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地域経済と物流問題 −⼭陰地⽅を事例に− 
渡邉英俊（島根⼤学） 

 
はじめに 
 ⼈⼝の⾃然減と社会減による「地⽅消滅」をシミュレーションした「増⽥レポート」と、
それを受けた国の「地⽅創⽣」政策により、全国各地で持続可能な地域社会の構築を⽬指し
た仕組みづくりが進められている。また国は 2015 年 8 ⽉に第⼆次国⼟形成計画（全国計画）
を閣議決定し、2016 年 3 ⽉には全国８ブロックの広域地⽅計画を決定している。そこでは
「対流促進型国⼟」の形成を基本コンセプトとする全国計画をもとに、「地域の実情に即し
た地域の将来像等を定める即地的な計画」として広域地⽅計画が策定されている1。例えば
中国圏広域地⽅計画においては、６つの基本戦略のひとつに「ものづくり産業の競争⼒強
化、観光振興等経済の活性化」が掲げられ、「圏域内に厚く集積するものづくり産業等世界
を市場とするグローバル産業と、地域の需要に根差したローカル産業を両輪としてその振
興を図る」ことが⽬指されている2。 

他⽅で中⼩企業⽩書（2015 年）に⽬を転じると、地域経済には①域外から「外貨」を稼
ぐ移出産業、②域内で資⾦を循環させ所得を⽣み出す産業の⼆種類があり、その両⽅が地域
経済の持続性のためには重要であるという3。こうしたアプローチは岡⽥知弘（2005 年）や
中村良平（2014 年）などにより⻑年開発されてきたものである。岡⽥と中村の⼿法には違
いがあるとはいえ、域内取引と域外取引を有機的に結びつける仕組みの必要性や、持続性の
観点から望ましい地域経済循環の構築を説くことでは共通している4。しかし、こうしたア
プローチから地域経済に接近するあたり障害となるのは、地域経済レベルで域内取引と域
外取引とを区別し、それぞれを量的に把握できるデータの不⾜である。これは市町村レベル

                                                
1 国⼟交通省「第⼆次国⼟形成計画（全国計画）」を参照。 
2 国⼟交通省「中国圏広域地⽅計画」を参照。なお基本戦略は、①重層的なネットワーク
形成と拠点都市の整備による対流促進型圏域づくり、②ものづくり産業の競争⼒強化、観
光振興等経済の活性化、③中⼭間地域・島しょ部における⼈⼝減対策等地域振興の推進、
④⼟砂災害・⽔害対策やインフラ⻑寿命化による強靱な圏域整備と安全・安⼼の推進、⑤
環境と産業・⽣活が調和した地域づくり、⑥将来の発展を担う⼈材育成、の６つからな
る。 
3 中⼩企業庁『2015 年版中⼩企業⽩書』427 ページ。 
4 岡⽥知弘『地域づくりの経済学⼊⾨』⾃治体研究社、2005 年。中村良平『まちづくり構
造改⾰』⽇本加除出版、2014 年。 
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の地域産業連関表の作成を困難にする主な要因でもあり、個々の市町村で⽣産された財や
サービスのうち、どれだけが移輸出に回されたかを⽰す官庁統計は存在していない5。 

 本稿では、⼭陰地⽅の中⼼的地域である中海・宍道湖・⼤⼭圏域の５市２郡７町村を対象
に⾏った、商⼯会議所および商⼯会の⼯業部会（⾷品部会、⽔産業部会を含む）に所属する
事業所へのアンケート調査の結果をもとに、地域経済における域内取引と域外取引につい
て分析を⾏う6。中⼩企業実態基本調査の結果によれば、中⼩企業であっても製造業では相
対的に域外取引が⼤きい傾向にあるが、本稿では対象地域の事業所が海外を含めてどの地
域と、どのような取引を⾏っているのか、その概要を描き出すことにしたい。またそのうえ
で、「対流促進型国⼟」の形成にあたり広域物流の効率化への取り組みが推進されているこ
とを踏まえ、物流環境が事業所の域外取引に与えている影響を確認することにしたい。 
 
