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山口県成長ものづくり・第４次産業革命連携支援計画 

 

１ 連携支援事業の目標 

(1) 支援対象とする事業分野について 

 山口県の産業特性としては、瀬戸内海沿岸地域を中心に化学を中心とする基礎素

材型産業に特化した全国有数のモノづくり県として発展していることから、全国と

比較して第２次産業の割合が 10％以上高い。 

 しかし、裏を解せば中核的な市を有さず分散型都市構造となっていることもあり、

情報サービス業等を含む第３次産業の割合が低い状況となっている。 

国内(県内)総生産 産業３部門別構成比 

 
（資料：県民経済計算）  

 

 また、従業者１人あたりの付加価値額では、製造業は全国を上回っているものの、

情報通信やサービス業等の第３次産業については全国と比べて低い状況にある。 

従業者１人当たり付加価値額（全国・山口県比較）  （単位 百万円／人） 

 
（資料：県民経済計算）  
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 一方で、本県は人口減少や高齢化が全国より早く進行し（人口減少率第６位、高

齢化率第４位）、特に、今後とも生産年齢人口の減少が見込まれる中、将来にわたっ

て経済の活力を維持・創出していくためには、製造業をはじめとした産業の生産性

向上に向けた取組や、IoT 等の技術も積極的に活用し、新たな事業創出に向けた技

術開発やサービス・ビジネスの促進が極めて重要である。 

将来人口推計 

 
 

 このため、本連携支援事業においては、山口県及び県内全市町(19 市町)により作

成した同意基本計画に定める以下の事業分野を対象とする。 
 

◇山口県地域未来投資促進基本計画【成長ものづくり分野】 〔H29.9.29 計画同意〕 

① 成長ものづくり分野 

・県の基礎素材型産業、輸送用機械産業、医療関連産業・環境エネルギー産業

等の産業集積を活用した成長ものづくり分野 

・県の北部地域、東部地域（柳井地域）等の木材・木製品製造業の産業集積を

活用した成長ものづくり分野 

・県の西部地域等の電気機械産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野 

・山陽小野田市、岩国市、防府市等のプラスチック製造業の産業集積を活用 

した成長ものづくり分野 

・県の道路網､港湾､工業用水等の産業インフラを活用した成長ものづくり分野 
 

◇山口県地域未来投資促進基本計画【農林水産･地域商社分野、第４次産業革命分野、観光･スポ

ーツ･文化･まちづくり分野、再生可能エネルギー分野、ヘルスケア分野】 〔H29.12.22 計画同意〕 

② 県の「衛星データ解析技術研究会」や「山口県ＩｏＴ推進ラボ」等のノウハウ

を活用した第４次産業革命分野 

③ 県のコンビナート企業が有するエネルギーインフラを活用したまちづくり分野 

④ 県内大学等における医療･健康福祉関連の研究から得られる知見を活用したヘ

ルスケア分野 
 

 こうした基本計画に掲げる本県の産業集積や産業特性を活かし、行政、産業支援

機関、大学、地域金融機関が連携して地域経済牽引事業の創出を図り、研究開発、

事業化から、販路拡大といった、企業の成長段階や課題に応じて一貫した支援を行

うことにより、地域経済牽引事業の担い手となる中堅・中核企業への成長拡大を促

進していく。 
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(2) 地域における支援体制について 

 第４次産業革命に代表される技術革新の進展やビジネスモデルの変革、地域間・

国際間競争の激化、さらに生産年齢人口の減少に伴う深刻な人手不足の中、企業を

取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、企業の生産性向上や新事業展開はもと

より、産学公金の連携による課題解決が重要となっている。 

 

 本県では、平成 25 年に策定した「やまぐち産業戦略推進計画」のもとで、産学公

金で構成する「やまぐちイノベーション推進協議会」を設立し、連携した支援体制

を構築するとともに、本県の産業特性を踏まえ、医療関連や水素等環境エネルギー

分野といった次世代産業の創出、育成に向けた取組を進めてきており、産学公金が

連携した取組が進んできている。 

 

