
※本「山口県工業の沿革年表」は、山口県産紙（日本製紙岩国工場製）を使用しています。
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山口県工業の沿革年表

1600年代

1700年代

山 口 県 内 の 出 来 事

山 口 県 内 の 出 来 事

江戸 長州藩は防長四白（米・紙・塩・ろう）を全国
の市場に出荷し収入源とする。

商都として栄えていた柳井において、織物業で
ある「柳井縞」が発達。

三田尻大開作（現在の防府市）海岸に塩田が造
られる。（～1959年）

1600年 長州藩初代藩主毛利輝元　関ヶ原の戦いで敗
れ、防長二国に減封される。

1604年 萩藩初代藩主毛利輝元の命により、朝鮮人陶工
「李勺光（山村家）」「李敬（坂家）」の兄弟が松
本村中の倉に開窯し、萩焼が始まる。

1631年 長州藩は、農民に紙を漉かせ、藩に収納させる
「請紙制（うけがみせい）」を導入。

1673年 岩国三代藩主、吉川広嘉によって錦川に錦帯橋
が創建。（翌年一部流失再建。1950年流失、
1953年再建。2004年架け替え）

1698年 常盤池（現：ときわ公園）が地元の農民から築
堤の嘆願によって完成。

1703年 長州藩は櫨実の他国売りを禁止するとともに，
領内の蠟屋で蠟燭（ろうそく）を製造させ，そ
れを大坂で売って藩の財源とした。

1717年 現在の株式会社大津屋が醤油製造業を創業。
（1948年に株式会社大津屋に改組）

1764年 毛利家の家臣であった堀江太朗兵衛が、年貢米
から酒造を始める。（現：有限会社堀江酒場）

1788年 佐波郡佐野焼の陶工・内田善左衛門が防府市堀
越の地に開窯（現在の堀越焼）。

※青色…産業技術センター関連その他　※緑字…大学等学術機関関連　※赤字…国内外の主要な出来事

常盤池現在の全景画像／画像提供：宇部市常盤公園管理課
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1800年代

山 口 県 内 の 出 来 事

1815年 長州藩士・上田鳳陽により、山口の地での学問
発展を目的に、私塾「山口講堂」（現：山口大学）
が創設。

1821年 防府市鋳物師の地にて松村彦右衛門藤原信房が
鋳物業を開業。（現：アボンコーポレーション
株式会社）

1863年 井上聞多（井上馨）、遠藤謹助、山尾庸三、伊
藤俊輔（伊藤博文）、野村弥吉（井上勝）の5
人の長州藩士が英国に渡航。

1865年 光浦利八が、防府市大道大海湾そばで味噌醤油
の醸造（現：光浦醸造工業株式会社）を始める。

明治
1868年 下関市で磯部商店（現：赤間醸造株式会社）が、

醤油の醸造を始める。

明治維新。伊藤博文を長とする新政府は、殖産
興業政策を推進。

1871年 廃藩置県により現在の山口県が誕生。

酒井判次郎が岩国市で酒造業を始める。（現：
酒井酒造株式会社）

1872年 下関市安岡でヤマカ醤油が操業。醤油造りを始
める。

1875年 山縣要助が周南市で酒造を始める。（現：株式
会社山縣本店）

防府市末田地区に排水用土管製造が始まる。

1876年 小幡高政が萩に戻り、萩夏橙の栽培に着手。「耐
久社」を設立。

1877年頃 大嶺で無煙炭が発見される（大嶺炭田の始ま
り）。以降、現美祢市域では石灰焼成、銅の製
錬に大嶺炭田の無煙炭が使用される。

1878年 第百十国立銀行（現：山口銀行）が旧山口県士
族により、金禄公債を主な原資とする資本金
60万円で営業を開始。

単位：人
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画像提供：光浦醸造工業株式会社

画像提供：ヤマカ醤油株式会社

毎年、旧暦の十一月八日に行われる「鞴（ふいご）祭り」／画像提供：アボンコー
ポレーション株式会社

1600〜1800年代
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1878年 黒髪島で採石が始まり、東宮御所御造営に使用
される。（1983年山口県庁、2012年東京スカ
イツリー等に使用）

1881年 笠井順八により日本初の民間セメント会社（現：
太平洋セメント株式会社）を設立。近代小野田
発展の礎を築く。

1882年 下関市西南部町に和田藤七が下関にあった米穀
取引所の相場速報として、市況日刊紙の発刊を
目的に活版印刷業（現：瞬報社写真印刷株式会
社）を創業。

山口県下の全塩業者による防長塩田会社が設立
される。

安沢近蔵が、佐波郡牟礼村字末田（現　防府市
大字江泊末田）に登窯を築窯（現：堀越窯）す
る。

1886年 宇部共同義会が発足。石炭鉱区の集中管理を行
い、地域の基盤整備に貢献。（～1950）

防府市三田尻の発明家柏木幸助が国産初の留点
体温計である「柏木体温計」を完成させ、柏木
検温器製造所が設立される。

1887年 蒲貴一が阿武川の最上流、阿武郡吉部村に蒲酒
場（現：八千代酒造合名会社　1954～）を創業。
酒造を始める。

長門市仙崎に於いて藤田久蔵が蒲鉾製造業創業
（現：フジミツ株式会社）。

1887年頃 厚狭郡二俣瀬村にて永山橘太郎により酒造（現：
株式会社永山本家酒造場、永山酒造合名会社）
を開始。

1889年 山口県唯一の市として赤間関市（現：下関市）
が誕生。

1890年 味噌製造・販売を行う嶋屋商店（現：株式会社
シマヤ）が創業。

1891年 日本舎密製造会社小野田工場（現：日産化学工
業株式会社 小野田工場）完成。

八百屋新三郎が今津川の「雁木」と呼ばれた船
着場の河畔で、酒造（現：八百新酒造株式会社）
を始める。

1892年 国近進一が長門市で海産物製造（株式会社国近
商店）を開始。

萩から山口市へ転住した大和作太郎が、山口市
宮野村大山路に宮野焼「松緑窯」開窯し、山口
萩焼を始める。

1893年 赤間関市（下関市）に日本銀行西部支店（大阪
に次ぐ2番目の支店）が開設される。

1894年 日清戦争（～1895年）。

1896年 赤間関市（下関市）で馬関電燈株式会社が創業。
山口県下で最初の電気の供給が開始される。

1897年 宇部の石炭を採掘する目的で匿名組合沖ノ山炭
鉱を創業。

炭鉱関連工業の発展。（1900年直前）

商品写真／画像提供：株式会社シマヤ

国内初の留点体温計を開発した柏木幸助／画像提供：防
府市教育委員会教育部文化財課
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1900年代

山 口 県 内 の 出 来 事

1901年 山陽鉄道が厚狭～馬関（現：下関）間が開通し、
全通する。

不二山飲料商会（現：有限会社フジヤマ）がラ
ムネ等の清涼飲料水の製造販売を始める。

1902年 山口県染織講習所を柳井村（現：柳井市）に設
置。

木原安一が製塩釜、農機具、小型船舶用内燃機
関の製作を目的とした木原鉄工所（現：株式会
社木原製作所）を創立。

1904年 日露戦争。（～1905年）

海軍省が大嶺炭田の開発を始める。

1905年 大嶺炭田の無煙炭を運搬するため、厚狭駅から
大嶺駅（大嶺町麦川）まで大嶺線（現：美祢線
の一部）が開通する（美祢線全線開通は1924
年）。

錦町に蒟蒻玉・こんにゃく粉問屋の廣兼民五郎
商店（現：錦町農産加工株式会社）創業。

防府市末田で窯業を学んだ松井勘一が、厚狭郡
船木村にて船木焼（現：松井製陶所）を開窯。（後
に厚狭郡須恵村（山陽小野田市）に移転し、須
恵焼となる。）

1906年 二所山田神社の宮本重胤宮司が我国最古と思わ
れる自販機、おみくじ販売機を開発。日本全国
の社寺で授与されるおみくじを製造。

1908年 軽便鉄道により山口線小郡新町～湯田駅が開通
（～1913）。

1909年 防府製塩試験場（後の日本たばこ産業株式会社
防府工場～2012）創設。

1911年 山口市阿知須に阿知須醤油合名会社（現：磯金
醸造工場）が味噌、醤油の製造を始める。

井上与一が萩市において雑穀海産物問屋（現：
井上商店）を営む。

単位：人
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創業者写真　ラムネのラベル／画像提供：有限会社フジヤマ

開窯当時の窯を応接室として現在も保存／画像提
供：松井製陶所

おみくじ自動販売機右：大正3年、中央：昭和12年、左：現行
モデル／画像提供：女子道社

1800〜1900年代
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1912年 明治時代の終わりには人口100万人を越える。

