという広域地域を自治体の産業政策の政策的対象地域

とするなど、関係自治体等が連携して広域的ネットワーク活動に取り組んでいくことは、非常に

有益だと考えている。 

 

（３）自治体の政策立案に対する意識―工業集積研究会の調査結果 

①施策立案時に参照するもの 

 次に、工業集積研究会2（2010）が実施した自治体の産業政策にかかるアンケート結果から、政

策立案に対する意識をみてみる。工業振興を考える時に意識的に参照しているものについては、

人口区分によるいずれの類型においても「市（区）の政策指針」の割合が 6～7 割ともっとも高く

なっている。また、人口規模が大きい自治体ほど選択肢の回答割合が高くなる傾向があり、政策

立案にあたっては、意識的に様々な事象を調査しようとする姿勢がみてとれる。一方、人口規模

が小さい自治体ほど、「地域住民の要求・要望」及び「首長の意向」の事項について、高くなる傾

向がみられる。また、中規模の自治体（人口 5 万人以上 10 万人未満自治体、人口 10 万人以上 30

万人未満自治体）では、「近隣自治体の施策」について比較的高い割合となっている。 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 神戸市ホームページ参照（2012 年 2 月閲覧）。
http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2010/03/2010032510001.html 
2 工業集積研究会は、植田浩史氏（慶応大学経済学部教授）が代表を務める 1995 年に発足した研

究会で、中小企業研究や産業集積研究に関わる大学の教員、院生及び公的機関や民間企業の職員

などにより構成されている。 
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図１ 工業振興策を考える時に意識的に参照するもの 

 

（出所）工業集積研究会（2010） 

 

②施策メニューの運営主体 

 次に、工業振興施策メニューを中心的に運営しているのは、人口 10 万人以上 30 万人未満自治

体を除いて、どの類型でも「市（区）中心」がもっとも高い割合となっている。人口 10 万人以上

30 万人未満自治体では、「市(区)と商工会議所(商工会) 中心」が 39.0％でもっとも高い割合とな

っている。「市(区)と商工会議所(商工会) 中心」という回答は、人口 30 万人未満の類型において

３～４割と比較的高い割合になっているが、人口 30 万人以上自治体ではその割合は 15.9％と相

対的に低い。反対に、「市(区)と外郭団体中心」という回答は、人口 30 万人未満の類型において

10％以下の低い割合となっているが、人口30万人以上自治体では22％と高い割合になっている。 

このように、国の施策を参考にし、政策の補助メニューとして活用もしながら、地域経済に密

接な関係を持つ商工会議所等との連携を軸にしつつ、自治体主体型の政策形成が伸展しているこ

とが伺える結果となった。 
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図２ 工業振興施策の中心的な運営主体 

  

（出所）工業集積研究会（2010） 

 

３．産業集積の存続・再活性化と都市政策的手法の活用3  

（１）都市型産業集積地域の対策 

では、自治体において、どのような産業集積地域の存続・再活性化に対する施策が行われてい

るのであろうか。代表的な政策といえば、主に大都市圏の産業集積地域での喫緊の課題となって

いる住工混在問題がある4 。 

住工混在問題に対する自治体政策については、関・立見（2008）において整理されているが、

例えば大田区のように開発指導の手続きとして位置づける場合、東大阪市のように地元企業の主

体的な動きから地区計画の提案につながる場合や尼崎市のように行政指導の範疇としてゾーン規

制を策定する場合など、その切り口は多岐にわたっていることが伺える。本稿では、すべての施

策について説明することが本旨でないことから、一部を紹介する。 

 

 

 

 

 

                                                 
3 記述の一部は、梅村（2011）から引用。 
4 近年は、住工混在だけではなく、工場跡地に進出する商業施設や物流施設への対応も加わるな

ど、複雑化しつつある。 
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表１ 主な産業集積都市の対応策 
事前対応 事後対応

