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幅広い世代を対象に個
別相談から情報提供、
職業紹介に至るワンス
トップ支援を実施

県では、「活力みなぎる山口県」を実現するため、山口県の強みを最大限に生かし、
山口県の活力の源となる産業力を伸ばす取り組みを進めています。
今回の特集1では、県内産業を支える人材の確保に向けた取り組みを紹介します。

産業人材の確保に
取り組んでいます

特集
1

県学事文書課
県商政課

・・・☎083(933)2140
・・・・・・・・・・・☎083(933)3110

山口市小郡高砂町１-２０
【開館時間】 平日 8時30分～19時
 土曜日、第２・４日曜日 8時30分～17時

☎０８３（９７６）１１４５
※「ＪＲ新山口駅」新幹線口から徒歩３分

県労働政策課
県高校教育課

・・・☎083(933)3254
・・・☎083(933)4632

お問い合わせ先

県内企業が求める産業人材の確保、次代を担う産業人材の育成

サービスメニュー

「山口しごとセンター」を開設 （労働政策課）

企業の中核を担う人材育成研修などの開催
「生産性向上・人材創造拠点」の設置 （商政課）

●職場見学などの体験活動の充実
●ものづくりへの興味・関心の喚起と
　知的好奇心の育成
●実践的な知識・技術や資格取得の推進
●地域の企業などとの連携による
　産業教育の推進

キャリア教育の充実 （高校教育課）

●外国人留学生などを対象としたインターンシップや
　県内企業との交流会の開催
●山口しごとセンターに外国人材コーディネーターを配置

外国人材の受入れ （労働政策課）

企業ＰＲ動画や元気企業
レポートなどを作成

県内企業の魅力発信
（労働政策課）

高等産業技術学校など
による職業訓練の実施
（学卒者向け、求職者
向け、在職者向け訓練
など）

企業ニーズに対応した職業訓練の実施 （労働政策課）

●就業体験支援員の配置
●県内企業などの魅力を
　発見するフェアの開催
　支援

高校生・大学生などの県内就職・定着支援の強化

県内大学、短期大学と連携した大学生などへの
働き掛け（学事文書課） ●春のインターンシップ（短期）の普及

●やまぐちインターンシップ
　フェスタの開催
●インターンシップや企業
　見学ツアー参加学生へ
　の旅費の助成

インターンシップの取り組みの充実 （労働政策課）

●県内就職した卒業生と高校生とのディスカッションや
　就職ガイダンスの開催
●県内企業見学セミナーの開催
●就職サポーターなどによる県内就職支援
　（求人開拓、情報提供、マッチングなど）

高校生の県内就職・定着促進 （高校教育課）

Ｊｏｂフェア

開設式 職業訓練（自動車整備）

インターンシップ

検索山口きらりカンパニー

▼企業ＰＲ動画

検索山口しごとセンター

山口しごとセンター
キャリアカウンセラー
青木 知子さん

●求人情報の探し方・見方
●希望企業へのアプローチの仕方
●応募書類作成のコツ
　（履歴書・職務経歴書）
●エントリーシート
　（ＥＳ）の添削
●面接の練習 など

きめ細かな個別相談
そもそもどんな仕事に向い
ているか分からないという方
に、適職診断システムを活用
して自分に合った仕事を一緒
に探していきます。今まで
思っていなかった、意外な仕
事が見つかるかも！？

適職診断 ～自分に合った仕事探し～

女性やシニアのライフスタイルに応じた就職
相談、多様な企業ニーズを踏まえた効果的な
マッチング
を実施して
います。

シニア・女性就職支援コーナー
●自己分析
●面接・グループ
　ディスカッション対策
●応募書類（履歴書・
　職務経歴書）の書き方
●就職フェアに向けた対策 など

就職スキルアップセミナー

就職活動に関することはすべて
ここにそろっています！

PICK
UP

平成30年8月開設

山口しごとセンター
（旧山口県若者就職支援センター）

新設

まずはお気軽に
お越しください！

「なりたい」になれる場所！

受講して
スキルアップ！

個別相談に行くのは構えてしまうし、少し恥ずかしいと
思われている方には、セミナーからの参加をお勧めし
ます。セミナーでは同じ目標を持った仲間がいますの
で、悩みを相談できたり、新しい発見ができたりと、前
向きな変化を期待できます。

