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［要約］ 

鋳造業、鍛造業、金属プレス業、金型製造業等の素形材産業は、我が国の基盤産業とい

える。多くの割合を占める自動車産業を中心に、その用途は拡大し、多くの分野において



日本が世界トップレベルの競争力を保有している。競争力を維持し、今後成長が期待され

る新産業分野への供給能力を、一層高めていくには、日本各地域の産業集積メリットを活

用した産業競争力強化が大変重要である。狭い産業集積内の企業間ネットワークを促進す

るだけでなく、域内、域外を超えた集積ネットワークを形成していくことが求められる。 

 本報告書は、モノづくり基盤産業の大部分を占める素形材産業の中でも、多くの割合を

占める自動車関連企業に焦点を当て調査を行い、企業名、住所、郵便番号、取り扱い製品

を抽出。各ブロック、都道府県、区市町村郡別に一覧化し、さらに地域ごとに、企業分布

の特徴を解説し、集積動向をまとめたものである。 

 

調査の概要 

□事業の目的 

鋳造や鍛造、金属プレス、金型製造業など素形材は、わが国経済発展の基盤産業と

いえる。現在、日本は多くの分野で世界トップレベルの競争力を保有しているが、今

後成長が期待される新産業分野への供給能力を、一層高めていくことが求められてい

る。 

このためには、日本各地域の産業集積を活用した競争力強化が重要となる。集積分

布の情報集約を行うことで、域内また域外との連携によるイノベーション創出を効果

的に発揮できると思われる。 

そこで、日本全国の素形材企業の分布状況を、特に大きな割合を占める自動車関連

産業に焦点を当て、地域ごとの集積動向を調査した。 

 

□事業の内容 

弊社がこれまでに蓄積した取材データに、弊社が全国に持つ支社、支局などのネッ

トワークから得た情報やインターネット、文献情報などを加味し、体系的かつ網羅的

にまとめた。 

（１）素形材企業等基本情報調査 

標準産業分類、２３５（鉄素形材製造業）、２３９（その他鉄鋼業）、２４５（非

鉄金属素形材製造業）、２５５（金属素形材製品製造業）、２５６（金属被覆・熱処

理業他）、２６９（機械・部分品製造業）を基に、全国の素形材企業の基本情報を、

自動車関連産業に焦点を当て調査。都道府県、区市町村ごとに抽出した。 

 

（２）地域素形材産業動向調査 



調査を基に、企業名、住所、郵便番号、取り扱い製品を抽出。都道府県、区市町村別に

一覧化した。また地域ごとの自動車関連産業の特徴や動向を、解説記事としてまとめた。 

 

第１章 全国の素形材産業動向 

素形材産業、とりわけ自動車関連産業が、今日の国際競争力を支える源となっている。

多くは大田区や東大阪市などの工業地域や企業城下町周辺に集積している。こうした企業

集積が、新しい企業を生み出し、それを育てる機能を持っているといえる。多様な部品、

素材の供給、イノベーション創出効果が期待されている。 

 なかでも自動車産業はすそ野が広い基幹産業であり、素形材産業の多くの割合を占める。

各地域で自動車産業の集積に向けた取り組みが活発化しているが、中小・零細企業が多い

すそ野産業の底上げを図ることが必要といえる。近年、自動車の電子化が進んできている

点を踏まえれば、ビジネスチャンスが高まる可能性は高い。我が国の産業競争力強化には、

こうした基盤産業が重要な役割を持つ。 

  

