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◇予算編成の基本的な考え方 

○  令和４年度山口県予算は、「コロナの危機から県民の命と健康を
守り抜く取組」、「長期化するコロナ禍や現下の感染状況による影
響を踏まえた経済対策の実施」、「新たな未来に向けた県づくりの
推進」、これらの取組を通じて、コロナの危機を克服し、安心で希
望と活力に満ち溢れた山口県をコロナ前よりもさらに高く飛躍さ
せていくという観点で編成されました。  

 
○  総合企画部においては、こうした県予算の考え方の下、「デジタ
ル化の推進による県づくり全体の取組加速化」や「本県への新た
な人の流れの創出・拡大加速化」、「「新たな日常」を支える人材育
成加速化」等の施策に積極的に挑戦するとともに、「活力ある中山
間地域づくりの推進」等の施策についても、一層の推進を図り、
「活力みなぎる山口県」の実現に向けて取り組みます。  

 

◇予算規模 

89.6%計 8,113,731 100.0% 9,056,320 100.0% ▲ 942,589

デジタル・ガバメント
推 進 課 1,873,055 23.2% 258,192 116.0%

14.6%

17.9%

デ ジ タ ル 政 策 課 924,725 11.4% ▲ 398,222 69.9%1,322,947

1,614,863

デ ジ タ ル 推 進 局 2,797,780 34.6% ▲ 140,030 95.2%2,937,810 32.5%

98.3%

▲ 657,043 78.3%

▲ 7,581

市 町 課 2,373,528 29.2% 3,030,571 33.5%

中 山 間 地 域
づ く り 推 進 課

440,131 5.4% 447,712 4.9%

95.8%

統 計 分 析 課 396,936 4.8% 462,624 5.1% ▲ 65,688 85.8%

広 報 広 聴 課 315,716 3.9% 329,454 3.6% ▲ 13,738

▲ 58,509 96.8%政 策 企 画 課 1,789,640 22.1% 1,848,149 20.4%

区　　　分

令和４年度当初 令和３年度当初 対前年度比

予算額
（A) 構成比

予算額
（B) 構成比

予算額
（A)-（B)

増減率
（A)/（B)

（単位：千円）
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Ⅰ デジタル化の推進による県づくり全体の取組加速化  
 

拡 やまぐちＤＸ推進事業 
［デジタル政策課］ 303,906 千円 

 

デジタル社会の実現に向け、やまぐち DX 推進拠点「Y-BASE」を核として全県的

な DX 推進をサポートするとともに、DX 推進官民協働フォーラム「デジテック for 

YAMAGUCHI」の活動を促進し、地域課題の解決・新たな価値の創造を推進します。 
  

【事業概要】 

〇Ｙ－ＢＡＳＥ運営事業 

・専門スタッフを配置し、DX コンサルティングや技術

サポートによる多様な分野における DX の推進 

・Y-Cloud 及び山口県データプラットフォームの運営 

・拡市町と連携したサテライト施設の設置及び当該施設を活用 

した県内各地での相談対応や DX コンサルティングの実施 

〇デジテック for YAMAGUCHI 活動推進事業 

・デジタル技術を活用して本県が抱える地域課題の

解決を目指す官民連携会員制組織の活動の支援 

・会員を対象としたセミナー等の開催 

〇デジテック・オープンイノベーション創出事業  

・会員同士による県内をフィールドとした社会

実装に繋がる先導的な実証を支援 

〇シビックテック チャレンジ YAMAGUCHI 推進事業 

・県内の地域課題・行政課題に対して、デジ

タル技術を活用した解決策をスタートアッ

プ企業等から募集し、共同実証を実施 

〇データドリブン推進事業 

・データ同士の関連性の AI による可視化 

・多様なデータの所在や性質を把握するため 

の官民のデータインデックスの作成 

新課題解決エンジニア・キャンプ実施事業 

・県内外から市民エンジニアが集い、中山間地域をフィー 

ルドに具体的な課題解決に向けたアイデアソン・プロダ 

クト開発等に取り組むキャンプの開催 

新デジタル共創展示会開催事業 

・最新技術を擁する企業等と連携したデジタル展示会の開催 

新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の開催  
  

例)施設利用×スマホ 

公共施設の予約、決済、 

スマートキー等の利用 

手続をスマホで完結 

 例）鳥獣被害対策×IoT 

例)相談支援×ﾃｷｽﾄ化 AI 

聴力が弱い方からの 

相談支援を円滑にす 

るツール 

関連データや事例

を検索・可視化 
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新 次代を支えるデジタル人材育成事業 
［デジタル政策課］ 62,820 千円 