 また、本県の産業特性を活かした取組や企業ニーズに対応していくため、支援機

関が事務局、調整役となり、活発な研究会活動を展開し、企業の技術開発や新事業

展開を促進している。 

 

 今後、これまでに構築してきた産学公金連携の体制を十分に活かすとともに、複

雑、多様化する企業課題に的確に対応していくため、新たに、「地域中核企業創出･

支援カンファレンスチーム」を設置するなど、これまで以上に産学公金の支援機関

の連携を強固なものとし、地域経済牽引事業に対して切れ目ない支援体制を構築し

ていく。 

 

（産学公金連携の必要性） 

産 中小企業は研究・開発において人材、資金、ネットワークが弱い。 

学 保有技術（技術シーズ）の社会実装が十分に行われていない。 

公 先端技術全般をカバーできない。地域資金、支援人材が潤沢でない。 

金 適時、適所、的確な資金供給が求められている。 

 

 

(3) 本連携支援事業における各地域経済牽引支援機関の役割について 

 各地域経済牽引支援機関が有する機能を活かした支援事業、取組を進めるととも

に、地域経済牽引支援機関間の情報共有により各機関の役割や責任を明確化するこ

とで有機的な連携を図り、積極的かつ効果的な地域経済牽引事業の創出を目指す。 
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(4) 地域内で不足する支援機能の地域外からの補完について 

 技術革新の進展が著しい中、県内の個々の企業や大学が有する技術のみでは、最

適に先進的な技術開発を行うことが困難となっている。このため、支援機関に配置

しているコーディネータや研究会活動などを通じて、県外の企業や大学のほか、県

内にない評価機関等の活用を図り、多様な連携によりプロジェクトを推進する。 
 

・イノベーション推進センター  

山口県産業技術センター 

… 医療関連、水素等環境エネルギー分野におけるマッチングか

ら研究開発・事業化を支援し次世代産業を創出・育成 

【地域外からの補完】：ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀが中心となって県外の大学や企

業(技術)とのﾏｯﾁﾝｸﾞや、先進的研究に係る評価･試験機能を有

する機関との連携を図る。 

例：Ｋ科研…水素配管溶接後の吸蔵水素量の測定 

  水素技術ｾﾝﾀｰ…水素ｽﾃｰｼｮﾝ用部品の評価･試験 

・山口県航空宇宙クラスター 

やまぐち産業振興財団 

… 航空機･宇宙機器産業への参入促進のための受注型クラスター 

【地域外からの補完】：本県のｸﾗｽﾀｰ企業による航空機ｴﾝｼﾞﾝ部品

や宇宙機器産業への参入を促進するため、全国の航空関連企業

や JAXA 等宇宙関連企業とのﾈｯﾄﾜｰｸを構築する。 

例：県外の航空機関連ﾒｰｶｰ OB をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀとして配置 

・衛星データ解析技術研究会 

山口県産業技術センター 

… JAXA と連携したﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾃﾞｰﾀの活用、共同研究 

【地域外からの補完】：本県に「西日本衛星防災利用研究ｾﾝﾀｰ」（政

府機関の移転の一環）を契機に研究会を設置し衛星ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ

技術を活用した展開を図るが、県内には技術･企業の集積がな

いため、県外の大手 IT 企業との連携を図る。 

例：宇宙ｼｽﾃﾑ開発利用推進機構〈JSS〉 

  ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ〈RESTEC〉 

・YMFG Unicorn ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

山口銀行(ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

… 産学公金連携によるｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業のｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

【地域外からの補完】：県内にはあまり輩出できていない急成長

が見込まれるベンチャー企業を首都圏等から本県へ呼び込み

育成するほか、成長を促進する人材(ｱｸｾﾗﾚｰﾀｰ)を育成する。 

 

 

(5) 想定する支援件数 

 各地域経済牽引支援機関が有する支援機能を活かした事業、取組を進めるととも

に、地域経済牽引支援機関間の連携を図り、効率的・効果的に地域経済牽引事業の

創出を目指す。 

（地域経済牽引事業支援件数） 

区 分 2017 2018 

(H29)(H30) 

2019 

(H31) 

2020 

(H32) 

2021 

(H33) 