第２章 各地域の素形材産業動向  

２－１ 北海道地域 

 誘致と育成－。北海道において自動車を中心とする産業発展のカギは、二つのキーワー

ドに収れんされる。課題を内包した北海道の自動車関連産業の誘致、育成活動はスタート

を切ったばかり。きっかけとなったのが、トヨタ自動車系の大手部品メーカー、アイシン

精機の苫小牧市進出。生産子会社設立のニュースは、我慢が続く北海道経済にとって「久々

に前向きなニュース」となった。 

企業誘致は地域経済の振興にとどまらず、地域にとってさまざまな効果をもたらす。北

海道は今、「自動車」にその解を見いだしている。道は０６年１１月に「自動車産業総合支

援室」を経済部内に設置。立地や事業サポートの窓口を一本化してワンストップで対応で

きる支援体制を整えた。 

 ただ、自動車を巡る自治体の誘致合戦は激しくなるばかり。完成車、部品メーカーはグ

ローバル化の進展に伴い、海外拠点を拡充。国内は海外拠点を束ねるマザー拠点としての

役割が大きくなっている。関連メーカーは国内生産体制の新工場建設による機能集約など、

拠点の再編成に乗り出しているが、誘致で北海道が後手に回っていることは否めない。 

 もともと製造業のウエートが低く、基盤が「脆弱」とされる北海道の産業構造。自動車

業界における部品のグローバル調達時代にあって、「品質、価格、納期の要求に対応できる

ところが少ない」との声も少なくない。参入を目指す道内の中小製造企業には、技術力は



もちろん、厳しいコスト要求に応えられるだけの経営力も兼ね備えた、企業の総合力が求

められている。 

 ここに来て、トヨタ自動車北海道や本州資本の自動車関連メーカーは、北海道での生産

拡大に伴って拡大投資の動きも強めている。すでに取引を始めている地場の企業について

も設備投資に出るところが散見される。北海道は悲願だった産業構造転換の「解」を自動

車に託す。答えを引き出すために、誘致と育成の両面で官民一体となった“オール北海道”

の知恵と工夫が求められる。 

 

２－２ 東北地域 

東北地域では、７０年代以降、関東圏などの企業の地方展開、各県の企業誘致などに伴

って、電機、電子部品、情報通信機器、精密機械を中心に企業立地が進展した。これに伴

って、地場企業でも機械加工、プラスチック成形、金型、鋳造、メッキなど基盤技術をベ

ースとする素形材産業が発展、産業集積が進んだ。 

 近年、関東自動車工業が０５年１１月に岩手工場に第二ラインを完成、年産３０万台体

制と生産能力を倍増したことで、東北地域での自動車関連産業集積への取り組みが加速し

てきている。またこの間に、東北経済産業局では第二期産業クラスター計画「ＴＯＨＯＫ

Ｕものづくりコリドー」の中で自動車関連産業の集積を重点分野に位置づけ、支援に乗り

出した。すでに岩手県、宮城県、山形県では、０４年、０５年から自動車分野への参入や

取引拡大、技術の高度化などで様々な支援政策を打ち出している。具体的には、専任職員

や自動車関連ＯＢによる指導や技術開発・販路開拓、人材育成のための費用補助、設備資

金・運転資金の制度融資などが挙げられる。また自動車関連の先端的な技術・研究開発を

支援する地域の研究機関の取り組みも活発化させている。 

 このように東北地域には相当のポテンシャルがあり、関東自動車岩手工場やトヨタ自動

車東北、日産自動車いわき工場の生産体制増強で、大手部品メーカーの企業立地とともに、

地場企業の域内外向け部品供給の増大・取引拡大や地場企業の新規参入など、自動車関連

産業の集積が進む見通しである。自動車メーカーのＱＣＤ（品質・コスト・納期）要請に

応えられる地場企業、さらに開発力・提案力を備えた地場企業の育成が課題で、これが進

展すれば、東北地域が自動車関連で部品や人材の一大供給基地となる可能性がある。 

 

２－３ 関東地域 

関東地域の自動車産業は、関東経済産業局や、各県などで、特に自動車関連産業を集積

するような施策がとられているわけではない。しかし、各自治体の企業誘致活動により、



自動車関連産業の集積が進んでいる地域もある。また、本社機能を東京都に置いている企

業が多いことから、全国の自動車産業の中枢を担っていると言える。 

関東経済産業局の鉱工業生産指数（００年＝１００）によると、ウエートとしては、一

般機械や化学品などと同レベルで、常に上位ではあるが、突出しているわけではない。自

動車関連産業の集積度という意味では中部などと比べ、高いとは言えないが、完成車メー

カーの生産拠点が立地していることにより、関連企業が集積し、県内の経済を押し上げて

いるところもある。また事業所分類によると、約７割が本社となっており、ほとんどの企

業が都心に本社を置いていることもあるが、国の基幹産業である自動車産業が関東地域の

産業に大きな影響力をもっていることは間違いない。 

 関東地域における自動車産業の大きな動きと言えば、ホンダが埼玉県寄居町に新工場を

設立することがある。稼働は２０１０年と、少し間があるが、エンジンから車体までを一

貫生産し、年間２０万台の四輪車を生産する計画で、雇用者数は最終的に５０００人にな

ると見られる。全面稼働すれば、県内最大、関東地域でも最大級の事業所となり、地域経

済への大きな波及効果が期待されている。 

 川下産業を多く抱える自動車産業は、完成車メーカーの動きが、関東の地域経済にも大

きな影響を与えている。 

 

