Ⅰ

予算編成方針

１

編成の基本的考え方

平成26年度当初予算は、本年２月に知事選挙が行われ、当初予算案を提出する定例
県議会の日程等との関係から、一般会計については、通年予算ではありますが経常的
経費や継続事業を中心とした、いわゆる「骨格予算」として編成しました。
そうした中にあっても、国の経済対策や社会保障・税一体改革への対応をはじめ、
喫緊に取り組むべき課題については、県民生活に影響が生じることのないよう、所要
の経費を計上しています。
また、新規事業や政策的な判断を要する経費は、今後、いわゆる「肉付け予算」と
して、追加の補正予算措置を講じる予定としています。
なお、特別会計及び企業会計については、通常の当初予算編成を行っています。

２

具体的な計上方法
歳 入 予 算
各歳入とも、年間を通じた収入見込額を計上（通常どおり)。0０００００００００
※平成26年４月からの消費税率引上げに伴う地方消費税等の増収分を適切に反映。

歳 出 予 算
(1) 給与関係経費、公債費、扶助費等の義務的経費０００００００００００００００
…… 年間所要見込額を計上０００００００００００００００００００００００
(2) 毎年度必要とする経常的経費（一般行政経費）０００００００００００００００
…… 年間所要見込額を計上０００００００００００００００００００００００
(3) 公共事業関係費０００００００００００００００００００００００００００００
…… 年度当初からの執行が必要な継続箇所（債務負担行為を設定しているもの
など）を中心として、前年度当初予算額の５０％相当額を計上０００００
※平成25年度３月補正予算における経済対策関連分及び繰越分と合わせ、平成
26年度の上半期執行額は確保。

(4) 災害復旧費０００００００００００００００００００００００００００００００
…… 過年度災害分を含め、年間所要見込額を計上０００００００００００００
(5) 県営建築事業費０００００００００００００００００００００００００００００
…… 計画的整備が不可欠なものに限り計上００００００００００００００００
(6) 施策的経費０００００００００００００００００００００００００００００００
…… 継続事業に係る経費、及び喫緊に取り組むべき課題に対応するための経費
を計上００００００００００００００００００００００００００００００
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２

人材の育成
(千円)

▼ 私立幼稚園地域子育て支援事業【総務部】………………………………………………………
25,800
私立幼稚園が実施する地域における子育て支援の取組に対する助成
（82園：教育相談、教育講演会、園舎・遊具等の地域への開放、未就園児の親子登園

等）

▼ 私立幼稚園預かりサポート推進事業【総務部】…………………………………………………
299,015
私立幼稚園が実施する預かり保育や障害児の受入れに対する助成
（預かり保育：117園、休業日預かり保育：126園、特別支援教育：対象人数304人）

▼ 私立学校運営費補助【総務部】……………………………………………………………………
6,606,962
私立学校が実施する教育・研究に必要な経常的経費に対する助成
《１人当たり単価》 ※前年度同額
○高等学校（全日制）337,500円 （通信制・狭域）58,000円
○中 学 校
261,000円
○幼 稚 園（法人立）183,000円

（通信制・広域）29,550円

▼ 私立高等学校等就学支援事業【総務部】…………………………………………………………
2,003,066
授業料負担を軽減するため、国の制度に沿って就学支援金を支給
（対象者：高等学校（全日制・通信制)、専修学校（高等課程)、各種学校（国家資格者養成
課程）の生徒で、市町村民税所得割額 304,200円（年収約910万円）以上の世帯は対象外）

新 私立高校生等奨学給付金事業【総務部】…………………………………………………………
50,616
低所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学のための給付金を支給
（支給要件：市町村民税非課税世帯の生徒で、平成26年４月以降の入学者）

▼ 私立高校生等特別就学補助金【総務部】…………………………………………………………
80,287
学校法人が経済的な理由により就学困難な生徒を対象として行う授業料等軽減事業に対する
助成（生活保護世帯は授業料を完全無償化）

