
《参考》新たな時代の人づくり推進方針 関連事業一覧（令和３年度当初、令和３年２月補正）

事業名

新 クリエイティブ・キッズ育成事業 総合企画部 14,000
新 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 12,530
新 乳幼児の育ちと学び支援事業 教育庁 33,265

私立幼稚園預かりサポート推進事業 総務部 296,492
私立幼稚園地域子育て支援事業 総務部 12,948
保育人材スキルアップ支援事業 健康福祉部 18,228
幼児教育の質の向上推進事業 教育庁 3,568

新 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 3,017

新 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 9,500
新 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）

私立幼稚園地域子育て支援事業 総務部 （再掲）
生涯学習推進体制整備事業 教育庁 8,488

新 やまぐちＤＸ推進事業 総合企画部 10,000
新 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 16,004
生涯学習推進体制整備事業 教育庁 （再掲）

新 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 ＩＣＴを活用した先進的教育推進事業 教育庁 186,678

新 クリエイティブ・キッズ育成事業 総合企画部 （再掲）
新 やまぐちＤＸ推進事業 総合企画部 （再掲）
新 ものづくり企業におけるＤＸ加速支援事業 産業戦略部 48,550
新 中小企業ＤＸ推進総合支援事業 商工労働部 18,656
新 地域雇用創造事業 商工労働部 19,900
新 ＩＣＴを活用した先進的教育推進事業 教育庁 （再掲）
拡 私立高等学校等「未来型教育」支援事業 総務部 17,325

データサイエンス活用推進事業 商工労働部 6,000
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
ものづくり産業技能向上対策事業 商工労働部 7,572
職業能力開発支援事業 商工労働部 4,917

新 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 7,050
発達障害児地域支援体制強化事業 健康福祉部 5,764
医療的ケア児支援推進事業 健康福祉部 2,115
保育所障害児受入促進事業 健康福祉部 3,020
新たな学びを実現する教育ＩＣＴ推進事業 教育庁 97,293
インクルーシブ教育システム推進事業 教育庁 10,986

拡 私立高校生等奨学給付金事業 総務部 277,511
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 103,422
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 2,260
子どもの居場所づくり推進事業 健康福祉部 11,243

②自らキャリアを構築する力の育成

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

(2)ふるさと山口への誇りと愛着を高める

推進方針項目 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

(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

(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

所管部局



子育て支援環境づくり推進事業 健康福祉部 81,216
家庭的養護推進事業 健康福祉部 7,766
里親養育包括支援事業 健康福祉部 20,643
１８９サポート推進事業 健康福祉部 6,406
国公立高校生奨学給付金事業 教育庁 308,241

いじめ・不登校対策事業 教育庁 178,038

私立高等学校等就学支援事業 総務部 28,530
私立高校生通信制課程修学奨励事業 総務部 （再掲）

新 やまぐちＤＸ推進事業 総合企画部 （再掲）
新 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 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）
新 次期県立高校将来構想策定事業 教育庁 17,171
拡 私立高等専修学校特別振興補助金 総務部 9,430

やまぐちで学ぶ！高校教育魅力向上事業 教育庁 4,940
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 1,483,985

新 ＩＣＴを活用した先進的教育推進事業 教育庁 （再掲）
新 新たな博物館展示創出事業 教育庁 20,000
新 県立社会教育施設感染症予防等事業 教育庁 35,440
拡 私立高等学校等「未来型教育」支援事業 総務部 （再掲）

新たな学びを実現する教育ＩＣＴ推進事業 教育庁 （再掲）

新 デジタル化対応産業教育装置整備事業 教育庁 1,572,734
産業教育設備整備費 教育庁 124,545
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 95,043
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 15,876

大学等連携プラットフォーム運営事業 総務部 30,000
山口県立大学第二期整備事業 総務部 948,534
県立大学運営費交付金 総務部 1,311,048
生涯学習推進体制整備事業 教育庁 （再掲）

新 乳幼児の育ちと学び支援事業 教育庁 （再掲）
私立幼稚園教員処遇改善促進事業 総務部 8,000
私学教職員研修補助金 総務部 929
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 14,810
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）

新 ＩＣＴを活用した先進的教育推進事業 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 24,739

ＩＣＴを活用した新たな学び推進事業 教育庁 17,718

新 人づくりの推進体制の構築 総合企画部 740
合計 7,733,043

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

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

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教育のＩＣＴ化の推進

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

(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

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


