
 

 

第２章 本市産業の現状と課題 

１ 社会経済環境の変化 

（１）時代の潮流 
○人口減少と少子高齢化の進行 

我が国は、平成 22年（2010年）を境として、人口が継続して減少する人口減少社会となってい

ます。「日本の将来推計人口（平成 24年 1月推計）」によると、生産年齢人口（15～64歳）が減少

する一方で、65 歳以上人口の増加傾向が続くことから、65 歳以上人口割合は今後とも一貫して上

昇し、平成 52年（2040年）にはすべての都道府県で 30％を超えることが予測されています。 

また、我が国全体の人口が減少する中で、総人口に占める東京圏の人口の割合が今後も上昇す

るとされており、地方においては人口減少への対応や地域活力を維持・向上させる積極的な取組

が求められています。 

○新興国市場の拡大と国際的な経済連携の進展 

産業・経済のグローバル化による国際競争の激化に加え、アジアをはじめとする新興国市場が

拡大する中、モノ・サービス・人の移動を含む貿易や投資の自由化・円滑化を進める経済連携協

定（ＥＰＡ）が推進されており、農林水産業においても環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉の

進展により、貿易自由化の動きが活発化しています。 

こうした動きを地域経済の活性化につなぐため、海外展開や技術革新等による海外市場の開拓

や、訪日外国人旅行者の増加（インバウンド1）への対応など、幅広い産業分野における戦略的な

取組が求められています。 

○地域資源を活用した事業活動による地域活性化 

人口減少と少子高齢化が地域経済において深刻な課題となる中、地域には数多くの地域資源が

存在します。その潜在力や可能性を最大限に発揮することで、新たな商品・サービスの開発や国

内・海外の市場開拓、さらには地域ブランドの創出など、地域資源を活かしたビジネス展開の余

地は大きいと考えられます。 

地域の多様な関係者が連携し、独自の地域産業資源（農林水産品、鉱工業品、文化財や自然風

景等の観光資源）の活用による事業活動を軸とした地域活性化が期待されています。 

○情報通信技術の更なる進化による社会変化 

我が国では、スマートフォン等の情報通信機器の普及や情報通信基盤の整備に伴い、インター

ネットをはじめとする情報通信技術（ＩＣＴ）の利活用が全年代的に浸透しています。情報通信

技術（ＩＣＴ）は、既に産業、交通、医療・福祉、防災など幅広い分野で活用されており、地域

内外の情報やモノの交流にも貢献しています。 

あらゆるものがインターネットに接続し、サイバー世界が急速に拡大する中、モノのインター

ネット（ＩｏＴ2：Internet of Things）やビッグデータ3、人工知能等が産業構造や就業構造に大

きな変化をもたらすと考えられており、新たなビジネスモデルへの対応や情報通信技術（ＩＣＴ）

を活用した産業競争力の強化、専門性を有する多様な産業人材の確保とともに情報セキュリティ

等のリスク対策が求められています。 

 

                                                   
1 インバウンド 訪日観光／訪日旅行。 
2 ＩｏＴ Internet of Thingsの略。モノのインターネットと呼ばれる。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつな

がり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すこと。 
3 ビッグデータ ソーシャルメディア内のデータ、GPS（全地球測位システム）から発生する位置情報、刻々と生成されるセンサーデー

タなど、従来の技術では管理や処理が困難なほど膨大で構造が複雑化したデータ群。 



 

 

（２）国の施策の方向 

○日本再興戦略 

デフレ脱却に向けた動きを確実なものにし、将来に向けた発展の礎を再構築する「『日本再興戦

略』改訂 2015」（平成 27年 6月）では、アベノミクス4の「第二ステージ」として、設備や技術、

人材等に対する「未来投資による生産性革命の実現」と、活力ある日本経済を取り戻す「ローカ

ル・アベノミクスの推進」の二つを両輪として推し進めることとされています。成長戦略の主要

施策には、中堅・中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の徹底強化、サービス産業の活性化・生

産性の向上、農林水産業における「攻めの経営」の確立、医療・介護・ヘルスケア産業の活性化、

観光産業の基幹産業化などが位置付けられています。 

成長戦略の方向を踏まえて、国の施策を有効に活用しながら、本市の産業特性や強みを活かし

た産業振興を図っていくことが重要です。 

 

