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機密性○ 機密性○ 

地域別生産動向（2012年推計）  

（出所）各種資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

岩手 
トヨタ東日本（岩手）  53万台 

宮城 
トヨタ東日本（大衡）  

東北 約53万台 

栃木 
日産（栃木）        ○ 

埼玉 
UDﾄﾗｯｸｽ（上尾）   22万台 
ホンダ（埼玉）      ○ 

神奈川 
日産（追浜）       ○ 
日産車体（湘南）    ○ 
三菱ふそう（川崎）   ○ 
いすず（藤沢）    24万台 

関東 約290万台 

群馬 
富士重（本工場）   57万台 
富士重（矢島）      － 

三重 
トヨタ車体（いなべ）  － 
ホンダ（鈴鹿）    ○ 
ホンダ（八千代工業） ○ 

静岡 
トヨタ東日本（東富士） 20万台 
スズキ（磐田）     106万台 
スズキ（（湖西）     － 
スズキ（相良）      － 

富山 
三菱ふそう（富山）    ○ 

岐阜 
三菱（岐阜）    ○ 

中部 約336台 

近畿 約32万台 滋賀 
ダイハツ（滋賀）  ○ 

大阪 
ダイハツ（池田）  ○ 

京都 
ダイハツ（京都）  ○ 

岡山 
三菱（水島）  ○ 

山口 
マツダ（防府）  － 

広島 
マツダ（本社） 85万台 

中国 約115万台 

福岡 
トヨタ（宮田）  30万台 
日産（九州）  56万台 
日産車体（九州）11万台 

大分 
ダイハツ（中津） 45万台 

九州 約142万台 

注：各社公表値、生産能力を基に推計 
  しているため、生産実績と合計は合わない 
  一部2013年3月期推定  

愛知 
トヨタ（元町）      7万台 
トヨタ（高岡）     18万台 
トヨタ（堤）       51万台 
トヨタ（田原）     39万台 
トヨタ自動織機（長草） ○ 
三菱（岡崎）      ○ 
トヨタ車体（富士松） 74万台 
トヨタ車体（吉原）   － 
 
 

茨城 
日野（古河）       － 

東京 
日野（本社）     15万台 
日野（羽村）      － 

   地域別動向 その１     

全国 約９６８万台 
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機密性○ 機密性○ 

過去５年間の輸送用機械器具製
造業における製造品出荷額等伸
び率 
（２００８年→２０１２年 工業統計） 

北海道 
▲3.2％ 

東北 
20.4％ 

関東 
▲18.5％ 中部 

▲12.3％ 

近畿 
▲15.1％ 中国 

▲32.3％ 

四国 
▲10.5％ 九州 

14.6％ 

（兆円） 
２００８年 ２０１２年 

北海道 0.32  0.31  

東北 1.32  1.59  

関東 13.71  11.18  

中部 30.81  27.03  

近畿 7.07  6.00  

中国 5.72  3.87  

四国 0.86  0.77  

九州 3.54  4.06  

  東北地域の自動車の生産能力は５０万台、２０１２年の生産台数は５３万台で製品出荷
額約１．６兆円であり、出荷額ベースで２００８年から約２０％伸びている。 
  

   地域別動向 その２     
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機密性○ 機密性○ 

連携した取組の例  
３．人材育成 

 
 
 
 
 
 
 
 高機能ユニット技術習得研修 

連携した取組の例 
 ２．技術開発の推進 

 
 
 
 
 
 
 
  
   ヘッドアップディスプレイの開発 

連携した取組の例  
４．立地促進 

 
 
 
 
 
 
 
 企業立地セミナーｉｎ名古屋2013 

連携した取組の例  

１．企業集積の形成（地域企業の自
動車産業への参入・納入促進、企
業連携の推進） 
 
 
 

 
  
 
 
 アドバイザーによる現場改善指導 

青森県自動車関連産業振興協議会 
設立：平成１８年９月（会員数１３４） 

いわて自動車関連産業 
集積促進協議会 

設立：平成１８年６月 
（会員数３１０） 

みやぎ自動車産業振興協議会 
設立：平成１８年５月 

（会員数５２１） 

福島県輸送用機械 
関連産業協議会 

設立：平成１９年４月 
（会員数３４３） 

あきた自動車関連産業 
振興協議会 

設立：平成１８年１１月 
（会員数１５２） 

山形県自動車産業振興会議 
設立：平成１８年５月 
（会員数２５４） 

とうほく自動車産業集積連携会議 
〈東北７県〉 

※新潟県次世代自動車産業 
振興協議会 

設立：平成２５年１２月 

  自動車産業は、東北地域における東北経済産業局、東北各県等が共同で取り組むものづくり分野の
最大プロジェクト。東北経済産業局では、７県の産学官による「とうほく自動車産業集積連携会議」と連
携し、東北が一体となった自動車産業の振興に取り組んでいる。 

