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山口県広報誌



お問い合わせ先：県観光プロモーション推進室　☎083（933）3204

山口ぐるっと満喫バス
山口の「食」「自然」「歴史」をぐるっと満喫できる、新
たな観光周遊バスです。人気観光スポット「唐戸市場」
「秋吉台」「萩城下町」を手軽に巡ることができます。
運行期間：12月22日（日）までの土・日・祝日 
※除外日：11月3日（日・祝）

やまぐち絶景満喫バス
湯田温泉や新山口駅から出発して、「元乃隅神
社」や「角島大橋」など人気の観光スポットを巡
る観光周遊バスです。
運行期間：2020年3月31日（火）までの土・日・祝日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※除外日：12月28日、29日、1月1日、4日、5日

車窓から楽しむ清流錦川の四季「錦川清流線」
岩国市の川西駅から錦町駅を結ぶ錦川清流線。車窓から四季折々の美しい景色を堪能しなが
ら、小旅行をお楽しみください。YAMAGUCHI MAGIC! 秋冬の旅キャンペーンの期間中は、
清流錦川を眺めながらご当地グルメが堪能できるツアーも実施します。

オフ泉県やまぐち
県内の温泉は、クレンジング効果
の高い「美人の湯」が多く、「肌を
オフ」できます。
また、美しい自然環境に恵まれ、
「心のオフ（休暇）」にも最適です。

山陰線観光列車「〇〇のはなし」
萩（は）、長門（な）、下関（し）を結ぶ観光列車。
山陰線の美しい景色とおいしい食事を楽しみな
がら、観光列車の旅をお楽しみください。
運行期間：2020年2月29日（土）までの土・日・祝日
※除外日：12月28日、29日、1月1日、4日、5日

さらに、11月限定で「〇〇のはなし
ｉｎ岩徳線」が特別運行！ 
「〇〇のはなし」に乗って県東部の
魅力をお楽しみください。
【運行日】 11月13日（水）、14日（木）、

20日（水）、21日（木）

古地図を片手に、まちを歩こう。
江戸時代の美しい古地図が豊富に残されている山口県。これらの古地
図を眺めながら、城下町や宿場町などを散策してみてはいかがですか。

■インスタＭＡＧＩＣ！ まち歩きキャンペーン
古地図エリアで「おすすめ観光スポット」や「穴場スポット」の写真・動
画をインスタグラムに投稿すると、抽選ですてきな賞品が当たります。 
開催期間：12月31日（火）まで
参加方法：キャンペーンアカウント(yamaguchi_magic)をフォローし、｢♯おいでませ山口」
　「＃古地図を片手にまちを歩こう」「＃撮影場所の名称」の3つのハッシュタグを付けて投稿

■「古地図を片手に、
　まちを歩こう。」スタンプラリー 
　 ガイドウォークに参加してスタンプを集 
　 めた方に、オリジナルグッズをプレゼント。
　 開催期間：2020年3月31日（火）まで

2020年１月から３月は、温泉と
グルメをキーワードにしたキャン
ペーンを実施します。詳細情報
が確定次第、公式サイトに掲載
していきますので、乞うご期待！

県では、新たな観光キャッチフレーズ「YAMAGUCHI MAGIC!」のもと、
「絶景」「温泉」「グルメ」「歴史」「体験」をテーマに、切れ目なくキャンペーンを展開しています。
１２月までは県東部エリアを対象とした「YAMAGUCHI MAGIC!秋冬の旅キャンペーン」を実施中！
さらに、観光周遊バスなど、山口での観光がもっと楽しくなる企画を合わせて紹介します！
まだ知らない山口県の魅力を見つける旅に、ぜひお出掛けください！

検索

検索

検索山口ぐるっと満喫バス

やまぐち絶景満喫バス

モバイルスタンプラリー
スマートフォンを使って山口県東部を楽しく巡るスタンプ
ラリーを実施。抽選ですてきなプレゼントが当たります。

旅を楽しむ特別企画！

古地図を片手にまちを歩こう

検索錦川鉄道

山口県東部地域において、期間限定・特別感満載のイベントを
多数用意したキャンペーンを実施しています！

YAMAGUCHI MAGIC!

