
ー プロジェクトの取組結果について ー

令和３年（２０２１年）９月３日（金）

令和３年度 山口県産業戦略本部 第１回全体会合

資料 １

イノベーション





「やまぐち産業イノベーション戦略」（旧戦略）指標の達成状況

全体指標
戦略策定時

（H29工業統計）
目標

（2020年度）
現状値

(2020年工業統計(速報))

付加価値額 １．８兆円 ２．０兆円 １．９兆円

労働生産性
(付加価値額/従業者数)

１，９２２
万円/人

２，１００
万円/人

２，０３７
万円/人

プロジェクト名 指 標 名 目標 実績値 評価

瀬戸内産業競争力・

生産性強化プロジェクト

[港湾]

石炭共同輸送の実施回数

［2020年度］

３０回/3年
３２回 達成

[工業用水]

工業用水道管路の更新整備

延長（累計）

［2020年度］

３．９Km
４．0Km 達成

[道路]

■国道・県道の整備完了延長

■緩和する主要渋滞箇所数

［2020年度］

３０Km/3年

３箇所/3年

３４．８ｋｍ

５箇所

達成

達成

■プロジェクト別指標 全１７指標のうち、１４指標で目標を達成

■全体指標

※（現状値は、2019年の数値） 2019年時点（現状値）では、目標を達成していないが、戦略
策定時からは増加した。引き続き、付加価値額等の増加に向け、着実に取組を推進する。
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「やまぐち産業イノベーション戦略」(旧戦略) 指標の達成状況

プロジェクト名 指 標 名 目標 実績値 評価

瀬戸内産業競争力・

生産性強化プロジェクト

[コンビナート企業間連携]

生産性向上等に資する

大規模連携事業の実現

［2020年度］

実現
実現 達成

自動車新時代に対応し
たイノベーション創出プロ
ジェクト

自動車産業に係る産学公金

連携組織への参画企業数

［2020年度］

１００社
９０社 未達

大規模産業用地活用促

進プロジェクト
企業誘致件数

［2020年］

７５件/3年
７８件 達成

地域中核企業創出・

成長支援プロジェクト

地域経済牽引事業計画承認件数

（累計）

［2020年度］

４５件
６６件 達成

地域経済牽引事業による

付加価値増加額

［2020年度］

115億円/3年
164.8億円 達成

地域中核企業等立地促

進プロジェクト
企業誘致件数[重点成長分野]

［2020年］

２０件/3年
４１件 達成
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「やまぐち産業イノベーション戦略」(旧戦略) 指標の達成状況

プロジェクト名 指 標 名 目標 実績値 評価

高度産業人材確保・

活用支援プロジェクト

研究開発・人材活用システムへ

の参加企業数

［2020年度］

５０社
１６２社 達成

奨学金補助制度を活用した

県内就業者数（累計）

［2020年度］

２０人
２6人 達成

産業インフラ輸出促進

プロジェクト

JICAなど国等の支援メニューを

活用した事業件数

［2020年度］

５件
４件 未達

地域産業IoT等導入促進

プロジェクト

先導的プロジェクトによるIoT等

導入件数

［2020年度］

５件
７件 達成

中小企業のIoT導入率
［2020年度］

１６．０％
１７．４％ 達成

スタートアップ企業立地

促進・育成プロジェクト
スタートアップ企業の誘致件数

［2020年］

５社以上/3年
０社 未達

新山口駅北地区拠点施設

整備支援プロジェクト

新山口駅北地区拠点施設と連

携した産業・交流拠点の形成

［2020年度］

実現
実現 達成
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「やまぐち産業イノベーション戦略」(旧戦略) 指標の未達成理由等

プロジェクト名等 未達となった主な要因・理由及び今後の対応

自動車新時代に対応し
たイノベーション創出
自動車産業に係る産学公金
連携組織への参画企業数
目標：１００社
実績： ９０社

[未達となった要因・理由]
新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問による勧誘が計画
どおり実施できなかったため、未達となった。
[今後の対応]
新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、オンライン面談等も活用し
ながら、引き続き、勧誘を実施する。