 

デジタル社会の実現に向け、官民のデジタル人材を育成するために、多彩な研

修等を実施します。     
【事業概要】  
 

〇やまぐち AI Quest 実施事業 

・デジテック for YAMAGUCHI の会員に対して AI

学習プログラムのオンライン講座を無料開放 

・一定レベルに達した受講者を対象とした実践的

な課題を取り扱うハンズオン勉強会の開催 

〇山口データアカデミー開催事業 

・データに基づく施策構築・効果検証の重要性を認

識し、課題解決・効率化に向けた行政サービス構

築に取り組む研修の開催 

・データ加工・分析を、実際にツールを用いて学習

するハンズオン研修の開催 

〇ローコード基礎研修実施事業 

・最小限のプログラミング知識でアプリ開発や UI/UX

を改善できるツールの基礎研修の実施 

・研修受講者が各団体での DX 推進リーダーとなるス

キル習得やツールの横展開を図る成果発表会の開催 

 

 

 
 
新やまぐちデザインシンキングカレッジ開催事業 

・企業などにおける習得ニーズが高く、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

めの実践的な人材育成プログラムの開催 

 

 

 
 

 

新ワールド AI コンペティション実施事業 

・企業や行政等から自社が抱える課題及び賞金等を募集し、

実課題を解決する AI 開発コンペティションの開催 

・コンペティション開催を通じた高度人材の発掘、育成強化 

・様々な手法により世界中で生まれる AI モデルの獲得   
 

 

《アプリ開発例》 
住民用ＦＡＱシステム 
児童クラブ支援員勤怠管理 
定例業務の効率化ツール 

デザイン思考：ユーザーを中心に望ましいサービスを考え、実現していくための方法論。デ
ザイナーがデザインを考案するように、ユーザー視点に立って、ニーズや課題を定義し、
アイデアを出し、試作品を作成し、ユーザーテストを行いながら、新たな製品やサービス
を創出するプロセス。 

予
測
精
度 

限界値 

開発時間 

UI/ UX：ユーザーインターフェイスとユーザーエクスペリエンス。サービスのデザイン性・
操作性等と、利用体験のこと。使いやすいサービスとするため、配慮することが必要。 

 データアカデミーの様子（令和３年度） 

Y-BASE でのﾃﾞｻﾞｲﾝｼﾝｷﾝｸﾞの様子 

予測精度が向上していくｲﾒｰｼﾞ 
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新 デジタルデバイド対策事業 
［デジタル政策課］ 9,938 千円 

 

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します。 

【事業概要】 

〇事業者提案型 

デジタル初心者でも生活に取り入れやすいスマートフォン等を活用した先駆

的かつ効果的な事業を、事業者からの提案により実施し、デジタルデバイド

対策に係るモデル事例の創出と県内への横展開を推進 

 

〇市町提案型 

デジタルデバイド対策としてデジタルの『楽しさ』や『便利さ』が伝わる市

町独自の取組に対し補助を行い、県内全域でデジタルデバイド対策を促進 

 

 

 

 

 

 

[シニア向けデジタルデビューセミナー（令和 3 年 12 月）]  

 

◇ 未来技術活用推進事業  
［デジタル政策課］ 15,984 千円   

山口県における Society5.0 の実現に向け、５Ｇ研究会によるセミナー開催等を

通じ、県内企業等が早期に５Ｇ等未来技術を活用できるよう取組を推進します。 

【事業概要】 

〇５Ｇ等の未来技術活用の推進 

５Ｇ研究会の取組により、県内企業等への５Ｇの理解を促進 

・セミナーによる利活用ニーズの掘り起こし 

〇５Ｇ基地局の整備促進に向けた県有施設敷地等の活用に係る情報提供、情報通信事  

業者向けワンストップ窓口の設置 
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拡 デジタル・ガバメント関連事業 44,458 千円 
 

