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鈴鹿地域産業活性化基本計画（案） 

 

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 

（地理的条件、既存の産業集積の状況、インフラの整備状況等地域の特色について） 

【地理的条件】 

鈴鹿市は、三重県の北部に位置し、北西部は滋賀県に接する標高 1,000ｍの鈴鹿山脈を軸に扇

形に台地、丘陵地が連なり、また、東部は低地が広がり、伊勢湾に面して長い海岸線が続いて

いる。さらに、市の中央には一級河川の鈴鹿川が流れ、自然環境は多様性に富み、それら豊か

な自然環境から多くの恵みを得ている。 

また、名古屋市から約 50km、大阪市から約 100km の距離にあり、中部圏と近畿圏に至便な地

域に位置することから、古来東西に通じる交通の要衝として、伊勢国の政治・文化の中心とし

て発展してきた。特に江戸時代には東海道、伊勢街道の宿場町として繁栄してきた。また、現

在市役所が位置する神戸は城下町としても栄えたほか、沿岸部の白子では、海運業を中心とし

た港町としても賑わいをみせ、伊勢型紙、鈴鹿墨など産業の発展にも寄与してきた。 

明治、大正期には、鉄道や国道の開通など陸上交通が整備され、その後の発展の基礎が築か

れ、第二次大戦中の昭和 17 年 12 月には、2町 12 か村が合併して市制を施行し、各種の軍事施

設が広域的に建設されたことから人口も急増した。戦後も周辺村との合併や企業誘致により人

口は大きく増加し、平成 25 年 3 月現在の人口は約 20 万 2 千人で、県人口の 10.8％、四日市市、

津市に次いで県内第三の人口規模となっている。また、高齢化率は 20.6%と県内市部で最も低く、

他地域に比べバランスのとれた人口構成となっている。なお、鈴鹿市の面積は約 195 平方キロ

メートルで、県総面積に占める割合は 3.4％である。 

 

【既存の産業集積の状況】 

鈴鹿市では、豊かで恵まれた自然環境から、古くから農業、漁業が盛んに行われている。 

豊かな自然に恵まれる鈴鹿市の農作物の特色としては、稲作や野菜栽培のほか、サツキやツ

ツジといった植木が盛んに栽培されており、近年では生産から流通、販売まで一貫して行う体

制が組まれている。また、西部の丘陵地では茶が多く栽培されており、中でも収穫前に茶樹に

覆いをかぶせる「かぶせ茶」は全国有数の産地である。さらに、養鶏などの畜産農家も多く、

最近は付加価値を高めた商品の開発が進んでいる。 

水産業においては、伊勢湾での沿岸漁業を始め、海苔養殖の水産物出荷高は県内でトップク

ラスである。また、獲る漁業から育てる漁業への転換も進められ、ヨシエビやクルマエビ、ガ

ザミなどの種苗放流が行われている。 

一方で製造業については、戦前、市内に海軍工廠、海軍航空隊等軍事施設が置かれ、道路、

水道等インフラが整備された広大な土地等の産業基盤が残されたことから、戦後、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り組みを行ってきた。 

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)（後の東洋紡績(株)）

の立地を皮切りに、大東紡織(株)、倉毛紡績(株)（後の(株)カネボウ）などの紡績関連企業が

立地し、繊維産業が栄えた。その後、日本コンクリート工業(株)、本田技研工業(株)、敷島紡

資料２ 
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績(株)、富士電機製造(株)、日東紡績(株)、パラマウント硝子工業(株)、敷島スターチ(株)、(株)

フジクラ等、現在の産業構造を方向付ける主要企業が多く市内に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、製造品出荷額で県内第 2 位を誇る工業都

市としてのポジションを確立するに至っている。 

業種別には、現在の産業基盤の礎となる本田技研工業(株)鈴鹿製作所の立地に伴い、裾野の

広い自動車産業の恩恵を受け、同所を中心として、様々な素材を用いた自動車部品の製造・加

工業等自動車関連産業の集積が進み、市内の製造品出荷額で輸送用機械器具製造業が約７割を

占めるなど、鈴鹿市の産業において大きなウエイトを占めている。一方で、AGF 鈴鹿(株)（食品）、

大日本住友製薬(株)（薬品）、富士ゼロックスマニュファクチュアリング(株)（電機）、旭化成

ケミカルズ(株)（化学）など、幅広い業種の企業が多数立地している。 

また、近年では、自動車部品の製造で培われた高い加工技術を活かし、今後発展が期待され

る航空機部品の製造に取り組む企業も市内に立地しており、新たな地域産業の柱となることが

期待されている。 

さらに、昭和 37 年に、国際レーシングコース「鈴鹿サーキット」が開設され、多くのレース

が開催されたことや、当時の日本の経済成長による生活レベルの向上に伴い二輪・四輪自動車

を単なる移動手段ではなく、レジャーとして楽しむ利用層が増大したことから、製品の開発、

性能向上のための実験場としてレースに直接・間接的に参加する企業や車両の性能をより引き

出すオプション部品を製造する企業が市内に多く立地した。現在では、これら企業は、レース

という究極の競争で鍛え抜かれた技術を活かし、レース用の車両や部品といった特殊用途製品

のほか、医療・福祉、エネルギー、航空宇宙等他産業への応用展開、自動車部品の試作や量産

へのフィードバックなど活躍の場を拡げている。 

また、鈴鹿サーキットでは、昭和 54 年から鈴鹿 8時間耐久レース、昭和 62 年からは F1 日本

グランプリといった国際レースが開催され、鈴鹿市の世界的な知名度の向上に寄与しているだ

けでなく、モータースポーツの聖地として、最盛期には 3日間で国内外から 36 万人の集客を誇

り、宿泊、飲食、運輸等周辺も含めた経済効果 293 億円（平成 18 年：百五経済研究所調べ）を

もたらすなど、地域経済の発展・活性化に貢献している。 

なお、鈴鹿市では、こうした鈴鹿サーキットを核とするレース・モータースポーツを軸とし

て、さらなる地域の発展を目指し、世界 3大レースである 24 時間耐久レースを開催するフラン

スのル・マン市との友好協力協定を締結するとともに、平成 16 年には「モータースポーツ都市

宣言」を行っているところである。 

このように集客交流も産業として盛んであることや、市内人口だけでなく周辺人口の多さや

地理的条件から、市内に複数の大規模商業施設が立地し、製造業ばかりでなく商業・サービス

業も活発であり、鈴鹿市はバランスのとれた産業構造を形成している。 

 

