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基本計画 

 

１ 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標 

（１）地域の特色と目指す産業集積の概要について 

○ 鈴鹿地域がもつポテンシャル 

 

（地理的条件） 

鈴鹿市は，三重県の北勢地方，名古屋市から約５０km，大阪市から約１００

km の距離にあり，中部圏と近畿圏にも容易に移動可能な地域に位置している。

東は伊勢湾に面し，また，西には国定公園に指定されている鈴鹿山脈が広が

っており，海と山の恵みを受ける豊かな自然環境を有する地域となっている。

 

三重県統計室の月別人口調査（Ｈ.２１.９.１現在）によると，人口は約１９

万８千人，面積は約１９５平方キロメートルを有しており，県総人口の１０.

６％，県総面積の３.４％を占めている。 

 

（産業構造の現況） 

鈴鹿市の第１次産業としては，上述のような地理的条件を背景に，農業，漁

業が盛んに行われており，農業産出額については三重県内第２位（平成１８年

～１９年 第５４次三重県農林水産統計年報結果）となっている。 

 

農作物の特色としては，県下第１位の生産量を誇る茶や鶏卵，また２，５０

０ｈａを超える水稲作付面積から生産される水稲や，小麦等の生産が盛んに行

われている。 

水産業についても，広く伊勢湾に臨む自然環境から漁獲量も多く，イワシ，

コウナゴ，アナゴ，アサリ等の沿岸漁業を始め，水産物出荷高の６割を占める

海苔養殖等が盛んである。 

 

第２次産業については，戦前の海軍工廠軍所有地であった土地を，戦後は有

効な産業施設として転換を図り，平和産業都市に向けて企業誘致の取組を図っ

てきた。 

昭和２５年には，全国に先駆けて「鈴鹿市工場設置奨励条例（現鈴鹿市工業

振興条例）」を制定し，積極的な企業誘致政策を展開した結果，昭和２６年の呉

羽紡績株式会社（後の東洋紡績㈱）の立地を皮切りに，大東紡織株式会社，倉

毛紡績株式会社（後の㈱カネボウ），日本コンクリート工業株式会社，本田技研

工業株式会社，敷島紡績株式会社，富士電機製造株式会社，日東紡績株式会社，
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パラマウント硝子工業株式会社，敷島スターチ株式会社等，現在の産業構造を

方向付ける主要企業が多く立地することとなった。 

 

昭和４０年代からは，公的工業団地の造成にも着手し，鈴鹿市はその交通の

利便性や立地条件の良さを十分に活かしながら企業集積を図り，現在，三重県

下で第２位の工業都市としてのポジションを確立するに至っている。 

 

労働生産性も高い水準にあり，日本を代表する大企業も操業している。 

業種については，本田技研工業㈱鈴鹿製作所の立地に伴い，同所を中心とした

輸送用機械器具製造業の集積が進み，同業種が鈴鹿市の産業の大きなウエイト

を占めているが，ＡＧＦ鈴鹿株式会社（食品），大日本住友製薬株式会社（薬品），

鈴鹿富士ゼロックス株式会社（電機），旭化成ケミカルズ株式会社（化学）など，

その他の幅広い産業業種の企業についても多数立地している。 

このような企業の集積により，取引関連企業を含め，新規立地等を誘引する

土壌が十分備わった立地条件となっている。 

 

第３次産業としては，複数の大規模商業施設が市街地の活性化を促進する一

方，鈴鹿Ｆ１日本グランプリや鈴鹿８時間耐久レースをはじめとした多くの国

際モーターレースが開催される鈴鹿サーキットがあることから，鈴鹿市は国内

有数のモータースポーツのメッカとして世界に知られており，集客交流も図ら

れている。 

 

鈴鹿市の就業人口（１５歳以上）を産業別に比較すると，※総数９７,７７７

人に対し，第１次産業は３,７９０人（３.９％），第２次産業は３７,２３６人

（３８.１％），第３次産業は５４,２４９人（５５.５％）となっている。 

※ 総務省統計局 国勢調査（平成１７年１０月１日現在）結果による。 

 

  鈴鹿市の製造業データ（平成２０年工業統計調査結果速報（経済産業省））に

よると，鈴鹿市の事業所数（従業員４人以上）は３５４（※３５３）事業所，

製造品出荷額等（全業種）は１兆８，５７６（２兆３０９）億円となっており，

三重県の事業所総数の７．６（７.７）％，製造品出荷額等の１５．８（１７.

５）％を占めている。製造品出荷額等について見ると，県内１位の四日市市に

次ぐ規模を誇っており，鈴鹿市は，四日市市と並んで，三重県の製造業の中心

的な地域となっている。 

※括弧書きは，平成１９年工業統計調査結果（経済産業省）数値。 

 

製造品出荷額等を業種別に見ると，「輸送機械」が抜きん出て大きく，市全体
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の７３.９％を占めている。これに次ぐのは「一般機械」（６.８％）であり，以

下「非鉄金属」（４.３％），「化学」（４.０％），「電気機械」（３.５％）と続い

ている。 

 

一方，事業所数を業種別に見ると，ここでも「輸送機械」が最も大きな割合

を占め２４．４％となっているが，これに次ぐのは「食料品」（１０．２％）と

なっており，以下「電気機械」（９.６％），「プラスチック製品」（９.３％），「金

属製品」（８.２％）と続いている。 

 

また，従業者数を業種別に見ても「輸送機械」が最も大きな割合を占め４７.

６％となっている。これに次ぐのは「一般機械」（１０.４％）となっており，

以下「非鉄金属」（９.４％），「電気機械」（７.４％），「プラスチック製品」（６.

３％）と続いている。（平成１９年工業統計調査結果（経済産業省）による。）

 

 

（鈴鹿市の面積，人口に関するデータ） 

  

面積 

(㎢) 

 人口 

（人）  

 

割合(%) 割合(%) 

三 重 県 5,761.50 100.00 1,863,151 100.00 

鈴 鹿 市 194.67 3.38 198,121 10.63 

資料：三重県 市町別推計人口（平成２１年９月１日），国土地理院 平成２１年全国都道府

県市区町村別面積調（平成２１年４月１日現在の速報値） 

 

 

（鈴鹿市の１５歳以上の就業状況に関するデータ） 

  

総数 第１次産業 第２次産業 第３次産業 

就業者数 

（人） 

割合 

（％） 

就業者数

（人） 

割合

（％）

就業者数 

（人） 

割合

（％）

就業者数 

（人） 

割合

（％）

全 国 61,506,973 100.0 2,965,791 4.8 16,065,188 26.1 41,328,993 67.2

三重県 922,622 100.0 45,103 4.9 306,113 33.2 557,537 60.4

鈴鹿市 97,777 100.0 3,790 3.9 37,236 38.1 54,249 55.5

資料：総務省統計局 国勢調査（平成１７年１０月１日現在） 
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（鈴鹿市の製造業に関するデータ）

（金額単位：万円）

割合(%) 割合(%) 割合(%)  割合(%)

353      100.0    26,444    100.0    203,086,742    100.0    60,102,629         100.0    