YAMAGUCHI MAGIC!
秋冬の旅キャンペーン

～おいでませ！ぶち楽しい岩国・サザンセト・周南エリアへ～ 岩国エリア

県東部
地域

サザンセトエリア

実施期間：12月31日（火）まで

次は「YAMAGUCHI MAGIC!冬の温泉＆
グルメ☆リラックスキャンペーン」開催！

検索

便利なバスで
人気の観光地を
まわろう！

世界も認めた
やまぐちの絶景を
見に行こう！

オフ泉県やまぐち 検索

地元ガイドの案内でまちを散策地元ガイドの案内でまちを散策

萩城下町（萩市）萩城下町（萩市）

唐戸市場（下関市）唐戸市場（下関市）

秋吉台 草紅葉（美祢市）秋吉台 草紅葉（美祢市）

元乃隅神社（長門市）元乃隅神社（長門市）

予告

今だけ！

魅力満載！

国民宿舎 大城（下松市）国民宿舎 大城（下松市）
錦帯橋（岩国市）錦帯橋（岩国市）

蜂ヶ峯総合公園
（和木町）
蜂ヶ峯総合公園
（和木町）

白壁の町並み（柳井市）白壁の町並み（柳井市）

周南エリア

周防大島
みかん鍋
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お問い合わせ先：県観光プロモーション推進室　☎083（933）3204

山口ぐるっと満喫バス
山口の「食」「自然」「歴史」をぐるっと満喫できる、新
たな観光周遊バスです。人気観光スポット「唐戸市場」
「秋吉台」「萩城下町」を手軽に巡ることができます。
運行期間：12月22日（日）までの土・日・祝日 
※除外日：11月3日（日・祝）

やまぐち絶景満喫バス
湯田温泉や新山口駅から出発して、「元乃隅神
社」や「角島大橋」など人気の観光スポットを巡
る観光周遊バスです。
運行期間：2020年3月31日（火）までの土・日・祝日

※除外日：12月28日、29日、1月1日、4日、5日

車窓から楽しむ清流錦川の四季「錦川清流線」
岩国市の川西駅から錦町駅を結ぶ錦川清流線。車窓から四季折々の美しい景色を堪能しなが
ら、小旅行をお楽しみください。YAMAGUCHI MAGIC! 秋冬の旅キャンペーンの期間中は、
清流錦川を眺めながらご当地グルメが堪能できるツアーも実施します。

オフ泉県やまぐち
県内の温泉は、クレンジング効果
の高い「美人の湯」が多く、「肌を
オフ」できます。
また、美しい自然環境に恵まれ、
「心のオフ（休暇）」にも最適です。

山陰線観光列車「〇〇のはなし」
萩（は）、長門（な）、下関（し）を結ぶ観光列車。
山陰線の美しい景色とおいしい食事を楽しみな
がら、観光列車の旅をお楽しみください。
運行期間：2020年2月29日（土）までの土・日・祝日
※除外日：12月28日、29日、1月1日、4日、5日

さらに、11月限定で「〇〇のはなし
ｉｎ岩徳線」が特別運行！
「〇〇のはなし」に乗って県東部の
魅力をお楽しみください。
【運行日】 11月13日（水）、14日（木）、
　　　　　20日（水）、21日（木）

古地図を片手に、まちを歩こう。
江戸時代の美しい古地図が豊富に残されている山口県。これらの古地
図を眺めながら、城下町や宿場町などを散策してみてはいかがですか。

■インスタＭＡＧＩＣ！まち歩きキャンペーン
古地図エリアで「おすすめ観光スポット」や「穴場スポット」の写真・動

　 画をインスタグラムに投稿すると、抽選ですてきな賞品が当たります。
開催期間：12月31日（火）まで

　　参加方法：キャンペーンアカウント(yamaguchi_magic)をフォローし、｢♯おいでませ山口」
「＃古地図を片手にまちを歩こう」「＃撮影場所の名称」の3つのハッシュタグを付けて投稿

■「古地図を片手に、
まちを歩こう。」スタンプラリー
ガイドウォークに参加してスタンプを集
めた方に、オリジナルグッズをプレゼント。
開催期間：2020年3月31日（火）まで

2020年１月から３月は、温泉と
グルメをキーワードにしたキャン
ペーンを実施します。詳細情報
が確定次第、公式サイトに掲載
していきますので、乞うご期待！

県では、新たな観光キャッチフレーズ「YAMAGUCHI MAGIC!」のもと、
「絶景」「温泉」「グルメ」「歴史」「体験」をテーマに、切れ目なくキャンペーンを展開しています。
１２月までは県東部エリアを対象とした「YAMAGUCHI MAGIC!秋冬の旅キャンペーン」を実施中！
さらに、観光周遊バスなど、山口での観光がもっと楽しくなる企画を合わせて紹介します！
まだ知らない山口県の魅力を見つける旅に、ぜひお出掛けください！

