
資料２参考資料①

事　　業　　内　　容 所管部局 計上区分 予算額
魁ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

　産　業　維　新　　　　　　　　　　　 2,659,954

1 時代を勝ち抜く産業力強化 25,039

デジタル技術導入推進事業
ＡＩや無人カメラ等のデジタル技術を活用し、効率的・効果
的な維持管理や計画的な老朽化対策等を行い、電気及び工業
用水の安定供給体制を強化

企　業　局 継続 15,000

高度産業人材確保事業
奨学金返還補助制度を活用し、産業におけるＤＸの加速に向
けたデジタル人材を確保

産業戦略部 継続 10,039

2 次代を切り拓く成長産業発展 273,859

拡
ものづくり企業におけるＤＸ
加速支援事業

県内ものづくり企業等における５Ｇ・ＡＩ技術等の導入・利
活用や新技術等の創出に向けた取組支援、高度デジタル人材
の育成

産業戦略部 継続 69,000 ④・⑦

やまぐちスマートファクト
リーモデル構築事業

５ＧやＡＩを活用した県内中小企業における製造現場の高度
化を図る先導的事例の創出・普及促進

産業戦略部 継続 2,100

ＩｏＴビジネス創出促進事業
ＩｏＴビジネス創出支援拠点（県産業技術センター）におけ
る研究開発支援及び研究開発補助金の交付

産業戦略部 継続 45,634

やまぐちＩｏＴ導入サポー
ター派遣事業

国内大手ＩＴ企業等との連携による県内地域中核企業等の個
別ニーズに的確に対応した技術的サポートの実施

産業戦略部 継続 1,500

ＡＩ技術等の活用によるヘル
スケア関連産業創出事業

ヘルスケア関連製品・サービスの事業支援や県民の健康づく
りを通じたヘルスケア関連産業の創出・育成を推進

産業戦略部 継続 28,828

産学公によるバーチャルラボ
構築事業

ニューノーマルに対応した研究開発基盤の構築に向けた研究
機器の遠隔利用等の実証

商工労働部 継続 10,000 ④

宇宙利用産業創出支援事業
衛星データを利用したビジネスモデル構築に向けたニーズ調
査、ソフトウェア開発支援等

商工労働部 継続 74,395 ④

データサイエンス活用推進事
業

データサイエンティスト育成に係る専門カリキュラムの受講
支援や、ビッグデータ解析等によるケーススタディを実施

商工労働部 継続 5,700 ④

水中ロボット産業育成事業
令和３年度開設の艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サテ
ライトを活用した水中ロボット産業の育成及びイノベーショ
ンの創出

商工労働部 継続 10,767

中小企業クラウド型ＲＰＡ共
同利用化推進事業

中小企業のクラウド型ＲＰＡの共同利用に係るモデル構築、
横展開を実施

商工労働部 継続 25,935

3 中堅・中小企業の「底力」発揮 1,503,559

未来型商店街創造事業
デジタル技術を活用した地方商店街のビジネスモデル創出に
向けた実証事業の実施

商工労働部 継続 62,000 ④

中小企業クラウド型ＲＰＡ共
同利用化推進事業（再掲）

中小企業のクラウド型ＲＰＡの共同利用に係るモデル構築、
横展開を実施

商工労働部 継続 25,935

３Ｄものづくり技術活用推進
事業

３Ｄ技術の高度活用人材の育成、生産現場への３Ｄ技術導入
支援

商工労働部 継続 9,473 ④

やまぐちＩＴ・サテライトオ
フィス誘致推進事業

若者・女性の県内定住を図るため、情報発信の強化・ＩＴ人
材の育成等により、ＩＴ関連企業等の進出を促進

商工労働部 継続 31,786

中小企業ＤＸ推進総合支援事
業

中小企業のＤＸを推進するため、情報処理システム構築やＤ
Ｘ推進人材育成の支援、mirai365を改修したＤＸラボでの
セミナー等を実施

商工労働部 継続 286,853 ④

新
新スタイル対応販路拡大支援
事業

新たなスタイルであるオンラインを併用した展示会・商談会
への対応方法等の習得を支援することにより、成約率向上及
び販路拡大を支援

商工労働部 新規（当初） 53,034 ④

事　業　名

令和４年度デジタル化関連事業一覧（維新プラン重点施策別）
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新型コロナ対策ＥＣ送料支援
事業