対住民

・緩衝緑地帯の設置（尼崎市）
・住民説明会の開催義務付け等（大田区）

対工場

・地区計画の制定（板橋区・東大阪市）
・ゾーニングの設定（尼崎市）
（商業立地ガイドライン、土地利用誘導指針）

・工場アパートの設置、紹介（大田区）
・工場適地の相談、紹介（尼崎市）
・工場建設補助等の優遇策（尼崎市・東大阪市）

・工場地域の周知活動（各自治体）

 

出所：関・立見（2008）を一部修正 

 

（２）事例紹介―特別用途地区の指定 

2007 年 3 月、尼崎市は機械や金属メーカーの集積地である尼崎市扶桑町地区（約 42.5ha）を

特別用途地区である「工業保全型特別工業地区」として都市計画決定した。この地区は、内陸部

の交通至便な所に立地しており、大型商業施設や住宅等に転換した場合、重大な影響を与えかね

ないことから、この決定の意義は高いといえよう。また、特別用途地区と地区計画の大きな違い

はその発意の源にあると言われている。特別用途地区は行政側、地区計画は地域住民等側の発意

が都市計画手法の選択の源であり、今回の用途地区の指定は、今後他の地区において工業地域に

おける「快適な工業地の形成、良好な生産環境の確保」の必要性と地権者等の合意の可能性があ

る場合は、自治体として今後も取り組んでいくことを表明したものといえよう。 

 また、同手法を用いて、2010 年 4 月に、尼崎市と隣接する大阪市西淀川区の竹島・御幣島地区

において、工業機能の維持・保全を図るため工業保全地区が指定されており、尼崎市の事例を参

考にしたものと聞き及んでいる5。 

 このような都市政策的手法は、これまで産業政策の主軸となっていた技術開発や創業支援等の

政策とは違い、どちらかというと見過ごしてきた課題である操業環境に重点を置いた政策である。

政策の推進にあたっては、地域の理解や自治体内における産業振興部局以外の部局との調整も必

要であり、政策調整には厳しいハードルがあるだろうが、産業集積地域において最も重要な操業

環境を保全する役割を担う政策として期待されている。 

 

４．産業集積地域の取引関係からの検証－尼崎市製造業と東大阪市製造業 

 本稿において、これまで地方自治体の産業政策について検討してきた。では、実際に政策の対

象となる企業は、どのような取引関係を結んでいるのか、西日本を代表する工業都市である兵庫

県尼崎市、大阪府東大阪市を事例に帝国データバンクの COSMOS2 データ6(以降 C2 データと略

                                                 
5 大阪市ホームページ参照（2012 年 2 月閲覧）
http://www.city.osaka.lg.jp/keikakuchosei/cmsfiles/contents/0000078/78765/tokubetuyouto23.4.1.pdf 
6 帝国データバンクでは、訪問調査による信用調査報告書以外にも、聞き取り項目の少ない「企業概要

データ(COSMOS2)」を電話調査などにより毎年更新している。COSMOS2 には、「企業所在地」「創業

年」「従業員数」「資本金規模」「売上高」などが入力されており、その他のデータ項目に関しては帝国
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記)から、産業分類の金属製品製造業、一般機械器具製造業に基づいて、その取引関係を分析する。 

（１）尼崎市製造業の取引関係 

尼崎市に立地する製造企業の取引先の立地場所（本社）ごとの取引先数をみてみる。 金属製品

製造業、一般機械器具製造業とも取引先は、ほぼ同様の傾向を示している。金属製品製造業の最

大の取引先立地場所は、東京都（35.8％）で、次に大阪市（21.7％）、神戸市（7.1％）、尼崎市（5.6％）、

一般機械分野では、東京都（37.2％）、大阪市（21.3％）、尼崎市（4.6％）、神戸市（2.7％）とな

っている。 

また、尼崎市と大阪市（各区）の取引をみると、金属製品製造業では、①中央区、②西区、③

北区、④西淀川区、次に一般機械製造業では、①中央区、②北区、③西区、④西淀川区となって

いる。ただし、本データは、工場間の取引ではなく本社間取引であるため、実際の取引の流れと

は齟齬を生じる場合もある。しかしながら、やはり取引における立地上の近接性の有効性はみる

ことができ、地理的近接性を自治体の政策として過小評価することは避けるべきであろう(図 3)。

なお、表２、３は、構成比率を指し、隣接する大阪市のみ、各区における構成比率を示し、それ

以外は全国総数に対する比率としている。また、本稿では、国内取引を例に検証していることか

ら、国外取引の現状には触れない。 

 

