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鈴鹿地域産業活性化基本計画 評価と見直し 

 

１．計画目標の達成状況とその評価 

（１）具体的な成果目標（集積業種全体の付加価値額）          (単位：億円) 

 
計画時の額 

（H20 年度） 

目標計画額

（H25 年度）
目標伸び率

直近実績額 

（H22 年度） 

直近実績額の

伸び率 

集積業種全体

の付加価値額 
4,923 5,167 5％ 3,896 ▲20％ 

 

＜集積区域における集積業種別の付加価値額＞             （単位：万円） 

 
H20 H21 H22 

直近実績額

の伸び率 

(H20→H22) 

寄与率※1

(%) 

食料品 211,750 215,815 333,851 58% ▲1.2

飲料・たばこ 281,791 243,810 239,772 ▲15% 0.4

繊維 165,944 91,305 97,722 ▲41% 0.7

化学 6,317,806 6,356,445 5,508,836 ▲13% 7.9

プラスチック製品 2,251,995 1,817,119 1,918,487 ▲15% 3.3

窯業・土石 530,264 350,921 386,168 ▲27% 1.4

非鉄金属 1,537,006 1,251,065 1,158,484 ▲25% 3.7

金属製品 592,636 394,707 387,414 ▲35% 2.0

生産用機械 205,721 129,359 96,477 ▲53% 1.1

業務用機械 1,651,812 1,829,983 2,156,364 31% ▲4.9

電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ - - - - 0

電気機械 685,517 333,179 1,599,312 133% ▲8.9

輸送用機器 33,692,067 29,039,521 24,489,588 ▲27% 89.7

その他 1,101,164 950,631 592,468 ▲34% 5.0

製造業合計 49,225,473 43,003,860 38,964,943 ▲20% 100.0

出典：工業統計調査 

※１寄与率 

データ全体の増減変化に対して、その構成要素である個々のデータの変化がどの

ように貢献しているかを示す指標 

(H22 年各付加価値額－H20 年各付加価値額)/(H22 年度製造業合計－H20 年度製造業合計) 

 

最新の工業統計調査（Ｈ２２年度）の結果，計画時（Ｈ２０年度）の額に比べ２０％を

超える減となっている。これは世界的な金融危機以降の世界的経済不況や自然災害などの

外的要因により，当地域の製造業全体の約７０％を占める輸送用機械器具製造業の業績が

落ち込んだことはもちろんであるが，化学（医薬品関係）・非鉄金属（電線・ケーブル製

資料９ 
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造業）が影響を受けたことも大きな原因である。 

その半面，業務用機械（複写機製造業）や電気機械（電動機等製造業）など，比較的世

界的経済不況や自然災害などの影響を受けず，業績を伸ばした分野もあった。 

 

（２）指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化について 

 ①企業立地件数 

 目標数値（H21 年度～H25 年度） 実績数値（H21 年度～H25.7 月現在）

企業立地件数 ５件 ６件 

 

 ②製品出荷額 

 

＜指定集積業種別の製品出荷額＞                   （単位：万円） 

  H20 H21 H22 

直近実績額の

増減額 

(H20→H22) 

寄与率 

(%) 

食料品 566,180 514,698 1,515,378 949,198 ▲1.9

飲料・たばこ 2,558,089 2,360,504 2,414,595 ▲143,494 0.3

繊維 594,543 437,542 432,928 ▲161,615 0.3

化学 8,255,435 8,203,731 7,070,299 ▲1,185,136 2.3

プラスチック製品 5,643,314 4,676,539 4,754,246 ▲889,068 1.8

窯業・土石 1,351,233 1,054,663 1,144,081 ▲207,152 0.4

非鉄金属 4,696,957 3,920,200 3,559,591 ▲1,137,366 2.2

金属製品 1,235,757 949,461 855,625 ▲380,132 0.8

生産用機械 321,101 215,326 162,596 ▲158,505 0.3

業務用機械 10,082,024 6,604,634 5,913,399 ▲4,168,625 8.2

電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ - - - - 0

電気機械 6,756,364 4,320,530 7,060,212 303,848 ▲0.6

輸送用機器 141,154,053 114,822,945 98,564,282 ▲42,589,771 84.1

その他 55,011 73,838 43,440 ▲11,571 1.8

合計 185,805,476 150,332,405 135,135,784 ▲50,669,692 100.0

 

