
「やまぐち産業戦略推進計画」　主な取組実績（平成２７年４月～６月）及び今後の主な取組内容

取　組　実　績　・　内　容 備考

Ⅰ　国際競争に打ち勝つ「瀬戸内産業再生戦略」

１　物流拠点港湾の機能強化
□港湾施設使用料（国際フィーダ航路）の減免（H27.4～)
□国際バルク戦略港湾検討協議会の開催（H27.6）

２　工業用水の安定供給 □二部料金制の導入（岩国、宇部・山陽小野田地区：H27.4～）

３　物流等基盤の強化
□山陰道未着手区間の優先整備区間の選定、「概略ルート・構造の検討
（計画段階評価を進めるための調査）」の着手（H27.4)

新 ６　コンビナート企業間の連携促進
□「山口県コンビナート連携会議」及び「キックオフシンポジウム」の開
催（H27.5）

資料３－１

Ⅱ　全国をリードする「医療関連産業育成・集積戦略」

１　医療関連産業クラスターの形成 □やまぐち医療関連成長戦略推進協議会の開催（H27.5)

プロジェクト名

既存プロジェクトの加速化・新規プロジェクトの着実な推進

平成２７年度「山口県産業戦略本部」第１回全体会合

資料３ 
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Ⅲ　次代を担う「水素等環境関連産業育成・集積戦略」

２　水素利活用による産業振興と地
域づくり

□やまぐち産業戦略研究開発等補助金「水素関連枠」の新設（H27)
□周南市水素利活用計画の策定（H27.4）
□地域創生特区による規制緩和の提案（H27.6）

（目標達成に向けた今後の主な取組）
■環境省委託事業による苛性ソーダ由来の未利用な高純度副生水素を活用
した地産地消・地域間連携モデルの構築
　　　　　実施予定年度：平成27年度～31年度　事業費：5年間で総額約15億円
　　　　代表申請者：トクヤマ　共同申請者：東ソー、山口県、周南市、下関市
　　　〈平成２７年度の取組予定〉
　　　　・未利用な副生水素の回収・利用システムの検討、構築
　　　　・純水素型燃料電池への水素供給・実証運転等

■燃料電池自動車の購入費助成制度の創設
■県公用車への燃料電池自動車の導入による普及啓発

達成状況Ｃ

・事業化件数
・スマートコミュニティ
モデル創出

Ⅳ　おいでませ！「宿泊者数５００万人戦略」

１　明治維新１５０年に向けた観光
需要の拡大

□大都市圏（名古屋）での情報発信会の開催（H27.6）

（目標達成に向けた今後の主な取組）
■ＰＲ会社を活用したメディアプロモーション
■大都市圏（東京、大阪）での情報発信会の開催
■「やまぐち幕末ＩＳＨＩＮ旅行券」の発行

達成状況Ｃ

・延べ宿泊者数

２　外国人観光客倍増に向けた国際
観光の推進

□イコモスによる「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産一覧表への「記
載」勧告（H27.5）

（目標達成に向けた今後の主な取組）
■訪日旅行商品の造成支援
■外国人向け公衆無線ＬＡＮ環境、外国人向け観光案内所の整備支援
■台湾での情報発信会の開催

達成状況Ｃ

・外国人延べ宿泊者数
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Ⅴ　地域が輝く「農林水産業活力向上戦略」

１　「やまぐちブランド」等の販路
拡大

□東京・名古屋での「やまぐちフェア」等の開催（H27.5～6)

２　アジア等に向けた輸出拡大
□ミラノ国際博覧会への出展、展示・商談会の開催(H27.5)
□香港に向けた県産農産物の輸出開始（H27.6)

Ⅶ　未来を拓く「やまぐち売り込み戦略」

新
１　首都圏等に向けた売り込み強
化」

□東京・大阪営業本部の設置（H27.4）
□東京・大阪売り込みセンターの設置（H27.4）

資料３－２

新 ２　海外に向けた売り込み展開
□山口県海外展開推進協議会の設置及び開催（H27.4）
□山口県海外展開フォーラムの開催（H27.6）

資料３－３

Ⅷ　未来を担う「産業を支える人づくり戦略」

２　産業を支える女性の活躍促進 □「日本創生のための将来世代応援知事同盟」（H27.4)

新 ３　高度産業人材等の還流促進 □山口県奨学金返還補助制度の創設（H27.5） 資料３－４

１　コンクリート舗装の活用促進 □山口宇部道路由良ＩＣの一部区間における舗装の実施（Ｈ27.4）

Ⅸ　新たな地産地消開拓戦略
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コンビナート企業間の連携促進について 
 
 

 

 

 

 

【取組の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【検討スケジュール等】 

 ２月１２日   

  ・コンビナート企業間連携勉強会の開催  

 5 月１４日   

  ・山口県コンビナート連携会議の設置及び開催  

  ・キックオフシンポジウムの開催  

 今後の取組  

  ・地域コンビナート企業連携検討会議の設置・開催  

  ・コンビナート間連携連絡会議の開催 

 

 

 

