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事業承継とは
会社の経営を

後継者に引き継ぐこと
現在、中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、
その後継者の確保がますます重要になっています。
後継者不在のままでは企業の存続に関わり、地域経済にとっても
深刻な問題になります。
そのため、県では、次世代経営者へのバトンタッチ、いわゆる「事業承継」を応援しています。

相談窓口で円滑な事業承継をサポート！
県では、各種支援機関と連携し、「後継者がいない」「事業の引き継ぎに不安がある」
「誰に相談すればよいのか」といった経営者の相談にきめ細かく対応しています。

中小企業の事業承継を
応援します！ 後継者の負担を

軽くしたい

後継者候補を幅広く求めたい方へ
後継者のいない事業者の中には、後継者候補を社外からも幅広く求めたいというニーズが
あることから、全国の事業承継希望者等とつなぐ「マッチングサイト」を開設します。

税制措置や補助制度
事業承継税制の活用などにより、後継者の負担を軽減できます！

顧客や技術のある従業員、それ以上に地域に
　　　　　　信頼され親しまれてきた会社を守り、成長させたい―
ゼロからの立ち上げでなく、事業を引き継ぐことを選択しました。前の経営者とお話し
をする中で、長く続いた事業は、お客との信頼も厚く、つながりが強い。そこに魅力を
感じました。

　　　　　　　　ミヤノオート(山口市)［自動車販売・整備業］ 植田 祐司さん

■ 事業承継に向けた経営課題の把握や経営改善に向けたアドバイス
■事業承継を支援する専門家の紹介　
■創業希望者と後継者がいない事業者の引き合わせ
■Ｍ&Ａ(会社の合併・買収)への対応の支援　など

■事業承継に係る準備を行うための面
接を実施

■専門家を派遣してアドバイスを行い、
円滑な承継のための計画策定をバッ
クアップ

事業承継をワンストップで支援する公的
機関として、「事業引継ぎ支援センター」
が、無料でサポートします。

親族内・従業員への承継を中心に
無料でサポートします。

後継者が事業を引き継ぐ（相続する）際に発生する贈与税などの
支払いの猶予を受けることができる税制措置があります。

うえ　  だ　　　ゆう　  じ

あなたのまちの身近な
支援機関！

お問い合わせ先：山口県事業引継ぎ支援センター 　
　　　　　　　 ☎083（902）6977

お問い合わせ先：最寄りの商工会・商工会
　　　　　　　 議所にお尋ねください

～創業希望の方が後継者不在の企業を承継～

① 子ども等の親族

誰に事業を承継（引き継ぎ）するかは、大きく分けると3通りあります。

②（親族外の）従業員など ③ ①、②以外の第三者

まずは「事業引継ぎ支援センター」に
ご相談を！
事業の引き継ぎを考えている経営者の方は
お早めにご相談ください。

商工会・商工会議所で
相談できる！ 事業を引き継いだ方の声を聞きました

お問い合わせ先：県経営金融課　　☎083（933）3180

お問い合わせ先：公益財団法人 やまぐち産業振興財団　☎083（922）3700

事業承継税制

事業承継に必要な資金を融通する県の融資制度があります。制 度 融 資

事業承継を契機に経営革新などを行う方を支援する国の補助制度
があります。補 助 制 度

山口県内の事業者
が対象です。

日本全国から
利用できます。

［マッチングサイトの特徴 ］

双方が合意したらコーディネータが
実際の面談を仲介

■ サイトにユーザー登録して情報検索
■ 興味・関心のあるユーザー同士が匿名でメッセージ交換

山口市熊野町1-10 
NPYビル8階（　　　　　）

譲りたい人 引き継ぎたい人

※実際に面談するまでは、個人・企業が特定できない仕組み
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食品ロスを減らす取り組み