熊毛郡島田村に宮本製菓所（現：カンロ株式会
社）を開業。

大正 下関を中心とした地域に造船業、小野田・厚狭
を中心とした地域に化学工業が起こる。

1914年 第一次世界大戦（～1918年）
周南地域等に石油化学コンビナートが形成。

磯部鉄工株式会社創業。産業用の機械装置、特
殊鋳造品等の製造を行う。

宇部新川鉄工所（現：宇部興産機械株式会社）
発足。

三菱合資会社彦島造船所（現：三菱重工業株式
会社下関造船所）が操業を開始。 

1915年 下関瓦斯株式会社（現：山口合同ガス株式会社）
が資本金50万円をもって山口県で初めてガス
事業を開始。

1916年 柳屋元助（後の柳屋鉄工所と宇部蒲鉾株式会社
初代社長）が宇部市東本町2丁目において柳屋
蒲鉾店を父柳屋米蔵から継承。

1917年 日本火薬製造株式会社が厚狭作業所（現：日本
化薬株式会社厚狭工場）にて、産業用ダイナマ
イトの製造を開始。

渡辺祐策によって、宇部紡織所（翌年、宇部紡
織株式会社に改称）が設立。

1918年 山口県工業試験場を山口市大殿に設置。

山口県工業試験場によって大内人形の原型が造
られる。（詳細年不明）

岩井勝次郎によって、日本曹達工業（現：株式
会社トクヤマ）が進出し周南コンビナートの先
駆けとなる。

弘中与作が個人経営として三和産業商会（現：
三和産業株式会社）を設立。日立製作所笠戸工
場へ燃料・鋳物砂等を納入する。

神戸・鈴木商店により下関市彦島に彦島坩堝株
式会社（現：日新リフラテック株式会社）を創
業。黒鉛坩堝の製造、販売を行う。

大阪鐵板製造株式會社（現：日新製鋼株式会社）
徳山分工場が竣工。

1919年 海産物卸問屋古田商店（現：マル幸商事株式会
社）が下関で創業。

河崎熊一が河崎回漕店（現：河崎運輸機工株式
会社）を創立。回漕業を開始し、帝国人造絹糸
岩国工場新設工事に従事。

1920年 株価暴落による恐慌

紙器製造業柳井紙工が柳井市において個人創
業。（1964年　熊毛郡平生町へ本社工場を設
立移転。）

1921年 徳山の海軍練炭製造所が、海軍燃料廠に改組拡
張される。海軍の軍需用石油精製拠点となる。

大村完二が防府市太平町に大村印刷所（現：大
村印刷株式会社）創立。

日立製作所株式会社が、日本汽船株式会社より
笠戸造船所を譲受、笠戸工場増設。

防府製塩試験場（開場当時）／画像提供：防府市教育委員会
教育部文化財課

1926年 ( 大正15年 ) の宇部鉄工所／画像提供：宇部興産機
械株式会社

開所当日の当所全景／画像提供：三菱重工業株式会社

黒鉛坩堝（彦島坩堝製造）／画像提供：日新リフラテック株
式会社

開所式当日に初入渠した修繕船（手前が第二湊丸、奥側が大信丸）／画像提供：三菱重
工業株式会社
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1921年 宇部市で菓子製造を行う吹上堂（現：有限会社
吹上堂）が創業。

国会議事堂の建築に山口県黒髪島花崗石（徳山
みかげ）が使用される。

水津梅太が下関市彦島江の浦にて菓舗・梅月堂
（現：株式会社巌流本舗）を創業。

1922年 徳山港開港。特別輸入港に指定される。

1923年 海軍省が大嶺採炭部を民間に払い下げる。

渡辺祐策によって、宇部セメント製造株式会社
が設立される。

クロード式窒素工業株式会社が下関市彦島に試
験工場（現：下関三井化学株式会社）を建設。
下関における化学事業が始まる。

1924年 山陽電気軌道株式会社（現：サンデン交通株式
会 社 ） が 設 立。26年 に は 松 原～ 壇 之 浦 間

（5.4km）を電車8両にて営業開始。

川上村に有限会社岡崎酒造場が創業。日本酒の
製造を始める。（1986年よりリキュール製造
開始。）

柳井市北浜において原田松助が、こんにゃくの
製造販売を開始する（現：株式会社原田食品）

防府市に中村被服操業。

1925年 小野田町（現：山陽小野田市）に田邊五兵衛商
店小野田製薬所（現：田辺三菱製薬工場株式会
社小野田工場）設立・操業開始。

昭和
1926年 山口市嘉川に金光酒造株式会社が創業。日本酒

の製造を始める。

昭和時代初期 石炭業、電気産業、工業立地と化学繊維が発展。

1927年 我が国最初の大規模なレーヨン・フィラメント
工場である帝国人造絹糸岩国工場（現：帝人岩
国事業所）が操業。レーヨン長繊維の生産を開
始。

土木工事の請負業として嶋田組（現：シマダ株
式会社）創業。

三浦兵作が山林・製材事業（現：株式会社みう
ら）を創業。

1928年 大阪鐵板製造株式會社徳山分工場が独立し、徳
山鐵板株式會社（現：日新製鋼株式会社）とし
て発足。

木原鉄工所（現：株式会社木原製作所）が大蔵
省専売局の指定工場となり、葉たばこ乾燥機の
製作を始める。

1929年 世界恐慌。

1930年 工業県山口県の転換　工業生産が、県内産業の
全生産額の5割を超える。

日本石油株式会社下松製油所（現：JX エネル
ギー株式会社下松事業所）操業開始。　

光市小周防に河野セメント工業所（現：株式会
社ファノス）が創業。コンクリート二次製品の
製造を開始。

徳山無尽共益株式会社（現：西京銀行）設立。

創業時に関係先に配布した「絵葉書」の原版／画像提供：帝人岩国事業所

現在の西京銀行本店／画像提供：西京銀行
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1930年 南満州鉄道の子会社として設立された日本精蠟
株式会社が徳山工場（現：周南市）でオイル
シェールの粗蝋を原料に国産パラフィンワック
スの生産を開始。

薬仙石灰製造所（現：薬仙石灰株式会社）操業
開始。石灰石採掘及び生石灰（酸化カルシウム）
の製造販売を行う。

松井清蔵が厚狭郡小野田町目出新町（字須入道）
に須恵焼（現：松井製陶所）を開窯。硫酸瓶、
蛸壺の製造を行う。

1931年 満州事変。

1932年 水上義高が大阪市にてプレス工場（現：水上金
属工業株式会社）を創業。（1945年　徳山市（現
周南市）にプレス工場を建設。 1991年　本社・
工場を光市に移転）

水産加工機械の製作販売を本格的に行うべく、
柳屋鉄工所（現：株式会社ヤナギヤ）を設立。

1933年 宇部市に宇部窒素工業株式会社（現：宇部興産
株式会社ケミカル工場）が設立。翌年には硫安
の製造を開始。

河野新一が、柳井市に河野工業所（現：カワノ
工業株式会社）創業。セメント二次製品の製造
および販売を開始。

軍需物資としてのマグネシウム供給を目的に日
満マグネシウム株式会社（現：宇部マテリアル
ズ株式会社）が設立される。

1934年 ぶりき自給率・国産化率を高めることを目指し
て東洋鋼鈑株式会社が設立。翌年、下松事業所

（現：下松事業所）でぶりきの生産を開始。

株式会社幸商会（現：徳機株式会社）が設立。

1935年 日本曹達工業の工場長岩瀬徳三郎が退職し、
ソーダ工業における「近代的一大理想工場」を
目指して、旧新南陽市に東洋曹達工業（現：東
ソー株式会社）を設立。

防長自動車株式会社（現：防長交通株式会社）
が設立。バス事業を開始。

光市に山本商店清涼飲料水部（現：ヒカリ乳業
株式会社）の製造販売を開始。

防府市に三田尻化学工業所（現：三田尻化学工
業株式会社）創業。化学品の製造販売を行う。

中沖之山炭鉱（現：新光産業株式会社）創業。
山口、福岡、長崎県下に20数炭鉱を経営。 

（1964年地上部門を分離して、新光産業株式
会社を設立。）

1936年 宇部曹達工業（現：セントラル硝子株式会社）
設立。翌々年、苛性ソーダの生産を開始。

酸化チタンの国産化を目的に、チタン工業株式
会社設立。

1937年 東洋紡績株式会社（現：東洋紡株式会社）岩国
人繊工場（現：岩国事業所）が操業。

1938年 下関市長府に運送業を主たる事業として花元組
（現：日新運輸工業株式会社）を創業。

高千帆町（現山陽小野田市）に萩森炭礦株式会
社（現：萩森興産株式会社）を設立。

1950年当時のコンクリートブロック製造の写真／画像提供：カワノ工業株式会社

旧本事務所／画像提供：東洋鋼鈑株式会社

熱圧作業／画像提供：東洋鋼鈑株式会社

1936年第1期建設修了当時の工場遠景／画像提供：セントラル硝子
株式会社

岩国工場　門外より工場を眺む（1952年）／画像提供：東洋紡株
式会社
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1939年 第二次世界大戦。（～1945年）

