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高度成長期中小企業団地の形成について
出島中小企業工業団地を事例として

富 永 憲 生

The F oundation of lndus仕ial Estates for Small and Medium-Sized Enterprises 

d町出g Rapid Economic Growth:A Case S1udy of the Dejima Indus仕ial Es旬te

Norio TOMINAGA 

Japan's rapid economic growth started from the middle of the 1950s and many new factories were built 

everywhere. ln the 1960s the land for indus位ial use was running short and vast areas of the foreshore were reclaimed 

for factory sites in Japan. 

τ"he Hiroshima prefectural government plannedωcreate land for indus住ia1 use and filled in part of Hiroshima 

Port. Its eastem part was developed as an紅白for large ent目prises. Its westem part， which was later named Dejima， 

was developed as an area for small and medium-sized enterprises. 

This paper i町田tigat田 the proc回目 of the foundation of白D吋ima Indus凶1 Estate for small and medium

sized enterprises using the official documents on the reclamation of D吋ima.

1.はじめに

ll.出島埋立地造成の背景

ill.出島中小企業工業団地の造成

I. はじめに

日本経済は昭和30年頃には戦後復興を終え、 30年

代は高度成長の時代となった。 この高度成長は猛烈

な設備投資によって達成された。 設備投資は、 高度

成長下急増する需要に対応して生産の拡大を図るた

めに、 同時に急速に進行する技術革新を実現するた

めに行われたのであった。 高度成長の初期、 神武景

気(昭和30-32年) の頃このような設備投資は工場

内の設備の増設・近代化・合理化投資が主であった。

しかし次 の岩戸景気(昭和33-36年) の頃になると

工場内の増設だけでは需要増に対応しきれなくなり、

工場自体の新設が全国各地で行われるようになった1。

N.分譲申込み申請者の審査

V.おわりに

そのため工場用地の不足が深刻化し、 臨海部で工場

立地に適した所では、 全国至る所で工場用地造成た

めの埋立が行われたのである。 広島県においても、

広島市の広島湾地域、 福山市臨海部において大規模

な埋立が実施された。

昭和初年代の半ば頃になると、 大企業において急速

な近代化が進む一方で、 中小企業の方では近代化の遅

れが目立つようになってきた。 そのため政府の方でも

中小企業の近代化に力を入れるようになった。 部年に

中小企業振興資金助成法が改正されて工場集団化事業

助成制度が創設されたのは、 その一つであった。 工場
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集団化事業は、 用地拡大の制約や都市公害・従業員

確保難などの理由で近代化投資に制約が生じている

中小工場を郊外の工場適地に移し、 共同化事業を内

容とする計画的な工場団地の形成をはかり、 中小企

業の抜本的な体質改善を進めようとするものであっ

た(清成忠男 20ω: 82)。 広島県による出島中小企

業団地の造成もこのような試みであったといえる2。

近年日本経済史の分野でも高度成長期を対象とす

る研究が多く発表されるようになった。 本稿は広島

県立文書館所蔵の広島港西港区(出島)埋立工事、

造成土地の処分等の、 出島中小企業工業団地に関す

る行政文書を用いて、 高度成長期、 全国で形成され

た中小企業団地形成の先駆的試みである、 出島中小

企業工業団地形成過程の解明を試みたものである。

II. 出島埋立地造成の背景

昭和'2:1年12月、 当時の大原広島県知事は生産県構

想をこれからの大原県政最重要課題として掲げ「生

産県への道」を発表した。 生産県構想とは、 戦前の

広島県は軍需産業に依存する度合いが大きい消費県

であったとし、 これからは民間産業の盛んな生産県

を目指す、 これにより戦後全国平均の8割以下に落

ち込んだ県民所得を、 目標年次の31年には全国平均

にまで引き上げるという、 計画であった。 31年には、

この計画はさらに2年延長され、 生産県構想最大の

目標であった一人当たり生産県民所得の全国水準へ

の引き上げという目標を、 32年には達成することが

できた。 (広島県 1983: 331-341) 

続いて34年からは、 生産県構想第二次計画がスタ

ートした。 この第二次 計画の中心は、 臨海工業地

帯を造成して、 工業生産の飛躍的拡大を図ること

にあった。 生産県構想第一次計画のときの生産拡大

は、旧呉海軍工廠等の軍用施設の転換活用と遊休跡

地に大企業、 ことに重化学工業を誘致して生産拡大

を図ることが主であった。 しかし35年頃になると

このような工業適地は減少し、 一方で工業用地の

必要度はさらに増し、そのため広島県は臨海 部の

大規模 な埋立を行って工業用地の造成を行ったの

である。(広島県 1961 : 52-53) 

