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時代を勝ち抜く産業力強化/ 2

次代を切り拓く成長産業発展/ 3

新 ＡＩ技術等の活用によるヘルスケア関連産業
新

新 未来技術活用推進事業（27,000千円）
新
～未来技術で新たなステージへ～
山口県におけるSociety5.0の実現に向け、５Ｇ等未来技
術の活用の推進を図ります。
５Gの特徴

◎未来技術推進体制整備事業

○未来技術活用プロジェクトマネ
ージャーの配置等

超高速

◎５Ｇ普及促進事業
○企業等を対象とし、５Ｇ分野別
セミナー、個別相談会、先進事
例視察を実施

◎未来技術プロモーション事業

多数同時接続

中堅・中小企業の「底力」発揮プロジェクト

４G

超低遅延

創出事業（31,267千円）
～ＡＩ技術で製品・サービス開発を支援～
山口市産業交流拠点施設を核に、ヘルスケア関連産業の
創出・育成に向け、関連製品・サービスの効果を検証する
実証フィールドを構築します。

◎拠点施設を核としたヘルスケア関連産業推進体制の構築
◎ヘルスケア関連製品・サービスの実証フィールドの構築
◎ＡＩ技術等を活用した解析・検証による事業化の支援
◎認知症・生活習慣病等予防プログラムの効果検証

新 やまぐちスマートファクトリーモデル構築

新 中小企業クラウド型ＲＰＡ共同利用化推進

～未来技術を活用し製造業を高度化～
製造業の人手不足や生産性向上等の課題解決に向け、
未来技術を活用した新たなファクトリーモデルを構築しま
す。

～ＲＰＡにより中小企業の生産性向上を支援～
複数の中小企業がクラウドサービスを活用し、ＲＰＡ導
入に係るコストダウンを図る実証実験を実施します。

事業（22,500千円）

◎未来技術を活用した製造現場
の高度化を図る事例の創出

事業（30,336千円）

○モデル企業選定
○業務の自動化を行うシナ
リオ作成等
《自動化する業務の例（作成シナリオ）》

《関連事業》
・やまぐちＩｏＴ導入サポーター派遣事業
県内企業の未来技術活用に向けた技術的サポートの実施

受発注
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時代を勝ち抜く産業力強化/ 2

次代を切り拓く成長産業発展/ 3

新 やまぐちミライベンチャー創出事業
新

新
新 外国人材企業定着支援事業（4,335千円）

（31,600千円）

～山口県の未来を支えるスタートアップ企業の創出～
投資家向けピッチコンテスト出場による資金獲得等を支
援し、急成長するスタートアップ企業を創出します。

◎ロールモデルとなるスタートアップ企業の創出

～グローバルな職場を目指しませんか～
外国人材の雇用定着及び企業の不安解消に向けた支援を実施
します。

◎日本語学習補助金
○技術的専門用語の日本語を
学習する機会の経費の一部
を補助

○ビジネスモデルの確立支援
○大規模コンテストで投資家に効果的に
ＰＲするためのピッチトレーニング

◎外国人材受入セミナー
○雇用の際の留意点、

◎学生や若手人材の起業支援
○セミナー・ワークショップの開催
○民間ファンド等の活用支援
4

中堅・中小企業の「底力」発揮プロジェクト

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの取り方等

強い農林水産業育成プロジェクト

新 スマート農業実装加速化事業
新

新
新 やまぐち農業労働力確保推進事業
（12,000千円）～みんなの力が農業を救う～

スマート農業技術の現場実装を加速させるため、導入モ
デル経営体を設置し、技術を身近に実感できる環境整備を
行うとともに、ワンストップの相談体制を構築します。

農繁期等の慢性的な労働力不足を解消するため、県内や
大都市圏、異業種等の多様な人材と担い手や産地をマッチ
ングし、農業労働力の確保体制を構築します。

◎導入モデル経営体の設置
○技術導入に向けたプランの策定

◎労働力確保体制の構築
◎マッチングコーディネーターの設置

（22,184千円）～次世代農業にステップアップ～

〇スマート農業機器の導入効果算定

◎ワンストップ相談窓口の設置
〇専門家による支援チームの派遣

〇人材確保の情報発信、研修の実施
《関連事業》
・集落営農法人連合体形成加速化事業
集落営農法人間の協働活動に向けた取組を支援
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強い農林水産業育成プロジェクト