産業インフラ輸出促進
JICAなど国等の支援メニュー
を活用した事業件数
目標：５件
実績：４件

[未達となった要因・理由]
新型コロナウイルス感染症の影響等により、H31.1に採択を受けた
JICA実証事業に未だ着手できておらず、予定していた次のJICA実証
事業への応募ができなかったため、未達となった。
[今後の対応]
引き続き、WEB会議等を活用しながら、企業・関係機関・キエンザン
省と連携し、国内での準備を進めるとともに、次のJICA実証事業への
応募に向けた調整を行う。

スタートアップ企業立地
促進・育成
スタートアップ企業の誘致件
数
目標：５社以上
実績：０社

[未達となった要因・理由]
YMFGユニコーンプログラムや地域中核企業創出・支援カンファレンス
チーム等により、スタートアップ企業の誘致、育成等を図ったが、結果、計
画期間中に誘致実現まで至らず、未達となった。
[今後の対応]
新型コロナウイルス感染症による企業ニーズの変化（テレワークの普
及等）を踏まえ、関係機関等と連携し、誘致や支援等を行う。
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「やまぐち産業イノベーション戦略」(旧戦略)プロジェクトの主な取組実績

プロジェクト名 主な取組

１．瀬戸内産業競争
力 ・ 生産性強化

▼港湾の機能強化
▼工業用水の安定供給
体制の強化

▼幹線道路網の整備
▼コンビナート企業間の連
携促進

■港湾、工業用水、道路等、関連するインフラの整備事業等の
推進
・国際バルク戦略港湾（徳山下松港、宇部港）における大水深
桟橋等の施設整備の実施（H30～）
・島田川工業用水道給水開始（R2.7）
・山陰道の整備促進（長門・俵山道路開通（R元.9））
■コンビナート企業間の連携の促進
・石油精製のボトムレス化を見据えた燃料分解重油連携事業の
実現（H30）

２．自動車新時代に対
応したイノベーション創出
▼研究会や産学公金連
携組織の設置

▼イノベーション創出支援

■研究会等の開催（H30に４回開催）
■県自動車産業イノベーション推進会議の設立（H31.2）
■スタートアップセミナーの開催（R元.6）
■ワークショップの開催(R元.7～)
■県技術紹介・展示説明会INマツダの開催（R元.10）
■やまぐち自動車産業セミナー2020の開催（R2.1）
■自動車専門コーディネータの配置（R2.9～）
■やまぐち自動車産業オンラインセミナー2020の開催（R2.10）
■やまぐち新技術・新工法オンライン展示会 in TOYOTAの開催
（R3.2.15～3.12） 5



プロジェクト名 主な取組

３．大規模産業用地活
用促進

▼地元市町や企業等との
連携・推進体制の構築

▼産業集積エリアの活性
化に向けた効果的な企
業立地の促進

■大規模工場跡地の利活用に係る県庁内サポートチームの設置・
会議開催（H30.10）

■大規模産業用地活用促進プロジェクトチームの設置・会議開催
（H31.1）
■企業誘致活動（重点成長分野の企業への集中的な企業訪問
の実施等）

■大規模産業用地に係る進出協定の締結（R元.10：EJﾎｰﾙﾃﾞｨ
ﾝｸﾞｽ㈱、県、宇部市）

■情報発信
・大都市圏（東京）でのフォーラム開催(R元.12)
・「やまぐち企業立地プロモーション」オンライン開催（R3.2）
視聴者 約330名

４．地域中核企業創出・
成長支援

▼地域中核企業創出・支
援カンファレンスチームの
設置、総合的な支援

▼経営者等の意識啓発、
機運醸成等の促進

■県や関係機関、地域金融機関等からなるカンファレンスチームによ
る継続的な企業訪問・相談対応等の実施（H30～）

■総合サポートプランの策定等による支援（H30～）
■経営者意識啓発セミナーの開催（H30.11）
■企業間の技術連携等によるイノベーション創出に関する調査研究
の実施（R元）

「やまぐち産業イノベーション戦略」(旧戦略)プロジェクトの主な取組実績
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プロジェクト名 主な取組

