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� 人口
８１,７３４人 ※平成30年12⽉末住⺠基本台帳
� 面積
８６６.７９㎢ ※東京２３区(626.70 ㎢)の約1.38倍
� ロケーション
秋田県のほぼ中央部にあり、秋田市の南東に位置。日本有数の穀
倉地帯である仙北平野の中央部に位置し、⼭林・原野が3分の1、
田畑が4分の1を占める、自然豊かな水田地域。
� 交通
鉄道：秋田新幹線こまち 東京駅〜⼤曲駅 最短3時間7分
空路：⽻⽥空港〜秋⽥空港 約 65分

伊丹空港〜秋⽥空港 約 80分
道路：秋⽥⾃動⾞道（⼤曲IC、⻄仙北IC、協和IC）
� 歴史
平成17年3月22日に大曲市、神岡町、⻄仙北町、中仙町、協和
町、南外村、仙北町、太⽥町の8町村が合併して誕生。8つの地域
ごとに多種様々な⽂化と歴史が⾒られる。また、古くから雄物川の⾈
運や羽州街道など、交通の要衝として発展した。

• 全国花火競技大会「大曲の花火」開催地の秋田県大仙市は、秋田県のほぼ中央部に位置し、
古くから⼈々の交流の結節点、交通の要衝として発展。

• 現在では、秋⽥新幹線や⾼速道路の利⽤により、⾸都圏も⽇帰り圏内に⼊っている。
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• 当市は、㈱東洋経済新聞社の全都市「住みよさランキング」(平成３０年)で秋田県内第１位の評
価を得ている。特に、持ち家世帯⽐率などを評価する「住居⽔準充実度」で⾼評価を得ており、平成
１１〜１３年には３年連続で全国第１位の評価を得た実績がある。

• 秋田県は平成１９年から⾏われている「全国学⼒･学校状況調査」(⽂部科学省)において毎年全国
トップクラス。県内でも当市の学⼒は上位に位置しており、その学⼒を基礎とした優れた⼈材が魅⼒。

(大曲駅周辺（上空写真）)

科目 小学校 中学校
国語Ａ １位 １位

国語Ｂ １位 １位

数学Ａ ２位 ３位
数学Ｂ ２位 ３位
理科 １位 ３位

【平成30年度全国学⼒テスト(秋田県)】

出典:｢平成30年度全国学⼒・学習状況調査の結果｣



• 産業面では、生産額の６割以上を３次産業が占める。他方、１次産業は全国、県と比較しても
高いことがわかる。
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【2013年 大仙市内産業の構成割合(生産額(総額))】

大仙市

秋田県

全国

3次産業66.5%3次産業66.4%3次産業60.0%2次産業38.7%
2次産業29.9%
2次産業27.1%1次産業6.4%1次産業3.7%1次産業1.3%

�特徴
� 県内有数の穀倉地帯であり、2018年産の主⾷⽤
米の作付面積は県内1位。※1他にも多様な作物が
栽培されており、畑のキャビアとも呼ばれる「とんぶり」
の⽣産量が全国2位。

� 秋田県は、国内でも有数の米産地であり、日本酒
の原料となる⽶の確保が容易であったことから、県内
各地に多くの酒造業が興った。※2県内37の蔵元の
うち、大仙市内には9つあり、仙北平野で育まれた⽶
と、清らかな水、そして蔵人の伝統の技により織りなさ
れる酒は逸品。

大曲花火米

地酒

出典：RESAS_環境省「地域産業連関表」、「地域経済計算」（株式会社価値総合研究所（⽇本政策投銀⾏グループ）受託作成） 出典：※1 東北農政局_秋田県の29年産⽶等の地域別取組状況出典：※2 秋田県・秋田県酒造協同組合_美酒王国秋田ガイドブック

太田とんぶり

いぶり漬け
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• 当市では、地方創生に向けた重点施策の一つとして、「地域の商工業振興と企業誘致の強化」に
取り組んでおり、受け皿となる工業団地の分譲中⾯積が残り少ないことを踏まえ、企業⽴地促進を
目的に新規工業団地の整備を進めている。
（本市の工業団地は22団地あり、そのうち20団地が完売。現在分譲中面積は2.1haのみ。）

【新規工業団地】
所在地：⼤仙市⼤曲⻄根字上野・⿃居・上寺野地内
団地面積：約10ha(予定)