拡 めざせトップブランド！やまぐち和牛
拡

拡 「やまぐち森林づくり県民税」関連事業

(424,654千円)～未来に引き継ぐ豊かな森林づくり～

ぐんぐん増頭事業（7,000千円）
～ぐんぐん広げよう、県産和牛統一ブランドを全国へ～
県産和牛の統一ブランドの積極的なＰＲ展開により需要
拡大に取り組むとともに、子牛増頭・肥育技術向上対策に
よる生産基盤強化を図ることで、県産和牛のブランド力を
強化します。

◎統一ブランドの需要拡大
○協議会による販売戦略の展開

◎子牛増頭・肥育技術向上対策
○専門家による肥育技術の体系的
な指導等
《関連事業》
やまぐちほろ酔い養殖業推進事業
拡
・やまぐち和牛生産総合対策事業
(9,515千円)
県産和牛の収益向上等を図るため高品質化を推進
～やまぐちの地酒とコラボ！本県独自の養殖振興～
本県地酒の酒粕を活用したブランド養殖魚「やまぐちほろ
酔いシリーズ」を開発し本県独自の養殖業を振興します。

◎山口地酒の酒粕を活用した養殖技術の確立
［開発魚種（開発期間）］
サバ（元～２年度）
ウマヅラハギ（２～３年度）
アユ（３～４年度）

平成17年度に導入し第４期を迎える本制度を活用する
ことで、森林の持つ多面的機能の持続的な発揮を図ります。

◎森林機能回復事業
〇荒廃した人工林の強度間伐

◎繁茂竹林整備事業
〇繁茂竹林の伐採
◎地域が育む豊かな森林づくり推進事業
◎地域森林づくり活動強化対策事業
◎県民参加の森林づくり推進事業
○地域行事等を活かした普及啓発

新 ドローンによる低コスト再造林推進事業
（4,500千円）

～ドローンに任せて 林業の低コスト化・省力化～
無人航空機（ドローン）を活用して、森林の調査・測量
や施工管理を実践するなど、林業イノベーションによる再
造林の低コスト化を図ります。

◎ドローンを活用した低コスト再造林支援
〇ドローンによる施工箇所の調査・
測量
〇画像による施工管理 等
［補 助 額］上限1,500千円／ha
［対 象 者］森林組合、林業事業体
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5 交流を拡げる基盤整備プロジェクト

新
新

新たなモビリティサービス調査・実証事業
（51,242千円）
～移動を楽しみに変える 山口チャレンジ～

二次交通網の充実及び交流人口の拡大に向け、山口市産
業交流拠点施設を核に、ＡＩ等の新技術を活用した移動と
多様なサービスを連携させる「新たなモビリティサービ
ス」を構築します。

新 新たな地域交通モデル形成推進事業
新
(10,666千円)～やまぐちの 地域交通は 未来型～
本県の地域交通課題に対応するため、新たなモビリティ
サービスを含めた幅広い手法を検討して、将来ビジョンを
示す取組方針を策定し、地域での取組モデルを構築します。

◎「新たな地域交通モデルに関する取組方針（仮称）」の
策定
○中山間地域や交通不便地域の住民等に対する実地調査
○新たな地域交通モデル形成に関する取組方針の策定

◎拠点施設を核としたＭａａＳ実証体制の構築
○県・山口市・関係事業者等で構成する協議会の設置

新
新 バス交通系ＩＣカード整備促進事業

◎ＭａａＳ及びビジネスモデルの構築に向けた実証
○交通機関の利用状況・運行データ等取得に向けた調査
○スマホ向けＭａａＳ用アプリの開発

（85,805千円）
～路線バスが キャッシュレスで 超便利～
交通系ＩＣカードの導入を促進し、路線バスの利便性の
向上と県内の観光需要の喚起を図ります。

◎交通系ＩＣカードを路線バスに導入する経費を助成
〔実施主体〕バス事業者
〔負担割合〕国1/3、県1/6、市町1/6、事業者1/3
利用者の利便性向上

導
入
（写真出典 中国運輸局）
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事業者の経営革新
地域経済の活性化

