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障害者ス
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体験

農業の未来を担う人材



今年度当初予算における４つの重点推進項目

県が独自に
確保できる財源

令和2年度当初予算

6,741億円総額

貸付資金の返済金や
基金（県の預貯金）の取り崩しなど地方交付税

国からの
補助金など

県債
（県の借金） 使用料や

手数料

1％

20％25％

17％

10％

県の
収入

県の
支出

※令和２年1月1日現在の人口1,352,746人で計算
※各数値は千円未満を四捨五入しています。

農林水産業や
商工業の振興

道路や
河川、住宅
などの整備

県債の
償還

市町への
税金の配分

その他
教育の充実

福祉の向上や犯罪の防止、
環境対策、雇用の促進

12％

14％

13％
6％

11％

21％

23％

新

1
ソサエティ5.0時代を見据えた5G（第5世代移動通信シス
テム）やA I（人工知能）などの未来技術は、少子高齢化や地方
の過疎化等の問題を解決できる可能性があり、さまざまな
分野での活用を推進します。

令和2年度当初予算

やまぐち未来志向
～未来へつなぐ｢３つの維新｣への更なる挑戦～

重点推進項目の事業をピックアップ！

ソサエティ5.0（Society5.0）時代を見据えた未来技術の活用1
地域と関わる新しい人の流れの創出2
地域を支える多様な人材の確保・育成3
社会全体での子育て支援体制の充実4

ソサエティ5.0時代を
見据えた未来技術の活用

医療関係人材などを確保・養成するとともに、新たな手法に
よる人材の確保・育成、外国人を含む多様な人材の活躍を
支援します。

3 地域を支える
多様な人材の確保・育成

関係人口の創出・拡大を進め、地域の活性化や将来的な移住に
もつなげていきます。

2 地域と関わる
新しい人の流れの創出

社会全体で子育てを応援する体制を一層充実させ、児童虐待
の防止や社会的養育の充実、子どもの居場所づくりなどの
対応を進めます。

4 社会全体での
子育て支援体制の充実

　これまで進めてきた県づくりの取り組みにより、戦略的な企業誘致や
成長産業の育成を通じた魅力ある雇用の場の創出、国内外からの観光客
の増加による交流人口の拡大など、各分野において、目に見える成果が
現れてきています。一方で、県の最重要課題である人口減少には、歯止め
が掛かっていないのが現状です。
　こうした中、県民誰もが将来に希望を持って暮らすことができる山口県
を目指し、ソサエティ5.0（Society5.0）時代を見据えた未来技術の活用
など、新たな視点も積極的に取り入れながら、「やまぐち維新プラン」に
掲げる「3つの維新」への更なる挑戦を進めます。また、行財政構造改革の
着実な実行により、持続可能な行財政基盤の確立を目指します。
　県民の皆さんがその成果をできるだけ早く実感できるように、しっかり
と取り組んでまいります。

特 集

県税 27％

国からの交付などにより
確保される財源

依存財源 52% 自主財源 48%

お問い合わせ先 担当の各課または県広報広聴課  ☎083（933）2566　　県財政課 ☎083（933）2170

ICT（情報通信技術）で新たな学びを実現
【教育政策課】
●これからの時代に向けて子どもた
ちに求められる「情報活用能力」等
を育成するため、校内ネットワーク
の高速化や一人一台パソコン端末
の活用など、学校におけるICT環境
整備を推進します。

新 新技術の活用で医療提供体制を充実
【医療政策課】
●新たな移動通信システムで
ある５Gを活用し、専門医の
いない地域の医療機関に勤
務する若手医師をサポート
します。

新「関係人口」を創出・拡大
【中山間地域づくり推進課】
●東京「おいでませ山口館」内に都市部の人材と県をつなぐ情報
発信窓口を設置し、本県での地域活動などへのマッチング、来県時の
交通費の支援により、都市部からの新たな人の流れをつくり出します。