工業用地造成計画の端緒をなすものは、 昭和33年

度より始まった、 広島港東部の約40万坪の埋立で38

年に完成した。 ここに東洋工業(現マツダ) が進出

し、宇品工場が建設され現在マツダの中核工場とな

っている。 さらに広島県東部の福山市でも広大な臨

海部が埋め立てられ、 ここは工業特区3に指定され、

日本鋼管により巨大製鉄所が建設された。

一方昭和30年代も半ば頃になると、 都市の過密化

が進み、 市内に分散立地している中小企業による交

通障害、 騒音・粉塵公害等も目立つようになった。

中小企業の方でも、 生産の拡大・生産設備の近代化

を進めようとしても、 用地の狭陸さに制約されて容

易ではなかった。 このような中小工場の市街地から

の移転のための用地として、 34年に広島県は広島港

西港区の20万坪の埋立計画に着手し、 39年に完成し

た。 これは同時に集団化による中小企業の近代化も

狙った計画であった。 ここに150社を越える中小企

業が進出し(広島市 1983: 767)、 この埋立地は出島

と命名され、 出島中小企業工業団地が出現すること

になったのである。

このような状況を当時広島市内で活況を呈して

いた代表的中小企業業種の一つで、 出島中小企業

団地の中核にもなった木材業の以下の資料(広島市

木材共同組合1966: 211-223) がよく表している

ので示しておく。

「広島市の木材は古来、 太田川の河川流域に発達

した産業であり、 奥地で生産された木材は、 筏流さ

れて河川に貯木し、 海路県外から移入される木材も

本川を逆送していた。 横川町から鷹匠町、 舟入町に

わたる本川筋に木材、 製材業者が集中し、 広島市に

おける最有力な木場を形成していたのもそのためで

ある。 ところが、それら地区の業者は、 戦後の都市

計画における河川流域の緑地化によってまず営業活

動に制限をうけ、 さらに、 人口の都市集中化にとも

なう諸種の問題で、 発展の限界ともいうべき状態に

直面した。 その問題点を具体的に指摘すると、

(1 )指邑制限と取締治宝強化されたため、常時、長大・

重量物を取り扱う製材工場、 原木取扱業者は

企業経営に多くの制約を受ける。

( 2  )住宅地、商庖街に隣接する工場では騒音、振動

などの公害をひきおこす。

( 3  )既設工場はおおむね狭陸で、 合理化のための

設備改善が困難であり、 投資効果が期待でき

ない。

( 4  ) 原木供給の多くを外材に依存しなければなら

ない状態のもとで、 都心部での企業経営は積

み降ろし運搬費がかさんで、 競争上の不利は

さけられない4。



などであり、 近い将来、 都心部での操業が困難と

なることは容易に想像されたのである。 しかも、

一方、 経済の高度成長にともなって木材業界にも

合理化、 近代化が強く要請され、 それを達成する

ため、 新しい環境を求めて企業集団化による近代

的な木材工業地帯を建設することが広島木材界の

課題となった。 ……39 年 6 月の (広島港西港区)

埋立工事完了とともに県は木材業界に対し第一次

分として 30杜を直接審査決定し、 約3万 5000 坪

の土地が払下げられ、 ここに製材、 加工部門を主と

した『出島木材団地』が出現したのである。 これは

広島市内で最も大きな中小企業団地であり、 木材

団地としては全国でも屈指の規模 と内容をもつもの

であった。 」

m. 出島中小企業工業団地の造成

広島港西港区20万坪埋立計画は、 生産県構想第

二次 計画に端を発するといってよいが、 具体的な

動きは34年10月、 運輸省の港湾審議会に広島西港

区港湾計画を諮り35年1月に運輸大臣の認可を受け

たことに始まる。 これは京橋川下流の防砂堤、 防法

堤を利用して、 その西側を約20万坪埋め立て、 埋立

地西側に延長約1，2∞mの内貿用岸壁を整備して内貿

貨物流通を促進するという計画であった。 (広島港

西港区の港湾計画の経緯について s 1 /93 /581、

左の記号は広島県立文書館所蔵資料 の簿冊番号で

ある、 以下同様; 38年8月21日の建設委員 会議事録

抄: s1/93/581) 

36年8月までに、 この造成土地の利用計画をまと

め、 東部地区の大企業用地に対し、 この西部地区

は主として中小企業用地とする。 業種としては著し

く騒音又は臭気を発するもの、 既存大企業の系列

企業、 木材業 (前面の恒久水面貯木場との関連を

もっ)、 石油業等々が考えられるとし、 この外中小

企業振興対策として一般中小企業を加味すること

とする。 (広島港整備事業 (西部地区) について:

s1/93/588) 

36年9月に予算を計上し、 漁業補償交渉を済ま

せ翌37年から本格工事に入り38年春頃工事完了予

定であった。 しかし広島市漁協の内紛等があって、

しばらく漁業補償交渉に入れず、 関係各漁協と補

償交渉がまとまったのは38年1月であった(38年8月

21日の建設委員 会議事録抄: s1/93/585)。 ょうや
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く同年4月下旬から埋立工事を開始し、 1年遅 れで