(特徴)
①交通利便性が高い
• 国道105号に接し、大曲ＩＣから約5分の⽴地
②労働者の生活環境が良い
• 「住みよさランキング」では3年連続で全国第1位の評価実績あり。※1
• 同市に住んでいた方を対象としたアンケート※2では、「緑や水辺などの自然が多い」、「まちが安全で安⼼して暮らせる」、「買い物などの⽇常⽣活の便利さ」などを挙げる声が多い。
③整備予定地が の観覧にも好条件！出典：※2 大仙市_「アンケート調査報告書ー大仙市の人口の将来展望に関する調査分析」出典：※1 ㈱東洋経済新聞社「住みよさランキング」

(新規工業団地予定図)



• RESASデータによると、ナビアプリによる目的地検索回数では、「イオンモール」や「道の駅」、「花⽕⼤
会」などが上位。

• 当市ではこれら以外にも、「刈和野の大綱引き」や「旧池田氏庭園」など、多種多様な観光資源を
有している。

イオンモール大曲
道の駅なかせん

道の駅協和 道の駅かみおか
大曲全国花火

競技大会
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【2017年 大仙市内の目的地一覧 ※上位5先】

出典：RESAS_株式会社ナビタイムジャパン「経路検索条件データ」

�特徴
� 平成29年の観光地点等⼊込客数は、延べ約208万人。
これは県内全体の6%に相当(県内5位)。※1

出典：※1 秋田県_観光戦略課_平成29年秋⽥県観光統計

国指定重要無形⺠俗⽂化財「刈和野の⼤綱引き」 国指定名勝「旧池田氏庭園」
県⽴⾃然公園「真⽊真昼県⽴⾃然公園」 まほろば唐松「能楽殿」



• 大仙市は、花火業者が集積する全国でも希有な地域。地元花火業者には優れた花火師が多く、さ
まざまな花火大会で優秀な成績を収めており、まさに日本屈指の技術を誇る花火玉生産地のひとつと
なっている。

• 毎年８⽉の最終⼟曜⽇に開催される、全国⼀の花⽕師を決める「全国花⽕競技⼤会（最⾼賞：
内閣総理⼤⾂賞）」には、例年、全国から約７０万⼈の観光客が訪れる。
全国花火競技大会 の開催地

四季の「大曲の花火」開催
大曲大曲大曲大曲のののの花火花火花火花火～～～～春春春春のののの章章章章～～～～

全国花火競技大会全国花火競技大会全国花火競技大会全国花火競技大会

大曲大曲大曲大曲のののの花火花火花火花火

大曲大曲大曲大曲のののの花火花火花火花火～～～～秋秋秋秋のののの章章章章～～～～

大曲大曲大曲大曲のののの花火花火花火花火～～～～冬冬冬冬のののの章章章章～～～～

((((新作花火新作花火新作花火新作花火コレクションコレクションコレクションコレクション))))

桜の季節に合わせて開催。日本の花火と世界の花火の競演(5月中旬) 全国一の花火師を決める、国内最高峰の花火競技大会(8月最終土曜) 花火ナビゲーターによる解説付き、四幕構成の劇場型花火ショー(10月中旬) 新進気鋭の若⼿花⽕作家による新作限定の花火競技大会(3月中旬)

「⼤曲の花⽕」は夏だけではなく、四季に合わせて年4回開催(平成28年〜)最⼤の⾒どころ「⼤会提供花⽕」(幅900mのスターマイン) － 平成30年8月5日オープン － 誘客の目⽟として迫⼒の花⽕映像が楽しめる「4K4面マルチシアター」を設置
花⽕伝統⽂化継承資料館（愛称：「はなび アム」）
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出典 ： RESAS 総務省「国勢調査」、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の地域別将来推計⼈⼝」

【秋田県の人口推移】

総人口

⽣産年齢⼈⼝

年少⼈⼝

⽼年⼈⼝

102万人
(100%)

140
120
100
80

60
50

70

（万人） 60万人
(58%)

【大仙市の人口推移】
8万2千人
(100%)

4万8千人
(58%)(万人)

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

• ２０４５年には、当市の⼈⼝は約４万８千⼈まで減少する予測。
• 消滅可能性都市数の⽐率がワースト１位の「秋田県」と同様の傾向にあり、深刻な問題。※
総人口

⽣産年齢⼈⼝

年少⼈⼝

⽼年⼈⼝

※消滅可能性都市は、「日本創生会議」において、2010年から2040年にかけて、20〜39歳の若年⼥性⼈⼝が5割以下に減少すると推測される自治体。都道府県別の消滅可能性都市の⽐率において、秋⽥県は25市町村のうち24市町村が該当。
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• 当市の事業所数、従業者数は、ともに減少傾向にあり、減少率は全国、秋⽥県よりも⾼い。
• 今後の人口減少に伴う「地域需要」の減少により、事業所数や従業者数の更なる減少が危惧される。