新 路線バスへ交通系ICカードを導入
【交通政策課】
●交通系ICカードの導入を促進して路線バスの利便性を高め、県内の
交流人口の拡大と地域活性化を図ります。

新 地域医療を支える医師の確保を促進
【医療政策課】
●民間の専門会社を通じ、地域の拠点となる病院で確保した医師を、医師
少数区域など医師の確保が難しい地域へ派遣する仕組みをつくります。

新 看護職員の県内定着を促進
【医療政策課】
● 県外の看護学生などに県内の中小
病院等への就業を促すため、Uターン
を支援します。

新 １８９（いちはやく）サポーターを養成
【こども家庭課】
●児童虐待の未然防止・早期発見に向けて、地域での声掛けやアドバ
イスを行う１８９サポーターを養成し、社会全体で子育て家庭を見守り
支える環境づくりを推進します。

新 保育士確保緊急対策
【こども政策課】
●保育士不足拡大への緊急対策として、県内
保育士養成施設の学生を対象とした修学
資金貸付制度を新設し、保育士の確保および
離職防止を図ります。

「児童虐待かも？」と
思ったらすぐにお電話を！

いち早く発見、
いち早く（１８９）対応

効 果

注目！

◎利用者の利便性向上
◎事業者の経営革新
◎地域経済の活性化

遠く離れた専門医の
アドバイスを聞ける

「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、
地域や地域の人々と多様に関わる人。

都市部から
　 地域への「新しい風」

地域の
拠点病院

民間の
医師仲介業者

へき地の
病院等

常勤医師
の仲介

非常勤医師
の派遣

市町への税金の配分 6.5万円
その他 2.9万円

教育の充実
10.2万円

農林水産業や
商工業の振興
6.1万円

 道路や河川、住宅
などの整備
5.6万円

  福祉の向上や犯罪の防止、
環境対策、雇用の促進

11.7万円

49.8万円
支出の内訳は次のとおりです。

県債の償還（借金の返済） 6.7万円

になります。

県民1人当たりに
換算すると

ピッ
ピッ
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感染拡大
の防止

○ 感染等に関する相談 （帰国者・接触者相談センター）
 《 相談時間：平日（月曜日～金曜日）の9時～17時 》
 ※1 緊急を要する症状がある場合は、保健所で、土日・祝日を含め、24時間対応します。
 ※2 下関市民の方は、下関市立下関保健所で、土日・祝日を含め、9時から21時まで対応します。
 ※3 県健康増進課は、土日・祝日を含め、9時から17時まで対応します。

○ 生活等に関する相談（ご相談内容により適切な窓口を紹介します）
 《 相談時間：平日（月曜日～金曜日）の9時～17時 》

○ 各種相談窓口 《 相談時間：平日（月曜日～金曜日）の9時～17時 》

新型コロナウイルス感染症
に関する県の対策

新型コロナウイルスに関する
相談窓口について

県民生活
の安定

県内経済
の下支え

新型コロナウイルスの世界規模での感染拡大を受け、県では、県民の皆さまの命と健康を守ることを第一に、
社会・経済への影響を最小限に抑えることができるよう、
「感染拡大の防止」、「県民生活の安定」、「県内経済の下支え」を３つの柱とした対策に取り組んでいます。
今後も、状況に応じて必要な対策を機動的に実施していきます。

1 感染拡大防止対策の支援
  ● 県独自のマスク対策　　　　　　　　　
  ● 幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む)や障害者施設が衛生用品等を購入
 　する経費に対する支援
  ● ＰＣＲ検査の保険適用に伴う本人負担軽減　

2 相談窓口の設置
  ● 「帰国者・接触者相談センター」の設置
 　 　 本庁、各健康福祉センター、下関市保健所の計10カ所に設置
  ● 外国人総合相談センターにおける相談体制の整備
 　 　 多言語相談員(英語、中国語、タガログ語、ベトナム語)による対応

