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　中小製造企業の現場を訪問し、困りご

と解決のヒントをアドバイスする鈴鹿市

ものづくり産業支援センターの専門アド

バイザー。こうした地道な活動が、「ものづ

くりのまち　鈴鹿」を支えています。
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前進！ ものづくり産業
支援センター

～企業の視点に立った支援を目指して～

　県内有数の工業都市である鈴鹿市。自動車、食品、医薬

品、精密機器など、幅広い業種の中小製造企業が、こうし

た産業の発展を支えています。「鈴鹿市ものづくり産業支

援センター」は、中小製造企業の困りごとの解決向けて、

他にあまり例を見ない独自の活動を続けています。

　今回の特集では、中小製造企業に寄り添いながら支援

活動を実践する、ものづくり産業支援センターの先進的

な取り組みを紹介します。

国各地で日々多くのものづくりが行わ

れる中、本市は「ものづくりのまち」とし

て、確かな歩みを続けています。こうし

たものづくり産業の原動力となっているのが、さ

まざまな業種からなる多くの中小製造企業です。

　ものづくり産業支援センターは、こうした中小

製造企業の困りごと解決に向けた支援機構とし

て、平成 18年に設立。長年、地域密着型産業支援

組織として活動を続けています。

　市内の中小製造企業が一堂に

　集まって自社製品の展示を行う

「鈴鹿市ものづくり企業交流会」

（平成31年1月20日開催）

全

◆ものづくり産業支援センターの変遷

地域密着型産業支援機能の構築

平成18年：
「鈴鹿市ものづくり動く
支援室」設立

平成22年：
「鈴鹿市ものづくり産業
支援センター」へ改称

活気にあふれる

まちづくりの創造へ

●企業訪問

●現場支援活動

●人材育成活動

企業間交流の場づくり

●ものづくり産業展示

　コーナーの設置

●鈴鹿市ものづくり企業

　交流会の開催

中小製造企業の体力強化

●モノづくり元気企業支援事業補助金

●支援メニュー拡充

食品製造業、金融機関出身の

専門アドバイザーの登録など（ ）

ものづくり産業支援センターを知る「キーワード」ものづくり産業支援センターを知る「キーワード」

◆これだけの支援を積み重ねてきました

◆人材育成の仕組み

ものづくり産業支援センター

独自の研修プログラム

●「集合研修」は、新入社員、現場の責任

者、管理職の職層に合った内容で実施

●集合研修に参加できない企業は、

専門アドバイザーが直接企業に出

向いて「出前研修」を実施

●現場の責任者クラスは、「安全」、

「品質」、「生産」、「製造」の各分野

を選択できる「選択講座」を実施

●受講料はすべて無料

向かって左から　

鋸屋 章司、櫻本 昭、小森 邦夫、西田 良勝
おが や さくらもと

経営者の困りごとは
支援活動で対応
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専門アドバイザー

●専門アドバイザー　製造企業を中心としたＯＢの

名称。現役時代に養った豊富な知識と経験を生かし、

企業の現場支援のアドバイスや人材育成の講師と

して活躍しています（9月現在、登録者36人）。

●現場支援　中小製造企業の現場に直接出向いて、改

善に向けたアドバイスを無料で行っています。主な

支援内容として、生産効率のアップ、作業環境の改

善、特許の出願などがあります。

●人材育成　現場での支援活動だけでなく、中小製造

企業にとって自社では難しい人材育成を行います。

集合研修、出前研修、選択講座の各プログラムで構成

され、きめ細かい内容で企業の期待に応えています。

現場支援のテーマ別内訳
（平成30年度～令和2年度）

計画
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　ものづくり産業支援センターの

研修を受講した方は、それぞれの

企業の中核として活躍しています。

「他社を知り、己を知る」
人材育成研修の魅力

宮崎 芳彰さん

よしあき

株式会社 レグルス 生産技術部 部長

研修内容は貴重な財産

岩間 太郎さん株式会社 岩間化学 常務取締役

今でも役立つ研修の経験

吉澤 健さん株式会社 ヨシザワ 代表取締役社長

研修を機に 自社を改善
つよし

◆修了生の声

◆研修に送り出した社長の思い

選択講座

出前研修

マネジメント研修

リーダー研修

ベーシック研修

63人

427人

50人

300人

228人

計1,068人

全ての講座の

合計受講者数は、

何と1,000人超え！

全体の人材育成研修 受講者数