第１節 中海・宍道湖・⼤⼭圏域の概況 
１ ⼈⼝の推移 
 はじめに中海・宍道湖・⼤⼭圏域（以下、圏域と略す）の概況を⾒ておくことにしよう。
第１表から⿃取・島根の⼭陰両県の⼈⼝を⾒ると、2015 年の⿃取県の⼈⼝は 57.3 万⼈、島
根県は 69.4 万⼈、あわせて 126.7 万⼈である。そして、そのうちの 51.6%にあたる 65.4 万
⼈は、両県にまたがる圏域の市町村に属しており、両県⼈⼝の約半数、島根県の全⼈⼝をや
や下回る規模の⼈々が、この圏域の⼈⼝を構成している7。 
 さらに 2005〜15 年の⼈⼝推移を⾒ると、両県合計で 8.1 万⼈の⼈⼝減が⽣じており、⿃
取県では約 3.3 万⼈、島根県では約 4.7 万⼈の減少となっている。これを減少率で⾒ると、
両県の合計では 6.0％、⿃取県で 5.5％、島根県で 6.4％の減少である。中海・宍道湖・⼤⼭
圏域も同様であるが、減少数は 2 万⼈、減少率は 3.0％となっており、全体に⽐べて減少率
はやや低くとどまっている。 
 とはいえ、平成の⼤合併で合併・編⼊された旧町村や⼤⼭周辺の町村を中⼼に 10％を超

                                                
5 ⼟居英⼆・浅利⼀郎・中野親徳編著『はじめよう地域産業連関分析』⽇本評論社、1996
年、150 ページ。 
6 ⾷料品製造業が⼯業部会以外に所属する商⼯会議所については、⼯業部会と該当部会を
調査対象とした。⼯業部会所属の事業所以外も調査対象としたのは、松江（⾷品部会）、
出雲（⾷品部会）、境港（⽔産業部会）、安来（鉄⼯業部会）である。 
7 中海・宍道湖・⼤⼭圏域は、５市（⽶⼦市、境港市、松江市、出雲市、安来市）、⼤⼭周
辺の⻄伯郡 4 町村（⽇吉津村、⼤⼭町、南部町、伯耆町）と⽇野郡３町（⽇南町、⽇野
町、江府町）の合計５市２郡７町村からなる。 
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える⼈⼝減少が⾒られ、⼭間部である⿃取県⽇野郡の⽇南町と⽇野町では 20％を超える⼈
⼝減少が⽣じている。反対に⼈⼝増加は、旧淀江町、⽇吉津村、旧東出雲町、旧⽟湯町、旧
出雲市、旧斐川町で⾒られるだけであり、平成の⼤合併で周辺⾃治体を編⼊した側の旧⽶⼦
市、旧松江市、旧安来市においても、⼈⼝減少は進んでいる8。 
  
２ 製造業の現況 
 ⼭陰両県の⼈⼝の約半数を擁する圏域には、ほぼ同じ割合で製造業の集中が⾒られる。⼯
業統計表から圏域の製造業について⾒ると第２表のとおりである。2014 年の⼭陰両県に占
める圏域の製造業シェアは、事業所数で 47％、従業者数で 51％、製造品出荷額等では 57％
になっている。 
 事業所の規模については、従業者 300 ⼈以上の⼤規模事業所 11 に対して従業者 4 ⼈〜
299 ⼈の中⼩規模の事業所 934 と、中⼩事業所が全体の 99.8%を占めている。また圏域の
製造業事業所は出雲市と松江市に多く存在するが、従業者 300 ⼈以上の⼤規模事業所は出
雲市に多く、松江市には中⼩規模の事業所が多いといった違いがある。 
 第３表から 2009-2014 年の 5 年間の変化を⾒ると、製造品出荷額等には増加が⾒られる
が、事業所数も従業者数もともに減少している。とくに従業者 30 ⼈未満の事業所の減少が
進んでおり、製造品出荷額等が⼤幅に増えた安来市でも、事業所数や従業者数は軒並み減少
しているのがわかる。 
 このほか圏域５市で製造品出荷額等の多い業種は、第４表のとおりである。⽶⼦市と境港
市では、中⼩事業所が中⼼の⾷料品製造業の存在が⼤きく、出雲市と安来市では⼤規模事業
所中⼼の電⼦部品・デバイス・電⼦回路製造業や鉄鋼業が主要な製造業となっている。 
 