【大仙市 事業所数の推移】

平成24年 平成28年 増減率

全国 5,768,489 5,578,975 ▲3.3%
秋田県 52,285 49,432 ▲5.5%
大仙市 4,522 4,260 ▲5.8%

【大仙市 従業者数の推移】

平成24年 平成28年 増減率

全国 55,837,252 56,872,826 1.9%
秋田県 418,749 413,719 ▲1.2%
大仙市 34,264 33,692 ▲1.7%

（単位：事業所） （単位：人）

10出典 ： RESAS 総務省「経済センサスー基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサスー活動調査」再編加⼯※RESASダウンロードデータを加工



153億円

地域外からの流⼊

第1次産業 第2次産業 第3次産業
雇用者所得

⺠間消費額 政府支出: 公務、公共事業等移輸出入収支: 地域間の財・サービスの収支その他支出

（単位 : 億円）

出典：RESAS_環境省「地域産業連関表」、「地域経済計算」（株式会社価値総合研究所（⽇本政策投資銀⾏グループ）受託作成）

【秋田県大仙市(2013年)】 お⾦の流れ※生産（付加価値額）を分配（所得）で除した値。地域経済の⾃⽴度を⽰す指標。
地域経済循環率 (※)77.1％100％未満であり、域外からの所得の流⼊に依存している。

財産所得: 利⼦、配当等企業所得: 経常利益等税 ⾦ :交付税、補助⾦等その他所得 地域外からの流⼊
⺠間投資額

地域外からの流⼊
地域外への流出 地域外への流出1,807億円

1,036億円1,369億円18億円
1,483億円 157億円 186億円

• 地域経済を俯瞰すると、当市では分配(所得)で地域外から所得の流⼊が確認できる⼀⽅、支出(⺠
間投資額、その他支出)で地域外へ所得が流出している。この循環が続けば、経済規模が縮⼩し、住
⺠所得が減少していく懸念がある。
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• ⼈⼝減少下でも地域経済を縮⼩させず、持続的成⻑を図るためには、負の循環から正の循環へ転換を図
る必要がある(下図)。

• ⼈⼝減少に⻭⽌めをかけるには、移住・定住促進や⼦育て⽀援といったアプローチと、企業の活⼒向上によ
る働く場の増加を図るアプローチなど、様々考えられるが当市では後者のアプローチを検討する。

• 検討にあたっては、新規の施策⽴案はもとより、これまでの施策の評価も重要。本分析では、これまでの施
策の効果検証をモデル的に⾏い、必要に応じた⾒直しを⾏う。併せて、当市の産業構造の分析を通して、
新たな施策の検討を⾏う。

人口減少 域内需要減少
売上減少事業所減少

雇用減少
人口維持/増加 域内需要維持/増加

売上維持/増加事業所維持/増加
雇用維持/増加

【負の循環から正の循環へ】
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3－1．分析の全体像

問題意識 分析内容 分析項目

• 「企業支援施策(大仙市
工業等振興条例)」を活用
した企業の市に対する税収
と雇用を分析。

• 市内の全産業の構造
• 他産業への⽣産波及⼒
• 他産業への影響⼒
• 製造業の構造
• 製造業の業種別特化係数
• 製造業の労働生産性

• 「これまでの施策の効果検証」と「施策の新規⽴案に向けた検討」の２つの柱を⽴てて分析を⾏った。

• 施策の効果検証
（企業支援施策活用企業の分析）

• 産業構造の特徴(地域経済を牽引する産業の把握)
当市の産業振興施策は、
本当に市内企業の活⼒
向上に効果があるのか。

今後、施策を打つべき産業
やそれらの企業が抱えている
課題は何か。

1．

2．
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【平成30年度⼤仙市商⼯業関係の助成制度】

• 当市では、現在以下の助成制度を実施している。
• 本分析では、企業活⼒の向上(設備投資や雇用の増加)に直接的に資するものとして、「大仙市工
業等振興条例」を分析対象とした。

14

助成制度 概要
企業支援施策

①⼤仙市⼯業等振興条例 市内に工場を新設・増設する企業に対し奨励措置（固定資産税の減免）を講ずることにより、産業の振興を図る。②⼤仙市空き⼯場等再利⽤助成⾦制度 空き⼯場等の再利⽤を⾏う操業者に対し助成することにより産業の振興を図る。③大仙市工業振興奨励事業 対象企業が⾏う雪対策、インフラ整備に対し助成することにより産業の振興を図る。④⼤仙市⼯場等⽤地取得等助成⾦制度 市内の土地を取得または賃借し操業した事業者に対し助成することにより産業の振興を図る。
商工業支援施策