2022 

(H34) 
計 

目標件数  ４  ４  ４  ４  ４ ２０ 

    

 

  



4 
 

 

２ 連携支援事業の内容及び実施時期 

(1) 連携支援事業の内容 

 地域経済牽引支援機関には、産業支援機関をはじめ大学、地域金融機関、さらに

は産業団体が参画し各々の事業を推進し行政が調整役を果たすことより、産学公金

の連携体制のもとで、企業の技術課題や経営課題に対応し、地域経済牽引事業の創

出・促進する。 

 

 具体的には、連携（ネットワーク体制）の構築、研究開発・技術開発支援、経営

支援・成長支援の３つの活動を中心に実施することにより、効果的に企業の成長を

促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 連携体制の構築（ネットワーク） 

○ 地域中核企業創出･支援カンファレンスチームの新設・支援 

 地域経済牽引事業の担い手となる中核企業の成長を支援するため、新たに、

県に窓口を設置し、庁内関連部局や地元コンサル等で構成するワーキングチー

ムを編成して企業の課題解決に向けて対応するとともに、企業が内包する課題

やニーズの掘り起しを行っていく。 

 

 

中小企業支援 

研究開発・ 
技術開発支援 

経営支援・ 
成長支援 

地域経済牽引事業への支援 

ネットワーク 

●やまぐちイノベーション推進協議会 

●『地域中核企業創出・支援 
カンファレンスチーム』新設 

●山口県地域経済牽引事業促進協議会 

●山口県 IoT 推進ラボ 
 ●やまぐち医療関連産業成長戦略推進協議会 
  ●やまぐち水素成長戦略推進協議会 

●国等の競争的資金の獲得支援 

●研究会活動 
 ・やまぐち３Ｄものづくり研究会 
 ・『志』イノベーション道場 
 ・山口県圧電デバイス研究会 
 ・衛星データ解析技術研究会 
 ・やまぐち IoT・ﾛﾎﾞｯﾄ技術研究会 
 ・やまぐちブランド技術研究会 
 ・新エネルギー研究会 

●やまぐち産業戦略 
研究開発等補助金 

●『イノベーション推進センター』 

●共同研究、受託研究の実施 

●研究開発人材の育成 

●ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ・専門家による伴走支援 ●アクセラレーションプログラム 
●首都圏等展示会出展や商談会への参加支援 

●IT ﾍﾞﾝﾀﾞｰとものづくり企業とのマッチング援 
●地域外への積極的な情報発信 

●ファンドによる資金支援 

●『生産性向上・人材創造拠点』新設 
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 また、ワーキングチームについては、相談内容に応じて山口県産業技術セン

ター、やまぐち産業振興財団、大学等にも参加を要請し、関係支援機関との連

携を強化し対応していく。 
 

【チームへ参画する観点】 

地元コンサルタント …面(地域・経済レイアウト、事業環境提供等)の視点でのｺﾝｻﾙﾃ

ｨﾝｸﾞ業務を展開し、地方創生のｷｰﾜｰﾄﾞである地域・域内企業

の生産性向上に資する総合的な事業活動を支援する。 

山口県産業技術センター …「産学公連携室」や「ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進ｾﾝﾀｰ」を設置しており､民

間企業から招聘したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰをはじめｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀが､

ﾆｰｽﾞ･ｼｰｽﾞの発掘からﾏｯﾁﾝｸﾞ､研究開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを支援する。 

やまぐち産業振興財団 …経営支援、販路開拓支援等広く企業の経営課題解決に向けて

支援するとともに、企業の課題毎にｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀや専門家で構成

する「ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾁｰﾑ」を設置し課題解決に向けて支援する。 

 新たに「生産性向上･人材創造拠点」を設置し推進体制を強化

する。 

山 口 大 学 …「産学公連携ｾﾝﾀｰ」を設置しており､企業から持ち込まれる相

談への対応､大学の研究者と企業あるいは外部研究機関との

共同研究の促進､国・県のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進におけるｻﾎﾟｰﾄ、知財

の視点からみたｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行う。 

 

○ 協議会 

・「やまぐちイノベーション推進協議会」 

持続的なイノベーションの創出を目的として策定した地域イノベーション戦略の実

現に向けた主体的な取組を推進（産学公金 14 機関で構成） 

 

