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近年、全国各地で自然災害が猛威を振るい、尊い人命が奪われるなど、甚大な被害が多数発生しています。
自然災害が起きることを防ぐことはできませんが、私たちの日頃の備えによって、その被害を減らすことは可能です。
自然災害から「命」を守るため、一人一人が日頃から防災について意識し、いざというときに備えましょう。

災害から命を守る 小中学校や公民館に開設された避難所に行くことだけが避難ではありません。
「避難」とは「難」を「避」けることで、次の方法があります。

「避難」って何をすればいいの？

市町から避難情報が発令された場合は、
危険な場所から速やかに避難しましょう

※ハザードマップで安全かどうか確認しましょう。

 　   など

普段からどう行動するか
決めておきましょう

早めの避難

1
2
3
4

5

被災地を対象としたアンケート結果によると、「危ない」と感じ
ていても、48.7パーセントの人が避難行動を起こしていま
せんでした。日頃から防災意識をしっかり持って、早めの避難を
心掛けましょう。

特別に備えるのではなく、日頃
から食べているものや使って
いるものを少し多めに購入し、
使った分を補充しながら日常
的に備蓄する（ローリング
ストック）方法です。

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

警戒レベル 避難情報等 住民が取るべき行動

緊急安全確保
きん きゅう あん  ぜん  かく   ほ

※1

避難指示
ひ　なん   し    じ

高齢者等避難※2

こう  れい  しゃ  とう   ひ   なん

早期注意情報
（気象庁）

命の危険
直ちに安全確保！

危険な場所から
全員避難

危険な場所から
高齢者等は避難

自らの避難行動を
確認

災害への心構えを
高める

警戒レベルは、水害や土砂災害に備えて住民が取るべき行動をお知らせするために
5段階にレベル分けしたもので、市町が避難情報と合わせて出す情報です。

災害時に速やかに避難するため、普段から非常持ち出し品などを準備しておきましょう。

非常持ち出し品・備蓄品を準備しましょう

※1 市町が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由
 から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。

※2 　高齢者等避難は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を
見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的

　　 に避難するタイミングです。 

「ローリングストック法」で
使いながら備蓄しよう！

※感染症対策として、マスク・
消毒液・体温計などを準備
しましょう。

・貴重品（印鑑・通帳・現金）・非常食 ・ラジオ ・電池・下着、着替え ・懐中電灯・携帯用トイレ ・粉ミルク・服用薬 ・ヘルメット など ※水や食料は最低3日分用意しましょう。
人が1日に必要な水の量は3リットルと
いわれています。断水に備え、風呂に
水をためる方法も有効です。

・飲料水 ・衣類・食料（乾パンや缶詰などの保存食） ・カセットコンロ ・簡易トイレ ・トイレットペーパー など

〈警戒レベル4までに必ず避難！〉

非常持ち出し品の例 備蓄品の例

災害発生または切迫

災害の
おそれ高い

気象状況悪化

気象状況悪化のおそれ

災害の
おそれあり

行政が指定した避難場所への避難
あらかじめ避難場所を確認しておきましょう。
避難する際は、感染症対策グッズを持参しましょう。

安全なホテル・旅館への避難

安全な親戚・知人宅への避難
普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。

通常の宿泊料が必要です。事前に予約・確認しましょう。

備える

使う補充

❶ 自宅が洪水などから倒壊または崩落のおそれの高い区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）の外側にある。
❷ 居室が浸水する深さよりも高いところにある。
❸ 水が引くまで我慢できる、水・食料など備えが十分にある。
※❶家屋倒壊等氾濫想定区域や❸水が引くまでの時間（浸水継続時間）はハザードマップに記載がない場合がありますので、
 お住まいの市町へお問い合わせください。

「3つの条件」を満たしていれば、浸水の危険があっても
自宅にとどまり安全を確保することも可能です。

※土砂災害の危険がある区域では立ち退き避難が原則です。

屋内安全確保
ハザードマップで以下の「3つの条件」を確認し、自宅にいても大丈夫かを
確認することが必要です。

マスク 消毒液
体温計 スリッパ

までに、
危険な場所から
速やかに避難！！

4警戒レベル

「避難指示」

※平成30年7月豪雨における避難行動等に関するアンケート調査結果報告

特集
1
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知る 災害リスクや防災・気象情報を
確認しましょう 備える 地域や家庭などで