３ 物流インフラストラクチャーの整備状況 
 最後に、経済活動を⽀える物的基盤として、企業や住⺠等によって共同利⽤されるインフ
ラストラクチャーのうち、ここでは物流に関わる⾼速道路、港湾、鉄道の整備状況を確認し
ておこう9。 

                                                
8 中海・宍道湖・⼤⼭圏域における平成の市町村合併の時期は、多くが 2004〜2005 年で
あり、東出雲町と斐川町のみ 2011 年に実施された。総務省 HP「市町村合併資料集」
（http://www.soumu.go.jp/gapei/gapei.html）を参照。閲覧⽇ 2018 年 8 ⽉ 28 ⽇。 
9 このほかに空港があり、中海・宍道湖・⼤⼭圏域には、航空⾃衛隊との共⽤空港として
防衛省が管理する美保⾶⾏場（⽶⼦空港）と島根県の管理する出雲空港の 2 つがある。し
かし両空港とも旅客輸送がほとんどであり、物流との関連は薄いため取り上げない。 
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 ⼭陰地⽅の⾼速道路は計画・建設中の区間が多く、関⻄⽅⾯や九州⽅⾯に⽇本海側を直線
的につなぐ⾼速道路は整備されていない。圏域では⽇本海側を島根県の出雲インターから
⿃取県の⼤栄東伯インターまでをつなぐ⼭陰⾃動⾞道が開通しているが、関⻄⽅⾯や九州
⽅⾯へは、中国横断⾃動⾞道岡⼭⽶⼦線（⽶⼦道）、中国横断⾃動⾞道広島浜⽥線（浜⽥道）、
中国横断⾃動⾞道尾道松江線（松江⾃動⾞道）、中国横断⾃動⾞道姫路⿃取線（⿃取⾃動⾞
道）のいずれかを経由して、中国縦貫⾃動⾞道（中国道）や⼭陽⾃動⾞道などを利⽤する必
要がある10。 
 圏域の主要港湾は国から重要港湾指定を受けている境港である。ここには定期航路とし
て、国際コンテナ航路が中国航路（上海）に週１便、韓国航路（釜⼭）に週４便が就航して
いる。そのほか国際定期フェリー航路として、韓国−ロシア航路（東海−ウラジオストク）
に週１便が就航している。しかし境港発着の国内定期航路は存在しないため、RORO 船の
定期航路設置等に向けた取り組みが進められている11。 
 また圏域内に敷設されている鉄道網には、京都-下関間をつなぐ⼭陰本線と⼭陰と⼭陽を
つなぐ伯備線の２つの路線がある。このうち JR 貨物が貨物輸送サービスを⾏っているのは
伯備線のみであり、20 フィートコンテナの取扱駅として伯耆⼤⼭駅が存在する12。ただし伯
備線は単線路線であるため、列⾞⾏き違いのダイヤ管理の必要等から、輸送量増加への対応
能⼒は低いとされる13。 
 