５．地域中核企業等立
地促進

▼重点成長分野企業への
重点的な誘致活動

▼カンファレンスチーム等に
よる誘致企業への総合
サポート

■重点成長分野の企業への集中的な企業訪問の実施
・本庁、東京・大阪企業誘致センターによる
R２年度面談数 延べ約1,000社

■知事のトップセールスによる山口県PRの実施
・「やまぐち企業立地プロモーション」オンライン開催（R3.2）
視聴者 約330名

６．高度産業人材確保・
活用支援

▼研究開発能力の強化、
人材の確保・育成

▼産業人材の確保

■やまぐちR&Dラボの設置、スタートアップセミナーの開催（R元.6）
■テーマ別ワークショップ等の開催（R元.7～）
■山口県東部地域技術交流会の開催（R元.11）
■交流セミナー、先端技術勉強会等の開催（R元.11～)
■瀬戸内技術交流会の開催（R2.12～R3.3)
■やまぐちＯＢ等人材バンクの設置、マッチングサイトの開設(R2.2)
■高校生の主体的な県内就職の促進に向けた「ガイダンスの充実」
「求人開拓の強化」「マッチングの促進」を柱とする取組の実施

■高度産業人材確保事業（H30～R2年度対象者決定33名、
補助対象就業先（情報サービス業）の拡大（R3～））

「やまぐち産業イノベーション戦略」(旧戦略)プロジェクトの主な取組実績

7



プロジェクト名 主な取組

７．産業インフラ輸出促進
▼ベトナム国キエンザン省政
府との連携による水産バ
リューチェーン構築

▼県内企業のキエンザン省
での事業展開に向けた支
援

■水産インフラ輸出構想研究会の開催（H30.11～ 4回開催）
■ＪＩＣＡ「中小企業・SDGsビジネス支援事業」の採択

(H31.1）
■キエンザン省政府関係者等の招へい・交流(R元.12,R3.2)
■JICA、企業、キエンザン省政府間での協定の署名（R2.7)
■実証事業やキエンザン省との連携強化に向けた取組の推進
・キエンザン省訪問（R元.6）やWEB会議等の実施（R2.8～）
・マッチング会の開催（県内企業４社、現地企業８社）(R3.3)

８．地域産業IoT等導
入促進

▼IoT ビジネス創出支援
拠点の形成
▼先導的プロジェクト等へ
の支援

▼人材育成
▼全県的なIoT等導入の
促進・波及

■「ｽﾏｰﾄ★づくり研究会」の設置、ｾﾐﾅｰ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催(H30.11～)
■やまぐちIoT導入サポーター制度の創設（R元.5）
■㈱ＮＴＴドコモとの５Ｇ活用に関する連携協定の締結(R元.9)
■IoT導入促進実践ワークショップの開催（R元.10～R2.2）
■ＮＴＴ西日本㈱とのローカル５Ｇを活用した社会課題解決に関す
る連携協定の締結（R2.4）

■スマートファクトリーモデル構築事業の実施（R2.9～）
■５Ｇアートスクールの開催（R2.12）
■ものづくり現場における未来技術利活用ｾﾐﾅｰの開催（R3.2～3）
■県立総合医療ｾﾝﾀｰと岩国市立美和病院間での５Ｇを活用した
実証事業の実施 (R3.3）

「やまぐち産業イノベーション戦略」(旧戦略)プロジェクトの主な取組実績
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プロジェクト名 主な取組

９．スタートアップ企業立
地促進・育成

▼スタートアップ企業の立
地・育成促進

■YMFGユニコーン・プログラムの開催（H30.5,R元.9）
①YMFG等と連携した事業展開等
②YMFG等からの資金支援による事業推進

■カンファレンスチームによる支援
■投資家向けピッチコンテスト出場による資金獲得を支援するプログ
ラムの実施（R2.7～）

10．新山口駅北地区拠
点施設整備支援

▼交流人口創出に係る連
携

▼企業・人材支援機能に
係る連携

▼新産業の創出促進に係
る連携(「ライフイノベー
ションラボ」開設への支援)
等

■県・市全体調整会議の開催（H30.10,R元.11）
■県関係機関（やまぐち産業振興財団等）の入居決定・公表
（H30.11）

■㈱島津製作所、山口大学、山口市と山口県によるヘルスケアに係
る技術連携に関する基本合意書の締結（H30.12）

■ライフイノベーションラボ構想の推進や拠点機能の充実強化に向け
たワーキンググループの設置・開催（R元.8～）

「やまぐち産業イノベーション戦略」(旧戦略)プロジェクトの主な取組実績
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