図 3 尼崎市金属製品・一般機械器具製造業の取引先分布 

 
    出所：C2 データより筆者作成。 

                注：図中の円は、取引先企業数の特に多い地域を示している。 

                                                                                                                                                         
データバンクウェブページ(http://www.tdb.co.jp/lineup/cnet/cn_conct_c2.html#01)を参照されたい。 
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立地場所 構成比率 立地場所 構成比率
東京都 35.8% 大阪市 29.5%
大阪市 21.7% 東京都 23.2%
神戸市 7.1% 東大阪市 9.5%
尼崎市 5.6% 名古屋市 2.6%
名古屋市 2.8% 堺市 2.0%
西宮市 1.5% 八尾市 1.7%
堺市 1.4% 神戸市 1.7%
横浜市 1.2% 京都市 1.4%
京都市 1.2% 門真市 1.3%
伊丹市 0.8% 横浜市 1.2%
東大阪市 0.7% 尼崎市 0.9%
川崎市 0.7% 大東市 0.7%
明石市 0.6% 西宮市 0.6%
門真市 0.6% 高岡市 0.6%
豊中市 0.5% 富山市 0.4%
枚方市 0.5% 岡山市 0.4%
守口市 0.5% 広島市 0.4%
広島市 0.5% 静岡市 0.4%
草津市 0.5% 守口市 0.4%
彦根市 0.5% 寝屋川市 0.4%
出所：C2データより筆者作成。 出所：C2データより筆者作成。

表2-1　尼崎市金属製品製造業の取引先の
本社の立地場所

表3-1　東大阪市金属製品製造業の取引先
の本社の立地場所

 
 

立地場所 構成比率 立地場所 構成比率
 大阪府大阪市中央区 27.4% 大阪府大阪市西区 24.9%
 大阪府大阪市西区 20.4% 大阪府大阪市中央区 21.9%
 大阪府大阪市北区 17.7% 大阪府大阪市北区 10.8%
 大阪府大阪市西淀川区 7.5% 大阪府大阪市東成区 6.1%
 大阪府大阪市浪速区 4.8% 大阪府大阪市淀川区 4.6%
 大阪府大阪市淀川区 3.8% 大阪府大阪市浪速区 4.6%
 大阪府大阪市阿倍野区 3.2% 大阪府大阪市城東区 4.0%
 大阪府大阪市福島区 3.2% 大阪府大阪市平野区 2.7%
 大阪府大阪市住之江区 3.2% 大阪府大阪市西淀川区 2.5%
 大阪府大阪市東成区 1.6% 大阪府大阪市天王寺区 2.5%
 大阪府大阪市都島区 1.1% 大阪府大阪市生野区 2.3%
 大阪府大阪市天王寺区 1.1% 大阪府大阪市鶴見区 1.9%
 大阪府大阪市城東区 1.1% 大阪府大阪市港区 1.5%
 大阪府大阪市此花区 1.1% 大阪府大阪市住之江区 1.5%
 大阪府大阪市平野区 0.5% 大阪府大阪市東住吉区 1.5%
 大阪府大阪市東淀川区 0.5% 大阪府大阪市阿倍野区 1.3%
 大阪府大阪市西成区 0.5% 大阪府大阪市此花区 1.1%
 大阪府大阪市生野区 0.5% 大阪府大阪市住吉区 1.1%
 大阪府大阪市港区 0.5% 大阪府大阪市福島区 1.1%
 大阪府大阪市東住吉区 0.0% 大阪府大阪市東淀川区 0.8%
 大阪府大阪市鶴見区 0.0% 大阪府大阪市大正区 0.6%
 大阪府大阪市大正区 0.0% 大阪府大阪市都島区 0.6%
 大阪府大阪市住吉区 0.0% 出所：C2データより筆者作成。
 大阪府大阪市旭区 0.0%
出所：C2データより筆者作成。

表2-2　尼崎市金属製品製造業の取引先の
本社の立地場所（大阪市内のみ）

表3-2　東大阪市金属製品製造業の取引先
の本社の立地場所（大阪市内のみ）

 



 

9

■ 
共同研究 
◇ 

©2012 TEIKOKU DATABANK, LTD. 

