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(我が国企業の海外事業活動から作成)

鉱工業･建設業

1． 工場の分布

2． 食料品、飲料・飼料・たばこ製造業の工場分布

繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業の工場分布

3． パルプ・紙・紙加工品製造業の工場分布

出版・印刷・同関連産業の工場分布

4． 化学工業、プラスチック製品、石油製品・石炭製品製造業の工場分布

窯業・土石製品製造業の工場分布

5． 鉄鋼業、非鉄金属製造業の工場分布

金属製品製造業の工場分布

6． 一般機械器具製造業(武器製造業を含む)の工場分布

電気機械器具製造業の工場分布

7． 輸送用機械器具製造業の工場分布

精密機械器具製造業の工場分布

1．工場の分布

1986年12月31日現在の製造業の工場は74.6万工場である。これを都

道府県別にみると、東京都が8.8万工場で全国の11.7％を占め、大阪府が

7.4万工場 (9.9％)、愛知県が6.2万工場(8.2％)、埼玉県が4万工場（5.3

％）である。そのうち従業員300人以上の工場は、愛知県が343工場で最

も多く、次いで神奈川県が328工場、大阪府が272工場、東京都が225工

場であり、沖縄県は4工場、高知県は6工場と少ない。

従業員300人以上の工場は3739工場であり、そのうち300～499人が

1862工場、500～999人が1198工場、1000人以上が679工場である。こ

れを産業3類型別にみると、加工組立型産業が51.0％、基礎・素材型産業

が29.1％、生活関連・その他の産業が19.8％である。300人以上の工場が

全工場数に占める割合は0.5％に過ぎないが、従業員数は302.3万人で26.2

％、製造品出荷額は122.3兆円で47.4％を占めている。

1970年代から製造業の海外進出が本格化し、1985年 3月 31日現在の海

外事業所数は2242、その海外生産比率(製造業海外現地法人売上高／国内

製造業売上高)は3.0％となっている。

〔凡例と作図の要点〕

この図は、1986年12月31日現在の工場(製造業の事業所)のうち、従

業員300人以上の工場について、その分布を表示した。従業員とは、常用

労働者(常時勤務して毎月給与の支払を受けている役員等を含む)、個人事

業主および家族従業者である。

工場が集中して存在し、個々の分布を表示することが困難な場合は市町

村ごとに一括した記号で表示し、その数を記入した。

〔主な資料〕

1.日刊工業新聞社， 1986年全図工場通覧

2.通商産業省， 昭和61年工業統計表 産業編
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2.繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業の工場分布

1986年12月31日現在の繊維工業の工場は8万9642工場である。これ

を従業員の規模別にみると、1～3人が5万5153工場、4～9人が2万

2613工場、10～29人が8352工場、30～ 99人が2706工場、100～299

人が696工場、300～499人が105工場、500～999人が46工場、1000

人以上が 1工場である。これを都道府県別にみると、京都府が1万6499工

場で最も多く、愛知県が1万2982工場、大阪府が7485工場、石川県が5309

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が0.9％、従業員数が25.7％、製造品出荷額が37.9％である。

1986年 12月31日現在の衣服・その他の繊維製品製造業の工場は5万

1668工場である。これを従業員の規模別にみると、1～3人が2万85工場、

4～9人が1万7553工場、10～29人が1万124工場、30～99人が3263

工場、100～299人が609工場、300～499人が30工場、500人以上が1工

場である。これを都道府県別にみると、京都府が1万6499工場で最も多く、

次いで大阪府が5555工場、岐阜県が5453工場、東京都が4494工場、愛知

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が1.2％、従業員数が17.0％、製造品出荷額が21.7％である。

工場、山梨県が3953工場である。

県が 3588工場、埼玉県が3167工場である。

2.食料品、飲料・飼料・たばこ製造業の工場分布

1986年12月31日現在の、食料品製造業の工場は7万2373工場である。

これを従業員の規模別にみると、1～3人が2万 5952工場、4～ 9人が

2万5837工場、10～29人が1万3913工場、30～ 99人が4904工場、100

～299人が1485工場、300～499人が191工場、500～999人が74工場、

1000人以上は17工場である。これを都道府県別にみると、北海道が3795

工場で最も多く、次いで愛知県が3710工場、兵庫県が3453工場、東京都

が3361工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が2.4％、従業員数が34.0％、製造品出荷額が45.0％である。