交通系ＩＣカード
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交流を拡げる基盤整備プロジェクト

新 ＡＳＥＡＮ地域交流推進事業（5,000千円）
新

新
新 地域日本語教育推進事業（12,525千円）

～ＡＳＥＡＮパワーで山口を活性化～
ＡＳＥＡＮ地域の活力を本県に取り込み活性化につなげ
ていくため、交流と施策の更なる推進を図っていきます。

～自分の気持ち、日本語でカタチに～
外国人住民が、生活に必要となる基礎的な日本語を学習
できる地域日本語教育の環境を整備します。

◎在ASEAN地域山口県人会と連携した交流・施策の推進
○県人会ネットワークの構築・強化
○県人会を活用した関連施策の推進

◎コミュニケーションの円滑化
○「やさしい日本語」普及啓発
《関連事業》
・多文化共生推進事業
外国人総合相談センターでの多言語相談対応

○ビンズン省からの研修生受入
○介護分野における人的交流の促進
選ばれる観光目的地やまぐち実現/ 7

○日本語教室の設立支援

◎日本語教育人材の充実
○教育人材養成講座等の開催

◎ベトナム・ビンズン省との交流促進

6

◎日本語教育実施地域の拡大

国内外での新たな市場開拓プロジェクト

新 最先端技術による新たな芸術文化魅力創出
新
事業（50,000千円）

～おいでませ！未来型の新たな美術館へ～
５Ｇ環境における最先端技術の活用により、山口の文化
資源の新たな魅力を創出し、県内外から美術館への誘客を
一層推進します。

新
新 戦略的情報発信推進事業（49,733千円）
～あなたの心に届けます！山口県の魅力！～
県の情報発信にマーケティングの視点を取り入れ、県の
魅力等の情報をターゲットに着実に届ける効果的な戦略的
広報を展開します。

◎外部専門人材による広報コンサルティング
◎コンサルティングに基づく情報発信の強化

◎最先端技術を活用した文化資源の魅力創出
○ＶＲ/ＡＲ等技術を活用した雪舟パノラマ投影等
○オンデマンド解説
〇高速通信による隔地解説サービス提供

Welcome
to
Yamaguchi
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国内外での新たな市場開拓プロジェクト

新
新

越境ＥＣ活用推進事業（6,000千円）

～世界へ売り込め！ＹＡＭＡＧＵＣＨＩブランド～
世界で拡大している越境ＥＣ（電子商取引）を活用し、
中小企業の海外販路拡大の取組を支援します。
〇海外ＥＣサイトバイヤー招聘商談会の開催
〇インフルエンサーを活用したプロモーションの実施

◆ オールやまぐち！県産品売り込み体制構築
事業（60,000千円）
～目指せナンバーワン！全市町のご当地商品開発～
地域商社をはじめ、市町、物産、農林水産の関係団体等
との連携による体制を構築し、大都市圏への売り込みを戦
略的に展開します。

◎オールやまぐちによる売り込み強化
○売り込み宣伝カーによる県産品
の移動販売・ＰＲ
○全市町参画によるご当地商品の
開発・売り込み
8

やまぐちへの人の還流・移住・定住促進プロジェクト

新 関係人口創出・拡大事業（30,000千円）
新
～山口県と関わる！都市部から地域への「新しい風」～
「関係人口」の創出・拡大に向け、首都圏での体制整
備や地域とのマッチングの推進など、県外から地域への新
たな人の流れを創り出します。

◎体制整備
○「やまぐちつなぐセンター（仮称）」を設置

◎関係人口の登録
○都市住民等を山口県の“関係人口”に
登録
○登録者による本県活動時の来県支援

◎マッチング・受入支援

新
新 首都圏等プロフェッショナル人材還流促進
事業（82,037千円）
～首都圏等のプロ人材を活用し「攻めの経営」へ～
中小企業の中核人材確保に向け、副業等多様な形態での
首都圏等プロフェッショナル人材の還流を促進します。

◎県内企業とプロフェッショナル人材とのマッチング拡大
○地域金融機関と連携した経営支援と人材ニーズの発掘
○首都圏の潜在的ＵＪＩターン希望者の掘り起こし

◎副業や移住就業のインセンティブとなる補助制度の創設
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結婚、妊娠・出産、子育て応援プロジェクト

新 やまぐち子ども・子育て応援コンソーシアム
新
事業（7,459千円）～みんなで築く子育て社会～
子どもと子育てにやさしい社会づくりに向けて、企業
や子育て支援団体等によるコンソーシアムにより、優良事
例の横展開等による「社会全体での子ども・子育て応援」
を推進します。

拡 やまぐち子ども・子育て応援ファンド事業
拡
（9,800千円）
～子ども食堂の開設を集中的に支援します～
寄附金を財源としたファンドを拡充し、子ども食堂への
助成に特化した「子ども食堂特別枠」を創設します。

