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中国経済産業局の取組2017 発刊に当たって 

“未来へはばたく中国地域” 
の実現に向けて 

 

  本誌の表紙（灰ヶ峰–呉市）には、「Find/47」の写真素材を引用しています。 
 Find/47（旧PHOTO METI）とは？ 
 
●FIND/47は、経済産業省が提供するWEBサイトです。2020年の東京オリンピック・ 
  パラリンピックを視野に、日本各地の風景写真素材を公開することによりインバウンド 
  獲得を目的に生まれました。 
●写真素材は、どなたでも利用規約に従って複製、公衆送信、翻案その他の方法 
  で自由に利用でき、商用利用も可能です。  http://find47.jp/ja/  

 我が国の経済は、雇用・所得環境が改善するなど緩やかな回復基調が続く一方、
海外経済の不確実性は高まっています。このような状況の中、政府は成長分野への
「未来投資」の実現や、「働き方改革」を強力に推進していくこととしております。 
  
 中国経済産業局としても、これらを踏まえ、地域産業の競争力の強化や、 
観光・スポーツ関連産業等を含む新たな産業の創出のほか、地方創生の推進、 
中小企業・小規模事業者の経営力の強化に注力しております。 
 
 さて、来年2018年は、明治元年（1868年）から起算して満150年の年に 
当たります。 
 明治以降の様々な技術革新により、現在の我が国の産業の基礎が築かれました。
明治維新に縁の深い中国地域が、これを機に改めて地域の強みを認識し、未来へ 
はばたく地域とならんことを願っております。 
 
 最後に、本書が、皆様と経済産業行政の接点として広く御活用いただけるよう、 
職員一同願っております。 
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地域の活性化を応援します 
特集 ～2017年度注目の新政策～ 

「地域未来投資促進法」について 
（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の 

基盤強化に関する法律） 
 

  中国地域では、観光やスポーツ関連サービス、医療機器開発や航空機部品など地域の特性を 
 生かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組が登場しつつあります。 
  中国経済産業局は、このような取組（「地域未来投資」）が中国地域の各地で活発になり、 
 従来の製造業、サービス業等の取組と合わせて、地域経済における「稼ぐ力」の好循環の実現を 
 目指しています。 
  今般成立した「地域未来投資促進法」では、幅広い分野で地域の強みを活かし、高い付加 
 価値や経済的効果をもたらす「地域経済牽引事業」を計画し、承認を受けることにより、事業を 
 後押しする効果のある支援措置を活用できます。 
  中国経済産業局では、地域成長の基盤強化を図る皆様の取組を全力で支援してまいります。 
 （地域未来投資促進法は、本年６月２日公布、本年夏に施行予定です。） 
 
 法の枠組み 

中国経済産業局の取組2017 
   

  2017年6月6日発行 
 
  中国経済産業局 総務企画部 企画調査課 
        〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 
                  電話：082-224-5626 

 中国経済産業局では、地方創生の一層の推進に向け、市町村との更なる連携強化を図ることを目指し、 
本制度を創設しました。縁（ゆかり）パートナーを通じて、中長期的に市町村と「顔の見える関係」を構築していきます。 

縁（ゆかり）パートナー ～市町村との連携強化を目指して～ 

縁（ゆかり）パートナーってどんな人？  
 中国地域の各市町村に、「出身地」、「学生時代に 
過ごした」などの縁（ゆかり）を持つ職員が中心です。 

『縁パートナーが貴市町村の御相談を伺います。』 

✎詳細はこちらから！   http://www.chugoku.meti.go.jp/yukari/index.html 

活動内容  
 「縁（ゆかり）パートナー」は、当該自治体及び自治体
にある企業等からの相談等の一元的な窓口となるほか、
施策の紹介、各地域と連携したプロジェクトなども支援 
していきます。 

 中国経済産業局では、皆様の新たな取組をお手伝いするため、企業の成長段階に応じた様々な支援制度を準備しています。
個別の支援制度紹介ページでは、制度利用にあたっての秘訣やポイントも記していますので、是非御活用ください。 

