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担当課室：地域開発室

平成２４年上期近畿地区工場立地動向について
～近畿地区の工場立地件数の全国比は過去最高～

　経済産業省では、 工場の立地の動向を全国にわたって、 統一された基準で迅
速に調査することにより、 工場立地の実態を把握し、 工場立地の適正化及び土地
利用の合理化に寄与することを目的として、 工場立地法に基づく工場立地動向調
査を半年ごとに実施しています。
　これらの調査結果については、 工場立地の状況、 見通しを全国的に把握するこ
とにより、 地域経済の現状分析、 産業インフラ整備等の地域経済産業政策の基礎
資料として活用されるほか、 工場等の立地動向把握のための統計資料として活用
されています。
　この度、 近畿経済産業局では、 平成２４年上期の近畿地区調査結果 （速報） を
発表しましたので、 その概要を御紹介します。

　　　調査対象

　製造業、 電気業 （水力発電、 地熱発電所を除く）、 ガス業、 熱供給業、 独立
した研究所

　　　対象企業

　工場 （研究所を含む） を建設する目的をもって 1,000 ㎡以上の用地を取得 （借
地を含む） した事業者

　　　調査内容

　立地地点、敷地面積、建築面積、設備投資額、労働力、輸送条件、用水事情、
立地地点選定理由等

　　　平成２４年上期調査結果 （概要）

　近畿地区の工場立地件数は90件（前年同期80件）、工場敷地面積は109.3ha（前
年同期 83.4ha） となり、 工場立地件数の全国比は 19.2% と過去最高となりました。
　近畿地区の調査結果ポイントは以下のとおりです （詳細は次頁以降）。
　　○兵庫県の立地件数が昨年に続き全国第 1位となった。
　　○工場団地への立地が減少。
　　○借地への立地が大幅に増加し、 全国を上回っている。
　　○業種別では、 食料 ・飲料の件数が最も多い。
　　○立地場所の選定は 「本社 ・他の自社工場への近接性」 を重視。
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　　　平成２４年上期調査結果 （詳細）

１．工場立地件数の推移

・工場立地件数は 90件で、 前年同期 （80件） と比べ 12.5% の増加となった。

・全国の立地件数は 469件で前年同期 （403件） と比べて 16.4% の増加。

　その結果、 近畿の工場立地件数の全国比は 19.2% となった。

２． 府県別立地の動向

・近畿管内の府県別立地件数をみると、 兵庫県 （27 件→34 件） が前年同期から増

　加し、 管内及び全国第１位。 京都府 （11 件→12 件）、 奈良県 （8 件→10 件）、

　大阪府 （6 件→9 件）、 和歌山県 （5 件→9 件） が前年同期から増加したが、 滋

　賀県 （13件→10件）、 福井県 （10件→6件） は減少。

・工場敷地面積は兵庫県の 45.1ha、 滋賀県の 27.9ha と続いている。 　
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３． 工場敷地面積の推移
・工場の敷地面積は 109.3ha で、前年同期 （83.4ha） と比べ 31.1% の増加となった。
・全国の工場敷地面積は 718ｈａ（前年同期 419ｈａ、前年比 71.3% の大幅増加） で、
　近畿の全国比は 15.2% （前年同期 19.9%） となった。

４． 工場団地への立地の推移
・工業団地への立地は41件（福井県2件、滋賀県6件、京都府6件、大阪府4件、
　兵庫県 16 件、 奈良県 4 件、 和歌山県 3 件） となり、 近畿地域の工場立地件
　数に対する割合は 45.6% となった。 （前年同期 40 件、 工場立地件数に対する割
　合 50.0%） （全国 206 件、 工場立地件数に占める割合 43.9%）
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５． 工場借地立地件数の推移
・ 借地への立地件数は 36 件 （前年同期 15 件） で、 大幅増加した。
・ 工場立地件数に対する割合も 40.0% で前年同期 （18.8%） から大幅増加し、 全
　国平均 （25.6%） を上回った。
・ 分譲中の工業団地 （84 団地） のうち借地方式を導入している工業団地は 38 件
　であった。