　他社の現場を活用した実践的なスキルを学ぼうと思

い、リーダー研修とマネジメント研修を受講しました。

ここで学んだ工程表の作成などは、非常に参考となり

ました。また、カリキュラムとしてグループワークが多く

設けられ、プレゼンをする機会がたくさんあることから、

多くの意見を吸収してまとめあげ、人前で発表する力が

養われたと思います。　自分にも部下ができ、研修で

得たことが生かされています。当時は難しいと思ってい

た内容も、今となっては貴重な財産となっています。

　ものづくり産業支援セ

ンターの研修には、スター

ト当初からほぼ毎年従業

員が参加しています。私も

リーダー研修とマネジメン

ト研修を受講しましたが、

講師である専門アドバイ

ザーの皆さんの情熱に引

っ張られながら、有意義

に学ぶことができました。　

　特に問題解決手法や要因分析など、自社が以前から深

く習得したいと考えていた分野について理解が進み、現

在では社内全体に取り組みが浸透しています。研修で得

られた経験が、日常業務のなかで大いに役立っています。

　ものづくり産業支援センターの研修は、他社の方と意

見交換などができ、自社の改善につながることから、多く

の従業員が受講しています。

　その結果、社内ミーティングの席で、研修を受講した結

果を踏まえた意見が出さ

れたり、他社の現場を参

考とした改善が進むなど、

自社の活性化につながっ

ています。

　ものづくりの世界では、

優れた技術とそれに携わ

る技術者の熱意が相まっ

て、初めて素晴らしい製

品が生まれると考えてい

ます。ものづくり産業支

援センターの研修では、講師である専門アドバイザーの

経験と熱い指導が、受講者にやる気と自信を与えてくれ

ます。まだ参加されていない企業の皆さんにも、ぜひ活用

していただきたいですね。

さらに前へ！企業支援
　現場支援や人材育成だけではなく、「企業が主役」を

実践する支援メニューを紹介します。

ものづくり産業展示コーナー

10月：フヂイ エンヂニアリング　株式会社（展示中）

11月：株式会社  ヨシザワ

今後の予定

　市内中小製造企業が有する独自の技術やオリジ

ナルの製品などを紹介しています。

　普段なかなか目にする機会が少ない「ものづく

り」の世界を、市民の皆さんに知っていただく貴重

な場となっています。

　市役所本館 1階市民ロビーに常設し、1カ月ごとに

展示企業が入れ替わります。

技術力だけではなく、ユニークな車体にも注目です。

鈴鹿市ものづくり企業交流会

▲「すずか輪ゴムグランプリ」の様子

令和3年1月17日㈰  鈴鹿ハンター今年度の開催予定

　市内中小製造企業が一堂に集まり、展示を中心とし

た交流会を行っています。市民の皆さんへの自社ＰＲの

みならず、企業同士が交流を深める場として定着してい

ます。

　また、併せて開催する「すずか輪ゴムグランプリ」では、

輪ゴムだけの動力で走る手作りの車で走行距離を競う

など、企業の持つ技術力の高さを見ることができます。

今回の特集に関するご意見・ご感想は、
産業政策課ものづくり産業支援センター

　382-7011　 　384-0868
 　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

ものづくり産業支援センターを
ご活用ください

産業振興部長　岡本　隆典

　鈴鹿市ものづくり産業支援センターでは、専門ア

ドバイザーが中小製造企業の現場に直接足を運び、

課題に向き合い、解決へのアドバイスを行うなど、フ

ットワーク良く活動を続けてきました。その結果、人

材育成研修については、受講生が1,000人を超える

など、企業との信頼関係の構築が進んでいると感じ

ています。

　また、センターでは、企業訪問、現場支援、人材育

成を活動の柱としながらも、ものづくり企業交流会

の開催、モノづくり企業感染症対策応援事業費補

助金など、その時代に即した支援メニューを拡充す

ることで、柔軟な対応に努めてきました。

　現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、市

内の中小製造企業の経営も大きな打撃を受けてい

ます。本市では企業の経営状況の改善に向け、さま

ざまな施策を講じています。センターもこうした状況

だからこそ、中小

製造企業にとって

身近な存在の支援

機関として、企業

に寄り添っていき

たいと考えていま

す。これからも気

軽にセンターをご

活用ください。





https://suzuka-jobnavi.com/
http://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=350