県内事業者が運営するインターネット販売サイト等で販売す
る送料を支援

商工労働部 継続 70,000

新
やまぐちEC販売チャレンジ支
援事業

WEBフェアの開催や専門家による販売力強化に繋がる取組を
支援

商工労働部 新規（当初） 230,000 ④

中小企業制度融資（ＤＸ対応
支援資金）

中小企業者がＤＸを通じた革新的な生産性向上や既存ビジネ
スの変革、新規ビジネスの創出に取り組むために必要な資金
を貸付（融資枠５億円）

商工労働部 継続 融資枠 5億円 ④

新
デジタルを活用した採用力強
化支援事業

大都市圏の企業を中心に急速に進展しているデジタルを活用
した採用活動の考え方・ノウハウの習得を支援することによ
り、県内企業の採用力強化を支援

商工労働部 新規（当初） 22,403 ④

若者県内定着促進事業（ＶＲ
映像による企業の魅力発信）

ＶＲコンテンツ制作による県内企業の魅力発信、オンライ
ン・オフラインを組み合わせた企業見学会・交流会の開催

商工労働部 継続 11,500

拡
首都圏等プロフェッショナル
人材還流促進事業

中小企業の経営課題解決に必要な経営人材やデジタル人材等
の専門人材確保に向け、就業や副業等多様な形態でのプロ
フェショナル人材とのマッチングを促進し「攻めの経営」の
実現を支援

商工労働部 継続 77,340 ④

地域雇用創造事業（求職者
キャリアアップ支援）

離職者等を対象としたデジタル分野での産業人材の育成 商工労働部 継続 19,900 ⑩

雇用のセーフティネット強化
事業

オンラインの活用により就職氷河期世代に対する県内就労や
社会参加を支援

商工労働部 継続 5,531

外国人材企業受入支援事業
オンラインも活用した外国人留学生と県内企業との交流会
（業界研究セミナー等）の開催

商工労働部 継続 3,329

職業能力開発支援事業（ＩＴ
人材育成）

職業訓練におけるデジタル分野での産業人材の育成 商工労働部 継続 11,715

建設ＩＣＴ導入普及推進事業 ＩＣＴ活用に係る技術者を養成するためのセミナーを開催 土木建築部 継続 12,070

建設ＤＸ加速化事業
建設現場の生産性向上を図るため、測量・設計、施工、維持
管理の各段階で３次元モデルの活用を促進するためのガイド
ラインを作成

土木建築部 継続 10,000 ④

ＡＩによるインフラ点検・診
断システム活用推進事業（再
掲）

ＡＩを活用した橋梁の点検・診断システムを構築 土木建築部 継続 40,000

新
インフラメンテナンス高度
化・効率化推進事業（再掲）

デジタル技術の活用によるインフラメンテナンスの高度化・
効率化を図るため、各施設のデータの連携やオープン化に向
けた検討を行うとともに、河川や橋梁以外の施設にも対象を
拡大

土木建築部 新規（当初） 20,690

4 強い農林水産業育成　　　　　 857,497

新
スマート農林漁業「匠の技」
創出事業

熟練者の技術や知見等の「匠の技」をデジタル化により再
現・創出することで、本県の地域特性に応じた「山口型ス
マート技術」を確立

農林水産部 新規（当初） 73,407 ⑤

スマート農業実装加速化事業
中核経営体によるスマート農機の試用、技能講習等の実施を
通じてスマート農業の実装を加速化

農林水産部 継続 12,915

やまぐち「農の継活」スター
トアップ推進事業

農業経営資産のデジタル化をはじめとした経営継承のモデル
実証を実施

農林水産部 継続 21,700 ⑤

新 やまぐちの麦DX活用推進事業
デジタル技術を活用して栽培管理・品質の改善に取り組み、
実需者が求める麦を安定的に供給できる生産体制を確立

農林水産部 新規（当初） 14,000 ⑤

畜産オンライン生産システム
実装推進事業

畜産農家と関係機関が一体となった牛のクラウドシステムや
健康監視システムの実装による情報共有の推進

農林水産部 継続 4,690 ⑤
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畜産経営スマート化促進事業
ＩＣＴ等先進技術に関する研修会や経営マネジメント支援を
通して、先進技術の導入を促進