必要な備えを確認しましょう

ハザードマップは、被害が想定される地域や避難場所などを
地図上に表したもので、土砂災害、洪水、高潮・津波等の種類があります。
普段から土砂災害警戒区域等の危険箇所や避難場所、避難経路などを確認しておきましょう。

やまぐち防災学習館では、家庭や地域で、防災や災害について
「知り」、「備え」、「行動する」ために必要な資料を紹介しています。

ハザードマップを活用して、
身近な危険箇所を確認しましょう

テレビ、ラジオ、携帯電話、インターネットなど、自分に合った情報入手手段を見つけましょう。
いざというときに備えて、平常時から複数の手段を試し、使い慣れておきましょう。

防災情報の入手方法を確認しましょう

自宅周辺の災害リスクや避難する場所や経路、タイミングなどをあらかじめ家族で話し合い、
「避難カード」を作ることによって、家族みんなが同じ認識で自然災害に備えることができます。

避難カードを作って災害に備えましょう

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

H
A
Z
A
RD
 M
A
Pハザードマップ

確認のポイント

土砂災害 洪水 高潮・津波

避難に使わない

浸水キケン

避難に
使わない

避難経路

自宅や勤務先、通学路などにある
身近な危険箇所を確認
どのような災害が起こるか考えて、
避難場所・避難経路を検討

避難経路を確認したら、実際に歩いてみて、危険な
箇所がないか確認してみましょう。また、家族や地域
で話し合ってみることも大切です。

ハザード
マップ活用
イメージ

テレビ インターネット
防災やまぐち（山口県ホームページ）

高解像度降水ナウキャスト（気象庁ホームページ）

テレビのデータ放送を確認

パソコン・携帯電話（スマートフォン）
山口県土木防災情報システムの登録と活用

リモコンの「ｄ」ボタンを押すと、
警報などの避難情報や避難所情報、
交通やライフラインについて情報を
確認できます。

市町ごとの気象注意報・
警報や避難指示等の
発令状況、
避難所情報
などが確認
できます。

降水分布の予報が１時間
後まで確認できます。５分
間隔で更新されており、
局所的な気象の確認に
便利です。

山口県土木防災情報システムにあらかじめ登録しておくと、
メールで防災情報が配信されます。

・注意報や警報 ・土砂災害警戒情報・雨量 ・河川の水位　など

提供する情報

「やまぐち防災学習館」を活用しよう！

やまぐち防災学習館

ハザードマップでエリアや危険度をチェック 避難できる安全なところは？警戒レベルは？

避難カードは山口県防災危機管理課のホームページからダウンロードできます。

ハザードマップは、市町のホームページで公開しています。

土
砂
災
害
や
洪
水
で
分
け
ま
し
ょ
う

家
の
周
り
の
地
図
は
書
い
て
も
紙
を
貼
っ
て
も
Ｏ
Ｋ

©山口県

お問い合わせ先 県防災危機管理課   ☎083（933）2360
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１０月３１日（日）までの毎週土曜日・日曜日開設期間

※県東部エリアは、週ごとに交互開設接種会場

［ 接種前日までに確認 ］

［ 接種当日に確認 ］

その他

お住まいの市町で予約を受け付けます。

武田/モデルナ社製ワクチンを使用します。１回目の接種の４週間後に、同一会場で２回目の接種を行います。

予約受付

県東部

エリア 接種会場

山口県岩国総合庁舎（岩国市三笠町1丁目1-1）

山口県周南総合庁舎（周南市毛利町2丁目38）

山口県庁（山口市滝町1-1）

海峡メッセ下関（下関市豊前田町3丁目3-1）

岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町

下松市、光市、周南市、田布施町、平生町

山口市、萩市、防府市、長門市、美祢市、阿武町

下関市、宇部市、山陽小野田市

対象市町

県央部

県西部

接種当日の会場での流れ

お問い合わせ先 県新型コロナウイルス感染症対策室 ☎083（933）3002

※掲載内容は令和3年6月末時点の情報です。

気になる！
新型コロナワクチン

● お住まいの市町から送付された予診票の太枠内に必要事項を記入しましょう。

● 予診票、接種券、本人確認書類（健康保険証、運転免許証など）、お薬手帳（お持ちの方のみ）を持参しましょう。
● 半袖のシャツなど上腕を出しやすい服装で、マスクを着用して来場しましょう。