▼ 私立高校生奨学事業費【総務部】…………………………………………………………………
119,706
保護者の教育費負担を軽減するため、経済的な理由により修学困難な生徒を対象に奨学金を
貸与（実施主体：山口県ひとづくり財団）

▼ 山口県立大学第二期整備事業【総務部】…………………………………………………………
57,024
「地域貢献型大学」としての機能・役割の発揮に向けた山口県立大学の第二期施設整備計画
に基づき、栄養学科棟及び学部共通棟の整備を実施

▼ 競技スポーツ推進事業【総合企画部】……………………………………………………………
300,000
中・長期的な競技力の向上に向けた競技団体の活動支援と、競技力向上を担う人材の育成
（選手育成・強化への支援、次世代アスリートやコーチ陣の育成、チームやまぐちの強化、
スポーツ医・科学の活用）

▼ ｢我がまちスポーツ」推進事業【総合企画部】……………………………………………………
55,000
国体開催競技等を「我がまちスポーツ」として定着・育成を図る市町の取組と、これを地域
づくりにつなげる地域、団体等の主体的な取組を支援

▼ スポーツ人財育成支援事業【総合企画部】………………………………………………………
25,000
青尐年の健全育成を理念とするスポーツ尐年団が主体的に取り組む活動活性化を支援
（指導者育成等の取組支援、交流大会・研修会等の開催、活動支援コーディネーターの配置)
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[人材の育成]
(千円)

▼ やまぐちの美術館力発信事業【総合企画部】……………………………………………………
8,568
県立美術館と萩美術館・浦上記念館が連携し、平成27年度の特別企画展開催に向けた「美術
館ウィーク」等を実施
（県立美術館：「雪舟ウィーク｣、萩美術館・浦上記念館：「陶芸ウィーク」）

▼ おいでませ！やまぐちUJIターン移住促進事業《再掲》 【総合企画部】

6,200

都市圏等に居住する幅広い世代や子育て世代を中心とした現役世代に対し、本県へのＵＪＩ
ターンの働きかけを強化
（移住フェア及び移住セミナーの開催、やまぐち定住支援センターの運営）

▼ 男女共同参画推進事業【環境生活部】……………………………………………………………
4,709
男女共同参画社会の実現に向け、普及啓発活動を促進
（認証事業者拡大のための事業者訪問・普及啓発、女性の活躍促進セミナーの開催

等）

▼ やまぐち子育て県民運動推進事業【健康福祉部】………………………………………………
4,400
子どもや子育て家庭を社会全体で支える環境づくりに向けた取組を実施
○子育て家庭応援優待制度の推進
○やまぐち子どもハッピーフォーラムの開催

《予定時期》平成26年10月

《場所》柳井市

▼ 周産期医療システム強化事業【健康福祉部】……………………………………………………
8,968
総合周産期母子医療センター（県立総合医療センター）を拠点とした周産期医療体制の整備
（周産期支援コーディネーターによるＮＩＣＵ等の長期入院児への支援、周産期医療ネット
ワーク会議の開催、情報提供や相談対応、医療関係者の技術研修 等）

▼ 地域周産期医療センター運営事業【健康福祉部】………………………………………………
109,466
地域における高度周産期体制確保のため、地域周産期母子医療センターの運営費を補助
（対象箇所：徳山中央病院、山口赤十字病院、済生会下関総合病院）

▼ 健やか親子やまぐち推進事業【健康福祉部】……………………………………………………
38,066
子どもの健やかな発育・発達支援及び保護者の育児不安軽減を図るための各種取組を実施
（先天性代謝異常等検査（タンデムマス検査)、新生児聴覚検査の支援、ハイリスク乳幼児支
援強化、保健師の技術研修 等）

▼ 不妊治療等支援事業【健康福祉部】………………………………………………………………
220,243
出生率の向上を図るため、不妊治療に係る治療費助成や相談支援体制の整備を実施
○不妊治療費助成（一般不妊治療、人工授精不妊治療、特定不妊治療）
※国の制度改正に伴う特定不妊治療費助成の見直し（２年の移行措置期間あり）
《年齢制限》43歳未満 《通算助成回数》40歳未満：６回、43歳未満：３回
《年間助成回数・通算助成期間》制限なし