第２節 調査の概要と回答事業所の属性 
１ 調査の概要 

                                                
10 ⼭陰地⽅の⾼速道路網については、中国地⽅総合研究センター編『中国地域経済の概況
2017』2017 年、44 ページを参照。 
11 境港発着の海上航路は、境港管理組合 HP（http://sakai-port.com）を参照。閲覧⽇
2018 年 8 ⽉ 23 ⽇。 
12 JR 貨物の輸送ネットワークは、JR 貨物 HP エリア別サービス案内
（http://www.jrfreight.co.jp/transport/area/index.html#kansai）を参照。閲覧⽇ 2018 年 8
⽉ 23 ⽇。 
13 2018 年 7 ⽉の⻄⽇本豪⾬災害により JR ⼭陽線が⼨断されたため、8 ⽉現在で JR 貨物
はトラックや船での不通区間の代⾏輸送を実施しているが、輸送可能な貨物量は通常の
18.9％にとどまっている。そこで JR 貨物は、新たに倉敷駅から伯備線を通り、⼭陰線と⼭
⼝線を経由して九州へ向かう迂回ルートを使う⽅針を⽰している。しかし、それでも輸送
量の⼤幅な改善は難しく、通常の 2 割超まで戻せる程度だという。『朝⽇新聞』2018 年 8
⽉ 23 ⽇付け記事を参照。 
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 基本的な統計情報から確認したように、圏域は⼭陰地⽅の中⼼的地域である。しかし同時
に、全国各地の縮⼩する地域経済の姿もまた、この圏域で明確に⾒てとることができる。 
 それでは調査概要の説明に移ろう。まず調査の⽅法であるが、今回は同⼀の調査票を⽤い
て期間を２回に分けて実施している14。第１回⽬は、2017 年 2 ⽉ 27 ⽇〜3 ⽉ 12 ⽇の期間
に、⽶⼦、松江、出雲の各商⼯会議所に所属する 989 事業所を対象に⾏った。第 2 回⽬は、
2017 年 6 ⽉ 23 ⽇〜7 ⽉ 14 ⽇までの期間に、境港、安来、平⽥の各商⼯会議所と、⽶⼦⽇
吉津、⼤⼭町、南部町、伯耆町、江府町、⽇野町、⽇南町、東出雲町、斐川町の各商⼯会に
所属する 657 事業所を対象に⾏った。今回の調査では、合計 1,646 の事業所に調査票を送
付し、有効回答数は 357、回答率は 21.7％となっている15。なお平成 26 年経済センサス基
礎調査データによれば、従業者 4 ⼈未満も含めた圏域の製造業事業所の数は 1,964 である
ため、今回の調査で送付した調査票数はその 84％に相当することになる16。 
 
２ 回答事業所の属性 
 まず事業所の所在地であるが、出雲市 98（27.5%），松江市 90（25.2%）、⽶⼦市 49（13.7%）、
境港市 42（11.8%），安来市 41（11.5%）、⼤⼭周辺の⻄伯郡 23（6.4%）、⽇野郡 11（3.1%）、
その他 2（0.6％）、不明 1（0.3％）となっている。また事業所の本社所在地は、「事業所所
在地と同じ」が 302（84.6％）、「それ以外」44（12.3％）、「不明」11（3.1％）であり、⼤半
が圏域内に本社を置く地元企業である。 
 産業分類（中分類）別の内訳では、第５表のとおり、⾷料品製造業が 70 と最も多く、全
体の約２割を占めている。次いで、⾦属製品製造業 31（8.7%）、印刷・同関連業 20（5.6%）
および⽣産⽤機械器具製造業 20（5.6%）の順に多くなっている。また、主に飲⾷料品卸売
業・⼩売業の事業所であるが、卸売業・⼩売業が 52（14.6%）含まれているほか、建設業や
サービス業などの 46（12.9%）の事業所が「その他」に分類されている。 
 事業所の規模について⾒ると、従業者規模別では、第１図のとおり 4 ⼈以下の事業所が
92（25.8%）、5-9 ⼈が 61（17.1%）、10-19 ⼈が 71（19.9％）であり、従業者が 20 ⼈未満
の事業所が全体の 62.8％を占めている。資本⾦規模別では、第２図のとおり、資本⾦ 1,000

                                                
14 調査票の作成にあたっては、⼩⼭⼤介⽒（宮崎⼤学）にご協⼒をいただいた。 
15 このように実施時期を２回に分けたため、季節性の変動が結果に影響している可能性は
ある。 
16 ただし、商⼯会議所・商⼯会の⼯業部会（⾷品部会、⽔産業部会を含む）に所属する事
業所には製造業以外の事業所も含まれているため、調査対象の範囲は正確には⼀致しな
い。 
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万円未満の事業所が 163（45.7％）を占めており、さらに最も事業所数の多い階層である
1,000 万円-3,000 万円未満の 102（28.6%）の事業所を合わせると、全体の 74.3％に達する。
そのほか売上⾼では、第３図のとおり、5,0000 万円未満の事業所が 93（26.1％）と最も多
く、次いで 1 億円-3 億円未満 79（22.1％）、5,000 万円-1 億円未満 65（18.2％）となってい
る。 
 また事業所の商品・サービスの販売先については、「⼀般消費者向け」が 76（21.3％）、
「事業所向け」が 166（46.5％）、「両⽅」が 115（32.2％）であり、事業所の取引の中⼼は
企業間取引（B to B）となっている。 
 以上をまとめると、回答事業所の属性として、⼤半が圏域に本社を置く中⼩企業であり、
業種では⾷料品製造業や⾦属製品製造業の事業所が多い17。また⼀部には、飲⾷料品卸売業・
⼩売業などの⾮製造業の事業所も含まれる結果となっているが、取引の中⼼は⼀般消費者
向けよりも企業間取引（B to B）になっている。 
 