分譲中の

工業団地数

借地方式導入

の工業団地
割合

分譲中の

工業団地数

借地方式導

入

の工業団地

割合
分譲中の

工業団地数

借地方式導

入

の工業団地

割合
分譲中の

工業団地数

借地方式導

入

の工業団地

割合
分譲中の

工業団地数

借地方式導

入

の工業団地

割合
分譲中の

工業団地数

借地方式導

入

の工業団地

割合

福 井 県 8 1 12.5% 11 0 0.0% 11 0 0.0% 11 0 0.0% 11 0 0.0% 11 0 0.0%
滋 賀 県 9 5 55.6% 5 2 40.0% 4 1 25.0% 6 2 33.3% 5 2 40.0% 4 2 50.0%
京 都 府 10 3 30.0% 9 3 33.3% 9 3 33.3% 9 3 33.3% 10 4 40.0% 10 4 40.0%
大 阪 府 6 5 83.3% 5 4 80.0% 5 4 80.0% 5 4 80.0% 5 4 80.0% 5 4 80.0%
兵 庫 県 29 13 40.0% 27 10 37.0% 27 11 40.7% 25 11 44.0% 26 12 46.2% 29 11 37.9%
奈 良 県 5 1 10.0% 10 1 10.0% 8 1 12.5% 8 1 12.5% 8 1 12.5% 8 1 12.5%
和 歌 山 県 16 8 50.0% 16 8 50.0% 16 9 56.3% 15 9 60.0% 16 15 93.8% 17 16 94.1%
合 計 83 36 43.4% 83 28 33.7% 80 29 36.3% 79 30 38.0% 81 38 46.9% 84 38 45.2%

平成24年上期平成23年年22成平年12成平年02成平年91成平
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６． 研究所立地件数の推移

・研究所の立地件数は4件（滋賀県2件、大阪府1件、兵庫県1件）となった。 なお、

　全国の研究所の立地件数は 7件だった。

・研究開発機能を付設する予定の工場は１９件 （前年同期１９件）、 工場立地に占

　める割合の 21.1％ （前年同期 23.8％） は、 全国の 19.6％ （92 件） を上

　回っている。
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７． 業種別立地件数の推移

・業種 （中分類） 別の工場立地件数で最も多かったのは、 食料・飲料の 15 件で、

　以下、金属製品13件、生産用機械、はん用機械、化学工業が各7件と続いている。
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８． 立地場所の選定理由