新 保育緊急確保事業【健康福祉部】…………………………………………………………………
354,978
平成27年度から本格実施となる子ども・子育て支援新制度の施行に先行して、待機児童の解
消、保育の充実のための取組を実施
（認定こども園事業、保育士等処遇改善臨時特例事業、地域子育て支援拠点事業 等）

▼ 保育所機能強化推進事業【健康福祉部】…………………………………………………………
698,903
子育て家庭が持つ様々な保育ニーズへの対応や、仕事と子育ての両方を支援するため、延長
保育、休日保育等を実施
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[人材の育成]
(千円)

▼ 子育て支援特別対策事業【健康福祉部】…………………………………………………………
673,337
保育士の確保、保育や地域の子育て支援の充実、社会的養護の充実等に取り組み、子どもを
安心して育てることができる体制を整備（保育所等整備事業、保育士人材確保等事業 等）

▼ 小児医療対策事業【健康福祉部】…………………………………………………………………
151,082
県全域の小児救急医療体制を確保するための各種事業を支援
《初期救急》小児救急医療電話相談、小児科を専門としない内科医への診療技能研修
《二次・三次救急医療》小児医療拠点病院の整備及び運営費補助

▼ ひとり親家庭等就業支援強化事業【健康福祉部】………………………………………………
8,100
安心して子育てと仕事を両立できる環境の整備を図るため、母子家庭等就業・自立支援セン
ターを中心とした就労支援を実施
（母子自立支援相談員の配置、母子自立支援プログラムの策定 等）

▼ ひとり親在宅就業訓練事業【健康福祉部】………………………………………………………
68,500
ひとり親を対象として、ＩＴを活用した在宅での就業訓練を実施
（人数：60名、内容：基礎訓練６月（手当５万円／月)、応用訓練６月（手当2.5万円／月))

▼ 乳幼児医療対策費【健康福祉部】…………………………………………………………………
864,269
医療費の自己負担部分を助成し、乳幼児を持つ家庭の経済的負担を軽減
《事業主体》市町 《事業対象》小学校就学前まで
《所得制限》父母の市町村民税所得割額が136,700円以下の世帯
《本人負担》通院1,000円／月、入院2,000円／月 《負担割合》県・市町各1／2

▼ ひとり親医療対策費【健康福祉部】………………………………………………………………
334,630
医療費の自己負担部分を助成し、ひとり親家庭の経済的負担を軽減
《事業主体》市町 《事業対象》ひとり親家庭の親及び児童
《所得制限》市町村民税所得割非課税世帯
《本人負担》通院1,000円／月、入院2,000円／月 《負担割合》県・市町各1／2

▼ 多子世帯保育料等軽減事業【健康福祉部】………………………………………………………
194,949
第３子以降の３歳未満児が保育所等に入所している世帯の保育料を軽減
《事業主体》市町
《助成内容》世帯の所得により全額又は1／2（民間保育ｻｰﾋﾞｽ施設の場合は年５万円／人）
《負担割合》県・市町各1／2

▼ 児童虐待対策強化事業【健康福祉部】……………………………………………………………
45,758
児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応及びその後の保護・自立支援に至るまで、関係
機関相互の切れ目のない支援体制を強化

▼ ひとり親家庭生活支援事業【健康福祉部】………………………………………………………
1,726
児童の養育や健康面での不安等を抱えているひとり親家庭への生活支援を実施
（生活支援講習会等の開催、学習ボランティアの派遣）

▼ 放課後児童等健全育成事業【健康福祉部】………………………………………………………
673,832
放課後児童クラブの設置・運営を支援し、放課後における児童の安全で健やかな居場所づく
りを推進（児童クラブ運営費補助（275箇所)、児童クラブの環境整備等への補助、児童健全
育成関係職員研修の実施）
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[人材の育成]
(千円)