・「山口県ＩｏＴ推進ラボ」 

研究会活動や導入促進による IoT､AI､ﾛﾎﾞｯﾄ技術を活用した事業展開の推進 

IoT の導入･利活用による生産性の向上…「ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾁｰﾑ」による支援 

IoT やﾛﾎﾞｯﾄ技術を活用した技術開発の促進…「やまぐち IoT･ﾛﾎﾞｯﾄ技術研究会」 

新たに地域課題解決の観点からの取組を推進…「地域課題解決部会」の設置 

 

・「やまぐち医療関連産業成長戦略推進協議会」 

医療関連分野におけるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑやｾﾐﾅｰ等を開催し会員相互の交流､情報交換､各種連

携の場を創出するとともに、企業間連携･産学公連携による研究開発を促進する。 

協議会の下に「やまぐち介護・福祉機器研究会」を設置し研究会活動を推進する。 

 

・「やまぐち水素成長戦略推進協議会」 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等を開催し関係者間での情報共有（国･県･市の取組動向、燃料電池自動車等

の動向 等）を図り、水素利活用に係る理解増進・機運醸成、水素利活用による地域

づくりを促進する。 

 

・「山口県地域経済牽引事業促進協議会」 

地域の産業集積、技術、人材、情報等の特性を生かし高い付加価値を創出し、地域内

の取引拡大、受注機会の増大等の経済的効果を及ぼす地域経済牽引事業を促進する。 
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区    分 産 学 公 金 その他 

やまぐちイノベーション推進協議会 経 済 団 体 
山口大･山口東京理

科大 

県･産技 C･産業振興

財団 

地銀･政府系金融機

関 
 

山口県ＩｏＴ推進ラボ 企業･情報産業協会 山 口 大 県･市町 地銀 研究会 

やまぐち医療関連産業成長戦略推進協議会  
企業･経済

団体 

山口大･山口東京理科

大 

県･市町･産技 C･産業

振興財団 
地銀 

医療機関･福祉

施設 

やまぐち水素成長戦略推進協議会  
企業･経

済団体 

山口大･ 

徳山高専 

県･市町･産技 C･産

業振興財団 
地銀  

山口県地域経済牽引事業促進協議会 経 済 団 体 山 口 大 
県･市町･産技 C･産業

振興財団 
  

 

○ メルマガなどによる情報発信 

・地域経済牽引支援機関を含め、関係機関が実施する助成金、研修、セミナー、

成果発表会等の情報発信（配信先：約 1,250 回数：50 回程度/年） 

 

 

◇研究開発、技術開発支援 

○ 「イノベーション推進センター」による研究開発プロジェクトの推進 

・民間企業から招聘したプロジェクトプロデューサーの下、コーディネータを

中心にニーズ･シーズの発掘から、プロジェクトのマッチング、研究開発・

事業化を支援 

・医療関連､環境･エネルギー､水素関連分野に加え、新たにバイオ関連を追加

し取組を強化する。 

 

○ 研究会活動の推進 

・「やまぐち３Ｄものづくり研究会」 

企業ニーズに基づき、3D ﾌﾟﾘﾝﾀｰを活用した事例研究、技術的検証を行い、その成果

を共有することにより 3D ものづくり技術の高度化を図る。 

研究会活動を拡大し「ﾊﾞｰﾁｬﾙ 3D ものづくり支援ｾﾝﾀｰ(仮称)」を設置し取組を強化する。 
 

・「『志』イノベーション道場」 

学生と起業家・支援者・産業人との接点・ネットワークを提供し、アイデアを創造す

る実践・競創の場として、起業家マインドを持つ人材の育成・教育を行う。 
 

・「山口県圧電デバイス研究会」 

有機圧電フィルム※を活用した用途展開の調査研究や製品開発を推進する。 

地域中核企業創出･支援事業（H29 経済産業省）に採択され、次世代有機圧電ﾌｨﾙﾑ材

料による薄膜ﾃﾞﾊﾞｲｽ製品化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを推進している。 

※ 柔軟性､耐衝撃性､耐水性に優れ、変形により発電､電圧印加により変形する性質を持つフィルム 

取組ﾃｰﾏ例：電子聴診器、機械向け聴音装置、構造体電気防食技術、 

徘徊用ｾﾝｻｰﾏｯﾄ、ｺﾝﾀｸﾄﾏｲｸ、防虫用超音波ｽﾋﾟｰｶｰ 
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・「衛星データ解析技術研究会」 