検索

検索

検索山口ぐるっと満喫バス

やまぐち絶景満喫バス

モバイルスタンプラリー
スマートフォンを使って山口県東部を楽しく巡るスタンプ
ラリーを実施。抽選ですてきなプレゼントが当たります。

旅を楽しむ特別企画！

古地図を片手にまちを歩こう

検索錦川鉄道

山口県東部地域において、期間限定・特別感満載のイベントを
多数用意したキャンペーンを実施しています！

YAMAGUCHI MAGIC!

YAMAGUCHI MAGIC!
秋冬の旅キャンペーン

～おいでませ！ ぶち楽しい岩国・サザンセト・周南エリアへ～ 岩国エリア

県東部
地域

サザンセトエリア

実施期間：12月31日（火）まで

次は「YAMAGUCHI MAGIC!冬の温泉＆
グルメ☆リラックスキャンペーン」開催！

検索

便利なバスで
人気の観光地を
まわろう！

世界も認めた
やまぐちの絶景を
見に行こう！

オフ泉県やまぐち 検索

地元ガイドの案内でまちを散策地元ガイドの案内でまちを散策

萩城下町（萩市）萩城下町（萩市）

唐戸市場（下関市）唐戸市場（下関市）

秋吉台 草紅葉（美祢市）秋吉台 草紅葉（美祢市）

元乃隅神社（長門市）元乃隅神社（長門市）

予告

今だけ！

魅力満載！

国民宿舎 大城（下松市）国民宿舎 大城（下松市）
錦帯橋（岩国市）錦帯橋（岩国市）

蜂ヶ峯総合公園
（和木町）
蜂ヶ峯総合公園
（和木町）

白壁の町並み（柳井市）白壁の町並み（柳井市）
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特集1

2 2019  11月号



試験研究機関や実証研究を行う農場で
実用化に向けた研究開発を進めています。

【 スマート農林漁業の研究開発 】

山口県では、農林漁業で働く人の高齢化や担い手不足が深刻化しています。
このため、県では、次世代を担う人材の確保対策に加え、先端・先進技術を活用し、作業負担の軽減や
効率化を図るスマート農林漁業を推進しています。今回は、ロボット技術や情報通信技術(ICT)によって
進化する農林漁業の姿と、日本一の担い手支援について紹介します。

農林漁業はスマート化
でどう変わる？

農林漁業を始める方へ「日本一の担い手支援」
県では、相談、研修、就業、定着まで一貫した｢日本一の担い手支援｣により、農林漁業
の未来を担う人材の確保に取り組んでいます。山口県で農林漁業を始める方が、
地域になじみ働き続けられるよう応援します。

農林漁業を始めたい方は、まずは相談！
農業：公益財団法人やまぐち農林振興公社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
林業：一般財団法人やまぐち森林担い手財団 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
漁業：山口県漁業就業者確保育成センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

充実した研修体制
■ 体験から実践研修まで、就業に必要な知識や技術を習得

これから農業を志す方へのメッセージ
就農前に受講したさまざまな技術研修や関係機関からの支援が、就農
後も大きな力になりました。「同じ天候の年はない、どんな農家も毎年一
年生だ」という先輩農家の言葉を忘れず頑張っています。就農後は、
あなたが社長です。計画をしっかり立て、本気で就農を目指してください。
角井 雅之（かどい まさゆき）さん （34歳 周防大島町）

農業・漁業では、要件を満たせば研修中に経費の給付があります（農業
最長2年間・漁業最長3年間）。また、指導する農家・林業事業体・漁家
へも研修経費の給付があります。