農林水産部 継続 7,258

やまぐち畜産・酪農収益力強
化事業

搾乳ロボット等先進技術を備えた「酪農スマートファーム」
を整備し、生乳生産基盤の強化や省力化を推進

農林水産部 2月補正 561,735 ⑤

林業労働環境デジタル化推進
事業

林業事業体による労働環境の改善に資するスマート林業技術
の導入を支援

農林水産部 継続 15,000 ⑤

やまぐちスマート林業実装
チャレンジ事業

様々なスマート林業技術を現場特性に適したものを組み合わ
せ、パッケージで導入する取組を支援

農林水産部 継続 33,881 ⑤

ドローンによる低コスト再造
林推進事業

市町・森林組合・林業事業体によるドローン・映像解析ソフ
トの導入を支援

農林水産部 継続 3,634

スマート水産業社会実装推進
事業

漁獲・漁場情報のデジタル化を進め、デジタルデータ基盤を
構築

農林水産部 継続 11,000 ⑤

新 持続的漁場利用推進事業
高級魚のハタ類について、科学的な資源調査に基づく管理
ルールを提言するとともに、デジタル技術を活用した操業支
援システムを構築

農林水産部 新規（当初） 10,000 ⑤

やまぐちの農林水産物デジタ
ル販促推進事業

本県が独自に開発した「ぶちうま！アプリ」を活用し、県産
農林水産物の地産・地消をさらに推進

農林水産部 継続 19,277 ⑤

ぶちうま！維新推進事業
量販店等に設置したデジタルサイネージやAR機能を有するカ
タログギフトを活用した県産農林水産物の販売促進

農林水産部 継続 69,000

　大 交 流 維 新　　　　　　　　　　　 864,306

5 交流を拡げる基盤整備　　　 51,480

新たなモビリティサービス調
査・実証事業

JR新山口駅を中心としたＭａａＳの開発・実証に取り組み、
二次交通を充実

産業戦略部 継続 51,480

6 選ばれる観光目的地やまぐち実現 173,831

新 戦略的観光消費額向上事業
ビッグデータ等の分析結果に基づいてプロモーションと着地
整備を戦略的・一体的に展開し、観光消費額の向上を促進

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

新規（当初） 70,000 ⑥

新
海外誘客デジタルプロモー
ション事業

海外との往来再開後のインバウンド誘客に向けたデジタルプ
ロモーションを展開

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

新規（当初） 46,617 ⑥

新
観光地経営データ活用モデル
事業

観光地が地域ぐるみでデータ分析・活用スキルを高め、稼ぐ
力を身に付けられるよう観光地経営のDXモデルを形成

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

新規（当初） 10,000 ⑥

新
AI活用地域伝統芸能観光体験
コンテンツ化事業（再掲）

伝統芸能を次世代へ継承するため、デジタル技術を活用した
伝統芸能体験コンテンツのモデルを創出

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

新規（当初） 24,000 ⑥

やまぐち文化プログラム推進
事業

県立２美術館収蔵作品のデジタル化を進め、これを活用した
美術館での常設の収蔵品展示や、オンラインでの展覧を開催

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

継続 16,514 ⑥

最先端技術による新たな芸術
文化魅力創出事業（再掲）

５ＧＶＲを県立美術館から県内各地域の文化施設等へ展開
観光ｽﾎﾟｰﾂ

文化部
継続 6,700

7 国内外での新たな市場開拓 405,724

新
新スタイル対応販路拡大支援
事業（再掲）

新たなスタイルであるオンラインを併用した展示会・商談会
への対応方法等の習得を支援することにより、成約率向上及
び販路拡大を支援

商工労働部 新規（当初） 53,034

新型コロナ対策ＥＣ送料支援
事業（再掲）

県内事業者が運営するインターネット販売サイト等で販売す
る送料を支援

商工労働部 継続 70,000
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新
やまぐちEC販売チャレンジ支
援事業（再掲）