 

 
計画時の額 

（H20 年度） 

目標額 

（H25 年度） 

直近実績額 

（H22 年度） 

直近実績額の 

増減額 

指定集積業種

の製品出荷額 
18,581 億円 900 億円増 13,514 億円 ▲5,067 億円 
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 ③新規雇用創出件数 

 

＜指定集積業種別の従業員数＞                     （単位：人） 

  H20 H21 H22 

直近実績の 

増減 

(H20→H22) 

寄与率 

(%) 

食料品 606 505 664 58 ▲1.5

飲料・たばこ 699 574 552 ▲147 3.7

繊維 428 353 337 ▲91 2.3

化学 478 426 405 ▲73 1.8

プラスチック製品 1,528 1,303 1,331 ▲197 4.9

窯業・土石 643 457 515 ▲128 3.2

非鉄金属 402 360 359 ▲43 1.1

金属製品 504 398 360 ▲144 3.6

生産用機械 194 142 140 ▲54 1.4

業務用機械 2,236 1,070 1,063 ▲1,173 29.4

電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ - - - - 0

電気機械 2,331 2,573 2,792 461 ▲11.5

輸送用機器 12,568 10,414 10,548 ▲2,020 50.6

その他 59 50 39 ▲20 11.1

合計 24,289 19,933 20,293 ▲3,996 100.0

 

世界的な金融危機や長期に及んだ円高などが製造業の輸出競争力を大幅に低下させ，そ

のことで企業の投資マインドの後退，リスク分散及び海外への資本流出が加速したが，新

規企業立地件数については６件の増加になった。 

また，これらのことから製品出荷額及び新規雇用創出件数について，計画策定時以降は

減少傾向にあったが，平成２３年度以降は前年度比で１０％近い増加傾向にあり，これは

市内自動車メーカーが生産ラインを小型車に特化したことによるものであると考えられ

る。 

 

２．その他，主な取り組みの成果 

平成２２年１０月に，鈴鹿市ものづくり支援センターを設置し，市内中小製造企業の既

 
計画時の従業

員数（H20 年度） 

目標額 

（H25 年度） 

直近実績 

（H22 年度） 
直近実績の増額

指定集積業

種の新規雇

用創出件数 

24,289 人 500 人増 20,293 人 ▲3,996 人 
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存技術の高度化や新分野への応用，異業種間交流を通した企業・産学官連携の推進，企業

の経営改善等に関する情報交換，ネットワーク構築，ものづくり人材育成，知財人材育成，

企業の困り事に対するアドバイザー派遣等を通じて企業支援を行ってきた。 

また，「鈴鹿市ものづくり元気企業支援事業補助金」を創設し，市内中小製造業者等が

産学の連携による研究開発の強化及び活性化を図っている。 

企業誘致では，公的な工業用地を所有していないことから，本市に立地を希望する企業

に対して，用地情報を補完し，不動産（空き用地，貸工場，貸ビル等）情報をタイムリー

に提供するために，民間業者（宅地建物取引事業者や金融機関など）を「不動産情報提供

者」として登録し，有益な不動産情報を立地希望企業へ提示する「企業立地マッチング事

業」を進め，かつ工場設置奨励金などの鈴鹿市工業振興条例に基づく支援制度を活用して

いくことで，新規企業の立地促進に繋げてきた。 

 

３．全体総括 

平成２０年の世界的な金融危機の後に，東日本大震災やタイの洪水急激な円高進行など，

第１期計画策定時に想定できなかった自然災害の外的要因により，日本経済全体が厳しい

状況となり，輸送用機械器具製造業を中心とする自動車産業が根幹産業の本市もその影響

を受けた。 

そのことにより，付加価値額・製造品出荷額・事業所数・従業員数とも２２年度を２０

年度比で見ると約２０％の減少となったが，その後市内自動車メーカーの，小型車に特化

した生産体制の再構築により回復の兆しが見えてきているところである。 

 

