
「やまぐち産業イノベーション戦略」・産業戦略プロジェクトの進捗状況について（令和 2年（2020年）８月） 

産業戦略プロジェクト 主な取組と進捗 今後の取組・動向等 

１．瀬戸内産業競争力 ・ 生産性強化 

  プロジェクト 

≪主な取組≫ 

▼港湾の機能強化 

▼工業用水の安定供給体制の強化 

▼幹線道路網の整備等 

▼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 

・山陰道の整備促進（長門・俵山道路開通(R 元.9)）、島田川工業用水道給水開始（R2.7） 

■「次世代型コンビナート」企業間連携モデルの構築に向けた取組の推進 

・県コンビナート連携会議（会長：知事、幹事企業工場長等参加）の開催（R元.5） 

 

■関連するインフラの整備事業等の継続的な推進 

■「次世代型コンビナート」企業間連携モデルの構築の促進 

・周南地域における、高度機能統合に向けた合意形成等を継続実施 

・県コンビナート連携会議における取組の共有 

[関連事業]：国事業「石油コンビナートの生産性向上及び強靭化推進事業費」                   

指標 ・石炭共同輸送の実施回数：22回/30回(R2.3)   

・工業用水道管路の更新整備延長：3.2km/3.9km(R2.3) 

・国道・県道の整備完了延長：30.8km/30km(R2.3)  

・緩和する主要渋滞箇所数 ：2/3箇所(R2.3) 

・生産性向上等に資する大規模連携事業の実現：実施中/実現         

２．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 

≪主な取組≫ 

▼研究会や産学公金連携組織設置 

▼企業間連携の仕組みづくり、イノベ 

ーション創出支援 

■県自動車産業の構造変化に向けた研究会等の開催（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[幹事会ﾒﾝﾊﾞｰ 11企業・団体]（H31.2） 

■スタートアップセミナーの開催[64社、約 120名参加]（R元.6） 

■プレワークショップ、ワークショップの開催（PWS:18 社 28 名参加（R 元.7）、WS:

延べ 21回開催(R 元:17回、R2:4回)） 

■研究開発補助金（R元創設）の採択（R元：採択なし、R2.7：1件） 

■県技術紹介・展示説明会 INマツダの開催[70企業・団体 640名参加、19 企業・団体出展]（R元.10） 

■マツダ VEセンター見学＆意見交換会[20企業・団体 36名参加]（R元.11） 

■やまぐちＲ＆Ｄラボ、ワークショップ中間報告会の開催[20社 34名参加](R元.12) 

■やまぐち自動車産業ｾﾐﾅｰ 2020の開催[山口グランドホテル、22社・34名参加］(R2.1） 

■新技術・新工法展示商談会 in NISSAN の開催[中国経済産業局主催、560名参加、9 企業出展](R2.2) 

■自動車関連技術等研修助成金の創設［社外研修(オンライン研修含む)、社内研修が対象］(R2.6) 

■昨年度実施した展示商談会のフォローアップ（マツダ・日産） 

■イノベーション創出に向けた取組の強化 

・県自動車産業イノベーション推進会議の取組の継続・充実 

 R2.6 自動車関連技術等研修助成金を受付中(R3.2まで) 

 R2.9 サプライヤー応援隊事業開始（国補助金を活用） 

 R2.秋頃 トヨタニーズ発信会(予定) 

 R2年度末頃 トヨタ展示商談会(予定) 

(状況に応じて個別商談会などの代替事業を実施) 

 ※その他、中国経済産業局主催のホンダ展示商談会(R3.3)に参加予定 

[関連事業]：自動車新時代イノベーション創出支援事業 

指標 ・産学公金連携組織への参画企業数：74社/100社（R2.3）（県自動車産業イノベーション推進会議） 

３．大規模産業用地活用促進  

プロジェクト 

≪主な取組≫ 

▼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(大都市圏でのフォーラム開催)(R元.12（東京）) 

■大規模工場跡地の利活用に関する課題等の調査・情報収集・研究等 

■大都市圏に向けた情報発信 

■企業誘致活動（生産拠点の国内回帰や地方分散、サテライトオフィスの設

置など新たな企業ニーズにも対応した企業訪問等） 

指標 ・企業誘致件数：55件/75件（R元.12） 

４．地域中核企業創出・成長支援  

プロジェクト 

≪主な取組≫ 

▼地域中核企業創出・支援カンファレ

ンスチームの設置、総合サポート 

 

■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[約 90社（R2.3）]（H30～） 

■経営者意識啓発セミナーの開催(H30.11) 

 

■カンファレンスチームによる継続的な活動 

・企業訪問・ヒアリング（ニーズ等の把握） 

 ・県内企業への総合サポートの検討・実施（支援メニューの提案等） 

[関連事業]：地域中堅・中核企業支援事業 

指標 ・地域経済牽引事業計画承認件数 ：50件/45件(R2.3) 

・地域経済牽引事業による付加価値増加額：98.1億円/115億円（R2.3） 

５．地 域 中 核 企 業 等 立 地 促 進  

  プロジェクト 

≪主な取組≫ 

▼重点成長分野企業への誘致活動 

■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） ■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） 

