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1 東海産業競争力協議会 １．東海産業競争力協議会の概要 

（１）協議会委員構成 

  座   長：濵口 道成 国立大学法人名古屋大学総長                  

  自治体：長野県知事、岐阜県知事、静岡県知事、愛知県知事、三重県知事 

        静岡市長、浜松市長、名古屋市長 

  経済界：中部経済連合会会長、名古屋商工会議所会頭             （合計11名） 

  オブザーバー：国の地方支分部局等 （11名） 

  事務局：東海5県、東海3政令市、国の地方支分部局 
 

（２）ＷＧの構成 

  地域中小企業経営者（企業経営者13名）、自治体、大学から構成する作業部会 

  （ＷＧ）を設置し、東海地域の競争力強化の具体策を議論  
 

（３）スケジュール 

  平成25年11月28日 第1回協議会開催 

  平成25年12月24日 第1回作業部会（ＷＧ）開催 

  平成26年  1月30日 第2回作業部会（ＷＧ）開催 

  平成26年  2月25日 第3回作業部会（ＷＧ）開催 

  平成26年  3月12日 第2回協議会開催 
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２．東海地域の産業競争力強化 

○東海地域※注は、自動車産業を中心とした世界屈指のものづくり産業の集積地 

○我が国随一の「ものづくり圏」（製造品出荷額は全国の１／４） 

○「ものづくり産業の拠点」として引き続き日本経済を牽引 

（１）経済・産業の概要 
 ・東海地域の域内総生産における鉱

工業の割合は約3割。各県とも、最大
の産業は鉱工業 

 ・製造品出荷額は全国の四分の一を
占めており、総じて当地域は「ものづく
り産業」に立脚 

 ・中でも輸送用機械は製造品出荷額
の約4割弱 

 

※注：東海地域とは、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 
 

【東海５県と全国の製造品出荷額等の業種別構成比】 

（２）特徴ある当地域の産業集積 
 ①自動車関連産業 
    全国の輸送用機械の製造品出荷額の約4割を占め、世界の四輪車生産の約5％となる約400万台の生産を担う世界屈

指の集積 

 ②航空機産業 
    防衛機を完成機としてとりまとめる機能を有し、ボーイング777・787の重要部位を分担、MRJ製造本格化など、わが国随

一の大きな集積 

 ③ヘルスケア産業 
    大手医療機器メーカーの集積、自動車分野などで培った様々な技術力を持った中小企業が集積し、新製品が次々と生

まれる素地を持った地域 

 ④環境産業 
    公害問題を克服した経験を活かし、ものづくり産業の集積を支える環境ビジネスの産業群が事業展開 



3 東海産業競争力協議会 ３．戦略の全体像 



4 東海産業競争力協議会 

【自動車、自動車部分品付属品の製造品出荷額等の全国比】 

４．①自動車関連産業 

 世界屈指の自動車製造拠点であり続けるために、高度な技術力を有する中堅・中小企業の集積を
最大限に活かし、次世代の自動車を見据えた革新技術の開発や省資源・省エネルギーでの製造を実
現する生産技術の高度化を進め、高い競争力をもった製品を開発・生産し、国内外に広く供給する。 