・ 立地場所選定理由は、 「本社 ・ 他の自社工場への近接性」、 「周辺環境からの

　制約が少ない」、 「人材 ・ 労働力の確保」、 「国 ・ 地方自治体の助成」、 「地方

　自治体の誠意 ・ 積極性 ・ 迅速性」 を “ 最も重視した ” との回答が多い。 

　また、 “ 重視した ” との回答を含めると 「本社・他の自社工場への近接性」、 「工

　業団地である」、「周辺環境からの制約が少ない」、「人材・労働力の確保」 「地価」

　の順に高い。

　平成２４年上期近畿地区工場立地動向調査の詳細につきましては、 近畿経済産業

局のホームページ （http://www.kansai.meti.go.jp/kojoritti.html） に掲載しております。



担当課室：国際事業課

　近畿経済産業局では、 ２０１０年１０月に 「近畿地域中小企業海外展開支援会議」

を設置し、 中小企業の海外展開支援を強力に推進しています。 なかでも、 デザイ

ン性に優れた商品を海外マーケットに展開させることで、 新たな市場を開拓する企

業の競争力強化を支援しています。

　今回は、 伝統の京座布団を現代の生活に合うようアレンジした 「おじゃみ座布団」

で世界の市場を目指す、 株式会社髙岡をご紹介します。

■京の都の中心にある洛中髙岡屋
　株式会社髙岡は、 大正８年の創業以来約９０年に渡り、 綿入り寝具、 手作りの

座布団を企画、 製造、 販売する京都洛中の老舗です。 京都の百貨店の布団加

工工場として誕生し、 生地から選んで仕立てるオーダーメイドが一般的だった布団

を既製品として製造し、 手頃な価格で販売したことで、 京都の人々に喜ばれてい

ました。

　同社の代表商品は、 中綿を詰める熟練の職人技が生み出すピンとした角と快適

な座り心地が特徴の、 八角形の 「おじゃみ座布団」。 「おじゃみ」 とはお手玉のこ

とで、 木綿や西陣織など様々な生地を利用した、 多彩なバリエーションとモダンな

デザインで、 ワンランク上のくつろぎを与えてくれます。

　この 「おじゃみ座布団」 をソファ

や椅子の背当て布団に使うと、

自然な背骨のアーチをサポート

し、 筋肉の緊張を和らげて、 体

をリラックスさせることができます。

機械で綿を 「吹き入れる」 ものと

は違い、 全体重がかかっても体

をバランスよく支えられるように中

綿を 「詰める」 という職人の技が

生きています。 　　　　　　　　　

　

八角形のおじゃみ座布団で世界を魅了
～株式会社髙岡  職人技と新たなる和 -モダン和 -が織りなすライフスタイルを世界へ～

「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを
設けています。今回は株式会社髙岡、コスメディ製薬株式会社、株式会社片山商店を
ご紹介します。

おじゃみ座布団

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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■海外販路開拓の取り組み
　同社の京座布団の開発 ・販売事業は２０１０年に地域資源に認定され、 以降、 経

済産業省の地域資源販路開拓支援事業を活用して２０１１年から２年連続でケルン国

際家具見本市に出展しています。また、上海伊勢丹百貨店で開催された「京都フェア」

（京都府事業） や、 上海のアンテナショップ （（公財） 京都産業２１事業） に出品し、

欧州と東アジアで順調に商談件数を伸ばし、 現地の販売代理店も獲得しています。

　さらに今年３月、 ジェトロの輸出有望案件に認定され、 ジェトロ専門家による密着し

た一貫支援を受けています。その他、当局の「関西クリエイティブ・プロダクツ　プロモー

ション事業」 の 「海外展開指南塾」 にも参加し、 公的支援を上手く活用して海外販

路拡大に繋げています。

■快適で感性豊かなライフスタイルを世界へ
　「床座と椅子座を併用する日本人が楽に座れる道具を海外へ発信したい」 と熱く語

る髙岡社長。

　今年２月にマレーシア行政官が同社を見学したことをきっかけに、６月の SMIDEX（マ

レーシアの中小企業展） へ出展し、 さらにその SMIDEX を通して、 １０月の

HOMEDEC （マレーシアのインテリア展示会） 出展へのチャンスを掴み出展を果たし

ており、 東南アジアでの手応えも感じているとのことです。

　現在は、 来年１月に出展予定のハイムテキスタイル展 （ドイツ） に向けて、 本展示

会の特徴に添った商品の絞り込みや PR ツールの作成などに注力しており、 多方面

での成約に向けてさらなるブラッシュアップを重ねています。

企  業  名：株式会社髙岡
U   R   L：http://www.takaoka-kyoto.jp/
所 在 地：京都市下京区五条通油小路東入ル金東横町２４２
電話番号：０７５－３４１－２２５１

HOMEDEC展（2012年10月マレーシア） 商談の様子
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担当課室：バイオ・医療機器技術振興課