○統計データ 

鈴鹿市の就業人口（15 歳以上）を産業別に比較すると、総数 96,396 人に対し、第 1次産業は

2,866 人（3.0％）、第 2次産業は 33,317 人（34.6％）、第 3次産業は 53,041 人（55.0％）とな

っており、特に第 2次産業の占める割合は県内他地域と比べても高く、製造業に携わる労働力

が豊富な都市である。 
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また、鈴鹿市の製造業データ（平成 24 年経済センサス‐活動調査：経済産業省）によると、

平成 23 年の鈴鹿市の事業所数（従業員 4人以上）は 345 事業所、製造品出荷額等（全業種）は

1兆 3,831 億円となっており、三重県の事業所総数の 8.2％、製造品出荷額等の 14.7％を占めて

いる。製造品出荷額等では県内 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。 

さらに、製造品出荷額等を業種別に見ると、「輸送用機械器具製造業」が抜きん出て大きく、

ピークよりもやや割合は下がったものの、市全体の 68.5％を占めている。これに次ぐのは「電

気機械器具製造業」（7.4％）であり、以下「化学工業」（6.0％）、「プラスチック製品製造業」

（4.9％）、「業務用機械器具製造業」（3.8％）と続いている。 

また、事業所数を業種別に見ると、ここでも「輸送用機械器具製造業」が最も大きな割合を

占め 25.8％となっており、以下「金属製品製造業」（10.4％）、「食料品製造業」（10.4％）、「プ

ラスチック製品製造業」（10.1％）、「電気機械器具製造業」（7.0％）と続いている。 

従業者数についても「輸送用機械器具製造業」が 49.6％と最も大きな割合を占め、これに次

いで「電気機械器具製造業」（17.4％）、以下「業務用機械器具製造業」（6.8％）、「プラスチッ

ク製品製造業」（6.4％）と続いている。 

このようにデータからも、鈴鹿市の産業における「輸送用機械器具製造業」の占めるウエイ

トの大きさを物語っている。 

 

（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 5,761.59 100.00 1,871,619 100.00 

鈴 鹿 市 194.67 3.38 201,616 10.77 

資料：総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成 25 年 3 月 31 日） 

国土地理院 平成 23 年全国都道府市区町村別面積調（平成 23 年 10 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 59,611,311 100.0 2,381,415 4.8 14,123,282 26.1 39,646,316 67.2

三重県 895,097 100.0 33,016 3.7 278,346 31.1 536,802 60.0

鈴鹿市 96,396 100.0 2,866 3.0 33,317 34.6 53,041 55.0

資料：総務省統計局 国勢調査（平成 22 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） 

 
事業所数 

 

 
従業者数

(人) 

 製造品 

出荷額等 

(万円) 

 付加価値額 

(従業員 29 人 

以下は粗付加 

価値額)(百万円) 

 

割合

(%) 

割合

(%)

割合

(%)

割合

(%)

 総 数 345 － 22,121 － 138,308,827 － 41,588,649 －

09

10

11

13

14

15

16

18

19

21

23

24

25

26

27

29

31

食 料 品 

飲 料 ・ た ば こ 

繊 維 

家 具 ・ 装 備 品 

パルプ・紙・紙加工品 

印 刷 ・ 同 関 連 

化 学 

プラスチック製品 

ゴ ム 製 品 

窯 業 ・ 土 石 

非 鉄 金 属 

金 属 製 品 

は ん 用 機 械 

生 産 用 機 械 

業 務 用 機 械 

電 気 機 械 

輸 送 用 機 械 

そ の 他 

36 

9 

12 

9 

8 

5 

3 

35 

5 

20 

12 

36 

6 

18 

5 

24 

89 

13 

10.4 

2.6 

3.5 

2.6 

2.3 

1.4 

0.9 

10.1 

1.4 

5.8 

3.5 

10.4 

1.7 

5.2 

1.4 

7.0 

25.8 

3.8 

554

554

218

224

135

45

428

1,426

129

500

413

460

180

199

1,509

3,843

10,973

331

2.5

2.5

1.0

1.0

0.6

0.2

1.9

6.4

0.6

2.3

1.9

2.1

0.8

0.9

6.8

17.4

49.6

1.5

568,653

2,872,967

237,946

463,912

204,719

43,777

8,299,981

6,835,747

164,292

1,307,131

5,157,717

919,213

501,457

307,183

5,190,272

10,230,778

94,678,909

324,173

0.4

2.1

0.2

0.3

0.1

0.0

6.0

4.9

0.1

0.9

3.7

0.7

0.4

0.2

3.8

7.4

68.5

0.2

214,170 

327,235 

68,906 

147,619 

73,954 

22,877 

6,565,560 

2,825,024 

53,216 

539,713 

1,358,248 

449,512 

205,209 

131,653 

2,125,051 

1,475,524 

24,833,615 

171,563 

0.5

0.8

0.2

0.4

0.2

0.1

15.8

6.8

0.1

1.3

3.3

1.1

0.5

0.3

5.1

3.5

59.7

0.4

資料：経済産業省｢平成 24 年経済センサス‐活動調査」 

※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  

 

【インフラの整備状況】 

鈴鹿市のインフラには，次のような特徴がある。 

○高速道路等幹線道路 

市内西部に伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路に接続する東名阪自動車道が通り、鈴鹿 IC

から中部圏、関西圏へのアクセスが容易であり、交通の便に優れている。また、新名神高速

道路が平成 30 年度内の完成を目指し、整備が進められており、（仮称）鈴鹿 PA スマート IC

ができるなど、今後更に利便性が高まることが期待されている。 

さらに、国道 1号、国道 23号、国道 306号が市内を南北に貫き、域外へのアクセスを容易

にしているほか、現在整備が進められている中勢バイパスについても、全線供用の目途が立っ

てきている。また、北勢バイパスについて、事業化に向けた取り組みが進められているなど、

今後の道路ネットワークの充実が図られている。 

○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。 

○港湾 

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。 
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○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。 