▼ 児童福祉施設整備費補助【健康福祉部】…………………………………………………………
43,008
児童クラブの整備を補助し、放課後における児童の安全で健やかな居場所づくりを推進
（対象箇所数：放課後児童クラブ室 ３箇所）

▼ 生涯現役社会づくり推進事業【健康福祉部】……………………………………………………
23,868
シニアが社会貢献等を通じ、地域の担い手として活躍する実践的取組を推進
（シニアの地域活動リーダー養成事業（養成後はねんりんピックのＰＲ活動等にも活躍)、
シニアスポーツ文化推進事業 等）

▼ ｢ねんりんピックおいでませ！山口2015」準備事業【健康福祉部】……………………………
95,400
平成27年に開催する第28回全国健康福祉祭やまぐち大会（愛称：ねんりんピックおいでま
せ！山口2015）に向けた準備を実施
（スポーツ・文化交流大会の開催準備支援、地域文化伝承館の開催準備支援 等）

▼ 障害者スポーツ推進事業【健康福祉部】…………………………………………………………
27,831
障害者の希望やニーズに応じてスポーツに参加・参画できる環境づくりを推進
（山口県障害者スポーツ大会等の開催、全国障害者スポーツ大会派遣選手の育成・強化、障
害者スポーツ教室の開催、障害者スポーツ人材バンクの運営 等）

▼ 障害者就労支援事業【健康福祉部】………………………………………………………………
17,100
障害者の経済的自立と社会参加の促進を図るための取組を実施
○工賃向上の支援（コーディネーターの配置、事業所間連携による受注拡大の促進
○企業等への就労支援（就労支援の成功事例等による訓練方法等に関する研修）

等）

▼ チャレンジホームヘルパー養成研修事業【健康福祉部】………………………………………
1,900
自立と社会参加を目指す障害者に対し、介護職員初任者研修を実施することにより、介護職
への就労を支援

▼ 障害者福祉施設整備費補助事業《再掲》【健康福祉部】…………………………………………
139,935
障害者の就労等の日中活動の充実や居住環境の確保に向けて、社会福祉法人等が行う障害者
福祉施設の整備を支援（対象箇所数：３箇所）

▼ ユニバーサルデザイン推進事業【健康福祉部】…………………………………………………
677
パーキングパーミット制度（身障者等のための専用駐車場利用証制度）の運営管理や、表彰
等を通じたユニバーサルデザインの普及啓発等を実施

▼ 薬剤師ふるさと就業促進事業【健康福祉部】……………………………………………………
1,000
山口県薬剤師会が実施する県内に就職する薬剤師の確保に向けた対策を支援（高校生体験セ
ミナー、県外大学でのふるさと実習合同説明会、ふるさと実習生集合セミナーの開催等）

▼ ものづくり人財育成強化事業《再掲》【商工労働部】……………………………………………
19,130
本県ものづくり産業を担う中堅・若手技能者の育成を支援
（若年技能者を対象とする技能五輪・アビリンピック選手育成支援、中堅技能者への技能研
修支援、優秀技能者表彰・山口マイスター認定）

▼ 次代を担う産業人財育成推進事業《再掲》【商工労働部】………………………………………
10,727
山口マイスター等の積極的な活用により、次代を担う産業人財の育成を推進
（マイスター等派遣による小・中・高校等での技能指導・講演、ものづくりフェスタ開催）
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[人材の育成]
(千円)

▼ 職業能力開発支援事業《再掲》【商工労働部】……………………………………………………
685,830
民間教育訓練機関等の機動性を活用した多様な内容の訓練機会の提供等により、就労に必要
な知識・技能の習得を支援

▼ 中小企業人財確保・定着支援事業【商工労働部】………………………………………………
32,670
若者就職支援センターの機能を活用した県内中小企業の人材確保・定着支援
（県内中小企業の業務内容・求人情報・魅力情報等の収集・発信、やまぐち地域就職説明会
の開催）