　コスメディ製薬株式会社は、 ２００１年に設立された京都薬科大学発のベンチャー

企業です。 既存の薬 ・ 化粧品をより効率的に使えるように、 “ 皮膚から直接成分を

入れる ”TTS （経皮送達システム ； Transdermal Therapeutic System） 技術を基盤と

した経皮吸収型医薬品 ・ 化粧品等を開発しています。 当該分野で４、 ５年前から

世界シェア NO.１を維持し続けている同社は、 今秋から自社ブランド製品の販売も

開始しており、 売上はまさに右肩上がり。 そんな同社の目指すところとは…？

【世界初の製品を生み出した技術力】
　同社の一番の強みは、 超微細加工技

術によりヒアルロン酸やコラーゲンなどを

結晶化し、 数百μm 程度の針状にした

ものを剣山のように配列させる “ マイクロ

ニードル（以下、MN）技術 ” にあります。

トロリとしたヒアルロン酸を硬い MN にす

ること、 さらに肌を傷つけることなく有用

な成分を入れることの両方を可能にする

この技術が、 皮膚に貼るだけでヒアルロ

ン酸が直接皮膚に浸透 ・ 溶解 ・ 残留す

る、 世界初の生体内溶解型 MN 化粧品を生み出したのです。 手軽かつ顕著な抗

シワ効果 ・ 美白効果を有する当該製品は、 瞬く間に国内外の顧客ニーズを捉えま

した。

　２００８年の商品化後、 ２０１１年

春に株式会社資生堂から医科向け

の化粧品として同社製品が発売さ

れ、 同年１１月には当該製品が

IFSCC （国際化粧品技術者会連

盟） Conference ２０１１ Bangkok に

おいて最優秀賞を受賞しました。

さらに、 今秋には待望の自社ブラ

ン ド 化 粧 品 “Quanis Dermafiller”

の販売もスタートし、 売上は右肩

上がりです。

マイクロニードル製品の走査
電顕写真（高さ 0.2mm）

粘着力

摩
擦
力

自社ブランド化粧品 “Quanis  Dermafiller”

コスメディ製薬株式会社
～世界初の製品を生み出した京都発ベンチャー企業～

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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　２０１１年にインキュベーション （起業家育成） 施設 「クリエイション・コア京都御車」

を卒業後、 生産規模拡大のため、 経済産業省が実施する設備投資にかかる補

助金制度を活用し、 本社 ・ 工場を新設しましたが、 今では、 増え続ける注文に、

１４００㎡の工場でも生産制限をかけるほどとなっています。

【医薬品分野への応用】
　また、 この MN 技術は医薬分野にも応用されており、 現在、 大学と糖尿病治療

薬などを共同開発中で、 インフルエンザワクチンについては人への臨床研究段階

まで進んでいます。 注射や点滴と比べ接種が簡単で、 輸送や保管にコストがかか

らない経皮ワクチン製剤が市場に出れば、 発展途上国でのワクチン普及に貢献出

来ます。 世界ではワクチンさえあれば予防可能な感染症で多くの人が亡くなってお

り、 京都発で世界初の医薬品が、 世界の人々を救う日も遠くないかもしれません。

【今後の目標】
　今後のビジョンについて、 神山代表取締役は、

「持続性や使い勝手の点で製品改良を重ね、

他社が出さない新製品を売り出していく。 そして

大手企業への OEM だけではなく、 自社製品を

増やしていくことで海外市場の足場も固めていき

たい」 と力強く語ってくださいました。

　一方で、 「財務的 ・ 組織的に会社を安定させ

ることが従業員への責任だ。」 として、 従業員を

抱える代表取締役としての堅実さも併せ持って

おられました。

　顧客や従業員を第一に考え、 CSR （企業の

社 会 的 責 任 ； Corporate Social Responsibility）

の精神を持つ神山代表取締役の企業家精神は、 きっと製品を通じて世界中へ届く

ことでしょう。

会 社 名：コスメディ製薬株式会社
U   R   L：http://www.cosmed-pharm.co.jp/
所 在 地：京都府京都市南区東九条河西町３２
電話番号：０７５－９５０－１５１０