WEBフェアの開催や専門家による販売力強化に繋がる取組を
支援

商工労働部 新規（当初） 230,000

越境ＥＣ活用推進事業
県内中小企業の越境ＥＣ市場への参入を促進するため、利活
用セミナーやオンライン商談、プロモーション活動を実施

商工労働部 継続 6,000

新
輸出促進プッシュ型web産地
招へい事業

輸出に取り組む産地にバーチャル招へいできる「web産地招
へいシステム」を導入し、県産農林水産物の輸出拡大を促進

農林水産部 新規（当初） 20,000 ⑤

やまぐち発農山漁村イノベー
ション推進事業

６次産業化・農商工連携の推進に向け、オンライン商談シス
テムの運用、ＡＩカメラ・デジタルサイネージ等を搭載した
次世代型自販機によるマーケット調査等を実施

農林水産部 継続 26,690 ⑤

8 やまぐちへの人の還流・移住・定住促進 233,271

やまぐち創生テレワーク推進
事業

県庁１Ｆに開設した「地方創生テレワーク」のモデルオフィ
ス「ＹＹ！ＳＱＵＡＲＥ」の運営や都市部企業へのＰＲ等を
実施

総合企画部 継続 32,071 ⑥

ワーケーション推進事業
山口宇部空港に開設したワーケーション総合案内施設「Ｙ
Ｙ！ＧＡＴＥＷＡＹ」の運営や都市部企業へのＰＲ等を実施

総合企画部 継続 48,000 ⑥

テレワーク移住支援事業
国の地方創生移住支援事業を活用し、新たにテレワーカー
や、地域と強い関わりがある関係人口の本県への移住を支援

総合企画部 継続 18,360

「住んでみぃね！ぶちええ山
口」移住促進事業

移住に向けた働きかけ、相談対応・情報提供、受入支援を実
施

総合企画部 継続 46,000

拡
首都圏等プロフェッショナル
人材還流促進事業(再掲）

中小企業の経営課題解決に必要な経営人材やデジタル人材等
の専門人材確保に向け、就業や副業等多様な形態でのプロ
フェショナル人材とのマッチングを促進し「攻めの経営」の
実現を支援

商工労働部 継続 77,340 ⑥

若者県内定着促進事業（ＶＲ
映像による企業の魅力発信）
（再掲）

ＶＲコンテンツ制作による県内企業の魅力発信、オンライ
ン・オフラインを組み合わせた企業見学会・交流会の開催

商工労働部 継続 11,500

　生　活　維　新　　　　　　　　　　　　 2,899,292

9 結婚、妊娠・出産、子育て応援 110,921

子育てＡＩコンシェルジュ運
営事業

ＡＩチャットボットによる２４時間いつでも相談できるシス
テムを運用し、出産から子育てまで一貫した伴走型支援を実
施

健康福祉部 継続 9,631 ①

拡
ぶち幸せおいでませ！結婚応
縁事業

やまぐち結婚応縁センターを核として、新たにオンラインお
見合い機能を追加し、会員間のスピーディーなマッチングや
相談対応を実施

健康福祉部 継続 65,734

つながるやまぐちＳＮＳ相談
事業

子育ての悩みや虐待、ＤＶ等に関する相談にワンストップで
対応するＳＮＳ相談体制を整備

健康福祉部 継続 28,665 ①

新
里親養育支援システム構築事
業

ICTを活用した子どもと里親とのマッチング業務の効率化や
里親の養育能力向上のための支援を実施

健康福祉部 新規（当初） 6,891 ①

10 やまぐち働き方改革推進　　　 161,575

働き方の新しいスタイル推進
事業

テレワーク、ウェブ会議の継続的な利用促進やデジタル技術
を活用したワークプレイスの取組事例の創出を図ることで、
働き方の新しいスタイルの実践・定着を推進

商工労働部 継続 99,375 ④

若者県内定着促進事業（ＶＲ
映像による企業の魅力発信）
（再掲）

ＶＲコンテンツ制作による県内企業の魅力発信、オンライ
ン・オフラインを組み合わせた企業見学会・交流会の開催

商工労働部 継続 11,500

地域雇用創造事業（人材確
保・定着推進）

テレワーク導入による多様な働き方の実現に向けたコンサル
ティング支援等により人材の確保・定着を推進

商工労働部 継続 21,000

地域雇用創造事業（スキル
アップ実装支援）

デジタル技術の活用による社内業務の内製化の促進 商工労働部 継続 29,700
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11 快適な暮らしづくり推進　　　 325,639