行政手続のオンライン化やデジタルを活用した業務の効率化を推進し、利用者

目線に立った利便性の高い行政サービスを提供します。 
 

拡 行政事務情報化事業（一部） 25,060 千円 
［デジタル・ガバメント推進課］ 

【事業概要】 

〇電子契約サービスの導入 

工事請負や業務委託、物品購入等について、Ｗｅｂ上で契約を締結すること

が可能な電子契約サービスを導入 

〇Ｗｅｂ口座振替受付サービスの導入 

押印不要で、パソコン・スマートフォンから２４時間いつでも県税等の口座

振替の申込みが可能なＷｅｂ口座振替受付サービスを導入 

〇電子申請サービス対象手続の拡充 

行政手続オンライン化やワンストップ・ワンスオンリー化の早期実現に向け

て、県電子申請サービスで利用できる手続を拡充 

 県・市町ＲＰＡ等共同利用推進事業 14,190 千円 
［デジタル・ガバメント推進課］ 

【事業概要】 

○自治体行政の様々な分野で、県と市町が共同でＲＰＡ・ＡＩの導入に取り組み、県内

自治体のデジタル・ガバメントの実現を推進 

・ＲＰＡ等の導入に向けた業務プロセスの標準化 

・導入効果検証、横展開に向けた課題整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 県民相談高度化事業 5,208 千円  ［広報広聴課］ 

【事業概要】 

○ＡＩ等デジタル技術を活用した県民相談対応を実施 

 ＡＩチャットボット等を活用し、的確かつ迅速に相談対応ができる体制を拡充 
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Ⅱ 本県への新たな人の流れの創出・拡大加速化 
 

◇ ワーケーション推進事業 
［中山間地域づくり推進課］ 48,000 千円 

 

やまぐちワーケーション総合案内施設「ＹＹ！ＧＡＴＥＷＡＹ」（山口宇部空
港）を起点に、企業の生産性向上やイノベーションの創出につながる特色あるワ
ーケーションプログラムを提供することで、首都圏企業等を積極的に県内に呼び
込み、関係人口の創出・拡大を図ります。 

【事業概要】 

○総合案内施設（YY!GATEWAY）の運営 

・コンシェルジュによる相談対応や県内施設等の総合案内 

・総合案内サイトの運営 

○ワーケーションプログラムの開発支援 

・企業目線に立った「山口型ワーケーション」のプログラム 

 を開発し、首都圏等企業を主なターゲットとするワーケー 

ションツアーを県内各地で実施 

○誘客に向けたプロモーション 

・開発したプログラムを活用した首都圏企業等への売り込み  

・都市圏でのイベント等を活用した情報発信  

 

◇ やまぐち創生テレワーク推進事業 
［政策企画課］ 32,071 千円 

 

テレワークを活用した本県への新たな人の流れを創出するため、「地方創生テ

レワーク」のモデルオフィス「ＹＹ！ＳＱＵＡＲＥ」（県庁１階）を運営し、都

市部テレワーカーを受け入れ、本県への移住の促進や関係人口の創出・拡大等を

図ります。 

地方創生テレワーク…都市部の働き手がテレワークを活用し、地方のサテライトオフィ

ス等で都市部の仕事を行う新しい働き方 

【事業概要】 

〇オフィス環境等の提供 

・快適なテレワーク空間の運営（約 200 ㎡、40 席） 

・受付スタッフの配置、ＷＥＢ予約システムの運用等 

（県外勤務者優先予約、移住等即時応談体制、無料利用等） 

 ⇒ 県内各地域への普及、取組促進とネットワーク化 

〇「転職なき移住」の実現に向けた都市部企業・就業者へのＰＲ 

・東京、関西、広島、福岡等へのＰＲの展開 
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拡 テレワーク移住支援事業  
［中山間地域づくり推進課］ 18,360 千円 