○高等教育機関 

鈴鹿市には、特色のある 4つの高等教育機関が存在しており、それぞれの教育機関の特徴

を活かして、地域の活性化に繋がるよう産学官の連携強化が図られている。 

・鈴鹿医療科学大学 

日本最初の４年制医科系大学として平成 3年に開学。保健衛生学部、医用工学部、薬

学部の 3学部と大学院が開設され医療・福祉分野で活躍できる人材育成を行っており、

平成 26 年には看護学部が新設される。また、学内には「みえライフノベーション総合特

区」における地域の拠点である MieLIP 鈴鹿やサイバーダイン(株)のロボットスーツ HAL

の中部地域における開発拠点である「鈴鹿ロボケアセンター」が設置されている。 

・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国際的視野と国際感覚を身につ

けた真の国際人の育成を行っている。 

・鈴鹿短期大学 

昭和 41 年に開学。生活コミュニケーション学、こども学、食物栄養学の 3専攻が開設

され地域における健康や福祉の充実に役立つ人材養成を行っている。 

・独立行政法人国立高等専門学校機構 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専攻科が開設され技

術者養成に関する地域の中核的教育機関として、創造性豊かな実践的技術者の育成を行

っている。 

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。 

○産業支援機関 

鈴鹿市では「鈴鹿市ものづくり産業支援センター」を設置し、市内中小企業の技術力向上、

研究開発等の支援を行っている。 

また、三重県において、津市に（公財）三重県産業支援センター、三重県工業研究所、四

日市市に高度部材イノベーションセンター（AMIC）が設置されており、新産業や起業家の創

出育成、既存産業の経営革新等を行っている。 

○電力 

中部電力（株）川越火力発電所（出力4,802千kW）及び四日市火力発電所（出力1,245千kW）

等が県内に立地しており、地域の企業への安定的な電力供給を行っている。 

○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
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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。 

○工業用地 

鈴鹿市では、下表のとおり公的工業団地を整備してきたが、既に完売し工場立地が完了し

ていることから、市内に立地を希望する企業に対しては、「企業立地マッチング事業」により

民間事業者と協力して不動産情報を提供して、マッチングを図り、円滑な企業立地を進めて

いる。 

また、民間工業団地として、東名阪自動車道の鈴鹿 IC至近に「鈴鹿中央工業団地」がある。

（鈴鹿市内の公的工業団地） 

  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 

 

（目指す産業集積の概要について） 

鈴鹿市の産業構造は、自動車を中心とする輸送用機械器具製造業の集積に強みがあるが、化

学、電機、食品、薬品関係の主要企業も幅広く立地している。また、高等教育機関も医療系大

学や高等専門学校等の立地もあり、産学官連携の取り組みが活発に行われている。 

このような中、鈴鹿市の経済状況は、世界的な金融危機以降の世界的経済不況や長期に及ん

だ円高に加え、東日本大震災などの自然災害の外的要因により、平成 18 年度をピークに平成 22

年度まで急激に落ち込んだ。 

そこで鈴鹿市では、ものづくり技術の向上や活性化を図るべく、平成 22 年 10 月に「鈴鹿市

ものづくり産業支援センター」を設置し、市内の中小製造業の既存技術の高度化や新分野への

応用、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専門アドバイザー派遣等を通じて企業支援を行ってきた。 

加えて、中小企業を対象に、次世代自動車や先進的な医療・福祉機器、先端材料等に関する

勉強会を実施することで次世代産業の育成・創出を図ると共に、異業種交流の場である SUZUKA

産学官交流会を中心に産学官の連携・強化に努めてきた。 

また、製造業の強化を図るために、市内の中小製造業者等が次世代産業の創出を目指して大

学、高等専門学校、研究機関等と共同・指導により行う新商品や新技術の研究開発に要する経

費に対して補助する「鈴鹿市ものづくり元気企業支援事業補助金」を創設し、中小製造業者等

の企業力強化を図るべく支援してきた。 
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企業誘致では、公的な工業用地は工場立地が完了していることから、鈴鹿市に立地を希望す

る企業に対しては、民間事業者の不動産情報を提供する「企業マッチング事業」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することで、新規企業の立

地促進に繋げてきた。 

現在、一時期の落ち込みを脱し、平成 24 年工業統計（速報値）で見ると平成 20 年の水準ま

で回復してきている。また、市内自動車メーカーが小型車に特化したマザー工場として開発か

ら量産までの一貫生産体制を構築するなどの動きもあり、今後、域内での部品等の調達や試作

の発注増が期待されている。 

一方で、現在、自動車の製造方式は、構成部品の規格化・標準化により、その相互依存性を

小さくするモジュール化が進められている。自動車業界が取り組むモジュール化は、安全性の

向上、高品質化、軽量化による燃費性能の向上の反面、部品点数の減少やコスト削減につなが

るものであり、これによりこれまで自動車製造に関わってきた中小製造業者にとっては、ます

ます企業間競争が激しくなることが予想される。 

また、自動車産業は、エネルギー制約、環境問題に対応する環境技術獲得といった大きな環

境変化に直面している。その対応のため次世代自動車の研究開発を進めており、今後、ガソリ

ン車からハイブリッド車、電気自動車、燃料電池自動車（FCV）などの次世代自動車へとシフト

することが予想される。このような次世代自動車へのシフトは、動力源である内燃機関からの

脱却や駆動方法の変革を意味し、これまでの業界地図を大きく塗り替える可能性を含んでいる。

このように自動車産業が、製造方式やエネルギー・環境面等で変革期に直面しているものの、

自動車産業等のものづくりの中で培ってきた加工・組立等の技術力は鈴鹿市の財産として蓄積

されており、産業振興を図る上で高い潜在性を含むものと想定されることから、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。 

また、鈴鹿市には航空宇宙産業に携わる企業が立地しており、平成 25年 10月 11日にアジア

No.1航空宇宙産業クラスター形成特区の指定を受けるなど今後高い成長が見込まれている。 

こうしたことから、鈴鹿市の製造業の基盤である輸送用機械器具製造業については、高度な

ものづくり技術を次世代自動車や航空宇宙産業等に活かして更なる進展を図る一方で、他の産

業分野へも応用し、産業構造の裾野を広げていくことが求められている。 

また、低炭素社会の構築や少子高齢化社会に対応していく取り組みが社会的課題となってい

る中、こうした課題の対応は、産業振興の側面からも成長力のある分野とされている。環境負

荷の低減に繋がる材質の軽量化、強度化を意識した安全性の高い先端材料を活用する産業や健

康・医療・福祉等の住生活に関連する産業は、この先において成長力のある分野とされており、

次世代を見据えた産業として鈴鹿市の有するものづくり技術を活用していく。 

さらに、鈴鹿市には固有の地域資源としての「鈴鹿サーキット」があり、この施設を核とす

る二輪・四輪のモータースポーツ関連のものづくり企業の集積があることから、鈴鹿市として

ポテンシャルの高いモータースポーツに関連する産業を振興していく。 

以上のことから、当地域においては、以下の産業分野の集積を目指す。 

①輸送用機械関連産業 

自動車産業は、製造品出荷額等のおよそ 7割を占める鈴鹿市の根幹をなす重要な産業であり、

市内には燃料電池自動車の開発に取り組む大手自動車メーカーが立地していることから、今後

次世代自動車へのシフトが進むことを視野に入れつつ、水素ステーションの施設整備に取り組
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んでいるところである。 