衛星ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術の活用による商品やｻｰﾋﾞｽの開発推進 

取組ﾃｰﾏ例：里地里山環境保全に係る竹林整備等の効率化 

      農業用アプリへの衛星データ活用 

新たに「宇宙ﾃﾞｰﾀ利用推進ｾﾝﾀｰ」を設置し、ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの構築や宇宙ﾃﾞｰﾀの活用

に係る研究開発･事業化（宇宙ﾃﾞｰﾀによるｿﾘｭｰｼｮﾝ開発）を支援する。また、山口大学

では宇宙ﾃﾞｰﾀ活用人材の育成に向けた教育ｶﾘｷｭﾗﾑの改善等を行う。 
 

・「やまぐちＩｏＴ・ロボット技術研究会」 

IoT やﾛﾎﾞｯﾄ技術を活用した技術開発、新製品・ｼｽﾃﾑの創出を推進。ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟに

より個別ﾃｰﾏの研究開発を推進する。 

取組ﾃｰﾏ例：次世代型入浴介助支援機器の研究開発 

      ３次元画像認識機能によるﾊﾟﾚﾀｲｻﾞｰﾛﾎﾞｯﾄの高機能化 

      IoT を活用した統合的ﾘﾊﾋﾞﾘ支援ｿﾘｭｰｼｮﾝ機器 

      せん妄ﾘｽｸ･ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ･ｳｪｱﾌﾞﾙ看護支援ｼｽﾃﾑ 
 

・「やまぐちブランド技術研究会」 

県内企業のものづくり基盤技術の高度化、ブランド化を促進する。 

７つの分科会を中心に体系的な技術の獲得を支援する。 

分科会：組込システム、精密加工、湿式表面処理、表面改質、 

熱流体工学、廃棄物リサイクル技術、食品加工技術 

取組ﾃｰﾏ例：電気めっき技術や陽極酸化技術の向上 

無機系廃棄物等の再利用 
 

・「新エネルギー研究会」 

県内企業の新エネルギー関連の新事業創出、新規参入を促進する。 

「水素・再生可能エネルギー利用」と「スマートファクトリー」の２つの分科会を中

心に、新エネルギー利活用技術及びその周辺技術の獲得を支援する。 

 取組ﾃｰﾏ例：ﾛｰﾀﾘｰｴﾝｼﾞﾝ・ｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発 

       県内モデル工場におけるエネルギー使用の合理化 

○ やまぐち産業戦略研究開発等補助金 

先導的、先進的な研究開発ｸﾞﾙｰﾌﾟによる取組を支援し事業化を促進（地域資金） 

 《補助率》1/2  《補助限度額》大規模枠：１億円 一般枠：２千万円 

○ 国等の競争的資金の獲得支援 

支援機関のコーディネータ等が国等の競争的資金の獲得や進行管理を支援し、開発プロ

ジェクトの事業化を促進する。 

○ 共同研究、受託研究の実施 

山口大学や山口県産業技術センターによる共同研究や受託研究による企業課題の解決

を支援する。 

○ 研究開発人材の育成 

セミナーによる先進的な取組紹介や研究会通じて、技術の高度化につながる人材の育成

を支援する。 
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◇経営支援・成長支援 

○ (公財)やまぐち産業振興財団内に新たに設置する「生産性向上・人材創造拠点」

による取組の強化 

・企業（課題）毎にコーディネータや専門家で編成されたカンファレンスチ

ームによる企業の成長に向けた生産性向上を支援 

・企業の中核となる人材や技術人材の育成に向けた研修･セミナー等を実施 

・ＩｏＴ導入補助金など企業の事業展開の段階に応じた助成 

○ ㈱山口銀行(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)が、新たに、急成長を目指すベンチャー企業を育成･支援