～やまぐちの食材を“おいしく、ぜんぶ、たべちゃろう”～

※県や市町、飲食店、消費者団体などで構成

現在、日本では、まだ食べられる食品が大量に廃棄され、問題になっています。
このような、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品（いわゆる「食品ロス」）を減らすため、
山口県食品ロス削減推進協議会※では、食べ残しの削減や廃棄される食品の有効活用を進めています。
皆さんも、「もったいない」を意識して、できることから行動してみませんか。

もったいない！｢食品ロス｣を
みんなで減らそう

フードバンク活動
まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を集めて、必要な施設などに届ける取り組みです。

寄贈可能な食品
常温保存が可能で、賞味期限が１カ月以上あり、
未開封のもの（お菓子、レトルト食品、缶詰など）

食品の寄贈方法
❶スーパーなどに設置されて
　いる「フードバンクポスト」に
　家庭からの食品を入れる。 
❷イベント会場などで行われ
　る「フードドライブ」に食品
　を持ち寄る。

【 家庭では】

【 外食では】

【 食品ロスの要因 】

お問い合わせ先：県廃棄物・リサイクル対策課　　☎083（933）2992

■規格外食品や過剰在庫品などの廃棄

■食べ残し　　　  ■過剰除去（皮のむき過ぎなど）　

(環境省調査平成28年度推計値から試算)

残さず、食べ物を大切にする心で！
「給食たべきりイベント」も実施中！

必要な食材を必要な量だけ買おう！
お買い物はマイバッグ持参で！

買い物

食材を無駄なく全部使い切ろう！調　理

食　事

余った料理は別の料理にアレンジ！片付け

（R1.11現在)
■県内の旅館・ホテル、飲食店など 計327店が登録
■協力店では次の取り組みを3項目以上実践しています

■協力店で注文の際、お尋ねください

つなぐ ありがとうもったいない

□ 食べきりメニューの提示
□ お客様への聞き取り(希望量など)
□ 食材の使い切り
□ 希望量に応じた料理の提供
□ 料理の持ち帰りや食品廃棄物のリサイクル

「少し買い過ぎちゃった！」「いただいたけどウチじゃ食べきれないかも！？」

山口県で
年間７万トンの
食品ロスが発生！
このうち2万トンが食べ残し

家庭や外食での食べ残しを
減らす取り組みです。

｢小盛りにできますか?」食べきれないと
思ったとき

｢○○を入れないでもらえますか?｣食べられない
食材があるとき

売
れ
残
り

規
格
外
品

やまぐち食べきっちょる運動
やまぐち
食べきり協力店

うちでは
食べきれない

あなたのお宅の
「もったいない」を

「ありがとう」に
　変えてみませんか？

フードバンク倉庫

フードバンクへの
寄贈にご協力をお願いします！

食品ロスの実態

捨てられた食品の処分のために、多くのエネルギーが
使われることや費用がかかることも問題！

そんな
食品が
あれば

家  庭 フードバンク

集める

福祉施設・団体など

届ける
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毎日、5万人分の
食事が食べ残しで
捨てられている
計算です。



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！

山口県月刊ウェブ広報「Buchi」
お知らせなどを毎月掲載

広告
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お 知 ら せ
「県内進学・仕事魅力発信
フェアinやまぐち」を開催1

　高校生を対象に、県内の大学や専門
学校、企業の魅力を伝えるフェアを
開催します。
■日時　2月14日（金）10時～15時
■場所　維新百年記念公園

　　　維新大晃アリーナ(山口市)
■内容

学校案内、仕事案内、進路相談の各
コーナー、学校魅力発信ステージ など

【問】県内進学・仕事魅力発信フェア
　　実行委員会

☎083（924）0239

「山口県迷惑行為防止条例」が
改正されました2

　盗撮行為やのぞき見行為など、いわ
ゆる「迷惑行為」の規制が強化され、罰
則が引き上げられました。

【問】最寄りの警察署または県警察本部

不妊を考える集い「もっと知
りたい!不妊のこと」を開催3

　不妊についての理解と関心を深め
ていただくため、不妊治療の専門医に
よる講演会と、産婦人科医などによる
個別の不妊専門相談会を開催します。
■日時　3月15日（日）13時～17時
■会場　専門学校YICリハビリテー