 

○まち・ひと・しごと創生 

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過

度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会を

創り、維持していくため「まち・ひと・しごと創生法」（平成 26 年 11月）が制定され、本市にお

いても、平成 27 年 10 月に「廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略5」を策定し、国との連携

を図りながら、本市の特性に応じた取組を着実に進めることとしています。 

  

 

○小規模企業振興基本法6の施行 

グローバル化、少子高齢化、人口減少など、我が国の直面する課題が複雑化する中、国は「小

規模企業振興基本法」（平成 26 年 6 月）を施行し、小規模事業者の需要を見据えた経営・新陳代

謝の促進、地域経済に資する事業活動の推進、地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備を進め

ています。同法では、中小企業基本法の基本理念である事業規模や売上の拡大といった「成長発

展」のみならず、技術・ノウハウの維持・向上、安定的な雇用の維持等といった「事業の持続的

発展」を基本原則と位置付けています。 

市内事業者の多くは小規模事業者であり、地域経済や暮らしを支える重要な存在です。同法の

趣旨に基づき、市内経済団体等との連携を図りながら、小規模事業者がその活力を最大限発揮で

きるよう支援していくことが重要です。 

  

                                                   
4 アベノミクス 平成24年（2012年）12月に発足した第二次安倍晋三内閣が推進する経済政策の通称。デフレと円高からの脱却、名

目3％以上の経済成長の達成などを目標に、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の三つを基

本方針として掲げている。 
5 廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略 まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）の基本理念にのっとり、将来にわたり、

活力ある社会を創り、維持していくことをめざし、廿日市市が実施すべき施策を取りまとめた総合的な戦略。 
6 小規模企業振興基本法 中小企業施策の方針をさらに一歩すすめ、小規模企業を中心に据えた新たな施策の体系を構築すべく制

定された基本法。基本原則として「成長発展」のみならず、技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持等「事業の持続的発展」を位置

付けている。 



 

 

２ 本市産業の特性と現状 

（１）本市経済の概観 

 ○人口の推移と将来展望 

本市の国勢調査による人口は、昭和 50 年代以降増加傾向が続いていましたが、近年では横ばいと

なり、国立社会保障・人口問題研究所の推計では今後、減少へ転じることが見込まれます。特に中

山間地域及び島しょ部における人口減少や沿岸部の住宅団地における高齢化の進展は、地域に大き

な変化をもたらすと考えられます。 

一方、国勢調査によると通勤等にともなう流入・流出分を加味した昼間人口は増加しており、昼

夜間人口比率が徐々に上昇しています。 

少子高齢化・人口減少の進行に伴う地域経済の規模縮小や需要の変化、後継者・担い手不足の深

刻化などに対応していくことが本市産業の課題のひとつであり、増加するシニア世代を市内の新た

な生活者・消費者として、あるいは長年培った技術・経験・人脈・知恵を持つ担い手として捉え、

地域経済の活性化につなげていくことが重要です。 

こうした変化に対応するため、本ビジョンは、「廿日市市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」

及び「廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略」との整合を図りながら策定します。 

 

 

  人口の将来展望 （～2040年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：廿日市市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

    ※2010年まで 総務省「国勢調査」に基づく実績値 

    ※2015年以降 廿日市市独自推計 

 

  昼夜間人口の推移 （1990～2010年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省「国勢調査」 

    ※昼夜間人口比率＝昼間人口100人当たりの昼間人口 

    ※労働力状態「不詳」を含む 

 



 

 

 

 

 

 

○雇用就業構造 

本市では、15 歳以上人口が減少に転じた平成 22 年の国勢調査において、労働力人口及び就業者

人口が減少に転じました。また、本市の就業構造の特性として、就業者の半数（2.6 万人）が市外

で従業し、地域外で雇用者所得を獲得していることが挙げられます。これに対して地域外から吸収

している雇用規模は 1.3 万人で、市内従業者の 3 割にあたります。就業者の流出先、流入元はとも

に広島市が中心で、西区・中区・佐伯区への流出及び佐伯区・西区からの流入の割合が高くなって

います。さらに隣接する大竹市及び山口県岩国市に対しても一定規模の流出・流入関係にあること

から、市内外の雇用・就業を広域的な視点で捉えていく必要があります。 

広島県及び西部地域の雇用情勢は着実に改善しつつあります。さらに事業者アンケート調査7では、

多くの事業主が人手不足や人材不足を経営課題として挙げており、多様な働き方を支える子育て・

介護等の施策・サービスへの期待も高いなど、事業者における人材確保対策の重要性が高まってい

ます。 

 