国際競争に打ち勝つ「瀬戸内産業再生戦略」 

コンビナート企業間の連携促進プロジェクト 

・県内コンビナートの国際競争力の強化に向けて、全県的な連携体制を構築するととも

に、連携に向けた機運を醸成するため、「山口県コンビナート連携会議」及び「キック

オフシンポジウム」を開催した。 

・今後は、各地域のコンビナート企業連携検討会議において具体的な取組を進めていく。 

山口県コンビナート連携会議の様子 

資料 3-1 



 

 

首都圏等への売り込み機能強化に向けた推進体制の整備等について 
 

 

 

 

 

【取組の概要】 

 東京・大阪に「営業本部」を設置（平成 27年 4月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪開設後の主な取組≫ 
 ○東京営業本部戦略検討会議の開催 

    東京営業本部支援アドバイザーと東京から見た新たな視点での観光ルート設定や
県産品の販路拡大方法などの検討を開始 

  ○首都圏-山口ネットワーク推進会議の開催 
10月から 11月にかけて実施する「東京やまぐちフェスタ 2015」をはじめとした

在京県人や山口県ファンの参加型イベント等の実施計画を作成 
  ○やまぐち暮らし東京・大阪支援センターの開設 

山口県へのＵＪＩターン情報の提供、移住の相談などを一元的に扱う「やまぐち
暮らし東京・大阪支援センター」を開設し、情報提供・相談受付を開始 

○ＪＲ西日本と連携した観光ＰＲの実施 
    ＪＲ大阪駅における「特別な『トワイライトエクスプレス』山口の旅」セレモニ

ーや地域伝統芸能フェスティバルでの観光ＰＲの実施 
○旅行エージェントと連携した幕末旅行商品のＰＲ等 

「学んでから旅する歴史講座～防府・萩～」の催行支援や観光客誘致キャラバン
（大阪、京都、神戸の旅行エージェント訪問）の実施 

  ○名古屋市における新たな物産・観光展及び観光情報発信会の開催 
    物産・観光展の開催（名古屋市丸栄百貨店）及び観光情報発信会における知事ト

ップセミナーの実施（名古屋市内ホテル） 

 ≪今後の取組≫ 
  ○売り込みセンターによる情報発信・販路開拓・ＵＪＩターンの推進 
   ・首都圏等のテレビ局、雑誌、新聞等への本県の魅力の売り込み 
   ・農林水産物等の県産品の総合的・戦略的な売り込み 
   ・１～３次産業への就職、企業と暮らし全般に対する一元的な支援 
  ○企業誘致センターによる企業誘致 
   ・県内への企業誘致、投資促進 
  ○おいでませ山口館による県産品の販路開拓・観光等の情報発信 
   ・複合的機能の拡大による県産品の販路開拓・観光等の情報発信   

未来を拓く「やまぐち売り込み戦略」 

首都圏等に向けた売り込み強化プロジェクト 

・首都圏・関西圏等における本県の売り込み機能の強化に向けた推進体制を整備するため、

「山口県東京営業本部」及び「山口県大阪営業本部」を開設した。 

・今後、積極的な情報発信を図るとともに、首都圏等でのメディアへの売り込みに取り組む。 

開設式の様子 

営業本部 

売り込みセンター 

企業誘致センター 

資料 3-2 



 
 

海外に向けた売り込み展開について 
 

 

 

 

 
 

【取組の概要】 

 ■ 山口県海外展開推進協議会の設置 
 

設置目的 

「やまぐち産業戦略推進計画」に掲げる中堅・中小企業、農林水産物、イン

バウンド観光の海外展開の取組を総合的に推進するため、県内支援機関の連

携や情報共有を図るとともに、今後の海外展開に向けた取組方針等の検討を

行う体制として設置 

構成機関 

（12機関） 

日本貿易振興機構山口貿易情報センター、山口県国際総合センター、やまぐ

ち産業振興財団、山口県産業技術センター、山口県商工会議所連合会、山口

県商工会連合会、山口県中小企業団体中央会、やまぐちの農林水産物需要拡

大協議会、山口県観光連盟、山口大学、山口県立大学、山口県 
 

 ≪設置後の取組≫ 

  ○第１回協議会の開催（平成 27年 4月 17日） 

   [次第] ①海外展開の現状と本県の取組について 

       ②今後の海外展開に向けた取組方針等の検討について 

  ○「山口県海外展開フォーラム」の開催（平成 27年 6月 9日、山口市内） 

海外展開を目指す、あるいは関心のある企業等や支援を行っている関係機関が情報の共

有と連携を図り、海外展開に向けた機運醸成を図るために開催。 
 

①知事あいさつ 
 
②基調講演 

 ・日本貿易振興機構 企画部総括審議役 西本 敬一 氏 

   「ASEAN地域をにらんだ新たな海外展開」 

 ・中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー 太田 光雄 氏 

   「海外展開の基礎知識と成功の秘訣」 
 
③パネルディスカッション〈テーマ：海外展開の課題と今後の可能性〉 

 [パネリスト] 株式会社ツバメ・イー・タイム 代表取締役 山本 朋宏 氏 

        株式会社原田食品 代表取締役 原田 敏弘 氏 

        ＪＡあぶらんど萩 営農部販売担当部長 横山 秀美 氏 

 [ファシリテーター] 山口大学副学長補佐 富本 幾文 氏 

 [コメンテーター] 基調講演者（西本氏、太田氏） 
 
 ＜参加者数＞ 約 100名（企業、事業者、支援機関、自治体関係者など） 

 