充実した給付金制度

充実した受入体制

充実した技術指導体制

■ 自営の場合、経営初期に必要な経費を5年間・年間最大150万円給付
■ 法人就業などの場合、受入法人へ職場研修に必要な経費を5年間給付

■ 住宅の改修経費の一部を助成　　■ 農業用機械・施設の整備費用や漁船などの導入費用を支援

経営安定までしっかりサポートします。
■ 県立農業大学校に就農・技術支援室を設置し、指導体制を強化
■ 林業指導センターによる指導体制を強化

■ 自営の場合、経営初期に必要な経費を3年間・総額360万円給付
■ 法人就業などの場合、受入法人へ職場研修に必要な経費を1年間給付

■ 受入組合などへ職場研修に必要な経費を3年間給付

相 談

研 修

就 業
農業

林業

漁業

このほか、貸付金制度や資格取得経費の助成制度などもあります

平成24年に
独立自営就農し、
約4ヘクタールの
農地でかんきつを

栽培中

お問い合わせ先：県農林水産政策課　　☎083（933）3323

定 着

直進アシスト機能付き田植え機

ドローンレーザ計測などによる
森林資源の把握

夢や希望
をかなえる
農林漁業
の実現！

ロボット
技術

ICT

■作業の省力化
■技術の見える化

ICT 人工衛星データなどを活用した
漁場形成予測システム

■労働時間の短縮
■熟練者の技術の継承
■品質向上による収益増大
■経営改善

漁
場
予
測
図

熟練者の技術を解析、生産技術のシステム化

ICT自動走行トラクター

飼育情報を記録・解析するシステムICT

総合案内
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試験研究機関や実証研究を行う農場で
実用化に向けた研究開発を進めています。

【 スマート農林漁業の研究開発 】

山口県では、農林漁業で働く人の高齢化や担い手不足が深刻化しています。
このため、県では、次世代を担う人材の確保対策に加え、先端・先進技術を活用し、作業負担の軽減や
効率化を図るスマート農林漁業を推進しています。今回は、ロボット技術や情報通信技術(ICT)によって
進化する農林漁業の姿と、日本一の担い手支援について紹介します。

農林漁業はスマート化
でどう変わる？

農林漁業を始める方へ「日本一の担い手支援」
県では、相談、研修、就業、定着まで一貫した｢日本一の担い手支援｣により、農林漁業
の未来を担う人材の確保に取り組んでいます。山口県で農林漁業を始める方が、
地域になじみ働き続けられるよう応援します。

農林漁業を始めたい方は、まずは相談！
農業：公益財団法人やまぐち農林振興公社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
林業：一般財団法人やまぐち森林担い手財団 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
漁業：山口県漁業就業者確保育成センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

充実した研修体制
■ 体験から実践研修まで、就業に必要な知識や技術を習得

これから農業を志す方へのメッセージ
就農前に受講したさまざまな技術研修や関係機関からの支援が、就農
後も大きな力になりました。「同じ天候の年はない、どんな農家も毎年一
年生だ」という先輩農家の言葉を忘れず頑張っています。就農後は、
あなたが社長です。計画をしっかり立て、本気で就農を目指してください。
角井 雅之（かどい まさゆき）さん  （34歳 周防大島町）

農業・漁業では、要件を満たせば研修中に経費の給付があります（農業
最長2年間・漁業最長3年間）。また、指導する農家・林業事業体・漁家
へも研修経費の給付があります。