◎助成内容

◎優良事例の横展開・新たな取組の検討の場
○優良事例の共有・意見交換
○ 優良事例の横展開・新たな取組の検討

新 幸せ舞い米！多子世帯応援事業(64,743千円)
新
～ご家庭に、より多くの幸せが舞い込みますように～
第３子以降が生まれた多子世帯へ祝品等を贈呈し、社会
全体で子育てを応援する気運を醸成します。

◎多子世帯への祝品等贈呈
［対
象］県内居住の第３子以降の子が生まれた世帯
［贈 呈 品］祝状、県産米60㎏（１俵分のクーポン券）
《関連事業》
・みんなで子育て応援事業
「やまぐち子育て連盟」を中心とした子育て気運の醸成
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結婚、妊娠・出産、子育て応援プロジェクト

新 保育士確保緊急対策事業（84,275千円）
新

新 里親養育包括支援事業（17,923千円）
新

～山口県で保育士になりたい人を応援～
保育士不足拡大への緊急対策として、返済免除規程のあ
る修学資金貸付制度を創設し、保育士の確保及び離職防止
を図ります。

～里親の心に寄り添うお手伝い～
里親のリクルート、研修、マッチング、養育支援等の一
連の業務を包括的に実施するフォスタリング機関の設置に
より、質の高い里親養育環境の実現を目指します。

◎県内保育士養成施設在学生に対する貸付金制度の創設
［対 象 者］県内保育士養成施設の学生
［対象経費］修学資金（600千円／年）
修学・就職準備金（200千円／回）
［免除要件］卒業後、県内保育所等に5年以上従事
《関連事業》
・保育士確保総合対策事業
人材確保、待遇改善の両面からの保育士確保

◎フォスタリング機関による里親支援
○リクルート、アセスメント
○研修・トレーニング
○マッチング、養育支援
《関連事業》
・家庭的養護推進事業
児童相談所、児童養護施設等と連携した里親委託の推進

新 子どもの虐待対策体制強化事業
新

(46,980千円)～虐待を「しない させない 見逃さない」～

児童虐待対策に携わる職員の資質向上や関係機関の連携
強化を図り、児童虐待根絶に向けた体制を強化します。

◎研修の開催
◯児童福祉司等専門職員へのステップアップ研修
○関係機関による連携強化研修

新 １８９サポート推進事業（3,993千円）
～社会の力で児童虐待のリスクを
いち早く発見、いち早く（１８９）対応～
子育てに悩む家庭を「１８９（いちはやく）」見つけ、
早期対応につなげるため、社会全体で児童虐待防止に取り
組む環境づくりを推進します。

◎サポーターの養成

◎児童相談所と市町の情報共有に
向けたシステム導入
《関連事業》
知事と市町長による
・子どもの虐待対策強化事業
「児童虐待防止の共同宣言」
虐待の発生予防から児童の自立
までの切れ目ない支援の実施

◯１８９サポーター（地域での見守りやアドバイス）
○ヤングサポーター（若い世代に虐待防止を普及）

◎虐待防止全力宣言企業の認定
早期発見への地域見守り活動に取り組む企業等と連携

◎分野別「虐待チェックリスト」の作成

－26－
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拡 女性・シニア新規就業促進事業(41,749千円) 新
新 地域での分散型エネルギーシステム構築検討
拡
～働くチャンス創出！自分が輝くしごとが見つかる～
未就業の女性・シニアの多様なニーズに応じた就業を促
進します。

◎女性の時間的制約に応じた就業促進
○マイクロワークの創出とマッチング
○フルタイム勤務へのステップアップ

事業（11,000千円）～再エネを賢く使おう～
地域の太陽光発電、蓄電池、電気自動車等の分散型エ
ネルギーを、ＩｏＴを用いて遠隔・統合制御する仕組みを
検討し再生可能エネルギーを有効活用する取組を進めます。