1986年12月31日現在の、飲料・飼料・たばこ製造業の工場は 9434工

場である。これを従業員の規模別にみると、1～ 3人が 3710工場、4～ 9

人が2989工場、10～29人が1927工場、30～99人が580工場、100～

299人が170工場、300～499人が191工場、500～999人が74工場、

1000人以上が17工場である。これを都道府県別にみると、静岡県が1370

工場で最も多く、次いで鹿児島県が749工場、京都府が694工場、福岡県

が388工場、愛知県が331工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が2.4％、従業員数が37.8％、製造品出荷額が62.3％である。

〔凡例と作図の要点〕

1986年12月31日現在における工場のうち、従業員100人以上の工場に

ついて、その分布を表示した。工場が集中して存在し、個々の分布を表示

することが困難な場合は、市町村ごとに一括した記号を用い、その数を記

入した。

3.パルプ・紙・紙加工品製造業の工場分布

1986年12月31日現在の、パルプ・紙・紙加工品製造業の工場は1万

6553工場である。これを従業員の規模別にみると、1～ 3人が4746工場、

4～ 9人が6216工場、10～29人が3764工場、30～99人が1435工場、

100～299人が314工場、300～499人が43工場、500～999人が26工場、

1000人以上が 9工場である。これを都道府県別にみると、東京都が2717

工場で最も多く、次いで大阪府が2421工場、愛知県が1327工場、埼玉県

が 1122工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が2.4％、従業員数が33.0％、製造品出荷額が54.2％である。

3.出版・印刷・同関連産業の工場分布

1986年12月31日現在の、出版・印刷・同関連産業の工場は4万8572

工場である。これを従業員の規模別にみると、1～3人が1万8992工場、

4～9人が1万8245工場、10～29人が8580工場、30～99人が2160工

場、100～299人が464工場、300～499人が78工場、500～999人が31

工場、1000人以上が22工場である。これを都道府県別にみると、東京都

が1万4759工場で最も多く、次いで大阪府が6150工場、愛知県が2787工

場、埼玉県が 1982工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が1.2％、従業員数が28.8％、製造品出荷額が40.7％である。

4.化学工業、プラスチック製品、
石油製品・石炭製品製造業の工場分布

1986年12月31日現在の、化学工業の工場は6183工場である。これを

従業員の規模別にみると、1～3人が720工場、4～9人が1540工場、

10～29人が1800工場、30～99人が1260工場、100～299人が590工場、

300～499人が136工場、500～999人が91工場、1000人以上が46工場

である。これを都道府県別にみると、大阪府が1004工場で最も多く、次い

で東京都が631工場、埼玉県が460工場、神奈川県が367工場である。

従業員100人以上の事業所が、この製造業の全工場に占める割合は、工

場数が14.0％、従業員数が71.0％、製造品出荷額が76.2％である。

1986年12月31日現在の、プラスチック製品製造業の工場は2万6871

工場である。これを従業員の規模別にみると、1～3人が8010工場、4～9

人が1403工場、10～29人が6015工場、30～99人が1849工場、100～

299人が503工場、300～499人が64工場、500～999人が23工場、1000

人以上が6工場である。これを都道府県別にみると、大阪府が4033工場で

最も多く、次いで東京都が4009工場、愛知県が2622工場、埼玉県が2215

工場である。

従業員100人以上の事業所が、この製造業の全工場に占める割合は、工

場数が2.0％、従業員数が31.4％、製造品出荷額が46.4％である。

1986年12月31日現在の、石油製品・石炭製品製造業の工場は1231工

場である。これを従業員の規模別にみると、1～3人が168工場、4～9人

が633工場、10～29人が300工場、30～99人が64工場、100～299人

が29工場、300～499人が18工場、500～999人が18工場、1000人以

上が1工場である。これを都道府県別にみると、北海道が80工場で最も多

く、次いで大阪府が70工場、神奈川県が67工場、千葉県が61工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が5.4％、従業員数が66.8％、製造品出荷額が92.6％である。

4.窯業・土石製品製造業の工場分布

1986年12月31日現在の、窯業・土石製品製造業の工場は3万 2234工

場である。これを従業員の規模別にみると、1～3人が1万1210工場、4～

9人が1万130工場、10～29人が7996工場、30～99人が2350工場、

100～299人が435工場、300～499人が59工場、500～999人が41工場、

1000人以上が13工場である。これを都道府県別にみると、岐阜県が4164

工場で最も多く、次いで茨城県が1578工場、東京都が1231工場、兵庫県

が1123工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が1.7％、従業員数が28.9％、製造品出荷額が41.0％である。