仕事に就きたいけど
何から始めたらいいか分からない方へ

至下関 至岩国

■

JR新山口駅

●MY小郡ビル山口グランドホテル●

ココ
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）２７４０県こども政策課お問い合わせ先

県では、結婚をしたい方の希望をかなえ、安心して子どもを生み、育てることができるよう、
社会全体で子どもと子育て世帯を支える環境づくりを推進しています。
今回の特集２では、結婚から子育てまで、切れ目のない支援を紹介します。

結婚から子育てまで
切れ目のない支援を推進しています!

特集
2

「やまぐち結婚応縁センター」を設置し、
出会いや結婚を応援しています!

【やまぐち版ネウボラの特徴】

ネウボラ

結婚を望む独身の方に、出会いから交際、成婚まで、きめ細かくサポートしています。

結婚予定のカップルや新婚夫婦が
協賛店舗から料金割引などの優待
サービスを受けられる制度です。

「やまぐち結婚応援パスポート」で結婚を応援！

家事・育児を積極的に行う男性
「イクメン」を応援するため、「お
父さんの育児手帳」の配布など
を行っています。　　

フィンランド語で、「アドバイスの
場所｣を意味し、妊娠期から就学
前までの子育て家庭を切れ目
なくサポートする制度

「やまぐちイクメン維新」
と称して男性の家事・育児
参画を応援しています!! 満18歳未満の子どもがいる家庭が

協賛店舗から料金割引などの優待
サービスを受けられる
制度です。

「やまぐち子育て応援パスポート」で
子育て家族を応援しています！！

結婚・退会
結婚が決まったら退会。
ご成婚のお祝いに記念品
を差し上げます

件数：2018年11月末現在

交際スタート
お互いに連絡を取り合い、
交際がスタート

意思確認
スタッフがそれぞれに、交
際を希望するか確認

お引き合わせ
センター内の
お部屋で、お二人で会います

お相手との調整
スタッフが相手の方に連
絡。お相手が承諾された場
合、日時を調整

お相手の検索
センターのシステムで会っ
てみたい相手を検索し、引
き合わせの申し込み

来所予約
会員登録に必要なものが
そろったら、ホームページ
で来所日時を予約

会員登録
センターに来所し、ご自身の
プロフィールなどを登録

※詳しくは「やまぐち結婚応縁センター」のホームページをご覧いただくか、
　上記センターにお問い合わせください。

※トラブル防止のため、氏名など
　個人を特定できる情報は記載されていません

やまぐち結婚応縁センター（パルトピアやまぐち）
☎083（976）8300

岩国サポートセンター（岩国総合庁舎）
☎0827（22）8300

月･木･金
12時～19時

土･日･祝
10時～17時

（年末年始を除く）

金 10時～17時
（祝日・年末年始を除く）

下関サポートセンター （海峡メッセ下関）
☎083（222）8300　

萩サポートセンター（萩健康福祉センター）
☎0838（26）8300

+

■身近な交流の場の提供
■身近で気兼ねのない
　日常的な相談

■母子保健相談
+

地域子育て支援拠点
（まちかどネウボラ）

子育て世代包括支援センター

「やまぐち版ネウボラ」を推進しています！
市町に設置された子育て世代包括支援センターと、保育所や商業施設
などに併設され、子育て家庭の交流や日常的な相談の場となっている
地域子育て支援拠点が連携することにより、身近な場所できめ細かな
相談支援が受けられる体制づくりを進めています。