健康福祉政策課　382-9012　　382-7607
　kenkoｆｕｋｕｓｈｉｓｅｉｓａｋｕ@city.suzuka.lg.jp

災害時要援護者台帳に
登録して安心安全を
災害時要援護者台帳に
登録して安心安全を

災害時要援護者台帳

情報館❸

　災害時要援護者台帳は、災害時の

安否確認など、地域の中で活用して

いただくものです。

台帳に登録して、

災害時や日頃の

安心安全につな

げましょう。

鈴鹿ハンターアクセス図

災害時の安否確認や
見守り活動に
役立てられます

　災害時要援護者台帳には、災
害時に何らかの支援が必要な
方のうち、個人情報の開示につ
いて同意をいただいた方を登録
しています（令和２年8月現在
8,909人）。
　台帳に登録すると、この情報
を民生委員・児童委員、自治会
長などが共有し、災害時の安否
確認などの支援に役立てられま
す。また、日頃の見守り活動にも
活用します。
※登録することで優先的に避難や援

助を受けられるものではありません。

簡単に登録できます

登録の対象者 手続きなど

　対象となるのは、自宅で生活を
している方です（施設入所者は
除きます）。※登録は任意です。

すでに登録している方で連絡先などの

変更があったときは、民生委員・児童委員

または各担当課へご連絡ください。

問合せ

健康福祉政策課
　382-9012
　kenkofukushiseisaku@
　city.suzuka.lg.jp　
長寿社会課
　382-7935
　chojushakai@city.
suzuka.lg.jp
障がい福祉課
　382-7626
　shogaifukushi@city.
suzuka.lg.jp
ファクス番号は、上記三つ
の課共通で    382-7607
です。

　地域支援者について

　申請書には、災害時に要援
護者の支援を行っていただけ
る近隣の方を記入する「地域
支援者」欄があります。記入に
関しては、原則としてご自身や
家族の方が依頼し、必ず了解
を得てください。

　　地域の皆さんへ

　依頼を受けた際には、共に
助け合う精神をご理解いただ
き、ご協力をお願いします。地域
支援者の方に義務や責任を課
すものではありません。

①65歳以上の一
　人暮らしの高齢
　者の方
②75歳以上のみ
　の世帯の方
③65歳以上のみ
　の世帯で、要介
　護3から5の方が
　いる世帯の方
④介護認定を受
　けている一人暮
　らしの方

民生委員・児童委
員または長寿社会
課へ
※新たに①または②

に該当される方は、

担当区域の民生委

員・児童委員が10月

30日㈮までに登録

の案内（申請書の配

布、台帳登録にかか

る同意の確認作業、

申請書の受理など）

に伺います。

⑧これらに準じる
　状態で援護が必
　要な方

⑤身体障害者手帳
　1級か2級を持つ
　一人暮らしの方
⑥療育手帳を持つ
　一人暮らしの方
⑦精神障害者保健
　福祉手帳を持つ
　一人暮らしの方

障がい福祉課へ

健康福祉
政策課へ







http://www.suzuka-sjc.or.jp/


●原稿規格／タイトル15文字程度・本文
80文字程度

●申 込 み／ 10月12日㈪～16日㈮ 8時
30分から17時15分までに、郵送、ファク
ス、または電子メール（〒513-8701住所
不要、　382-2219、　johoseisaku@ci-
ty.suzuka.lg.jp）で情報政策課へ。なお、
確認のため、郵送・ファクス・電子メール
送信後は、タイトル・氏名・電話番号を
電話で情報政策課（　382-9036）へご
連絡ください。

●注意事項／営業、政治、宗教活動と認
められるものは、お断りします(企業・自
営業者の活動を含む)。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、
中止または延期になる場合があります。
詳しくは、主催者にお問い合わせくだ
さい。

※当事者間のトラブルについて、市は一
切関与しません。

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事
に限ります。

とき／10月18日㈰9時～12時　ところ／青
少年の森運動場(住吉町南谷口)　内容／2
本のポールを使った軽スポーツです。郊外
ウオーキングもあります。　※毎週木曜日
10時から12時まで、桜の森公園でも行いま
す。詳しくは電話またはホームページで