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、市内に立地している航空宇

宙関連産業に携わる企業を支援していくことで、航空宇宙産業の拠点形成を推進している。 

こうしたことから、地域の基幹産業である自動車産業や今後高い成長が見込まれている航空

宇宙産業、更にはこれらの周辺産業を「輸送用機械関連産業」と定義し、これらの産業の集積

と高度化を目指す。 

 

②先端材料活用関連産業 

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、そ

の中でも炭素繊維強化プラスチック（CFRP）は、軽くて、高剛性、高強度といった特徴があり、

今後益々注目されてくる。 

その用途としては、自動車産業や航空機産業において、燃費向上のための車体及び機体の軽

量化の切り札として、その構成部品に CFRP や軽量金属材料などの先端素材が用いられてきてお

り、今後、他産業においても従来の材料と置き換えられてくるなど、各分野への飛躍的拡大期

に入ってきている。 

こうしたことから、低炭素社会の構築に向け、環境負荷の低減に繋がる、軽量で、かつ強度

のある先端材料を活用する産業を「先端材料活用関連産業」と定義し、これらの産業の新たな

高付加価値産業の創出を目指す。 

 

③住生活関連産業 

高齢化社会が進展に伴い、医薬品、食品、医療・福祉機器などの医療・健康・福祉の分野の

産業は、今後高い成長が見込まれている。 

鈴鹿市には、大手製薬メーカーや医療系の大学が立地するほか、最先端の福祉用ロボットの

開発拠点が開設されたことやみえライフイノベーション総合特区の研究開発支援拠点（MieLIP

鈴鹿）を有することから、自動車産業で蓄積されたものづくり技術を活かし、産学官連携によ

る競争力ある医療・健康・福祉産業の振興を推進している。 

また、鈴鹿市には豊かな自然から豊富な農産品を有するほか、大手食品メーカーも立地する

ことから、地域資源を活用した農商工の連携により、食品産業の高度化・高付加価値化、農産

品のブランド化を図っている。 

こうしたことから、高齢化社会への対応や安心・安全社会の構築といった社会的ニーズの中、

今後成長が見込まれる医療・健康・福祉関連の産業を「住生活関連産業」と位置づけ、これら

産業の集積と付加価値創造を目指す。 

 

④モータースポーツ関連産業 

鈴鹿市においては、国際レーシングコース「鈴鹿サーキット」の開設を背景として、二輪・

四輪自動車の車体・部品の開発、性能向上のための実験場としてレースに直接・間接的に参加

する企業や、車両の性能をより引き出すオプション部品を製造する企業が市内に多く立地して

いる。これら企業がレースという究極の競争の場で鍛え抜かれた技術は、レース用の車両や部

品といった特殊用途の製品だけでなく、自動車部品の試作や量産へのフィードバック、航空宇



- 9 - 
 

宙やエネルギー、医療・福祉など他産業への応用展開が見込まれ、様々な分野の産業の高度化、

付加価値向上に寄与することが期待される。 

また、鈴鹿サーキットを舞台として開催される鈴鹿 8時間耐久レース、F1 日本グランプリと

いった国際レースは、「鈴鹿」の地名を世界的に知らしめただけでなく、モータースポーツの聖

地として、国内外から大勢の集客を誇り、宿泊、飲食、運輸等周辺も含めた経済効果は高く、

地域経済の発展・活性化に貢献している。 

このようにレース・モータースポーツを取り巻く分野は裾野が広く、ものづくり産業だけで

なく、サービス産業にまで及ぶポテンシャルを秘めたものである。 

こうしたことから、培われた技術の応用はもとより移動手段としての自動車ではなく、「走

る」、「競う」という自動車の機能に着目し、その機能に関わるサービス産業も含む産業を「モ

ータースポーツ関連産業」と定義し、これら産業の集積を図り、地域経済の更なる発展を目指

す。 

 

（中部地域の「次世代自動車広域ビジョン」との連携） 

 中部地域の基幹産業として今後発展が見込まれる次世代自動車関連産業について、中部地域

は連携して、更なる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、自動車部品関連産業、先端技術関連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。 

 

（中部地域の「航空宇宙関連産業集積活性化ビジョン」との連携） 

今後発展が期待される航空宇宙関連産業について、航空宇宙関連産業の集積地である中部地

域は連携して、更なる関連産業の集積と高度化を目指し、「中部地域航空宇宙関連産業集積活性

化ビジョン」を策定したところである。 

当地域には、自動車生産、モータースポーツ等により培われた先端材料の加工技術、摺り合

わせ技術が蓄積されているのみならず、航空機の機体部品（CFRP）の切削加工や金型冶具の加

工等、航空宇宙関連産業に携わる企業が立地しており、これら企業を中心に当地域における更

なる航空宇宙関連産業の集積、活性化が見込まれることから、同ビジョンとの連携を図りなが

ら、「航空宇宙関連産業クラスター」の構築をめざす。 

 

（アジア No.1 航空宇宙産業クラスター形成特区にかかる取り組み） 

平成 25 年 10 月 11 日、エリアをこれまでの愛知県・岐阜県から三重県まで広げつつ、中堅・

中小企業を特区区域の対象に加えた国際戦略総合特区「アジア No.1 航空宇宙産業クラスター形

成特区」が国の指定を受けたところである。 

当地域においても、ものづくりの頂点に立つ先端技術集約型産業である航空宇宙産業を自動

車に続く次世代産業として育成・振興するよう、関連産業の集積、活性化に取り組む。 
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（中部地域「ヘルスケア広域ビジョン」との連携） 

今後発展が見込まれる医薬品、医療・福祉機器等ヘルスケア関連産業について、中部地域は

連携して、更なる関連産業の集積と高度化を目指し、「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。 

当地域においても、超高齢社会の到来を受け、世界的にも急成長が見込まれる医療・福祉機

器、医薬品等ヘルスケア関連産業の集積及び活性化への取り組みが必要不可欠である。 

このため、当地域においても同ビジョンとの連携を図りながら、ヘルスケア関連産業の産業集

積及び活性化に取り組むこととする。 

 

（みえライフイノベーション総合特区にかかる取り組み） 

平成 24 年７月 25 日、三重県が提案したライフイノベーションの推進を図る地域活性化総合

特区「みえライフイノベーション総合特区」が国の指定を受けたところである。 

当地域においても、県や研究開発支援拠点「みえライフイノベーション推進センター

（MieLIP）」とも連携し、医療・健康・福祉分野での新しい価値を生み出すよう、関連産業の集

積、活性化に取り組む。 

 