09 食 料 品 36        10.2     691        2.6       1,808,287       0.9       479,643             0.8       
10 飲 料 ・ た ば こ 8         2.3       596        2.3       2,350,225       1.2       310,291             0.5       
11 繊 維 6         1.7       209        0.8       214,173          0.1       86,556               0.1       
12 衣 服 9         2.5       187        0.7       389,604          0.2       71,772               0.1       
14 家 具 ・ 装 備 品 10        2.8       155        0.6       323,991          0.2       121,281             0.2       
17 化 学 4         1.1       426        1.6       8,175,080       4.0       6,137,281           10.2     
19 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 33        9.3       1,656      6.3       6,263,754       3.1       2,777,705           4.6       
22 窯 業 ・ 土 石 22        6.2       813        3.1       1,587,673       0.8       703,127             1.2       
24 非 鉄 金 属 7         2.0       2,489      9.4       8,814,571       4.3       1,620,836           2.7       
25 金 属 製 品 29        8.2       492        1.9       1,105,912       0.5       479,056             0.8       
26 一 般 機 械 26        7.4       2,761      10.4     13,766,857      6.8       2,037,337           3.4       
27 電 気 機 械 34        9.6       1,947      7.4       7,056,492       3.5       2,121,628           3.5       
30 輸 送 機 械 86        24.4     12,581    47.6     150,046,167    73.9     42,587,663         70.9     

 製造品出
荷額等

 付加価値額
（従業者29人以下
は粗付加価値額）

 従業者数
（人）

　総　　　数

事業所数

 

資料：経済産業省「平成１９年工業統計調査」，三重県「三重の工業」から一部を抜粋。 

※付加価値額＝粗付加価値額＋（製造品年末在庫額－製造品年初在庫額）＋ 

（半製品及び仕掛品年末価額－半製品及び仕掛品年初価額）－減価償却額 

※粗付加価値額＝製造品出荷額等－(消費税を除く内国消費税額＋推計消費税額) － 

原材料使用額等  

 

（インフラの特徴） 

鈴鹿市のインフラには，次のような特徴がある。 

 

１ 高速道路等幹線道路 

   高速道路  

鈴鹿市西部にある東名阪自動車道鈴鹿ＩＣから中部圏，関西圏へのアクセス

が可能であり，交通の便に優れている。また，伊勢湾岸自動車道，新名神高速

道路が東名阪自動車道に接続していることから，さらに利便性が高まっている。

  国・県土軸（広域幹線道路） 

    国道１号，国道２３号，国道３０６号が供用されているほか，中勢バイパ

ス（一部供用），北勢バイパスの整備が計画されている。 

 

２ 鉄 道 

   近畿日本鉄道（名古屋線・鈴鹿線），ＪＲ東海（関西線），伊勢鉄道（第３セ

クター）が通っており，名古屋へは１時間以内，大阪へは２時間程度と利便性

が高い。 
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３ 海 路 

   国際拠点港湾に指定されている国際貿易港である四日市港へは，一般道路を

利用して約３０分でのアクセスが可能であり，広く世界との輸出入における利

便性が高い。 

 

４ 空 港 

   中部国際空港へは，陸路では，東名阪自動車道から伊勢湾岸自動車道，知多

半島道路，知多横断道路を経由して約１時間でアクセスすることが可能であり，

また，海路では，津市にあるアクセス港から高速船を利用すると，約１時間で

のアクセスが可能である。 

 

５ 高等教育機関 

   鈴鹿市には，以下の高等教育機関が存在している。 

○鈴鹿医療科学大学 

 平成３年に開学。保健衛生学部，医用工学部，鍼灸学部，薬学部の４学部と

大学院が開設されている。薬学部は平成２０年に開設されたばかりであり，平

成２６年からの学士輩出が待たれている。 

○鈴鹿国際大学 

 平成６年に開学。国際人間科学部と大学院が開設されている。 

○鈴鹿短期大学 

 昭和４１年に開学。生活学，こども学，食物栄養の３専攻が開設されている。

○鈴鹿工業高等専門学校 

 昭和３７年に開校。機械工学科，電気電子工学科，電子情報工学科，生物応

用化学科，材料工学科の５学科と，電子機械工学専攻，応用物質工学専攻の２

専攻科が開設されている。 

 

また，近接する津市には，工学部，生物資源学部，医学部等を持つ国立大学

法人三重大学が立地している。平成２１年からは，地域イノベーション学研究

科を新設し，地域に軸足を置いたイノベーションの推進・人材育成拠点を目指

している。 

これら教育機関では，産学官連携も積極的に展開されており，企業との共同

研究が数多く行われている。 

 

６ 工業用水  

員弁川，長良川，木曽川総合用水を水源とし，日量８３万 m3の給水能力を備

える北伊勢工業用水道が市内の主要工場に給水している。また，牧田川など８



 

6 

箇所の渓流を水源とする三重用水も市街地付近まで導線が伸びており，独立行

政法人水資源機構三重用水管理所において１９７万７千 m3/年の給水が計画さ

れている。 

 

７ 工場用地 公的工業団地 

鈴鹿市の公的工業団地の状況は下表のとおりであり，全分譲区画への工場立

地が完了している。現在，他に建設予定の公的工業団地はない。 

  国府工業団地 御薗工業団地 伊船工業団地 

事 業 主 体 
三重県土地開発公社

鈴鹿市土地開発公社

鈴鹿市 

鈴鹿市土地開発公社

鈴鹿市 

鈴鹿市土地開発公社

事 業 費 約 3,523,000,000 円 約 4,868,961,000 円 約 2,430,000,000 円

面 積 230,500 ㎡ 387,974 ㎡ 116,572 ㎡ 

造 成着工年月 昭和 48 年 12 月 昭和 62 年 11 月 平成 10 年 10 月 

造 成完了年月 昭和 50 年 7 月 平成元年 3月 平成 12 年 3 月 

分譲（賃貸） 

完 了 年 月 
昭和 58 年 3 月 平成元年 11 月 平成 17 年 8 月 

区 画 数 18 区画 15 区画 4 区画 

立地数（業種） 18 社 15 社 4 社 

公的工業団地が存在しないことに対する方策は，別に掲げるものとする。 

（Ｐ.２４～Ｐ.２５参照） 

 

○ 目指す産業集積の概要 

 

(鈴鹿市の産業集積に関するこれまでの取組) 

  鈴鹿市の産業構造は，自動車等輸送用機械器具製造業を中心とした，所謂，

輸出型産業が大きなウエイトを占めており，買替需要が高い時代は益々の成長

が期待できる産業群を形成している反面，その業況は為替相場に影響を受けや

すいという側面も有している。したがって，自動車等輸送用機械器具製造産業

が今後の成長産業であるとの認識は持っているものの，一極に偏りを持つ産業

構造には危惧を感じていた。このようなことから，既に鈴鹿市内に産業基盤を

有し，今後有望と思われる先端素材関連産業及びメディカル関連産業を中心と

した産業創出による段階的な産業構造の転換を図ることを計画としてきた。こ

れまでの鈴鹿市の産業集積，産業発展に向けた取組は，次のとおりである。 

 

① ものづくり研究開発事業補助事業 

平成１５年度に，産学官連携を推進し，鈴鹿市内中小製造業の活性化を図る

ため，中小製造業者等が高等教育機関と共同して行う新技術の研究開発に要す
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る経費の一部を補助する制度を創設した。 

平成２０年度末で，延べ１８件の新事業創出に向けた取組を採択し，高等教

育機関との連携により数多くの新商品の開発や事業展開がなされており，現在

も継続中の事業である。 

 