5.鉄鋼業、非鉄金属製造業の工場分布

1986年12月31日現在の、鉄鋼業の工場は 8473工場である。これを従

業員の規模別にみると、1～3人が1993工場、4～9人が2646工場、10～

29人が2431工場、30～99人が961工場、100～299人が296工場、300

～499人が64工場、500～999人が42工場、1000人以上が40工場であ

る。これを都道府県別にみると、大阪府が1529工場で最も多く、次いで愛

知県が808工場、埼玉県が691工場、東京都が587工場である。

従業員100人以上の事業所が、この製造業の全工場に占める割合は、工

場数が5.2％、従業員数が69.4％、製造品出荷額が74.5％である。

1986年12月31日現在の、非鉄金属製造業の工場は5808工場である。

これを従業員の規模別にみると、1～3人が1613工場、4～9人が2129工

場、10～29人が1263工場、30～99人が511工場、100～299人が205

工場、300～499人が37工場、500～999人が34工場、1000人以上が16

工場である。これを都道府県別にみると、大阪府が876工場で最も多く、

次いで埼玉県が819工場、東京都が713工場、愛知県が461工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が5.0％、従業員数が59.8％、製造品出荷額が71.0％である。

従業員100人以上の工場の割合
(1986)(1986)

総数15,303

1.食料品、飲料・飼料・たばこ製造業

2.繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業
3.木材・木製品、家具・装備品製造業

4.パルプ・紙・紙加工品製造業
5.出版・印刷・同関連産業

6.化学工業、プラスチック製品、石油製品・石炭製品製造業

7.ゴム製品、なめし革・同製品・毛皮製造業

8.窯業・土石製品製造業

業種別海外現地法人数及び従業員数の割合(1985)

法人数

l.食料品製造業

2.繊維製造業
3.木材・紙パルプ製造業

4.化学製造業

5.鉄鋼製造業

6.非鉄金属製造業

7.一般機械製造業

8.電気機械製造業
9.輸送機械製造業
10.精密機械製造業

11.石炭・石油・その他の製造業

従業員数

(我が国企業の海外事業活動から作成)
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従業員300人以上の工場の割合

総数3,739

10.金属製品製造業
11.一般機械器具製造業
12.電気機械器具製造業
13.輸送用機械器具製造業
14.精密機械器具製造業
15.その他の製造業

(工業統計表から作成)

9.鉄鋼業、非鉄金属製造業
E
C



鉱工業・建設業29 29

全国出荷額に対する
都道府県出荷額の割合（1986）

8％以上

4～8

2～4

1～2

1％未満

統計の公表されていない都道府県

市町村別出荷額

10000億円以上

5000～10000値円

2500～5000値円

1000～2500億円

1000億円未満

1：27,000,000

食料品製造業の製造品出荷額 飲料・飼料・たばこ製造業の
製造品出荷額

衣服・その他の繊維製品
製造業の製造品出荷額

パルプ・紙・紙加工品
製造業の製造品出荷額

繊維工業の製造品出荷額

出版・印刷・同関連産業の製造品出荷額 化学工業の製造品出荷額 プラスチック製品製造業の
製造品出荷額

石油製品・石炭製品
製造業の製造品出荷額

窯業・土石製品製造業の
製造品出荷額

鉄鋼業の製造品出荷額

非鉄金属製造業の製造品出荷額 金属製品製造業の
製造品出荷額

一般機械器具製造業の
製造品出荷額

電気機械器具製造業の
製造品出荷額

輸送用機械器具製造業の
製造品出荷額

精密機械器具製造業の
製造品出荷額

（工業統計表から作成）
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5．金属製品製造業の工場分布

1986年12月31日現在の、金属製品製造業の工場は8万7820工場であ

る。これを従業員の規模別にみると、1～3人が3万8428工場、4～9人

が3万1450工場、10～29人が1万 3739工場、30～99人が3400工場、

100～299人が650工場、300～499人が92工場、500～999人が51工場、

1000人以上が10工場である。これを都道府県別にみると、東京都が1万

3928工場で長も多く、次いで大阪府が1万2856工場、愛知県が7228工場、

埼玉県が5786工場、新潟県が4770工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が0.9％、従業員数が21.9％、製造品出荷額が37.4％である。

6．一般機械器具製造業（武器製造業を含む）の工場分布

1986年12月31日現在の、一般機械器具製造業（武器製造業を含む）の

工場は7万2257（うち武器製造業33）工場である。これを従業員の規模別

にみると、1～3人が2万8999工場、4～9人が2万4696工場、10～29

人が1万2785工場、30～99人が4224工場、100～299人が1145工場、

300～499人が178工場、500～999人が135工場、1000人以上が95工場

である。これを都道府県別にみると、大阪府が1万1372工場で最も多く、

次いで東京都が8610工場、愛知県が7795工場、埼玉県が5382工場であ

る。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が2.1％、従業員数が44.4％、製造品出荷額が63.4％である。