  
国の地方創生移住支援事業を活用し、テレワーカーや、県内の地域と関わりが

ある関係人口を対象として、本県への移住を支援します。  
【事業概要】 

〇テレワーカー等への移住支援金の支給 

［対象者］東京２３区在住者又は通勤者（直近１０年間で通算５年以上在住又は

通勤）で次のいずれかに該当する者 

     ・本県に移住し引き続きテレワークで業務を行う者 

・市町が移住前に地域等と関わりがある者（関係人口）と認める者 

［支給額］１００万円（世帯）、６０万円（単身） 

拡１８歳未満の帯同世帯員１人につき３０万円を加算 
 

◇ 「住んでみぃね！ぶちええ山口」移住促進事業  
［中山間地域づくり推進課］ 46,000 千円 

 

「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議が主体となり、移住促進に官民一体

となって取り組み、地域への新たな人の流れを創出します。 

【事業概要】 

〇移住の働きかけ 

・本県への移住希望者を対象とした連続セミナー「ＹＹ！ターンカレッジ」の開催 

〇相談対応・情報提供 

・「やまぐち暮らし支援センター」（東京・大阪・山口）による窓口、オンライン

での相談対応 

・「ＹＹ！ターンコンシェルジュ」の配置による県内の相談・受入支援体制の充実 

〇受入支援 

・「やまぐち移住倶楽部」の運営 

・地域おこし協力隊の定住支援 
 

◇ 関係人口創出・拡大事業  
［中山間地域づくり推進課］ 26,000 千円 

  

「山口つながる案内所」を通じた都市部人材と地域のマッチングの推進などによ

り、本県と継続的に関わる多様な人材である「関係人口」の創出・拡大を図ります。  
【事業概要】 

○関係人口の登録 

・「山口つながる案内所」による情報発信 

○マッチング・受入支援 

・関係人口の創出につながる交流企画の開発支援 

・本県での幅広い活動プログラムの提供や活動時の来県支援 
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Ⅲ 「新たな日常」を支える人材育成加速化 

～「山口県新たな時代の人づくり推進方針」に基づく施策展開～ 

新 新たな時代の人づくり協働推進事業 
［政策企画課］ 3,050 千円 

 

民間団体等が「推進方針」に沿って、学校や企業等と連携・協働して行う新たな

取組に対する立ち上がり支援を行い、人づくりの全県的な推進を図ります。 

【事業概要】 

○民間団体等が行う新たな人づくりの取組に対する支援 

人づくりの新たな取組に対する活動補助金を支給（補助率 10/10、上限 50 万円） 

○人づくり推進ネットワーク会員とのマッチング 

ネットワーク会員への取組の周知と、連携希望会員とのマッチングを実施 

○人づくりアドバイザーの意見を踏まえた助言等 

取組の充実に向け、アドバイザーの意見を踏まえた助言等を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 主要事業 
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◇ クリエイティブ・キッズ育成事業 
［政策企画課］ 10,400 千円 

 

子どもの創造力・表現力の育成を図るため、デジタルからアナログまで様々なツ

ールを活用したワークショップを一堂に集めたイベントの開催などを行います。 

【事業概要】 

○クリエイティブ活動情報の集約と発信 

「こどものためのあそび×まなびカタログ 

サイト」による情報発信 

○ワークショップの質の向上 

ワークショップの運営ノウハウやファシ 

リテーションなどに関する研修を開催 

○ワークショップを一堂に集めたイベントの開催 

企業や団体、大学など様々な主体と連携・ 

協働し、子どもの創造力・表現力を刺激 

する多様なモノづくり体験の場を提供 

 

◇ やまぐちの未来を担うグローカルリーダー 
育成事業             ［政策企画課］ 9,300 千円 

 

自身を理解し郷土への誇りと愛着を持つローカルな視点と、多様な価値観や文化

を理解・尊重するグローバルな視点を併せ持つ、グローカルリーダーの育成に向け

た取組を推進します。 
 
【事業概要】 

○やまぐち未来維新塾グローカル 

ローカル×グローバルな視点の涵養 

［対 象 者] 県内小学生～高校生 

［事業内容] 外国人大学生等との対話やプレゼンを 

      通じて郷土と異文化への理解促進を図 

るプログラムを実施 

○薩長土肥連携高校生ふるさと探究 

本県の魅力の再認識、多角的な視点の涵養 

［対 象 者] 県内高校生 

［事業内容] ふるさとへの理解を深める研修や若者 

同士の交流等を、薩長土肥４県が連携 

して実施 

 