２－４ 中部地域 

 もともと中部は製造業が盛んなエリアで、域内総生産に占める鉱工業の比率も３０・０％

と、全国の２０・０％を大きく上回る。その中部の製造業をリードするのは、なんといっ

ても自動車をメーンとする輸送機械である。０５年の工業統計によると、中部の製造品出

荷額は５９兆９６００億円（前年比６・３％増）、全国シェアも２０・３％と高まった。う

ち輸送機械は２１兆２８００億円（同７・８％増）で、管内構成比は実に３９・３％と４

割に手が届きそうだ。 

 中部の自動車産業を代表するのがトヨタ自動車。売上高（０６年３月期連結）２１兆３

６９億円を上げる世界有数の企業だ。傘下には豊田自動織機、デンソー、アイシン精機、

トヨタ紡織、ジェイテクトといったグループ企業が並ぶ。これらグループ企業を含む一次

取引先の部品メーカーで構成する「協豊会」のメンバーで、中部に拠点を持つ会員は１０

４社を数え、その下に２次、３次の部品メーカーが連なり、巨大なピラミッドを形成して

いる。 

中部経済産業局集計による自動車関連の各製品の国内シェアは乗用車が４４％、自動車

部品が４３％、エンジン用電装品が５８％、触媒坦体・セラミックスフィルターが９７％



にも上る。 

 一方で、九州などへの地方分散も含め、中部の自動車産業の集積が徐々に低下する懸念

が広がりつつある。中部経済産業局は、この地域を「グレーター・ナゴヤ・イニシアティ

ブ」として世界にアピール、海外企業の誘致を促し、多彩な産業構造を築こうとしている。 

 

２－５ 近畿地域 

近畿地区の製造業は家電が有力で、相対的に自動車は存在感が小さい。０４年の工業統

計によると、近畿の自動車関連製造業（自動車、自動車車体・附属車、自動車部分品・付

属品）の製造品出荷額等は２兆３９７７億円。全国では製造業全体に占める同製造業の比

率が１６％に上るのに対し、近畿は５％にとどまる。自動車産業が今日の日本経済の牽引

車であることを考えれば、近畿では表面上は自動車の恩恵が小さい。 

 しかし、近畿の同出荷額等は比較可能な０２年に比べ１３％増えた。素材や生産設備、

エレクトロニクス製品といった出荷額等に入らない自動車関連製造業も含めると、近畿で

も数字以上に自動車の重要度が増しているとみられる。 

ただ、自動車製造業の工場立地は低調であることが否定できない。０４年にダイハツが

新工場を大分県で稼働を始め、自動車生産の「九州シフト」が起きている影響が多い。ま

た、海外生産が拡大している点も見逃せない。 

 こう見ると、近畿の自動車製造業は影が薄くみえるが、視点を変えると成長余力は高い。

自動車の電子装備化が進んでいるためで、家電大手の松下電器産業も三洋電機も、カーエ

レクトロニクス事業を急伸している。自動車関連のエレクトロニクスやエネルギー関連の

産業を集積できれば、近畿の自動車製造業も新たな成長が見込めるはずである。 

 

