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現在高知県は、経済的にとても厳しい状況にある。 

高知県の完全失業率は２位、有効求人倍率ワースト３位、一人当たりの県民所得もワー

スト２位となっている。2004 年からは全国平均は増加しており、全国的に増加傾向の中、

高知県は 2004 年、2005 年共、未だ減少傾向にある。 

このように、働く場が少なく、所得も低く、経済的に厳しいのが現状である。 

この現状を受け、本研究では少しでも改善するために企業誘致に関する研究を行うこと

とする。 

企業誘致により以下の効果を期待する。 

・ 雇用機会の確保・拡大 

・ 税収の増加 

・ 地元企業の事業機会の拡大 

・ 知識移転による地域産業の発展 
 

 本研究の目的は、企業の立地判断となる要因を明らかにし、高知県の企業誘致のための

政策を提案することである。 
まず、企業が立地しない要因を抽出する。交通・通信の利便性、関連産業との協力、人

材の確保、自治体の体制、コスト、立地の制約、市場、災害リスク等に着目して、過去の

各県の検討報告書におけるキーワードから、判断の要因を網羅的に抽出した。 
そして、企業の意識(判断)の構造化を行い、企業進出判断のロジックモデルを構築した。 

 次に、企業の立地判断となった要因を明らかにするため、県外に進出している企業に、

ヒアリング調査とアンケート調査を行い、ロジックモデル検証と考察をし、新たなロジッ

クモデルの構築を行った。 
 アンケートにより、一般企業が進出先を決定する判断要因として重視する要因がわかっ

た。 
又、業種別の傾向を考察し、業種によって重視する要因の違いをまとめた。 
そして、ターゲットとする業種の提案と高知県の企業誘致のための政策の提案を行った。 
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 Kochi Prefecture is in a very severe economically situation now. 
 Total unemployment rate of Kochi Prefecture is second place, effective ratio of job 
offers to applicants worst third-best, and the inhabitants of the prefecture income is the 
worst two title. The national average increases from 2004. The whole country is an 
increasing tendency. Both 2004 and 2005 years Kochi Prefecture is still a decreasing 
tendency. 
 Thus, the income is low, and a little work, and economically severe. 
 I want to improve it even a little. This research proposes the policy concerning the 
attraction of enterprises. 
 The following effects are expected by the attraction of enterprises. 
・ Securing and expansion of employment 
・ An increase in tax revenues 
・ Expansion of business of local businesses 
・ Development of regional industries by move of knowledge 

 
 The purpose of this research is to clarify the factor of the location judgment of the 
industry, and a proposal of the policy for the attraction of enterprises in Kochi 
Prefecture. 
 First of all, the factor that the enterprise is not located is put out. It pays attention to 
the convenience of traffic and the communication, cooperation with relative industry, 
the talent's securing, systems of municipality, the cost, the restriction of location, the 
market, and risk of disaster. The factor of the judgment has been extracted from a past 
key word covering it. 
 And, the consideration of the enterprise was structurized, and the logic model of the 
corporate advancement judgment was constructed.  
 Next, to clarify the factor that became a location judgment of the enterprise, the 
hearing investigation and the questionnaire survey were done. And, the verification and 
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the consideration of the logic model were done. And, a new logic model was constructed. 
The factor that the enterprise values has been understood from the questionnaire. 

 Moreover, the tendency to industry specification was considered. And, difference of 
the factor to value type of business was brought together. 
 And, the proposal of the target and the proposal of the policy for the attraction of 
enterprises in Kochi Prefecture were done. 
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