▼ 県外進学者Ｕターン就職促進事業【商工労働部】………………………………………………
2,823
県外へ進学した本県出身の学生を対象に、Ｕターン就職を促進
（東京・大阪でのＵターン就職説明会開催、ジョブカフェ広域連携や県内就職説明会への参
加促進）

▼ 地域企業インターンシップ総合推進事業【商工労働部】………………………………………
10,000
県内及び県外に進学した大学生等を対象に、県内企業におけるインターンシップを推進
（地域企業の「仕事」学習会の開催、マンツーマン体制によるきめ細かなマッチングの実施)

▼ 高校生県内就職総合サポート事業【商工労働部】………………………………………………
13,905
若者就職支援センター内に設置した「高校生就職支援チーム」による就職支援
（高校へのキャリアカウンセラー・企業講師の派遣、企業合同就職説明会開催（12月・2月))

新 新卒未就職者等早期就職サポート事業【商工労働部】…………………………………………
26,244
高校・大学の新卒未就職者等を対象に、実践的な能力開発等による早期正社員化を支援
（資格取得等を目的とした長期（９ヶ月）の実践研修・企業実習の実施、若者就職支援セン
ターとの連携によるキャリアカウンセリング等の実施）

新 地域建設産業就業支援総合対策事業《再掲》【土木建築部】……………………………………
9,592
将来の建設産業を担う若年労働者の入職促進、職場定着を支援
（求人企業向け講習会の開催・個別相談の実施、建設業に特化した交流会・説明会の開催、
若年労働者向けカウンセリングの実施）《緊急雇用基金事業》

▼ ｢平成の松下村塾」づくり推進事業【教育委員会】………………………………………………
21,310
県セミナーパークを「平成の松下村塾」と位置づけ、三世代交流教育講座の開催や学習環境
の整備・提供を通じて、次代を創る子どもたちの「志」を育成

新 公立高等学校等就学支援事業【教育委員会】……………………………………………………
819,213
公立高校等における教育の経済的負担の軽減を適正に行うため、授業料不徴収制度を改め、
新たに国の制度に沿って就学支援金を支給
（所得制限：市町村民税所得割額 304,200円（年収約910万円）以上の世帯は対象外）

新 国公立高校生奨学給付金事業【教育委員会】……………………………………………………
114,774
低所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学のための給付金を支給
（支給要件：市町村民税非課税世帯の生徒で、平成26年４月以降の入学者）

▼ 県立高校生等奨学事業【教育委員会】……………………………………………………………
54,220
保護者の教育費負担を軽減するため、経済的な理由により修学困難な生徒・学生を対象に奨
学金を貸与（実施主体：山口県ひとづくり財団）
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[人材の育成]
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▼ 離島高校生修学支援事業【教育委員会】…………………………………………………………
3,000
国制度を活用し、離島の高校生の通学費等を補助する市町に対して助成を実施
（補助率：1／2）

▼ 教職員給与費（３０人学級研究分）【教育委員会】……………………………………………
80,000
入学後、小学校生活への適応が困難な状態が継続する「小１プロブレム」に対応するため、
小学校１年生30人学級化の研究指定校（10校）を設定し、効果の検証を実施

▼ 教職員給与費（３５人学級化分）【教育委員会】………………………………………………
2,667,540
小・中学校における全学級35人学級化のための教員を配置

▼ 学力向上検証改善プロジェクト事業【教育委員会】……………………………………………
5,840
小・中学生の学力向上のため、県内一斉に「学力定着状況確認問題」を実施
《対象学年》小３～中２
《対象科目》国語・算数・数学（小５は社会・理科、中２は社会・理科・英語を追加)

▼ やまぐちっ子学力向上推進事業【教育委員会】…………………………………………………
6,285
「やまぐち学習支援プログラム」を活用した授業改善や自主学習を推進
（「やまぐち学習支援プログラム」の更新、活用力を高める指導方法の研究等を行う「活用
力向上研究事業」の実施）