ぶちエコやまぐちＣＯ₂削減加
速化事業

「ぶちエコアプリ」の運用や子ども向け環境学習のデジタル
化による地球温暖化対策の実践行動の促進

環境生活部 継続 241,447

ＥＶによる分散型エネルギー
活用推進事業

ＥＶの蓄電機能をＩｏＴで制御することで、地域の再生可能
エネルギーを有効活用するための実証を実施

環境生活部 継続 28,874

バス交通系ＩＣカード整備促
進事業

県内路線バスへの交通系ＩＣカード導入に係る経費を支援
観光ｽﾎﾟｰﾂ

文化部
継続 49,018

新たな地域交通モデル形成推
進事業

事業者自らが整備した公共交通データを活用するローコスト
で維持可能なバスロケーションシステム導入の実証事業、実
証事業の効果検証を踏まえた取組方針の見直しの検討

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

継続 6,300

12 新時代を創造する人材育成　　　 1,535,534

クリエイティブ・キッズ育成
事業

デジタルからアナログまで様々なワークショップを一堂に集
めたイベントを開催し、多くの子供が体験しながら学ぶ場を
創出

総合企画部 継続 10,400

拡
ものづくり企業におけるＤＸ
加速支援事業（再掲）

県内ものづくり企業等における５Ｇ・ＡＩ技術等の導入・利
活用や新技術等の創出に向けた取組支援、高度デジタル人材
の育成

産業戦略部 継続 69,000 ⑩

高度産業人材確保事業（再
掲）

奨学金返還補助制度を活用し、産業におけるＤＸの加速に向
けたデジタル人材を確保

産業戦略部 継続 10,039

データサイエンス活用推進事
業（再掲）

データサイエンティスト育成に係る専門カリキュラムの受講
支援や、ビッグデータ解析等によるケーススタディを実施

商工労働部 継続 5,700 ⑧・⑩

中小企業ＤＸ推進総合支援事
業（再掲）

中小企業のＤＸを推進するため、情報処理システム構築やＤ
Ｘ推進人材育成の支援、mirai365を改修したＤＸラボでの
セミナー等を実施

商工労働部 継続 286,853 ⑩

地域雇用創造事業（求職者
キャリアアップ支援）（再
掲）

離職者等を対象としたデジタル分野での産業人材の育成 商工労働部 継続 19,900

職業能力開発支援事業（ＩＴ
人材育成）（再掲）

職業訓練におけるデジタル分野での産業人材の育成 商工労働部 継続 11,715

拡
やまぐちスマートスクール構
想推進事業

ＩＣＴの日常的な活用促進、教育データの活用促進、海外の
学校とオンライン授業等を実施するためのコーディネーター
の派遣、高校生等を対象としたＩＣＴコンテストやデータサ
イエンティスト育成講座の開催

教育委員会 継続 175,473 ②・⑩

新 総合支援学校VR活用事業
障害に応じた個別最適な学びの実現と、児童生徒の「自立と
社会参加」を促進するため、VRを活用した職場体験や校外学
習を実施

教育委員会 新規（当初） 3,487 ②

教育ＩＣＴ管理運営費
ＩＣＴ機器やネットワーク環境等の管理運用、デジタル教材
の導入、分身ロボットOriHimeの設置、学習用通信機器の貸
与

教育委員会 継続 103,168 ②

スクールネットワーク２１管
理運営費

県立学校間のネットワークである「スクールネットワーク２
１」や学習者用端末の活用に必要な校内ネットワークの保守
等の管理運営

教育委員会 継続 98,576

統合型校務支援システム管理
運営費

校務の効率化を図る全県統一の「校務支援システム」の導入 教育委員会 継続 48,760

教育用コンピュータ整備事業
ＩＣＴ機器を駆使した学習環境を実現するため、教員用コン
ピュータ・ソフトウェアを整備

教育委員会 継続 67,837

国公立高校生奨学給付金事業
高校生等のいる低所得世帯に対して、オンライン学習に必要
となる通信費を支援

教育委員会 継続 306,971

ＩＣＴを活用した新たな学び
推進事業

ＩＣＴを積極的に活用し、ＰＢＬやＳＴＥＡＭ教育等の新た
な視点を取り入れた教育プログラムの開発や、教員に対する
研修を実施

教育委員会 継続 15,061
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学びに向かうやまぐちっ子育
成推進事業