立地場所 構成比率 立地場所 構成比率
東京都 37.2% 東京都 25.6%
大阪市 21.3% 大阪市 23.4%
尼崎市 4.6% 東大阪市 4.5%
神戸市 2.7% 名古屋市 3.5%
名古屋市 2.2% 神戸市 2.8%
横浜市 1.7% 八尾市 2.0%
伊丹市 1.6% 京都市 2.0%
堺市 1.0% 堺市 1.4%
八尾市 0.9% 門真市 1.4%
京都市 0.7% 大東市 1.3%
東大阪市 0.7% 尼崎市 1.0%
姫路市 0.7% 横浜市 0.8%
大津市 0.7% 刈谷市 0.7%
川崎市 0.6% 枚方市 0.5%
門真市 0.6% 豊田市 0.4%
豊中市 0.6% 浜松市 0.4%
呉市 0.6% 守口市 0.4%
出所：C2データより筆者作成。 出所：C2データより筆者作成。

表2-3　尼崎市一般機械製品製造業の取
引先の本社の立地場所

表3-3　東大阪市一般機械製品製造業の取
引先の本社の立地場所

 

 

立地場所 構成比率 立地場所 構成比率
 大阪府大阪市中央区 29.7% 大阪府大阪市中央区 21.3%
 大阪府大阪市北区 19.8% 大阪府大阪市北区 20.2%
 大阪府大阪市西区 18.0% 大阪府大阪市西区 18.6%
 大阪府大阪市西淀川区 6.4% 大阪府大阪市東成区 7.3%
 大阪府大阪市浪速区 4.7% 大阪府大阪市淀川区 5.4%
 大阪府大阪市淀川区 4.1% 大阪府大阪市浪速区 5.4%
 大阪府大阪市住之江区 2.9% 大阪府大阪市西淀川区 3.8%
 大阪府大阪市福島区 2.3% 大阪府大阪市城東区 3.0%
 大阪府大阪市此花区 2.3% 大阪府大阪市住之江区 1.9%
 大阪府大阪市東淀川区 1.7% 大阪府大阪市天王寺区 1.9%
 大阪府大阪市阿倍野区 1.2% 大阪府大阪市平野区 1.6%
 大阪府大阪市港区 1.2% 大阪府大阪市此花区 1.3%
 大阪府大阪市鶴見区 1.2% 大阪府大阪市阿倍野区 1.1%
 大阪府大阪市大正区 1.2% 大阪府大阪市鶴見区 1.1%
 大阪府大阪市都島区 0.6% 大阪府大阪市東淀川区 1.1%
 大阪府大阪市城東区 0.6% 大阪府大阪市旭区 0.8%
 大阪府大阪市平野区 0.6% 大阪府大阪市生野区 0.8%
 大阪府大阪市西成区 0.6% 大阪府大阪市福島区 0.8%
 大阪府大阪市東住吉区 0.6% 大阪府大阪市港区 0.5%
 大阪府大阪市旭区 0.6% 大阪府大阪市西成区 0.5%
 大阪府大阪市東成区 0.0% 大阪府大阪市大正区 0.5%
 大阪府大阪市天王寺区 0.0% 大阪府大阪市都島区 0.5%
 大阪府大阪市生野区 0.0% 大阪府大阪市東住吉区 0.5%
 大阪府大阪市住吉区 0.0% 出所：C2データより筆者作成。
出所：C2データより筆者作成。

表2-4　尼崎市一般機械製品製造業の取
引先の本社の立地場所（大阪市内のみ）

表3-4　東大阪市一般機械製品製造業の取
引先の本社の立地場所（大阪市内のみ）

 
 

 

 



 

10

■ 
共同研究 
◇ 

©2012 TEIKOKU DATABANK, LTD. 