不妊専門相談センター
☎0835（22）8803
メール nayam119@ymghp.jp
9時30分～16時
（祝日、年末年始を除く）

連携機関

一人で悩まず気軽に相談

入会から結婚までの流れ

妊娠期から子育て期までの悩み・不安
などに対して、保健師や助産師が総合
的な相談支援を行うワンストップ拠点

県内どこでも専門的な支援
が受けられる

結
婚
支
援

子
育
て
支
援

成婚カップルの声

●やまぐち結婚応縁センター県内4カ所！

｢県が設置したセンターで、
個人情報管理もしっかりし
ていて安心できた」
｢センターに登録して、今の
パートナーに巡り合えて幸
せです」

会員登録
1,329人

男性758人、女性571人
（2018年11月末現在）

■市町保健センター
■市町子ども家庭総合支援拠点
■産婦人科・小児科
■保育所、学校
■健康福祉センター
■児童相談所など

■母子保健コーディネーター
　（保健師、助産師など）
■相談支援、コーディネイト
■妊産婦等の実情の把握など

■産後ケア事業など

訪問

県内およそ150カ所に設置され
た「地域子育て支援拠点」のうち
母子保健に関する相談機能を
充実・強化した拠点

「まちかどネウボラ」

不妊治療に伴う負担を軽減するため、治療費の一部を助成します! 

※所得や年齢などの要件があります。 詳しくは、県こども政策課にお問い合わせください。

タイミング法
薬物療法
検査、手術

人工授精 男性採精手術
体外受精
顕微授精

3万円/年度 15万円/回
初 回 30万円
2回目 15万円

保健師・助産師が
不妊に関する相談を
お受けします。妊

娠
・
出
産
支
援

♥

引き合わせ
実施件数
4,738件

結婚報告件数
58件
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山口県魅力発信サイト
「きらりんく」

7

※【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。

お 知 ら せ

母子父子寡婦福祉資金を
ご利用ください1

　ひとり親家庭や寡婦の方などを支援
する無利子または低利の貸付金です。
■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

県・市町中小企業勤労者
小口資金をご利用ください2

　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1.66％（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

消防団員を募集しています3
　消防団員には、会社員・自営業者・主 
婦・学生など、さまざまな方が入団し、 
消火活動や火災予防の啓発、救命講習
の指導などで活躍しています。

　皆さんも災害から地域を守るため、消
防団に入団し、活躍しませんか。
【問】各市町の消防団担当課
　　各消防本部（局）の消防団担当課
　　県消防保安課　☎083（933）2399

食の安心モニターを
募集します4

　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～翌年3月31日
■募集人員　40人
■募集期間
　3月12日（火）～4月10日（水）（必着）
※詳しくはお問い合わせください。

【問】県生活衛生課　☎083（933）2974
【問】 【申】各市町の消費者行政担当課

フードバンク活動ボランティアを
募集しています5

　フードバンク活動とは、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
な施設や人に届ける、食品ロス削減に
つながる取り組みです。
　現在、寄贈された食品の運搬・管理 
などを行っていただけるボランティアを
募集しています。
　募集は随時行っていますので、詳しく
はお問い合わせください。
【問】県廃棄物・リサイクル対策課
　　☎083（933）2992
　　特定非営利活動法人フードバンク山口
　　☎090（8600）0864

県立山口高等学校通信制
課程の生徒を募集します6

■募集学科、募集人数
・普通科　 　360人
・衛生看護科　40人
 （連携施設在学者などに限る）
・科目履修生
 （人数に制限なし）

■出願受付日時 
3月22日（金）、25日（月）、27日（水）、
28日（木）、29日（金）、4月2日（火） 
13時～14時

■試験内容　面接、作文 
■試験日
出願手続きのために来校した日 

【問】県立山口高等学校（通信制） 
　　☎083（922）8519

「元気いっぱい☆ふれあいの日
シンフォニア･フェスタ」を開催します7

　年に一度の全館無料開放デー。ご家
族で楽しめるイベントが盛りだくさんです。
■日時　3月30日（土）　10時～15時
■会場　シンフォニア岩国 全館（岩国市）
■内容　
親子向けコンサート、ミニ発表会、 
マジックショー、ワークショップ、飲食
コーナー　ほか