指標 ・企業誘致件数（重点成長分野）：28件/20件（R元.12） 

別 紙 



産業戦略プロジェクト 主な取組と進捗 今後の取組・動向等 

６．高度産業人材確保・活用支援  

   プロジェクト 

≪主な取組≫ 

▼技術交流プラットフォーム（R&D ラ

ボ）や、技術者登録制度（OB等人材

バンク）の構築 

▼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開催（6/11、県自動車産業イノベ

ーション推進会議との共催） 

■プレワークショップ開催（R元.7）、テーマ別ワークショップ開催（R元.8～以降随時） 

■山口県東部地域技術交流会開催（R元.11.15） 

■｢ＳＤＧｓ×オープンイノベーション｣セミナー(全４回)の開催（R元.12～R2.3） 

■やまぐちＯＢ等人材バンクの設置、マッチングサイト開設（R2.2） 

■高度産業人材確保事業（奨学金返還補助制度の運用：R元年度対象者決定 6名） 

■高校生の主体的な県内就職の促進に向け、「ガイダンスの充実」「求人開拓の強化」「マ

ッチングの促進」を柱とする取組を実施（高校生県内就職促進プロジェクト） 

■ワークショップ等企業連携グループの活動支援（通年） 

■企業間のネットワーク形成に向けた交流セミナーの開催（R2.8～） 

■技術交流テーマ検討のための先端技術セミナーの開催（R2.9～） 

■「瀬戸内技術交流会」の開催（R2.11） 

■やまぐちＯＢ等人材バンクの運営（制度周知、活用促進等） 

■高度産業人材確保事業の推進（奨学金返還補助制度の R2年度募集） 

■就職を希望する全ての生徒の進路実現に向け、きめ細かな就職支援を継続

して推進（高校生県内就職促進プロジェクト） 

[関連事業]：やまぐちＲ＆Ｄラボ等構築推進事業、高度産業人材確保事業 

指標 ・研究開発・人材活用システムへの参加企業数：118社/50社（R2.3） 

・奨学金補助制度を活用した県内就業者数（累計）：20人/20人（R2.3） 

７．産 業 イ ン フ ラ 輸 出 促 進 

  プロジェクト 

≪主な取組≫ 

▼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 

■水産インフラ輸出構想研究会の開催 

第７回 キエンザン省訪問結果、ＪＩＣＡ事業活用他（H30.11.27） 

第８回 ＪＩＣＡ事業のスケジュール、今後の進め方他（H31. 3.18） 

第９回 ＪＩＣＡ事業進捗状況、招へい事業意見交換他（R元.7.29） 

■ＪＩＣＡ「中小企業・SDGsビジネス支援事業」（県内企業３社によるＪＶ） 

H30.9.9-13 キエンザン省訪問（ＪＩＣＡ事業応募に向けた協議等） 

H30.10.15  ＪＩＣＡ事業応募 

H31.1.28  ＪＩＣＡ事業採択 

R元.6.9-13 キエンザン省訪問（ＪＩＣＡ事業実施に向けた詳細協議） 

R2.7    ＪＩＣＡ、ＪＶ、キエンザン省政府の間で協定の署名 

■国（経済産業省）事業を活用したキエンザン省政府関係者等の本県への招へい・交流 

（R元.12.9-13）（12 人参加、下関水産振興局・ＪＶ企業等の視察他） 

■ＪＩＣＡ、ＪＶ間での業務委託契約を経て、現地での実証事業を開始（R2

年度） 

R2.8   ＪＶ、キエンザン省によるＷｅｂ会議(事業開始に向けた協議) 

R2.秋頃 ＪＩＣＡ実証事業着手 

R2.冬頃 鮮度保持実証実験開始 

■実証事業の効果発揮やキエンザン省との連携強化に向けた取組の推進 

 R2.冬頃 キエンザン省関係者招へい 

      ＪＩＣＡ事業実証成果報告会・マッチング会開催 

※新型コロナウイルス感染症に伴う渡航制限等の状況を踏まえ実施 

[関連事業]：山口発！水産インフラ輸出構想展開支援事業 

 

指標 ・ＪＩＣＡなど国等の支援メニューを活用した事業件数：3件/5件（R2.3） 

８．地 域 産 業 I o T 等 導 入 促 進 

  プロジェクト 

≪主な取組≫ 

▼IoT ビジネス創出支援拠点の形成 

▼通信キャリアとの連携による実証

フィールド提供や先導的取組支援 

 

 

 

 

 

 

■やまぐち IoT導入サポーター制度の創設（R元.5）[R2.8現在:12社] 

■山口県 IoTセミナーの開催（R元.8） 

■㈱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） 

■㈱ＮＴＴドコモとの協定内の「医療分野」における個別協定として、へき地医療の実 

証に係る協定の締結（R2.6） 

■「スマート★づくり研究会」の設置、セミナー・ワークショップの開催（H30.11～） 

 