県の広域集団接種会場でも、
ワクチン接種を実施しています特集

2

現在、１０月末の接種完了を目指し、希望する県民への新型コロナワクチン接種が順次行われています。
ワクチンの接種は個人の意思です。ワクチンの有効性や副反応について正しく理解した上で接種するようにしましょう。

ワクチン接種後も引き続き感染予防対策を
マスクの着用 ３密回避 手洗い・消毒

換気の徹底
熱中症にも
注意！

問

答

どのような効果があるの？
重症化を防いだり、発熱やせきなどの症状が出ること（発症）を防ぐ効果があります。
接種を受けることで、重症者や死亡者が減ることが期待されています。

ワクチンを接種できない人は？
下記に当てはまる方はワクチンを接種できません。またかかりつけ医に相談が必要な方もいます。

どの会社のワクチンが一番効果があるの？
現在、日本ではファイザー社と武田／モデルナ社のワクチンを接種できます。
いずれも、同程度の高い発症予防効果が確認されています。

どのような副反応があるの？
接種部位の痛み、頭痛、倦怠感、筋肉痛などが報告されているほか、ごくまれに、
接種後のアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）が報告されています。

TEL 083-902-2277
FAX083-902-2212

ワクチン接種専門相談センター
ワクチンの副反応などに関する相談を受付中 新型コロナウイルス感染症に関する

情報をLINE（ライン）で発信中

24時間対応
コロナ対策本部
公式アカウント

必要に応じてマスクをはずし、
小まめに水分補給をしましょう。

新型コロナワクチンQ＆A

■ 明らかに発熱している方　■ 重い急性疾患にかかっている方
■ ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症にかかったことがある方 など

■ 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
■ 過去にけいれんを起こしたことがある方
■ ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方
■ 抗凝固療法を受けている方 など

かかりつけ
医に
要相談

接種不可

接  種受  付 予  診

上腕部に接種するので
肩をしっかり出す

経過観察

接種後、経過観察のため
１５分から３０分程度待機

医師が接種しても
問題ないかを確認

検温、予診票の
確認など

問

答

問

答

問

答
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山口県魅力発信サイト
「きらりんく」

タイムリーな情報は
「県広報広聴課 Facebook」で！

山口県のいいところをリモート体験
「オンライン山口」
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お 知 ら せ

個人事業税（前期分）の
納付をお願いします1

　個人事業税は、個人で事業を営んで
いる方に課税される税金です。
　対象となる方は、8月中旬にお送り
する納税通知書により、納期限までに
納めていただきますようお願いします。
　また、新型コロナウイルス感染症の
影響により納税が困難な方は、納税が
猶予される場合があります。詳しくは
お問い合わせください。
■納期限（前期分）　8月31日（火）
【問】各県税事務所

夏の「ぶちエコやまぐち～CO2
削減県民運動～」実施中！2

　地球温暖化対策を推進するため、
「ぶちエコやまぐち」を合言葉に、CO2
削減県民運動を展開しています。
　自分にあった工夫で、低炭素型ライフ
スタイルへの転換に取り組みましょう。

【問】県環境政策課
☎083（933）2690

「ぶらやま」新たなモビリティ
サービス実証実験中3

　「山口市産業交流拠点施設」を中心
とした交流人口の拡大に向け、新山口駅�
から山口、萩、長門の各エリアを対象
に、やまぐちMaaS（マース）用Web�
アプリ「ぶらやま」を活用した新たな
モビリティサービスの実証実験を行って
います。
　お得なサービスを提供していますの
で、ぜひご利用ください。
■実証実験の期間　12月28日（火）まで
■「ぶらやま」のサービス内容
・�新山口駅⇔湯田温泉間のタクシー
ツアーの運行（特典付き）
・�超小型モビリティ、電動バイクの
レンタル（特典付き）
・�山口市内約110店舗の割引付き
「ゆけむり手形」の販売
・�特典満載のデジタルチケットの
販売

【問】県産業戦略部
☎083（933）2470

LINE（ライン）でひとり親家庭に
役立つ情報を発信しています4

　山口県母子・父子福祉センターで�
は、仕事や子育てで忙しく、必要な情報
を入手しにくい方のために、LINEを�
活用して情報を発信しています。どなた�
でもご登録いただけますので、ぜひ�
ご活用ください。
■発信内容
・求人情報
・親子のふれあいイベント
・行政からのお知らせ　など
■その他サービス
・相談日時のオンライン予約
・オンライン面談
【問】県こども家庭課