 

業種別の流出・流入状況 （2010年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   総務省「2010年 国勢調査」 より作成 

 

 

公共職業安定所別有効求人倍率（原数値）の推移 (平成 19～26年度) 

 

 

 

 

                                                   
7 事業者アンケート調査 市内の 2,000事業所を対象として、平成 27年 7月に実施した「廿日市市産業振興ビジョン事業者アンケート」

（回収率45.9％）。 

市外流出 市外流入 比較
総数 25,884 13,200 ▲ 12,684
　　Ａ 農業，林業 71 60 ▲ 11
　　　うち農業 64 40 ▲ 24
　　Ｂ 漁業 8 8 0
　　Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 2 0 ▲ 2
　　Ｄ 建設業 2,305 783 ▲ 1,522
　　Ｅ 製造業 4,017 2,536 ▲ 1,481
　　Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 240 131 ▲ 109
　　Ｇ 情報通信業 932 108 ▲ 824
　　Ｈ 運輸業，郵便業 1,782 1,482 ▲ 300
　　Ｉ 卸売業，小売業 5,218 2,460 ▲ 2,758
　　Ｊ 金融業，保険業 867 248 ▲ 619
　　Ｋ 不動産業，物品賃貸業 433 130 ▲ 303
　　Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 1,109 187 ▲ 922
　　Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 846 612 ▲ 234
　　Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 703 659 ▲ 44
　　Ｏ 教育，学習支援業 1,542 882 ▲ 660
　　Ｐ 医療，福祉 2,433 1,632 ▲ 801
　　Ｑ 複合サービス事業 104 91 ▲ 13
　　Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 1,598 606 ▲ 992
　　Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 1,023 432 ▲ 591
　　Ｔ 分類不能の産業 651 153 ▲ 498



 

 

 

 

 

 

   広島労働局調べ 

 

 

 

○民営事業所数・従業者数 

「平成 26年経済センサス・基礎調査結果」によると、本市には約 4,300の民営事業所（公務を除

く）があります。業種は、卸売業・小売業が最も多く、次いで建設業、宿泊業・飲食サービス業、

生活関連サービス業・娯楽業の順となっています。従業者数は、約 4.2 万人で、卸売業・小売業、

製造業、医療・福祉の従業者が全体の過半数を占め、本市における雇用吸収力の高い産業となって

います。 

民営事業所は、従業者 5 人以下の小規模な事業所が 6 割を占めています。経営組織別にみると、

個人経営の 8 割以上、法人経営の 4 割が従業者 5 人以下です。事業者アンケート調査では、全体の

1 割弱が今後廃業を検討するとしているほか、従業者 5 人以下や売上高 3 千万円未満といった小規

模な事業所の 3割は後継者が不在であり、事業承継や後継者確保への早急な対策が求められます。 

従業者数の 8 割が常用雇用者ですが、宿泊業・飲食サービス業、教育・学習支援業、生活関連サ

ービス業・娯楽業、漁業、卸売業・小売業の各業種では、常用雇用者に占める正社員・正職員の割

合が半数以下となっています。雇用規模の維持、拡大のためには、市内の民営事業所の従業者規模

や業種・業態に応じて、生産性の向上や就労環境の充実を図り、質の高い雇用を創出していくこと

が求められます。 

 

  民営事業所の事業所数・従業者数 (平成 26年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   総務省・経済産業省「平成26年経済センサス‐基礎調査結果」 より作成 

 

 

 

○市内総生産 

「平成 24 年度広島県市町民経済計算結果」によると、本市の平成 24 年度の市内総生産額は約

3,150 億円で、その規模は縮小しつつあります。産業別の構成比は、サービス業と製造業の割合が

高く、県全体と比較すると水産業が特徴的な産業となっています。 

産業別の推移をみると、サービス業は増加傾向が続いており、製造業は平成 20年 9月のリーマン



 