支援制度利用ガイドブック ～変わるキッカケ50のヒント～ 

事業者の皆様を応援します 

✎ダウンロードはこちらから！    
    http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/kikaku/guide/2017.html 

活動実績  
 地方自治体職員向けRESAS（地域経済分析システム）活用研修（島根県益田市・津和野町合同開催） 
 企業等に対する経済産業省関連施策説明会（島根県出雲市、岡山県倉敷市ほか多数） 

支援措置の一例 
①設備投資に対する 
  支援措置 

･課税の特例 
･地方税の減免に伴う補てん措置 

②財政面の支援措置 ･地域経済牽引事業に対する補助等 
 地方創生推進交付金の活用 

③規制の特例措置等 ･幅広い規制改革ニーズへの迅速な対応 
･農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮 

このほか、様々な支援措置を受けることができます。 
本法に関するお問い合わせ先：産業部 産業振興課（０８２－２２４－５６３８） 



 主な取組 
 
①先進環境対応車の創出（事例１） 
 
②次世代エレクトロニクス関連産業の創出     
  （フレキシブル・エレクトロニクス） 

 
③ものづくり技術の医療関連分野への 
  横展開（事例２） 
 
④しまね特殊鋼産業クラスターの 
   航空機ビジネス拡大 

 
⑤機能材料（CNF等）活用による新事業 
  の創出（事例３） 

 
⑥スマート工場推進プロジェクト 

ものづくり産業を中心とした、地域を牽引する中核企業群を創出・支援します。 

■取組事例１ 
先進環境対応車創出促進 
プロジェクト 
 先進環境対応車に活用される次世代自動車関連 
技術開発や部素材の高機能化・高付加価値化などに 
対応した新製品開発、販路開拓等を支援します。 

■取組事例３ 
機能材料活用による 
新事業創出の促進 
 中国地域のものづくり企業が持つ技術に地域発の
機能材料の強みを付加することで、更なる競争力の
高い新事業・新製品の創出を図ります。 

新技術・新工法展示商談会 

地域を牽引する中核企業群の支援（１）～先端ものづくり産業の強みを伸ばす～ 

■取組事例２ 
ものづくり技術の医療関連分野
への横展開の推進 
 地域版次世代ヘルスケア産業協議会や「医の芽
ネット（中国地域医療機器関連産業参入フォーラ
ム）」の活動を通じて成長産業を支援します。 

 主な取組 
 
①IoT・ビッグデータの利活用促進、 
  プログラミング言語Rubyの普及 
 
②デニム関連産業集積地域を核とした 
  世界への魅力発信 
 
③観光関連産業における 
   事業創造環境の整備（事例１） 
 
④地域のプロスポーツの成長産業化    
 （事例２） 
 
⑤知財を意識した伝統的工芸品等の 
  販売力向上 

観光・スポーツ関連産業など、豊富な 
地域資源を活かした取組を支援します。 

地域を牽引する中核企業群の支援（２）～地域の稼ぐ力向上～ 
■取組事例２ 
地域プロスポーツ団体による 
連携プラットフォーム構築事業 
 地域のプロスポーツの成長産業化を目的に、異なる
スポーツ団体間の連携をベースとしたスタジアムビジネス
（商品開発等）や人材育成に関する連携プラット
フォーム構築に取り組みます。 

高付加価値デニム 伝統的工芸品（萩焼） 

プロバスケットボール 
球団とプロ野球球団の
コラボ商品 

■取組事例１ 
観光関連産業における新たな 
ビジネスモデルの創出 
 広域DMOとの連携によるインバウンド誘客・消費拡大
支援等に取り組みます。 
 また、サイクリングをツールとした新たな観光関連産業の
創出を目的に「Cycling×life Project（サクラプロジェク
ト）」を実施します。 