２－６ 中国地域 

中国地方の自動車産業の産業集積は三菱自動車工業水島製作所（岡山県倉敷市）、マツ

ダ本社工場（広島市南区）、マツダ防府工場（山口県防府市）の完成車３拠点が中心。瀬戸

内海３県では自動車部品産業の集積が高く、日本海側の鳥取県、島根県には自動車と電機・

電子部品、プレス部品、金型メーカーなどが立地している。 

 九州の自動車産業の集積が進んだことなどから域外への部品出荷も増えている。だが、

やはりマツダ、三菱自動車の両社の浮き沈みに業績が揺れる傾向は依然、根強い。 

各県の状況に目を移してみると、特に広島県の場合、自動車部品産業はマツダ本社工場

のある広島市周辺と東広島市、呉市に集中している。このほか三菱自動車水島製作所を得

意先とするサプライヤーが福山市周辺には数多い。福山には工作機械、産業機械メーカー



も多く、自動車向けの売り上げウエートは高い。 

中国５県の中で、自動車産業に特化した行政支援を行っているのは広島県のみ。新規技

術開発支援、海外進出支援などその時代のニーズに応じた策を打っている。０６年から「広

島県高付加価値型製品研究開発支援事業にかかる補助金」を実施。エレクトロニクス企業

と県内の自動車関連サプライヤーの共同開発案件に対して最大２６５０万円の補助金をつ

けた。 

 研究会、補助金政策と２本立てで、サプライヤーのエレクトロニクス関連ノウハウ取得

に取り組んでいる。ただ、期待している県外エレクトロニクス関連企業からの協力がまだ

少ないのが現状である。 

 

２－７ 四国地域 

四国は基礎素材と機械を中心としたモノづくり産業が集積している。自動車関連産業も

単独での優良企業はあるものの、地域的な集積は他の地域と比べ薄いのが実情。地理的要

因が大きいと見られ、物流面がネックとなっている。 

 各県の状況は徳島県では、ジェイテクト徳島工場が、自動車関連産業を含め精密機械産

業を支えている。特徴的なところでは阿波製紙（徳島市）が自動車用ろ過紙で高いシェア

を誇っている。協同組合徳島県機械金属工業会の加盟各社にも自動車部品の二次、三次下

請け加工企業が散見される。 

 香川県には高い品質管理を要求される自動車エアバッグ用ネジを生産している葵機工

（高松市）など数社がある。しかし、こちらも自動車関連部品を生産している企業は少な

い。岡山県の三菱自動車工業水島自動車製作所が比較的近いものの、これまで実績に乏し

く簡単に参入できないのが現状だ。 

 愛媛県は自動車用プレス金型を生産する山本製作所（松山市）などが立地している。広

島に本拠を置くマツダを中心に納入企業も数社あるが、完成車メーカーが系列化するほど

の実績はない。 

 高知県には自動車用ハンドルなどを生産しているミロクテクノウッド（高知県南国市）

がある。高知県は産学連携での自動車内装部品の研究開発支援に力を入れている。０７年

度予算案で「自動車（内装材）産業モノづくりクラスター形成・支援事業」を展開予定で

ある。今後の集積具合によっては四国の自動車産業をリードする役割を担いそうだ。 

 四国経済産業局が主導する産業クラスター計画「四国テクノブリッジ計画」に「四国地

域に自動車などの成長分野のクラスター形成を図る」との項目が盛り込まれており、今後

の産業政策の充実に期待がかかる。 



２－８ 九州・沖縄地域 

福岡県から大分県北部にかけた地域は通称、北部九州地域と呼ばれる。この地域では今、

自動車産業の集積が急速に進んでいる。同地域で年間１５０万台の完成車生産を目指す「北

部九州自動車１５０万台生産拠点推進構想」も現実味を帯びてきた。 

 北部九州自動車１５０万台生産拠点推進構想は完成車生産１５０万台、域内部品調達率

７０％、アジアの最先端拠点、次世代のクルマ開発拠点の４つを主要施策としている。こ

のうち１５０万台生産に関しては大手自動車・部品メーカーの相次ぐ集積で実現は間違い

ない。 

 福岡県が旗振り役となって「北部九州自動車１００万台生産拠点推進構想（現１５０万

台構想）」がスタートした０３年２月以降、福岡県に立地を決めた自動車関連企業は２月末

現在４５社。０７年度末までに５０社の誘致を目標に掲げた同構想は順調に進んでいる。 

 北部九州への急速な自動車産業の集積は、他地域へも影響を及ぼしている。福岡と大分

以外の各県、特に佐賀や熊本、長崎といった近県も関連産業の企業誘致に熱を帯びてきた。

しかし日本を代表する産業である自動車に単独で挑むには限界がある。そこで九州全県が

県域を越えて連携する「九州自動車産業振興連携会議」が０６年１１月に設立された。九

州７県が共同で、オール九州の視点に立って自動車産業振興に取り組む狙いだ。 

 今後の課題は地場企業と人材の育成だ。福岡県はモノづくり人材育成事業として金型や

メッキ、また０７年度からは新たにプラスチック成形の人材育成事業も始まる。九州がこ

れからも自動車生産地として重要な役割を担って行くためには、地場企業の意識変革や核

となる企業の育成が重要なカギと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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