自動車産業振興に向けた東北地域の取組 

東北自動車イノベーション創出会議 
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機密性○ 機密性○ 

研究会の主たる活動場所 

６研究会 
 マシンビジョン（メ）  
 鋳造（技） 
 切削（技） 

 複合材料・フィルム
（技） 
 CFRP等（地） 
 未来創造おおさき（地） 
 カーエレ（技）  
  

２研究会 
 ＡＮＦ（地） 
 白河ヴァレー（地） 

１研究会 
 プラ成形（技） 

１研究会 
 ＴＡＩＦ（地（技）） 

２研究会 
 非鉄（地（技）） 
 品質工学支援チーム（メ） 

１研究会 
 CFRPリサイクル（地
（技）） 

 

 

 

 

 

【標記例】  

 技術分野による研究会 → （技） 

 メーカー等との生産設備に係る研究会 → （メ） 

 地域企業、異業種などによる地域研究会 → （地） 

 ※２６年度新規は下線有り 

 下記の研究会事業をさらに増強、自立
的な活動に向けた体制構築支援も行って
いく。 

 ○技術分野による研究会 

 ○メーカー等との生産設備に係る研究会 

 ○地域企業、異業種などによる地域研究会 
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技術開発分科会に係る各研究会 



機密性○ 機密性○ 当局における施策の総動員 

自動車産業を底上げする戦略的な事業採択 

東北の自動車産業を底上げするため、 

当局における平成２２年度から平成２５年度までの 

自動車産業関連の交付実績は約１５０億円 
設備投資支援（３８件、約１１９億円） 

・革新的低炭素技術集約産業国内立地推進事業費補助金等（平成２２、２３年度） 

・平成２３年度３次補正国内立地推進事業費補助金 

・先端技術実証・評価設備整備費等補助金（平成２３年、２４年度） 

・平成２４年度補正円高・エネルギー制約対策のための先端設備等投資促進事業費補助金（１次早期） 
 

技術開発支援（５５件、約２９億円） 

・戦略的基盤技術高度化支援事業（平成２２年度～平成２５年度） 

・ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金 

・平成２３年度３次補正IT融合による新産業創出のための研究開発事業（実証） 
 

自動車関連技術の開発拠点の整備（２件、約６億円） 

・平成２３年度３次補正IT融合による新産業創出のための研究開発事業（拠点） 

・平成２４年度産学連携イノベーション促進事業  
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～ハンズオン支援、研究会支援から具体的な取り組みに発展した事例～ 

株式会社ウチダ（宮城県岩沼市）への 

『自動車用プレス部品の切削レス化における試作生産プロセスの実証・評価
設備』整備支援 

自動車の油圧制御系に使用されるリニアソレノイドバルブハ
ウジングの高度化のための設備導入支援 
 
 

・工程における切削加工の比率の高かったリニアソレ 
 ノイドバルブハウジングの工法を切削レス化した結 
 果、製造コストが現行比較で40%削減でき、業界 
 トップレベル。 
 

・切削レス化を実現する為、多段工程塑性加工シミュ 
 レーション技術、ネットシェイプ加工に資するハイ 
 ブリッドプレス加工技術を活用し、さらに本実証・ 
 評価設備で製作、評価した金型を用いた製造プロセ 
 スを確立した。 

 

マシニングセンター 

三次元測定機 

ジグ研削盤 

具体的支援の例① 

※２０１４年９月より稼働 
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http://www.google.co.jp/imgres?q=%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%8C%87%E5%B0%8E&um=1&hl=ja&lr=lang_ja&sa=N&tbo=d&biw=915&bih=434&tbs=lr:lang_1ja&tbm=isch&tbnid=_UPq5rJcrhoK4M:&imgrefurl=http://www.npa.go.jp/hakusyo/h16/hakusho/h16/html/F9016020.html&docid=tcNsQyoKw4MxCM&imgurl=http://www.npa.go.jp/hakusyo/h16/hakusho/h16/image/ph900022.png&w=519&h=359&ei=j4EIUYT3GcWAkQWN14CwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=68&dur=4001&hovh=187&hovw=270&tx=120&ty=47&sig=110814135417728812730&page=1&tbnh=138&tbnw=190&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:81