② 先端素材を活用した産業の創出に向けた取組 

  先端的な素材である炭素繊維は，軽量で，強度・耐熱性にも優れる特性を持

っていることから，航空機や自動車，鉄道車両に多く利用されており，その他

の幅広い産業への活用が期待されているが，一方，素材の性質上，加工には高

度な技術レベルが要求されている。 

鈴鹿市には，このような炭素繊維の加工に高い技術を持つ企業が立地してお

り，当該企業の更なる技術の高度化に向けた取組支援など，様々な支援を行っ

た結果，航空機産業集積への足がかりとなる当該企業が経済産業省の「全国中

小企業ものづくり３００社」（平成２０年）に選定されるといった成果に繋がっ

た。 

 

③ メディカルバレー構想に関連した取組 

メディカルバレー構想は，地域資源を有効に活用し，利用者と生産者のコラ

ボレーションにより，消費者ニーズに対応した質の高い製品・サービスを供給

すること，また，競争力のある医療・健康・福祉産業の振興に取り組み，活力

ある地域づくりと県民の健康と福祉の向上を目指す三重県の取組である。 

平成３年に開学した鈴鹿医療科学大学には，統合医療（西洋医学と東洋医学

の融合された代替医療）を中心に研究している東洋医学研究所が設置されてお

り，メディカルバレー構想を推進する上で重要な役割を担うに至っている。 

これまで，鈴鹿市は，三重県や三重大学と健康・福祉に関するプロジェクト

実施に向け，協議を重ねるとともに，広く健康・福祉・介護等の研究会やセミ

ナーに参画するなどして，健康・福祉産業創出に関する情報収集に努めてきた。

  

④ 知財先進都市支援事業における知財人材の育成 

国際競争を勝ち抜くワザとして知的財産（知財）戦略による経営が，産業界

に必要とされている。この知財（技術・デザイン・ブランド等）を競争力の源

泉とし，イノベーションを加速させるため，地域に目線を合わせた基礎自治体

レベルでの，知財への「気づき」，「活用」や地域ブランドの創造から販路まで

をマニュアル化し，新たな需要創出のツールとして中小企業へ普及・啓発する

ことを目的に，平成２１年度から「知財先進都市支援事業」（特許庁採択の３カ

年事業）に取り組んでいる。 
 



 

8 

⑤ 企業懇話会の開催 

異業種間における水平連携（技術補完等）と技術開発段階でのオープンイノ

ベーションによる協業に向けて，※独立行政法人科学技術振興機構ＪＳＴイノ

ベーションプラザ東海と連携した「企業懇話会」を平成２１年１０月から実施

している。この懇話会により，企業が求める技術課題解決や人的ネットワーク

を介した新事業展開を図るための企業交流の「場」を創造し，教育機関や推進

機関（イノベーションの推進を担う支援機関）の協力のもと，ＪＳＴのシーム

レス（継ぎ目のない）な研究開発助成や国等の施策を活用した，新事業，新産

業の創造が促進されるものと期待している。 

 

※ 独立行政法人科学技術振興機構ＪＳＴイノベーションプラザ東海は，大学等

の研究成果を社会還元するための科学技術振興機構の東海エリアの活動拠

点として，大学等の独創的研究者と地域企業の連携を図り，イノベーション

（技術革新）による新規事業創出を目指している。また，地域の経済活性化

に資するため，大学や自治体との連携を図り，「産学官の交流促進」，「研究

成果の育成・活用」のほか，研究成果の社会還元に向けた多面的な展開を図

っている。（ＪＳＴイノベーションプラザ東海は，平成２４年３月をもって

閉鎖） 

 

(鈴鹿市の産業集積に関する今後の方向性) 

鈴鹿市においては，これまで上記（①～⑤）のように，新事業・新産業創出

に向けた取組を図ってきたところではあるが，自動車等輸送用機械器具製造業

の世界的な需要増が続いたことから，企業の喫緊の立地ニーズに最優先に対応

した結果，これまでと同業種の企業立地となってきた。 

このように，鈴鹿市の産業構造の転換には至っていないなか，昨年９月のリ

ーマンショック以降，世界経済は深刻な不況に陥り，自動車産業はその影響を

顕著に受けることとなり，同業種が大きなウエイトを占める鈴鹿市の経済も大

きな打撃を受けることとなった。 

 

自動車産業では，エコカー減税等を追い風に一時的に業績回復しつつあると

言われているが，販売戦略の核となる車種が，「環境」をキーワードに，これま

でのガソリン車からハイブリッド車へ，更に電気自動車へとシフトしつつある。

このトレンドが更に加速すると，自動車部品，特に内燃機関（エンジン）部品

を手がける中小製造業者にとっては，現状のままでは事業継続が困難となる場

合（３万点ともいわれる自動車部品の需要が現在の１/２～１/４に減少される

との見方もある。）も学識者やメディアを通じて想定されており，鈴鹿市におい

ても楽観視できる状況にないといえる。 
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既に，自動車の新しい生産方式の潮流に「組み合わせ」技術（モジュール型）

による製品化が図られており，単体の部品製造ではなく，新規部品への代替・

置換が始まっている。 

自動車部品のモジュール化が進みつつある中，自動車部品メーカーの分業構

造の変化による影響を見極め，鈴鹿市に，より有為な構造の変化を導く必要が

ある。 

このことは，「すり合わせ」技術だけに頼るのではなく，製品の全体像の設計

から要素技術を活かした製品間のモジュール化や，メンテナンス，オペレーシ

ョン（手順・操作）などをシステム化する，包括ビジネスの必要性が問われて

いる所以である。 
 

  以上のことから，鈴鹿市においては，現在の自動車産業界が持つ技術を次世

代自動車産業はもとより，自動車産業以外の分野にも応用し，関連産業の裾野

を広げる方策の検討が必要であると同時に，人口動態，ライフスタイル等社会

的要因からの内需創出の観点から，従来からの取組に，これらの新たな視点を

加えた， 

① 自動車関連産業技術の伸展及び他分野への応用 

② 先端材料活用産業の創出とコモディティ商品も含めた産業群への活用 

③ 医薬・介護等福祉産業・食品関連産業の集積 

を目指すこととする。 

③の医薬・介護等福祉産業創出の取組の「車体から人体へ」は，今後の成 

長産業と位置付けることができ，高度なものづくり技術から新たな付加価値の

創出が図ることができるものである。 
 

このような方向性に主眼を置きつつ，他方で「モジュール型産業」の趨勢に

も注意を払い，各業種における付加価値戦略として「変動型モジュール製品製

造」での東南アジア系企業とのコストパフォ－マンスに勝る取組を，次のとお

り展開していく。 

 

① 自動車基幹部品及び周辺機器製造産業 

（理由）輸出型産業の経営の厳しさ，自動車業界の潮流，消費者の環境意識

の高まり，消費者の製品評価軸をとおした消費ニーズ 

 

先端材料と高度なものづくり技術を活かした環境負荷低減のエコ・モビリ

ティ（ハイブリッド車，電気自動車，燃料電池車，バイオ燃料車）や，部品

点数を減らした，ユニット，変動型モジュール製品を創出する。 

 



 

10 

② 先端材料活用（生産・加工）産業 

（理由）環境（ＣＯ2削減）を意識した材料の活用，既存市場の材料置換の

必要性 

 

鈴鹿市の産業の特徴である自動車・輸送用機械器具製造業の確立された技

術の強みを活かし，軽量化・強度化を意識した安全性の高い先端素材の加工・

応用を地域の将来産業として位置付け，次世代自動車のほか，医療介護等治

療系機械器具への利用展開を図る要素材料として，モジュール製品の創出に

寄与する。 

 