 

ショックや平成 23年 3月の東日本大震災など、国内外の社会経済動向の影響を受けて変動しながら

も生産額の規模を維持しています。一方、卸売業・小売業や建設業では、生産額の規模縮小が顕著

に現れています。 

 

  



 

 

 

 

市内総生産額の産業別構成比（％） (平成24年度)      産業別市内総生産額の推移 (平成13～24年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広島県「平成24年度広島県市町民経済計算結果」 

（平成27年1月公表） 

 
 広島県「平成24年度広島県市町民経済計算結果」 

（平成27年1月公表） 

 

 

 

○産業構造 

「廿日市市産業構造調査」（平成 24 年 3 月）によると、本市においては、生産額や他産業への影

響力が大きい製造業と、サービス業のうち粗付加価値額の高い公共サービス（公務・医療・保健）、

商業・対個人サービス（飲食・宿泊・理美容）が市経済を牽引しています。 

また、地域内の生産額から支出額を引いた収支(域際収支)は赤字であり、その理由として、市外

通勤者の雇用者所得が流入することで市内の生産活動による所得以上の支出が可能になること、そ

して市内の産業の市外依存により所得が市外へ流出していることが挙げられます。市経済の自立性

を高めるためには、地域外へ財・サービスを移出する移出産業の強化や地域資源を活用した新たな

経済循環の創出が必要不可欠です。特に、観光関連産業は、域外からの来訪者が市内の財・サービ

スを消費する移出産業であり、複合型産業として多様な産業への波及効果や経済循環の強化が期待

されます。宮島観光関連産業の総生産や雇用誘発効果は、本市の主力産業である食料品製造業や木

材・木製品製造業、化学工業等に次ぐ規模であると推計されています。 

また、事業者アンケート調査では、宿泊業・飲食業の 4 割が市内調達率向上の意向を持つなど、

観光を軸とした市内の産業連関強化や市域全体への波及効果には拡大の余地があると考えられます。

多くの市内事業者がにぎわい創出や観光関連産業の育成に関心と期待を寄せています。 

 

  



 

 

 

 

廿日市市の産業部門別生産額・粗付加価値額 （平成 20年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 廿日市市「廿日市市産業構造調査」（平成24年3月） 

 

 

宮島観光関連部門の産業部門別生産額・総効果額 （平成 20年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※調査時の宮島観光関連部門の業種内訳 

 

 

 

 

 

 

 

5 漁業 45 水運

7 食料品 47 貨物利用運送

8 飲料・たばこ・飼料 49 運輸付帯サービス

9 繊維 51 放送

10 木材・木製品 56 教育

11 家具・装備品 61 その他の公共サービス

12 パルプ・紙・紙加工品 63 物品賃貸サービス

13 印刷・同関連 66 娯楽サービス

19 窯業・土石製品 67 飲食店

37 卸売 68 宿泊業

38 小売 69 洗濯・理容・美容・浴場業

43 道路輸送 70 その他の対個人サービス



 

 

 

 廿日市市「廿日市市産業構造調査」（平成24年3月） 



 

 

（２）産業別の現状と動向 

○農林水産業 

「2010 年世界農林業センサス」によると本市には 600 の農業経営体があり、そのうちの 7 割が稲

作の単一経営です。その他、ほうれんそう・こまつな、長なす、いちご、たまねぎ、花きの生産や

酪農も行われています。農家数や農業就業人口は減少していますが、新規就農者や農業経営者とし

て、市内外から就農する若手担い手層が充実しつつあり、若手農業者や女性農業者が主体となった

市内外における新たな流通や販路開拓の可能性が高まりつつあります。 

また、林業においても本市の約 60 の林業経営体のうち法人化している組織はわずかです。保有山

林が 3ha 以上で育林・伐採を行う事業体、もしくは委託や立ち木購入による育林や素材生産を行う

事業体の数は減少していますが、Ｉターン8者の受け入れや木質資源の有効活用、また木材関連事業

者等との連携を模索している林業事業体もあります。 

「2013 年漁業センサス」によると、本市には約 170 の海面漁業の経営体があり、その大半が個人

経営体です。水産業は本市の特徴的な産業のひとつであり、「平成 25 年海面漁業生産統計調査」に

よるとかき（殻つき）の漁獲量は約 17,000t で、全国の漁獲量の約 1 割を占める産地を形成してい

ます。また、かき、あさり等の水産資源を活かしたブランド化や産品開発によって市外への販路開

拓が積極的に行われています。 

 