ション大学校（宇部市）
■内容　講演会、不妊専門相談会
※不妊専門相談会は、3月6日（金）までに

予約が必要です。
【問】【申】県こども政策課

☎083（933）2947

県・市町中小企業勤労者
小口資金をご利用ください4

　県内にお住まいで、同一の中小企業
に１年以上勤務されている方に、大学
などの教育資金を貸し付けます。
■貸付限度額　300万円
■償還期間　　10年以内

（うち在学中の４年以内は据え置き可）
■貸付利率　年1.63％（別に保証料が必要）
※教育資金以外の貸付金もあります。
【問】県労働政策課 ☎083（933）3210
【問】【申】中国労働金庫各支店・

ローンセンター

ハンセン病元患者のご家族
に補償金が支給されます5

「ハンセン病元患者家族に対する補
償金の支給等に関する法律」が施行さ
れ、対象となるハンセン病元患者のご
家族の方々に補償金が支給されます。
※詳しくはお問い合わせください。
【問】厚生労働省 補償金担当窓口

☎03(3595)2262

詳しくはホームページ▶
をご覧ください

検 索山口県　不妊を考える集い 検 索厚生労働省　補償金担当窓口

募 集

食の安心モニターを募集6
　日常の買い物の中で、食品表示など
をチェックする「食の安心モニター」を
募集します。
■応募資格

 県内にお住まいの18歳以上の方
■任期　委嘱日～令和3年3月31日
■募集人員　40人
■募集期間

 3月10日（火）～4月6日（月）（必着）
【問】県生活衛生課

☎083（933）2974
【問】【申】各市町の消費者行政担当課

ねんりんピック山口2020
の参加者・出展作品を募集7

■参加資格
2021年4月1日時点で60歳以上の方

①スポーツ文化交流大会
　種目

卓球、テニス、ソフトテニス、ペタン
ク、弓道、剣道、囲碁、将棋、健康
マージャン、ソフトボール　など

②美術展
募集期間
2月12日(水)～3月25日(水)
日時　6月13日(土)～15日(月)
会場　防府市地域交流センター

アスピラート(防府市)
部門
日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真

【問】県長寿社会課
☎083(933)2782
県社協生涯現役推進センター
☎083(928)2385

催 し
ルネッサながと
アートマーケットまつりを開催8

　県内芸術家らによる小物販売のほ
か、ダンスや大道芸、フードコートなど、
楽しめるイベントを多数開催。
■日時　3月7日（土）、8日（日）
　　　　10時～16時
■会場　ルネッサながと（長門市）
【問】ルネッサながと ☎0837（26）6001