工業生産額の対全国シェアが11位に上昇。

アルミ合金素材工場として株式会社神戸製鋼所
長府製造所操業開始。

山陽パルプ工業麻里布工場（現：日本製紙株式
会社岩国工場）が、赤松を原材料とする溶解パ
ルプ（人絹繊維用）生産のパイオニアとして操
業開始。

1940年～ 軍需関連産業の進出。

1941年 関門鉄道トンネルで鉄道の運行が開始。

美祢市に株式会社日本石灰工業所（現：宇部マ
テリアルズ株式会社美祢工場）を設立。

缶詰製造業者が合同出資し山口県合同缶詰株式
会社（現：林兼産業株式会社）を設立。

宇部市内の水産練り製品業者が企業整備令によ
り企業合同し宇部蒲鉾合同製造販売（現：宇部
蒲鉾株式会社）が設立。

1942年 有限会社彦島造船所（現：旭洋造船株式会社）
創立。船舶の建造修理をはじめる。

沖ノ山炭鉱、宇部鉄工所、宇部セメント製造、
宇部窒素工業の4社が合併して、宇部興産株式
会社を設立。

企業合同が国策として、発起人24名により、
黒髪石材株式会社設立。最高品質の御影石「徳
山みかげ」を採石。

中国配電株式会社が設立。（1951年日本発送
電中国支社と合併し、中国電力株式会社設立。）

山陽小野田市で株式会社小野田鉄工所（現：不
二輸送機工業株式会社）が創業。炭坑用物流設
備の製造を始める。

1943年 興亜石油株式会社（現：JX エネルギー株式会社）
麻里布製油所設立。燃料油の製造を開始。

山口市に山口県紙製品工業株式会社（現：株式
会社マルニ）が創業。紙製品及び材料の卸、小
売を開始。

東亜化学興業（現：協和発酵バイオ株式会社山
口事業所）が設立。東洋紡の防府工場を業態転
換して、アセトン・ブタノールの製造プラント
が稼動。

玉重美博が、楠町にて玉重琴製作所を創業。琴
の製作（現：有限会社たましげ）を始める。

1944年 県下の6つの本店銀行（百十銀行、華浦銀行、
船城銀行、大島銀行、宇部銀行、長周銀行）を
統合して山口銀行が創立。

帝国人造絹絲株式会社より分離独立、帝人航空
工業株式会社（現：ティーエス プレシジョン
株式会社）を設立。

大門鋳造所（現：株式会社ダイモン）が創立。
防府市で水道用鋳鉄製品などを製造。

宇部水産練製品工業株式会社が設立。

1945年～ 戦後復興の開始　基礎産業に対する国の手厚い
援助措置により、石炭、化学肥料・セメント・
鋼材等の基礎生産財が回復・成長。

４社合併、宇部興産の創立1942（昭和17）年3月10日は役員記念
写真／画像提供：宇部興産株式会社

画像提供：黒髪石材株式会社

画像提供：不二輸送機工業株式会社

沖ノ山炭鉱松浜坑1909（明治42）年／画像提供：宇部興産株式会社

硫安工場建設中1933（昭和8）年／画像提供：宇部興産株式会社
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1946年 水産講習所下関分所（現：水産大学校）が開設。
漁業、製造及び養殖の3科を設置。

下関市大和町の下関漁港内の施設で『西部水産
速報』を発刊（現：みなと山口合同新聞社）。

神戸製鋼所長府工場に勤務していた開溜により
株式会社開工業所を創業。金属押出用金型・工
具等の生産を開始。

山陽化学工業株式会社（現：協和発酵キリン株
式会社宇部工場）が設立。硫安の製造と販売を
行う。

吉田利雄が国鉄を退職し、山口県豊浦郡豊浦町
黒井に、農業機械部品製作のため吉田鉄工所

（現：株式会社吉田総合テクノ、2013年に業
務拡大で社名変更）を開設。

磯村安夫が徳山鉄板株式会社と請負契約を締
結。個人で事業開始（現：太華工業株式会社）。

阿部電化工業所（現：中国電化工業株式会社）
創設。防府市で金属表面処理を開始。

岩国市に呉興業株式会社（現：帝人エンジニア
リング株式会社）設立。石油化学プラントの熱
交換器、圧力容器等の設計製作などを展開。

徳佐で、西日本初となる暖地林檎の栽培がはじ
まる。

武田薬品工業光工場が設立。発疹チフスワクチ
ン等を出荷。

宇部興産と富士電機製造の共同出資により明和
化成株式会社設立。フェノール樹脂成形材料の
製造・加工を開始。

柳 井 市 に 株 式 会 社 大 畠 製 作 所 が 創 業（～
2012）。機械部品製造を開始。

1947年 三井物産の解体を機に、株式会社三友商社（現：
株式会社三友）設立。建設資材の販売を開始。

光市に藤井軒逸が藤井ブレーキ製作所（現：冨
士高圧フレキシブルホース株式会社）を創業。

1948年 山口県の人口150万人を越える。

株式会社日本無線電機サービス社（現：JRCS
株式会社）が下関市にて創業。船舶用機器の製
造販売を開始。

伊佐採石所（美祢市）にて、原料用石灰石の採
掘開始。

宇部興産株式会社の特約店として朝陽物産株式
会社（現：サンヨー宇部株式会社）創業。生コ
ンクリートの製造販売を行う。

有限会社宇部商工社（現：宇部工業株式会社）
創設。

セメント瓦、セメントレンガの製造販売を行う
琴川建材工業所（1975年　有限会社設立。現：
株式会社コトガワ）創業。

中尾精介により下関市前田町に前田鉄工株式会
社（現：株式会社ナカオ）を設立。鉄及び軽合
金製機械機器類の製作を開始し、日本初のアル
ミ合金製はしごを開発。

満州鉄道のエンジニアであった田原美介が独自
で外郎の製法と包装形態を研究。山口市で株式
会社豆子郎を創業。

現在の社屋画像／画像提供：株式会社吉田総合テクノ

展示会（場所不明）の写真／画像提供：中国電
化工業株式会社

創業当時のスタッフ（社長以下）（昭和27年頃 ) ／画像提供：中国
電化工業株式会社

社屋／画像提供：冨士高圧フレキシブルホース株式会社

独自技術による足場台／画像提供：株式会社ナカオ
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1948年 長門市に深川養鶏農業協同組合が設立。鶏肉生
産を行う。

鈴木正敏が横浜市に朝日鉄工株式会社を設立。
同時に岩国事業所を開設し、翌年、本社を岩国
市に移転。

1949年 1ドル =360円の単一為替レート実施。

1949～1950
年代前半

旧軍需施設を中心とした工場立地。

学制改革により、新制大学「山口大学」が発足。

柏原塗装店（現：株式会社カシワバラ・コーポ
レーション）　創業。塗装事業を展開。後の高
度経済成長期のプラント設備塗装メンテナンス
の礎を作る。

下関酪農農業組合（現：山口県酪農農業協同組
合、やまぐち県酪乳業株式会社）設立。牛乳の
処理、販売を始める。

宇部市でメンズショップ小郡商事（現：株式会
社ファーストリテイリング）が創業。

下関市吉見に吉見近海食品企業組合（現：株式
会社奥野寿久商店）設立。

徳山市（現：周南市）に三信工業株式会社（後
徳山工業株式会社と合併により岐山化工機株式
会社）：設立。鉄工業をはじめる。

協和醱酵工業株式会社防府工場（現：協和発酵
バイオ株式会社山口事業所）が発足。アルコー
ル製造や、わが国初のストレプトマイシン量産
化等を行う。

満州から引き上げ帰国した佐伯政夫が、山口市
清水に三笠産業株式会社を設立。農業薬剤及び
農業資材の販売を開始。

大島町（現周防大島町）に三新化学研究所（現：
三新化学工業株式会社）が設立。加硫促進剤の
製造を開始。（1955以降には柳井工場、平生
工場研究所を開設。）

1950年 朝鮮戦争特需による経済の活性化。（～1953
年）

山口県醸造試験場を山口市清水に設置。

周防度量衡株式会社（現：株式会社宝計機製作
所）が創業。「はかり」の保守・修理、台はかり、
皿はかりの製造を行う。

徳山曹達株式会社（現：株式会社トクヤマ）の
社宅経営管理を目的に、徳曹住宅経営株式会社

（現：周南システム産業株式会社）設立。

岩国市に旭興産株式会社が設立。石油プラント
のメンテナンスから機械製造分野に進出。

宇部スレート工業株式会社設立。スレート波板
製造開始。（2015年 スレート事業を宇部興産
建材株式会社に継承）

岡本包夫、康夫兄弟によって農機具の鍛造工場
として株式会社カネヤスが下関市に設立。

徳山曹達の協力工場として山陽化工機工有限会
社（現：株式会社サンテック）が設立。

下関漁港において鮮魚仲買を業務とする利岡商
店（現：株式会社シーサット）創立。

創業時の第1号店である田原外郎店の画像／画像提供：株
式会社豆子郎

山口大学創基の地（山口講堂跡）記念碑／画像提供：山
口大学総務部創基200周年事業推進課

柏原塗装店創業時の様子／画像提供：株式会社カシワバ
ラ・コーポレーション

本社外観／画像提供：朝日鉄工株式会社

画像提供：旭興産株式会社
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1950年 帝国人造絹糸岩国工場（現：帝人岩国事業所）は、
連続紡糸法により、国内第一位のレーヨンの生
産量となる。

1951年 協和発酵工業株式会社（現：協和発酵キリン株
式会社）が米メルク社との技術援助協定により
結核の特効薬ストレプトマイシンの生産に着
手。

管田義秋により、鋼屑の集荷・販売を主業務と
して有限会社徳山興産（現：徳山興産株式会社）
設立。

1952年 山口県窯業試験場を小野田市に設置。

徳山曹達の協力工場として協和工業有限会社
（現：協和工業株式会社）が設立。

光市において、鋲螺製造工場として神和工業株
式会社が発足。 

1953年 テレビ放送開始。

株式会社山口機械が、防府市に王子ゴム化成、
宝酒造、日本専売公社防府工場の下請鉄工業と
して発足し、各種機械器具の設計製作修理を行
う。

山口県酒造組合連合会が発足。

昭和製袋工業株式会社（現：昭和パックス株式
会社）が防府工場新設。

1954年～
1973年

日本の高度経済成長期「三種の神器」と呼ばれ
る白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫の需要が拡大。