◎検討会の開催等
○分散型エネルギー活用検討会の開催

◎女性活躍促進施設整備補助金

◆ 障害者一般就労移行チャレンジ事業
（6,500千円）～障害のある人の「働きたい」を応援～

○先進事例の情報共有

◎分散型エネルギーの活用可能性調査

蓄電池

太陽光発電

○太陽光発電の発電パターンや蓄電池の容量等の調査
○分散型エネルギーをIoTで制御する仕組みの検討 等

障害者就労施設（事業所）利用者の、企業等への就労移
行を促進するため、利用者やその家族を対象とした企業説
明会の開催や、職場体験の場の提供などを行います。

新 フードバンク活動拡大・定着事業
新

◎利用者が希望する企業等とのマッチング
◎事業所職員の支援力向上
◎優良事業所の周知・拡大

食品ロス削減を図るため、フードバンク活動の県全域への
拡大・定着を図る取組を支援します。

新 ＲＰＡ等活用推進事業（21,109千円）
～スマート県庁で未来の仕事スタイル～
ＲＰＡやＡＩ等を先導的に庁内業務へ導入することによ
り、県内企業や市町等におけるデジタル技術を活用した課
題解決の取組を推進します。

◎ＲＰＡ・ＡＩ（人工知能）の導入
◎Ｗｅｂ会議システムの導入

（6,273千円）～「もったいない」を「ありがとう」へ～

◎コーディネーターの配置
○食品ロス削減に向けた食品製造
業者等の掘り起こし

ス食
ー品
パ製
ー造
、業
家者
庭
等

食
品
寄
贈

フ
ー
ド
バ
ン
ク

◎フードバンク活動の普及啓発
○関係者間の連携強化を図る意見
交換会等の実施

－27－
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新
新 新たな学びを実現する教育ＩＣＴ推進事業

整備

（R2当初：137,043千円、R元補正：3,410,407千円）

体制
教育ICT推進協議会

校内ネットワーク
無線LAN、大型提示装置

～子どもたちの新たな学びを創造～
Society5.0時代の到来を見据え、これからの時代を切り
拓く子どもたちに求められる「情報活用能力」等を育成す
るため、その基盤となるＩＣＴ教育環境の整備を行います。

学校教育情報化推進計画
やまぐち教育先導研究室

活用
1人1台PC端末
遠隔教育、分身ロボット

◎学校における教育ＩＣＴ環境の整備
〇校内ネットワークの高速化・無線ＬＡＮの整備
〇普通・特別教室への大型提示装置・実物投影機の整備

◎１人１台ＰＣ端末活用に向けたモデル事業展開

新 ICTを活用した新たな学び推進事業
新

〇１人１台ＰＣ端末を活用した授業の研究

（19,687千円）

◎ＩＣＴ導入による教育の質の向上
〇SINET活用に関する文部科学省実証研究事業の実施
〇海外との遠隔授業等によるネイティブ・スピーカーと
のディスカッション
〇分身ロボットを活用した一人ひとり
に合わせた教育環境の整備

◎推進体制の構築
〇県全体で教育のＩＣＴ化を推進する
ことを目指した協議会を設置
〇法に基づく県学校教育情報化
推進計画を策定

新たな時代に対応した人材の育成

Society5.0時代に求められる力を育成する学びを教育現
場に効率的・効果的に導入するため、ＩＣＴを積極的に活
用し、STEAM教育等の新たな視点を取り入れた学習プロ
グラムの開発や教員に対する研修を行います。
【新設】やまぐち教育先導研究室
Society5.0などの新たな時代を見据えた最先端の教育
を研究し、本県の教育を先導していくシンクタンク

◎学習プログラムの開発
文部科学省資料より

〇ＩＣＴを活用した新たな学びを学校現場で展開するた
めの学習プログラムを開発

◎推進教員に対する研修

－28－
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新 やまぐちハイスクールブランド創出事業
新

新 育ちや学びをつなぐコミュニティ・スクール推進
新

（17,783千円）

事業（19,600千円）

～やまぐち大好き！高校生による地域ブランドの開発～
専門高校等の生徒が学科の枠を越え協働して模擬会社を
設立し、一連の起業体験や商標の考案を行うなど、新たな
価値を創造する教育を展開

～コミスクの活性化で地域を元気に～
中学校と高校が連携した地域活動や熟議を実施し、コ
ミュニティ・スクールの活性化を図ります。
中学校

Ｃ Ｓ 活 動 推 進 員 (全 体 調 整 )

高等学校

中学生、高校生、地域住民の参加による「地域活動」の実施
学校・地域の課題について、中学校・高校、ＣＳ関係者等による熟議
学校運営協議会で学校・地域の
課題を分析・共有

学校運営協議会で学校・地域の
課題を分析・共有

ＣＳ間の連携

熟議を踏まえた教育活動の展開

新 総合支援学校未来開拓推進事業(5,288千円)
新
～「来て、見て、ともに学ぶ！」
地域とともに歩む未来の学校づくり～
総合支援学校を拠点とした地域交流・就業体験等を通じ
て、生徒の自立・社会参加と障害のある生徒への理解促進
を図ります。