（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。 

 

（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 
4,159 億円 4,450 億円 7.0％ 

 

（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） 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

企業誘致の推進 

（県・市） 

◆指定集積業種を中心とした企業誘致活動 

◆企業マッチングの実施 

 

人材育成・確保 

(県・市・関係団体) 

◆「鈴鹿市ものづくり産業支援センター」の研修事業 

◆「次世代自動車地域産学官フォーラム」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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◆「航空宇宙産業フォーラム」などが実施する各種人材育成事業の活用 

 

技術支援 

（県・市） 

◆「鈴鹿市ものづくり産業支援センター」の巡回訪問・専門アドバイザーに

よる支援活動 

◆企業の技術力強化に向けた勉強会の実施 

 

関係機関との産学

官連携 

(県・市・関係団体) 

◆関係機関との産学官連携の推進 

◆モノづくり元気企業支援事業補助事業の実施・拡充 

 

幹線道路及びこれ

らにアクセスする

道路の整備 

（国・県・市） 

◆事業主体（国・県）との連携・協力 

 

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 25 年 4 月 1日現在における行政区画その他の区域又は道路、鉄道等に

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。（別図） 

・自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）に規定する自然公園地域 

鈴鹿国定公園 

・三重県立自然公園条例（昭和 33 年三重県条例第 2号）に規定する自然公園地域 

伊勢の海県立自然公園 

・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 

 （ただし、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第 8 条第 2 項に規定

する農用地区域を除く普通地域内の可住地は除く。） 

鈴鹿国定公園鳥獣保護区 

鈴鹿鳥獣保護区 

鈴鹿市加佐登鳥獣保護区 

・環境省指定の特定植物群落 

伊勢の海県立公園砂丘植物群落 

金生水沼沢植物群落 

入道岳イヌツゲ及びアセビ群落 

 

（集積区域の可住地面積） 

当地域の可住地面積は 15,863ha である。（資料出典：平成 22 年国勢調査） 

（全市域が集積区域に指定されている理由） 

公的工業団地の完売により、当面の間、市が所有する未利用地や工場跡地等民間所有地を活

用し、企業誘致を図る計画のため、市全域を集積区域とする。 
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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） 

特に指定はしないが、総合計画や都市マスタープランとの整合性を図りながら、必要が生じ

た場合は、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。 

 

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） 

鈴鹿地域おける指定業種は、地域の強みを活かし、①輸送用機械関連産業、②先端材料活用

関連産業、③住生活関連産業、④モータースポーツ関連産業とする。 

 

（日本標準産業分類上の業種名） 

指定集積業種の名称 日本標準産業分類 

①輸送用機械関連産業 11 繊維工業        18 プラスチック製品製造業

19 ゴム製品製造業     21 窯業・土石製品製造業 

23 非鉄金属製造業     24 金属製品製造業 

25 はん用機械器具製造業  26 生産用機械器具製造業 

27 業務用機械器具製造業 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

29 電気機械器具製造業   31 輸送用機械器具製造業 

②先端材料活用関連産業 11 繊維工業        18 プラスチック製品製造業

21 窯業・土石製品製造業  23 非鉄金属製造業 

24 金属製品製造業     25 はん用機械器具製造業 

26 生産用機械器具製造業  27 業務用機械器具製造業 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

29 電気機械器具製造業   31 輸送用機械器具製造業 

③住生活関連産業 09 食料品製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業（たばこ製造業を除く） 

11 繊維工業        13 家具・装備品製造業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 

16 化学工業（塩製造業を除く） 

18 プラスチック製品製造業 24 金属製品製造業 

25 はん用機械器具製造業  26 生産用機械器具製造業 

27 業務用機械器具製造業 
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28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

29 電気機械器具製造業   31 輸送用機械器具製造業 

32 その他の製造業 

④モータースポーツ関連産業 11 繊維工業        15 印刷・同関連業 

18 プラスチック製品製造業 19 ゴム製品製造業 

21 窯業・土石製品製造業  24 金属製品製造業 

25 はん用機械器具製造業  27 業務用機械器具製造業 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

29 電気機械器具製造業   31 輸送用機械器具製造業 

32 その他の製造業     39 情報サービス業 

71 学術・開発研究機関 

72 専門サービス業（他に分類されないもの） 

75 宿泊業         80 娯楽業 
 

 

（２）（１）の業種を指定した理由 

①輸送用機械関連産業 

鈴鹿市には、大手自動車メーカーが立地し、また加工・部品・組立・エレクトロニクスとい

った製造過程に携わる中小企業も多く立地しており、国内においても有数の自動車産業の集積

地域である。また、航空機産業に携わる企業も立地しており、今後 20 年で世界の航空機需要が

倍増すると見込まれておることから、高い成長が期待される産業である。 

輸送用機械器具製造業の付加価値額（平成 23 年）は地域全体の約 6割を占めており、自動車・

航空機産業は当地域の基幹産業となっており、今後も当地域の経済を牽引していくものと期待

されている。 

こうしたことから、自動車産業で培われた加工・組立技術を背景に、航空機を含む輸送用機

器関連産業の更なる集積と高度化を目指し、当該産業の集積業種に指定するものである。 

 

②先端材料活用関連産業 

鈴鹿市には、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の切削加工に高い技術を有する企業が立地

しており、軽量で、強度・耐熱性にも優れる特性を持っている炭素繊維などの先端素材は、今

後自動車や航空機以外の産業分野への活用が期待される。 

また、この地域は輸送用機器やモータースポーツに携わる企業が多く集積していることから、

今後炭素繊維を始め、各種金属の合金などの軽量金属材料の活用も期待される。 

こうしたことから、炭素繊維や軽量金属材料等の先端材料を活用して、新たな高付加価値産

業の創出を目指し、当該産業の集積業種に指定するものである。 

 

③住生活関連産業 

医療・健康・福祉関連産業は、高齢化社会が進むにつれ、医薬品、医療機器、福祉機器など

の分野で高い成長が見込まれている。 

鈴鹿市には、大手製薬メーカーや医療系の大学が立地しており、そのポテンシャルが高いこ
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とから、みえライフイノベーション総合特区での地域拠点となっている。その中で最先端のロ