▼ やまぐちアクティブ・イングリッシュ事業【教育委員会】……………………………………
1,254
小中高における英語の使用機会を拡大し、実践的コミュニケーション能力を育成
（イングリッシュキャンプ（小・中・高校生）や高校生英語ディベート大会等の実施）

▼ 高校生留学促進事業【教育委員会】………………………………………………………………
4,873
県内高校生等の留学促進と国際理解教育を推進
（有識者・海外勤務経験者等の講師派遣、高校生の海外留学経費の支援）

▼ やまぐち燦めきサイエンス事業【教育委員会】…………………………………………………
12,543
発達段階に応じた系統的・継続的な理数教育を充実
（小中学校向けの科学の教室、理数教育推進拠点校による探究的活動の実施、「科学の甲子
園」山口県大会の開催、やまぐちサイエンス・キャンプの実施）

▼ 総合支援学校ＩＣＴ活用教育推進事業【教育委員会】…………………………………………
2,299
コミュニケーションや学習活動に有効なＩＣＴ機器の導入と指導方法等の確立

▼ 特別支援教育エリア型指導・支援体制構築事業【教育委員会】………………………………
4,000
特別支援教育推進のため、県内を３エリアに区分し、エリア内で全ての障害に専門的対応が
できる体制を構築

▼ ｢地域協育ネット」推進事業【教育委員会】………………………………………………………
61,754
社会全体で子どもの育ちを支えるため、全中学校区に設置する「地域協育ネット」協議会を
核として、学校・家庭・地域の連携体制を構築

▼ ｢子ども元気創造」推進事業【教育委員会】………………………………………………………
12,895
子どもの生活習慣の形成と定着に向けた取組を学校・家庭・地域が一体的に実施
（「『食事、運動・遊び、読書』90日元気手帳」の活用等、スーパー食育スクール指定校に
よる食育推進の実践研究）
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▼ いじめ問題等対策推進体制整備事業【教育委員会】……………………………………………
33,939
いじめ、長期欠席等の生徒指導上の問題に実効的に対応するため、「いじめ問題対策協議
会」の設置や、スクールソーシャルワーカー等の専門家を活用した支援体制を強化

▼ 児童生徒支援総合対策事業【教育委員会】………………………………………………………
144,410
不登校、暴力行為等の生徒指導上の問題に的確に対応するため、スクールカウンセラーを全
校配置するなど、児童生徒の状態に応じたきめ細かな支援を実施

▼ 世界スカウトジャンボリー開催支援事業【教育委員会】………………………………………
56,862
平成27年の世界スカウトジャンボリーの開催に向けた支援を行うとともに、ジャンボリー開
催効果の全県的な波及に向け、県民力・地域力の強化につながる取組を実施
（語学ボランティアの育成、高校生による歓迎作品の企画・制作 等）

▼ キャリア教育推進事業【教育委員会】……………………………………………………………
6,688
児童生徒が主体的に進路選択を行うための意欲や能力を育成
（キャリア教育推進会議、キャリア教育実践セミナーの実施、インターンシップの推進）

▼ 次代を担う産業人財育成推進事業《再掲》【教育委員会】………………………………………
22,802
専門高校等での企業や地域と連携した実践的なカリキュラムの実施や生徒の資格取得支援
（スキルアップ（資格取得）の促進、産学公連携カリキュラムの実施（13校)、スーパー・プ
ロフェッショナル・ハイスクールにおける先進的取組）

▼ 高校生県内就職総合サポート事業【教育委員会】………………………………………………
52,948
高校生の県内就職及び早期内定に向けた総合的な取組を実施
（就職サポーター等の配置、企業訪問や就職促進協議会等による求人開拓の強化、就職説明
会等の開催）

▼ ｢きらり山口！人物伝」開催費【教育委員会】……………………………………………………
19,850
産業や技術の分野で日本の近代化に貢献した山口県出身者の功績を紹介する企画展を開催
（予定時期：平成26年７月18日～８月24日）
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