1954年 下関鍍金株式会社創立。工業用クロムメッキ事
業に着手。（1960～）

株式会社長府製作所が農機具製造メーカーとし
て下関市に創業。1960年には石油バーナーの
開発に成功。

大田造船株式会社設立。船舶修理や、線状加熱
による厚板鋼鈑の高難度3次元曲げ加工等を手
がける。

財団法人海外市場調査会が「関門支所」を開設。
（現：独立行政法人日本貿易振興機構山口貿易
情報センター）市場調査事業、貿易斡旋事業等
を行う。

1955年 山口県の人口160万人を越える。

溶接棒の製造を行う永岡鋼業株式会社が光工場
を設立。鉄線、丸釘、ガス溶接棒の製造を開始。

三井グループ7社及び興亜石油により日本初の
石油化学メーカーとして三井石油化学工業株式
会社（現：三井化学株式会社）設立。1958年
岩国工場操業開始。

八幡製鉄光製鐵所（現：新日鐵住金ステンレス
株式会社光製造所）の操業開始。

宇部興産がナイロン原料となるカプロラクタム
の製造設備を完成。1956年、日本レイヨンに
初出荷。

1956年 出光興産が徳山製油所の建設に着手。周南石油
コンビナート形成の口火を切る。

中国アセチレン株式会社が小野田市に溶解アセ
チレン工場を建設。 

昭和26年　創業当時の事務所 昭和59年　ステンレス加工工場朝礼風景

昭和62年　奈切工場ステンレスキャビ流
し台の組み立てライン
画像提供：徳山興産株式会社

画像提供：株式会社長府製作所
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1956年 熊毛郡田布施町に大晃機械工業株式会社が設
立。歯車ポンプの設計・製作・販売開始。

宇部市で五平太食堂（現：株式会社パオ）が開
店。 

1957年 防府市に王子ゴム化成株式会社設立。ゴムホー
ス、工業用ゴム製品、ゴムライニングの生産を
開始。

山口県光市に株式会社黒木工業所光工場を設
置。溶接補修事業等を行う。

小野祥亮が周南市に個人創業し、ビルメンテナ
ンス業務（現：サマンサジャパン株式会社）を
行う。

山口文紙（現：株式会社ブンシジャパン）を創
業。文具、紙の小売・卸売を開始。

1958年 関門トンネル開通。

興亜石油株式会社（現：JX エネルギー株式会社）
に隣接して三井石油化学工業株式会社（現：三
井化学株式会社）岩国工場が操業を開始し日本
初の石油コンビナートを形成。

日の丸産業株式会社のグループ企業として大嶺
日の丸燃料株式会社設立。大嶺炭田の無煙炭を
用いた煉炭・豆炭の製造を行う。

日本特殊鋼管株式会社光工場（現：新日鐵住金
大分製鐵所光鋼管部鋼管工場）が操業開始し、
電縫鋼管の製造を開始。

日本鐵板株式會社南陽工場（現：日新製鋼株式
会社周南製鋼所）が操業開始。センジミア式圧
延機によるステンレス鋼板の製造を開始。

1959年 岩国市で明治初期創業の森乃井酒造を引継ぎ、
村重酒造株式会社が創業。

戸田工業株式会社が小野田工場を新設。顔料、
オーディオ・ビデオテープ用の磁性酸化鉄粉末
材料の生産を行う。 

岩国に、三晃特殊金属工業株式会社が創業。ク
ロムめっきを中心とした事業を開始。

神戸製鋼所長府北工場（現：神鋼特殊鋼管株式
会社）に改称。ステンレス鋼管等の製造を開始。

東ソー・シリカ株式会社が東洋曹達工業、三井
物産、白水化学工業、小野田セメント4社の合
弁企業として設立。 沈殿法シリカの製造を開
始。

1960年 池田内閣が所得倍増計画を決定。

ニチレイと下関中央魚市場の共同出資により株
式会社中冷設立。

全農山口県本部の各工場で製造した製品を総合
的に販売する目的で日本果実工業株式会社が発
足。1967年には、基幹工場として山口工場を
建設し総合飲料工場として発足。

防府市に江本建設株式会社（現：株式会社エモ
ト）設立。鋼構造物の製作・建設を行う。

1961年 山陽メッキ工業株式会社（現：株式会社山陽精
機）を設立。硬質クロームメッキ専門工場の営
業開始。

前田一男が下関にて前田商店（現：前田海産株
式会社）として辛子明太子の生産を始める。

本社工場（防府市）／画像提供：王子ゴム化成株式会社

山口工場（山口市）／画像提供：王子ゴム化成株式会社

山口工場全体／画像提供：日本果実工業株式会社
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1962年 宇部工業高等専門学校設立。

三井石油化学工業株式会社（現：三井化学株式
会社）の第2エチレンプラントが完成。

ユニオン石油工業株式会社岩国工場が操業。潤
滑油の製造販売を開始。

昭和電工株式会社徳山事業所開設。酢酸エチル・
電子材料向けファイン製品の製造販売を開始。

日本ポリウレタン工業株式会社南陽工場を新南
陽市（現：周南市）に建設、TDI とポリエステ
ルの生産を開始。 なお、2014年に東ソー株式
会社と合併。 

1963年 宇部興産とボルグワーナー・ケミカルズとの合
弁により、宇部サイコン株式会社（現：UMG 
ABS 株式会社）設立。ABS 樹脂事業を開始。

下松市東豊井にて、山下組（現：株式会社山下
工業所）創業。日立製作所笠戸工場へ0系新幹
線先頭構体の納入開始。

共同産業株式会社が成型燃料部を発足。山口市
下小鯖に工場を新設しオガライトの生産を開
始。（1995年　成形木炭部を新設し成形木炭
の生産を開始）

防府市に下濃正和が平和医療理化器械店（現：
株式会社平和医療器械　1981年法人化）が創
業。医療機器の販売を開始（2005年輸入・製
造開始、2015年 ISO13485認証取得）。

1964年 東京オリンピック。

東海道新幹線開業。新幹線0系電車が世界で初
めて時速200キロ運転を行う。

周南地域が、既存の鉄鋼業、化学工業、石油精
製業の発展と関連工業の育成を図ることを方針
として、工業整備特別地域に指定される。

周南コンビナート地域が、「工業整備特別地域」
に指定される。

アステック入江が光支店を開設。鋼管関係作業
を開始。

古谷鉱業株式会社から地上部門を分離して、新
光産業株式会社を設立。

神協産業株式会社が設立。ノルウェー産海藻ア
ルギットを輸入し、健康食品、飼料、肥料を製
造販売。

山一株式会社が、防府工場を竣工。熱可塑性プ
ラスチックのマテリアルリサイクルを行う。

中国レジン株式会社（現：宇部フィルム株式会
社）創業。ポリエチレン樹脂の化学肥料包装袋
を製造開始。その後　各種包装用フィルム製品
の製造を展開。

防長建物美装株式会社（現：株式会社ビークルー
エッセ）が徳山市（現：周南市）でビルメンテ
ナンス業を開始。

防府市に縫製業「フラワースリッパ株式会社」
（現：ユアブランド株式会社）が創業。

岩国工場竣工当時の様子（1962年）／画像提供：ユニオン石油工業株式
会社

画像提供：宇部工業高等専門学校

0系新幹線先頭構体／画像提供：株式会社山下工
業所

新社屋／画像提供：株式会社平和医療器械
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1964年 徳山市（現：周南市）に誠和工機株式会社設立。
化学プラント及び公共施設の電気・計装・機械
装置の設計・施工ならびにメンテナンス事業を
開始。

徳山積水工業株式会社設立。塩化ビニル樹脂の
生産を開始。

1965年 徳山下松港が特定重要港湾に指定される。

「新三種の神器」と呼ばれるクーラー、乗用車、
カラーテレビ（3C）等の耐久消費財に対する
需要が拡大。

東洋曹達工業（現：東ソー）と米国ストウファー・
ケミカル社と合弁にて有限会社東洋ストウ
ファー・ケミカル（現：東ソー・ファインケム
株式会社、2000年には東ソー 100% 出資とな
り、現社名に変更。）設立。