①⼤仙市商店街環境整備事業補助⾦制度 商店街の安全、安⼼、快適性を確保するため、照明設備の更新･維持等に要する経費に対して助成する。②⼤仙市創業⽀援制度 創業に要する経費や新規雇⽤に要する費⽤の⼀部を助成することで⽣活者の利便性向上や雇用の創出を促し、地域経済の活性化を図る。③⼤仙市がんばる商店等⽀援事業費補助⾦制度 ⾃主的に基準を満たした事業を⾏う商店等に対し補助⾦を交付することにより各商店の魅⼒を向上させ、購買⼒の底上げと消費拡⼤を図る。④⼤仙市中⼩企業振興融資あっせん制度 市内中⼩企業者に対し必要な資⾦の融資のあっせんを図ることにより企業の安定及び振興発展に資する。⑤⼤仙市中⼩企業振興設備資⾦融資利⼦補給制度 上記制度融資に係る利⼦の⼀部を補給することにより、中⼩企業者の⾦利負担を軽減し、もって企業の振興発展に資する。
雇用支援策

①雇⽤助成⾦制度 市内事業所における新規雇⽤に対して助成⾦を交付し、雇⽤機会の拡⼤を図る。②Aターン就職⽀援補助⾦制度 市内企業へインターンシップ、就職活動を⾏った者に対して 補助⾦を交付し若者の地元定着を図る。③⼈材獲得応援補助⾦制度 市内企業の求⼈活動及び社員教育、労働環境の整備に対して補助⾦を交付し働く者にとって魅⼒ある企業の増加を図る。④⼤仙市若者求職者資格取得⽀援補助⾦制度 就職や仕事に役⽴つ資格取得に要する経費の⼀部を補助し就業⽀援をすることにより若者の地元定着による産業の振興を図る。



• 企業⽴地によって税収の増加(直接効果)が⾒込めるものに、固定資産税、法⼈住⺠税、個⼈市
⺠税の３つが挙げられる。

• 当市の税目別市税収⼊を⾒ると、上記３税で全体の約９割を占めており、企業⽴地は働く場の確
保に加え、税収面にも効果が⾒込める。

3－3．施策の効果検証 －市税の分析－

• 土地、家屋または償却資
産の所有者に対して課税

固定資産税

• 市内に事業所等を有する
法人に対して課税

法人住
⺠税

• 市に住所を有する個人に
対して課税

個人市
⺠税

税目別市税収入
7,993

（単位：百万円）

【企業⽴地による市への税収】 【平成29年度税目別市税収⼊】

固定資産税
48％
3,805 法⼈住⺠税

8%
605

個⼈市⺠税
34%
2,699

たばこ税7%595軽⾃動⾞税3%263
入湯税1%未満24
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対
象
要
件

【⼤仙市⼯業等振興条例の概要】

奨励措置

� 工場等の新設・増設(市内企業も対象)※工場等：工場、研究施設、コールセンター施設等
●設備投資額 2,000万円超(土地代を除く)※設備投資額：所得税法施⾏令第６条第１号から第７号までに掲げる減価償却資産の取得価格の合計額を指す
● 新設の場合 5人以上の新規雇用(常用雇用)

増設の場合 2人以上の新規雇用(常用雇用)※研究施設の新増設は雇用要件なし対象業種
� 対象業種
製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、研究施設、
木質バイオマス発電所、コールセンター等

• ⼤仙市⼯業等振興条例は、要件を満たす場合に、⼯場や研究施設等の新設・増設に係る固定資
産税を「５年間課税免除」する制度。

• 固定資産税の課税免除により、企業の積極的な設備投資を促し、企業の競争⼒強化や雇⽤の場
の確保、⼈⼿不⾜が進む中での労働⽣産性の向上など、産業の振興を目的としている。また、企業
が設備投資を⾏うことで、税収⾯への効果も⾒込むことができる。

3－4．施策の効果検証 －市税の分析(固定資産税)－

工場･機械設備等に対する
固定資産税の課税免除(5年間)

【市内のものづくり企業】

16



• 例えば、制度活⽤企業が対象の償却資産(取得価格２億円、耐用年数１０年)を取得した場
合、５年間の納税額約８２０万円が免除され、６年目から１０年目で約２００万円が納付さ
れることになる。これは、景気動向に左右されない安定的な財源の確保を⾒込んだ制度である。