○次世代の自動車を見据えた革新技術の開発や、生産技術
のさらなる高度化を支援（研究会の組成、コーディネータに
よるハンズオン支援など） 

○企画・提案型企業への転換支援（気づきの機会、ネットワー
ク形成の場の提供、商談会等の場の提供など） 

○事業領域の拡大・販路開拓支援（技術展示会を活用した
マッチング支援など） 

○グローバル展開への対応（海外赴任経験が豊富な企業OB
人材のアドバイザー配置など） 

○担い手となる人材の育成（技術系人材養成講座の開講な
ど） 

○研究開発支援機能の充実（公設試等の評価・試験機能の強
化など） 

○輸送機械の製造品出荷額は全国の4割強、自動車部品は
6割強。世界屈指の自動車産業の集積を形成。 

○新興国では低価格車を中心として市場が拡大、一方、先
進諸国では市場ニーズが多様化している傾向。 

○環境対応車や高度運転支援システム等に対応した世界を
リードする生産技術力。 

○部品の現地調達化の進展、海外生産の拡大、部品の共通
化・モジュール化などの大きな環境変化。 

○セットメーカーを頂点とした垂直統合型体制の下、親企業に
依存した下請け体質（自社の強みが判らない、他系列・他分
野等への営業力不足など）。 

○モビリティ先進地域を目指した研究機関、評価・試験機関の
充実、実証環境の整備等、研究開発支援機能の強化。 

現状 

対応策 

課題 

【現地調達等の割合と推移】 



5 東海産業競争力協議会 ４．②航空機産業 

○短期的には「MRJの開発及び量産化」、「国際共同開発
プロジェクトの増産」への対応 

○中長期的には「装備品ビジネス」の拡大、「需要拡大のボ
リュームゾーンである単通路機市場」・「MRO市場」への
参入など新市場開拓への対応 

○具体的には以下の点などに取り組む 
 ・アジアNo.1クラスターを実現するための具体的な成長戦略検討 
 ・国内外の装備品メーカーなどの企業や研究機関等の誘致 
 ・製造技能者の確保に向けた技能レベルの標準化、人材の確保・定

着・育成支援 
 ・前後工程への進出による一貫生産プロセスの構築支援、自動車

業界等の効率的な量産技術の導入支援 
 ・国内外展示・商談会への出展や海外企業とのマッチング支援 
 ・産学官連携の研究開発体制による次世代機に採用される革新的

技術開発支援 
 ・生産用地の確保など立地環境の整備、クラスター間連携促進 
 ・中小企業の経営基盤改善や新規参入を促進する優遇支援 

○東海地域では、防衛機のインテグレートや民間機の国際共
同開発が進められ、航空機・部品の生産額は、全国の約5割
を占め、航空機体部品を中心に我が国随一の産業集積。 

○民間機の世界需要は、今後20年間で約2倍の拡大、とくにア
ジアを中心に単通路機市場の伸びが顕著。 

○空港・飛行場、航空専門学校、JAXA名古屋空港飛行研究拠
点など、研究開発、設計、製造、安全審査、保守管理までの
インフラが存在。 

○MRJの開発が開始、2015年第2四半期に初飛行（試験飛行）
の予定。 

○高操業が続き、人材が不足。 
○少品種大量生産型へのビジネスモデルの変化に対応し

た量産技術の確立。 
○完成モジュール納入の要求への対応。 
○装備品やエンジンの高付加価値化の進展。 
○装備品の海外製依存構造。 

 研究開発から設計・開発、製造・販売、保守管理までの一貫体制を構築し、アジア等新興国の追随
を許さない、欧米先進地域と肩を並べる日本で唯一の集積地「アジアNo.1クラスター」を形成する。 

【全国と東海地域の航空機・部品生
産額の推移】 

現状 

対応策 

課題 

【地域の航空機産業の目指す 
将来像イメージ】 



6 東海産業競争力協議会 ４．③ヘルスケア産業  

・東海地域は、医療・介護現場等の様々なニーズに応えられる技術力を持った地域であり、その潜在力を活かし幅
広い分野で新製品を次々と生み出す改良型医療機器・介護機器・福祉用具の開発・製造拠点となることを目指す。 
・都市や郊外といったエリアに応じた健康管理・疾病予防サービスの提供や地域の包括的な支援・サービス提供体
制が整った地域を目指す。 

○東海地域は、自動車分野などで培った様々な技術力を持っ
た中小企業が集積する地域であり、より幅広い分野で改良
型医療機器・介護機器・福祉用具の新製品が生まれること
を期待。 

○当地域の高齢化率は、 2040年には34.8％になる見込み。
要介護高齢者や認知症高齢者、孤立高齢者など支援が必
要な高齢者の増加が見込まれる。在宅医療・介護の充実
に加え、公的保険を補完する新たなサービスの創出が求
められている。 

【東海５県の総人口・年齢別    
人口の推移】 

現状 

①医療機器産業等の育成 
○開発規模の大きな機器（大企業中心の領域） 

 ・大手医療機器メーカーと中小企業とのマッチング 
 ・大手医療機器メーカーの誘致促進 など 
○比較的開発規模が小さく低リスクの機器（中小企業中心の領域） 

 ・医療機関等のニーズを的確にとらえ、技術力ある企業の製
品開発につなぐ仕組みの強化 

 ・中部先端医療開発円環コンソーシアム等既存ネットワークの
協力・連携によるニーズ提供から臨床までの対応強化 など 

②健康寿命を延ばす新たなサービスの創出 
○新ヘルスケア産業フォーラムの活動等を通じた、民間サービ

ス事業者、自治体、医師会等が連携した総合的な取組み 

①医療機器産業の育成 
○大手医療機器メーカーの不足、中小企業との連携不足。 
○中小企業のものづくり技術を活かした医療機器・介護機器・

福祉用具の開発を支援する体制が未確立。 
②健康寿命を延ばす新たなサービスの創出 
○地域インフラや地域資源等の活用が不十分。 
○高齢者の在宅医療・介護サービスの不足。 