◎地域住民との協働による交流機会の創出
○協育サポーターの募集・登録

◎実践的なキャリア教育の展開
○地域交流スペースに設置するカフェの
運営等を通じた学習、就業体験の実践

新 大学等連携プラットフォーム運営事業
新

（29,440千円）～大学を拠点に地域を活性化～

県内全ての大学・短期大学で構成する「大学リーグやま
ぐち」が産業界等と連携する体制を構築し、県内進学や県
内就職、地域貢献活動の促進に向けた取組を強化します。
◎県内進学

◎県内就職

○進学ガイドブック、 ○「山口きらめき企業
オープンキャンパ
の魅力発見フェア」
スマップの作成
の開催支援
○「県内進学・仕事
○大学キャンパスでの
魅力発信フェア」
企業説明会の開催や
の開催
インターンシップ参
加の促進

－29－
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拡

公立高等学校等就学支援事業（2,252,863千円）
拡 私立高等学校等就学支援事業（3,037,148千円）
家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安
心して勉学に打ち込めるよう、授業料の全額又は一部を助
成することにより、世帯の教育費負担の軽減を図ります。
拡
拡 高等学校等就学支援金
支給年額
39万6,000円

私立高校等に通う生徒は、年収約590
万円未満世帯の上限額が上がります。

全日制の場合

（私立高校平均授業料
を勘案した水準）

拡 子育て支援のための私立高校生授業料等減免
事業（88,424千円）

経済的な理由で就学の困難な生徒等が私学の多様な教育
を選択し安心して学べるよう、学校法人が行う授業料等軽
減事業に対して助成することにより、世帯の教育費負担の
軽減を図ります。
区 分

対象世帯

授業料等減免
生活保護

29万7,000円
23万7,600円

高等学校

17万8,200円

全日制、専修学校 新 年収約590～610万円

11万8,800円
（公立高校授業料）
（私立高校基準額）

専攻科
年収目安
約270万円

約350万円

新 高等学校専攻科修学支援事業

約590万円

約910万円

中学校

1,650 円/月
6,600 円/月

家計急変

33,000 円/月

家計急変

35,600 円/月

家計急変

12,000 円/月

入学時納付金減免
高等学校

支給年額
42万7,200円

全日制

年収約350万円未満

70,000 円

拡 私立学校運営費補助（4,683,576千円）
拡

（私立高校専攻科）

11万8,800円

補助上限額

非課税世帯の1/2
年収目安

（公立高校専攻科）

約270万円

約380万円

新
新 私立専門学校修学支援事業(316,612千円)

私立学校の教育条件の維持向上、保護者負担の軽減、学
校運営の健全性の向上を図る観点から、私立学校における
教育に係る経常的経費について助成します。

低所得者世帯の者であっても、私立専門学校に修学すること
ができるよう、世帯の教育費負担の軽減を図ります。
【支給上限額】

－30－
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新
新 域外パワー活用地域貢献推進事業
(4,000千円)～仕事の経験を活かしてボランティア～
県外プロボノワーカーを呼び込み、プロボノ活動の活発
化と県民活動団体の活動基盤強化、関係人口の拡大を図り
ます。

◎「やまぐちプロボノチャレンジ」の実施
○プロボノワーカーと県民活動団体のマッチング
○プロボノ活動の成果等を共有するフォーラムを開催
プロボノ
ワーカー

支援

県民活動
団体

活動活発化

課題解決

新
新 やまぐちみらい女子応援事業（2,241千円）
～応援します！将来世代の女性活躍～
応援団設立による県内事業所での女性活躍の取組の普
及に加え、女子大学生のライフプラン作成を支援します。

◎応援団の設立
○県内団体トップなどのリーダーによる応援団の設立
○女性活躍の取組の県内事業所への普及・拡大

◎女子大学生のライフプラン作成支援
○応援団と連携した、職業生活上のスキル
アップを踏まえたライフプランの作成支援

新
新 医療的ケア児養育家族支援事業(1,000千円)
～医療的ケア児を養育する家族をサポート～
医療的ケア児を養育する家族の抱える身体的・精神的な
負担軽減のため、相談支援環境を整備します。

◎「医療的ケア手帳」の作成・配付による情報提供
◎交流機会の確保
○「ピアサポーター」の養成
［対象］医療的ケア児養育経験者
○相談会、交流会の開催
《関連事業》
・医療的ケア児支援体制整備事業
関係機関の連携体制整備、コーディネーターの養成