農業の主要指標  （農林水産省「2010年世界農林業センサス」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

林業の主要指標  （農林水産省「2010年世界農林業センサス」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産業の主要指標  （農林水産省「2013年漁業センサス」より） 

 

 

 

 

 

  

                                                   
8 Iターン 都心部で生まれ育った人が、地方に就職すること。または、直線的に都会から地方に移住すること。 



 

 

 

  



 

 

 

○工業（製造業） 

「工業統計調査」によると、本市の製造業(従業者 4人以上)は 160～170事業所で推移し、従業者

数は 6,000 人から 7,000 人に漸増しています。出荷額と付加価値額は、増減を繰り返しながら、近

年は増加傾向にあります。 

事業所数は、木材・木製品製造業と食料品製造業のほか生産用・輸送用などの機械器具製造業が

多く、従業者数が突出している食料品製造業は、市内の雇用吸収産業のひとつとなっています。出

荷額は、最も規模の大きい食料品製造業に木材・木製品製造業が続き、以下、化学工業、各種の機

械器具製造業（合算）の順となっています。付加価値額においても食料品製造業、木材・木製品製

造業、化学工業が上位を占め、これらに印刷・同関連業、プラスチック製品製造業、各種の機械器

具製造業（合算）などが続いています。 

製造業では、原材料調達から製造、流通、販売まで、市内外の事業所・企業と連携した企業活動

が行われていることが特徴です。例えば、食料品は原材料の産地と、木材・木製品は海外と、化学

工業や機械器具は系列企業と、それぞれ密接に関係しています。また、国内販売や海外輸出を通じ

た市外からの外貨獲得分野でもあり、地域経済の牽引的な役割を果たしています。 

 

 

工業の主要指標  （経済産業省「平成25年工業統計調査」より  ※従業者4人以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

○商業（卸売業・小売業）、サービス産業9 

「平成 26年商業統計調査」によると、本市の商業は約 800事業所、従業者数は 6,300人で、その

8 割が小売業です。年間商品販売額は 1,600億円、小売業の売場面積は 117,000 ㎡です。平成 21年

以降の「経済センサス・基礎調査及び活動調査」によると、平成 24 年は事業所数、従業者数ともに

減少していましたが、平成 26年は従業者数が増加しています。 

「平成 26 年経済センサス・基礎調査結果」によると、本市のサービス産業（9 業種）は約 3,500

事業所で、その数は飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業など対個人サービス、不動産賃貸業・管理

業、医療業などの順となっています。従業者数は医療業が 3,900 人、道路貨物運送業が 3,000 人、

社会保険・社会福祉・介護事業 2,700人、飲食店 2,600人などとなっています。 

商業・サービス産業の従業者の状況をみると、常用雇用者に占める正社員・正職員の割合が低い

業種もあり、事業者における就労環境の充実や、多様な働き方を支えるサービス等の必要性がより

高まっていくものと考えられます。また、平成 27年 6月にシビックコア地区に「ゆめタウン廿日市」

が開業したことから、小売吸引力の上昇による広島市内への買物流出の抑制が期待されます。 

 

商業の主要指標  （総務省・経済産業省「経済センサス-基礎調査・活動調査結果」より） 

＜商業＞                             ＜サービス産業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種別の事業所数・従業者数  （総務省・経済産業省「平成26年経済センサス-基礎調査結果」より） 

＜商業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サービス産業＞  

 

 

 

 

                                                   
9 サービス産業 総務省「サービス産業動向調査」では、情報通信業、運輸業,郵便業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サ

ービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業（他に分類されないもの）

の 9業種が調査対象となっている。 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

○観光 

市内の観光においては、広島～廿日市（宮島）～岩国という世界文化遺産を結ぶルートが形成さ

れており、国内外から多くの観光客が訪れています。「広島県観光客数の動向」によると本市の観光

客数は増加しており、平成 26年の総観光客数は年間 733万人、宮島来島者数は 390万人、外国人観

光客数は 14万 9千人でした。観光消費額は約 250億円、1人当たりの消費額は約 3,400円です。 

観光関連産業は、宿泊、飲食、物販、土産物等の製造、運輸・交通、ガイド・情報提供・通信な

ど多くの産業が関わる複合型産業であることから、市内調達率の向上など、市内の産業連関を強化

することで、新たな経済循環の創出につながる可能性が高い産業です。 

近年は、アジアと広島を結ぶ格安航空会社（ＬＣＣ：Low Cost Carrier）の就航や五日市港に入

港する外国のクルーズ客船の急増等もあり、訪日外国人観光客の増加が顕著となっていることから、

今後はインバウンドの流れへの新たな対応による経済効果の創出も期待されます。 

 

観光の主要指標  （広島県「平成26〔2014〕年広島県観光客数の動向」より  ※宮島来島者数は廿日市市調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

（３）事業者アンケート調査及びヒアリング・インタビュー調査10の結果まとめ 

調査結果から見えてくる市内事業者の現状は、次のとおりです。 

 

○市内経済循環の拡大可能性 

・市内に仕入先を持つ事業所は、市以外の県内に仕入先を持つ事業者の割合を下回っている。 

・市内の調達及び販売の割合向上の意向を持つ事業者が 2～3 割存在していることから、市内の

供給と需要を結びつけることで新たな経済循環につながる余地がある。 

・ヒアリングでは、業種ごとに市内での取引や事業者連携における課題が指摘されており、こ

れらの課題を克服することで、市内経済循環の拡大の可能性がある。 

 

○経営課題は販路開拓と人材確保 

①売上向上のための販路開拓が課題 

・市内事業者の経営課題は売上の伸び悩みであり、販売・営業力の強化が優先課題となる中、

新規取引の主なきっかけは、営業と関係先からの紹介が主流である。 

・一方、市内事業者の強みは、商品・サービスの品質と認識されており、現状では地域資源活

用や外部連携の意向は低調である。 

・自社の商品・サービスの磨き上げや付加価値向上など、販路開拓に不可欠となるマーケット

需要への対応や新たな価値提案への意識は弱いと考えられ、こうした支援策が充実している

国・県の機関等との連携や施策活用は一部に限られている。 

 

②人手不足や人材不足が課題 

・一定規模の市内事業者では、人手や人材の不足が経営課題のひとつであり、人材の確保・育

成が優先課題となっている。 

・業況の回復傾向や市内への新たな店舗立地等に伴い、有効求人倍率は上昇しており、ヒアリ

ングでも、業種や職種、雇用形態、就業環境等によって、人材確保の困難化や今後の人材確

保に与える影響が懸念されている。 

 

○小規模事業者の先行不透明感 

・市内事業者の過半数を占める従業者 1～5 人、売上高 3,000 万円未満の小規模な事業者では、

厳しい経営状況下にある事業所の割合が高い。 

・また、現状では市内事業者全体の 3割が後継者不在、2割が自分の代で廃業としており、小規

模事業者を中心として事業承継の問題化や廃業の増加が懸念される。 

・全体として取引先や事業展開において現状維持を志向する事業者が多く、地域資源の活用や

外部との連携に対する関心が低い状況からは、市内事業者における先行き不透明感がうかが

える。 

 

○地域産業を活性化させる成長期待企業の存在 

・全体に占める割合は決して高くはないが、県外販路がある、地域資源の活用や外部との連携

の実績や意向がある、既存事業の拡大や新事業展開の意向があるなど、今後の成長が期待で

きる事業者が存在する。 

・実際にこのような事業者では、設備投資の予定や土地需要があることから、成長期待企業を

                                                   
10 ヒアリング・インタビュー調査 市内のリーディング企業（9社）、連携団体（3団体）、関係団体（3組織）を対象として、平成27年7月

～10月に実施。 



 

 

発掘し、伸ばすことで地域産業を活性化させる可能性が広がる。 

 

 

 

 

 