• 制度活⽤企業が納める固定資産税額の合計は、平成３０年度は約５,６００万円であるが、減
免を適用しない場合には約９,０００万円である。単年度で⾒た時の免除額は３,４００万円で
あるが、今後、免除期間が終了していくことで税収が増加し、免除額を補うことが⾒込まれる。

3－5．施策の効果検証 －市税の分析(固定資産税)－

【固定資産税(償却資産)の納税イメージ】（取得価格2億円、耐⽤年数10年）

0500
1,0001,5002,0002,500

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目
当初5年間の課税免除により約820万円が免除されるものの、6年目以降に納税されることにより、実収が得られる。

1～～～～5年目年目年目年目 6～～～～10年目年目年目年目

納税額合計
0万円

納税額合計
約200万円

（単位：千円）
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• 税目別市税収⼊のうち、法⼈住⺠税は毎年約６億円。その約８％に相当する約５,０００万円
は制度活用企業(全３０社)によるものである。

• 法人住⺠税は景気動向の影響を受けやすい税収であるが、制度活用企業による事業拡大や新規
企業の市内進出がなされていなければ、当市の法⼈住⺠税は減少していたことが推測される。また、
制度活用による設備投資が、企業の事業拡⼤に少なからず影響を与えていると考えられ、本制度は
当市の固定資産税及び法⼈住⺠税収⼊に寄与していると⾔える。

3－6．施策の効果検証 －市税の分析(法⼈住⺠税)－

【平成29年度税目別市税収⼊】

税目別市税収入
7,993

（単位：百万円）

固定資産税

個人市⺠税

たばこ税軽自動⾞税 入湯税
法人住⺠税

総額：605百万円

【法⼈住⺠税全体の制度活⽤企業の割合】
法⼈住⺠税収⼊のうち約8％
（約5,000万円）が制度活⽤
企業によるものである。

法⼈住⺠税収⼊
約600

（単位：百万円）
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• また、個⼈市⺠税も市税収⼊の約３割を占める重要な財源の一つ。一般的には、当市在住の雇
⽤者数の増加、または雇⽤者の所得増加等により、増収が⾒込まれる。

• 当市全体の従業者数は減少傾向にあるものの、制度活用企業では、平成１７年度〜平成３０
年度の間、新たに４００人近くの雇用を創出している（制度活用の申請書に記載されている新規
雇用者数の実績値より確認）。よって、本制度は、当市の雇⽤創出及び個⼈市⺠税収⼊にも寄
与していると言える。

3－7．施策の効果検証 －市税の分析(個⼈市⺠税)－

【大仙市 従業者数(事業所単位) 推移】

市内事業所全体では減少傾向

出典：RESAS_総務省「経済センサスー基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサスー活動調査」再編加⼯
20 26 1018 15 30 52

4 31
0

8148 47
601020

304050
607080
90

【制度活用企業 雇用者増加数】(人) 増加数合計：388人
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• 分析結果から、本制度は、設備投資や新規雇⽤が促されることで企業活⼒が向上し、当市の税収
においても、固定資産税、法⼈住⺠税、個⼈市⺠税の増収が⾒込める施策であると判断できる。

• これまでの制度活用企業は累計３０社であるが、更なる安定的な税収の確保のために、今後は活
用企業を増加する取り組みが必要。あわせて、制度活⽤による効果を継続的に分析しながら、必要
に応じて対象業種などの要件を⾒直すことも考えられる。

• 今後は、制度活⽤を更に促すために、売上増加を図るマッチング支援や、設備投資費用を支援する
国・県の補助⾦活⽤⽀援、企業誘致における専門⼈材活⽤等を⾏っていく。

3－8．施策の効果検証 －市税の分析による今後の方向性－

○マッチング支援 ○補助⾦獲得⽀援
市内企業市内企業市内企業市内企業 市外企業市外企業市外企業市外企業

� 企業訪問等により市内企業の技術を把握し、関係機関と
連携しながらマッチングを支援

� 専門性を有する外部人材を企業専門監として首都圏に２
名配置、首都圏の企業とのマッチングを支援

【活用促進策の⼀例】

市内企業市内企業市内企業市内企業 認定支援機関・市など認定支援機関・市など認定支援機関・市など認定支援機関・市など

� 補助⾦等⽀援制度の公募時期を適切に周知
� 認定支援機関等と連携しながら申請書の添削･アドバイスを実施
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• 更なる制度活⽤を促すにあたり、地域経済を牽引する(経済波及効果が高い)業種を特定するため
に、産業構造の分析を⾏う。