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） 

（理由）高齢化社会や安心・安全社会の構築等の社会的ニーズ，国の産業戦

略と連動した取組み，既に確立されている①の高度ものづくり技術の存在 

 

① のものづくり技術を活かした医療機器，リハビリ機器等の開発のほか，

付加価値ある機能的なモジュール製品を創出する。 

 
これまでの日本の製造業は，垂直統合的な製造構造で，各製造工程間のマッ

チングを円滑に行うための「すり合わせ」技術（インテグラル型）に強みを持

ち，その点で優位に立ってきたが，近年ＥＭＳ（電子機器の受託生産サービス）

やＯＤＭ（相手先ブランド名で設計から製造までを受託するサービス）に代表

されるような，高度な「すり合わせ」技術が必要とされない水平分業的製造に

よる「組み合わせ」技術（モジュール型）が世界的な主流となりつつあり，従

来技術だけでは優位性を保てない状況にある。 
水平分業的製造から生み出されるモジュール製品は，一般的に安定型モジュ

ール製品と呼ばれている。本タイプは，単純な部品の組み合わせのためか，す

り合わせ製品より製品統合や量産体制が簡易であり，製造コストの面でアジア

系企業に有利であり，日本メーカーに勝ち目はないといわれている。 

 

したがって，日本メーカーが世界的な潮流に乗って，水平分業的産業構造に

移行しても，生き残っていくことは困難であるので，部品の技術革新を伴う変

動型モジュール製品（製品統合が従来のすり合わせ製品よりも難易度が高く，

最適部品の組み合わせを検証する必要があるため，日本企業が戦略的に活用し

得る競争力ある製品）や，日本が得意とする「すり合わせ」技術とモジュール

型産業とを融合させた，従来とは異なるイノベーション（新しい産業の創出）

に活路を求める必要があり，そうした方向への誘導を図っていく。 
例えば，日本が得意とする高度なものづくり技術を活用した「組み合わせ」
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技術とＲＴ（ロボットテクノロジー）技術を活用した「すり合わせ」技術は，

単なる世界的な潮流のモジュール型産業への移行ではなく，日本が得意とする

「すり合わせ」技術とモジュール型産業との融合であり，従来とは異なる進化

したタイプの産業創出（すり合わせ製品→組み合わせ製品×すり合わせ製品）

を創出する可能性が高いと考える。 
   

  なお，本件に関しては，鈴鹿市と隣接する三泗地域の「高度部材産業」，特に

高度部材イノベーションセンターの活用と津地域の「先端産業基幹部品・素材

及び自動化・制御関連産業」との連携を図っていく。 

  これら計画の具体的な実現に向けて，既存の研究開発補助事業，知財に関す

る取組，企業懇話会等を通じた人的ネットワーク構築の取組をワンストップで

実施することを検討するとともに，新たに研究開発（個別プロジェクト），人材

育成（生産管理や知財経営），市場拡大（外部人材活用）に向けた取組を包括的

に実施する。 
  このような産業集積に向けた一連の流れを統合した体制づくりのため，鈴鹿

市に「ものづくり支援センター」を設置し推進する。   

 
（中部の「航空宇宙関連産業集積活性化ビジョン」との連携） 

  平成２２年２月９日，愛知県，岐阜県，三重県の中部３県は，航空宇宙関連

産業の集積地である中部地域が連携して，更なる航空宇宙関連産業の集積と高

度化を目指し，「航空宇宙産業集積活性化ビジョン」の基本合意を行ったところ

である。 
  鈴鹿市においても，航空宇宙関連産業の川上産業である難削材加工業者が複

数存在するなど，航空機産業に関わる企業が立地し始めている。 
  このことから，同活性化ビジョンと連携しながら，今後，鈴鹿市が産業集積

を図る「自動車関連産業技術の他分野への応用」，「先端材料活用産業の創出」

の視点を絡め，「航空宇宙関連産業クラスター」の形成に取り組んでいくことと

する。 

 
（中部の「次世代自動車広域ビジョン」との連携） 
平成２３年２月１４日，愛知県，岐阜県，三重県の中部３県及び富山県，石

川県の北陸２県が，自動車関連産業の集積地域である中部・北陸地域において，

今後発展が見込まれる次世代自動車関連産業の集積と高度化を目指し，「中部地

域次世代自動車関連産業集積活性化ビジョン」の基本合意を行ったところであ

る。 
  当地域では，①自動車基幹部品及び周辺機器製造産業，②先端材料活用（生

産・加工）産業を指定集積業種として，自動車関連産業の集積，高度化を期し
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ているところであるが，次世代自動車は，今後自動車の主流となる可能性があ

ることから，その関連産業の集積，高度化への取り組みも必要不可欠である。

  これらのことから，当地域においても同ビジョンと連携を図りながら，次世

代自動車関連産業の集積，高度化に取り組んでいくこととする。 

 
（中部の「ヘルスケア関連産業集積活性化ビジョン」との連携） 
平成 24 年 5 月 28 日（同 7 月 27 日変更），愛知県，岐阜県，三重県の中部３県

は，中部地域におけるヘルスケア関連産業クラスター形成を目指し，「中部地域ヘル

スケア関連産業集積活性化ビジョン」の基本合意を行ったところである。 

当地域には，ヘルスケア分野に応用が可能な高度技術を持つ企業が立地し，当

地域におけるヘルスケア関連産業の集積，活性化が見込まれる。 

このことから，同ビジョンとの連携を図りながら，「ヘルスケア関連産業クラスター」の

形成に取り組んでいくこととする。 

 
 

 

（２）具体的な成果目標 

 現状 計画終了後   伸び率 

集積区域における集積 

業種全体の付加価値額 
※ 4，921 億円 5，167 億円 ５％ 

※ 平成２０年工業統計調査結果速報（経済産業省） 

 

 

（３）目標達成に向けたスケジュール 

取組事項 

（取組を行う者） 
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

三重大学・鈴鹿医

療科学大学・鈴鹿

国際大学・鈴鹿短

期大学・鈴鹿工業

高等専門学校等

との事業連携・産

学連携。 

 

     

    

研究開発型施設

の誘導・集積 

     

■ものづくり動く支援室(H22 よりものづくり支援センターに移行)の支援事業活用 

■産学官連携の推進 

■ものづくり研究開発事業(H24より産学連携開発支援事業)補助制度の充実，燃料電池

等先端技術研究開発補助活用 

■集積業種の誘致に向けた情報収集・企業等訪問  
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企業誘致の促進 

 

 

     

製造，品質管理に

かかる人材育成

支援 

 

     

知的財産戦略の

作成及び事業実

施 

     

ＪＳＴイノベーシ

ョンプラザ東海と

「企業懇話会」の 

共催 

     

次世代自動車広域

ビジョンに基づい

た人材育成関連事

業 

   

 

  

 

 

 

２ 集積区域として設定する区域 

（区域） 

 

鈴鹿市 

 