 ≪今後の取組≫ 

  ○海外展開に向けた取組方針（骨子案）の検討（平成 27年 8月予定） 

  ○海外展開に向けた取組方針の決定（平成 28年 2月予定） 

未来を拓く「やまぐち売り込み戦略」 

海外に向けた売り込み展開プロジェクト 

・中堅・中小企業や農林水産物、インバウンド観光の海外展開を推進するため、県や関係す
る支援機関・団体等が連携した推進体制である「山口県海外展開推進協議会」を設置した。 
・海外展開を目指す、あるいは関心のある企業等や支援機関が情報の共有と連携を図り、海
外展開に向けた機運醸成を図ることを目的として「山口県海外展開フォーラム」を開催した。 
・今後、協議会において、海外展開に向けた取組方針等の検討を行う。 

資料 3-3 



理系大学院生・薬学部生の奨学生の皆さん 
             山口県で働いてみませんか？ 

じつは、山口県は・・・ 

 瀬戸内海沿岸地域に、石油、化学、鉄鋼、輸送用機械、食品等を中心とした数多くの工場が立地し、全国で

唯一、複数のコンビナートが形成されている、全国有数の『工業県』です。また、大型医療機器関連企業の進出が

すすむなど、全国トップレベルの医療関連産業も集積しています。 

 平成２５年の「一事業所当たり」及び「従業員一人当たり」の製造品出荷額等は、全国第１位なんです。 
 （連続第１位更新中！） 

写真：コンビナート夜景（山口県周南市） 

詳しくは県ホームページで    

働くなら山口県！  

奨学金の返還を支援します！ 

℡ 083-933-2470 
山口県産業戦略部計画推進室 

〒753-8501 山口市滝町１－１  

～お問い合わせ先～ 

山口県ＰＲ本部長 
「ちょるる」 

こうした山口県内の製造業に一定期間従事する人に・・・ 

働くなら山口県 検索 

 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11400/shougakukin/shougakukin.html 

制度について
は裏面へ 

未来を担う「産業を支える人づくり戦略」 

高度産業人材等の還流促進プロジェクト 資料3-4 



平成２７年度 高度産業人材確保事業 奨学金返還補助制度対象者 募集概要  

◆ 応募期間   平成２７年７月１３日（月） ～ 平成２７年８月１２日（水） 

  

◆ 募集対象 

  次の①～③のいずれにも該当する者であること。 

 

① 独立行政法人日本学生支援機構の無利子奨学金（以下「奨学金という」）の貸与を受けて 

 いる奨学生 

 

② 募集時点で次の(1),(2)のいずれかに該当する学生 

 

(1) 大学院の工学研究科、理学研究科、農学研究科若しくは薬学研究科（これらに相当する研 

 究科を含む）に在学する者のうち、大学院修士課程（博士課程前期を含み、一貫制博士課程 

 は除く）１年に在籍する者 

 

(2) 大学の薬学部（これらに相当する学部を含む）に在籍する者のうち、薬学共用試験に合格 

 した５年生である者 

 

③ 大学院修士課程修了又は大学卒業（以下「大学院修了等」という）した日の属する年の翌 

 年４月末日までに山口県内の製造業に就業することを希望する者 

  

◆ 募集人員   ２０名（うち薬剤師枠５名程度） 

  

◆ 補助の概要 

      大学院修了等の後、翌年の４月末日までに山口県内に本店又は支店（研究所等を含む）を 

 有する製造業に就業し、その後１０年間に通算８年以上、山口県内の製造業に従事したとき 

 は奨学金の返還額（対象者になった年の４月からの２年間に貸与を受けた金額）に相当する 

 金額を補助します。 

  ８年に満たない場合でも、山口県内の製造業に４年以上従事した場合は半額以上補助しま 

 す。 

    

◆ 応募方法 

  募集期間内に応募書類を「応募先・問い合わせ先」まで持参又は郵送（８月１２日消印有 

 効）してください。 

  ＊応募書類や制度詳細は、山口県ホームページをご参照ください。（「働くなら山口県」で検索） 

    http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11400/shougakukin/shougakukin.html 
  

◆ 対象者の決定 

  書類及び面接審査により選考し、その結果を文書で通知する予定です。 

  （面接は８月に山口県で実施予定） 
 
◆ 応募先・問い合わせ先 

  山口県産業戦略部計画推進室 

   〒７５３－８５０１ 山口県山口市滝町１番１号 

   Tel ０８３－９３３－２４７０ ／ Fax ０８３－９３３－２４６９ ／ E-mail a11400@pref.yamaguchi.lg.jp 