サイクリングツーリズムを通じたコト／モノ消費 
（左）自転車を持ち込める宿泊施設 
（右）地元企業製造の自転車で楽しむしまなみ海道サイクリング 

キチンナノファイバー 
（出所：鳥取大学 伊福准教授作成資料） 

Ruby活用観光アプリ 

人工関節部品 
（膝部位） 

パワーアシストグローブ 
（人工筋肉） 

サクラプロジェクト 
ロゴマーク 



瀬戸内Kirei太陽光発電所 
（岡山県瀬戸内市） 

中山間地域を多く抱える“課題先進地域” の
稼ぐ力向上に取り組みます。 

■地方創生版三本の矢による
地方自治体支援 

■取組事例 
中山間地域における 
地域課題解決型ビジネスの推進 
 多様化する中山間地域の担い手が、所属組織を越えて
一つのチームとなり、ビジネス的手法を用いながら特定地域
の課題解決を図る仕組みを実証します。  

ビジネス的手法による地域の稼ぐ力向上 

エネルギー革新と環境ビジネスの推進 “課題先進地域”発 地方創生成功モデルの発信 
ち ゅ う ご く ち い き 

情報支援 人的支援 

財政支援 

地方創生版  
三本の矢 

 地方創生交付金 
 企業版ふるさと納税 

 地方創生コンシェルジュ 
 地方創生人材支援制度 
 地方創生カレッジ （地域経済分析システム） 

 
 主な取組  ①資源・エネルギーの安定供給確保と     事業環境変化への対応  ②3Rの普及・啓発  ③環境関連事業や省エネ・再エネ取組の拡大  ④新たなエネルギー社会の実現（事例） 

資源・エネルギーの安定供給確保と、 
省エネ・再エネ、環境関連ビジネスを推進します。 

■取組事例 
水素社会の 
実現に向けた取組 
 「水素・次世代エネルギー
研究会」によるセミナー開催
や水素ステーションの普及など、
水素社会の実現に向けた取
組を支援します。 

家電リサイクル 
プラント見学会 
（2011～） 

広島ﾄﾖﾍﾟｯﾄ東広島水素ｽﾃｰｼｮﾝ 
（広島県東広島市） 

 主な取組 
 
①ふるさと名物・地域資源のブランド化と 
  海外市場開拓（事例１） 
 
②中小企業の経営基盤強化 
 ａ.知的財産の有効活用（事例２）  
 ｂ.人材育成・確保、ダイバーシティ経営  
     の普及（事例２） 
  ｃ.下請取引条件の改善（事例３） 
 ｄ.事業承継の推進（事例３） 
 ｅ.経営力向上計画の認定 
 ｆ.女性起業家支援機関のネットワーク化 
 
③安心・安全な社会の形成（事例４） 

地域経済を支える中小企業・小規模事業者の支援とともに、 
安心・安全な社会の形成に向けた消費者支援に取り組みます。 
■取組事例１ 
ふるさと名物・地域資源の 
ブランド化と海外市場開拓支援 
 「ふるさと名物応援宣言」や農商工連携による 
新商品開発・ブランド化を図るとともに、海外への 
販路開拓等を支援します。 

■取組事例３ 
中小企業の下請取引条件の改善
と事業承継の推進 
 下請事業者へのヒアリングを通じて取引の実態を把
握するとともに、望ましい「未来志向型の取引慣行」に
向けた取組の周知を図ります。 
 また、各県に事業引継ぎ支援センターを設置し、 
後継者不在率が高い当地域の円滑な事業承継に
向けた取組を支援します。 

■取組事例２ 
産業活動を支える知的財産の 
有効活用や人材育成・確保の支援 
 独創的なアイデアや優れた技術を保護し、戦略的な
知的財産活用を促進します。 
 また、地域事業者の人材確保・定着や多様な人材
受入のための社内体制整備を支援します。 

■取組事例４ 
安心・安全な社会の形成に向けた
消費者保護の取組 
 割賦販売法や特定商取引法等の消費者関係法の
適正な執行により、取引の健全化を図るとともに、製品
安全に関する情報発信を通じて製品の安全・安心の
確保を図ります。 