6．電気機械器具製造業の工場分布

1986年12月31日現在の、電気機械器具製造業の工場は4万3427工場

である。これを従業員の規模別にみると、1～3人が8260工場、4～9人

が1万3242工場、10～29人が1万2323工場、30～99人が6437工場、

100～299人が2234工場、300～499人が398工場、500～999人が305

工場、1000人以上が228工場である。これを都道府県別にみると、東京都

が6776工場で最も多く、次いで大阪府が4195工場、神奈川県が4056工

場、埼玉県が3104工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が7.3％、従業員数が63.9％、製造品出荷額が84.3％である。

7．輸送用機械器具製造業の工場分布

1986年12月31日現在の、輸送用機械器具製造業の工場は2万1942工

場である。これを従業員の規模別にみると、1～3人が6978工場、4～9

人が7130工場、10～29人が4549工場、30～99人が2117工場、100～

299人が724工場、300～499人が157工場、500～999人が152工場、

1000人以上が135工場である。これを都道府県別にみると、愛知県が2997

工場で最も多く、次いで静岡県が2273工場、埼玉県が1681工場、大阪府

が1579工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が5.3％、従業員数が72.7％、製造品出荷額が89.6％である。

7．精密機械器具製造業の工場分布

1986年12月31日現在の、精密機械器具製造業の工場は1万1836工場

である。これを従業員の規模別にみると、1～3人が4233工場、4～9人

が3848工場、14～29人が2310工場、30～99人が1001工場、100～

299人が319工場、300～499人が55工場、500～999人が52工場、1000

人以上が18工場である。これを都道府県別にみると、東京都が3545工場

で最も多く、次いで長野県が1324工場、埼玉県が1229工場、大阪府が757

工場、福井県が735工場である。

従業員100人以上の工場が、この製造業の全工場に占める割合は、工場

数が3.8％、従業員数が53.1％、製造品出荷額が70.6％である。
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(1986)

1:4,000,000
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300～499人

500～999人

1000人以上

1000人以上

500～999人

300～499人

(多くの工場が集中する都市については一括記号を用い
その工場数を数字で表わす)

1986.12.31現在

工 場 の 分 布

工 場 の 分 布

従業員規模

一括記号
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食料品、飲料・飼料・たばこ製造業の工場分布

(1986)

(多くの工場が集中する都市については一括記号を用いその工場数を数字で表わす)

100～299人

300～499人

500～999人

1000人以上

1986.12.31現在

1000人以上
500～999人
300～499人
100～299人

繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業の工場分布

(1986)

繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業の工場分布食料品、飲料・飼料・たばこ製造業の工場分布.

従業員規模

一括記号
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パルプ・紙・紙加工品製造業の工場分布． 出版・印刷・同関連産業の工場分布

パルプ・紙・紙加工品製造業の工場分布

(1986)

(1986)

(多くの工場が集中する都市については一括記号を用いその工場数を数字で表わす）

100～299人

300～499人

500～999人

1000人以上

1000人以上
500～999人
300～499人
100～299人

1986.12.31現在

出版・印刷・同関連産業の工場分布

従業員規模

一括記号
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窯業・土石製品製造業の工場分布化学工業、プラスチック製品、石油製品・石炭製品製造業の工場分布.

化学工業、プラスチック製品、

石油製品・石炭製品製造業の工場分布

(1986)

(1986)

窯業・土石製品製造業の工場分布
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鉄鋼業、非鉄金属製造業の工場分布． 金属製品製造業の工場分布

鉄鋼業、非鉄金属製造業の工場分布

金属製品製造業の工場分布

(1986)

(1986)

(多くの工場が集中する都市については一括記号を用いその工場数を数字で表わす）

100～299人

300～499人

500～999人

1000人以上

1986.12.31現在

1000人以上
500～999人
300～499人
100～299人

従業員規模

一括記号
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電気機械器具製造業の工場分布一般機械器具製造業の工場分布.

一般機械器具製造業(武器製造業を含む)の工場分布

電気機械器具製造業の工場分布

(1986)

(1986)
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精密機械器具製造業の工場分布輸送用機械器具製造業の工場分布. 

輸送用機械器具製造業の工場分布

精密機械器具製造業の工場分布

(1986)

(1986)

100～299人

300～499人

500～999人

1000人以上

1000人以上
500～999人
300～499人
100～299人

1986.12.31現在

1:5,000,000

従業員規模

(多くの工場が集中する都市については一括記号を用いその工場数を数字で表わす)

一括記号
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