新
新 聴覚障害児言語習得環境整備事業
(1,522千円)～ことば（手話）で交わす親子の絆～
聴覚障害児が手話等を習得できる環境の整備に向けて、
地域において手話等の普及を図り、本人・家族を支える人
材を育成します。

◎ 「ことばの習得支援リーダー」の養成
○県民に対する手話等の普及などに関する研修
［対象］手話通訳者等の意思疎通支援者
《関連事業》
・障害者いきいきサポート事業
意思疎通支援者の育成、派遣等

－31－
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拡
拡 医師確保対策関連事業（435,322千円）

拡 看護師確保対策関連事業（538,964千円）
拡

～新たな医師確保体制を構築～
県内の医師不足に対応するため、医学生から勤務医まで
段階に応じた取組を実施し、着実な医師の養成・確保・定
着を図ります。

～山口で看護したいあなたを応援～
県内病院等で不足している看護職員の確保を図るため、
人材養成・県内定着・離職防止・再就業支援に係る各種対
策を実施します。
新 看護職員県内定着促進事業
新
（12,670千円）

新 地域医療を支える医師確保促進事業
新
（113,800千円）

◎へき地医療拠点病院等におけるへき地医療支援部門の
創設
○民間医師専門人材紹介会社を活用した常勤医の確保
○確保した常勤医を活用した、医師派遣体制の構築

◎へき地医療拠点病院等における医師派遣に対する補助

《関連主要事業》
・若手医師確保総合対策事業
修学資金等、若手医師に重点を置いた確保対策の実施
・へき地医療総合対策事業
へき地診療所の運営支援や総合診療専門医の養成支援等

◎中小病院等における看護職員確保に対する支援
○200床未満の中小病院等が実施する就職支度金の一
部を補助

◎県外看護学生のＵターン就業等支援
○県外看護学生、既卒者が県内の中小病院等にＵター
ン等で就業した場合、貸与を受けている奨学金返還
額の一部を補助

《関連主要事業》
・看護師等修学資金貸与事業
看護職員を目指す学生に対する修学資金の貸与
・看護職員確保促進事業
次世代の看護職員の掘り起こしや再就業支援等を実施
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拡 介護人材確保総合対策事業（70,631千円）
拡

新 ５Ｇを活用したへき地医療機関遠隔サポート事業
新

～地域を支える多様な介護人材を確保～
高齢化の進行などによる福祉・介護ニーズの拡大等に的
確に対応できるよう、多様な人材の確保に向けた総合的な
対策を実施します。

新たな移動通信システムである５Ｇを活用し、へき地
医療機関に勤務する若手医師の診療を遠方からサポートし
ます。

◎新たな人材の参入促進

外国人介護留学生の奨学金等に対する支援
［対 象 者］受入施設
［対象経費］日本語学校学費（600千円/年以内）
日本語学校・介護福祉士養成施設在学時の
居住費（360千円/年以内）
［補 助 率］対象経費の1 / 3
○ＥＰＡに基づく外国人介護福祉士候補者の就労支援

◎離職した介護人材の呼び戻し
○離職介護人材の再就職に向けた研修の実施

◎介護の理解促進・イメージアップ
○理解促進を目的とした関係
団体のイベント等への支援

◎将来的な担い手の育成
○小学生を対象とした親子
バスツアー等の実施

◎５Ｇ環境等の整備及び遠隔指導の実証実験
○モデルとなる総合医療センター、へき地医療機関に
５Ｇ通信回線等を整備
○総合医療センターの指導医等による遠隔指導の実施

○介護福祉士修学資金等の貸与
○介護のしごとインターンシップの実施
新

（29,990千円）～新技術で未来につながる新たな医療～

《関連事業》
・へき地医療総合対策事業
へき地診療所の運営支援や総合診療専門医の養成支援等

新 こどものアレルギー疾患対策基盤強化事業
新

（5,877千円）～アレルギー疾患医療のプロを認定～

小児をはじめとしたアレルギー疾患患者が安心して生活
できるよう、居住地域にかかわらず、科学的知見に基づく
適切な医療や情報を提供可能な環境を整備します。

◎山口県独自のアレルギー疾患医療認定制度の創設
アレルギーに係る専門的な医療が可能な医師等を認定・
公表

◎アレルギー疾患に係る医療人材の育成
◎アレルギー疾患に係る医療情報の発信
患者や保護者、教育・保育関係者に向けた
適切な知識や情報に係る普及啓発

◎山口県アレルギー疾患医療連絡協議会の開催
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県民一斉健康づくりプロジェクト