日本ゼオン株式会社徳山工場が操業開始。汎用
合成ゴムの製造を行う。

1966年 宇部空港（現：山口宇部空港）開港。東京、大
阪の1日1往復が就航。

ポリエチレンの製造を目的に、東洋曹達、出光
石油化学、徳山曹達の３社によって日本ポリケ
ミカル株式会社（現：東ソー）設立。

岡田藤吉により、油谷町に「煮干いりこ」加工
を中心とした岡田商店（現：岡田水産株式会社）
として創業。

徳山曹達、鉄興社、ダイセルの共同出資により
サン・アロー化学株式会社（現：サン・アロー
化成株式会社）設立。塩化ビニル事業を開始。

若井産業株式会社小野田工場（現：株式会社オ
ノダネイル）発足。特殊釘の製造、ダイカスト
鋳造、プレス加工を行う。

田布施町に世晃産業株式会社（2008年合併に
より現：大晃機械工業株式会社）設立。ブロア
ポンプの製造を開始。

1967年 山口県商工指導センターを山口市朝田に設置。

株式会社山陽計器製作所下松工場設立。

株式会社アルモウルドが創業。金属部品の加工、
各種金型の設計・製作を行う。

下松市で清和工業株式会社が創業。鉄道車輌、
産業プラント装置、半導体製造装置等を製造。

川幸工業株式会社笠戸事業所開設。鋼船船舶製
造並びに修理を行う。

1968年 東洋鋼鈑の住宅関連機器部門の製造会社として
下松市に鋼鈑建材株式会社（現：KY テクノロ
ジー株式会社）設立。

日本特殊農薬製造株式会社（現：バイエル ク
ロップサイエンス株式会社）防府工場建設。

平生町に永大木材工業株式会社（現：永大産業
株式会社山口・平生事業所）を設立。

帝人徳山工場（現：帝人徳山事業所）操業。ポ
リエステル短繊維、ジメチルテレフタレート等
の生産を開始。

1969年 人類史上初の月面着陸。

山口県商工指導センター竣工式

永大木材工業株式会社平生工場全景（昭和43年～）／画像提供：平生町役場総務課
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1969年 トリガー式スプレイヤーの製造販売を行うキャ
ニヨン株式会社が、設計から生産まで一貫して
行う山口工場を建設。

山口三洋工業株式会社（現：サン電子工業株式
会社　下関工場）設立。 白黒ＴＶ用ディスク
ターレットチューナの生産開始。 

山口市にパナソニック エレクトロニックデバ
イス ジャパン株式会社アルミキャパシタディ
ビジョン設立。アルミ電解コンデンサの製造を
開始。

宇部興産、セントラル硝子、協和発酵工業の共
同出資により宇部アンモニア工業株式会社（現：
宇部アンモニア工業有限会社）が設立。 

古賀産業株式会社が下関市彦島塩浜町に設立。
産業用機械の製造を行う。

小野田市（現：山陽小野田市）に、西部石油株
式会社山口製油所操業開始。1日当たり5万バ
レルの原油を処理。

明石被服興業株式会社宇部工場竣工。学生服を
中心とした被服製造を行う。（2001年同一敷
地内に最新鋭設備を有する新宇部工場竣工。国
内生産体制を強化）

農家の近代化と法人化を目指し、「有限会社船
方総合農場」設立。坂本多旦が代表取締役に就
任。（1990年より「生命総合産業」と命名し、
農業の6次産業化に取り組む。）

1970年 大阪で万国博覧会開催。

FDK 株式会社山陽工場稼働。電子部品の製造
を開始。

山陽無煙鉱業所が閉山し、大嶺炭田の大規模な
開発が終了する。（その後も小規模な採炭はあっ
たが、現在、採炭は行われていない。）

下関市競馬場跡地に、島野山口株式会社（現：
株式会社シマノ下関工場）が設立。自転車部品
の製造を開始。

化薬ヌーリー株式会社（現：化薬アクゾ株式会
社）厚狭工場設立。有機過酸化物の研究開発、
製造を行う。

株式会社ブリヂストン下関工場操業開始。建設・
鉱山車両用タイヤ専門工場。製品の大半を海外
に輸出。

三菱重工業関連会社として下関菱重エンジニア
リング株式会社（現：MHI 下関エンジニアリ
ング株式会社）設立。舶用 ･ 産業用機械 ･ 建設
機械の設計業務を開始。

鳴海製陶株式会社美祢電子磁器製作所（現：
NGK エレクトロデバイス株式会社）が設立。
電子工業用セラミックスの製造を開始。

化学装置及び運搬機の設計・製作を目的として、
日立製作所笠戸工場の協力会社８社により防府
市に日立笠戸重工業協業組合を設立。

1971年 日本化学工業株式会社が徳山工場建設。クロム
塩の製造を開始。

ヤマネ鉄工建設株式会社が長門市に設立。建築、
土木工事、鋼構造物工事等を行う。

設立当時の「鳴海製陶㈱本館事務所」／画像提供：ＮＧＫエレクトロデバイス株式
会社

設立当時の「鳴海製陶㈱工場全景」／画像提供：ＮＧＫエレクトロデバイス株式会
社
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1971年 鉄事業を営む株式会社イチキンが、福岡より徳
山市に本社移転。

株式会社日本触媒が子会社として西日本エフ
アールピー造船株式会社（現：株式会社ニシエ
フ）を設立。FRP 船舶製造事業に新規参入。

東海電極製造株式会社（現：東海カーボン株式
会社）が防府工場を建設。人造黒鉛電極の製造
を開始。

保土谷化学工業株式会社南陽工場開設。化学材
料の製造を行う。

1972年 防府市に山陽ポリ総業株式会社（現：株式会社
サンポリ）が設立。廃プラスチックの回収・受
入れ・処理、リサイクル製品の開発・製造を行
う。

共英製鋼株式会社が異形棒鋼と形鋼を製造販売
する山口共英工業株式会社（現：共英製鋼株式
会社山口事業所）を山陽小野田市に設立。

東洋自動機株式会社岩国工場開設。自動計量機・
各種包装機等の製造販売を開始。

1973年 変動相場制移行。

オイルショック。

関門橋開通。

株式会社岩国製作所（現：IHI 機械システム岩
国事業所）が設立。真空熱処理炉の製造を開始。

防府市にキリン協和 FD 株式会社設立。フリー
ズドライ製法による各種スープおよび食品素材
の開発・製造等を開始。（現：MC エフディフー
ズ株式会社）

自動車用シートの製造を行うデルタ工業株式会
社が由宇工場の操業を開始。

帝人製機株式会社の工作機械部品製作工場とし
て楠牟礼鉄工所（現：株式会社サン精機）設立。

積水ハウス産業株式会社（現：積水ハウス株式
会社）山口工場が山口市に立地。

千代田ケミカル株式会社が田布施町に設立。防
錆防食剤の研究開発・製造を行う。

山陽パルプ株式会社の業務受託を経て、岩国市
に村上商事株式会社設立。

1974年 徳山工業高等専門学校が設立。

学校法人東亜大学学園ならびに東亜大学経営学
部経営学科（現：東亜大学）開設。

あさひ製菓株式会社（1917年～）が「銘菓鳩
子の海」を発売。菓子の問屋業から製造販売業
に事業を特化。

柳井市に株式会社ヤロン・ソーイング 柳井工
場設立。

1975年 大阪～博多間の山陽新幹線が開通。

徳山市上遠石町にてミヤハラ製作所（現：株式
会社ミヤハラ）設立。山口松下電器の下請とし
て、小型精密機械部品電子部品の加工受注生産
開始。

山口事業所／画像提供：共英製鋼株式会社

鳩子の海／画像提供：あさひ製菓株式会社
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1975年 山口市に株式会社糧友（現：株式会社リョーユー
パン）山口工場が設立。パンの製造販売を行う。

八女市茶業指導員の堀野政現が宇部市小野区に
入植し、株式会社山口茶業を設立。小野茶とし
て山口県産茶のブランド化を推進。

国内最初のハロン1301メーカーとして日本ハ
ロン株式会社（現：東ソー・エフテック株式会
社）設立。

日清食品株式会社下関工場の稼動開始。即席麺
の製造を行う。

1976年 ブリヂストン防府工場が操業開始。

赤間硯が国の「伝統的工芸品」に指定。

鶴惣工業株式会社惣郷工場が阿武町に完成。小
型射出成形機によるプラスチック工業部品の生
産を行う。（1977年萩工場、1991年福賀工場
を建設）

1977年 旧佐波郡徳地町（現山口市徳地）の味噌製造会
社からのれん分けし、山口市陶にとくぢ味噌株
式会社を創業。

玖珂町に株式会社サンライン設立。釣り糸の製
造・加工・販売を開始。

宇部市にデリカショップダイヤス（現：株式会
社ダイヤス食品）創業。事務所向日配弁当等の
製造を開始。

山陽小野田市に日本化薬株式会社の関連会社、
厚和産業株式会社が創業。樹脂、触媒等の製造
を開始。

1978年 帝人株式会社（現：帝人ファーマ株式会社）医
薬事業部門岩国製造所設立。

1979年 第二次オイルショック。

山口市で個人農園（1972～）を営んでいた秋
川実が秋川食品株式会社（現：株式会社秋川牧
園）を設立。

神田鐵工株式会社（現：東邦工業株式会社）が
由宇町に山口工場を建設。トランスミッション
部品の製造を行う。

岩国市に有限会社詩仙堂設立。織ちりめんをモ
チーフにした婦人服、アクセサリー、バッグ等
の企画、製造、販売を行う。

1980年～ 自動車部品工場の県内集積による県内産業の構
造変化

1980年～ 先端分野に関わる新素材、機能性材料などの研
究開発が促進。

1980年 情報通信関連産業の発展。

1980年代
中盤～

日本企業の海外進出の本格化。

1980年 給湯機等住宅用関連機器の製造販売を目的とし
て、山陽小野田市に長州産業株式会社設立。

長府物産株式会社・株式会社長府精機の営業・
製造部門を統合し長府工産株式会社を設立。住
宅設備機器の製造を行う。

1981年 防府市にてマツダ株式会社防府工場中関地区操
業開始。翌年（1982年）には防府工場西浦地
区操業開始。

惣郷工場 萩工場

福賀工場
画像提供：鶴惣工業株式会社

中関　操業開始　1981／画像提供：マツダ株式会社

旧本社工場／画像提供：長州産業株式会社
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1981年 山口県商工指導センター主催による異業種交流
活動に参画企業が中心となり、山口県技術交流
協会（1984～法人化）が発足。