翌39年6月に完了した。

漁業交渉のまとまった1月頃 から造成地の利用

計画・譲渡方法の本格的検討も始まり、 7月まで

に「広島港西港区埋立地土地利用計画並びに中小

企業用地譲渡計画J (s1/94/680) がまとまった。

その要点は以下の如くである。

土地利用の基本方針

当該埋立地は地域内産業経済の健全な発展と地区

内諸機能の最高度の発揮を図るため広島港西港区港

湾施設用地、 中小企業用地、 道路用地及びその他必

要と思われる用地として利用するものとする。

埋立地のうち約13万坪は製造業中小企業用地と

して利用することとし、 各業種がまとまった企業

団地を形成することにより中小企業の共同体制の

確立、 企業経営の合理化の促進を図るものとする。

1万1千坪は臨海工業用地として臨海性が特に求め

られる企業に、 残りは一般用地として地域内産業

経済の健全な発展と地区内諸機能を最高度に発揮

できるように広島港西港区港湾施設地、 中小企業

用地、 道路用地及びその他必要と思われる用地と

して利用するものとする。

工場立地の計画

埋立地のうち、 譲渡対象となる中小企業用地には

中小企業の製造業を立地させるものとし、 企業の集

団的立地によって企業の経営合理化の促進を図るた

め、 適切な企業の選定、 団地の形成、 企業の配置、

工場レイアウト(配置) を行うものとする。

企業運定の方向

企業の選定に当たっては適正な業種の健全な操業

を基盤とした産業経済の発展を図るため、 次のこと

を考慮して行うものとする。

ア 地区の特性に立脚し、 地域経済発展に寄与する

ことが大きい業種であること。

イ 集団的立地によって生産性の向上が期待できる

企業であること。

ウ 経営の合理化又は公害発生等により工場用地の

必要度が高いこと。

但し公害についてはこの地区においてもなお重

大な公害を及ぼすおそれのあるものは除くもの

とする。

エ 工場建設の熟度が高く、 またこれに伴う諸計画

が適切であること。
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業種別団地計画

当該中小企業団地を秩序ある団地として形成し、

中小企業の集団的立地によって経営の合理化を促進

するため、 次に掲げる事項を総合的に勘案し、 同一

業種ないし関連業種毎に団地化を図るものとする。

ア 業種別団地の場所についてはその業種の特性

及び業種相互間の関連性

イ 業種別団地の地積 については業種聞の均衡

ウ 中小企業近代化資金助成法に基づく集団化が

可能な業種についてはそれに必要な団地

各企業の配置

業種別団地内における各企業の配置については次

の事項に基づき決めるものとする。

ア 企業の特性に即応した合理的な配置とすること

イ 有機的に関連した企業についてはその機能を

十分発揮できるよう考慮すること

以上、 出島埋立地の分譲計画は市域内の分散立地

せる中小企業を、 新たに造成した出島埋立地に集め、

集団化等により中小企業の近代化を推進して地域経

済の底上げを目指すと同時に交通障害・騒音公害等

を親和する都市政策の両者を目指したものであった

ことがわかる。

その他、 譲渡価格に関しては造成事業費を基準と

して定めることとし、 位置による格差をつける。 価

格は概ね坪当たり12 ，000円ないし15，000円程度とす

る(単価の計費に関しては付表1を参照してほしい)。

譲渡に関し、 県報で公告し、 申込みを受けた後、 審

査により譲渡者を決定するものとする。 企業選定の

事務を処理するため庁内でその体制を整え譲渡申込

者の建設計画、 事業計画、 事業経営の内容等を総合

的に審査することにより譲渡予定者を決定するもの

とする。 また、 広く関係者、 有識者の意見を聴く場

として「広島港西港区工業団地建設研究協議会J を

設ける、 契約事項の主な内容も決められた。

引き続き細かな検討・調整を行い、 関係部局の了

承を得て、 38年8月23日、 広島県報(号外)で広島港

西港区県有埋立地の分譲公告を行った。 その要点は

以下の如くである。

1 広島市宇品町地先埋立地のうち約13万坪を、

ほほ500- 5000坪単位で区画分譲する。

2 土地代金は坪当たりほぼ1万4400円から 1万

8000円になる見込みである。

3 申込資格はこの分譲地に製造工場を建設し製

造業を営もうとするもので、 資本の額または

出資の総額が 5000万円以下の会社並びに常時

使用する従業員 の数が3∞人以下の会社(いずれ

も新たに設立しようとするものを含む)および