ボット技術を有する企業を立地したことから、研究開発支援拠点（MieLIP鈴鹿）として引き続

き高度化を図っていく必要がある業種である。 

また、食品関連産業において、大手食品メーカーが立地しており、景気の変動を受けにくく、

安定的に地域経済に貢献する業種である。更に当地域には、豊富な農産品があることから、農

商工連携により異分野の産業が融合し、かつ新商品の開発を行うことで地域経済が活性化して

いくことを期待している。 

こうしたことから、産学官連携により、医療・健康・福祉、食品等関連産業の集積と新たな

付加価値創造を目指し、当該産業を集積業種に指定するものである。 

 

④モータースポーツ関連産業 

鈴鹿市は、国際レーシングコース「鈴鹿サーキット」を有していることから、レースという

究極の競争の場で鍛え抜かれた技術力を有する企業が多く立地しており、それら企業が有する

優れた技術は、二輪・四輪用のオプション部品やレース用車両の特殊用途部品だけでなく、自

動車部品の試作や量産へのフィードバック、航空宇宙やエネルギー、医療･福祉など他産業への

応用展開が見込まれ、様々な分野の産業の高度化、付加価値向上に寄与することが期待される。

また、鈴鹿サーキットを舞台として開催される鈴鹿 8時間耐久レース、F1 日本グランプリと

いった国際レースは、「鈴鹿」の地名を世界的に知らしめただけでなく、モータースポーツの聖

地として根付き、国内外から大勢の集客を誇り、宿泊、飲食、運輸等サービス産業等周辺も含

めた経済効果は高く、今後もすそ野の広い産業への相乗効果が期待される。 

こうしたことから、地域に根付いたモータースポーツを軸として、サービス産業を含む幅広

い周辺産業の更なる集積と活性化を目指し、当該産業を集積業種に指定するものである。 

 

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 件 

指定集積業種の製品出荷額の増加額 909 億円 

指定集積業種の新規雇用創出件数 250 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） 

鈴鹿市は、公的工業団地として、国府工業団地（三重県土地開発公社・鈴鹿市土地開発公社）、

御薗工業団地（鈴鹿市・鈴鹿市土地開発公社）、伊船工業団地（鈴鹿市・鈴鹿市土地開発公社）

を整備したが、工場立地が完了している。 

そうした中、新たに市内へ立地を希望する企業に対し、民間開発による工業団地を紹介する

システム（企業立地マッチング事業）を活用して不動産情報を提供し、市内への企業立地への

誘導を図る。 
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なお、市内の民間工業団地としては、鈴鹿インターチェンジ至近の好立地に位置する「鈴鹿

中央工業団地」（分譲総面積 29.1ha）がある。この工業団地については、平成 25 年度中に 2 社

の立地が決まっているが、残り 5区画（8.2ha）の空きがある。 

 

（人材の育成・確保に関する事項） 

平成 22 年 10 月に、地域産業の基盤を支えている市内中小企業の技術力向上、経営力向上と

研究開発等の支援を行うため、「鈴鹿市ものづくり産業支援センター」を設置した。 

「鈴鹿市ものづくり産業支援センター」では、ものづくり人材の育成を図るため、以下の 3

階層に分けて、経験豊富な企業 OB（以下「専門アドバイザー」という。）が講師となり、講義だ

けでなく実際のものづくり現場実習などを取り入れた実践的な研修支援を行っていく。また、

多種多様な中小企業現場のニーズに対応するため、集合研修に参加できない企業に対して、直

接企業に出向き、その現場において研修を行う出前研修を行っていく。 

・ベーシック研修 

新卒者やものづくりを初めて経験される者を対象に、ものづくりに携わる社会人として

の基本知識や心構えについて、講義やグループ活動により習得を図る。 

・リーダー研修 

現場班長や係長など監督者を対象に、生産計画の立案や企画書の作成方法、効率的な現

場のための部下の指導方法について、講義やグループ活動を行うとともに、実際のものづ

くり現場や鈴鹿工業高等専門学校での実習を行い、その習得を図る。 

・マネジメント研修 

工場長や課長などの管理職を対象に、自社における将来ビジョンの確立に必要な資質を

育成することを目的に、集合研修方式ではなく、講義とグループ討議とを織り交ぜた対話

を重点においた研修を行う。 

 

（技術支援等に関する事項） 

「鈴鹿市ものづくり産業支援センター」の企業への技術支援については、専門アドバイザー

が市内企業を巡回訪問し、企業からの情報提供や困りごとの相談に対応しており、諸々の困り

ごとについては、経験豊富な専門アドバイザーを派遣し、きめ細かい支援活動を行っていく。 

また、中小企業を対象に、次世代自動車や先進的な医療・福祉機器、先端材料等に関する勉

強会を実施し次世代産業の育成・創出を図ると共に、異業種交流の場である SUZUKA 産学官交流

会を中心に産学官の連携・強化を行い新たな産業創造を図る。さらに、企業間の技術マッチン

グや鈴鹿工業高等専門学校、公益法人三重県産業支援センター、三重県工業研究所、鈴鹿商工

会議所などの研究・支援機関と連携して支援を行っていく。 

 

（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） 

○幹線道路及びこれらにアクセスする道路の整備 

鈴鹿市内の主要道路としては、西部地域に国土幹線軸の東名阪自動車道があり、県土軸であ

る国道23号及び国道1号が市域を南北に貫き、三重県内外へのアクセスを容易にしているほか、

鈴鹿市の中央に位置する都市計画道路 鈴鹿中央線が、都市内環状道路の一部として地域内の循

環を容易にしているだけでなく、高速道路網へのアクセス道路としての機能も有し、地域の産
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業活動を支えている。 

  こうした中、新名神高速道路が平成 30年度内の完成を目指し、中日本高速道路㈱により整備

が進められているほか、市街地での国道 23号の渋滞を緩和するため、国土交通省により鈴鹿市

域（北玉垣町～郡山町）の延長約 8.9㎞の国道 23号中勢バイパスの整備が進められており、現

在稲生町から御薗町までの延長約 2.3㎞の区間が供用されている。 

また、国道 1号のバイパス機能を有した国道 1号北勢バイパスについても、現在国土交通省

により四日市工区の工事が進められており、鈴鹿市内についても事業化に向けた取り組みが進

められている。 

これらの幹線道路に加え、高速道路網への新たなアクセス道路として地域高規格道路鈴鹿亀

山道路の事業着手に向けて検討しており、今後、広域な道路ネットワークの充実が期待される。

更には都市内環状道路として、市道 汲川原橋徳田線の 4 車線化と県道 鈴鹿環状線バイパス

（磯山バイパス）の整備、高速道路網へのアクセス道路として県道 神戸長沢線（都市計画道路

鈴鹿中央線）の 4車線化についても整備が進められている。 

これら道路の整備により、主要な幹線道路の本来の機能が発揮され、当地域の利便性の更な

る向上が図られることから、事業主体と連携・協力して幹線道路の整備促進を図るとともに、

これらにアクセスする道路の整備推進に向けた取組を行っていく。 

 