※「みんなでミュージッキング　成果発表コン
サート」（無料）を同時開催

【問】シンフォニア岩国
　　☎0827（29）1600

募 集

催　し

　大島大橋への貨物船衝突事故により大きな影響を受けた周防大島町
の観光業や農林水産業などの早期復興に向け、県と周防大島町では、関
係機関と連携して、総合的な復興支援策を実施しています。
　周防大島町を訪れてお得に宿泊や買い物、お食事などができる「周防
大島応援キャンペーン」を開催中。
　周防大島産の農水産物や特産品も県内各地で販売しています。
　「周防大島町」は元気いっぱい営業中です。みんなで応援しましょう！

山口県の
平成２9年度決算

県税
27%

県債
12%

県債の償還
（借金の返済）
16%

地方交付税
25%

国からの
補助金など
16%

農林水産業や
商工業の振興
12%

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
17%

や
興

2

教

県の支出
6,585億円

周防大島応援キャンペーン開催中！

自主財源
47%
（県が独自に
確保できる財源）

（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２9年度決算の概要（一般会計）　　　　　 （単位：億円）

区　　分 ２9年度 ２8年度 対前年度
6,669
6,585
84
39
45

6,832
6,758
 74
31
43

  △163
△173
10
8
2

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

県政だより

地方交付税

27

ど 県の収入
6,669億円

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
４5億円で、引き続き黒字となりました。

収入の減少理由
公共事業関係費の財源となる県債（県の借
金）の発行額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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）３１10県商政課
宿泊券についてのお問い合わせ先
割引クーポンについてのお問い合わせ先

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）３１７５県観光政策課

検索周防大島復興支援

宿
　
　
泊

買
い
物
な
ど

キャンペーン内容や　
イベント情報など　
詳しくはこちらから▶

町内での宿泊に利用できる「10,000円券」と「5,000円券」を半額で
全国主要コンビニエンスストア端末で販売。
第一期発売　12月17日（月）～
第二期発売　 3月 1日（金）～
利 用 期 限　2019年5月31日（金）まで

がんばっちょるけー！周防大島宿泊券

町内の小売店舗・飲食店・観光施設などで、
お買い上げ金額500円ごとに100円割引。

がんばっちょるけー！周防大島復興応援割引クーポン

売り切れ次第販売終了
好評につき完売

貸付資金の返済金や
基金の取り崩しなど
19%

6 　　　　　　2019 l 2月号
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●この広報誌は、自治会などを通じてお届けしています。ご近所で未着の方がありましたら、市役所・町役場・県総合庁舎・県広報広聴課にご用意していますので、その旨お伝えください。
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▲

♯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
！！

（
通
巻
215号

）

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！

8 2019 l 2月号

「やまぐち特選乾椎茸」とは、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います。

～うま味をギュッと凝縮！～

「やまぐち特選乾
ほし

椎
しいたけ

茸」

【県人口・世帯数】（平成30年12月1日現在）　人口/1,367,060人（対前月比880人減）　男/648,671人・女/718,389人　世帯数/600,932世帯

プレゼント ・「扇の国、日本」ペア招待券 5組
・やまぐちブランド｢やまぐち特選乾椎茸」 3人

今回の特集１で紹介した「○○しごとセン
ター」。○○に入るのは、次のうちどれで
しょう。

ア   森口
イ   川口
ウ   山口

 
展覧会 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先

扇の国、日本
県立美術館
（山口市）

3月20日（水）
～5月6日（振休）
（月曜日は休館。ただし、4月
1日、29日、5月6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

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、「この土地の未来」を

秋吉台国際芸術村
（美祢市）

2月24日（日）
～3月10日（日）
※ 2月23日（土）に、オープニ
ング・レセプションを実施

入場無料
☎0837（63）0020

県立施設ガイド

舞踊図　サントリー美術館

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。 【県ホームページ】

スマートフォン用

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26日（火）必着】

【宛先】山口県広報広聴課「発見やまぐち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「㋒維新」

応募フォームは▶
こちらから

※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。