個人(新たに企業を営もうとするものを含む)50

4 申込期間 昭和38年8月23日-9月30日

5 売買契約の主な条件として6、 ①土地の引渡後

6 ヶ月以内に工 場建設に着手し、 2年以内に

これを完成し操業開始しなければならない。

②操業開始の日から引き続き2年間は、 その土

地の用途を指定する。 ③前期の用途指定期聞

が満了するまでは、 その土地に関する権利を

第三者に譲渡し、 もしくは担保に供し、 また

は事実上土地の処分と認められるような行為

をしてはならない。

N. 分譲申込み申請者の審査

公募地価は、 実勢地価より低めに設定されたため、

多数の企業が応募し、 その結果購入希望坪数が提供

坪数を上回る事態が容易に 予測された。 そのため

何らかの方法で選別をする必要があった。 公示日の

翌日(24日)、 直ちに土木、 商工、 林務等関係部課

の職員 22 名から構 成されるに審査室が設けられ、

同日から審査活動が開始された7。

これより先に審査方法の概略・手順は以下のよう

に定められていた。

審査は第一次審査と第二次審査に分けて行うもの

とする。 第一次審査は申請書及び耐す書類により公募

要件に合致しているかどうかを書類審査する。 第二

次 審査は第一次審査に合格したものについて審査基

準に基づき実地調査等を行い、 経営能力、 用地の必要

度、 当該団地に立地する適切性等を総合的に判断し、

適格業者の選考及び必要地積 を査定し、 臨海工業地

帯開発推進本部会の議を経て適格者及び必要地積 を

決定するものとする。 内定者に対し速やかに地積 、

場所を通知し、 契約に応ずる意向の有無を確かめる

とともに、 受諾者には必要書類を提出させるものと

する。 最終的には県議会議決によって決定される8。

(広島港西港区埋立地中小企業用地譲渡事務処理

要領: s1/94/680) 

具体的審査案は「広島港西港区工業団地分譲審

査要領案J(s1/93/ 団8)によれば以下の如くである。

まず申請書に基づいて行い、 必要に応じて聴取



調査、 現地調査を実施する。 申請書の記述事項と

して求められている主な事項は、 分譲地譲り受け

の申請理由・希望地積 、 企業の概況、 工場の現況・

計画、 周辺に対する公害の有無、 設備計画及び資

金調達計画等である。

① 申請書に基づく審査 により、 以下の⑦~②の

項目の採点化を行って、 申込み企業の順位付

けをする。 ⑦ 建設計画(250点)、 ③事業計画

(250点)、 @事業経営の内容(300点)9、 @ 審

査に当たっての優先事項10(160点)、 ② 立地の

適性度11(100点)、 かっこ内の数字は各項目

に与えられた配点である。

② 資金計画の適、 否を判定する120

③ 公害を出さないかどうかの適、 否を判定する目。

④ 必要地積 の査 定、 譲渡用地の必要地績を特に建

設計画を参考にして査 定する。

上記の評価を基準として次の手順で選別を行う。

( 1 )⑦-@までの合計点によって第1次序列 表を作

成する。

( 2 ) 第1 次序列表から資金計画、 公害の評定が「否J

のものを除外し、 第 2 次序列 表を策定する

( 3 ) 第 2 次序列 表より④の面積 査 定により、 規

模 の条件をみたさないものを除外した第3次

序列 表を作成する。

( 4) 第3次序列 表の結呆について「②の立地の

適性度Jの評点を加え第4 次序列 表を作成し、

130，400坪に達するまでのものを審査 室の第1

次分譲予定候補者とする。

これをもとに関係部長会議で総合判定を行うが 、

その方法は以下の如くである。

1. ( 4)の第4次序列 表により部長会議におい

て分譲予定候補者(第2次)を決定する。 この場

合過去において著しく信用を傷つける等の行

為 があったものは除外する。更に公共事業によ

る立退き等も考慮に入れる。

2. 上記候補者の地割りを行う(場所の決定)。 た

だし現地の事情で地積 は多少増減することがあ

る。 部長会議において予定候補者(第3次)を決定

する。

3. この予定の候補者について知事の決裁を得る。

作成された序列 表は、 ⑦建設計画(2日点)と@事業

計画(2回点)の両者を合わせて将来計画(回0点)とし

ている。 また査定地積 に関しでも、 審査室の査 定を

そのまま認めたのでなく、 5∞坪に充たない場合はさ
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らに検討したとみられる。本稿末に付表 2 (序列 表の