とき／10月13日㈫19時～21時　とこ
ろ／白子公民館(江島本町1-1)　内容
／不登校のお子さんをお持ちの親を
中心とした集まりです。心配なことや
気になることを、一緒に話しましょう。
参加料／100円

とき／毎週日曜日7時から　ところ／
青少年の森(キャンプ場内あずまや集
合)　内容／トリムコース内でランニ
ングやウオーキングを楽しみます。　
参加料／月300円

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／10月14日㈬13時～15
時　ところ／牧田コミュニティセン
ター(平田東町5-10)　内容／悩み相
談、情報交換、介護家族との交流　参
加料／100円

とき／火・木曜日19時～21時　ところ
／市武道館(江島台2-6-1)　内容／礼
法と受身を身につけて相手を思いや
る気持ちと強い体を作りましょう。　
申込み／電話またはホームページ(鈴
鹿錬成会で検索)で

対象／中国語習得に関心のある方　とき／第1～4土曜
日19時～21時　ところ／白子コミュニティセンター(江
島本町13-37)　内容／幅広い年齢層のメンバーが和や
かな雰囲気のもと、真剣に学習に取り組みます。　講師
／学識経験豊かな北京出身の女性講師　参加料／月
3,000円　申込み／電話で　※見学も歓迎します。

とき／毎月第4木曜日10時30分～12時　とこ
ろ／旭が丘公民館(中旭が丘3-13-30)　内容／
Jゴスペルという日本人のためのオリジナルゴ
スペルで愛をテーマに歌っています。年齢を問わ
ず誰でも参加できます。　参加料／年200円　
※キーボードが弾ける方を歓迎します。

対象／小学生以上　とき／10月11日
㈰10時～15時(荒天時は10月18日㈰
に延期)　ところ／白子港緑地　参加
料／300円　申込み／当日会場で　
※大空を散歩してみましょう。

とき／10月18日㈰10時～11時30分(月2回実施)　
ところ／白子コミュニティセンター　内容／気功の
説明と自分でできる気功健康法を行います。　講師
／藤城孝子さん　参加料／500円　持ち物／上靴、
飲み物　申込み／10月16日㈮までに電話または電
子メールで　※マスクの着用をお願いします。

とき／毎週水曜日10時～11時30分　
ところ／男女共同参画センター(神戸
2-15-18)　内容／アメリカ人の講師と
みんなで楽しく会話をしましょう。　
受講料／1回1,100円

対象／俳句に関心のある方　とき／毎
月第1土曜日13時～16時　ところ／文
化会館研修室(飯野寺家町810)　内
容／俳句の投句・互選・講評、吟行会、
他俳句会との交流　参加料／無料　
申込み／電話で（当日参加可）

とき／10月14日㈬10時から、13時30分
から　ところ／らららカルチャー(南江
島町9-10)　内容／音楽を聴きながら、
フラワーアレンジメントを体験　定員／
各10人　参加料／1,500円　申込み／電
話で　※マスクの着用をお願いします。

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　090-1747-3394　   http://www.snwc1130.com

つぅの会
保井　090-4185-1514

鈴鹿ランニングクラブ
山鹿昇　080-3683-6255

下野和子　370-4620

鈴鹿錬成会
　384-3741　090-7609-2450

堤忠彦　090-3424-1946

旭が丘サークル　386-5399

三重県フライヤー連盟
石田隆久　080-4226-3976

すずか生涯学習インストラクターの会　事務局(一尾)
　090-8864-0211 　tka-ichi@mecha.ne.jp

中村　090-3566-1949

幹事　小山　090-4469-2596

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい　090-7048-8120

やま  が

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集

鈴鹿不登校を考える
親の会

ラン・ウオークを
はじめましょう

認知症の人と
家族の会のつどい

柔道教室
生徒募集

中国語教室

Jゴスペルクラブ

パラグライダーによる
浮遊体験会

気を高めて元気
気功健康法教室

初級英会話サークル
受講生募集

泉句会　会員募集

花と音楽でコロナ禍の
癒しの時間

次回の募集は12月５日号掲載分です

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
当面の間、窓口での受け付けを中止します。







https://daigaku-ekiden.com/
https://www.milt.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/3226.htm
http://www.city.suzuka.lg.jp/ad.html


http://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152
https://online-marathon.net/suzukacity-m202012/




http://www.sougyou-jyuku.com/
https://www3.jeed.or.jp/mie/poly/
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　「ものづくり大国　日本」の中において、鈴