充実した給付金制度

充実した受入体制

充実した技術指導体制

■ 自営の場合、経営初期に必要な経費を5年間・年間最大150万円給付
■ 法人就業などの場合、受入法人へ職場研修に必要な経費を5年間給付

■ 住宅の改修経費の一部を助成　　■ 農業用機械・施設の整備費用や漁船などの導入費用を支援

経営安定までしっかりサポートします。
■ 県立農業大学校に就農・技術支援室を設置し、指導体制を強化
■ 林業指導センターによる指導体制を強化

■ 自営の場合、経営初期に必要な経費を3年間・総額360万円給付
■ 法人就業などの場合、受入法人へ職場研修に必要な経費を1年間給付

■ 受入組合などへ職場研修に必要な経費を3年間給付

相 談

研 修

就 業
農業

林業

漁業

このほか、貸付金制度や資格取得経費の助成制度などもあります

平成24年に
独立自営就農し、
約4ヘクタールの
農地でかんきつを

栽培中

お問い合わせ先：県農林水産政策課　　☎083（933）3323

定 着

直進アシスト機能付き田植え機

ドローンレーザ計測などによる
森林資源の把握

夢や希望
をかなえる
農林漁業
の実現！

ロボット
技術

ICT

■作業の省力化
■技術の見える化

ICT 人工衛星データなどを活用した
漁場形成予測システム

■労働時間の短縮
■熟練者の技術の継承
■品質向上による収益増大
■経営改善

漁
場
予
測
図

熟練者の技術を解析、生産技術のシステム化

ICT自動走行トラクター

飼育情報を記録・解析するシステムICT

総合案内

特集2
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県政だより

山口県オレンジドクター 検索

お問い合わせ先　県長寿社会課 ☎083（933）2788

「オレンジドクター」や「PREMIUMオレ
ンジドクター」の一覧は、ホームページ
などでご覧いただけます。

「オレンジドクター制度」が
始まりました！
～気軽にもの忘れや認知症の相談を～
　高齢者やそのご家族が、もの忘れや認知症について気軽に相談
できるよう、身近な相談医をオレンジドクターとして登録する制度を
開始しました。
　認知症は、早期に治療を開始すれば、その進行を遅らせることが
期待できます。「時間や月日が分からなくなる」、「新しいことが覚え
られない」など、ちょっと気になることがあれば、お近くのオレンジ
ドクターに相談してみませんか。

山口県トレーニングキャンプガイド 検索

オリンピック・パラリンピックの
事前トレーニングキャンプが実施されます!

お問い合わせ先　県スポーツ推進課 ☎083（933）2435

県内各地のキャンプ情報はこちら　　   

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあわせ、来年、県内各地で大会参加国の事前トレー
ニングキャンプが実施されます。（８月31日現在、６市での実施が決定）
　みんなでキャンプチームを応援し、両大会を盛り上げていきましょう。

http://trainingcamp-yamaguchi.jp
キャンプや交流事業の詳細については、各市のホームページなどでご確認ください。

柔道
[県立下関武道館]

下関市 トルコ

バレーボール
[ソルトアリーナ防府]

防府市 セルビア

競泳・水球・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ
[山口きらら博記念公園水泳プール]

山口市 スペイン

ソフトボール
[絆スタジアム]

岩国市 アメリカ

パラサイクリング
[山陽オートレース場]

山陽小野田市 日本

バドミントン
[下松スポーツ公園体育館]

下松市 ベトナム

やまぐち健幸アプリ 検索

けん こう

“歩きやすい服装”で
仕事に行こう！

お問い合わせ先　県健康増進課 ☎083（933）2950

県では、スマートフォン用ウォーキングアプリ「やまぐち健幸アプリ」を配信しています。
ウォークビズを始めたら、ぜひアプリをご利用ください。毎日の歩数やランキングの
表示で、楽しくウォーキングを続けることができます。

「やまぐちウォークビズ」スタートアップフォーラム（7月25日開催）
で紹介されたウォークビズ・コーディネート

スニーカーや伸縮性のある素材の服装など、
歩きやすい服装で通勤・勤務する新しいワーク
スタイル「ウォークビズ」。
　県では、職場での健康づくりを進めていただけ
るよう、ウォークビズを提案し、その普及を図って
います。
　身軽な服装で歩けば、いつもの通勤や外回りも
気持ちのいい散歩道になります。ウォークビズで
もっと歩くことを習慣にして、毎日の健康づくりを
楽しんでみませんか？

山口県移住支援金 検索

世帯で移住 100万円

対象企業
へ応募

移住先市町
に移住支援
金を申請

就業後3カ月
以上経過

移住後3カ月以上 移住後1年以内
令和元年8月7日以降

支援金
支給内定

移住（住民票の異動）

就業

単身で移住 60万円

東京圏から移住・就業された方に
支援金を支給します!

移住支援金の額

移住支援金交付までの流れ

お問い合わせ先　県労働政策課 ☎083（933）3254

　東京一極集中の是正と、県内中小企業等の人手不足解消を目的
に、東京圏から山口県内に移住して、「やまぐち移住就業マッチング
サイト」に掲載された求人に新規就業した方に対し、移住支援金を
支給する事業を８月７日から開始しました。
　ご家族、ご友人など、山口県へのＵＪＩターンを考えている方が
いらっしゃいましたら、ぜひ、ご利用ください。 やまぐち移住就業マッチングサイト

★143件の求人情報を掲載！（8月31日現在）
★エリア・市町別、職種別に検索可能！
★フリーワードでの検索も可能！

https://yamaguchi-matching.com

「オレンジドクター」や認知症専門医
「PREMIUMオレンジドクター」が
いる医療機関は、プレートやポスター
が目印!!
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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！

山口県月刊ウェブ広報「Buchi」
お知らせなどを毎月掲載

※【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。
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お 知 ら せ

個人事業税（後期分）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、11月中旬にお送り
する納付書により、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（後期分）　12月2日（月）
【問】各県税事務所