3 症状がある方への対応
  ● 「帰国者・接触者外来」の設置医療機関の確保
 　 　 医療圏ごとに１カ所以上、計１８カ所に設置
　

1 個人向け緊急小口資金等の特例
  ● 生活福祉資金の貸付要件緩和により収入減少世帯の資金需要に対応
　　 　 　 貸付限度額の拡大１０万円→２０万円、保証人なしの利子1.5％→無利子

2 テレワークの推進
  ● 障害者の在宅就労のためのテレワーク導入経費の補助

3 生活困窮者自立支援制度の利用促進
  ● 住居確保給付金の年齢要件の撤廃
　　　　　４月１日以降支給決定分から65歳以上も給付対象に追加
　

保健所 ※1

窓　口 電話番号等

岩国健康福祉センター 0827-29-1523
柳井健康福祉センター 0820-22-3631
周南健康福祉センター 0834-33-6423
山口健康福祉センター 083-934-2533
山口健康福祉センター防府支所 0835-22-3740
宇部健康福祉センター 0836-31-3203
長門健康福祉センター 0837-22-2811
萩健康福祉センター 0838-25-2667
下関市立下関保健所 ※2 083-250-7778
県健康増進課 ※3 083-933-3502　083-933-2969（FAX）

県中央県民相談室

各地方県民相談室

岩国地方県民相談室 0827-29-1506 岩国市三笠町１－１－１ 岩国県民局内
柳井地方県民相談室 0820-24-0250 柳井市南町３－９－３ 柳井県民局内
周南地方県民相談室 0834-33-6402 周南市毛利町２－３８ 周南県民局内
山口地方県民相談室 083-921-9540 山口市神田町６－１０ 山口県民局内
宇部地方県民相談室 0836-38-2116 宇部市琴芝町１－１－５０ 宇部県民局内
下関地方県民相談室 083-235-8791 下関市貴船町３－２－１ 下関県民局内
萩地方県民相談室 0838-21-0051 萩市江向河添沖田５３１－１ 萩県民局内

電話番号 住  所窓　口

083-933-2570 山口市滝町１－１ 県庁１階 kenmin.soudan@pref.yamaguchi. lg.jp
住  所 メールアドレス電話番号

中小企業の経営に関する総合的相談 県経営金融課 083-933-3185
中小企業制度融資資金貸付 県経営金融課 083-933-3188
生活衛生資金貸付 県生活衛生課 083-933-2970

農林漁業の総合的相談
  083-933-3310

農林漁業制度融資資金貸付 県ぶちうまやまぐち推進課 083-933-3360
消費生活相談に関すること 県消費生活センター 083-924-0999
労働者支援に関すること 県労働政策課 083-933-3210

電話番号担当課等相談内容

県農林水産政策課
各農林水産事務所等

事業資金などに
関すること

農林漁業に
関すること

労働に関すること
消費生活に関すること

1 県内企業への支援
  ● 「経営安定資金」による金融支援
  ● 専門家派遣による経営支援
 　　 中小企業診断士等の派遣経費の補助
  ● 「新型コロナウイルス感染症対応短期支援資金」による金融支援
  ● 国の制度である雇用調整助成金についての周知

2 観光業への支援
  ● 交通事業者等に対する補助金の新年度早期の概算払い

3 農林漁業者への支援
  ● 総合的な相談窓口の設置
  ● 「農林漁業セーフティネット資金」等（日本政策金融公庫対応）の金融支援に
 　ついて国と連携した情報提供

※主な取り組み

新型コロナウイルス感染症に関する情報は、県ホームページをご覧ください。
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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！

ふれあい山口 5月号
横18㎝×縦5㎝ 白黒

広告
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お 知 ら せ

自動車税種別割の納付を
お願いします1

　今年4月1日現在で自動車を所有
されている方は、4月末にお送りする
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。
■納期限　6月1日（月）
※金融機関、コンビニエンスストアのほか、