一部)を付けているので、 参考にしてほしい。

8月23日の公募に対し、 期限内に180件の申請があ

り、 その合計希望坪数は208，387坪となった。 これら

を上記の方法で審査 した結呆、 97企業が 合格と判定

され、 83企業が 不合格となった(表 1 )。 この不合格

者の中には審査 途中で県との話し合い段階で埋立地

に進出することを不適当とされて自発的に辞退した

もの等6件も含まれる。 業種別でみると、 木材・木製

品工業の申請者 が 特に多く、 申込み53社、 うち28杜

が 合格している。

表1 第一次分譲審査結果一覧表

業種名 件
申請

数 者合格数 不者 合数格
申請散者坪 合請格坪者数

申
合下格坪者数払

食料品 19 8 11 37，040 18.400 16.476 
衣煩・繊維 4 2 2 6，600 1，100 1，001 
木材・木製品 53 28 25 53，287 30，287 24，018 
家具 3 3 。 6，500 6，500 5.401 
紙加工 3 2 6，500 5，000 4，523 
出版印刷 14 9 5 9，850 6，300 6，176 
化学 4 3 9，000 8，000 6，849 
石油・石炭 2 2 。 6，100 6，100 4，355 
ゴム 。 1，500 。 。
窯業・土石 18 9 9 17，900 11，600 9.471 
鉄鋼 13 5 8 13，200 6，200 5，370 
非鉄金属 。 500 500 500 
金属 10 5 5 10，100 5，000 4，622 
梅械 15 自 7 12，510 6，700 5，824 
電気梅械 7 5 2 6，500 5，500 4，718 
輸送用梅械 9 4 5 9，000 5，000 4.495 
その他 4 4 。 2，300 2，300 2，205 
計 180 97 831 208，387 124.487 106，001 

資料:分議審査結果一覧表 (s1/94/678)より作成。

不合格の主たる理由は(表2)、 資金計画不良37、 規

模 過小12、 業種不 適7、 計画不合理18 、 市場揖乱1、

県有地の払下 等1、 その他(製造業というより販 売中継

所となることが濃厚)1、 辞退5、 計82となっている140

不合格理由としては資金計画不良が 37で最も多い。

資金計画不良とは、 記載された事業計画を実施する

ためには、 申請書類に記載された資金調達の方法で

は著しい無理が あり、 出島に新たな工場を建設する

ことは困難であろうという理由である。 資金計画の

審査に当たっては、 審査室の担当者は借入予定の金

融機関に問い合わせたり、 申込者に面識を実施して、

融資が可能か、 増資が可能かを判定したのである。

例えばA社15の場合、 出島の工場建設のために調達
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... 

その他食料品l社の辞退あり。坪数の空欄は元資料に記識なL。
網掛け�.者不合格の主たる理由である。*は不合格理由の該当項目である。
貴科.不合格認定表(総括)、 不骨格認定分(含む辞退)より作成。(.1/94/678)

しなければならない資金が1220万円とあり、 その調

達方法は広島銀行からの借り入れ200万円、 その他

借入20万円、 増資4∞万円、 手許資金1∞万円、資産

処分500万円、資産処分は山県郡、 高田郡の山林、

家屋等を処分して当てる、と記載してある。しかし

(銀行に問い合わせたところ・筆者) 銀行が全然だ

めで、 その資金計画については具体性がなく信憲性

がないので不可とする、という判定である。(不合格

認定処分: 81194/678) 

次いで多いのが計画不合理であるが、この内容は

様々でるが、 そのいくつかの例を挙げておけば、「近

年の急激な設備投資で赤字になっており、借入によ

るさらなる拡張(出島進出) は得策とは思えない」、

「現在相当の遊休地を持っており、これを利用すべ

きである」、 「申請書には借地返還の要求があり移転

のため新たな土地が必要とあるが、 確認したところ

さし当たり借地返還の要求はなく、 現在地での操業

は差し支えなし」 とある等々である。

規模過小は、申請書の事業計画・工場の建設計画

等を基に検討すれば、500坪の土地は必要でない、

それ故分譲最低規模の要件である500坪に充たない

ため不適当、という判定である。 業種不適は、業務

の内容が製造業とは認めがたい、例えばB社の場合、

その業務は金属屑の収集販売が主であって、 加工の

程度は金属の切断潜接程度で製造業とは認めがたい、

という理由である。 市場撹乱は、県外C醤油会社が

出島進出を希望する場合であるが、 同社の出島進出

は県内業者を圧迫すること必至で、県内既存企業育

成の面から好ましくないという理由である。県有地

の払い下げ等は、 D社は先に吉島県有地の払い下げ

を受けたがストライキにより事業所を閉鎖しており、

法人税の脱税もある、 その他は、 E社の根本目的は

販売中継所としたいことだとみられ、また規模も過

小である、という理由である。

以上のような審査を行い企業の選別を行ったが、

結果的には、かなりの残地がでたため審査のため作

成された序列表の順位は、合否を決める要因には、

ほとんどならなかったといえる。合杏を決める重要

な要因となったのは、事業計画に問題はないと判定

されたうえで資金調達が可能か、必要用地の規模が

500坪以上と判定されるか、業種の適性等が特に重

要であったといえる。またどれだけの購入坪が認め

られるかということからも建設計画・事業計画等に

基づく、必要坪数の判定は大きな意味がもったとい

える。
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第二次募集
第一次公募の審査の結果18，716坪が処分保留地とし

残された。これを如何にするかについて検討地滑わ払

第三 次の公募を行うこととなった160(昭和38 年12月

定例県議会西港区造成地分譲関係答弁資料(案) : 