  設定する区域は，平成２１年４月１日現在における行政区画により表示した

ものである。 

  ただし，集積区域は，以下の地域を除くものとする。 

・自然公園法（昭和３２年法律１６１号）に規定する自然公園地域（Ｐ３０に

図示） 

・自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）に規定する原生自然環境保全

地域及び自然環境保全地域（ただし当地域には該当区域なし） 

・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）に

規定する鳥獣保護区 

■集積業種の誘致 

■企業ＯＢ登録アドバイザーの活用 

■知財戦略の作成，知財人財の育成，知財セミナーの開催，地域ブランドの創出・市場化

ビジネスモデル構築 

■企業を主体とした懇話会の実施，新たなビジネスモデルの構築 

■企業マッチングシステムの展開（民間遊休地の活用） 

■Ｓｕｚｕｋａものづくり企業情報検索の活用（中小企業の紹介） 

■「中部地域次世代自動車連携会議」により実施さ

れる人材育成事業，セミナー等の活用 
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・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第

７５号）に規定する生息地等保護区域等の環境保全上重要な地域（ただし当

地域には該当区域なし） 

  ・環境省指定の特定植物群落 

                      

（集積区域の可住地面積） 

   

１５，８７６ha 

 

３ 集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域 

（区域） 

  特に指定しないが，必要が生じたときは計画修正により対応する。 

 

４ 工場立地法の特例措置を実施しようとする場合にあっては，その旨及び当

該特例措置の実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の

効果 

（工場立地法の特例措置を実施しようとする区域） 

  工場立地法の特例措置を実施しようとする区域の指定は当面行わないが，必

要が生じた場合は，周辺環境との調和に配慮するとともに関係機関との調整を

行った上で指定する。 
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５ 集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。） 

（１）業種名 

（業種名又は産業名） 

   

鈴鹿市における指定業種は，『先端ものづくり産業』の創出・集積を目指し，

次の業種とする。 

 

①  自動車基幹部品及び周辺機器製造産業 

②  先端材料活用（生産・加工）産業 

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） 

 

（日本標準産業分類上の業種名） 

 

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 

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，蓄電池，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 

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，多種産業に繋がる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 繊維工業 炭素繊維製造，漁網 

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 

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 

２９ 電気機械器具製造業 医療用電子応用装置，診断機器 

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 
 

 

（２）（１）の業種を指定した理由 

  自動車基幹部品及び周辺機器製造産業は，鈴鹿市の産業の根幹をなす重要な

産業である。本田技研工業株鈴鹿製作所を中心とした輸送用機械機具製造業に

おける製造品出荷額等が全製造業に占める割合は７割を超えることは前述のと

おりであるが，これらの出荷額を生み出す市内中小企業の持つものづくり技術

は特筆すべきである。 

元来，高度なものづくり技術を有する同業種は，その技術を他の産業分野へ

応用することにより，より発展できる可能性を秘めており，他産業分野への進

出により新しい価値を創造する余地が十分あると考えられる。 

また，このような取組により，自動車産業の世界市場全体の減少，景気動向

に左右されることのない，より強固な経営基盤を既存中小企業が得られること

も考えられることから，鈴鹿市の既存集積業種である自動車基幹部品及び周辺

機器製造産業を指定集積業種の一つとして掲げた。 

 

先端材料活用（生産・加工）産業については，炭素繊維等の将来有望な材料

に関連する産業の集積が，鈴鹿市の大きな強みになるものと期待される。 

例えば炭素繊維複合材は，自動車部品の材料に使用すれば，自動車の衝突安

全性を高めることができる上，軽量化による燃費改善によりＣＯ2削減に繋げる

こともできる。航空機部品の材料としても，需要の高まりがある。また，他産
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業においても，従来から変わらぬ材料と置換することによって，新たな製品創

造が可能である。 

鈴鹿市には，このような難削材といわれる炭素繊維材料の加工技術を持ち，

大手航空機メーカーと直接契約し事業展開しているなど，高い技術を持つ企業

が立地しており，その他，ＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラスチック），ハイテン材

（高張力鋼板），ポリカーボネート（熱可塑性プラスチック）などの先端材料を

取り扱う企業が，次なる産業の創出に向けて展開を始めていることからも，こ

のような素材産業の創造，集積に向けて先端材料活用産業を指定集積業種とし

た。 

 

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

ついては，少子高齢化に伴う社会的ニーズや，鈴鹿地域に大手製薬企業，大手

食品メーカーなどの関連企業や鈴鹿医療科学大学（薬学部，東洋医学研究所）

が集積するポテンシャル（鍼灸等代替補完医療等）の高さから，更に強固で活

力ある産業構造への転換を図ることが可能であると考える。 

人口動態，社会的要因を鑑みた場合，医療・介護・リハビリ関連の治療系機

器分野が有望であり，その集積を目指す土壌がものづくり技術を有する鈴鹿市

には存在する。 
大手製薬企業，大手食品メーカー等の既存立地企業と鈴鹿医療科学大学薬学

部との産学連携による競争力ある医療・健康・福祉産業の振興により，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は，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深めることができるものと考えられる。 

 

また，食品関連産業の創出においては，地域の農業産出額の高さや，農業生

産者・製造加工業者の取組事例，並びに地産地消の観点から，地域農水産品の

食分野（食品・機能性食品・工業製品への応用）への展開が大いに期待される

ところである。例えば鈴鹿医療科学大学と連携した農水産品の代替医療食品の

展開は考えられるところであり，三重県内には三重大学や機能性食品企業等が

立地されていることから，積極的な展開を図ることができる素地がある。 

そこから創出される地域ブランド商品は，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って，観光行政と産業行政の相乗効果

を生み，内需創出に繋げることができるものと考えられる。 

   

 

※ 注釈（最近の国の動向等） 

・三重県が進めている「メディカルバレー構想」内では，鈴鹿医療科大学が

主査を務める「統合医療研究会」が発足しているが，このような代替補完
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医療についても，次世代医療機器開発の可能性を秘めている。 

医療機器，リハビリ機器製造分野をターゲットとした集積は，三重県の構

想とも合致している。 

  ・経済産業省の「医療産業研究会」が平成２１年９月に設立され，国内での

医療ツーリズムの可能性や，病院とフィットネスジムが連携した健康指導，

外食産業での健康メニューの提供のほか，ＩＴを活用した診断支援，遠隔

医療，医療機器の開発や先進的創薬などを後押しする制度づくりなどの報

告を，年度内にまとめる予定としている。 

  ・経済産業省は，中小企業の医療機器産業への参入を促す全国協議会を立ち

上げ，販路開拓や安全性評価の情報交換ネットワークを築き，製品だけで

なく，部品や材料，画像ソフトウェアなど広範囲なスペックに対しても情

報共有を図っていく旨を公表している。 

    

   上記２つの経済産業省の産業戦略と連動した産業集積の展開を図ること

は，高齢化社会のニ－ズに向けた取組として，国の戦略とも合致したもの

といえる。 

 

 

６ 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の目標 

 目標数値 

指定集積業種の企業立地件数（５年累計） ５件 

指定集積業種の製品出荷額（５年後の増加額） ９００億円 

指定集積業種の新規雇用創出件数（５年累計） ５００人 

 

７ 工場又は事業場，工場用地又は業務用地，研究開発のための施設又は研修施

設その他の事業のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。），高度な知識

又は技術を有する人材の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のため

の事業環境の整備の事業を実施する者及び当該事業の内容 

 

 
（産業用共用施設の整備等に関する事項） 

「（仮称）鈴鹿市ものづくり支援センター（以下「ものづくり支援センター」

という。）」を，平成２２年度に設置する。 

■ ものづくり支援センターの体制 

  ものづくり支援センターを本基本計画実現のためのプラットホーム（身近に

産学官が交流できる場）と位置付け，中小企業支援とともに，産業集積に向け

た一連の流れを統合した体制づくりを行う。 
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  ものづくり支援センターは，高等教育機関，商工会議所，企業団体，産業支