• 当市の売上高(大分類)を⾒ると、「卸売業、⼩売業」、「建設業」、「製造業」が上位。
• 付加価値額(大分類)では、「卸売業、⼩売業」、「建設業」、「医療、福祉業」が上位。
• 産業別の割合を⾒ると、「卸売業、⼩売業」の割合が全国・県と⽐べてやや⾼いが、産業構成は概

ね全国・県と同様の傾向。

（単位：百万円）

3－9．産業構造の特徴 －全産業の構造－

【2016年 売上高(企業単位) 大分類】 【2016年 付加価値額(企業単位) 大分類】（単位：百万円）

出典：RESAS_総務省・経済産業省「平成24年経済センサス－活動調査」再編加⼯
【大仙市、秋田県、全国の売上高の割合比較 】 【大仙市、秋田県、全国の付加価値額の割合比較】大仙市秋田県全国 大仙市秋田県全国
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（単位：百万円）

3－10．産業構造の特徴 －全産業の構造－

【2016年 事業所数(事業所単位) 大分類】 【2016年 従業者数(事業所単位) 大分類】（単位：百万円）

出典：RESAS_総務省・経済産業省「平成24年経済センサス－活動調査」再編加⼯
【大仙市、秋田県、全国の事業所数の割合比較】 【大仙市、秋田県、全国の従業者数の割合比較】

• 事業所数(大分類)では、「卸売業、小売業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「建設業」が上位。
• 従業者数(大分類)では、「卸売業、⼩売業」、「医療、福祉」、「製造業」が上位。
• 産業別の割合は、全国・県とほぼ同様の構成。
• 以上により、当市は３次産業を中⼼にしつつも、多種多様な産業から成り⽴っていることが分かる。

生活関連サービス業、娯楽業13.6%大仙市秋田県全国
大仙市秋田県全国 医療、福祉13.0%生活関連サービス業、娯楽業12.0%生活関連サービス業、娯楽業8.8%



2.13 1.97 1.93 1.92 1.86 1.84 1.81 1.80 1.65 1.56 1.53 1.52 1.321.001.101.201.301.401.501.601.701.801.902.002.102.20

製造業 分類不明 鉱業 建設 農林水産業 運輸・郵便 電力・ガス・水道
情報通信 サービス 金融・保険 公務 商業 不動産

• 一方で、産業別の「生産波及の大きさ」に着目すると、全国ベースの調査では「製造業」の係数が最
も高く、他の産業への生産波及効果が高いことがわかる。

【2011年 産業別の「生産波及の大きさ※」 全国】

※「生産波及の大きさ」は、最終需要が1.0単位発生した際に、各産業へ及ぼす生産波及の大きさを示す係数

3－11．産業構造の特徴 －他産業への波及⼒－

全産業平均：1.76

出典：総務省「平成23年産業連関表」 23



0.80.9
11.1
1.2

製材・木製品 非鉄金属 食料品 鉄鋼 電気機械 輸送用機械 石油・石炭製品 家具 その他製造業 窯業・土石製品 金属製品 一般機械 衣服・身回品 繊維 皮革・皮革製品 印刷 パルプ・紙

• 次に、産業別の影響⼒に着目すると、影響⼒係数が高い産業群に「製造業」が集中しており(製造
業１３、非製造業８)、係数も「非製造業」に比べて高い傾向にある。

• 当市経済の好循環の実現のためには、波及効果の高い製造業に着目する必要がある。

3－12．産業構造の特徴 －他産業への影響⼒－

影響⼒係数
• 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、１より⼤きいほど他産業に対する影響⼒（波及効果）が⼤きい。感応度係数
• 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、１より⼤きいほど他産業から受ける感応度が⼤きい。出典：RESAS_環境省「地域産業連関表」、「地域経済計算」（株式会社価値総合研究所（⽇本政策投銀⾏グループ）受託作成）

【2013年 大仙市 影響⼒・感応度分析(産業別)】

１

１

影響⼒係数

感応度係数 影響⼒係数が高い産業群
赤点：「製造業」⻘点：「非製造業」

影響⼒係数が低い産業群
【大仙市 製造業種別の影響⼒係数】

24



（単位：百万円）【2016年 製造品出荷額等(実数) 中分類】 【2016年 付加価値額(実数) 中分類】（単位：百万円）

出典：RESAS_経済産業省「⼯業統計調査」再編加⼯、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加⼯ 25

3－13．産業構造の特徴 －製造業の構造－
• 製造業に着目し、製造品出荷額等を⾒ると「繊維⼯業」が最も多く、次いで、「⾦属製品製造業」、
「電⼦部品・デバイス・電⼦回路製造業」が上位。