地域の取組を横断的に支える多彩なメニュー 

下請Gメンによる相談対応 ふるさと名物応援宣言（島根県雲南市） 

Ｍ＆Ａによる事業承継事例 

知財を学べる動画サイト「もうけの花道」 

多様な担い手人材が集い、地域
課題をビジネス化する「場」 
＝「地域アクティブ化カフェ」 

企業 NPO 

地域自治組織 

地域メンター 
（コーディネータ） 

高効率石炭火力発電実証設備 
「大崎クールジェンプロジェクト」 

再生エネルギー導入事例 

真庭バイオマス発電所（岡山県真庭市） 

「地域アクティブ化カフェ」（仮称） 
実証調査（島根県浜田市） 



地域の活性化を応援します 
特集 ～2017年度注目の新政策～ 

「地域未来投資促進法」について 
（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の 

基盤強化に関する法律） 
 

  中国地域では、観光やスポーツ関連サービス、医療機器開発や航空機部品など地域の特性を 
 生かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組が登場しつつあります。 
  中国経済産業局は、このような取組（「地域未来投資」）が中国地域の各地で活発になり、 
 従来の製造業、サービス業等の取組と合わせて、地域経済における「稼ぐ力」の好循環の実現を 
 目指しています。 
  今般成立した「地域未来投資促進法」では、幅広い分野で地域の強みを活かし、高い付加 
 価値や経済的効果をもたらす「地域経済牽引事業」を計画し、承認を受けることにより、事業を 
 後押しする効果のある支援措置を活用できます。 
  中国経済産業局では、地域成長の基盤強化を図る皆様の取組を全力で支援してまいります。 
 （地域未来投資促進法は、本年６月２日公布、本年夏に施行予定です。） 
 
 法の枠組み 

中国経済産業局の取組2017 
   

  2017年6月6日発行 
 
  中国経済産業局 総務企画部 企画調査課 
        〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 
                  電話：082-224-5626 

 中国経済産業局では、地方創生の一層の推進に向け、市町村との更なる連携強化を図ることを目指し、 
本制度を創設しました。縁（ゆかり）パートナーを通じて、中長期的に市町村と「顔の見える関係」を構築していきます。 

縁（ゆかり）パートナー ～市町村との連携強化を目指して～ 

縁（ゆかり）パートナーってどんな人？  
 中国地域の各市町村に、「出身地」、「学生時代に 
過ごした」などの縁（ゆかり）を持つ職員が中心です。 

『縁パートナーが貴市町村の御相談を伺います。』 

✎詳細はこちらから！   http://www.chugoku.meti.go.jp/yukari/index.html 

活動内容  
 「縁（ゆかり）パートナー」は、当該自治体及び自治体
にある企業等からの相談等の一元的な窓口となるほか、
施策の紹介、各地域と連携したプロジェクトなども支援 
していきます。 

 中国経済産業局では、皆様の新たな取組をお手伝いするため、企業の成長段階に応じた様々な支援制度を準備しています。
個別の支援制度紹介ページでは、制度利用にあたっての秘訣やポイントも記していますので、是非御活用ください。 

支援制度利用ガイドブック ～変わるキッカケ50のヒント～ 

事業者の皆様を応援します 

✎ダウンロードはこちらから！    
    http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/kikaku/guide/2017.html 

活動実績  
 地方自治体職員向けRESAS（地域経済分析システム）活用研修（島根県益田市・津和野町合同開催） 
 企業等に対する経済産業省関連施策説明会（島根県出雲市、岡山県倉敷市ほか多数） 

支援措置の一例 
①設備投資に対する 
  支援措置 

･課税の特例 
･地方税の減免に伴う補てん措置 

②財政面の支援措置 ･地域経済牽引事業に対する補助等 
 地方創生推進交付金の活用 

③規制の特例措置等 ･幅広い規制改革ニーズへの迅速な対応 
･農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮 

このほか、様々な支援措置を受けることができます。 
本法に関するお問い合わせ先：産業部 産業振興課（０８２－２２４－５６３８） 
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