援機関，行政等が連携し，自己研鑽，相互研鑽をとおし，時代の変遷に応じた

仕組みづくりが臨機応変に行え，ダイレクトに企業支援が行える組織体とする。

  本基本計画の指定業種集積に向けた取組のひとつとして掲げる，「住生活産

業」の中の医療・介護等福祉・リハビリ機器等，厚生労働省関連の情報共有を

図るため，大学病院，民間病院との連携を図る仕組みづくりを検討する。 

   

■ ものづくり支援センターの役割 

 鈴鹿市における既存技術の高度化や新分野への応用，異業種間交流をとお

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提供，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う。 

 また，地域間競争でない，広域的なネットワーク構築を促進し，地域を越

えた「ヒト」，「モノ」の積極的な流動化を図るとともに，市場確保，市場

拡大に向けた，ユーザーサイドの声を掴む方策を検討する。 

 

■ ものづくり支援センターの機能 

① 情報支援機能 

    国・県・市・他産業支援機関など，様々な機関の情報を，ものづくり企

業（農商工連携企業含む。）に適宜提供する。 

   ≪例≫各種情報の蓄積・提供，メールマガジン配信等 

  ② 産学官連携推進機能 

    地域が一体となり得る支援環境を整備し，産学官連携によるものづくり

の高度化・高付加価値化を実現する。 

   ≪例≫ ＪＳＴイノベーションプラザ東海との企業懇話会のほか，「次世

代組み合わせ型製品統合研究会」や「医療・介護・リハビリ機器製

品化研究会」，「先端素材（カーボン）研究会」を設置（予定）し，

具体的な法制度設計も含めて，参入を促す取組を図る。 
       この取組は，鈴鹿市が集積を図る業種ごとに，３つの研究会を設

置し，域内の企業に向けて，かかる産業の現状と課題を提供し段階

的に進めていくものである。 
近隣の大学やＪＳＴイノベーションプラザ東海など関連団体との

連携の中，産学，産連携を深め，ものづくり技術の高度化・高付加

価値化を可能とする産業集積や集積の発信を目指すものである。 
平成２２年度は，座学中心に各研究会を運営し，平成２３年度は，

各研究会からの試作品開発に取組む予定としている。 
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③ アドバイザー派遣機能 

    ものづくり技術の継承の円滑化を図るため，地域の有能なＯＢ人材と連

携できる環境を創出するほか，技術の高度化を図れるアドバイザーの登録

を随時行い，派遣する。 

   ≪例≫企業ＯＢアドバイザー派遣，特許情報活用支援アドバイザー派遣 

 

④ 人材育成機能 

    企業にとって大きな課題である「ヒト」の育成に関する支援を，産学官

が一体となって実施する。 

   ≪例≫生産管理部門のリーダー研修，高専等を活用した人材育成事業，知

的財産普及・啓発事業 

 

⑤ 研究開発支援機能 

    産・学の連携により中小企業の技術力の向上を図り，その競争力を強化

することで，新たな産業の育成に繋げる。 

   ≪例≫産学連携開発支援事業補助金，各機関の研究開発補助金 

 

⑥ 市場確保・拡大支援機能 

    ユーザー企業の情報収集，連携している外部推進機関との有機的な関係

の構築を図り，川上川下間の商談のほか，人材育成や研究開発を迅速に進

める。 

   ≪例≫域外人材（コーディネータ等）の活用 

 

⑦ コーディネート機能 

    上記の６機能を横断的に補完し，制度の円滑な推進を図る。 

   ≪例≫コーディネーターの配置，特許流通アドバイザーの配置 

 

（人材の育成・確保に関する事項） 

これまで鈴鹿市が実施してきた「企業ＯＢアドバイザー派遣」，「企業巡回

訪問」，「リーダー研修」などの人材育成に関する事業を，上記のとおり「も

のづくり支援センター」に集約し，引き続き実施していく。 

また，本基本計画の集積業種に造詣の深い分野の新たなアドバイザーの選

任・登録のほか，域外からの専門家の活用についても積極的に図る。 

人材の確保については，地域の高等教育機関との連携のもと，市内各企業の

紹介等により市内企業が優秀な人材を確保するための取組を進める。 
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（技術支援等に関する事項） 

ものづくり支援センターに，企業への技術支援を行う一方，オープンイノベ

ーションによる技術高度化の支援機能を持たせ，オープンイノベーションを誘

発する取組を進めていく。 

また，その成果に向けて，補完的に下記の支援を活用する。 

 

① 公益財団法人三重県産業支援センターの企業支援 

  隣接の津市に立地している公益財団法人三重県産業支援センターが実施し

ている各種の企業支援を活用する。 
  また，四日市市に立地する「高度部材イノベーションセンター」をオープン

リソースとして活用する。 

 
② 三重県工業研究所の技術支援 
 隣接の津市に立地している三重県工業研究所が実施している技術アドバイ

ス，技術提供等の技術支援を活用する。 
 

（その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事

項） 

 

① 知財戦略に関する取組 

量から質へと経済構造がパラダイムシフトしている中，国際競争を勝ち抜

くワザとして知的財産（知財）戦略による経営が，産業界に必要となってい

る。このため，知財戦略に則りイノベーションを加速させるという手法を，

中小企業の経営に普及させることが必要であると捉え，特許庁の採択事業「知

財先進都市支援事業」をとおして，鈴鹿市独自の知財戦略計画（アクション

プラン含む。）を作成し，知財人材の育成・確保を鈴鹿地域の企業に浸透させ

る。これにより，知財マネジメントを活用した新たなビジネスモデルを創出・

普及させ，競争優位に立つ産業の成長・発展を目指していく。（この事業は，

これまでは，国・県レベルの計画であったが，政令市を除く，市レベルの中

小企業を対象とした取組は全国初となる。） 

この取組は，特許庁の補助事業期間（平成２１年度から３ヶ年）終了以降

も継続的に実施していく。 
 

具体的な内容は，以下のとおりである。 

 

・鈴鹿市独自の知財戦略計画（アクションプラン含）を作成し，知財マネジ

メントができ得る人材を地域内企業に育成・配置する。 
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・単に特許化を推進するのではなく，独自技術の権利化と秘匿化，公開と条

件付きライセンス，標準化等を使い分ける知財マネジメントの普及を図る。

・啓発・普及・推進機関として，ものづくり支援センターでの機能化を図る。

・伝統的工芸品（用具）指定の「鈴鹿墨」，「伊勢型紙」の将来予測等に係る

調査・研究を実施し，伝統技術を活かした新たな産業に向けた展開を図る。

・農水産品については，地域固有性を重視した消費者視点での地域ブランド

商品づくりを行い，流通支援を図る。 

・具体的な成功事例を創り出し，ロールモデルとしていく。 

 

※ 知財マネジメントとは，特許出願の実務処理やライセンス実務のほか，

取得特許をどのような目的・用途で戦略的に管理・活用するか，事業自体

にどのように知財を活用していくかを考え，事業展開（市場拡大と収益確

保）を図ることをいう。 

 

② 鈴鹿市・三重県の企業立地支援制度 

 

(1) 鈴鹿市工業振興条例に基づく支援（鈴鹿市） 

 