• 付加価値額では「⾦属製品製造業」が最も⾼く、次いで「繊維⼯業」、「電⼦部品・デバイス・電⼦
回路製造業」が上位。

注：工業統計調査の産業分類については、「繊維」ならびに「⾐服・⾒回品」は「繊維工業」に含まれる。



（単位：事業所）【2016年 事業所数(実数) 中分類】 【2016年 常用従業者数(実数) 中分類】（単位：人）

26

3－14．産業構造の特徴 －製造業の構造－

• 事業所数でも「繊維⼯業」が最も多く、次いで「⾷料品製造業」、「⾦属製品製造業」が上位。
• 従業者数でも「繊維工業」が最も高く、次いで「業務用機械器具製造業」、「⾦属製品製造業」が
上位。

出典：RESAS_経済産業省「⼯業統計調査」再編加⼯、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加⼯



出典：RESAS_経済産業省「⼯業統計調査」再編加⼯、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加⼯

• 経年変化を⾒ると、２００８年までは「電⼦部品・デバイス・電⼦回路製造業」の出荷額が⾼⽔準で
推移していたが、近年減少傾向。現在では「繊維⼯業」が最も⾼い。

• 事業所数や常用従業者数も、「繊維工業」が上位で推移しており、市の経済を牽引する業種である。

3－15．産業構造の特徴 －製造業の構造変化－

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：事業所） （単位：人） 【常用従業者数の変化】【事業所数の変化】

【製造品出荷額等の変化】 【付加価値額の変化】(2006年〜2016年)

(2006年〜2016年)

(2006年〜2016年)

(2006年〜2016年)
27



3－16．産業構造の特徴 －市内企業の紹介－

• 当市に繊維工業関連企業が集積している要因の一つとしては、冬季などの農閑期に労働⼒を確保
しやすい地域性であったことが考えられる。

• 実際に、⾸都圏等から企業誘致で⽴地した企業の多くは、⾼度経済成⻑期前後に⽴地し、その後
域内取引などの関係から繊維工業関連企業が集積したものと考えられる。

【市内の繊維工業関連企業】

従業員:約420人 1969年⽴地 従業員:約70人 1974年⽴地 従業員:約10人 1973年⽴地

出典：大仙市広報紙「だいせん日和」 ものづくり図鑑 加工 28
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3－17．産業構造の特徴 －繊維工業の特化係数－
• 繊維工業では、付加価値額や従業者数の特化係数が高く、全国平均を上回っている。
• 他⽅で、労働⽣産性で⾒ると、全国を下回っている。

出典：RESAS_総務省・経済産業省「平成28年経済センサス－活動調査」再編加工

【2016年 大仙市 製造業種別の特化係数 】

※【特化係数】域内のある産業の⽐率を全国の同産業の⽐率と⽐較したもの。1.0を超えていれば、当該産業が全国に比べて特化している産業とされる。

1 食料品製造業
飲料・たばこ

・飼料製造業
繊維工業 木材・木製品製造業

（家具を除く）
家具・装備品製造業

印刷・同関連業
プラスチック製品製造業

(別掲を除く)
なめし革・同製品

・毛皮製造業
窯業・土石製品製造業

鉄鋼業 ⾦属製品製造業
生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・

電子回路製造業
電気機械器具製造業

その他の製造業



2007年
出典：経済産業省「⼯業統計調査」、総務省・経済産業省「平成24年、平成28年経済センサス－活動調査」

【2007年〜2016年 直近10年間の付加価値率、⼀⼈当たりの出荷額等】(単位：万円/人)

3－18．産業構造の特徴 －労働生産性の要因分解－

(繊維工業）

労働生産性(付加価値額÷常用従業者数) 付加価値率（付加価値額÷出荷額等） 一人当たりの出荷額等（出荷額等÷常用従業者数）2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
●付加価値率 ●一人当たりの出荷額等

1,474 1,038 
2,072 

39%34%40%
20%25%30%
35%40%45%
50%55%

5006007008009001,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9002,0002,1002,2002,300

0 0%
大仙市
倉敷市
全国

※倉敷市・・・繊維工業の製造品出荷額等 全国第1位（2016年、⼯業統計調査）

• 労働生産性を要因分解してみると、当市の繊維⼯業では近年、⼀⼈当たりの出荷額(⽣産効率)
は上昇傾向にある。一方で、付加価値率(収益性)は２０１６年に上昇しているものの、直近１０
年間で⾒るとピーク時の⽔準には戻っておらず減少傾向にある。また、両指標の値ともに、繊維⼯業
の盛んな倉敷市、全国と比較しても低いことがわかる。
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出典：経済産業省製造産業局⽣活製品課「繊維産業の課題と経済産業省の取組」