家庭学習で活用できるコンテンツの配信を拡充 教育委員会 継続 33,116

やまぐちの活力を支える高校
生就職支援事業

オンライン面接対策動画やIターン等した若者が山口県の魅力
等を語る動画を作成・配信

教育委員会 継続 44,126

やまぐちで学ぶ！高校教育魅
力向上事業

Web会議システムで複数校をつなぎ、学校や学年にとらわれ
ず、全県立高校等の生徒を対象としたハイレベルな課外授業
を実施

教育委員会 継続 3,328 ②

明日のやまぐちを担う産業人
材育成事業

職業能力の向上や職業選択幅の拡大を図るため、ICT環境も
効果的に活用しながら、資格・検定等に応じた知識・技術の
習得をめざす講座を実施

教育委員会 継続 4,816 ②

やまぐちハイスクールブラン
ド創出事業

学校と連携企業等をＷｅｂ会議でつなぐなど、オンラインを
活用した探究的な学習活動の推進及び情報発信等を実践

教育委員会 継続 14,404

就学奨励費
特別支援学校の児童生徒のいる低所得世帯等に対して、オン
ライン学習に必要となる通信費を支援

教育委員会 継続 19,265

遊び・運動大好き！体力向上
推進事業

一人一台タブレット端末等のＩＣＴ環境を効果的に活用した
授業モデルを研究する「ＩＣＴ体育推進校」を指定し、実践
研究を実施

教育委員会 継続 23,828

いじめ・不登校等対策強化事
業

児童生徒を対象にした不登校等に係るオンラインによる相
談・カウンセリング体制を整備

教育委員会 継続 159,711

13 人を豊かにする環境づくり推進 229,350

新
AI活用地域伝統芸能観光体験
コンテンツ化事業

伝統芸能を次世代へ継承するため、デジタル技術を活用した
伝統芸能体験コンテンツのモデルを創出

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

新規（当初） 24,000

やまぐち文化プログラム推進
事業（再掲）

県立２美術館収蔵作品のデジタル化を進め、これを活用した
美術館での常設の収蔵品展示や、オンラインでの展覧を開催

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

継続 16,514

最先端技術による新たな芸術
文化魅力創出事業

５ＧＶＲを県立美術館から県内各地域の文化施設等へ展開
観光ｽﾎﾟｰﾂ

文化部
継続 6,700

拡
若者が活躍する競技スポーツ
推進事業

オンラインによるアドバイス提供やデジタルデバイスを用い
た指導・強化体制の構築による、科学的知見に基づいた競技
力の向上

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

継続 182,136

14 誰もがいきいきと輝く地域社会実現 2,484

障害福祉事業所ＩＣＴ等導入
モデル事業

障害福祉サービス事業所等におけるクラウドサービス等のＩ
ＣＴ導入やロボット機器の導入を支援

健康福祉部 継続 2,484

15 安心の医療・介護充実　　　　　 97,218

新
地域医療デジタル改革加速化
事業

５G環境での遠隔医療の実証を継続するとともに、場所を問
わず遠隔医療が対応可能な高画質モバイル中継装置のモデル
事業を実施

健康福祉部 新規（当初） 40,218 ⑦

介護事業所ＩＣＴ導入推進事
業

介護事業所におけるＩＣＴ導入を支援 健康福祉部 継続 57,000

16 県民一斉健康づくり　　　　　 7,820

やまぐち健幸プロモーション
推進事業

アプリ利用による健康づくり促進 健康福祉部 継続 7,820

17 災害に強い県づくり推進　　　 270,690

高度なインフラ監視・点検
（公共）

○衛星やドローン等により取得した地形データを活用した河
川の変状監視
○３次元モデルの作成やひずみ計・変位計を使った定期計測
とＡＩでのデータ解析による橋梁の健全度診断等

土木建築部 継続 200,000 ③
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ＡＩによるインフラ点検・診
断システム活用推進事業