するアクセラレーションプログラムを実施 

・PhaseⅠ：Co-Creation(共創)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ    〔域外から呼び込む〕 

 PhaseⅡ：地域ｱｸｾﾗﾚｰﾀｰ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ    〔学ぶ〕 

 PhaseⅢ：長州発ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 〔創る〕 

・Ｕｎｉｃｏｒｎファンドによる資金支援 

○ コーディネータ等によるマッチングや専門家を活用した指導助言 

支援機関のコーディネータ等による産産連携、産学連携などのマッチング支援や、外部

専門家の派遣による企業の課題解決を支援する。 

○ 首都圏等展示会への出展、商談会への参加支援 

首都圏等で開催される展示会への出展や域外との商談会の開催や参加を促進する。 

○ マスメディア等の活用を通じた地域外への積極的な情報発信 

プレスリリースなどによる事業化や取組内容を域外に対して積極的に情報発信する。 

○ ＩＴベンダー企業と製造業等ものづくり企業とのマッチング支援 

先進事例の紹介などのセミナー等により、製造業等ものづくり企業とＩＴベンダー相互

の連携を促進するとともに、情報産業協会と連携して企業間のマッチングを支援しＩ

Ｔ、ＩｏＴ等の推進やこうした技術を活用したビジネス創出を支援する。 

 

 

(2) 実施時期 

 本計画の期間は、承認の日から平成３４年度末日までとする。 

 （山口県地域未来投資促進基本計画の期間） 

  ◇ 【成長ものづくり分野】 

     平成２９年 ９月２９日から平成３５年３月３１日まで 

  ◇ 【農林水産･地域商社分野、第４次産業革命分野、観光･スポーツ･文化･まちづくり分野、再生可能エネルギー分野、ヘルスケア分野】 

     平成２９年１２月２２日から平成３５年３月３１日まで 

 

 

  



9 
 

 

３ 連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項 

（１）連携支援事業を共同で実施する地域経済牽引支援機関の名称及び住所並びにその

代表者の氏名並びに当該地域経済牽引支援機関の役割 
 

 当該連携支援事業を実施する者の 

①名称、②住所、③代表者名 

④当該連携支援事業における役割 

１ 

山口県 

山口市滝町１番１号 

山口県知事 村岡 嗣政 

 

【公：行政】代表機関 

当該連携支援事業の代表者 

○ 関係機関の調整、支援施策･事業の実施 
・ 連携支援事業の進捗管理 

・ 地域中核企業創出･支援ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾁｰﾑの新設運営 

・ 地方創生推進交付金等を活用した支援策実施 

・ 山口県 IoT 推進ラボの運営 

・ やまぐち夢づくり産業支援ﾌｧﾝﾄﾞの実施 

・ 地域経済牽引資金（中小企業制度融資）の実施 

・ やまぐち医療関連成長戦略推進協議会の運営 

・ やまぐち水素成長戦略推進協議会の運営 

２ 

一般社団法人山口県情報産業協会  

宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク１番  

会長 藤井 正夫 

【産：産業団体】 

○ ﾍﾞﾝﾀﾞｰ企業の振興、IT､ICT､IoT 化の推進 
・ IT､ICT､IoT 化の普及啓発 

・ ｾﾐﾅｰ､研修等の実施、IT 人材育成支援 

・ ものづくり企業とﾍﾞﾝﾀﾞｰ企業のﾏｯﾁﾝｸﾞ 

３ 

国立大学法人山口大学 

山口市吉田１６７７－１ 

学長 岡 正朗 

【学：大学】 

○ 大学保有技術を活用した企業の技術支援 
・ やまぐち IoT･ﾛﾎﾞｯﾄ技術研究会の運営 

・ 「志」ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ道場(ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ)の運営 

