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◇予算編成の基本的な考え方 

○  令和３年度山口県予算は、直面する新型コロナウイルス感染症の危機を乗

り越え、「活力みなぎる山口県」を実現していくために、感染拡大の防止と経

済活性化の両立を図り、危機から生まれた社会変革の動きをしっかりと捉え

これからの成長につなげていくことで、コロナ禍というピンチをチャンスに

変え、県づくりの取組を力強くスピード感を持って前に進める。また、国の

経済対策に呼応し、「１５か月予算」の考え方により、令和２年度２月補正予

算と令和３年度当初予算を一体的に編成し、切れ目なく対策を講じる観点で

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、新たな視点によ

る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。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇総合企画部の組織改編 

(1) デジタル推進局の設置  

  県政の様々な分野でデジタル化を進め、デジタル技術を活用して社会変

革を生み出すデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を強力に推進す

るため、総合企画部内に「デジタル推進局」を設置し、デジタル政策課と

デジタル・ガバメント推進課の２課体制とします。  

 

(2) 新たな時代の人づくり推進室の設置  

  新たな時代の人づくりに関する取組を関係部局が連携・協働し、総合的

に推進していくため、教育庁を含む庁内横断的な組織となる「新たな時代

の人づくり推進室」を総合企画部内に設置します。  
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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  
 

新 やまぐちＤＸ推進事業 
［政策企画課（R3 デジタル政策課）］ 544,600 千円 

 

デジタル社会の実現に向け、全県的なＤＸを推進するための拠点を整備し、相

談対応や技術的支援、人材育成等を実施するとともに、多様な主体との連携・協

働により、地域課題の解決や新たなイノベーションの創出等を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【事業概要】 
 
 

〇「やまぐちＤＸ推進拠点（仮称）」整備事業 

ＮＰＹビル（山口市）に「やまぐちＤＸ推進 

拠点（仮称）」を設置 
 

〇「やまぐちＤＸ推進拠点（仮称）」運営事業 

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、デジタル人材育成を 

推進 
 

〇山口県版クラウド「Ｙ-Cloud（仮称）」構築事業 

ＡＩ開発アプリケーション等を格納した山口 

県版クラウド「Ｙ-Cloud(仮称)」の構築 
 
〇山口県データプラットフォーム（仮称）構築事業 

官民の様々なオープンデータを蓄積し、加工・ 

分析等を行う基盤を「Ｙ-Cloud(仮称)」内に 

構築 
 

 

〇ＤＸ推進官民協働フォーラム創設事業 

行政・民間・大学・地域・個人等による連携・協働の取組のための受け皿体制

の構築 

《イメージ》 

「Ｙ-Cloud （仮称）」   

ビッグデータ解析ソフト 

ＡＩ開発ソフト ・・・ソフト 

 
民間データ 行政データ 

データプラットフォーム 
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〇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（Proof of Concept：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 

 

 

 
 

〇シビックテック推進事業 

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 

 

 

 

 

 

 

〇データドリブン推進事業 

データの利活用やデータ活用人材の育成によるデータドリブン（主観的な判断

ではなく、データ分析に基づいた意思決定）を推進 

・オープンデータ・ラウンド・テーブル・セッション

による民間ニーズ把握等 

・オープンデータ化の推進及び官民によるデー

タプラットフォームの充実・利活用促進 

・データ利活用の研修・実践のためのデータア

カデミーの開催 

 

 

〇ＡＩ人材育成プログラム推進事業 

県民を対象にＡＩ学習プログラムをオンラインで無料開放するととも

に、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を開催 
 

〇ＤＸリーダー育成事業 

ローコード技術※を活用した、県・市町内でのＤＸリーダーの育成 

※プログラミングの知識がなくとも簡単にシステム開発ができるアプリ等 
 

〇やまぐち未来維新塾ＤＸ事業 

県内企業若手社員と高校生・大学生が共に学ぶアイデアソ

ン・ハッカソン等を行い、新たな価値を創造するデジタル人

材の育成を推進 
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拡 デジタル・ガバメント関連事業 179,831 千円 
 