S1I93/590) しかし39 年2月20日までに売買契約を締

結した企業79社、締 結後も、資金繰り困難により数

社から解約の申出があり、これ地唱、められた結果 (売

買契約の解約について(伺) :S1I94/678)、これらの

土地も第二 次公募の対象地として加えられ、 その 結

呆第二 次公募面積は約3万坪となった。

第三 次公募においては、申請条件がやや緩和され

ることになった。最も大きな点は、 最低譲渡面積

日悶坪が250坪に引き下げられたことである。これに

より第一 次公募において規模過小のため不合格とさ

れた企業古液活する可能性が出てきた。申込み資格も、

組合の場合は第一回公募では、中小企業組合法ある

いは中小企業団体の組織に関する法律に基づき設立

された協 同組合・商工組合とあったのが、第二次で

は農業、 水産業、 林業関係の組合にまで拡大された

ことである。ただ原則として前回この埋立地の分譲

を受けた者以外という条件が付け加えられた。価格

に関しては、第一 次・第三次募集の聞の金利が上乗

せされ、坪当たりほぼl万5(別円からl万8伺0円とさ

れた。申込み期間は39 年4月7日から 同 年5月9日まで

であった。

審査に当たり、第二次分譲においても、序列表が

作成されたが、 その採点基準は第一 次分譲とは若干

表4 第二次分譲審査不合格理由

異なり、建設計画と事業計画で計300点、事業経営

の内容が5∞点、 優先事項が1ω点、立地の適性度が

100点とされた。資金計画の適否、公害の適否を判

定し、工場建設計画等から必要坪数を決める、とい

う方法は第一 次分譲の場合と 同 様であるロ

第二 次公募においては、申請件数.64、 そのうち合

格者44、合格者の査定坪数2万1634坪、不合格者17、

辞退3であった17(表3 ) 0 (広島港西港区中小企業用

地第2次分譲決済等について(伺い) :811941677) 

第二 次公募の合格者44社の肉、16社は前回の不

合格から復活した企業であった。不合格者17社の

不合格理由をみると、14牡が資金計画不良、 5社

が建設計画・事業計画不良、3杜が規模過小であっ

た18 (表4 )。

表3 第二次分譲審査結果一覧表

e酎量器測定器械を含む。
申請者合計の申請坪37.112， 査定坪26，893
貴料:8月4日関係部長会議資料より作成。(.1/94/677)

資料・広島港酉港区中小企業用地第二次分議決定等についてより作成。(.ν剖/6π)



 

表5 第三次分誼審査結果一覧表
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2次分自匝(39年9月21日契約)以後岨年4月末の聞の分韻申請者34企章についての審査結果
5月26日関係資料に保留のl社は、今回は不合格にするとあり、またその後骨格企業2社坤随、 これらを修正してある。
17企業への売却面積7.612.83坪、 中小企業用地面積122.1四辺坪のうち残地面積11.5岨坪

資料: 4砕5月25日の西港区処分関係部長会議資料、 確定地積 代金より作成。(S1I95/湖)

第三次募集
第二 次公募の決定後も、約16，ωo坪の残地が生じ、

再びこれを如何にすべきかが検討され、この残地に

対しても中小企業向け分譲を行うこととした。これ

までのように期限を限った期間での公募方式とはせず、

随時申込方式をとる、価格は昭和38 年12月末におけ

る価格を坪当たり14，4∞円から18，αm円としてこれに

分譲決定時までの期間について年8分の割合により金

利を加算した価格とする、申し込み条件・審査要領

は基本的には第二 次公募の方式に従う、ただ実際の

運用ではこれはややゆるめてもよいとした。たとえ

ば製造業の枠は多少ゆるめてもよい1貝原則として既

に分譲を受け又は分譲することが決定しているもの

は除くとあるが、計画が妥当であれば買い足しを認

めてもよい、等々である。(中小企業工業用地分譲要

領について(伺) : Sl/95/踊〉

第三 次分譲契約 (39年9月21日) 以後40 年4月末日

までに34名の分譲申請者があった却。 5月25日の関係

部長会議段階の審査結果では、合格者19、不合格者S、

辞退者&保留1であった21。不合格者8名に関し、 そ

の理由をみると資金計画不良5、事業計画・建設計画

不合理3， 業種不適2，規摸過ノj、1 (不合格理由坤雪複数

のものあり)となっている。9F合格者名簿:似b価)

第三 次分譲が一段落した後、一般用地処分計画も

実施され、 商脂、金融機関、 診療所、公共施設等へ

の分譲も行われた。

出島中小企業団地への各企業の進出は39 年末から

始まり、41年頃で一段落し、当初目的の出島中小企

業工業団地計画が完了したのである。

出島への進出企業は、「土地の引渡後6ヶ月以内に

工場建設に着手し、2 年 以内にこれを完成し操業開

始しなければならない。」という契約 要件があった。

そこで県の方では昭和42年2月28日付けで操業状況

の調査を行っている。 その際の業種別の資料では

153企業が挙げられており、これが実際の進出企業の

概要(表 6)を示しているとみなせる盟。第一次から

第三次までの合格者数の合計は、178企業・組合等

を数えるから、かなりの企業が実際の進出にまで至

っていない。このときは昭和40 年不況に遭遇してい

るから、資金繰り等の理由が大きかったのであろう。

表6 出島町中小企業用地入居企業
(田和42年2月28日現在)