 
 



２ 主要事業 
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新たな時代の人づくり推進方針に沿って、幼児期から子ども・若者の発達段階

に応じて必要となる力を養うための新たな学びを提供します。（山口県ひとづくり財団実施） 

【事業概要】 

≪やまぐち未来アカデミア≫ 

○やまぐちキッズスクール 
自己肯定感・非認知能力の向上 

［対 象 者] 県内幼児・児童 

［事業内容] 生命や自然とふれあう体験プログラム等の実施 
○子どもたちのまちづくりセミナー 

身近な問題に向き合う視点やまちへの愛着の育成 

［対 象 者] 県内小学生 

［事業内容] 地域づくりの取組を学ぶグループワークの実施 
○やまぐち「志」キャンプ 

チャレンジ精神やコミュニケーション能力等の育成 

［対 象 者] 県内小学生～中学生 

［事業内容] 仲間づくり・ふるさと探究を目的としたキャンプの実施 
○やまぐち高校生ふるさと探究 

ふるさとへの誇りと愛着、キャリア形成 

［対 象 者] 県内高校生 

［事業内容] ふるさとの歴史や先人学習、県内で活躍する先輩との交流、ワーク

ショップ等の実施 
○やまぐち若者ＭＹ ＰＲＯＪＥＣＴ 

課題解決能力、コミュニケーション能力等の育成 

［対 象 者] 県内高校生 

［事業内容] 社会人・大学生等との協働による地域課題解決実践探究プログラム

の実施 

新やまぐち探究サミット 

課題解決能力、プレゼンテーション能力等の育成 

［対 象 者] 県内高校生 

［事業内容] 県内全ての高校生を対象とした探究活動発表会の開催 

セミナーパーク指定管理事業 
（「新たな時代の人づくり推進方針」関連事業抜粋） 

 