・ 人材育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（ﾌﾟﾗﾝﾄ高度危機管理ｺｰｽ）実施 

・ 産学公連携ｾﾝﾀｰの運営 

・ 知的財産ｾﾝﾀｰの運営 

４ 

地方独立行政法人山口県産業

技術センター 

宇部市あすとぴあ４丁目１－１ 

理事長 木村 悦博 

【公：産業支援機関】 

○ 研究会活動等による研究・技術開発支援 
・ 技術相談･指導、共同･受託研究、開放機器 

・ イノベーション推進協議会の運営 

・ イノベーション推進センターの運営 

・ ﾊﾞｰﾁｬﾙ 3D ものづくり支援ｾﾝﾀｰ(仮称)の設置 

・ 衛星データ解析技術研究会の運営 

・ 宇宙データ利用推進センターの新設 

・ やまぐちブランド技術研究会の運営 

・ 新エネルギー研究会の運営 

５ 

公益財団法人やまぐち産業振

興財団 

山口市熊野町１－１０ 

理事長 田村 浩章 

【公：産業支援機関】 

○ 経営支援､販路開拓支援等による企業の成長支援 
・ 経営支援､販路開拓､専門家派遣､助成金 

・ 生産性向上･人材創造拠点の新設運営 

カンファレンスチームによる課題解決支援 

中核人材、技術人材の育成 

・ 山口県圧電デバイス研究会の運営 

・ 山口県航空宇宙クラスターの運営 

６ 

株式会社山口銀行 

下関市竹崎町４丁目２番 36号 

頭取 吉村 猛 

【金：金融機関】 

○ 山銀ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業でのﾌｧﾝﾄﾞ等資金支援、ｺﾝｻﾙ 
・ UNICORN ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業育成）の実施 

・ UNICORN ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業支援）の実施 

・ 資金融資等金融ｻﾎﾟｰﾄの提供 

・ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（YM ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）支援 
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（２）連携支援事業を共同で実施する地域経済牽引支援機関の相互の提携又は連絡に関

する事項 
 

 地域経済牽引事業の担い手となる中核企業等の成長を支援するため、新たに、県に

窓口（地域中核企業創出･支援カンファレンスチーム）を設置する。この窓口を総合調

整を行う「連携ハブ」として機能させ、地域未来投資促進法や県研究開発補助・融資

制度、技術相談等による集中的な支援に取り組むとともに、企業が内包する課題やニ

ーズの掘り起しを行っていく。 
 

 また、支援に当たっては、庁内関連部局や地元金融機関系コンサル等で構成するワ

ーキングチームを編成し、訪問支援などを通じて企業の課題解決に向けて対応すると

ともに、地元金融機関と連携したコンサルティング、金融サポートの強化を図りなが

ら支援する。 
 

 さらに、ワーキングチームについては、課題や相談内容に応じて山口県産業技術セ

ンター、やまぐち産業振興財団、大学等にも参加を要請し、企業の課題毎に関係支援

機関との緊密かつ切れ目のない連携体制により的確かつ集中的な支援を行う。 

【主な役割･機能】 

・山 口 大 学 … 大学シーズの提供 

・山口県産業技術センター … マッチング支援、技術開発支援 

・やまぐち産業振興財団 … 経営支援、販路開拓支援 

・地元金融機関･コンサル … ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（事業性､成長性評価）､金融サポート 

 

 

 

 

 
 

 また、各地域経済牽引支援機関が実施している研究会の発表会等を合同や同日開催

するなどにより関係者の情報共有を強化するとともに、新たな企業間連携の創出を促

進する。 
 

 こうした各地域経済牽引支援機関の役割及び窓口を明確にするとともに、産学公金

で構成する「やまぐちイノベーション推進協議会」（年３回程度開催）などにおいて支

援機関相互の情報共有を行うほか、連携支援事業の円滑な実施のため、県や市町、支

援機関等で構成する「山口県地域経済牽引事業促進協議会」（年２回程度開催）におい

て、取組の報告、進捗管理を行う。 

 

４ 補助金等交付財産の活用に関する事項 

（現時点予定なし） 

 

意欲ある中小企業の成長支援        地域経済牽引事業への支援 

イノベーション推進センター（産業技術ｾﾝﾀｰ） 

生産性向上・人材創造拠点（やまぐち産業振興財団） 

地域中核企業創出･支援カンファレンスチーム（県産業戦略部） 

山口大学 山口銀行･ｺﾝｻﾙ 情産協 等 