対応策 

課題 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 



7 東海産業競争力協議会 ４．④環境産業  

 東海地域の強みである中小企業等による創意工夫とカイゼンを糧に、高度な環境技術とものづくり
産業を支える製品開発力や生産技術力などを結集し、より高度な環境対策設備・システムの開発や、
アジア等の海外マーケットの開拓など、環境ビジネスの創出・拡大を目指す。 

○ものづくり産業を支える高度な廃棄物処理、下水・排水処理な

ど、環境ビジネス分野のポテンシャルが高い。 

○環境技術の海外移転に取り組む「（公財）国際環境技術移転

センター（ICETT）」等の団体等が活発に活動。 

○環境産業の市場は、日本、世界とも増加傾向。特にアジアを

始めとする新興国の需要が増加。 

（国内）製品の低コスト化、高機能化を目指した新商品開発
やサービスの提供。 

（海外）新興国のマーケット開拓やニーズ等の情報入手が
困難であること。 

（国内・海外共通）広域エリアでの情報発信・情報提供を行
う支援基盤の構築。 

【中部における環境ビジネスの分野別状況】 

現状 

対応策 

課題 

（国内） 
 ○製品・サービスの高付加価値化のための環境技術の研

究開発や技術高度化への支援、企業マッチング支援 
（海外） 
 ○新興国市場とのネットワーク構築、海外展示会への出

展支援、海外ミッション派遣 
 ○設備とメンテナンスのパッケージ化など新興国市場の

ニーズに対応した技術開発 
（国内・海外共通） 
 ○地域企業への情報提供、地域企業の企業情報や技術

シーズなどの国内外への情報発信、コーディネータによ
る企業間のグループ化・ネットワーク形成支援 

 ○「中部環境ビジネス展開支援会議」などを活用した地域
が一体となった取組の推進 

【アジア主要国の環境ビジネス
潜在市場規模推計】 



8 東海産業競争力協議会 ５．ものづくりマザー機能 

 技術力、人材力、集積力を活かし、あらゆるものづくり産業を支え、新たな成長産業を産み出す成
長エンジンとなる「ものづくりマザー機能」を強化し、「世界最強のものづくり先進地域」を目指す。中長
期的には、多様性のある産業からなる産業構造への転換を目指す。 

○世界屈指の輸送用機械関連の産業の拠点、素形材産業や工作
機械メーカーなど自動車関連産業の集積、地域内で強固なサプラ
イチェーンを形成。 

○他の地域には無い「技術力」、「人材力」、「集積力」などの強み。 

○グローバル化、垂直統合型の産業ピラミッド構造の変化、各種部
品や製品のコモディティ化やモジュール化などの事業環境の変化。 

現状 

○技術力・・・自社の強みを自己認識する機会の提供、企画提案力
を身につける機会の提供、研究会活動の組成支援を通じたプロ
ジェクト創出支援、地域企業のものづくり基盤技術の高度化支援 
など 

○人材力・・・高度技能者や専門技術人材などの養成講座の充実、
生産現場の技能の共有化、グローバル化に対応した人材や専門
人材の育成、これらの対応に資する大企業OB人材の積極活用の
ための仕組み構築 など 

○集積力・・・コーディネータ人材の確保・充実、異業種・異分野の技
術者等がワンルーフに集うバックキャスト型の研究開発拠点の整
備、国内外から優秀な研究者や技術者が集うナショナルセンター
の整備、海外の優れた産業クラスターとの地域間連携の促進 な
ど 

対応策 

【ものづくりマザー機能の概念図】 

【地域が有する「ものづくりマザー機能」 と 企業が有する「マザー機能」】 



9 東海産業競争力協議会 ６．地域資源の活用  

 東海地域の地域資源を発掘・活用し、地域経済の活性化（地域の「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」のやりと
りが活発化することで、「地域」が自立的・持続的に稼ぎ、豊かに発展していくこと）を図る。 