《参考》「山口県新たな時代の人づくり推進方針」関連事業一覧（令和４年度当初）

事業名

拡 乳幼児の育ちと学び支援事業 教育庁 31,640

私立幼稚園預かりサポート推進事業 総務部 346,395

私立幼稚園地域子育て支援事業 総務部 12,922

私学教職員研修補助金 総務部 929

クリエイティブ・キッズ育成事業 総合企画部 10,400

やまぐち未来アカデミア事業（セミナーパーク指定管理事業） 総合企画部 13,230

地域子ども・子育て支援事業（一時預かり等） 健康福祉部 291,948

地域子ども・子育て支援事業（地域子育て支援拠点等） 健康福祉部 254,212

保育人材スキルアップ支援事業 健康福祉部 18,224

幼児教育の質の向上推進事業 教育庁 2,401

拡 乳幼児の育ちと学び支援事業 教育庁 （再掲）

私立幼稚園地域子育て支援事業 総務部 （再掲）

幼児教育充実事業　 教育庁 7,745

私立幼稚園地域子育て支援事業　 総務部 （再掲）

やまぐちの未来を担うグローカルリーダー育成事業 総合企画部 9,300

やまぐち未来アカデミア事業（セミナーパーク指定管理事業） 総合企画部 （再掲）

生涯学習推進体制整備事業 教育庁 7,906

拡 やまぐち未来アカデミア事業（セミナーパーク指定管理事業） 総合企画部 （再掲）

やまぐちハイスクールブランド創出事業 教育庁 14,404

生涯学習推進体制整備事業 教育庁 （再掲）

拡 やまぐちスマートスクール構想推進事業 教育庁 175,743

拡 東部地域グローカル人材育成事業 教育庁 93,985

やまぐちの未来を担うグローカルリーダー育成事業 総合企画部 （再掲）

新 次代を支えるデジタル人材育成事業 総合企画部 42,820

拡 やまぐちスマートスクール構想推進事業 教育庁 （再掲）

クリエイティブ・キッズ育成事業 総合企画部 （再掲）

ものづくり企業におけるＤＸ加速支援事業 産業戦略部 69,000

データサイエンス活用推進事業　　 商工労働部 5,700

やまぐちＩＴ ・サテライトオフィス誘致推進事業 商工労働部 10,000

中小企業ＤＸ推進総合支援事業 商工労働部 18,656

地域雇用創造事業 商工労働部 19,900

ものづくり産業技能向上対策事業 商工労働部 5,973

職業能力開発支援事業 商工労働部 11,715

②自らキャリアを構築する力の育成

２  主要事業

推進方針項目
所管部局

事業費
（千円）

(1)生涯にわたる人づくりの基礎を培う

①幼児教育・保育の充実

②学びの接続と一貫した人づくり

(2)ふるさと山口への誇りと愛着を高める

(3)新たな価値を創造する力を育む

①地域や社会が抱える課題を発見し、他者と協働して解決する力の育成

③グローバルな視野の育成

④ＡＩ等新しい技術を活用する力の育成
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《参考》「山口県新たな時代の人づくり推進方針」関連事業一覧（令和４年度当初）

事業名

新 医療的ケア児支援センター運営事業 健康福祉部 5,869

新 医療的ケア児保育支援事業 健康福祉部 27,450

新 総合支援学校ＶＲ活用事業 教育庁 3,487

拡 難聴児支援推進事業 健康福祉部 5,178

拡 乳幼児の育ちと学び支援事業 教育庁 （再掲）

私立幼稚園預かりサポート推進事業 総務部 （再掲）

在宅障害児療育支援事業 健康福祉部 6,722

発達障害児地域支援体制強化事業 健康福祉部 1,125

医療的ケア児支援推進事業 健康福祉部 1,176

保育所障害児受入促進事業 健康福祉部 3,430

地域子ども・子育て支援事業（一時預かり等） 健康福祉部 （再掲）

教育ＩＣＴ管理運営費 教育庁 103,168

インクルーシブ教育システム推進事業 教育庁 10,678

新 里親養育支援システム構築事業 健康福祉部 6,891

新 ヤングケアラー支援体制強化事業 健康福祉部 4,500

新 子どもの夢応援 大学等受験料補助事業 健康福祉部 10,000

私立高校生等奨学給付金事業 総務部 208,288

子育て支援のための私立高校生授業料等減免事業 総務部 92,720

私立高校生奨学事業費 総務部 1,080

私立高校生通信制課程修学奨励事業 総務部 2,352

子どもの学習・生活支援事業 健康福祉部 2,849

子どもの居場所づくり推進事業 健康福祉部 56,958

子育て支援環境づくり推進事業 健康福祉部 28,318

家庭的養護推進事業 健康福祉部 7,449

里親養育包括支援事業 健康福祉部 22,229

１８９サポート推進事業 健康福祉部 4,538

国公立高校生奨学給付金事業 教育庁 306,971

いじめ・不登校対策事業 教育庁 159,711

私立高等学校等就学支援事業 総務部 26,309

私立高校生通信制課程修学奨励事業 総務部 （再掲）

新 私立専修学校運営費補助事業 総務部 1,869

私立高等専修学校特別振興補助金 総務部 12,325

やまぐちの未来を担うグローカルリーダー育成事業 総合企画部 （再掲）

(5)地域や時代のニーズに対応し、チャレンジのための環境を整える

①児童生徒の可能性を伸ばし、「志」を叶える新たな学びの場を創造

２  主要事業

(4)誰にも等しくチャレンジの機会を創る

①障害のある幼児児童生徒

②家庭環境等に困難を有する幼児児童生徒

推進方針項目
所管部局

事業費
（千円）

③その他特別な支援を必要とする児童生徒

④「学び直し」を希望する若者
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《参考》「山口県新たな時代の人づくり推進方針」関連事業一覧（令和４年度当初）