◆工場設置奨励金 

     鈴鹿市工業振興条例に基づき，事業所，研究所などの新設・増設事業に

対して奨励金を交付する。交付条件は前年度納付した当該部分の固定資産

税相当額を５年間交付する。（限度額は，用地取得費助成金と合わせて３億

円。） 

◆用地取得費助成金 

    工場設置奨励金の奨励措置の認定を受けた工場の設置に対して助成金を

交付する。助成要件は，工場敷地として９，０００ｍ2以上の用地を取得し

かつ２年以内に着工した場合とする。当該用地に係る取得費を基準額に，

取得面積に応じてその一定割合を３年間に分割して交付する。 

   ◆利子補給金 

   工場設置奨励金の奨励措置の認定を受けた中小企業者で，金融機関から

資金の借り入れを行った場合，借り入れ額に係る支払利子を基準として，

３年間交付する。（限度額は，１千万円。） 

  

(2) 産学連携開発支援事業補助金（鈴鹿市） 

    

産学官の連携による研究開発を強化し，製造業の活性化を図るために，市

内の中小製造業者等が大学等と共同により，またはその指導により行う新商



 

23 

品または新技術の研究開発に要する経費の一部を補助する。補助金額は，補

助対象経費の２分の１以内の額とし，限度額は２５０万円を設定する。 

  

(3) 基幹産業立地促進補助金（三重県） 

県基幹産業分野に属する最先端の大規模な工場を立地する場合に補助を行

う。 

対象業種 

以下の業種に属する工場（事業所）の新設又は増設が対象。 

製造業のうち輸送用機械器具，化学・石油・石炭製品，電気機械器具、

電子デバイス，情報通信機械器具，一般機械器具及び環境・エネルギー

関連分野の業種に属する工場の建設であること。 

要  件 

①操業開始の日から３年を経過するまでの建物・機械設備等，投下償却

資産額が１５０億円以上であること（土地を除く）。 

②立地に伴って増加する常用雇用者の数が操業開始の日から３年を経

過するまでに２０人以上であること。 

③工場適地等，工場の立地が適当と認められる場所への立地であるこ

と。 

補助金額 

・５億円を定額補助 

・５億円を上限に，操業開始後三重県に納付した法人県民税及び法人 

 事業税の８割を補助。（土地は対象外） 

限 度 額 １０億円 

そ の 他 ２０１１年度（平成２３年度）までの時限措置 

 

(4) バレー構想先端産業等立地促進補助金（三重県） 

三重県がバレー構想で，集積を目指す先端的成長産業にかかる生産施設の

立地に補助を行う。 

対象業種 

以下の業種に属する工場（事業所）の新設又は増設が対象。 

①製造業のうち，情報通信関連，医療・健康・福祉関連業種 

②県が製造業の中で指定する高度部材・素材関連等の業種（ロボット，

燃料電池，情報家電の要素技術となるもの） 

要  件 

（１）公的用地を新たに取得又は賃借して立地する場合 

①建物・機械設備等，投下償却資産額が３億円以上であること（土地

を除く）。 

②立地に伴って増加する常用雇用者の数が１０人以上であること。 

（２）（１）以外の場合 

  ①建物・機械設備等，投下償却資産額が５億円以上であること（土 

  地を除く）。 

 ②立地に伴って増加する常用雇用者の数が１０人以上であること。 
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 ③工場適地等，工場の立地が適当と認められる場所への立地であるこ

  と。 

補助金額 建物，機械設備等補助対象となる投下償却資産額の１０％又は１５％ 

（土地は対象外）。 

限 度 額 ５億円 

そ の 他 ２０１１年度（平成２３年度）までの時限措置 

  

(5) 研究開発施設等立地促進補助金（三重県） 

研究開発機能の集積のため，研究開発施設又は，試験認証機関を新設及び

増設した事業者に対する補助を行う。 

要  件 

①建物・機械設備等，投下償却資産産額が２億円以上であること 

（土地を除く）。 

②研究開発施設等の立地が適当と認められる場所への立地であるこ

と。 

補助金額 
建物，機械設備等補助対象となる投下償却資産額の１０%（土地は対象

外）。 

限 度 額 ５億円 

そ の 他 ２０１１年度（平成２３年度）までの時限措置 

（注）三重県の上記（３）から（５）の補助金は平成２３年度末で終了したこと 

   から，現在新たな制度を検討しています。 

 

③ その他企業の立地に際する立地環境の整備 

 

 現在，鈴鹿市においては，分譲可能な公的工業団地を有していないため，企

業誘致において用地情報を提供できるよう，県と市が連携し，民間用地の発掘

等について，以下のとおり対応する。 

 

(1) 企業立地マッチング事業 

鈴鹿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」として鈴鹿市に登録

し，有益な不動産情報を鈴鹿市ホームページをとおして立地希望企業へ提示す

るシステムを構築し，企業立地を促進する。 

 

(2) 鈴鹿市都市マスタープラン上の「新土地需要ゾーン」の有効活用の検討 

「新土地需要ゾーン」については，都市マスタープラン上で，将来的に，工

業・物流系の企業立地が可能な地域であると指定されている。（１）稲生町付近
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（中勢バイパス・北勢バイパス建設予定地沿線）と（２）都市計画道路鈴鹿中

央線～東名阪自動車道鈴鹿ＩＣ付近沿線及び，（３）市道汲川原橋徳田線～県道

鈴鹿関線沿線にゾーン指定がされているが，市街化調整区域内であることから

開発が困難であること，また，用地の多くが農地であることから農地転用許可

が必要であることなど，ゾーン内の開発には大きな課題がある。 

現時点では，地域内に公的工業団地を造成整備する計画はないが，（１）の稲

生町付近のゾーンについては農地に適さない土地条件となっており，周囲との

調和と雇用創出を目指す，農・住・工共存のモデル地域として，また新産業拠

点整備地域として，その活用方法等検討価値のある区域と考えている。 

なお，この区域は，将来的に「重点的に企業立地を図るべき区域」として指

定できるものと思われるため，今後の産業集積区域の形成に向けて，計画的な

市街化の検討を重ねていく。 
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新土地需要ゾーン（２）都市計画道路鈴鹿中央線～東名阪

自動車道鈴鹿 IC付近沿線 

新土地需要ゾーン（３）市道汲川原橋徳田線～県道鈴鹿関線沿線 

新土地需要ゾーン（１）稲生町付近（中勢バイパス・北勢バイパス建設予定地沿線）

鈴鹿市都市マスタープランから 
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８ 産業集積の形成等に密接な関係を有する者と市町村及び都道府県との連携

に関する事項 

(産業集積に向けたネットワークづくり) 

  次のように関係機関と連携し，産業集積に向けた取組を継続し実施していく。

 

① 高等教育機関である鈴鹿医療科学大学，鈴鹿国際大学，鈴鹿短期大学，鈴

鹿工業高等専門学校と平成１５年度以降順次，学官連携協定等を締結し，地

域活性化，社会貢献に向けた有機的な連携を構築しているが，今後もこれを

継続していく。 

  また，既存の連携体だけでなく，広く連携の構築を検討していく。 

 

② 鈴鹿商工会議所と連携し，産学官連携による新技術・新製品創造を推進す

る組織として，平成１１年度に「ＳＵＺＵＫＡ産学官交流会」を商工会議所

内に設置し，産学官連携に向けたセミナー，技術サロン，勉強会といった場

の提供を交流会会員(平成２１年５月末現在４８社・うち半数が製造業)向け

に行っており，今後も活動を継続する。 

 