※【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
第73回　山口県美術展覧会

県立美術館
（山口市）

2月13日（木）
～3月1日（日）

（月曜日は休館。
ただし2月24日は
開館）

一般	 500円（400円）
学生	 400円（300円）
☎083（925）7788
※70歳 以 上および18歳 以 下の方、 

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。

ミュンヘン交響楽団
ベートーヴェン生誕
250周年記念演奏会 シンフォニア岩国

（岩国市）

3月22日（日）
15時開演
※14時30分開場

S席	 8,000円
A席	 5,500円

（A席学生 ※25歳以下　2,000円）
☎0827（29）1600

アーティスト・イン・レジデンス展覧会
世界各国のアーティストが、65日間の山口県滞在中に、「この土地とともに 
生きる」をテーマに創作した作品の展覧会

秋吉台国際芸術村
（美祢市）

3月1日（日）
～3月8日（日）

入場無料
☎0837（63）0020

県立施設ガイド

第72回山口県美術展覧会
大賞受賞作品
ピビリ　ロベルト

「椹野川沿いのイノシシの行進」

ミュンヘン交響楽団
©Marco Borggreve

山口県の
平成30年度決算

県税
27%

県債
11%

県債の償還
（借金の返済）

15%

地方交付税
26%

国からの
補助金など

16%

農林水産業や
商工業の振興

11%

道路や河川、
住宅などの整備

11%

福祉の向上や犯罪の防止、
環境対策、雇用の促進

23%

教育の充実
21%

その他
19%

県の支出
6,469億円

自主財源
47%
（県が独自に
確保できる財源）

使用料や
手数料
1%

県会計課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）3920

依存財源
53%

（国からの交付
などにより確保
される財源）

決算についてのお問い合わせ先

県の収入
6,608億円

県の一般会計の決算額は、収入、支出とも
に前年度を下回りました。また、地方公共
団体が黒字か赤字かを示す実質収支額は
47億円で、引き続き黒字となりました。

収入の減少理由
基金（県の貯金）の取り崩しが減少したほか、公共
事業関係費の減により国からの交付金等が
減少したことなどから、収入は減少しました。

支出の減少理由
県債（県の借金）の返済額が減少した
ことや、公共事業関係費が減少した
ことなどから、支出は減少しました。

貸付資金の返済金や
基金の取り崩しなど
19%

（A）
（B）

（A）-（B）=（C）
（D）

（C）-（D）

収入額
支出額
収入支出差引
翌年度繰越財源
実質収支額

平成30年度決算の概要（一般会計） （単位：億円）
区　　分 30年度 29年度 対前年度

6,608
6,469

139
92
47

6,669
6,585

84
39
45

△61
△116

55
53
1

※各数値は億円未満を四捨五入しているため、計算結果が一致しない場合があります。
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山口県産の原木で栽培された椎茸を乾燥させ
たもののうち、等級、形状、大きさで一定の基準
を満たしたものです。
歯応えのある食感が特徴で、乾燥によって椎茸
のうま味がギュッと閉じ込められており、和食・
洋食・中華のどんな料理にも相性が良いです。

今回特集２で紹介した「フード○○活動」。
○○に入るのは、次のうちどれでしょう。

ア バンク
イ ボックス
ウ ポケット

～うま味をギュッと凝縮～

「やまぐち特選乾
ほし

椎
しい

茸
たけ

」
プレゼント
・�ミュンヘン交響楽団�ベートーヴェン生誕250周年記念演奏会�

A席ペアチケット　5組
・やまぐちブランド「やまぐち特選乾椎茸」� 3人

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！

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2月25日（火）必着】

【宛先】山口県広報広聴課「ふれあい山口2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。�11月号の正解「㋐MAGIC」
クイズにご応募して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。

こちらからでも▶
応募できます

♯8000または 083（921）2755
（受付時間19時～翌朝8時）
小児救急医療電話相談 119番…

その前に！
！

県政だより

東京2020オリンピック聖火リレーがやってくる!

【県人口・世帯数】（令和元年12月1日現在）　人口/1,353,800人（対前月比1,159人減）　男/643,056人・女/710,744人　世帯数/601,370世帯

東京2020オリンピック聖火リレーは、3月26日（木）
に福島県を出発した後、121日間で日本全国を巡り
ます。
山口県では5月14日（木）・15日（金）に実施され、�
岩国市の錦帯橋や美祢市の秋吉台など、県内各地の
名所を聖火が駆け抜けます。

◆聖火リレー実施ルート（予定）
　5月14日（木）　岩国市⇒柳井市⇒光市⇒下松市⇒周南市⇒防府市⇒山口市
　5月15日（金）　宇部市⇒山陽小野田市⇒下関市⇒美祢市⇒長門市⇒萩市
【お問い合わせ先】県スポーツ推進課 083（933）2435  検 索山口県　聖火リレー

画像提供：Tokyo 2020

Photo by Tokyo 2020
オリンピック聖火ランナーユニフォーム
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