新
新 薬学的な健康サポート推進事業(4,500千円)
～薬剤師に相談できます あなたの健康～
医療だけでなく健康に精通した薬剤師を見える化する
とともに、県民が薬剤師から健康サポートを受けられる
場の設置を支援します。

◎山口県健康エキスパート薬剤師
登録制度の創設
◎協力企業等の空スペースを活用した
健康推進ルームの設置促進
○県内３箇所の取組を支援し、モデル化
17

新
新 官民協働「健口スマイル」推進事業
（20,000千円）～健康と笑顔は口元から～
本県独自の「健口スマイル」をキーワードとした官
民協働による県民運動を展開し、歯・口腔の機能低下
（オーラルフレイル）の予防・改善を促進します。
◎官民連携推進組織の設置
県や県歯科医師会、関連大手企業等を構成員
とした「健口スマイル」推進検討会の実施
◎関連大手企業と連携した県民運動の展開
関連大手企業のもつノウハウを活用し、オーラルフ
レイルの認知度向上を図るとともに、予防改善の重
要性を普及啓発

災害に強い県づくり推進プロジェクト

新
新 緊急浚渫推進事業（540,000千円）
～安全・安心のための土砂掘削を推進～
近年相次ぎ発生している大規模自然災害を踏まえ、治水
対策の強化に向け新たに地方財政措置された「緊急浚渫推
進事業」を最大限活用し、防災・減災対策を強化します。

◎緊急的な河川・ダム・砂防に係る浚渫

新
新 ＡＩによるインフラ点検・診断システム活用
推進事業（30,000千円）
～ＡＩ診断サポートでインフラの老朽化をチェック～
県民の安全・安心の確保に向け、ＡＩによる橋りょうの
点検・診断システムを確立し、より計画的・効率的な公共
インフラの維持管理を実現します。

◎ＡＩを活用した橋りょう点検・診断技術の検証
◎現場実証に向けたシステムの構築

ひび割れデータの
【現在の点検状況】 【AIによる点検・診断】自動抽出・診断
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暮らしの安心・安全確保プロジェクト
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拡
拡 中山間地域づくり関連事業（182,421千円）

新 高齢者等交通事故防止対策推進事業
新
（2,465千円）
～気づこう運転特性！築こうセーフティ山口～
高齢ドライバーに対してＧＰＳによるセーフティドライ
ビングチェックを行うとともに、診断結果を活用した広報
啓発により交通事故防止を図ります。

◎高齢ドライバーに対する運転診断
○事故につながる危険な運転など個々の
◎診断結果を活用した広報啓発活動
〇運転診断の結果を分析し、
交通安全教室や研修会等で活用

新 ＤＶ対応・児童虐待対応連携強化事業
新

（4,587千円） ～子どもに寄り添ったサポートを～

ＤＶ被害者等の子どもへの支援の充実を図るため、児童
虐待対応との連携を強化します。
○心理的ケアなどの支援の充実
○一時保護所退所後の相談支援
○関係機関との情報共有
《関連事業》
・配偶者暴力等（ＤＶ）対策事業
ＤＶ防止のための普及啓発や被害者支援等

～ふるさと中山間地域を活性化しよう～
自立・持続可能な活力ある中山間地域を創るため「やま
ぐち元気生活圏」の形成や取組等を地域状況に応じて支援
します。

拡 地域経営力向上プロジェクト推進事業
（30,000千円）

経営の視点を取り入れ、収益事業と生活サービス事業を
複合的に行い、地域を支える地域経営会社の設立を支援
・地域経営力向上のためのサポート体制整備
・人材育成確保支援
・地域経営会社の経営確立・安定化に向けた施設整備支援

特性に応じた運転診断講習会の開催

◎児童虐待防止対応コーディネーターの配置

人口減少社会を生き抜く地域づくりプロジェクト

《関連主要事業》
・中山間地域振興特別対策事業
集落機能の低下が著しい地域の実態に即して、集落機能等
の維持・活性化に向けた取組を集中的に支援
・やまぐち元気生活圏活力創出事業
元気生活圏形成地域を対象に、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
地域の状況に
応じた支援

自立・持続可能な中山間地域の実現
外部人材を活用した専門的・継続的支援

中山間地域振興
特別対策事業
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