○産業基盤の整備とビジネス機会創出への期待 

・市の産業振興の取組としては、産業基盤である道路整備と交通アクセス向上に対するニーズ

が最も高い。 

・また、にぎわい創出、観光産業の育成、規制・制度の見直しなど、市内におけるビジネス機

会の創出や事業環境の整備への期待が高いことがうかがえる。 

・ヒアリングでは、産業振興における宮島の有効活用や、広域的な道路網の整備、市内産業や

事業者の情報発信等が期待されている。 

 

○多様な働き方の実現への期待 

・市の産業振興の取組として、多様な働き方を支える施策・サービスに対するニーズも高い。 

・人材の確保は市内事業所の優先課題のひとつとなっており、ヒアリングでも、公的サービス

や個別事業所の福利厚生等の充実のみならず、ダイバーシティ経営11の導入やワーク・ライ

フ・バランス12の実現が市内事業者の生産性向上のための重要なテーマとなっていることが指

摘されている。 

 

○長期的な視野に立った将来ビジョンとロードマップ提示への期待 

・ヒアリングでは、行政の役割として、長期的視野に立った将来ビジョンやロードマップの提

示、産業振興の一貫した方向性や方針の位置づけなどが期待されている。 

・また、産業振興の推進のあり方として、事業者は本業の事業活動を通じて、関係機関や連携

団体は各々の専門性や得意分野を活かすことで、具体的なテーマ・内容について連携する、

というイメージを持っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
11 ダイバーシティ経営 多様な人材を活かし、能力を最大限発揮できる機会を提供することでイノベーションを誘発し、価値創造を実

現する経営手法。福利厚生や企業の社会責任の一環としてではなく、新たな製品開発や顧客満足度の向上など、経営面での成果につ

なげていくことを目的としている。 
12 ワーク・ライフ・バランス 老若男女だれもが、仕事、結婚・出産育児や介護、地域活動、個人の自己啓発といった様々な活動を自ら

が希望するバランスで展開できる状態をいう。仕事と生活のどちらも充実することで、多様性に富んだ活力ある社会を創出すること。 



 

 

３ 産業振興の基本認識 

（１）産業振興の可能性 

本市は社会構造の大きな変化に直面する時期を迎えつつあり、その変化を産業振興の可能性に結

び付けることが求められています。ここでは、３つの視点で本市の産業振興の可能性を整理します。 

 

①ベッドタウンから、暮らしと多様な仕事・働き方が実現する本拠地としてのホームタウンへ 

の成長・発展の可能性 

 

②昼間人口（地元シニアや就労者、観光客等）が増加する中、市内への集客や購買力の流入を    

とらえた産業振興の可能性 

 

③市内外の地域特性、地域資源、ネットワーク等を地元企業・事業者・生産者が経営に活かす 

ことで経済循環や外貨獲得が実現する可能性 

 

（２）産業振興における課題設定 

これまでの考察をふまえて、本市が取り組むべき５つの産業振興の課題を設定します。 

 

○地域に密着した産業の振興 

少子高齢化、人口減少による購買力の減少及び住宅団地の高齢化や中山間地域の過疎化による地

域経済への影響が懸念される中、地域経済や暮らしを支える地域に密着した産業を振興することが

課題 

 

○宮島ブランドを活用した外需開拓 

世界的観光地である宮島ブランドを活用した外需開拓が課題 

 

○オープンイノベーション13による市内企業等の競争力強化 

産業、雇用、所得を安定的に維持拡大させていくためには、現場と知財14を結ぶ産学連携のネット

ワークを活用したオープンイノベーションにより、主要製造業（食品、木材、機械・化学）等が競

争力を強化し、成長することが課題 

 

○廿日市の未来を育むしごとづくり・人づくりの推進 

通勤や転勤、移住、そして、若者の市内就職等の観点からも、廿日市の未来を育むしごとづくり

と人づくりが課題 

 

○地域経済の成長をめざす広域経済圏の確立 

事業者の経済活動は、市内にとどまらず近隣や県内外各地との取引へと広がっており、地域経済

の新たな成長につながる広域経済圏を確立することが課題 

 

                                                   
13 オープンイノベーション 新技術・新製品の開発に際して、組織の枠組みを越え、広く知識・技術の結集を図ること。一例として、産

学官連携による異業種交流プロジェクトや共同研究などが挙げられる。 
14 知財 知的財産のこと。価値がある情報で情報財ともいう。 