○自治体等の各機関が、地域資源の担い手を「みつける」「みがく」「つながる」の
視点から支援することで、地域経済の活性化を支援 

 

【各機関の個別の取組】 
「みつける」→地域資源の発掘（外国人等のニーズ把握、見極め調査、新ツーリズム創出） 

「みがく」→マーケットインの新商品開発、ブランド確立（原産地呼称管理制度や地域で 

        の国際認証取得によるブランド化）、人材の確保・育成、技術の伝承支援 
        （子ども達へ職業体験・教育等地域での担い手育成） 

「つながる」→異業種・他産業との連携、販路開拓・情報発進力の強化、支援機関 
         の充実（首都圏での情報発信、国際会議等とのタイアップ、専門家派遣等） 

 
○さらに各機関の枠を超え、既存施策を総合的に活用し、「観光」 「農林水産業」

「商工業」をつなげることによって相乗効果を発揮 
 

【各機関が連携した取組例】 
 ①外国人観光客誘致を目的とした昇龍道プロジェクトと商店街の連携 
 ②昇龍道プロジェクト、酒蔵ツーリズム®、陶磁器の連携 

 

 
 

○観光目的の延べ宿泊者数は、全国で長野県が2位、静岡県が4位。富士山（静岡県）や熊野古道（三重県）を始め、日本アルプ
スの山々（長野県、岐阜県、静岡県）、伊勢神宮など多くの観光資源が存在。 

○農業産出額は全国の約12％であり、農商工連携や6次産業化によるアグリビジネスが進行。 
○伝統的工芸品の指定件数は全国の約15％。瀬戸焼、美濃焼、萬古焼等の主要産地もあり陶磁器製造業の製造品出荷額等は

全国の約6割。 
 
 

現状 

対応策 

【地域が一体となった地域資源の活用イメージ】 

【地域活性化に向けた地
域資源の活用フェーズ】 



10 東海産業競争力協議会 ７．事業環境の整備 

 地域の戦略産業の育成、ものづくりマザー機能の強化、地域資源を活用した地域経済の活性化を
促進するため、人材、技術、金融及び産業基盤などの事業環境の整備を着実に進め、ビジネスがし
やすい地域を目指す。 

人材の育成・確保 
○ものづくり中核人材やグローバル人材の育成、人材

の確保が困難が中小企業者の人材確保・定着支援 
○若者、女性、高齢者、外国人、障がい者の多様な人

材の活用促進、ダイバーシティ経営の促進 
 
技術力向上のための環境整備 
○大学・公設試験研究機関等の企業支援機能の強化、

地域企業の利活用の促進、産学連携の活性化 
○企業の設備投資及び研究開発投資を促進するため

の税制制度、融資制度及び助成制度の充実 
○経営革新、創業・ベンチャー、知的財産保護・活用、

事業承継など中小企業支援策の一層の充実 
 
資金供給の円滑化 
○中小企業の資金繰り、長期低利などの要件を緩和し

た融資制度など、資金供給を円滑に行う制度設計 
 
産業基盤等整備 
○産業インフラの充実及び利活用促進、産業用地の確

保、災害に強い地域づくりなど、企業がビジネスをし
やすい環境整備 

人材の育成・確保 
○少子化・高齢化の進展に伴う生産年齢人口の減少、経済グ

ローバル化の影響などにより、地域ものづくり企業にとって、
人材の確保が大きな課題。また、地域資源の活用に際して
も、グローバル化に対応できる人材の育成・確保が必要。 

 
技術力向上のための環境整備 
○地域の産学連携による共同研究の実績は全国的にみても

やや少ないが、当地域には先端的な研究拠点や地域の公
設試験研究機関が立地しており、これら地域の知的基盤を
最大限活用した産業競争力強化が重要。 

 
資金供給の円滑化 
○地域の中小企業にとって、厳しい経済環境下での再生、発

展を遂げるためには、長期的な視点での経営改善が必要。 
 
産業基盤等整備 
○道路、空港、港湾、工業用水、エネルギーなどの産業インフ

ラに加え、2027年にはリニア新幹線が開業予定。一方、一
層の輸送ネットワークの強化、南海トラフ巨大地震など災害
リスクが懸念されており、その対策が課題。 

現状 対応策 
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 世界屈指の自動車産業を中心としたものづくり産業集積、東海地域の地域資源の活用を通じた地
域経済の発展に向け、（１）成長著しい新興国を中心としたグローバルマーケットの獲得、（２）域内の
産業集積の強みを活用・強化すべく、海外からの直接投資や集客を通じた、新たな産業・技術イノ
ベーション・雇用の創出を目指す。 