☎083（933）2751

「休日・平日夜間がん検診」
を実施します5

　仕事などで、平日の昼間にがん検診�
を受診できない方のために、9月から�
12月まで県内の委託医療機関で、�
「休日・平日夜間がん検診」を実施します。
　日頃、検診へ行けない方は、この機会
にぜひ受診しましょう。
■対象となる検診
・乳がん、子宮がんの一次検診
・�大腸がん検診の精密検査
（一次検診で精密検査が必要とされた方）

※対象者や申し込み方法、自己負担金など、
詳しくはお問い合わせください。

【問】県医療政策課
☎083（933）2961
各市町の担当課

特定健診を受けましょう6
　市町国民健康保険の特定健診は�
無料で受診できます。対象となる方には
お住まいの市町から受診券が送付さ
れています。
　一年に一度、特定健診を受診して、
健康状態を確認し、生活習慣病の発症
や重症化を予防しましょう。
　医療機関や健診会場は感染症対策�
をしっかりと行っていますので、安心�
して受診してください。受診の際は�
マスクの着用、手指の消毒をお願い
します。
【問】県医務保険課

☎083（933）2825
各市町の担当課

■クールビズ
・�ノーネクタイ・ノー上着で体感温
度が２度下がります。
・�服装を工夫して、冷房を適切な
温度設定にしましょう。

■エコドライブ
・�ふんわりアクセルや車間にゆと
りを持った加速・減速の少ない運
転を心掛けましょう。

■ライトダウン
・�家庭や事業所で不要な電気を消
灯しましょう。

詳しくはこちら▶

詳しくはこちら▶

登録はこちら▶

５年に１度の「社会生活基本
調査」を１０月に実施します7

　生活時間の使い方や活動状況の
実態について調査します。仕事と生活�
の調和（ワーク・ライフ・バランス）の�
推進、少子高齢化対策などの政策の
基礎資料として活用されます。
■調査対象　県内約１,700世帯
■調査方法
調査員が、9月に対象地域を巡回調査

し、10月に対象となった世帯へ調査票
を配布します。
※内容は、法律により厳重に保護されます。

【問】県統計分析課
☎083（933）2650

８月から９月は事業承継集中
支援期間です8

　事業承継でお悩みの方をサポート�
するため、８月から９月の２カ月間を「事業
承継集中支援期間」とし、県内各地で
セミナーの開催や相談窓口の設置を
行います。
　事業承継にはさまざまな準備が必要�
となります。幅広く支援しますので、�
ぜひこの機会をご活用ください。
■支援内容
・相談窓口の設置、個別相談会の実施
・事業承継セミナーの開催　など
※セミナーや相談窓口など、詳しくはお問い
合わせください。

【問】県経営金融課
☎083（933）3180

募 集

「きらりんくフォトコンテスト
2021」の作品を募集9

　山口県魅力発信サイト「きらりんく」�
では、「やまぐち自慢!とっておきの山口県�
の魅力あふれる写真」をテーマに�
フォトコンテストを実施しています。自然や�
街並み、グルメ、イベント・行事、人など、�
山口県の魅力を撮影したものならどんな
写真でもOKです。
■応募期限　10月21日（木）
■応募方法　Instagram（インスタグラム）

またはメール
※入賞された方には、県産品カタログギフトや
図書カードを贈呈します。

【問】県広報広聴課
☎083（933）2566

「水力発電所フォトコンテスト」
の作品を募集10

　「水力発電の魅力発見」をテーマに、
フォトコンテストを開催しています。
　あなたが感じる魅力を、写真で伝え
てください。
■撮影対象
県企業局が管理・建設中の水力発

電所および関連施設（ダムなど含む）
※令和3年1月以降に撮影した写真

■応募期限　12月16日（木）
※入賞された方には、県産品カタログギフトを
贈呈します。

【問】県電気工水課
☎083（933）4038

県立農業大学校の学生を
募集します11

　県立農業大学校では、全寮制のもと
で技術や知識を実践で学び、地域農業�
の担い手として指導的役割を果たすこと�
ができる人材を育成しており、令和4
年度学生を以下のとおり募集します。
■募集学科および募集定員
・園芸学科…定員25人
・畜産学科…定員15人
■願書受付期間および試験期日