事業名

やまぐち未来アカデミア事業（セミナーパーク指定管理事業） 総合企画部 （再掲）

県立学校施設整備事業（高校再編整備・教室不足対策） 教育庁 1,312,421

県立高校将来構想推進事業 教育庁 813

やまぐちで学ぶ！高校教育魅力向上事業 教育庁 3,328

拡 学びに向かうやまぐちっ子育成推進事業 教育庁 33,116

拡 やまぐちスマートスクール構想推進事業 教育庁 （再掲）

教育ＩＣＴ管理運営費 教育庁 （再掲）

産業教育設備整備費 教育庁 100,000

やまぐちハイスクールブランド創出事業 教育庁 （再掲）

地域で活躍！シニア社会貢献活動推進事業 健康福祉部 512

地域教育力日本一推進事業 教育庁 77,635

育ちや学びをつなぐコミュニティ・スクール推進事業 教育庁 8,724

大学等連携プラットフォーム運営事業 総務部 28,430

山口県立大学第二期整備事業 総務部 966,412

県立大学運営費交付金 総務部 1,214,309

生涯学習推進体制整備事業 教育庁 （再掲）

拡 私立幼稚園等教育支援体制整備事業 総務部 21,276

拡 私立幼稚園教員処遇改善促進事業 総務部 23,780

拡 乳幼児の育ちと学び支援事業 教育庁 （再掲）

私学教職員研修補助金 総務部 （再掲）

保育人材スキルアップ支援事業 健康福祉部 （再掲）

保育士確保総合対策事業　 健康福祉部 14,524

保育士確保緊急対策事業 健康福祉部 84,275

幼児教育の質の向上推進事業 教育庁 （再掲）

拡 やまぐちスマートスクール構想推進事業 教育庁 （再掲）

私学教職員研修補助金 総務部 （再掲）

教職員等研修事業 教育庁 24,249

ＩＣＴを活用した新たな学び推進事業 教育庁 15,061

新 新たな時代の人づくり協働推進事業 総合企画部 3,050

人づくりの推進体制の構築 総合企画部 111

合計 6,530,814

２  主要事業

②教育のＩＣＴ化の推進

③新たな学びを先導する体制整備

④推進方針に基づく取組の推進と検証

推進方針項目
所管部局

事業費
（千円）

③社会の変化に対応した専門高校の充実

④コミュニティ・スクールの深化

⑤県内高等教育機関における機能分担と連携の推進

(6)新たな人づくりの推進体制を築く

①幼稚園教諭・保育士等の資質能力の向上、確保・育成

②教職員の資質能力の向上
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２ 主要事業 
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Ⅳ 活力ある中山間地域づくりの推進 
 

◇ やまぐち元気生活圏づくり協働支援事業 
［中山間地域づくり推進課］ 11,558 千円 

 

「やまぐち元気生活圏」づくりに向け、外部人材の活用による専門家の派遣や

地域づくり人材・団体の育成など、市町や地域への支援体制の強化を図るととも

に、先進事例等の普及啓発を図ります。 

＜市町・地域への支援体制の強化＞ 

○外部人材等の活用 

専門家、大学生等の派遣 

○地域づくり人材、団体の育成・確保 

・市町や地域づくり団体、集落支援員などを対象に課題解決型研修の開催 

・集落のあり方を考えるシンポジウムの開催 

＜普及啓発の強化＞ 

○「やまぐち元気生活圏」の全県への波及 

・「やまぐち元気生活圏づくり推進会議」による普及啓発 

・「やまぐち中山間地域づくり支援サイト」による情報発信 

 

 

 

 

 

 

◇ やまぐち元気生活圏形成支援事業 
［中山間地域づくり推進課］ 11,500 千円     

地域づくりの機運がある地域を対象に、地域伴走型支援や元気生活圏づくりの

中核となる事業の前倒し実施に対する補助により、「やまぐち元気生活圏」の形

成を支援します。 
 

【事業概要】 

○元気生活圏の形成に向けた地域伴走型支援の実施 

地域づくりの機運のある地域に対し、元気生活圏づくり推進方針策定に向けて、

中間支援団体による伴走型の支援を実施 

［対象地域］市町が元気生活圏づくり推進方針策定に向け、住民と議論すること

を確約した地域 

○元気生活圏づくりの中核となる事業の前倒し実施に対する支援 

［事業主体］地域づくり団体 

［対象地域］上記の地域伴走型支援を受けている地域 

［補 助 率］10/10（補助上限額 500 千円（各地域２か年度限り）） 

やまぐち元気生活圏（小さな拠点）

合意形成・計画策定・実行

自立に向けた実践

自立

自立した地域づくりの推進

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

基幹的集落

周辺集落 周辺集落

やまぐち元気生活圏
小学校区等
の単位

近隣都市

元気生活圏 元気生活圏



２ 主要事業 
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◇ やまぐち元気生活圏活力創出事業 
［中山間地域づくり推進課］ 148,430 千円    