４．次期計画策定の必要性 

本市では，輸送用機械器具製造業が大きなウエイトを占めており，特に自動車業界はガ

ソリン車からハイブリッド車，更には電気自動車，ＦＣＶ車を始めとした次世代自動車へ

とシフトしつつある。生産方式では，製造時の擦り合わせ作業をできるだけ少なくするた

めに構成要素（部品）の規格化・標準化を進め、その相互依存性を小さくするモジュール

化が進んでおり，自動車部品を手がける中小製造業者にとっては，現状のままでの事業継

続が困難になることが想定される。 

しかしながら，これまでに培った技術が，産業振興を図る上で高い潜在性を含むものと

想定され、今後の国内外における競争の対抗基盤として十分な可能性が認められる。この

ことから，輸送用機械器具製造業の発展はもとより，先端材料活用産業及び住生活産業の

充実，また企業間連携，異業種・異分野融合の加速や，環境問題を改善するための低炭素

社会の実現を推進し，新産業の集積と基幹産業化の実現を目指すには次期計画の策定が必

要と考える。 

 

５．次期計画の方向性 

輸送用機械器具製造業は，本市産業の根幹をなす重要な産業であり，自動車産業につい
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ては，中部地域における次世代自動車関連産業クラスターの形成を目指し，愛知県，岐阜

県，三重県，富山県及び石川県が広域的に連携して策定（平成 23 年 2 月 14 日）した，｢中

部地域次世代自動車関連産業集積活性化ビジョン｣における取り組みとも連携しながら，

自動車産業の中枢拠点として今後も育成・成長・発展を推進していく。 

また，愛知県，岐阜県，三重県が広域的に連携し，中部地域における航空宇宙関連産業

クラスターの形成を目指す「中部地域航空宇宙関連産業集積活性化ビジョン」を策定（平

成 22 年 2 月 9 日）しており，更に，国の国際戦略総合特区として｢アジア No.1 航空宇宙

産業クラスター形成特区｣を，関連企業や経済界，大学，県，市町で構成する協議会で推

進すると共に，航空宇宙関連産業に携わる市内企業を支援していくことで，アジア No.1

の航空宇宙産業の拠点形成の一端を担う。 

次に，先端材料活用（生産・加工）産業について，炭素繊維などの先端素材は，環境・

資源問題への高まりからも今後更に需要が見込まれ，特に炭素繊維強化プラスチック（Ｃ

ＦＲＰ）は、軽くて、高剛性、高強度な材料として益々注目されており，その用途として

は，自動車用途，航空機、一般産業用途への拡大と繋がり、飛躍的拡大期に入ってきてい

ます。 

特に，自動車産業においては，エコカーの燃費向上のための車体軽量化の切り札として，

航空機産業においては、機体重量の半分がＣＦＲＰというところまで適用範囲が拡大され

ており、他産業においても従来から変わらぬ材料と置換することで，新たな製品創出を目

指していく。 

次に，住生活関連産業（健康，福祉，医療，介護，リハビリ機器等，食品関連）におい

ては，大手製薬企業と鈴鹿医療科学技術大学が集積するポテンシャルの高さに加え，最先

端のロボット技術を有する企業を立地したことにより，産学連携による競争力ある医

療・健康・福祉産業の振興を図り，住生活関連産業を盛り上げ，地域の活性化に

繋げていくことで，三重県が推進するメディカルバレー構想との連携を更に推進

する。 

また，食品関連産業の創出においては，地域資源を活用した農商工の連携により，既存

産業の高度化・高付加価値，農産品のブランド化を図る。 

そして，本市は昭和３８年に日本初の本格的サーキットである鈴鹿サーキットが創設さ

れ，Ｆ１日本グランプリ，鈴鹿８時間耐久レース等が行われることで「鈴鹿」の名は世界

的にも知られるようになりました。その中，平成１６年１２月には，国内で初めてとなる

モータースポーツ都市宣言を行い新たな街づくりの方向性を内外に示しました。 

このようにモータースポーツを市のシンボルイメージに掲げ，サーキット周辺を中心に

アフターパーツ（マフラー等）やレース関連の企業が立地する本市において，更にモータ

ースポーツ産業の集積を充実させ，これまで培ってきた二輪・四輪に関するものづくりの

技術により，そこから創出される地域ブランド商品を世界的な知名度のある鈴鹿サーキッ

トという観光資源を活用することにより，観光行政と産業行政の相乗効果を生み，加えて

他の産業への内需創出に繋げる。 
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① 自動車基幹部品及び周辺機器製造産業 