○市・県の支援制度 

【鈴鹿市の企業立地支援制度】 

①企業立地マッチング事業 

  市内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）情報を適時に提供するために、民間事業者（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、有益な不動産情報について鈴鹿市ホームペ

ージを通して立地希望企業へ情報提示し、マッチングを図る。 

 

②鈴鹿市工業振興条例に基づく奨励措置 

1)工場設置奨励金 

 事業所等の生産施設及び設備（用地を含む）の新設又は増設に対して奨励金を交付する。 

対象者 事業所・工場などの生産施設及び設備(用地を含む)を新設・増設する事業者 

要件 

公害を防止する為の適切な措置が講じられており、次の投資額及び新規雇用

常用従業員数を満たす場合 

 投資額 雇用人数 

新設 5 億円以上(1億5千万円以上) 15 人以上(5 人以上) 

増設(製造業) 2 億円以上(6 千万円以上) 7 人以上(3 人以上) 

※小規模企業者は要件なし 

増設(研究開発事業) 5 千万円以上 要件なし 

移転 全部廃止･･･新設 一部廃止･･･増設の規定を適用 

※( )は中小企業 

交付金額 ①前年度納付した当該部分の固定資産税を 5年間（各年度 100％）交付 
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②用地取得助成金の交付を受けるものは、3年間（各年度 100％）交付 

限度額 
上記①については賃料助成金と合わせて 3億円 

上記②については用地取得費助成金と合わせて 3億円 

 

2)賃料助成金 

 事業所等の生産施設及び設備（用地を含む）の新設又は増設部分に係る用地の賃料に対して

助成金を交付する。 

対象者 事業所・工場などの新設・増設に対して、当該用地を賃貸する事業者 

要件 

工場設置奨励金の奨励措置の認定を受け、かつ鈴鹿市及び鈴鹿市土地開発公

社が所有する公的工業団地内の用地において借地借家法第 23 条に定める事

業用定期借地権等の設定契約により工場を設置した場合 

交付金額 
当該用地に係る賃料を、賃料の支払いが生じた日から 5 年間（9 月末日を基

準日とし、前 1年間に支払った賃料について翌年 4月以降に）交付 

限度額 工場設置奨励金と合わせて 3億円 

 

3) 用地取得助成金 

 事業所等の生産施設及び設備（用地を含む）の新設又は増設部分に係る用地の取得費に対し

て助成金を交付する。 

対象者 事業所・工場などの新設・増設に対して、用地を取得する事業者 

要件 

工場設置奨励金の奨励措置の認定を受けた工場を設置するに当たり、当該工

場敷地として 9,000 ㎡以上の用地を取得し、かつ 2年以内に着工した場合 

ただし、賃料助成金の交付対象となる用地の取得については対象外とする 

交付金額 

当該用地に係る取得費を基準に、次表の額を操業開始の翌年度から 3 年間に

分割して交付 

取得面積 助成金の額 

9,000 ㎡以上 35,000 ㎡未満 用地取得費の 5％ 

35,000 ㎡以上 用地取得費の 10％ 
 

限度額 工場設置奨励金と合わせて 3億円 

 

4)利子補給金 

 事業所等の生産施設及び設備（用地を含む）の新設又は増設の際、金融機関からの借り入れ

に対して交付する。 

対象者 
事業所・工場などの生産施設及び設備（用地を含む）の新設・増設に対して、

金融機関からの資金の借り入れを行う事業者 

要件 
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 

交付金額 

金融機関から借り入れた投資額に係る支払利子を基準として、操業開始の日

から 3年間（9月末日を基準日とし、前 1年間に支払った利子について翌年 4

月以降に）交付 



- 18 - 
 

[算式] 支払利子額×（Ａ／借入年利率）×（対象物件額／借入金総額） 

※Ａ＝借入年利率－（1年定期預金利率＋0.4％）

Ａの年率の上限は 3％

限度額 1 千万円 

 

5)緑化推進助成金 

事業所等の生産施設及び設備（用地を含む）の新設又は増設部分に係る敷地の緑化整備費に

対して助成金を交付する。 

対象者 事業所・工場などの新設・増設に対して、当該敷地の緑化整備を行う事業者 

要件 
工場設置奨励金の奨励措置の認定を受け、工場敷地面積の 15％以上の緑化を

認定通知日から 2年以内に行った場合 

交付金額 

当該緑化に直接要した経費の 30％以内の額を（申請日が 4月 1日から 9月 30

日までの場合は翌年度、10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの場合は翌々年度

に）交付 

限度額 300 万円 

 

③モノづくり元気企業支援事業 

 産学連携により行う新商品または新技術の開発に対して補助を行う。 

対象者 

産学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

中小製造業者等が次世代産業に関して大学などの高等教育機関及び研究機関

等と共同により、またはその指導により行う新商品または新技術の研究開発

を行う者 

要件 

事業者が行う新商品または新技術の研究開発で、次世代産業に関して大学・

研究機関等と共同で行う事業またはその指導を受けて行う事業で、次の全て

の要件を満たす事業 

1.他の個人や団体からの助成を受けていない事業 

2.公序良俗に反していない事業 

3.補助の対象となる経費が 100 万円以上となる事業 

4.研究開発に要する期間が 1 年以内で、補助金の交付決定をした日の属する

年度の 2月末までに完了する事業 

交付金額 

以下の補助対象経費の２分の１以内の金額 

1.開発に必要な機械等の購入、改良、据付、または借用に要する経費 

2.原材料及び副資材の購入に要する経費 

3.外注加工に要する経費 

4.調査、分析、試験、加工、プログラム作製等の委託に要する経費 

5.技術指導の受け入れに要する経費 

限度額 240 万円 
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④燃料電池自動車用水素ステーション設置に関する奨励措置 

  水素供給施設の設置に対して奨励金を交付する。 

対象者 燃料電池自動車の普及促進を目的とした水素供給施設を設置する者 

要件 

①水素供給施設の設置が鈴鹿市内で行われ、法に基づく適切な措置が講じら

れていること 

②国の「水素供給設備整備事業費補助金」を活用し、設置された施設である

こと 

交付金額 

①前年度納付した当該部分の固定資産税を 5年間（各年度 100％）交付 

②当該用地に係る取得費の 5％を操業開始の翌年度から 5 年間に分割して交

付 

限度額 上記②については 1千万円 

 ※平成 26 年 4 月 1日施行予定 

 