クレジットカード（手数料1台330円）および
PayBでも納付できます。

※令和元年10月１日に、従前の「自動車税」の 
名称が「自動車税種別割」に変更されました。

【問】県税務課　
　　☎083（933）2288

やまぐち森林づくり県民税
の実施期間を延長します2

　荒廃した森林を整備し、森林の持つ
多面的な機能を回復させることを目的
とした「やまぐち森林づくり県民税」の 
実施期間を、令和6年度まで延長します。
　税額、納税方法に変更はなく、県民税

（均等割）に加算して納めていただき
ます。
♦個人　年額500円
♦法人　年額1,000円～40,000円
　　　　 （均等割額の5%相当額）
【問】県税務課　☎083（933）2277

福祉医療費受給者証の
更新期限が近づいています3

　現在、受給者証をお持ちの方は、有
効期限までに、お住まいの市町の窓口
で、更新手続きをお願いします。

受給者証の種類 有効期限
重度心身障害者医療 6月30日（火）
ひとり親家庭医療 7月31日（金）乳幼児医療

※受付期間など、詳しくは、お住まいの市町の
担当窓口にお問い合わせください。

※自動更新の対象の方は、更新手続きは必要
ありません。

【問】【申】各市町の担当課
【問】県厚政課　☎083（933）2727

山口県土木防災情報シス
テムをご活用ください4

　このシステムでは、県内の雨量や
河川の水位、洪水予報、土砂災害警戒
情報などの情報をリアルタイムに提供
しています。また、あらかじめ登録して
いただくと、携帯電話やスマートフォン
にメールで情報をお送りします。
　自然災害から身を守るため、迅速な
避難行動にご活用ください。
【問】県河川課　
　　☎083（933）3776

募 集

山口県で三世代の暮らし
を始めませんか5

　三世代での同居や近居を希望する
方を応援する「ふるさとやまぐち三世代
同居・近居住宅支援補助金」の利用者
を募集しています。
■対象者
　 県内で新たに三世代同居・近居する 

ために住宅の新築・購入・増改築・ 
改修を行う親子の親または祖父母
※ 親子は現在県外に居住し、子のうち1人は 

6歳未満であることが要件です。
■補助額
　 新築・新築建売購入の場合は50万

円、増改築・改修・中古住宅購入の
場合は100万円

【問】【申】県住宅課
　　　　☎083（933）3874

県職員採用試験を
実施します6

試験区分 受付期間 第1次試験日
・大学卒業程度
・社会人経験者
・保健師

5月15日（金）
～

6月5日（金）
6月28日（日）

・高校卒業程度
・就職氷河期世代 7月3日（金）

～
8月21日（金）

9月27日（日）

・警察官
（男性）（A）（B）
（女性）（A）（B）

9月20日（日）

・障害者採用選考
8月11日（火）

～
9月9日（水）

11月1日（日）

※受験資格、受験案内の請求方法など、詳しく
はお問い合わせいただくか、県人事委員会
事務局のホームページをご覧ください。

【問】【申】県人事委員会事務局
　　　　☎083（933）4474

公立学校の教員採用試験を
実施します7

■選考区分　
・一般選考（小学校、中学校、高等学
校、特別支援学校、養護教諭）

・特別選考（教職大学院修了見込
者、社会人、スポーツ・芸術、山口県
教師力向上プログラム修了者、博
士号取得者、看護科・理療科教諭）

・障害者を対象とした選考
■受付期間

5月13日（水）～6月1日（月）
■第一次試験　

7月11日（土）、12日（日）
※受験資格、実施要項の請求方法など、詳しく 

はお問い合わせいただくか、県教職員課 
のホームページをご覧ください。

【問】【申】県教職員課
　　　　☎083（933）4550

詳しくはこちら▶

山口県土木防災情報システムはこちら▲

詳しくはこちら▶

詳しくはこちら▶

詳しくはこちら▶

※【問】はお問い合わせ先、【申】はお申し込み先を表しています。※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。