行政手続きのオンライン化やＩＣＴを活用した業務の効率化を推進し、デジタ

ル技術を活用した利便性の高い行政サービスを提供します。 

拡 デジタル・ガバメント構築推進事業（一部）《2 月補正》 16,721 千円 

［情報企画課（R3 デジタル・ガバメント推進課）］ 

【事業概要】 

〇オンライン手続き総合案内サイトの構築 

今後増加するオンライン手続きについて、県民の円滑な利用を図るため、外

部人材の意見も取り入れながら、ユーザー視点に立った使いやすいポータル

サイトを構築 

〇ペーパーレス会議の実施拡大 

ペーパーレス会議の積極的な導入のため、タブレットや大型モニターを整備

した会議室を増室 

〇Ｗｅｂ会議環境の向上 

Ｗｅｂ会議環境の更なる改善のため、庁内に個別・少人数用ブースを整備 

 

 

 

 

 

[オンライン手続き総合案内サイトイメージ図]              [ペーパーレス会議] 

新 県・市町ＲＰＡ等共同利用推進事業 18,260 千円 
［情報企画課（R3 デジタル・ガバメント推進課）］ 

【事業概要】 

〇業務プロセスの標準化 

自治体間の業務プロセスを比較しながら、標準的な業務プロセスを構築 

〇効果検証・課題整理 

県・市町の共同利用型のＲＰＡやＡＩを活用し、業務への導入効果を検証す

るとともに、他自治体への横展開に向けて課題と対応策を整理 
                           

〔県・市町によるRPAの共同利用化〕

共通して労力を要する業務を抽出

各団体の業務プロセスを比較

標準的な業務プロセスを構築

自動化シナリオの作成・適用

効果検証・課題整理

県・市町 クラウド型RPAの共同利用の実現

他の

市町へ

積極的

に展開

総合案内サイト 県県民

電子

申請アク

セス

電子化
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他県の高校 大学・研究機関SINET

ＹＳＮ

高校 高校 高校

海外のネットワーク

 
新 県民相談高度化事業 20,000 千円 ［広報広聴課］ 

【事業概要】 

〇県民相談対応にＡＩチャットボット（人工知能）等を導入 

 ＡＩチャットボットを活用し、的確かつ迅速に対応できる環境を整備 

 
 

            
新 ＩＣＴ教育基盤高度化事業 124,850 千円 

［情報企画課（R3 デジタル政策課）］ 

やまぐち情報スーパーネットワークを活用し、「やまぐちスマートスクール構

想」の推進に向けて、県立高校が、ＳＩＮＥＴ（学術情報ネットワーク）に接続

できる、超高速ネットワーク環境を整備します。 

ＳＩＮＥＴ：Science Information NETwork の略。日本全国の大学、研究機関等の学術

情報基盤となる超高速ネットワーク(最大 400Gbps)であり、多くの海外研

究ネットワークと接続。Ｒ４年度から高校等に開放される予定。 

【事業概要】 

〇県立高校とＹＳＮの接続 

各圏域の中心校を接続対象として、光ファイバーを敷設し、ＹＳＮと接続  

接続対象１０校：岩国、柳井、徳山、防府、山口、宇部、下関西、萩、大津緑洋（大津）、 

防府商工 

 

 

 

 

 

 

◇ 未来技術活用推進事業  
［情報企画課（R3 デジタル政策課）］ 17,760 千円   

山口県における Society5.0 の実現に向け、５Ｇ研究会による分野別セミナー等

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 

・分野別セミナーによる利活用ニーズの掘り起こし 

・個別相談会、先進事例視察の実施 等 

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 

庁内共通ＦＡＱ 

県民相談 

各課への 

質問 

検索 

中央 
県民相談室 

回答 

相談 

分析 

蓄積 

適切な回答を提示 
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Ⅱ 本県への新たな人の流れの創出・拡大加速化 
 

新 ワーケーション推進事業 
［中山間地域づくり推進課］ 85,000 千円 

 

休暇先でテレワークを行う「ワーケーション」を推進し、首都圏企業等を積極
的に県内に呼び込み、関係人口の拡大を図ります。 

【事業概要】 

○受入体制の整備 

・ゲートウェイ施設の設置・運営実証（山口宇部空港） 

・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 

・各地域のワーケーションプログラムの開発支援 

○首都圏企業等の呼び込み 

・施設予約も可能な総合案内サイトの開設 

・マッチングサイトを活用したＰＲ等の実施 

・パートナー企業と連携したプロモーション展開 

 