○産・学・官・金と連携した中小企業の海外取引拡大支援、
農林水産物・食品等の輸出拡大支援、現地支援体制の拡
充による進出支援の強化 

○当地域のサプライチェーン強化に資する外資系企業誘 
  致のための戦略性を持った誘致の実施 
○新興国等における人材養成等を通じた国際交流推進 
○経済外交における中核機能強化を含むワンストップで取り

組むための広域プラットフォームとしてのGNIのエリア拡大
と機能強化 

対外直接投資 
・海外現地法人・子会社・関連会社数は、全国・当地域ともに一
貫して増加傾向（2003～2012年）。 
輸出輸入差額（名古屋税関管内） 
・2007年まで概ね増加傾向。リーマンショックの影響もあり、
2009年以降はピーク時に比べ低位推移していたが、2013年は
約7兆円の黒字。 
対内直接投資 
・GNI活動を開始した2004年から2007年まで急拡大、その後、
年間10件程度。東日本大震災の影響で2011年はやや減少し
たが、2012年は回復傾向。 
・進出累計102社、進出企業の多くは営業拠点。 
 
 
 
 

対外取引・直接投資 
 ○中小企業による新興国市場の獲得。 
 ○国内での事業活動をベースに海外販売・取引、誘客促進。 
 ○海外進出の際の適切なサポートの実施。 
 ○GNIや昇龍道等地域を売込む枠組みの一層の活用。 
対日投資 
 ○関係支援機関の連携、支援体制の更なる強化。 

現状 

対応策 

課題 

【対日直接投資の推移（全国）】 

     ※GNI：2004年、当地域の世界的な知名度向上と国際ビジネス交流の活性化のためには、地域の統一ブランドと 
          広域連携が必要との認識の下、ＧＮＩ活動を開始、2006年に、「グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会」 
          （※構成：愛知県・岐阜県・三重県・名古屋市・中部経済産業局、賛同市、中部経済連合会・名古屋商工会 
           議所・賛同商工会議所）を組織、インバウンド、アウトバウンド双方向の支援をこれまで実施。 
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・企業、自治体、学術研究機関、国の各々がその役割を着実に果たして本戦略を実施 
 企業・・・競争力の源泉である人材、技術、設備などへの先行投資や新規事業進出への取組 など 

 自治体・・・産業インフラの整備、事業環境の整備 など 

 学術研究機関・・・科学技術イノベーションの創出や人材育成 など 

 国・・・生の声の施策への反映、制度の整備・拡充や財政支援 など 

・産・学・官・金が相互に連携して東海地域の総力を結集し、広域的な視点で実施することが重要 

・アクションプランの策定、定期的なフォローアップの実施 

・より効果的かつスピード感を持って実施するには、国の支援や規制緩和などの後押しも重要 

地域経済の活性化に向けた国への要望事項（一部を例示）  全要望数は61項目 
   （○）：規制緩和関係、（△）：税制関係、（□）：予算関係、（◎）：その他 

（１）「国家戦略特区」の指定 
   「モノづくり産業強靱化スーパー特区」（○△□◎） 
   「アグリ・フロンティア創出特区」（○△） 
（２）事業環境の整備 

①外国人高度人材にボーナスポイント加算等による優遇措置の拡充（○） 
②中小企業投資促進減税や研究開発促進税制等の拡充（△） 
③産業の国際競争力強化や観光利用促進、防災・減災対策推進等のために、高規格幹線道路等の早期整備（◎） 
④工業用地開発等に係る農地転用許可の規制緩和・権限委譲（○） 
⑤法人実効税率の主要国並みへの引下げ（△） 

（３）戦略産業の推進 
①次世代自動車の普及拡大に向けた水素供給インフラ等整備の規制緩和（○） 
②自動車の自動走行や隊列走行の走行実証のための規制緩和（○） 
③「アジアＮｏ．１航空宇宙産業クラスター形成特区」の区域拡大など推進強化（○ △）     
④医療機器製造販売業における品質保証責任者の資格要件の緩和（○） 

（４）地域資源の活用による地域活性化 
①農業分野への企業の参入規制等の規制緩和（○） 
②農業分野における最先端の経営者育成カリキュラムによる研修制度の実施に関する支援の拡充（◎） 
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