願書受付期間 試験期日

推薦入試 9月6日（月）
～9月22日（水）10月13日（水）

一般入試
（一次募集）

10月21日（木）
～11月5日（金）11月24日（水）

一般入試
（二次募集）

令和4年1月6日（木）
～1月21日（金）

令和4年
2月9日（水）

※申し込み方法など、詳しくはお問い合わせ
ください。

【問】県立農業大学校
☎0835（38）0510

詳しくはこちら▶

▲きらりんくフォトコンテスト2020最優秀賞作品

詳しくはこちら▶

詳しくはこちら▶

▲実習の様子

イベント 日時・会場 内　容 お問い合わせ先

スポーツフィールド 
やまぐちフェスティバル

10月23日（土）、24日（日）
山口きらら博記念公園
（山口市）

キャンプやカヤック、クライミング、キッズバ
イクなど、さまざまなアウトドアアクティビ
ティの体験が可能

県スポーツ推進課
☎083（933）2435

催　し

※【問】はお問い合わせ先を表しています。 ※催しの日時や会場などは変更される場合があります。 ※詳細な情報までは記載できませんので、詳しくはお問い合わせください。 
※市町によって配布日が異なるため、一部既に終わった催しなどがある場合がありますので、ご容赦ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催時期の延期、または中止となる場合があります。最新情報については、ホームページをご確認ください。



KRY「元気創出！やまぐち」
（日曜日　11：10～11：25）

yab「イキイキ！山口」
（月曜日　23：10～23：15）

tys「大好き！やまぐち」
（土曜日　18：50～18：55）県政テレビ番組

10 2021  8月号 2021  8月号 11

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催時期の延期、または中止となる場合があります。最新情報については、イベント開催施設のホームページをご確認ください。

イベント 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先
ライデン国立古代博物館所蔵
古代エジプト展

県立美術館
（山口市）

9月18日（土）
～11月7日（日）
（9月27日、10月
18日、25日は休館）

一般� 1,500円（1,300円）
70歳以上・学生�1,300円（1,100円）
☎083（925）7788
※18歳以下の方および高等学校、中等
教育学校、特別支援学校に在籍の
方、障害者手帳等をご持参の方など
は無料です。
※（　）内は前売りおよびオンライン�
チケットの料金です。

海を渡った古伊万里
～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～

県立萩美術館・
浦上記念館
（萩市）

9月18日（土）
～11月23日（火・祝）
（月曜日、9月21日は
休館。
ただし、9月20日、
10月4日、11月1日は
開館）

一般� 1,500円（1,300円）
学生� 1,300円（1,100円）
70歳以上� 1,200円（1,000円）
☎0838（24）2400
※18歳以下の方および高等学校、中等
教育学校、特別支援学校に在籍の
方、障害者手帳等をご持参の方など
は無料です。
※（　）内は前売りおよび20人以上の
団体料金です。

※開催中の普通展示もご覧いただけます。

特別展「江戸時代の旅と街道」

県立山口博物館
（山口市）

8月6日（金）
～9月23日（木・祝）
（月曜日、火曜日、
9月8日～10日は休館。
ただし、8月9日、10日、
9月20日、21日は開館）

一般� 1,000円
70歳以上・学生� 650円
☎083（922）0294
※18歳以下の方および高等学校、中等
教育学校、特別支援学校に在籍の
方、障害者手帳等をご持参の方など
は無料です。

ズーラシアンブラス　音楽の絵本
～たてがみの騎士～

シンフォニア岩国
（岩国市）

10月16日（土）
15時開演
※開演30分前に開場

一般� 3,000円
25歳以下の学生� 1,000円
親子ペア� 3,500円
☎0827（29）1600
※友の会の会員はチケット料金の10％
引き。（学生を除く2枚まで）

※0歳からご入場いただけます。
※無料託児サービスがあります。
　（定員10人、10月2日（土）までに
事前申し込みが必要）

辻本玲 J.S.バッハ
無伴奏チェロ組曲全曲演奏会

秋吉台国際芸術村
（美祢市）

10月10日（日）
14時開演
※開演45分前に開場

一般� 3,000円
25歳以下� 1,000円
☎0837（63）0020
※秋吉台フレンズネット会員はチケット
料金20％引き。

※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※未就学児対象の無料託児サービスが
あります。

　（9月24日（金）までに事前申し込みが
必要）

県立施設ガイド

「ホルの外棺」後期王朝時代
ライデン国立古代博物館蔵
Image © Rijksmuseum van Oudheden

（Leiden, the Netherlands）

「色絵唐獅子牡丹文亀甲透彫瓶
（部分修復）」　
有田窯　1700-1730年代
オーストリア・ロースドルフ城蔵
撮影：大屋孝雄

©SUPERKIDS

辻本玲
©KING RECORDS

【県人口・世帯数】（令和3年6月1日現在）　人口/1,333,297人（対前月比1,209人減）　男/632,723人・女/700,574人　世帯数/599,030世帯