資料:広島市出島町工場用地操業状記(，1/96/654)より作成。
1坪=3.耳l6n!
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I. おわりに

昭和30年代の後半、 広島県によって中小企業用

地として計画された広島港西港区の埋立造成は、

昭和39年6月には工事が完了し、 造成地の処分が始

まった。 その際、 県は無秩序な中小企業地域とな

らないように、 進出希望企業の審査選別を行って

秩序ある中小企業団地の形成を目指した。 審査に

おいては、 県有財産の処分ということで支払いの

確実性 (資金計画) が最も重視された。 またどれ

だけの購入坪が認められるかということから建設

計画・事業計画等に基づく、必要坪数の査定が大

きな意味がもった。 次 いで企業の配置に関しては、

業種相互の関連性や業種の特性を考慮して業種別

団地としてまとめる方針をとった。 特に40社を越

える中小企業が進出した木材業は、 当時としては

全固有数の木材団地となった。 ただ注意すべきは、

高度成長期形成された中小企業団地の多くは、 入

居企業が団地組合を組織してして形成・運営され

たのに対し、 出島においては県と各企業との全く

の個別契約であったことである。

昭和40年代の初頭には、 多くの企業が工場建設

をおえ操業を開始、引き続く高度成長の下で順調

に推移した。 しかし、石油ショック後は停滞的と

なり、 平成2年 (1990年) のバブル景気崩壊後は昏

迷の時期を迎える。 石油ショック後になると、 当

初出島地域に立地した企業の入れ替わりも頻繁に

生じた。 現在でも出島地域は中小企業地域の色彩

が濃いが、その多くの企業・商庖は石油ショック

後に出島地域に進出してきたのである。 特に、 当

初出島中小企業工業団地の中核を占めた木材団地

は見る影もない。

バブル崩壊後、日本経済は長期低迷を続けている。

その中で中小企業の停滞はとりわけ深刻である。

このような状況下、 出島中小企業工業団地の成立

からその後の変容過程を顧みることは、 現在の中

小企業問題を考える大きなヒントを与えよう。 出

島中小企業団地成立後の変容過程を検討することが、

次 の課題である。

註

1 I既存工場敷地内での設備の取りかえによる 生産工程

の一貫連続化 ・高速化で生産効率をあげ、 量産に応じよ

うとするだけでは間に合わなくなった。 積極的に土地を

手に入れ、 それも港湾条件に恵まれ、 そのうえ大消費地に

近いところでの工場立地をめざし、 太平洋ベルト地帯で

の新工場、 新工場地帯の建設が盛行した。J (内野達郎

1978: 173-174) 

2 これまで、 わが国における工業団地に関する代表的著

作は、 百瀬恵夫『中小工業団地の理論と政策 J 1979であ

る。 同書は先進諸国の工業団地の調査をふまえて、わが

国工業団地の基礎理論を述べ、 その政策について論じて

いる。松島静雄編著『中小企業と集団化J 1974は高度成

長後半期、 中小企業の人手不足の深刻化を背景に、主に

労務管理の視点から、 中小企業団地の組織、 運営問題を

取り扱っている。中小企業振興事業団『中小企業高度化

事業事例集一工業編一』昭和43年度版は、 中小企業の近

代化を進める方策として当時積極的に推進された中小企

業団地の調査 ・事例集である。

3 当時高度成長と地域間格差の解消を目的に開発拠点と

して、 15の新産業都市が指定された。 これに漏れた6つ

の地域が、 議員立法で工業特区に指定されたのである。

4 昭和35年頃から外材輸入が急増し、 広島市内の製材業

者の多くも輸入外材を使用するようになった。

5 資本金50 0 0万円以下あるいは従業員300 名以下という

数字は、当時の中小企業近代化促進法でいう製造業分野

の中小企業の定義である。 当初資本金額は1000万円以下

とされていたが、38年4月の中小企業近代化促進法、中

小企業近代化資金助成法の一部改正により、資本金額が

5000万円に引き上げられたことによる。 また、 申込み資

格に業種の条件を付けるかどうかの検討も行われたが、

ここでは製造業のみを条件としてつけることとなった。

6 この 譲渡価格は、 漁業補償費を含む埋立地造成費用か

ら算出されたもので、 当時の一般的周辺地価より低かっ

たために、 転売を目的に分譲地の取得をすることがない

ように、 このような条件が付けられた。

7 西港区埋立地分譲打合せ (81/93/588)