新 やまぐち創生テレワーク推進事業 
［政策企画課］ 67,000 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」のモデルオフィスを県庁１階に開設（全国初）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】 

〇オフィス環境の整備・運営 

・快適なテレワーク空間の設計・整備（約 200 ㎡、50 席） 

・受付スタッフの配置、ＷＥＢ予約システムの構築等 

（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 

〇都市部企業・就業者に向けたＰＲ 

・東京、関西、広島・福岡等に向けたＰＲの展開 

 

首都圏企業等 

受入体制整備 
・ゲートウェイ施設の設置 

・コンシェルジュによる案内等 

本県への呼び込み 
・総合案内サイトの開設 
・プロモーション展開 

〔県内各地域の取組〕 
・市町 

・宿泊施設 

・コワーキング施設 

・アクティビティ 等 

「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議 
テレワーク・ワーケーション専門部会（設置予定） 
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新 テレワーク移住支援事業  
［中山間地域づくり推進課］ 15,000 千円 

  
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、県内の地域と強

い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 

・移住前に移住希望先の市町の地域等と関わりを有し（関係人口）、

その市町が個別に強いつながりがあると認める者 

［支給額］１００万円（世帯）、６０万円（単身） 
 

◇ 「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］ 52,000 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］ 29,000 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」（令和３年３月策定予定） 
に基づく施策展開」～ 

 

新 クリエイティブ・キッズ育成事業 
［政策企画課］ 14,000 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 

「やまぐちクリエイティブ・キッズ育成 

活動カタログサイト」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 

新 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］ 9,500 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 

 

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》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

２  主要事業

(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

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
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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
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

(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

２  主要事業

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
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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Ⅳ 活力ある中山間地域づくりの推進 
 

新 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］ 13,000 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づくり協働支援事業 
［中山間地域づくり推進課］ 11,396 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（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
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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］ 104,300 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） 33,000 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） 71,300 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］ 24,000 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 

地域経営力向上セミナーの開催 

○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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



２ 主要事業 
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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］ 4,100 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、普及啓発を図るとともに、受入体制の強化、魅力向上に向けた

地域の取組を支援し、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】 

○新たな地域滞在型交流の普及促進 

地域滞在型交流促進セミナーの開催 

○地域滞在型交流に係る受入体制の強化、魅力向上 

実践者向け研修会の開催 

 

 

 
 

 
 
 

 

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］ 101,369 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 

 

 

 

 
 

〔人の流れの創出による地域活性化〕 

 

 

都 市 部 

農山漁村地域 

 地域担い手組織 〔育成〕  
新たな地域滞在型交流の実施  

地域とのふれあい 多様な滞在施設  地域資源の活用  
多様化する都市圏在住者の趣向に対応 

人の 
流れ 
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調査名称 調査日 内    容 

令和 3 年経済セン

サス-活動調査 

令和 3 年 

6 月 1 日 

（5 年周期） 

我が国の全産業分野における事業所及び企

業の経済活動の実態を明らかにする統計調

査 

令和 3 年社会生活

基本調査 

令和 3 年 

10 月 20 日 

（5 年周期） 

国民の生活時間の配分及び自由時間におけ

る主な活動について調査し、国民の社会生

活の実態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 
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◇当初予算規模 

                   （単位：千円） 

区    分  

令和３年度当初  令和２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) 

政 策 企 画 課 1,848,149 20.4% 1,737,283 26.7% 110,866 106.4% 

広 報 広 聴 課 329,454 3.6% 296,903 4.6% 32,551 111.0% 

統 計 分 析 課 462,624 5.1% 1,137,492 17.4% ▲ 674,868 40.7% 

中 山 間 地 域 

づくり推進課  
447,712 4.9% 389,431 5.9% 58,281 115.0% 

市 町 課 3,030,571 33.5% 1,372,094 21.1% 1,658,477 220.9% 

情 報 企 画 課   1,583,215 24.3% ▲ 1,583,215 皆減  

デジタル推進局 2,937,810 32.5%   2,937,810 皆増  

  デジタル政 策 課 1,322,947 14.6%   1,322,947 皆増  

  
デジタル・ガバメント  

推 進 課 
1,614,863 17.9%   1,614,863 皆増  

総 合 企 画 部 計  9,056,320 100.0% 6,516,418 100.0% 2,539,902 139.0% 

 



 