　「豊水」は赤梨の一種で、名前のとおり豊富な果汁と、甘みの中に適度な酸味の
ある、バランスの良い味わいが特徴の品種です。
　「下関豊田の豊水」は、下関市豊田町で生産された「豊水」のうち、糖度12度�
以上が見込まれ、品質や大きさを厳選した商品です。豊田梨共同出荷組合では、
環境に優しい農業に取り組み、安心・安全でおいしい梨作りをしています。
　また、下関市豊田町では観光農園での梨狩りも行っていますので、収穫体験を
して、その場でおいしい梨を味わうこともできますよ！

日頃から食べているものや使っているものを使った分を補充しながら
備蓄する〇〇ストック法。〇〇に入るのは次のうちどれでしょう。

ア フィーリング
イ サイクル
ウ ローリング

～みずみずしい果汁がたっぷり！～

「下関豊田の豊水」

クイズ「発見やまぐち」

ぶちうまい「やまぐちブランド」を食べちゃろう！

プレゼント
・「ライデン国立古代博物館所蔵古代エジプト展」ペアチケット 5組
・「�海を渡った古伊万里�
～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～」ペアチケット� 5組

・「�ズーラシアンブラス�
音楽の絵本～たてがみの騎士～」親子ペアチケット� 5組

・「�辻本玲 J.S.バッハ�
無伴奏チェロ組曲全曲演奏会」ペアチケット� 5組

・やまぐちブランド「下関豊田の豊水」� 3人
クイズの答え、希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号、本誌の感想を
記入し、ご応募ください。� 【締め切り8月31日（火）必着】

【宛先】山口県広報広聴課「発見やまぐち8月号」係
▶はがき� 〒753-8501（住所不要）
▶FAX� 083（933）2598
▶メール� kohoshi@pref.yamaguchi.lg.jp
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
5月号の正解「㋒DX」

広告

【県ホームページ】

本誌へのご意見、ご感想を
お待ちしています。
クイズ応募者およびご意見
をお寄せいただいた方の個
人情報は、山口県が責任を
持って管理し、プレゼントの
発送およびアンケートの集
計以外には使用しません。

こちらからも▶
応募できます
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山口県公式ウェブサイト♯7700または083-902-251024時間対応
山口県受診・相談センター新型コロナかも？と思ったら

県政だより

「やまぐちヘルスラボ」を開設 プラスチックモンスターをやっつけよう!

　県では、高齢化が進む中、県民が生きがいを持って健康
で自立した生活を送れるよう、健康寿命の延伸に取り組ん
でいます。ヘルスケア関連産業の振興や県民の健康づくり
を推進するため、山口市と共同で山口市産業交流拠点施設
に「やまぐちヘルスラボ」を開設しました。
　ラボの会員になると、健康づくりに関する情報の入手や、
ラボが開催する健康セミナーへの参加ができます。
　また、モニターとなって、開発段階のヘルスケア関連製品・
サービスを体験することも可能です。
　ラボの会員になって、一緒に健康づくりに取り組みませんか。

【お問い合わせ先】
県産業戦略部
☎083（933）2470

検 索やまぐちヘルスラボ

詳しくはこちら▶

　山口県は三方が海に開かれ、豊かな自然に恵まれた海岸 
が広がっています。県では、きれいな海を守るために、クレヨン 
ハウスとコラボして、海洋プラスチックごみ対策の啓発
パンフレット「プラスチックモンスターをやっつけよう!」を
作成しました。
　海にあるごみの約8割は街
から出ていることや、プラス
チックごみによる環境などへ
の影響、海を守るために一人
一人にしてほしいことなどが
載っています。ぜひ、このパン
フレットを読み、協力してプラ
スチックごみの削減に取り組
みましょう。

【お問い合わせ先】
県廃棄物・リサイクル対策課
☎083（933）2992

◀パンフレットはこちらから
ご覧いただけます
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