8 一定規模 (1500万円)以上の県有財産の処分には県議

会の承認が必要であり、 これに相当した。

9 建設計画、 事業計画、 事業計画の内容に関して、 別表

においてそれぞれの細目が次のように挙げられている。

建設計画:土地の利用割合 ・建物構造 ・建物割合 ・設備

投資比率、 事業計画:坪当附加価値 ・1∞坪当従業員数・



労働生産性 ・進出 効果、 事業内容:売上伸長率・総資本

純益率 ・流動比率・自己資本比率(81/98/586)、 従っ

て建設計画・事業計画は事業の物的側面、 事業内容は貨

幣的側面をみているといってよかろうo

10 地元の中小企業を優先する、 出島に移転することで市

街地の公害を大幅に減らすことができる、 公共事業等で

立ち退きを求められている等で用地の必要性が高い、 臨

海性の強い企業である、 その分野の成長性が高い、 等々

を考慮するということである。

11 立地の適性度とは輸出工業、 広島県の特産工業、 出島

に進出することで他の関連進出企業の補強効果が出る企業、

等々をいうo

12 資金計画は、 建設計画、 事業計画、 事業内容と併せて

厳密に査定の上評定するo

13 公害は現在における事業の実態及ぴ将来計画の内容に

っき厳密に審査の上評定する。

14 表1 と表2 で不合格者数が異なっているのは、 表2 の

元資料作成後、 食料品部門の合格者から辞退者が1社でて

おり、 これが表1 に反映されているためである。

15 出島形成後50年も経過していないので、 原則として個

人名・会社 名等は出さないこととする。

16 昭和39年4月7日の広島県報(号外)で公告された。

17 辞退がその後もう1社出て、 4社となる。

18 理由が複数個のものが5社ある。

19 申請書受付時の問題点 (811941677)

20 昭和4昨3月31日現在の、 西港区第3次申請状況の資料を

みると、 申請者の受け付け番号は38番まであり、 途中幾

つかの番号カモ欠けて、 実際の 名簿には沼名しか出ておらず、

計32 名となっているo これは初期の段階で申請を取り下

げたもの(辞退したもの)は申請者数から除かれたものと

思われる。

21 その後、 合格者から2名の辞退者が出、 保留1は不合格

となった。(81195/558)

22 なおこのときの調査では、 完全操業80、 一部操業2 2.未

操業20、 休業中1、 用途外使用8、 計151となっている (出

島中小企業団地建設状況: 81196/654) 0 また同表では分

譲 次別のデー タがあり第一 次分譲関係74、 第二次分譲関

係40、 第三次分譲関係14とあり、 これに第四次分譲関係5、

第五次分譲関係18ぬ功Hわっており、 第三次分譲後に第四次、

第五次の分識を行ったことがわかる。 なお表6では計153

となっており、 この差は不明である。 広島市 (H間:76'の

では出島への進出企業は154となっているo
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付表1 広島港西港区造成土地利用計画建設単価試算表

工事費

930，000 

港湾用地

道路用地

工場用地

言十

23，5∞坪(倉庫用地10，53D:坪，上屋用地1.7∞坪，道路用地11.270坪)

30.1∞坪

146，40岬(うち大企業向け11，0∞坪)

2∞.∞ω辛

①は総造成経費を20万坪で除した単価、 ②は工業用地と倉庫敷の合計で除した単価、 ③は工業用地で除した単価である。

資料:昭和38年2月定例県議会説明資料より作成。 (s1l94/680)

付表2 序列表

申請者 将来計画 事業経営 優先事項 合計 第一次順 資金計画 公害 査定面積氏名 の内容 位
456 220 131 807 適 適 1000 

2 408 285 111 804 2 適 適 500 
3 464 273 52 789 3 適 適 1000 
4 466 269 52 787 4 適 適 800 
5 367 250 111 728 5 適 適 500 
6 326 268 101 695 13 適 適 700 
7 355 231 131 717 6 適 適 700 
8 424 231 61 716 7 適 適 3000 
9 380 204 131 715 8 適 適 800 

10 386 217 111 714 9 適 適 500 
11 363 209 133 705 10 適 適 500 
12 373 218 111 702 11 適 適 500 
13 383 188 131 702 11 適 適 1000 
14 422 198 75 695 13 適 適 1000 
15 386 195 113 694 15 適 適 1400 
16 338 260 91 689 16 適 適 1000 
17 460 167 52 679 17 適 適 500 
18 326 273 71 670 18 適 適 1000 
19 341 264 60 665 19 適 適 500 
20 391 219 53 663 20 適 適 500 

本表は序列表の一部である。

将来計画は態設計画、 事業計画の合計である。

資料:第三回関係部長会議資料(s1/93/587)、 第一次候補者名簿(s1l93/586)より作成。

付記

広島県文書館所蔵の出島関係行政文書の紹介・閲

覧にあたっては、 同文書館の安藤福平氏に大変お世

話になった。 ここに記して謝意を表します。

なお本稿は、 科学研究費補助金「戦後日本の地域

産業の発展と変容J (課題番号20530313) の成果の

一部である。

(掲載許可2010年7月14日)
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