プラスチック総合成形メーカーの天馬株式会社
が山陽小野田市に山口工場を建設。

美祢地域に大理石工芸品製造企業50数社が産
地形成。第一回山口県大理石オニックス祭りが
開催。

小売業の従業員から脱サラをした五藤喜佐が、
株式会社創舎を設立。

1982年 周南市に冷凍食品の製造販売を行う株式会社八
木ノースイ（現：株式会社カン喜）が設立。

東芝セラミックス（現：クアーズテック）が、
徳山曹達 （現：トクヤマ）との合弁により、徳
山セラミックス株式会社（現：クアーズテック
徳山株式会社）設立。

株式会社石崎本店が防府鶴浜工場開設。自動車
ガラスの加工・販売、自動車ミラーの製造・販
売を行う。

永山酒造合名会社が山口県方式米焼酎「寝太郎」
発売。

周南市に東ソー・エスジーエム株式会社設立。
石英ガラス素材の製造を行う。

1983年 中国自動車道開通。

鋼鈑工業株式会社が本社を東京から下松に移
転。

株式会社ルネサス柳井セミコンダクタ柳井工場
（現：ルネサス セミコンダクタ マニュファク
チュアリング株式会社山口工場）操業開始。シ
リコンダイオードの製造を開始。

宇部興産株式会社の情報システム部門から独立
し、株式会社宇部情報システムが設立。

日鍛バルブ株式会社山陽工場竣工。小型エンジ
ンバルブの生産を開始。

1984年 宇部市にビルメンテナンス事業を行う株式会社
中央サービスが設立。

長州産業株式会社が、大手半導体メーカーの進
出を契機に半導体関連装置事業に参入。

宇部アンモニア工業株式会社（現：宇部アンモ
ニア工業有限会社）の石炭ガス化設備が完成。

美祢市に山口部品株式会社本社工場（現：瀬戸
内部品株式会社山口工場）が設立。自動車用品、
部品の販売を行う。

1980年代
後半～
1990年代

円高不況。

1985年 THK 株式会社が LM ガイドの国内生産拠点と
して、山陽小野田市に山口工場を建設。

厚狭郡楠町（現・宇部市）に山口日本電気株式
会社（NEC 山口）を設立。（現：ルネサスセミ
コンダクタマニュファクチュアリング株式会社
山口工場）

宇部市善和に株式会社ティーユーエレクトロ二
クス設立。プリント回路板の開発・設計・実装
等を行う。

昭和61年当時の八木ノースイ社屋／画像提供：株式会社カン喜

西浦全景　1983／画像提供：マツダ株式会社

創業時の写真／画像提供：株式会社ティーユーエレクトロ二クス
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1985年 縫製加工業ボブソン山口（～2013年）が下関
市豊浦町に設立。

1986年 バブル景気（～91）。

山口エヌエフ電子株式会社（現：株式会社 NF
デバイステクノロジー）が山口市に設立。電子
部品の製造販売を行う。

下松市に有限会社サンキサービス（現：株式会
社日立プラントメカニクス）を設立。

宇部市に理想科学工業株式会社宇部事業所が設
立。

宇部スレート工業株式会社において、窯業系材
料の製造開始。（1987年 ウベボード株式会社
に社名変更）

1987年 国鉄民営化。

宇部市に株式会社グロリアダッシュが設立。理
想科学工業を中心とするプラスチック製品の製
造、加工を行う。

宇部市に和興産業株式会社宇部工場が設立。プ
ラスチック成形・組立 金型設計製作、SIP 表面
処理加工を行う。

株式会社中尾金属梯子製作所が、本社工場を下
関市菊川町に移転し、社名を株式会社ナカオと
改称。1995年には当時社長の中尾許弘が独自
技術による足場台を開発し建築現場等に広く普
及。

あさひ製菓株式会社（1917年～）が「月でひ
ろった卵」を発売。同時に直売店「果子乃季」
の出店を開始。菓子製造卸から製造直売に本格
進出。

1988年 山口県商工指導センターを改組し、山口県工業
技術センターを設置。

宇部市に株式会社山陽ハイテックが設立。自動
機器、産業用機械の設計製作を行う。

笠戸船渠株式会社の修繕グループ門を引き継
ぎ、株式会社新笠戸ドックが設立。船舶改造、
産業機械の製作を開始。

住友大阪セメント株式会社が美祢市に秋芳鉱業
株式会社を設立。直系子会社による石灰石の現
場操業開始。

平成
1989年 消費税3% 実施。

ジーンズメーカー株式会社ビッグジョン平生工
場（～2013）が建設。

株式会社モルテンが防府工場を建設。自動車用
樹脂製品の製造を行う。

株式会社宇部スチールを創立。鋳造品及び高品
質ビレットの製造販売を開始。

大内塗が国の「伝統的工芸品」に指定される。

1990年以降 低成長時代。

1990年 株式会社ヒロテック防府工場竣工。西日本初と
なる吊り天井式建設工法を採用した工場「浜
ドーム」の愛称で自動車用部品（ドア、マフラー）
の製造を行う。

ボブソン山口株式会社／画像提供：株式会社ボブソンオールディングス

ビレット製造風景／画像提供：株式会社宇部スチール

月でひろった卵／画像提供：あさひ製菓株式会社
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1990年 防府市にヤマコー技研株式会社（現：株式会社
ワイテック防府工場）設立。

自動車用シートベルト、エアバッグ、内装品等
の製造メーカー芦森工業株式会社が防府工場

（～2010）を設立。

山口プライムデリカ株式会社（現：株式会社菜
の花）創業。山口県秋穂町に工場を建設し、米
飯、調理パン等の製造販売を開始。

国の研究基盤整備事業として国・地方自治体、
民間により、第三セクター「株式会社超高温材
料研究センター」が設立。（2005年自主解散。
株式会社超高温材料研究所として存続後、
2010年株式会社超高温材料研究センターに社
名変更。）

1991年 旧建設省（現：国土交通省）による道の駅の実
験施設として道の駅阿武町がオープン。我が国
における道の駅発祥の地となる。（2014年4月、
物販棟、温泉、レストラン棟リニューアルオー
プン）

自動車部品製造のダイキョーニシカワ株式会社
が防府鶴浜工場、防府中関工場設立。

木製オーダーメードガレージドアを製造する株
式会社ワールドガレージドアが創業。

山口市に南条装備工業株式会社山口工場を設
置。自動車内装部品の開発、生産、販売を開始。 

鈴秀工業株式会社山口工場の第一期工事完成。
異形磨棒鋼の生産に着手。

1992年 萩ガラス工房有限会社が萩市笠山で採掘される
石英玄武岩を用い、江戸末期に萩で生産されて
いた萩切り子硝子の復元・製造を開始。

自動車関連部品製造企業、株式会社音戸工作所
柳井工場操業開始。熱間鍛造分野に進出。

徳山曹達と大倉工業の共同出資にて「サン・トッ
クス株式会社」を設立。ポリオレフィンフィル
ム等の製造販売を行う。

エルエスピー協同組合は、産・学・公の研究会
「エルエスピー研究会」により、密閉冷温水系
配管抵抗低減剤の開発を始める。

1993年 デリカウィング株式会社岩国工場が設立。米飯
･ 調理パンの製造を行う。

株式会社丸久分社化、株式会社四季彩を設立。
弁当・惣菜の製造販売を行う。

美祢市に株式会社東洋シート秋芳工場が設立。
自動車用シートの製造を行う。

1995年 王子ゴム化成株式会社が山口テクノパークに、
新工場を建設する。

1996年 山陽小野田市に丸紅ファインスチール株式会社
（現：ジャパンファインスチール株式会社）設立。
ソーワイヤの生産を行う。

山口市に株式会社クリヤマ技術研究所が設立。
ゴム・プラスチック・新素材に関する材料試験・
研究、新製品開発、製造技術研究を行う。

永山酒造合名会社がワインの醸造を開始。

（合）山陽スコット（日本製紙クレシア株式会社）
岩国工場操業開始。（～2012年）

画像提供：超高温材料研究センター

岐阜事業所／画像提供：株式会社超高温材料研究セ
ンター

道の駅阿武町／画像提供：株式会社あぶクリエイショ
ン

かつての盛り付け風景／画像提供：株式会社四季彩

四季彩外観／画像提供：株式会社四季彩
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1997年 消費税率を5% に引き上げ。