3－19．繊維市場の動向
• 世界における繊維市場は拡⼤している。原料種類別にみると、天然繊維はほぼ横ばいで推移してい
るが、化学繊維は過去２０年間で年平均５.８％の伸び率で拡⼤しており、成⻑産業といえる 。

【世界の繊維需要量】
地域別最終消費需要量 原料種類別需要量

天然繊維
伸び率
年平均5.8%
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出典：経済産業省製造産業局⽣活製品課「繊維産業の課題と経済産業省の取組」

• 化学繊維の⽤途として近年は、⾐料向けが減少し⾃動⾞や航空機等の産業資材、おむつやカー
ペット等の衛生・生活資材向けの割合が増加している。

3－20．繊維市場の動向

【繊維の用途】 【日本市場における化学繊維の用途】

出典：日本化学繊維協会きもの 建築・土木
減少 増加 増加
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出典：経済産業省製造産業局⽣活製品課「繊維産業の課題と経済産業省の取組」

• また、我が国の繊維産業は、高機能繊維や高性能繊維といった高付加価値な製品を生産する技
術で世界をリードしている。

• こうした繊維が、中間製品(織物、編物、不織布)を経て、⾐料のみならず、衛⽣⽤品、産業資材、
医療、インテリアなど幅広い分野において展開されている。

3－21．繊維市場の動向

【高機能・高性能繊維】
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4．産業振興の方向性
• まとめとして、当市において繊維産業は⾼い経済波及⼒を有しているが、「付加価値率の低さ」が課題となって
いる。これを克服するために、⾼機能・⾼性能繊維を使⽤した⾐料、衛⽣⽤品、産業資材などの製品製造へ
の転換や、産地ブランド化による新商品の開発など、市内企業の多様な挑戦を支援することが望ましいと考え
る。既に、高機能・高性能繊維を使用した防護服の製造や、自社ブランドの展開など、高付加価値化に取り
組んでいる事例もある。

• 当市としては、今後、各企業の現状・ニーズ等を把握し、挑戦する意向のある企業に対し、化学繊維系企業
とのマッチングやニーズ勉強会、新商品開発に向けたセミナー開催などを検討していく。あわせて、工業等振興
条例の活用促進も⾏っていく。

【市内企業の動向】 【支援アイディア】

� 自社ブランドを展開
� プロバスケットチーム「秋田ノーザン

ハピネッツ」に公式スーツを提供
� 防護服製造メーカーとして過半数を

超えるシェアを保有
� 様々な素材を活用した防護服製造

への挑戦 出典：大仙市広報紙「だいせん日和」 ものづくり図鑑 加工

� 化学繊維系企業とのマッチング
� ニーズ勉強会の開催
� 補助⾦獲得⽀援による商品開
発支援

� 新商品開発に向けたセミナー
の開催
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①チーム結成の経緯
・平成30年6月：市職員を対象にＲＥＳＡＳ研修会を実施
【講師】：東北経済産業局企画調査課
・平成30年7月：若⼿職員を中⼼にチームを結成

②活動期間・活動内容
活動期間：平成30年7⽉〜12月
活動内容：メンバーによるミーティングを実施。月1回1〜2時間程度。
(仮説の設定／現状分析／アイデア出し／施策案検討／ブラッシュアップ)
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○取組への感想
� これまで、政策⽴案などをする際に外部分析データを活⽤することが多かったが、自ら目
的に沿って様々なデータ(RESAS等)を組み合わせ分析することによって、課題等を明ら
かにできることが分かった。

� 自治体が保有するデータを部課を超えて活用し取組に反映させる重要性を感じた。
○得られた効果
� 様々なデータ(RESAS等)を組み合わせて分析するノウハウ。
� データ分析を課題解決プロセスへ利⽤する⽅法。
○今後について
� 今回の分析⼿法を参考に、データに基づいた政策⽴案、施策の改善等を産業振興分
野以外にも展開していきます。

� 引き続き、今回の分析データを活用し、大仙市の特徴を活かしながら産業振興施策に
取り組んでいきます。
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【お問い合せ先】
大仙市 経済産業部 企業商工課
〒０１４－８６０１
秋田県大仙市大曲花園町１番１号
電話： ０１８７－６３－１１１１
Email: kigyou@city.daisen.akita.jp

大仙市マスコットキャラクターまるびちゃん
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