３ 事業所の主な仕⼊先と主な販売先 
（１）製造業全体 
 ここからは、回答事業所の中から製造業事業所のみを抽出して再集計し、さらに最も事業
所数の多い⾷料品製造業を別に集計した２通りのデータを⽤いて分析を⾏う。はじめに製
造業事業所の主な仕⼊先と主な販売先を⾒てみよう。 
 まず第６表から製造業の 258 事業所について⾒ると、圏域を主な仕⼊先とする事業所は
105（40.7％）である。他⽅で、圏域外を主な仕⼊先としているのは 71（27.5％）であり、
圏域内と圏域外の両⽅から仕⼊れを⾏っているのは、71（27.5％）であった。主な販売先に
ついては、圏域が 110（42.6％）、圏域外が 65（25.2）、両⽅が 67（26.0％）であり、仕⼊先
とほぼ同様の割合になっている。 
 さらに第４図から圏域外の主な取引先地域を⾒ると、⿃取・島根の⼭陰両県、およびそれ
以外の中国地⽅（岡⼭・広島・⼭⼝）が、仕⼊先・販売先ともに多くなっている。しかしそ
れ以上に、近畿が仕⼊先・販売先として重要な取引先地域であることがわかる。また関東は、
仕⼊先よりも販売先として挙げる事業所が多くなっている。このほか海外を主な仕⼊先や
販売先として挙げたのは、22 事業所（8.5％）のみである。 

                                                
17 中⼩企業基本法が定める中⼩企業の定義は、製造業は「資本⾦ 3 億円以下または従業員
300 ⼈以下」、卸売業は「資本⾦ 1 億円以下または従業員 100 ⼈以下」、⼩売業は「資本⾦
5,000 万円以下または従業員 50 ⼈以下」、サービス業は「資本⾦ 5,000 万円以下または従
業員 100 ⼈以下」の企業である。 
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（２）⾷料品製造業 
 ⾷料品製造業の 70 事業所は、所在地が松江市 18（25.7％）、境港市 18（25.7％）、出雲市
12（17.1％）、⽶⼦市 10（14.3％）、安来市 10（14.3％）、⻄伯郡 1（1.4％）、⽇野郡 1（1.4％）
であり、すべて従業員数 300 ⼈未満の事業所である。 
 ⾷料品製造業の事業所の主な取引先地域は、第７表のとおりである。前出の第６表に⽐べ
て、圏域を主な仕⼊先とする事業所の割合が⾼く、50.0％を占めている。主な販売先につい
ても、仕⼊先よりはやや下がるとはいえ、圏域の割合が 45.7%となっている。 
 このように⾷料品製造業では、仕⼊先や販売先が主に圏域である事業所の割合が⾼い。そ
の⼀⽅で圏域外との取引については、第５図を⾒ると⿃取･島根の⼭陰両県、中国地⽅、近
畿、関東が重要な取引先地域となっている。またこれらの地域について、仕⼊先よりも販売
先として挙げる事業所が顕著に多いことがわかる。 
 