住宅用火災警報器を
設置しましょう2

　平成23年から、全ての住宅で住宅用
火災警報器の設置が義務付けられて
います。
　火災からの逃げ遅れを防ぐため、 
寝室などに必ず設置してください。 
※設置後は定期的に作動確認を行いましょう。

警報器の交換の目安は設置から約10年
とされています。

※消防署などの公共機関が訪問販売を行う
ことはありません。悪質業者にご注意くだ
さい。

【問】県消防保安課
☎083（933）2399

11月9日から15日まで
高齢者の交通事故防止県民運動
を実施します3

　高齢者を交通事故から守るためには、
県民一人一人が交通ルールを遵守し、
正しい交通マナーの実践を習慣付ける
ことが大切です。
　悲惨な交通事故を防止するためにも、 
高齢者を思いやる運転を心掛けま 
しょう!

運動の重点項目
◆高齢歩行者の交通事故防止
◆高齢ドライバーの交通事故防止
◆高齢者の自転車安全利用の推進
◆反射材・ハイビームの活用促進

配偶者や交際相手からの暴力
などにお悩みではありませんか4

　一人で悩まず、まずはご相談ください。

※面接相談も行っています（要予約）
※相談無料。秘密は固く守ります

ノロウイルスによる
食中毒に注意しましょう5

◆ 一年を通して発生しますが、特に冬期
に発生が増えます。

◆ 感染力が強く、少量のウイルスでも
感染します。

◆ 手指や食品を介し、経口で感染します。

【問】県生活衛生課
☎083（933）2974

やまぐち食べきっちょる運動
にご協力を!6

　忘年会などに参加される方、幹事の
皆さん、食べ残しなどを減らし、やまぐ
ちの食材を“おいしく、ぜんぶ、食べき
る”「やまぐち食べきっちょる運動」にご
協力をお願いします!

～食べ残しを減らすための心得～
◆ 参加者の年齢、好みなどをお店に

伝えて、適量を注文しましょう。
◆ 開始後30分、終了前10分など、席

を立たずにしっかり食べる「食べき
りタイム」を作りましょう。

◆ 幹事や司会の方から「食べ残しの
ないように!」と声を掛けましょう。

【問】県廃棄物・リサイクル対策課
☎083（933）2992

国民健康保険料（税）の
納付をお願いします7

　国民健康保険料（税）は、国民健康
保険に加入されている方の医療費など 
に充てられる貴重な財源ですので、 
必ず期限内に納めていただきますよう
お願いします。
【問】各市町の国民健康保険担当課

母子父子寡婦福祉資金を
ご利用ください8

　ひとり親家庭や寡婦の方などを支援
するため、無利子または低金利の貸し
付けを行っています。
■貸付金の種類

 就学支度資金、修学資金、修業資金、
技能習得資金、生活資金　など

【問】県こども家庭課
☎083（933）2751
県健康福祉センター

【問】【申】各市町の担当課

◆DV相談専用ダイヤル
☎ 083（901）1122
月～金曜日　8時30分～22時
土・日曜日　  9時～18時

　（祝日・年末年始を除く）
◆やまぐち性暴力相談ダイヤル
　あさがお
　☎ 083（902）0

お
8
は
8
や
9
く

　24時間365日受付

予防にはトイレ後や食事前、
調理前の手洗いが大切です。

「ふるさと山口就職
ガイダンス」を開催9

　2021年3月以降に大学・短大・高専 
・専修学校などを卒業する学生を対象
に、就職ガイダンスを開催します。
　県内企業（50社以上）の方や公務員
から、その業界や仕事の話を直接聞く
ことができます。
■内容
・山口企業研究コーナー
・地元で自分らしく働くセミナー
・個別就職相談コーナー
・公務員志望者相談コーナー
・インターンシップ相談コーナー など
■日時　�1月17日（金） 

11時30分～16時
■会場　山口グランドホテル（山口市）
※申し込み不要、入退場・服装自由
※無料送迎バスあり（事前予約必要）

【問】【申】山口しごとセンター
☎083（976）1145

「ふるさとやまぐち農林水産業
新規就業ガイダンス」を開催10

■内容
・就業相談（農業法人などの出展団
体による個別就業相談）

・新規就業セミナー（就業事例発表、
就業支援情報提供）

■日時　�1月25日（土） 
10時30分～15時

■会場　�山口県総合保健会館多目的
ホール（山口市）

【問】公益財団法人やまぐち農林振興公社
☎083（902）6696

募 集

やまぐち婚活大作戦（交流会＆
セミナー）の参加者を募集11

　独身の男女を対象に、婚活交流イベ 
ントを開催します。交流会での恋愛 
クイズやフリータイムを通じて、恋愛観
が同じお相手に出会えるかも。
■日時　 12月22日（日） 