ＡＩを活用した橋梁の点検・診断システムを構築 土木建築部 継続 40,000 ③

新
インフラメンテナンス高度
化・効率化推進事業

デジタル技術の活用によるインフラメンテナンスの高度化・
効率化を図るため、各施設のデータの連携やオープン化に向
けた検討を行うとともに、河川や橋梁以外の施設にも対象を
拡大

土木建築部 新規（当初） 20,690 ③

建設ＤＸ加速化事業（再掲）
建設現場の生産性向上を図るため、測量・設計、施工、維持
管理の各段階で３次元モデルの活用を促進するためのガイド
ラインを作成

土木建築部 継続 10,000 ③

18 暮らしの安心・安全確保　　　 9,631

「ＳＴＯＰ！大麻！」対策強
化事業

ＡＩ技術を活用したＳＮＳ内の巡回等により、県内の大麻乱
用者を抑制

健康福祉部 継続 3,000

ＩＣＴ機器を利用した少年の
被害防止対策等推進事業

ＶＲ動画を活用したリモートによる犯罪被害防止、交通事故
防止講習の開催、学校間の意見交換会の開催

警察本部 継続 837

警察行政デジタル化推進事業
（デジタル・リモート・オン
ライン捜査用似顔絵作成シス
テムの導入）

タブレット端末、作画ソフト等の整備 警察本部 継続 1,368

新
生活安全警察充実費
（講習用資機材の導入）

サイバー犯罪に関する防犯講習を開催するため、タブレット
端末、パソコン等を整備

警察本部 新規（当初） 334

新
刑事警察活動費
（捜査支援用画像解析システ
ム）

写真撮影した画像データをパソコン上で台紙データにペース
トし、台紙データごとカラー印刷して捜査に活用するもの

警察本部 新規（当初） 3,267

新
災害警備用装備費
（緊急連絡・安否サービスの
導入）

災害等の緊急事態が発生した際、自動で県下警察職員に対し
て一斉に災害情報が送信されるもの

警察本部 新規（当初） 825

19 人口減少社会を生き抜く地域づくり 148,430

やまぐち元気生活圏活力創出
事業

地域団体が行うデジタル技術を活用した「新たな日常」への
対応等を支援

総合企画部 継続 148,430

　共　　　通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 632,422

やまぐちＤＸ推進事業（Ｙ－
ＢＡＳＥ運営事業）

やまぐちＤＸ推進拠点「Ｙ－ＢＡＳＥ」に相談員を配置し、
ＤＸコンサルティングやデジタル化の技術サポート等を実施
するとともに、ＩＣＴ基盤Ｙ－Ｃｌｏｕｄ及び山口県データ
プラットフォームを運営

総合企画部 継続 187,449

新
やまぐちＤＸ推進事業（課題
解決エンジニア・キャンプ実
施事業）

中山間地域をフィールドに具体的な地域課題解決をテーマと
して、プロダクト開発に取り組むエンジニア・キャンプを開
催

総合企画部 新規（当初） 2,000

新
やまぐちＤＸ推進事業（デジ
タル共創展示会開催事業）

最新技術を活用した企業等とのデジタル展示会を開催 総合企画部 新規（当初） 5,000

新
やまぐちＤＸ推進事業（やま
ぐちデジタルマンスリー開催
事業）

デジタルの日(10月)と連携した集中的なデジタルイベントを
実施

総合企画部 新規（当初） 15,274

やまぐちＤＸ推進事業（デジ
テック for YAMAGUCHI活
動推進事業）

デジタル技術を活用して、山口県が抱える地域課題の解決や
新たな価値の創造に取り組む官民連携の会員制組織の発足・
活動

総合企画部 継続 41,632

やまぐちＤＸ推進事業（デジ
テック・オープンイノベー
ション創出事業）

高い技術力を有する企業と連携したＰｏＣ（概念実証）によ
り、新たなソリューション・イノベーションを創出

総合企画部 継続 21,000

やまぐちＤＸ推進事業（シ
ビックテック チャレンジ
YAMAGUCHI推進事業）

シビックテック・アプローチで地域課題の解決を図る実証を
実施し、新たなサービスを開発

総合企画部 継続 19,000

やまぐちＤＸ推進事業（デー
タドリブン推進事業）

データに基づく新事業創出や地域課題解決の取り組みを加速
化することを目的に、地域内外のデータ利活用事例の収集と
可視化、地域におけるデータ活用ニーズの収集基盤を構築