 
イベント 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先

奇才―江戸絵画の冒険者たち―

県立美術館
（山口市）

7月7日（火）
～8月30日（日）

（月曜日は休館。
ただし8月10日は開館）

一般 1,400円（1,200円）
70歳以上・学生 1,200円（1,000円）
☎083（925）7788

大集合!
やきものどうぶつ展 県立萩美術館・

浦上記念館
（萩市）

7月4日（土）
～8月30日（日）

（月曜日、8月11日は休館。
ただし、第一月曜日、
8月10日は開館）

一般 1,000円（800円）
70歳以上・学生 800円（600円）
☎0838（24）2400

県立施設ガイド

葛飾北斎
「上町祭屋台天井絵 怒涛図（女波）」
長野・小布施町上町自治会蔵

緑釉犬 中国・後漢時代（1-3世紀）
県立萩美術館・浦上記念館蔵

※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20人以上の団体料金です。

県政だより

基本は手洗い。
～感染症予防のため手洗いをしましょう！～ 「ぶちエエやまぐち! 就職アプリ」配信中

　新型コロナウイルス感染症予防対策へのご協力をお
願いします。
　ドアノブや電車のつり革など、さまざまなものに触れるこ
とにより、手にウイルスが付着している可能性があります。
　帰宅時、調理の前後、食事の前、咳やくしゃみ・鼻をかんだ
後など、感染症予防のため、こまめに手洗いをしましょう!!

●流水と石けんで、30秒以上しっかりと
●指先、指と指の間、手首まで丁寧に

※県ホームページでは、正しい手洗いの方法を
　動画で紹介しています。

手洗いの
ポイント

　若者の県内への就職を応援するため、スマートフォン
向けアプリ「ぶちエエやまぐち! 就職アプリ」を配信してい
ます。
　県内企業のＰＲ動画や就職イベント、インターンシップの 
情報など、このアプリ一つで県内への就職に役立つ情報 
が閲覧できます。また、カレンダー機能を使うと、就職活動 
のスケジュール管理ができ、イベント開催の１週間前など
に通知を受け取れます。
　ぜひご活用ください!!

【お問い合わせ先】
県労働政策課　☎083（933）3254

検 索ぶちエエやまぐち　アプリ
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広告

　品種名は「田屋なす」で、見た目が良く、１本の重さが５００g以上で長さが�
約30cmと大きいものを「萩たまげなす」と呼んでいます。普通のナスの３本から
４本分ある大きさから、山口県の方言で「たまげる(びっくりする)」という意味
で名付けられました。
　皮は薄く、実は柔らかく、加熱するととろけるような食感が増すとともに、�
甘みを多く感じることが特徴です。
　斜めに切って天ぷらなどにすると、大きさがより一層目立つためおすすめ�
です。

今回紹介した児童相談所虐待対応ダイヤル「○○○」。
○○○に入るのは、次のうちどれでしょう。

ア  100
イ  189
ウ  200

～見て、食べて、びっくり！～
「萩たまげなす」

山口県公式ウェブサイト

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

・「奇才―江戸絵画の冒険者たち―」　ペアチケット� 5組
・「大集合!やきものどうぶつ展」　ペアチケット� 5組
・やまぐちブランド「萩たまげなす」� 5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5月25日（月）必着】

クイズにご応募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。

【宛先】山口県広報広聴課「ふれあい山口5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。
2月号の正解「㋐バンク」

こちらからでも▶
応募できます

【県人口・世帯数】（令和2年3月1日現在）　人口/1,349,938人（対前月比1,402人減）　男/641,143人・女/708,795人　世帯数/599,618世帯

「萩たまげなす」

「たまげなすのツナのっけ」