【三重県の企業立地支援制度】 

①補助制度 

1) 成長産業立地補助金 

クリーンエネルギー、ライフイノベーション等の成長産業及び高度部材産業の工場の立地に

補助を行う。 

対象者 
製造業のうち、クリーンエネルギー関連、ライフイノベーション関連、食品

関連、高度部材関連の業種に属する工場、その他の事業所を設置する者 

要件 

①操業開始時点で建物･機械設備等、投下償却資産額が 5億円以上であること

②操業開始時点で常用雇用者が 10名(県内操業企業は 5名)以上増加すること

③操業開始後 3年間操業を維持し、②の要件を維持すること 

補助金額 補助対象にかかる投下償却資産額の 10％（高度部材産業は 12％） 

限度額 5 億円 

その他 
・平成 27 年度までの時限措置 

・マイレージ制度（注）の適用あり 

（注）補助金の投資要件に満たない投資でも、投資を積み上げることにより要件を満たした場

合（最大 6年間）は、各補助金の申請が可能となる制度（以下同じ） 

 

2) マザー工場型拠点立地補助金 

マザー工場化を進める企業の投資に補助を行う。 

対象者 製造業の工場、その他の事業所を設置する者で、マザー工場化を図る者 

要件 

①操業開始時点で建物･機械設備等、投下償却資産額が 5億円以上であること

②操業開始時点で常用雇用者が 10名(県内操業企業は 5名)以上増加すること

③操業開始後 3年間操業を維持し、②の要件を維持すること 

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 15％又は 7,500 万円（定

額） 

限度額 5 億円又は 7,500 万円 
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その他 
・平成 27 年度までの時限措置 

・マイレージ制度の適用あり 

 

3)研究開発等立地補助金 

研究開発施設又は試験認証機関の立地に補助を行う。 

対象者 研究開発施設又は試験認証機関を設置する者 

要件 
①操業開始時点で建物･機械設備等、投下償却資産額が 2億円以上であること

②操業開始後 3年間操業を維持すること 

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％ 

限度額 5 億円 

その他 
・平成 27 年度までの時限措置 

・マイレージ制度の適用あり 

 

4)外資系企業アジア拠点立地補助金 

外資系企業による工場等の立地に補助を行う。 

対象者 外資系企業で、工場、事業所を新設する者 

要件 

①操業開始時点で建物･機械設備等、投下償却資産額が 5億円以上であること

②操業開始時点で常用雇用者が 10名(県内操業企業は 5名)以上増加すること

③操業開始後 3年間操業を維持し、②の要件を維持すること 

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 20％ 

限度額 5 億円 

その他 
・平成 27 年度までの時限措置 

・マイレージ制度の適用あり 

 

5)サービス産業立地補助金 

サービス産業の事業所等の設置に補助を行う。 

対象者 

企業立地促進法に基づく基本計画において集積業種として指定された業種

（製造業等除く）、その他市町が誘致を適当と認めるサービス産業の事業所等

の建設又は事務所の開設等を行う者 

要件 
①雇用、経済波及など本県経済に特に貢献するものとして知事が認めること 

②操業開始後３年間操業を維持すること 

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％又は家賃年額の 10％

限度額 1 億円（事務所を賃借する場合は 1,500 万円） 

その他 平成 27 年度までの時限措置 

  

②融資制度 

1) 産業活性化推進資金 

中小企業が経営革新に取り組む際に必要な資金やものづくり中小企業が取り組む前向きな

事業活動に必要な設備資金を円滑に調達できるよう支援する。 
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 経営革新支援資金 ものづくり企業応援資金 

対象者 

中小企業の新たな事業活動の促進に

関する法律第9条第1項に基づく経営

革新計画の知事承認を受けた中小企

業 

・県が実施するものづくり企業に対す

る支援策（補助制度）を受けている

中小企業 

・県の企業立地に係る計画認定を受け

ている中小企業者 

資金使途 運転資金・設備資金 設備資金 

融資限度額 5,000 万円（うち運転 2,000 万円） 5,000 万円 

融資率 

1.75％ 

（三重県信用保証協会の保証を付さ

ない場合は 1.80%） 

1.55% 

保証料率 

0.44％ 

 

0.45～1.50% 

0.44%（経営革新計画の承認を受けた

場合） 

融資期間 運転 5年、設備 7年 

融資方式 証書貸付 

返済方式 元金均等月賦返済 

担保･保証人 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる 

 

2)環境・防災対策等促進資金 

 防災対策扱い 

対象者 

①建築物の耐震診断、補強計画、耐震改修設計及び事業継続計画（BCP）策定

する中小企業者又は組合 

②建築物の耐震補強、機械等の転倒防止、浸水を防ぐ事務所等のかさ上げ等

防災対策を行う中小企業者又は組合 

資金使途 
①運転資金 

②設備資金 

融資限度額 
①500 万円 

②5,000 万円 

融資率 1.55% （三重県信用保証協会の保証を付さない場合は 1.60%） 

保証料率 0.45～1.50% 

融資期間 ①5年以内 

②10 年以内 

融資方式 証書貸付 

返済方式 元金均等月賦返済 

担保･保証人 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる 

  

 

８ 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
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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、鈴鹿川流域を始めとした重要生

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、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「鈴鹿川浄化対策促進協議会」の指導値を遵守することを求めていく。 

また、鈴鹿市は新たに立地する企業との間に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みについては、自治会等の地元組織を通じ、広く立地予定地周辺

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、周囲からの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、適法な就労を確保するよう事業者や自治体におい

て資格の確認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。 

 

９ 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 

 

 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から平成 30 年度末日までとする。 
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（別図）集積区域として設定する区域 

 

 

凡例（除外区域） 

 国定公園区域（除外） 

 県立自然公園区域（除外） 

 鳥獣保護区（除外。ただし、農業振興地域の整備に関する法律第8条第

2項に規定する農用地区域を除く普通地域内の可住地は除く） 

 特定植物群落（除外） 

 

 

 

 

 

至 京都 

鈴鹿鳥獣保護区 

鈴鹿市加佐登 

鳥獣保護区 

鈴鹿国定公園 

鳥獣保護区 

鈴鹿国定公園

入道岳イヌツゲ及び

アセビ群落 

伊勢の海県立公園 

砂丘植物群落 

金生水沼沢植物群落 

伊勢の海県立公園 

砂丘植物群落 

四日市市

津市 

亀山市 