第３節 圏域の域内／域外取引の状況 
（１）事業所の３類型と主な取引先地域 
 本節では先に抽出した製造業事業所のデータからクロス集計を⾏い、その結果をもとに
域内取引と域外取引の姿を⾒てみよう。 
 まず仕⼊先と販売先をクロス集計した第６図から確認しよう。ここから主な販売先が圏
域である場合には、主な仕⼊先も圏域であることがわかる。また逆に、主な販売先が圏域外
である場合には、主な仕⼊先も圏域外となっている。そのほかに、主な販売先が圏域と圏域
外の両⽅である場合は、主な仕⼊先も両⽅と回答する事業所が⼤半となっている。 
 この結果から圏域の製造業には、①仕⼊れと販売を主に圏域内で⾏い、もっぱら域内取引
が中⼼の事業所、②仕⼊れも販売も主に圏域外で⾏い、域外取引が中⼼の事業所、③仕⼊れ
と販売で域内／域外取引の両⽅を⾏う事業所、これら３つの類型の事業所が存在するとい
える。 
 さらに圏域での取引割合と売上⾼を⽰した第７図を⾒ると、売上⾼が 10 億円未満の事業
所は、「50％以上」と「ほぼすべて」の合計割合が⾼くなっており、売上⾼ 10 億円未満で規
模の⼩さい事業所ほど域内取引の割合が⾼くなる傾向がある。逆に、売上⾼ 10 億円以上で
は、圏域での取引割合が 10％未満である事業所の割合が⾼くなる。 
 他⽅で域外取引については、圏域外の仕⼊先を⽰した第８表から、⿃取・島根を除く中国
地⽅と近畿が主な仕⼊先であることがわかる。ただし売上⾼が 1 億円未満の階層では、仕
⼊先として中国地⽅を挙げる割合が近畿と⽐べてやや低い。そして仕⼊先として海外を挙
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げる割合が⾼くなるのは、売上⾼ 30 億円以上の階層である。 
 圏域外の販売先については、第９表から確認できる。主な販売先は、⿃取・島根を除く中
国地⽅、近畿、関東となっている。やや詳しく⾒ると、売上⾼が 1 億円未満の階層では、圏
域を除いた島根県の割合がやや⾼いが、それ以上の階層では⿃取・島根を除く中国地⽅、近
畿、関東の割合が⾼くなっている。また、販売先として海外を挙げる割合が⾼くなるのは、
仕⼊れと同様に売上⾼ 30 億円以上の階層である。 
 したがって製造業事業所の 3 類型のうち、第１のもっぱら域内取引が中⼼の事業所には、
売上⾼ 10 億円未満の事業所が多い。そして他の 2 類型の事業所の主な域外取引先は、⿃取
県を除く中国地⽅、近畿、関東である。このうち近畿は売上⾼の⼤⼩に関わりなく主要な取
引先となっているが、関東や海外については、売上⾼が 10 億円を超えるような事業所ほど
取引先として重要になるといえる。 
 
（２）売上⾼階層別の域内取引への⾒通し 
 さらに同じデータをもとに、圏域の製造業の域内／域外取引の姿について、今後の⾒通し
を確認してみよう。第８図は、過去 5 年間の売上⾼の変化と売上⾼の規模についてのクロ
ス集計結果である。ここから、売上⾼ 1 億円以上の事業所では、売上⾼ 30 億円-50 億円未
満の階層を除いて、過去 5 年間の売上⾼は「増えた」か「やや増えた」と回答する割合が⾼
く、とりわけ売上⾼ 10 億円-30 億円未満の階層では、売上⾼が増えた事業所の割合が⾼い。
その反対に、売上⾼が 5,000 万円未満の事業所では、「減った」と「やや減った」を合わせ
ると 60.6％になり、この階層では売上⾼の減少が特に深刻になっている。 
 圏域での取引の今後の⾒通しについて第９図から確認すると、売上⾼ 10 億円-30 億円未
満の階層でのみ、圏域での取引が今後増えるとの回答割合が⾼くなっている。その他の階層
では、圏域の取引は今後も変わらないとの回答割合が⾼いのとは対照的であり、これらのこ
とから売上⾼ 10 億円-30 億円未満の階層の事業所に活⼒があり、売上⾼や域内取引を伸ば
している様⼦がうかがえる18。 
 