■やまぐち IoT導入サポーター制度の活用促進 

■県産業技術センターに整備した支援拠点等により、ＩｏＴ等未来技術を活

用した新たなビジネスの創出を促進（「スマート★づくり研究会」におけ

るセミナー、ワークショップの開催等） 

■連携協定に基づく５Ｇ活用事例の創出（スマートファクトリー、へき地医

療、文化振興） 

■製造現場等における先導的事例の創出とその横展開 

[関連事業]：新やまぐちスマートファクトリーモデル構築事業 

ＩｏＴビジネス創出促進事業 

やまぐちＩｏＴ導入サポーター派遣事業 

指標 ・先導的プロジェクトによる IoT等導入件数：1件/5件（R2.3）  

・中小企業の IoT 導入率：13.9%/16.0%（R元） 

９．スタートアップ企業立地促進  

・育成プロジェクト 

≪主な取組≫ 

▼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 （本選出場企業 H30.5:12企業、H31.5:9企業） ■地域金融機関等と連携したスタートアップ企業の誘致促進 

■YMFGユニコーン・プログラム等を活用したスタートアップ企業の発掘・誘

致促進（ユニコーン・プログラム：R3.2開催予定） 

指標 ・スタートアップ企業の誘致件数：0/5社以上（R2.3） 



関連事業については産業戦略部所管について記載 

産業戦略プロジェクト 主な取組と進捗 今後の取組・動向等 

１０．新山口駅北地区拠点施設整備 

支援プロジェクト 

≪主な取組≫ 

▼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 

（「ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾗﾎﾞ」開設への支援等） 

【全般】 

■県・市全体調整会議の開催（①H29.7、②H30.2、③H30.10、④R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技術連携に関する基本合意書の締結

（H30.12） 

■各ＷＧ設置（R元.8） 

・拠点施設利用促進ＷＧ（①R元.8、②R元.10） 

・産業支援・人材供給ＷＧ（①R元.8、②R元.9） 

・健康づくりヘルスケア関連産業創出ＷＧ(①R元.8、②R元.10) 

 

■ワーキンググループ(県・市・関係機関)による拠点施設機能の充実・強化

に向けた取組等の検討 

＜拠点施設利用促進ＷＧ＞（R2.8.25開催） 

開館・オープニングイベント等の開催に向けた県・市連携による取組等

の検討 

＜産業支援・人材供給ＷＧ＞（R2.8.4開催） 

中小企業総合支援機能の構築に向けた県・市関係機関の連携による取組

等の検討 

＜健康づくりヘルスケア関連産業創出ＷＧ＞(適宜開催) 

ライフイノベーションラボとの連携による健康づくりの推進とヘルス

ケア関連産業等の新たな産業の創出促進等の検討 

■事業推進に係る県・市全体調整会議の開催(R2.11開催予定) 

■関連インフラの整備促進 

(参考）R2.3.20：県道「新山口駅長谷線」の開通 

【ＡＩ技術等の活用によるヘルスケア関連産業創出事業】 

■ライフイノベーションラボ構想の推進や拠点機能充実強化に向けたワーキンググル

ープ開催（①R元.8、②R元.10） 

■㈱島津製作所、花王㈱、協同乳業㈱、山口大学、山口市、山口県による「高齢者の健

康づくり等をテーマとした地域コホート研究連携に関する合意書」の締結（R2.8.19） 

※研究連携の推進主体として山口大学医学部内に「社会連携講座」を設置（R2.8.19） 

■ヘルスケア関連産業の推進 

＜阿知須実証事業＞ 

 ・R2.10 共同研究契約及び知財合意書の締結 

      山口大学医学部における IRBの実施・承認 

モニター(阿知須地域住民)の募集・登録、介入前検査の実施 

 ・R2.11 地域コホート研究の開始（18カ月間） 

＜推進体制の整備＞ 

・R2.10 R3年度供用開始のやまぐちヘルスラボの体制構築の準備組織 

としてヘルスケア関連産業推進委員会(※)を設置 

・R3.4  ライフイノベーションラボ供用開始にあわせ、同施設３階にや

まぐちヘルスラボを設置 

※ヘルスケア関連産業推進委員会は幹事会に移行し、新たに協議会を設置 

・やまぐちヘルスラボを拠点に、取組を県域へ展開（新たな実証フィール

ドを構築） 

 [関連事業]：新ＡＩ技術等の活用によるヘルスケア関連産業創出事業 

【新たなモビリティサービス調査・実証事業】 

■「新モビリティサービス実証事業推進協議会」の設置（R2.5） 

■新たなビジネスモデルの構築に向けたアイデアソン（第 1回）(R2.7.30) 

■実証事業実施業務委託の事業者決定（R2.8） 

 

■拠点施設を核とした新たなモビリティサービス（MaaS）の実証事業の具体

化等 

  ・R2.8下旬  実証事業の着手 

・R2.9.4    第２回推進協議会の開催（事業計画等の説明） 

・R2.10初旬  新たなビジネスモデルの構築に向けたアイデアソン(第 2 回） 

・R2.11下旬  実証実験の開始 

・R3.3初旬   効果検証 

 [関連事業]：新新たなモビリティサービス調査・実証事業 

指標 ・新山口駅北地区拠点施設と連携した産業・交流拠点の形成等：実施中/実現 

 

 