13時～17時
■会場　ホテルサンルート徳山（周南市）
■対象　 結婚を希望する

20代～40代の独身男女
■定員　男女各50名

※応募が定員を超えた場合は抽選
■参加費　4,000円
■募集期限　11月22日（金）まで

※申し込み方法など、詳しくはお問い合わせ
ください。

【問】結婚応縁セミナー事務局
☎080（5757）0812

里親・すこやかホームを
募集しています12

　さまざまな事情により家庭での養育
が受けられない子どもを、家族の一員
として迎え入れ、温かい愛情を持って
育ててくださる方を募集しています。
■里親

一定期間、家庭での子どもの養育を
お願いします。

■すこやかホーム
家庭生活体験のため、週末や長期
休暇において、児童養護施設などに
入所している児童の一時的な養育
をお願いします。

※詳しくは、お近くの児童相談所にお問い合
わせください。

【問】県こども家庭課
☎083（933）2744

【問】【申】各児童相談所

催　し

「スペイン・ホストタウンフェア×
あいサポートスポーツフェスティバル
2019」を開催13

　特別ゲストと一緒に障害者スポーツ
を体験するイベントを開催します。
　障害のある人もない人も積極的な
参加をお待ちしています。
■内容
・障害者スポーツの体験会
（パラ陸上競技、ボッチャ、射撃、

車椅子バドミントン　など）
・スペイン文化の紹介
（オセス選手トークショー、スペイン舞踊

ステージ、スペイン料理の販売　など）
■特別ゲスト

イサスクン・オセス・アユ－カル選手
（スペイン パラ陸上選手・リオデジャ
ネイロ パラリンピック銅メダリスト）
他 パラアスリート、お笑い芸人 など
■日時　�11月30日（土）�

9時30分～16時
■会場　維新百年記念公園（山口市）
※申し込み方法など、詳しくはお問い合わせ

ください。

【問】県障害者支援課
☎083（933）2763

検 索山口しごとセンター

【親向け婚活セミナーも開催します】
■日時　 1月19日（日） 

13時30分～16時30分
■会場　 新山口ターミナルホテル（山口市）

検 索 やまぐち婚活大作戦

検索山口県　あいサポートスポーツフェスティバル



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

広告
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イベント 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先
没後90年記念　
岸田劉生展　
孤高なる絵画への道

県立美術館
（山口市）

11月2日（土）
～12月22日（日）

（月曜日休館。ただし
11月4日、12月2日は
開館）

一般 1,300円（1,100円）
70歳以上・学生 1,100円  （900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20人以上の団体料金です。

県立施設ガイド

©《麗子微笑》　※重要文化財
1921年10月15日 油彩・麻布
東京国立博物館蔵
※期間限定展示

11月2日（土）～12月8日（日）

イベント 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先
現在形の陶芸　萩大賞展V

県立萩美術館・
浦上記念館

（萩市）

11月23日（土・祝）
～1月13日（月・祝）

（12月2日、9日、16日、
23日、28日～1月1日、
6日は休館）

一般 300円（240円）
70歳以上・学生 200円（160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20人以上の団体料金です。

テーマ展
「弥生時代と米作り－食生活の革命!－」

県立山口博物館
（山口市）

11月26日（火）～
1月13日（月・祝）

（月曜日および12月28
日～1月4日は休館。
ただし1月13日は開館）

一般 150円（120円）
学生 100円 （80円）
☎083（922）0294
※18歳以下の方および70歳以上、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。

シンフォニア岩国レジデンツ・アーティストシリーズ
堤剛（チェロ）×萩原麻未（ピアノ）
デュオ・リサイタル

シンフォニア岩国
（岩国市）

12月7日（土）
15時開演
※開演30分前に開場

S席 4,000円（学生 1,500円）
A席 3,500円（学生 1,000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）。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※無料託児サービスがあります。
　（定員10名 11月23日（土・祝）まで