（３）⾷料品製造業の域内／域外取引の特徴 

                                                
18 売上⾼ 10 億円-30 億円未満の階層に属する製造業事業所は 16 であり、業種別の内訳
は、⾷料品製造業 6（37.5％）、⽊材・⽊製品製造業 1（6.3％）、パルプ・紙・紙加⼯品製
造業 3（18.8％）、プラスチック製品製造業 1（6.3％）、鉄鋼業 1（6.3％）、⾦属製品製造
業 2（12.5％）、はん⽤機械器具製造業 1（6.3％）、輸送機械器具製造業 1（6.3％）であ
る。 
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 ⾷料品製造業のみをクロス集計すると、やはり第 10 図のとおり、①もっぱら域内取引が
中⼼の事業所、②もっぱら域外取引が中⼼の事業所、③域内／域外取引の両⽅を⾏う事業所
の 3 類型の存在が確認できる。 
 さらに圏域での取引割合と売上⾼を⽰した第 11 図では、売上⾼ 10 億円-30 億円未満の
階層では域外取引の割合が突出して⾼く、それ以外の階層では域内取引が中⼼になってい
る。また域外取引については、圏域外の仕⼊れ先を⽰した第 10 表から、⿃取県を除く中国
地⽅、近畿が主な仕⼊れ先であることが確認できる。他⽅で圏域外の主な販売先は、第 11
表から中国地⽅、近畿、関東となっている。 
 したがって⾷料品製造業のみをクロス集計した結果として、ここでは売上⾼の規模が⼤
きい事業所ほど域外取引の割合が⾼いのではなく、売上⾼ 10 億円-30 億円未満の階層の事
業所で域外取引の割合が顕著に⾼いことがわかる。そしてそれ以外の階層では、売上⾼の⼤
⼩にかかわらず域内取引の割合が⾼くなっている。 
 
第４節 物流の課題 
 第１節で⾒たように、圏域の物流インフラストラクチャーの整備は進められてきている
が、現状では主要港湾の境港には国内定期航路が開設されておらず、また鉄道貨物輸送が可
能なのは単線の伯備線だけということもあり、域内取引はもちろん域外取引においても、荷
主の輸送需要に柔軟に対応できるトラック輸送が主な輸送⼿段となっている。 
 ⼀般的に、トラック輸送が主な輸送⼿段であれば、輸送距離が⻑くなればそれだけ輸送コ
ストも⼤きくなる。圏域の製造業事業所について、域外取引の販売先地域として近畿や関東
の割合が⾼いことをすでに⾒たが、物流コストは域外取引の主要な障害となっているので
あろうか19。第 12 図は、圏域外を主な販売先とする製造業事業所において、販路の維持・
拡⼤に必要な取り組みとして何が重視されているかを⽰している。ここで最も割合が⾼い
のは「⽣産の効率化」であり、それと同程度に「新商品の開発」の割合も⾼い。他⽅で「物
流の効率化」を挙げた事業所は 26.2％にとどまっており、取り組みとして優先度が⾼いと
は考えられていない。 
 また第 13 図を⾒ると、圏域外を主な販売先とする製造業事業所が物流サービスを選択す
るにあたって、どちらかといえば時間（リードタイム）よりもコストを重視しているようで
ある20。そこで物流コストへの満⾜度を⽰した第 14 図を⾒ると、現在の物流コストについ

                                                
19 供給側が物流コストを負担するのが取引上の通例である。 
20 この圏域に限らず全国的な傾向として、輸送機関の選択では「輸送コストの低さ」が特
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て「満⾜」「やや満⾜」と回答したのは 15.4%、「不満」「やや不満」と回答したのは 33.8%
であり、不満が満⾜の 2 倍以上あることから、物流コストへの満⾜度は⾼くないことがう
かがわれる。ただし同時に、残りの約半数近くの事業所は「普通」と回答しているところか
ら、域外取引において物流コストが特段に⼤きな課題となっているとまではいえないよう
である。 
 
おわりに 
 以上の分析結果からすると、圏域の製造業事業所の域外取引は、中国地⽅、近畿、関東の
景気動向に連動するものと考えてよいだろう。理由はこれらの地域が主要な販売先地域だ
からである。これからの圏域の地域経済を考えるにあたり、これらの圏域外の地域経済の動
向もあわせて分析する必要があるだろう。 
 また域外取引割合が⾼い売上⾼ 10 億円以上の事業所、とりわけ売上⾼ 10 億円-30 億円
未満の事業所をひとつの核として、域内取引と域外取引の有機的連関は形成されうるのだ
ろうか。圏域において持続可能な地域経済循環の構築を図ることができるのかどうか、残さ
れた主要な論点としてさらに分析を深めていく必要がある。 
 他⽅で、今回の分析結果からは、圏域製造業の域外取引の維持・拡⼤にとって、物流⾯で
の課題は特に⼤きいとはいえず、⽣産性の向上や製品開発などがより⼤きな課題となって
いることが明らかになった。したがって、国が⽬下進めている道路や港湾などの物流インフ
ラストラクチャーの整備と連携しながらも、圏域の中⼩事業所に対する産業政策が優先的
に取り組まれるべきだといえよう。 
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