産業分類表（中分類） 製品等の例 

18 プラスチック製品製造業 工業用強化プラスチック製品 

21 窯業・土石製品製造業 陶磁器製絶縁材料（セラミック），炭素繊維

23 非鉄金属製造業 電線・ケーブル 

24 金属製品製造業 アルミニウム，同合金等製品 

25 汎用機械器具製造業 

自動車用エンジン、はん用ガソリン機関、は

ん用石油機関、はん用ディーゼル機関、はん

用ガス機関 

26 生産用機械器具製造業 半導体製造，産業用ロボット 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 集積回路，各種センサー 

29 電気機械器具製造業 電気照明，畜電池，モーター 

31 輸送用機械器具製造業 自動車，航空機 

 

② 先端材料活用（生産・加工）産業 

産業分類表（中分類） 製品等の例 

11 繊維工業 炭素繊維製造 

18 プラスチック製品製造業 強化プラスチック 

21 窯業・土石製品製造業 
セラミック，炭素繊維製品，シリコンカーバ

イト 

23 非鉄金属製造業 光ファイバーケーブル 

24 金属製品製造業 アルミニウム，同合金等製品 

25 汎用機械器具製造業 

自動車用エンジン、はん用ガソリン機関、は

ん用石油機関、はん用ディーゼル機関、はん

用ガス機関 

26 生産用機械器具製造業 半導体製造，真空機器製造業，ロボット製造

27 業務用機械器具製造業 光学機械用レンズ・プリズム製造業 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 
集積回路，各種産業に繋がるＲＴ技術，モジ

ュール実装基板 

31 輸送用機械器具製造業 自動車，航空機 
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③ 住生活産業（健康，福祉，医療，介護，リハビリ機器等，食品関連） 

産業分類表（中分類） 製品等の例 

09 食料品製造業 
健康食品，地場産品での機能性食品，サプリ

メント，調味料，精穀・製粉，パン菓子 

10 飲料・たばこ・飼料製造業（たばこ製造

業除く） 
酒類，茶・コーヒー，配合飼料 

11 繊維業 炭素繊維製造，魚網 

16 化学工業（塩製造業除く） 油脂加工製品，界面活性剤，医薬品・化粧品

18 プラスチック製品製造業 押出・射出成形品，フィルム，シート 

24 金属製品製造業 アルミニウム，同合金等医療器具製品 

25 汎用機械器具製造業 

自動車用エンジン、はん用ガソリン機関、は

ん用石油機関、はん用ディーゼル機関、はん

用ガス機関 

26 生産用機械器具製造業 食品機械，半導体製造，ロボット製造 

27 業務用機械器具製造業 医療用機械・用品，光学レンズ 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 
発光ダイオード，集積回路，各種センサー，

モジュール実装基板 

31 輸送用機械器具製造業 車いす，健康を意識した自動車 

32 その他の製造業 工業用デザインモデル，試作品モデル 

 

④ モータースポーツ産業 

産業分類表（中分類） 製品等の例 

18 プラスチック製品製造業 工業用強化プラスチック製品 

21 窯業・土石製品製造業 陶磁器製絶縁材料（セラミック），炭素繊維

23 非鉄金属製造業 電線・ケーブル 

24 金属製品製造業 アルミニウム，同合金等製品 

25 汎用機械器具製造業 

自動車用エンジン、はん用ガソリン機関、は

ん用石油機関、はん用ディーゼル機関、はん

用ガス機関 

26 生産用機械器具製造業 半導体製造 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 集積回路，各種センサー 
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29 電気機械器具製造業 電気照明，畜電池，モーター 

31 輸送用機械器具製造業 自動車，航空機 

 

６．目標値の実態把握方法について 

各目標値については，国において毎年度実施される工業統計調査結果から達成状況を検

証していく。 

 