宇部興産株式会社がリチウムイオン電池電解液
の事業化に成功。業界で初めて「機能性電解液」
のコンセプトを提案。

山口地ビール株式会社が創業。ビールの製造、
販売事業を開始。

1998年 山口県が1事業所当たりの製造品出荷額等全国
1位に。（～現在）

エアロプラズマ株式会社小野田工場が山陽小野
田市に設立。プラズマ溶射加工、溶射材製造を
開始。（～2009：解散）

1999年 山口県工業技術センターを改組し、山口県産業
技術センターを宇部市あすとぴあ４丁目に設
置。

鉄骨、橋梁事業等を行う川岸工業株式会社が下
松市に山口工場を建設。

宇部興産株式会社より機械部門を分社し、宇部
興産機械株式会社を設立。

燃料、潤滑油タンクの製造を行う株式会社一村
製作所が、液圧塑性技術を用いた製品製造を開
始。

港湾無線局の運営を行う周南マリコム株式会社
が、緊急通報・生活サポートシステムさすがの
早助（サスケ）の運営を開始。

2000年 山口県味噌協同組合と山口県醤油工業協同組合
が合併し、山口県味噌醤油協同組合が発足。

有限会社森板金製作所が阿武郡旭村（現：萩市）
に精密機械板金の新工場を建設、操業開始。

萩ガラス工房有限会社が、多孔質特殊セラミッ
クスの生産を開始。

2001年 「21世紀未来博覧会」（通称：きらら博）開催。

宇部興機株式会社が「太陽光発電式 LED 街灯」
を商品化。LED 照明事業に本格参入。

株式会社アクシスが下関市菊川町に設立。半導
体製造装置用部品、車両用部品の製造を行う。

周南市に山口エコテック株式会社が設立。ごみ
焼却灰等をセメント原料化するための有害物質
の除去処理を行う。

2002年 「萩の竹ブランド化」に向けたプロジェクト立
ち上げ、有限会社中間法人「萩の竹ブランド化
推進協議会」（現：TAKE Create Hagi 株式会
社）を設立。

2003年 防府市に双葉工業株式会社防府工場を開設。自
動車コクピットモジュール部品、車体部品の生
産を開始。

2000年代

山 口 県 内 の 出 来 事

電解液／画像提供：宇部興産株式会社

本社社屋外観／画像提供：周南マリ
コム株式会社

独自の曲面加工技術を施した部分がこの家具の最大の特
徴となっている／画像提供：TAKE Create Hagi 株式会
社
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2003年 株式会社サン精機が、小規模事業者向け搾油機
を開発。製造販売を本格化。

山口市に堀硝子株式会社山口事業所が開設。自
動車ガラスと部品の組み付け、メーカー納入を
行う。

新日本製鐵株式会社（現：新日鐵住金）がステ
ンレス事業を分社化し、新日鐵住金ステンレス
株式会社光製造所が発足。

2004年 山口県酒造組合連合会および各酒造組合（11
組合）が解散し、山口県酒造組合が発足。

山口大学工学部の4名の教授と株式会社コアが
宇部市に株式会社医療福祉工学研究所を設立。
医療福祉機器、システム等の開発を行う。

2005年 愛知万博瀬戸日本館に株式会社ジオパワーシス
テムの地中熱利用換気システムが導入される。

栗田工業株式会社が山口テクノパークに山口事
業所を開設。水処理用モジュール化装置の製作
等を行う。

株式会社デコスが、断熱材セルロースファイ
バーを製造する山口工場を設立。（2013年　
グリーン購入ネットワークが主催する「第15
回グリーン購入大賞」にて大賞・経済産業大臣
賞受賞。）

国産デニムの世界戦略ブランドとして合同会社
匠山泊が設立。（2008年～2010年　欧州見本
市に出展。）

2006年 株式会社宇部衛生工業社（現：株式会社アース
クリエイティブ）が宇部市に食品リサイクルセ
ンターきららエコフィードを建設。

株式会社広島企業が宇部テクノリサイクルセン
ターを竣工。プラスチック材料、ビン・カン・
ペットボトル、発泡スチロールのリサイクルを
行う。

岩国市に新日本製薬株式会社（現：株式会社新
日本医薬）岩国本郷研究所が開設。（2012年、
岩国本郷研究所を薬用植物研究所へ改名。）

山口医療画像研究センターが宇部市メディカル
クリエイティブセンターに開設。山口県内外の
医療機関に向けた医療画像診断サービスを開
始。

単位：人

1,400,000

1,300,000

1,500,000

1,600,000

2000年 2010年 2015年
0

山口県10 0 年間の人口推移

読影室 ( 山口医療画像研究センター内）／画像提供：株式会社
医療福祉工学研究所

欧州見本市出展風景／画像提供：合同会社匠山泊

食品リサイクルセンター「きららエコフィード竣工」／画
像提供：株式会社アースクリエイティブ

宇部テクノリサイクルセンター／宇部テクノリサイクル
センター廃プラスチックリサイクル工場／画像提供：株
式会社広島企業

1900〜2000年代
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2006年 富士レビオ株式会社が宇部市に宇部新工場を竣
工。医薬品の製造を行う。

2007年 郵政民有化。

金属リサイクルをメインとしたアボンコーポ
レーション株式会社を設立。（2013年　自社
溶解炉を設備し、回収金属を再生利用し鋳物業
を再開。）

株式会社日本クライメイトシステムズが山口工
場を建設。自動車等の空調機器の生産を開始。

周南クオーツ株式会社が設立。半導体・光源向
け石英ガラス製造販売を行う。

長州産業株式会社が、新山野井工業団地に本社
移転及び新工場増設を行い、太陽電池モジュール
の自社生産に着手。

2008年 リーマンショック。

TAKE Create Hagi 株式会社が、萩の竹（モ
ウソウチク）を活用した独自の曲面加工技術に
より高級竹製家具の製造を行い国内外の販路を
拡大。

芦森工業株式会社が山口市佐山に芦森工業山口
株式会社を設立。

2009年 山口県産業技術センターが独立行政法人へ移
行。

2010年 山口県が事業所当たりの製造出荷額、従業者当
たりの製造出荷額ともに全国第一位の工業地帯
を形成。

護岸改修用ブロック「ブランチ・ブロック」を
製造するキッコウ・ジャパンが、台湾で高さ9
メートル・長さ880メートルのブランチブロッ
クを施工。

映像・音響・照明機器のレンタル業の株式会社
ストロベリーメディアアーツが、業界の最高水
準となる舞台用大型 LED 表示装置を発表。

金属リサイクル事業を行う株式会社イチキン
（1964年創業）が、機能性樹脂コンパウンド
の設計、開発、製造等を行う工場を周南市に建
設。

株式会社コトガワが、アスベスト飛散防止の合
同会社石綿対策技術委員会を設立。

株式会社宇部衛生工業社（現：株式会社アース
クリエイティブ）が宇部市に廃プラ油化リサイ
クルセンターを建設。

2011年 東日本大震災。

2012年 東京スカイツリー開業。

岩国錦帯橋空港開港。

多機能フィルター株式会社が、山口大学と共同
で、政府開発援助海外経済協力事業 - 案件化調
査に採択。インドネシアにて斜面保護シートの
試験施工。

株式会社セイシン企業が、宇部市に食品専門の
大型受託加工工場、山口宇部寿工場を開設。

日本果実工業株式会社が、環境対策としてボイ
ラー燃料の重油から天然ガスへ転換し、合わせ
て約900kw/h の太陽光発電設備を新設。

工場外観の写真／画像提供：株式会社日本クライメイト
システムズ

ブランチブロック工法施工写真／画像提供：キッコウ・ジャパン株式会社

舞台用大型 LED 表示装置／画像提供：株式会社ストロベリーメディアアーツ

合同会社石綿対策技術委員会設立後の全国 SS（シールド
サクション工法）連合会発会式／画像提供：株式会社コ
トガワ

現本社全景／画像提供：長州産業株式会社
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2012年 小田産業株式会社が宇部市に自動車内装材のマ
テリアルリサイクルによるプラスチック原料の
製造を行う宇部リサイクル工場を建設。

明石被服興業株式会社が宇部テクノパークに、
物流のデリバリー拠点として、アソートセン
ター竣工。他品種・小ロット・多頻度出荷の対
応を図る。

2013年 県の製造品出荷額伸び率が、全国でトップの前
年比11.5% になる。

高硬度素材の内径鏡面研磨を行う泉ダイス株式
会社が平生町に新工場を建設。

山口テクノパークにテルモ山口株式会社山口工
場が竣工。

ブルーウェーブテクノロジーズ株式会社が宇部
市に高輝度ＬＥＤ特殊照明を製造する宇部あす
とぴあ事業所を建設。

岩国市に宅食事業専用の製造工場ワタミ手づく
り厨房「岩国センター」が竣工。

純米大吟醸酒出荷量日本一の旭酒造株式会社
が、岩国市と進出協定を締結。新社屋の建設に
着手。

長州産業株式会社が、高効率太陽電池セルの開
発により、売上高500億円を突破。

株式会社ひびき精機が、2015年に下関市と航
空機部品の製造を行う新工場を建設することで
協定を締結。

岩谷産業とトクヤマの合弁会社「山口リキッド
ハイドロジェン株式会社」が、周南市に液化水
素製造工場を竣工。

多機能フィルター株式会社が、JICA 中小企業
海外展開支援事業 - 普及・実証事業に採択。イ
ンドネシアに工場を建設し斜面保護シート製造
に着手。

2014年 消費税率8% 実施。

水素エネルギー社会の実現に向けた全県的な推
進を目指して「やまぐち水素成長戦略推進協議
会」が発足。

産業技術センターに医療、環境・エネルギー分
野の育成と集積の推進を目的としてイノベー
ション推進センターが設置される。

株式会社ウベモクが、宇部市新天町に、LED
を光源とした植物工場を開設。

株式会社サンアローが宇部テクノパークに県内
初のキクラゲ栽培に必要な菌床製造工場を建
設。

株式会社筑波化成が、リサイクルプラスチック
の先駆者として産業発展に貢献することを目的
に、美祢市に山口美祢工場を建設。

記録的大雨で被災した株式会社澄川酒造場が、
日本酒の製造を再開。

2015年 国立大学法人山口大学が創基200周年を迎え
る。

足場業として創業し、独自の外壁リフォーム施
工技術を有する株式会社エムビーエスが、東京
証券取引所「マザーズ」に上場。

①インドネシアバリ州に建設した工場の
外観（2014年3月）

②インドネシアバリ州に建設した工場の
内観（シート製造機材設置状況）

③シート製造機材の稼働状況（シートの
製造写真）

④バリ州バトゥール山における新規開発
シートの試験施工

①②③④／画像提供：多機能フィルター株式会社

株式会社筑波化成山口美祢工場／画像提供：株式会社筑波化成

マザーズ上場時の写真／画像提供：株式会社エムビーエス

2000年代
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2015年 株式会社伸和精工が、医療、航空、宇宙分野へ
の進出を目指し、宇部テクノパークに新工場を
建設。