北芝電機株式会社（福島県福島市）への 
『車載用次世代ＡＣＸブロワモータ製造ラインの構築』整備支援 

革新的な新型モーターを新しい生産技術の検証・ 
 導入により世界競争力ある製造ラインの構築支援 
  
・製造ラインスピードが現行比較で2倍 
 （タクト5秒）と業界トップレベル能力。 
・人手検査から全自動化による製法進化 
  によりローコスト・省スペース化。 
・最新生産コントロールシステム導入による 
  生産進捗管理、全数ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ管理。     
 ・自動車業界ニーズの燃費向上、省スペースに 
  マッチした世界最高スペース性能とモータ効率を 
 実現した新型モータを本実証ラインで１４年９月 
 より量産し自動車電装メーカーへ供給。 

※画像はイメージ 

製造ライン 

検査全自動化 （例：音検査周波数分析） 

～ハンズオン支援、研究会支援から具体的な取り組みに発展した事例～ 

具体的支援の例② 

※２０１４年９月から量産 
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株式会社登米精巧（宮城県登米市）への 
『複合的基盤技術を活用した車載プレス部品の効率的一貫生産システムの実
証』の整備支援 

①複合的基盤技術の融合による超低コスト生産 
 システムの確立 
 
②多段式油圧プレス加工，溶接組立からカチオン 
 電着塗装までの一貫生産システムの構築 
 
③自動車産業進出による、震災地域での雇用拡大 
 と経済の活性化に貢献 

■社会的課題・ニーズ 
 
 ○国内製造業空洞化 
 
 ○東日本大震災による 
  経済停滞 
 
 ○メーカー現地調達率 
  ８０％の目標 

■研究開発中の課題 
 
 ○プレスから塗装まで 
  自己完結（自動化） 
  の一貫生産出来る体制   
  が構築されていない 
 
 ○地域企業は、先進的で   
  かつ効率的,低コスト,省 
  資源な車載部品の物づく 
  り技術が求められている 

～ハンズオン支援、研究会支援から具体的な取り組みに発展した事例～ 

具体的支援の例③ 

※２０１４年１月より稼働 
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アルプス電気株式会社（宮城県大崎市）への 

『車載用マルチ通信規格に対応したデータコミュニケーションモジュールの試
作評価設備』の整備支援 

 車と公共インフラを繋ぐ為の車載
用マルチ通信規格に対応したデー
タコミュニケーションモジュールの
試作評価設備の整備 

※画像は試作評価設備イメージ 

※画像は製品イメージ 

※画像は製品ブロック図イメージ 
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～ハンズオン支援、研究会支援から具体的な取り組みに発展した事例～ 

具体的支援の例④ 

※２０１３年１１月より稼働 



これまでの取組をベースに 
ステップアップ 
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東北経済産業局における自動車関連産業振興の取組 

 
低炭素技術補助金、
国内立地推進事業費
補助金等を通じ自動
車関連企業の設備投
資を重点的に支援 

 
地域の産業支援機関
などが行う産業人材
育成を支援 

特に東北各地の企業
等が県域を超えて受
講できる広域連携事
業を継続的に支援 

 
次世代自動車開発に
向けた研究会活動 

自動車関連技術開発
支援（サポイン等） 

次世代自動車産業創
出のための実証・評
価・研究開発拠点の
形成支援 

 

 
物流最適化を図るた
め、国土交通省東北
地方整備局など国関
係機関と連携のもと
必要な産業基盤整備
を促進 

 
 

 
自動車産業参入に係
るトップマネジメン
トセミナーの開催 

企業ＯＢ人材を活用
した地域中小企業へ
の改善指導 

若手経営者・後継者
の人材育成事業の実
施 

 

 

 
地域企業の納入促進
に向けた広域対応の
仕組みづくり（とうほく
企業間連携プラット
フォームの設置等） 

ユニット・モジュールな
どの生産体制（広域・異
業種等）の形成支援 

分野・業種別の商談
会開催 等 

 
光る独自技術の開
発・高度化支援 

生産工程等における
技術課題・ニーズに
即した課題解決型の
技術開発の支援 

技術分野、地域単位
の研究会、勉強会等
のコンソーシアム構
築、活動支援 

 

 
戦略的企業立地方策
の検討 

東北地域投資環境セ
ミナーの開催 
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今後の自動車産業振興の取組の重点 