「やまぐち元気生活圏」づくりを進め、中山間地域の活力を創出するため、市町

や地域が主体的に取り組む地域づくり活動をソフト・ハード両面から支援します。 

【事業概要】 

○活力強化事業（ソフト事業） 30,000 千円 

[事業主体] 地域づくり団体・法人 

 [補 助 率] 10/10(補助上限額:1,000 千円:①＋②合計) 

①通常分 補助上限額 500 千円 

②デジタル化・ＩＣＴ地域づくり分 補助上限額 1,000 千円 

○活力創出事業（ハード事業） 118,430 千円 

[事業主体] ①市町、②地域づくり団体・法人  [補助率] ①1/2、②1/3 

＜支援メニュー＞ 

 ・生活機能の確保（移動販売車等） ・地域産業の振興（特産品づくり等） 

 ・生活交通の確保（コミュニティバス等） 

 ・地域交流の促進（交流拠点の整備等） 

 

◇ 地域経営力向上プロジェクト推進事業  
［中山間地域づくり推進課］ 21,500 千円 

 
 

地域運営に経営の視点を取り入れ、地域資源を活用した収益事業を行うととも

に、地域の課題解決につながる生活サービス事業等を展開することにより、地域

に好循環を生み出す仕組みを構築し、自立・持続可能な中山間地域を創造します。  
 

【事業概要】 

○地域経営サポートチームによる支援 

専門家による地域課題解決に向けた相談対応、指導・助言、調査・分析 等 

○地域経営に係る普及啓発及び中核的人材の育成・確保 

地域経営取組事例集の作成 

○地域経営会社の経営確立・安定化に向けた施設整備支援  

[事業主体] 地域経営会社（または準備組織）［補助率］1/2 以内 
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◇  体感やまぐち地域滞在型交流促進事業 
［中山間地域づくり推進課］ 5,000 千円   

都市農山漁村交流を、地域とのより深い関わりにつながる地域滞在型交流へと

発展させるため、地域の取組状況に応じた支援の実施や、新たな担い手の育成に

より、新たな人の流れの創出による地域活性化を促進します。 
 

【事業概要】 

○地域の取組状況に応じた地域滞在型交流の促進 

体験型教育旅行の受入再開に向けた機運醸成や 

受入体制の再構築を図るワークショップの開催等 

○地域滞在型交流に取り組む人材の育成 

新たな担い手を育成する研修の開催 
 

 

Ⅴ 山口ゆめ花博の成果の継承 

  

◇ ゆめはな開花プロジェクト推進事業 
［政策企画課］ 83,668 千円 

 

山口ゆめ花博で得られた様々な成果を活かした、市町の創意工夫による取組を

支援することによって、県全体の活性化につなげます。（山口ゆめ花博基金を活用） 
 

【事業概要】 

○市町の創意工夫による取組への支援 

山口ゆめ花博の成果を活かした、地域活性化、地域課題の解決等の取組を支援 

［事業主体] 市町 

  ［補 助 率] 1/2(市町が地域団体等へ補助する場合は 1/3) 

［補助対象] 山口ゆめ花博の成果を活かした、次の視点を取り入れた取組 

① 花と緑を活かした地域づくり・まちづくりの推進 

② 県民活動の活発化と人材育成 

③ 公園等の地域資源の新たな利活用 

④ 上記以外の山口ゆめ花博の成果 
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調査名称 調査日 内    容 

令和 4 年就業構造

基本調査 

令和 4 年 

10 月 1 日 

（5 年周期） 

全国及び地域別の就業構造を明らかにする

統計調査 

労働力調査 通年 就業及び不就業の状態を把握する統計調査  

家計調査 通年 毎月の家計収支の実態を把握する統計調査  

毎月勤労統計調査 通年 
雇用、給与及び労働時間についての変動を  

把握する統計調査 
 

■担当課  ：  統計分析課 

 