に事前申し込みが必要）

芸術村あーと・ルーム
「ポストカード島第6弾」

オリジナルのポストカード
を描くイベント

秋吉台国際芸術村
（美祢市）

12月8日（日）　
13時～16時30分

（受け付け終了：16時）

参加無料
☎0837（63）0020

渋谷英一　
黒彩器―相―　2016年　
山口県立萩美術館・浦上記念館所蔵

「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅳ」
大賞作品

左：堤剛（©鍋島徳恭）
右：萩原麻未

（©Marco Borggreve）

【県人口・世帯数】（令和元年9月1日現在） 　人口/1,355,979人（対前月比999人減）　男/643,875人・女/712,104人　世帯数/601,380世帯

ふれあい山口 11月号
横18㎝×縦5㎝ 白黒

イベント 日時・会場 内　容 お問い合わせ先

建設ICT
ビジネスメッセ

11月7日（木）　10時～17時
11月8日（金）　 9時～17時
11月9日（土）　 9時～15時
山口南総合センター（山口市）

建設現場の生産性向上等をテーマ 
とした講演やパネルディスカッション、
I C T 建 設 機 械、3 次 元 測 量 機 器、 
ソフトウェア、VR等の展示・体験など

県技術管理課
☎083（933）3636

山口県豊魚祭
※地元魚介類の販売などを行う
「宇部さかなまつり」を同時開催

11月17日（日曜日）
9時30分～10時30分
山口県漁協宇部統括支店前

（宇部市）

ふるさとの海・川に関するポスター 
表彰、キジハタ等の稚魚放流・水槽展示
など

県水産振興課
☎083（933）3540

共生社会推進
フェスタ2019
（県障害者芸術文化祭）

11月27日（水）～12月6日（金）
9時～16時
山口県政資料館（山口市）
(11月30日、12月2日は休館)

県障害者芸術文化祭応募作品（絵画、
写真など）の展示

県障害者支援課
☎083（933）2763

12月8日（日）
9時45分～15時30分
山口市立大殿小学校（山口市）

表彰式、入賞作品（絵画、写真等）の 
展示、音楽・ダンスの上演など

農福連携マルシェ

11月29日（金）～12月1日（日）
9時30分～18時
ゆめシティ（下関市）

県内の障害者就労施設が生産した 
農産物や加工品などの販売、農産物を
活用したイベントを開催1月11日（土）～1月13日（月・祝）

9時30分～18時
おのだサンパーク

（山陽小野田市）

やまぐちインターン
シップフェスタ

12月26日（木）　11時～
山口グランドホテル（山口市）

インターンシップ参加学生による
報告会、企業によるインターンシップの
個別説明など

県労働政策課
☎083（933）3254

特別支援教育
フェスティバル

1月17日（金）、18日（土）10時～
イオンタウン防府（防府市）

作業作品（紙工芸・木工・縫製・革製
品）等の展示・販売、芸術作品の展示
など

県特別支援教育
推進室
☎083（933）4615

催　し



発
行

／
山

口
県

広
報

広
聴

課
  〒

753 -8501 山
口

市
滝

町
1 -1      　

 083（
933）2566  ▲

 　
　

083（
933）2598  　

　
kohoshi@

pref.yam
aguchi.lg.jp  デ

ザ
イ

ン
／

大
村

印
刷

株
式

会
社
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12 2019  11月号

広告

標高300ｍ以上で、朝晩の寒暖差がある周南
市北部の鹿野・都濃・八代地域で栽培され、粒の
大きさが2ミリ以上、食味検査で80点以上の厳
選されたお米です。鮮度保持のため低温倉庫で
年間を通して保管・管理されています。

今回特集1で紹介した山口県の新たな観光
キャッチフレーズ「YAMAGUCHI ◯◯！」。
◯◯に入るのは、次のうちどれでしょう。

ア MAGIC
イ DREAM
ウ FANTASY

～周南市北部で厳選された自慢のお米です～

「周南極
きわみ

こしひかり」

プレゼント

・「没後90年記念 岸田劉生展 孤高なる絵画への道」ペア招待券 5組
・「堤剛（チェロ）×萩原麻未（ピアノ）デュオ・リサイタル」ペア招待券（S席） 5組
・やまぐちブランド「周南極こしひかり」 5人

山口県公式ウェブサイト
☎0835（28）7090
（平日9時～12時、13時～16時）
がん総合相談窓口ひとりで

　　　　　
悩まないで

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11月25日（月）必着】

【宛先】山口県広報広聴課
　「発見やまぐち11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。 8月号の正解「㋐幸」

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。

こちらからでも

▲

応募できます　
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