（２）東大阪市製造業の取引関係 

次に、東大阪市に立地する製造企業の取引先の立地場所（本社）ごとの取引先数をみてみる。 そ

の結果、尼崎市とは異なり、金属製品製造業の最大の取引関係は、大阪市（29.5％）で、次に東

京都（23.2％）、東大阪市（9.5％）、名古屋市（2.6％）、一般機械器具製造業では、東京都（25.6％）、

大阪市（23.4％）、東大阪市（4.5％）、名古屋市(3.5%)となっている。また、東大阪市と大阪市（各

区）との取引をみると、金属製品製造業では、①西区、②中央区、③北区、④東成区、次に一般

機械器具製造業では、①中央区、②北区、③西区、④東成区となっている。 

東大阪市では、尼崎市に比べ同域内取引が多くみられる点や、東京都の比率が低く、大阪市を

中心とする関西圏との取引が尼崎市よりも多い点などが特徴としてみられる。 

 

５．提言―産業集積地域における共通政策の実施 

本稿で事例紹介した特別用途地区の場所は、表２－２、表２－４の企業間取引の高い割合を示

している尼崎市と大阪市西区である。尼崎市と大阪市の濃厚な取引関係は従前から指摘されてい

るが、大規模工場を核とした大阪西部地域（主に、大阪市西区、西淀川区、尼崎市）の集積構造

は、グローバル化が進展する中、確固たる形態を維持している（梅村、2010）。 

こうした現状から、尼崎市及び大阪市は、産業集積に政策的意義を見出し、操業環境の保全に

向けて、特別用途地区の指定を行ったといえよう。しかし、ここには自治体の産業政策の地域的

範囲の限界がある。 

産業集積地域とは、そもそもどの範囲を示すのであろうか。自治体の行政圏では、収まるはず

はなく、広域に及ぶものであることは間違いない。ゆえに、産業集積地域の存続・再活性化に政

策的意義を認めている自治体同士が、広域連携を更に一歩進め、お互いの政策方針に基づいた共

通政策として打ち出し、かつ企業の活動実態に即した産業政策を検討する政策のプラットフォー

ム化に繋げれば、長期的視点ではあるが、産業集積地域としての魅力化に繋がるのではないのだ

ろうか。従前から府県の境を越え、自治体職員のネットワークによる交流が活発な大阪市と尼崎

市なら調整は可能であろうし7、府県の領域を超えた実質的な地域課題解決型政策の実施こそ、新

たな政策づくりの環境形成にも繋がると考えている。また、東大阪市と大阪市は同じ大阪府内同

士であり、より深いミクロな政策が構築できる環境にあろう。 

こうしたことが実現できれば、大阪府、兵庫県あるいは大阪府内の自治体との連携も広がり、東

アジアのなかの集積政策の重点地区として注目され、その後の発展にも繋がる可能性はあるだろ

う。 

自治体間において、組織のあり方や政策形成力、財政力等相違する部分は多数ある。しかし、

産業集積地域の発展という命題に基づく政策作りであれば、理解不能ではないはずである。尼崎

                                                 
7 2008 年 9 月 9 日、日本経済新聞近畿版。また、筆者は 2011 年 3 月まで尼崎市職員（都市政策課

長）として自治体政策の連携構築に取り組んでいた。 
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市が潤えば、大阪市も潤う。あるいは、東大阪市が潤えば、大阪市、尼崎市も潤う。このような

地域内経済循環の構築のため、「モノづくり」にのみ執着する政策の発想ではなく、モノを創造す

る「集積地域」の発展を軸とした自治体連携による政策作りが新たな自治体産業政策として待望

されているのではないのだろうか。 

 

           分析・執筆 

梅村仁 (高知短期大学 教授) 

データ加工 

藤本迪也 (産業調査部[当時] 客員研究員) 
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