総合企画部 継続 12,551

④
・
⑦
・
⑧
・
⑩
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新
次代を支えるデジタル人材育
成事業（やまぐちデザインシ
ンキングカレッジ開催事業）

デジタル技術の活用に重要となるデザイン思考を習得するた
めの「デザインシンキングカレッジ」を開催

総合企画部 新規（当初） 15,000

新
次代を支えるデジタル人材育
成事業（ワールドＡＩコンペ
ティション実施事業）

企業等から募集した課題に対するＡＩの開発を競う「ワール
ドＡＩコンペティション」の開催を通じた高度なＡＩ人材の
発掘・育成

総合企画部 新規（当初） 10,000

次代を支えるデジタル人材育
成事業（やまぐちＡＩＱuest
実施事業）

県民を対象としたＡＩ学習プログラムのオンラインでの無料
開放、課題解決能力の向上に向けた実践的なハンズオン勉強
会の開催

総合企画部 継続 17,820

次代を支えるデジタル人材育
成事業（山口データアカデ
ミー開催事業）

EBPMやデータ化の重要性を認識し、データを活用したサー
ビス構築にも取り組むデータアカデミー等の開催

総合企画部 継続 10,000

次代を支えるデジタル人材育
成事業（ローコード基礎研修
実施事業）

ローコードツールを活用した定例業務の効率化や申請者の負
担軽減ツールの開発等に取り組む研修の実施

総合企画部 継続 10,000

新 デジタルデバイド対策事業

誰一人取り残さないデジタル社会の実現を図るため、デジタ
ル機器の活用に不安のある高齢者等がデジタルの『楽しさ』
や『利便性』を理解し、より豊かな生活を実現できるよう、
デジタルデバイド対策を推進

総合企画部 新規（当初） 9,938 ⑨

未来技術活用推進事業
未来技術活用の推進体制整備、５Ｇ利活用に向けた研究会の
開催、５Ｇ基地局ワンストップ窓口の設置

総合企画部 継続 15,984 ⑨

県・市町ＲＰＡ等共同利用推
進事業

県と市町の共同利用型ＲＰＡの構築と実証 総合企画部 継続 14,190

ＲＰＡ等活用推進事業
ＡＩ議事録作成支援ソフト導入、庁内業務のＲＰＡ化、Ｗｅ
ｂ会議システム導入

総合企画部 継続 31,493

新
行政事務情報化事業（デジタ
ル・ワークスタイル環境整
備）

部局長室への大型モニターの設置、各部局へのＷｅｂ会議
ブースの設置、出先機関へのデジタルオフィス環境の試行整
備

総合企画部 新規（当初） 46,539

新
行政事務情報化事業（電子契
約サービスの導入）

県の契約手続で電子契約サービスを導入 総合企画部 新規（当初） 1,419

新
行政事務情報化事業（Ｗｅｂ
口座振替受付サービスの導
入）

県税等の口座振替の申込手続をインターネット上でできる
サービスを導入

総合企画部 新規（当初） 3,766

新
行政事務情報化事業（電子申
請システムの申請フォーム作
成）

電子申請システムの対象手続拡充 総合企画部 新規（当初） 19,875

行政事務情報化事業（県税の
キャッシュレス収納の対象拡
大）

県税を納付する際のキャッシュレス収納の拡大 総合企画部 継続 55,097

行政事務情報化事業（税外収
入のキャッシュレス決済の対
象拡大）

税外収入を納付する際のキャッシュレス決済の拡大 総合企画部 継続 48,639

県民相談高度化事業
県民相談に対し、AIチャットボット等のデジタル技術を活用
することで、的確かつ迅速な回答の提供を実現

総合企画部 継続 5,208

警察行政デジタル化推進事業
電子決裁システムの導入、警察行政事務効率化関連機器整
備、放置駐車違反管理システムの改修（キャッシュレス収納
等）

警察本部 継続 13,548

7,055,974

（再掲除き 6,055,554 ）
合　　　計

④
・
⑦
・
⑧
・
⑩
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