日本ゼオンが徳山工場に世界初のカーボンナノ
チューブ量産工場を稼働。

セントラル硝子株式会社が、ソーダ灰及び関連
製品の生産を停止し、次世代低 GWP 発泡剤
製造工場の新設で宇部市と進出協定を結ぶ。

株式会社ニシエフが大型船の建造が可能な新工
場の建設で、下関市と新工場建設に関する協定
書の調印式を行う。（2016年完成）

株式会社ニチプレが、宇部テクノパークでトラ
ンクルーム、自転車ラック、レール等の製造を
開始。

周南市に中国エリア初となる「イワタニ水素ス
テーション 山口周南」が完成。

産業技術センターに、中国、四国、九州（沖縄
県を除く）公設試験研究機関で初めて金属３D
プリンターを導入。

三菱航空機が開発を進める国産初のジェット旅
客機ＭＲＪが初飛行に成功。

カーボンナノチューブ量産工場／画像提供：日本ゼオン株式会
社

現在の山口県産業技術センター



協力企業団体一覧

株式会社アースクリエイティブ
明石被服興業株式会社　本社
赤間醸造株式会社
株式会社秋川牧園
あさひ製菓株式会社
旭興産株式会社
朝日鉄工株式会社
芦森工業株式会社
株式会社アステック入江光支店
株式会社あぶクリエイション
アボンコーポレーション株式会社
磯金醸造工場
株式会社医療福祉工学研究所
宇部アンモニア工業有限会社
宇部蒲鉾株式会社
宇部興産株式会社宇部渉外部
宇部興産機械株式会社
宇部興産株式会社経営管理室 IR 広報部
宇部興産建材株式会社
独立行政法人国立高等専門学校機構宇部工業高等専門学校
株式会社宇部情報システム　
株式会社宇部スチール
宇部フィルム株式会社
永大産業株式会社山口・平生事業所
ＮＧＫエレクトロデバイス株式会社
株式会社エムビーエス
王子ゴム化成株式会社
大嶺日の丸燃料株式会社
大村印刷株式会社
有限会社岡崎酒造場
株式会社奥野寿久商店
株式会社カシワバラ・コーポレーション
株式会社カネヤス
化薬アクゾ株式会社厚狭工場
河崎運輸機工株式会社
カワノ工業株式会社
株式会社カン喜
岐山化工機株式会社
キッコウ・ジャパン株式会社
株式会社木原製作所
共英製鋼株式会社山口事業所
共同産業株式会社
協和発酵キリン株式会社
協和発酵バイオ株式会社山口事業所
クアーズテック徳山株式会社
株式会社国近商店
株式会社クリヤマ技術研究所
黒髪石材株式会社
株式会社グロリアダッシュ
厚和産業株式会社
古賀産業株式会社
株式会社コトガワ
株式会社西京銀行
酒井酒造株式会社

株式会社サンアロー
三新化学工業株式会社
株式会社サン精機
サン電子工業株式会社下関工場
サンデン交通株式会社
サン・トックス株式会社
株式会社サンポリ
山陽小野田観光協会
株式会社山陽精機
三和産業株式会社
株式会社シーサット
JX エネルギー株式会社下松事業所
JX エネルギー株式会社麻里布製油所
株式会社ジオパワーシステム
株式会社四季彩
シマダ株式会社
株式会社シマノ下関工場
株式会社シマヤ
下関市立中央図書館
下関三井化学株式会社
下関鍍金株式会社
ジャパンファインスチール株式会社
周南クオーツ株式会社
周南システム産業株式会社　
周南市経済産業部　商工振興課
公益財団法人周南地域地場産業振興センター
周南マリコム株式会社
瞬報社写真印刷株式会社　
合同会社匠山泊
女子道社
神協産業株式会社
新光産業株式会社
新日鐵住金大分製鐵所光鋼管部鋼管工場
新日鐵住金ステンレス株式会社光製造所
株式会社新日本医薬薬用植物研究所
神和工業株式会社
株式会社伸和精工
独立行政法人水産大学校
鈴秀工業株式会社
株式会社ストロベリーメディアアーツ
誠和工機株式会社
セントラル硝子株式会社
株式会社創舎
太華工業株式会社
大晃機械工業株式会社
株式会社宝計機製作所
多機能フィルター株式会社
TAKE Create Hagi 株式会社
田辺三菱製薬工場株式会社
チタン工業株式会社
中国アセチレン株式会社
中国電化工業株式会社
中国電力株式会社山口支社
株式会社超高温材料研究センター
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長州産業株式会社
株式会社長府製作所
千代田ケミカル株式会社　
株式会社筑波化成山口美祢工場
鶴惣工業株式会社
THK 株式会社山口工場
株式会社ティーユーエレクトロ二クス
帝人株式会社
帝人株式会社徳山事業所
帝人株式会社岩国事業所
株式会社デコス
天馬株式会社山口工場
東亜大学
東海カーボン株式会社防府工場
株式会社豆子郎
東ソー株式会社
東ソー・ニッケミ株式会社山口営業所
東ソー・ファインケム株式会社 本社・工場
東洋鋼鈑株式会社下松事業所
東洋紡株式会社
常盤公園管理課
徳山興産株式会社
独立行政法人国立高等専門学校機構徳山工業高等専門学校
戸田工業株式会社
徳機株式会社
株式会社ナカオ
永岡鋼業株式会社
永山酒造合名会社
株式会社永山本家酒造場
株式会社ニチプレ
日清食品株式会社下関工場
日新製鋼株式会社
日新リフラテック株式会社
日本化学工業株式会社徳山工場
日本果実工業株式会社
日本化薬株式会社厚狭工場
株式会社日本クライメイトシステムズ
日本ゼオン株式会社徳山工場
日本製紙株式会社岩国工場
日本精蝋株式会社徳山工場
萩ガラス工房有限会社
萩博物館
萩森興産株式会社
株式会社原田食品
株式会社ビークルー エッセ　
日枝玉峯堂製硯所
日立交通テクノロジー株式会社笠戸事業所
株式会社ビッグジョン
株式会社ひびき精機
平生町役場総務課
株式会社広島企業宇部テクノリサイクルセンター
株式会社ヒロテック防府工場
深川養鶏農業協同組合
有限会社吹上堂

冨士高圧フレキシブルホース株式会社
フジミツ株式会社
有限会社フジヤマ
不二輸送機工業株式会社
双葉工業株式会社防府工場
有限会社船方総合農場
株式会社ブリヂストン防府工場
株式会社ブンシジャパン
株式会社平和医療器械
防府市文化財課文化財保護係
保土谷化学工業株式会社南陽工場
株式会社ボブソンホールディングス
堀越窯
松井製陶所
マツダ株式会社防府工場
マル幸商事株式会社
株式会社マルニ
三笠産業株式会社
水上金属工業株式会社
三井化学株式会社岩国大竹工場
光浦醸造工業株式会社
三菱重工業株式会社下関総務グループ
みなと山口合同新聞社
美祢市歴史民俗資料館
株式会社ミヤハラ
村上商事株式会社
村重酒造株式会社
有限会社森板金製作所
薬仙石灰株式会社
八千代酒造合名会社
柳井紙工株式会社
株式会社ヤナギヤ
山一株式会社防府工場
ヤマカ醤油株式会社
株式会社山縣本店
やまぎん史料館
山口県山口宇部空港事務所
株式会社山口機械
一般社団法人山口県技術交流協会
山口県商工労働部商政課
山口県酒造組合
やまぐち県酪乳業株式会社
山口合同ガス株式会社
山口ふるさと伝承総合センター
山口大学総務部創基 200 周年事業推進課
株式会社山口茶業
山口リキッドハイドロジェン株式会社
株式会社山下工業所
ユーエムジー・エービーエス株式会社宇部工場
ユニオン石油工業株式会社　
株式会社吉田総合テクノ
株式会社リョーユーパン山口工場
ワタミ手づくり厨房岩国センター
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※本「山口県工業の沿革年表」は、山口県産紙（日本製紙岩国工場製）を使用しています。
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