代表取締役　神山文男氏
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担当課室：ものづくり産業支援室

　来年、 創業１００年を迎える株式会社片山商店。 「播州織」 の産地で古くから繊維

機械を販売してきた同社ですが、 近年は経済産業省の 「戦略的基盤技術高度化支

援事業 （サポイン事業）」 の活用などにより、 新しい技術の開発を積極的に行ってい

ます。 そこには、 「地元の繊維産業をなんとかしたい」 という同社の強い思いがありま

した。

■地元繊維産業の危機と新たな生産方法の開発
　株式会社片山商店は、 １９１３年に繊維機械販売の代理店として創業しました。 同

社のある兵庫県西脇市は、 ２００年以上の伝統を誇る 「播州織」 の産地であり、 創

業以来、 同社は産地に適した繊維機械を設計 ・販売してきました。 「高品質で大量

生産」 の方法を産地で確立し、 西脇市周辺は繊維産業の一大産地として成長を続

けました。 しかし、 次第に中国産をはじめとする安い輸入製品に押され、 昭和６３年

をピークに播州織の生産量は減少していきました。

　同社の５代目社長である片山象三氏は、 このような地元の繊維産業の衰退を何とか

しなければと立ち上がり、 新しい繊維製品の生産方法の開発を開始しました。 その

結果完成したのが 「多品種小ロット」 の

織物生産システム 「アレンジワインダー」

です。 アレンジワインダーは、 １本の糸

に複数の異なる材質 ・太さの糸を繋いで

縦糸を作ることを可能にし、 それにより、

糸の交換作業を行わずに色柄の違う織

物を同時に織ることができます。 繊維産

業にとって画期的なこのシステムは、 平

成１７年の第１回のものづくり日本大賞に

おいて内閣総理大臣賞を受賞しました。

■サポイン事業を活用したさらなる研究開発
　さらに同社は、サポイン事業を活用し、「先染め織物商品見本試作システム」 や、「無

縫製織物ドレス」 の開発を進めてきました。

「播州織」を救うために！
～地元の繊維産業のための技術開発を続ける株式会社片山商店～

関西が誇る「老舗企業」（第５回）株式会社片山商店

アレンジワインダー

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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　「先染め織物商品見本試作システム」 は、 平成１８年度に採択されたサポイン事

業で開発した糸染色技術、 故繊維リサイクル技術、 新たな整経方法の３つの技術

を活用したシステムです。 これらの技術により、 繊維製品のサンプルを早く、 安く

提供することができるようになります。 現在、 システムはほぼ完成し、 少しずつ国

内をはじめとする繊維産地に提供し始めています。

　「無縫製織物ドレス」 は、 平成２０年に地域資源活

用型研究開発事業 （経済産業省事業） の認定を受

けたのち、 平成２２年度にサポイン事業に採択され、

現在も開発を続けているものです。 これは、 昭和２０

年代に西脇で開発された、 生地を織りながら同時に

刺繍ができる 「スワイベル織」 の技術を活用した新し

い縫製方法で作るドレスです。 「布を織りながら同時

に縫製する手法」 でドレスを作ることで、納期の短縮、

コストの削減を行うことができます。

■地域社会の問題点を解決するための技術
　社長のお話をお聞きする中で、 何度も 「地元の繊維産業を何とかしたい」 という

思いを感じました。 これまで紹介した様々な開発も、 すべて 「地域社会の問題点

を解決するための技術開発」 という思いで取り組んできたものです。 現在も開発を

続けている 「無縫製織物ドレス」 により、今までは織物の生地を提供するだけであっ

た西脇で、 最終製品であるドレスの新

しい製造方法及び 「西脇のドレス」 と

いう産地のブランドを確立することを目

指しています。

　来年創業１００年を迎える同社が、 今

後も、 地元の繊維産業さらには国内の

繊維産業を何とかしたい、 という強い

思いを持ち続けながら、 国内繊維産業

とともに長く歩み続けることが期待されま

す。

企  業  名：株式会社片山商店
U   R   L：http://www.katayama-s.co.jp/index.html
所 在 地：兵庫県西脇市西脇１１３０－６
電話番号：０７９５－２２－２６１３

片山象三社長

無縫製織物ドレス
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■ 調査票提出促進運動を実施中です（１０月～１２月）↓
　　　http://www.kansai.meti.go.jp/1-7research/teisyutsusokushin.html

今冬も節電にご協力お願いします。

当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/

今月の表紙：写真提供 ペイレスイメージズ

～ 近畿経済産業局からの各種ご案内～

■ 近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■ 補助金等の公募のご案内はこちらです↓
　　　http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

http://www.meti.go.jp/setsuden/
http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/jumpupkansai.html