鹿市は「ものづくりのまち」として、確固たる

地位を築いています。皆さんが普段何気なく

使っているものが、実は「メイドイン鈴鹿」か

もしれませんね。

　これらの製品の多くは、中小製造企業で生

産されているのをご存知でしょうか。確かな

技術、独自の手法、そこに携わる技術者の情

熱の全てがそろって、素晴らしい製品が生み

出されています。さらに、もう一つ良い製品を生み出す

要素。それはより良いものにしようとする改善力です。

　鈴鹿市ものづくり産業支援センターは、こうした一

歩前に進もうとする企業の最も身近な支援機関として

活動しています。その特徴の一つがフットワークの軽さ

で、「待つ」のではなく「足を運ぶ」ことをモットーに活

動しています。もしかしたら、明日皆さんの製造現場を

訪れるかもしれません。些細なことでも構いませんの

で、ぜひ困りごとをお気軽にご相談ください。（正）

　新型コロナウイルスの影響により延期となっていた

今年の「鈴鹿8時間耐久ロードレース（8耐）」。残念なが

ら、開催自体が中止になってしまいました。

　しかし、皆さん、「8耐ロス」で落ち込んでいる場合では

ありません。8耐が開催予定だった10月31日㈯、11月1日

㈰に、「MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦　

第52回MFJグランプリ」が開催されることになりました。

　この大会は、2輪ロードレースの国内最高峰シリーズ

の最終戦で、チャンピオンが決定する重要な一戦です。

全4クラスで、それぞれ「日本一速いライダー」が決定す

ることになります。

　中でも注目は、最高峰クラスの「JSB1000」です。

市販される1000ccのバイクを改造したクラスで、300

㎞/h以上の最高速を記録するほどのモンスターマシン

で争われます。これらを操るのは、世界的にもレベル

の高い国内トップクラスのライダーたち。最後まで目が

離せないレースが予想されます。

　皆さん、鈴鹿サーキットを

舞台に繰り広げられる最高峰

の戦いを、現地で見届けま

しょう。

快適空間

憩える

学べる

日本一速いライダーが鈴鹿で決まる！

■舘正信 （鈴鹿モータースポーツ友の会　理事）

▲昨年のチャンピオン中須賀克行選手（ヤマハ）の走り 

ⒸSUZUKA CIRCUIT 

図書館の魅力

探偵はこの本にいる！？ 

　子どもから大人まで幅広く過ごしていただける

憩いの場「図書館」。その魅力についてお伝えして

いきます。今回は10月のテーマコーナー『探偵は

この本にいる！？』から担当者のおすすめ本を紹

介します（10月7日㈬～11月2日㈪）。

『霧越邸殺人事件＜完全改訂版＞（上）』

　1986年、晩秋。劇団

「暗色天幕」の一行は、信

州の山中に立つ謎の洋館

「霧越邸」を訪れる。吹雪

で孤立した壮麗なる“美

の館”を舞台に今、恐ろし

くも美しき連続殺人劇の

幕が上がる！記念碑的傑

作の完全改訂版。

（綾辻行人/著　KADOKAWA／角川文庫）

き り ご えてい

なか

なか

あんしょくてん  と

『啄木鳥探偵処』 

　「一握の砂」の天才歌人

石川啄木と言語学者金田

一京助が、東京下町を舞台

に繰り広げる探偵絵巻。第

3回創元推理短編賞受賞

作品「高塔奇譚」を軸にし

た連作短編集。

　10月7日は、「ミステリー記念日」です。世界初

の探偵小説と言われる『モルグ街の殺人』の

著者であるエドガー・アラン・ポーが亡くなっ

た日に由来します。

　謎やトリックを探偵気分で解

き進めながら、楽しく読めるの

が推理小説。思わぬ展開にハラ

ハラドキドキしましょう。

（伊井圭/著　東京創元社）

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】

き つ つ き

こう とう き たん