③ 金融機関が中心となって，コラボ産学官三重支部が平成２０年度に設立さ

れ，これに参画することで，金融機関，中小企業，高等教育機関，公共団体，

経済団体などとのネットワーク化を図り，更なる産学官連携を促進していく。

 

④ 独立行政法人科学技術振興機構ＪＳＴイノベーションプラザ東海（文部科

学省系機関）と連携した「企業懇話会」を平成２１年１０月より実施してい

る。 
   取組内容としては，一般的な大学等のシーズオリエンテッド（シーズ第１

主義）な情報交換の場の提供と異なる，企業主体の異業種交流，企業ニーズ

を主眼とした技術課題解決，人的ネットワークを介した新事業展開の場の創 
  造を施し，「学」や推進機関（イノベーションの推進を担う支援機関）の協力

  のもと，ＪＳＴのシームレス（継ぎ目のない）な研究開発助成や国等の施策 
  を活用して新事業，新産業創造の促進を行うものである。 

当面の開催は，年数回，異業種間での水平展開（技術補完等）ができ得る 
場を提供するものとし，オープンイノベーション協業に向けて，意欲ある 
４０社程度の企業連携を推進していく。 

 
⑤ 全国ロボット・ＲＴ担当官会議（任意会議）の情報や域外人材ネットワー 
  クを活用し，集積予定業種にＲＴ技術の導入が図れるよう，これらの「ヒ
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ト・モノ・カネ」の運用を検討していく。 
これまでのプロダクトアウト型ビジネスではなく，マーケットイン型ビジ

ネスによって異業種のユーザー企業にＲＴ技術によるソリューションを提案

できるようなスキル・ノウハウを蓄積させるため，④の「企業懇話会」内に，

「次世代組み合わせ型製品統合の研究会」や「医療・介護・リハビリ機器製

品化の研究会」，「先端素材（カーボン）研究会」（予定）を設置し，本基本計

画の産業集積に向けた取組を具体的に実施していく。 

 
※ 推進機関とは，三重県産業支援センターなど。 
※ 全国ロボット・ＲＴ担当官会議（任意会議）とは，国・県・市・産業界

のコーディネーター等が参画する，出口志向型情報交換の場。 

 

 

９ 市町村及び都道府県における企業立地及び事業高度化に関する手続の迅速な

処理を図るための体制の整備に関する事項 

鈴鹿市における企業立地及び事業高度化に関する事業者からの申請について

は，迅速な処理を行う。 

特に企業立地に関しては，当面大規模な誘致等はないものの，三重県企業立

地担当部局並びに鈴鹿市産業政策課を窓口にして，企業の意向を十分尊重した

対応を図る。 

鈴鹿市産業政策課は，都市計画法，森林法，砂防法，道路法，国有財産法，

農地法，環境影響評価条例等許認可等の各種法規制に係る事務及び，工場建設

のための建築確認事務，工場立地法の届出事務，公害事前審査等全ての手続き

等がスピーディーに図られるよう，日程調整や企業との連絡等，様々なサービ

スのワンストップ窓口として努めていく。 

 

 

１０ 環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべ

き事項 

 (環境保全等に関する事項) 

 
環境保全に関する事業活動への規制については，「水質汚濁防止法」，「大気汚

染防止法」，「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」等の国の環境法令，三重県が定める「三

重県生活環境の保全に関する条例」，鈴鹿市の「鈴鹿市しあわせ環境基本条例」

等に則して行う。 
鈴鹿川以東は水稲栽培が盛んな地域であり，また，鈴鹿山脈，鈴鹿川流域を

はじめとした重要生態系地域の自然環境保全を重視し，開発にあたっては希少
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種の生育・生息状況の確認や保全を求めていく。 
水質汚濁防止に関して，新たに立地する一定規模の事業場には「鈴鹿市水質

汚濁防止指導要綱」の指導値の遵守を，また，特に鈴鹿川流域に立地する場合

には四日市市，亀山市と鈴鹿市の３市で構成する「鈴鹿川浄化対策協議会」の

指導値を遵守することを求めている。 
また，鈴鹿市は新たに立地する企業との間の公害防止協定の締結を推進して

おり，その中で独自の目標値を定めること等により公害防止と周辺環境への負

荷の低減に努めることを求めている。 
一方，住民の理解を得る取組については，自治会等の地元組織を通じ，広く

立地予定地周辺住民を対象に，立地予定企業主催の事前説明会を開催する等に

より，地域の理解を得られるように努めていく。 
 

(犯罪及び事故の防止並びに地域の安全と平穏の確保に関する事項) 

 

① 犯罪及び事故の防止に配慮した施設の整備と管理 

犯罪及び事故の防止を図るため，見通しを確保した施設の配置，歩道と車 

道の分離，防犯カメラや防犯灯等の設置などに住民の理解を得ながら努める。

 

② 地域における防犯活動への協力 

事業者等は，地域住民等が行う犯罪のない安全で安心なまちづくりに関す 

る自主的な活動に積極的に参加するほか，活動に必要な情報，物品，場所等 

を提供するなどの協力を住民の理解を得ながら行う。 

 

③ 犯罪捜査への協力等 

事業者等は，事件・事故発生時における警察への連絡体制の整備と捜査活 

動への積極的な協力を行うとともに，企業立地を通じた産業の集積に伴い， 

新たに必要となる警察活動に要する経費を措置する。 

 

④ 暴力団等の排除 

暴力団等反社会的勢力を排除するとともに，同勢力からの様々な要求には 

応じない。 

 

⑤  外国人の不法就労の防止 

事業者が外国人を雇用しようとする際には，事業者や自治体が各々適法な 

  就労を確保するよう，在留資格の確認等を行うなどの必要な措置をとるととも

に，就労者に対して日本の法制度，習慣等について指導を行う。 
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１１ 法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７号の施設の整備が，

農用地等として利用されている土地において行われる場合にあっては，当該土地

を農用地等以外の用途に供するために行う土地の利用の調整に関する事項 

  該当なし。 

 

 

１２ その他産業集積の形成又は産業集積の活性化の促進に関する重要事項 

（鈴鹿地域産業活性化協議会の設置） 

 

鈴鹿市の産業集積の形成に関する協議を行うため，必要に応じて鈴鹿地域

産業活性化協議会を開催し，以下の項目について協議を行うものとする。 

① 目標項目の進捗状況確認 

② 計画の変更協議 

③ 鈴鹿市の産業振興方策の検討 

 

（産業防災にかかる取り組み） 

 

広域災害発生時において，地域経済への影響が特に大きいことが想定され 

 る輸送機器関連産業における防災・減災対策を目的とし，地域連携ＢＣＰに 

かかる人材養成，普及啓発等により「災害に強いものづくり中部」の構築を 

目指す。 

  

（国際拠点化にかかる取り組み） 

 

 アジア拠点化に向けた政府の動きをとらえ，中部地域における輸送機器関 

連産業及びヘルスケア関連産業の国際拠点化を推進するため，国内外の産業 

クラスター等との交流促進，外資系企業や国際展示会・会議体の誘致活動及 

び販路開拓，人材養成等に取り組む。 

 

 

１３ 計画期間 

計画期間は，計画同意の日から平成２５年度末日までとする。 
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【付属資料】 

Ｐ１２「２ 集積区域として設定する区域」関連 

 

（除外区域） 

自然公園法（昭和 32年法律 161号）に規定する自然公園地域（下図における黄色の区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


