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─  新しい総合計画ではどのような課題に
取り組みますか？
知事 チャレンジプランに基づき取り組みを進めてき
た結果、産業振興や観光客の誘致、子育てや教育
など、さまざまな分野で県民の皆さんに目に見える
成果を上げることができたと思います。
　しかしながら、人口減少問題をはじめ、山口県に
はまだまだ多くの課題が残されています。その解決
は決して容易ではありませんが、私は、このたび策
定した「やまぐち維新プラン」により、本県の持てる
強みを最大限に生かし、潜在力を引き出して大きく
伸ばすことで、さまざまな課題を必ず突破していく
ことができると考えています。

─  「やまぐち維新プラン」の特徴はどのような
点にありますか？
知事 山口県には、他県にはないさまざまな強みがあり、
大きな可能性があります。このため、「やまぐち維新プラ
ン」では、産業、交流、生活の分野ごとに、こうした強み
や潜在力をしっかり分析した上で、それを生かし、県の新
たな活力を生み出すための施策を構築しています。

─  その思いは「やまぐち維新プラン」という名
前にも集約されているんですね？
知事 今年は明治改元から１５０年という節目に当たりま
す。今、まさに、明治の先人たちのように、本県の「未来」
を変えていく新たな「維新」を、県民の皆さんとともに成
し遂げていきたいという思いから、「やまぐち維新プラン」
という名称にしました。　

県づくりの推進に向けて、人口の減少に歯止めをかけ、そして人口減少・少子高齢社会
にあっても、活力に満ちた産業や活気ある地域の中で、県民誰もがはつらつと暮らせる
「活力みなぎる山口県」の実現を目指し、挑戦を続けます。

県では、「元気創出やまぐち！ 未来開拓チャレンジプラン」を引き継ぐ新計画
として、「やまぐち維新プラン」を策定しました。
村岡嗣政知事に「やまぐち維新プラン」について語ってもらいました。

県の新総合計画

やまぐち維新プラン発進！
～山口県の未来を変える新たな「維新」を～

の創造に向けた「地域経営会社」の設立支援、子育て支
援や医療・福祉の充実、防災対策等、県民の皆さんの暮
らしの安心・安全の確保などに取り組むこととしています。

知事 「やまぐち維新プラン」では、こうした強みや潜在力
を生かして、「３つの維新」に挑戦します。
　「産業維新」では、瀬戸内産業の再生・強化や戦略的
な企業誘致の推進、医療や環境・エネルギーなど成長
分野での事業の創出、また、ＪＡＸＡの移転を契機とした
衛星データやＩoＴ等の新しい技術を活用した新たな事業
の展開などに取り組んでいきます。
　「大交流維新」では、訪日リピーターをターゲットとする
インバウンド需要の取り込みや、先駆的な県内事業者を
核とした農林水産物の輸出システムの構築等による観
光振興や県産品の販売促進など、人やモノの流れの拡
大を図り、地域を活性化します。
　「生活維新」では、ビッグデータの活用等による健康づ
くりシステムの構築や、持続可能で自立した中山間地域

組んでいきたいと考えていますので、皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

知事 活力があり、将来に希望を持って暮らせる山口県
を創っていくため、この「やまぐち維新プラン」を、県民
の皆さんや市町、関係団体、企業と共有し、共に取り

やまぐち維新プラン
「活力みなぎる山口県」の実現

「やまぐち維新プラン」の特徴

山口県の「強み」と「潜在力」を分析

【強み・潜在力の一例】
●世界規模で活躍する企業が集積し、県経済をけん引する原動力がある
●優れた立地環境、産業インフラなど、企業活動を強化する力を有している
●新たな成長産業につながる先進的なものづくり技術を有している
●観光客の求める「自然・景勝地・温泉」などの観光資源が豊富にある
●若い世代を中心として、地方移住への関心が高まっている
●コミュニティ・スクールの導入率１００％を生かし、地域と一体となった、人づくりに取り組むことが可能である
● 明治維新を成し遂げた郷土の先人たちの「志」と「行動力」を学ぶことができる資源を有している

基本方針

基本目標

「３つの維新」への挑戦 3つの
維新

─  「３つの維新」では、どのような施策を推進するのでしょうか?

─  最後に「やまぐち維新プラン」の実現に向けてひと言お願いします。

特集
1

産業維新
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
大きく伸ばします。

大交流維新
山口県の潜在力を生かし、
人やモノの流れを飛躍的に
拡大して、山口県を

活性化する大交流を実現します。

生活維新
県民誰もが、希望を持って、
いつまでも安心して
暮らし続けられる

山口県の基盤を築きます。

●産業集積/企業誘致　●産業イノベーション　●中小企業、創業　●産業人材　
●農林水産業　 ●観光振興　●インバウンド　●海外展開　●還流･移住･定住　
●結婚､妊娠･出産､子育て　●医療･福祉人材　●女性や高齢者の活躍　●県民活動
●健康づくり　●教育　●環境　●中山間地域

分
析
分
野

強み・
潜在力

【 計画期間 】
２０１８年度 ～ ２０２２年度（５年間）
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3つの維新  19の維新プロジェクト  62の重点施策

大交流維新

1
2

9
10
11
12
13
14

地域中核企業の創出・成長支援
中堅・中小企業の成長支援
商業・サービス産業の誘致等
「創業応援県やまぐち」の深化
持続可能な建設産業の構築
産業人材の確保・育成

維
新

プロジェクト

1

維
新

プロジェクト

2

維
新

プロジェクト

3 維
新

プロジェクト

4

県政策企画課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）２516お問い合わせ先

強みを伸ばす産業基盤の整備
力を伸ばす企業誘致の推進

時代を勝ち抜く産業力強化

20
21
22

維
新

プロジェクト

5
交通ネットワークの機能強化
広域的な交通インフラの整備
国際交流の推進

交流を拡げる基盤整備

23
24
25

維
新

プロジェクト

6
「やまぐちＤＭＯ」による観光力の強化
誘客拡大に向けた観光・交流施策の一体的推進
東京オリンピック等を契機とするインバウンドの拡大

選ばれる観光目的地やまぐち実現

26

27

維
新

プロジェクト

7
大都市圏へのやまぐちの
売り込み強化
海外市場への中小企業・
農林水産物などの展開

国内外での新たな市場開拓

28
29
30

維
新

プロジェクト

8
「住んでみぃね！ぶちええ山口」YY!ターンの推進
県外人材の県内への就職の促進
政府機関等の県内への移転の促進

やまぐちへの人の還流・移住・定住促進

3
4
5
6
7

8

医療関連産業イノベーションの拡大
環境・エネルギー産業イノベーションの加速
バイオ関連産業イノベーションの創出
全国をリードする「水素先進県」の実現
やまぐち SPACE HILL構想の実現、
航空機・宇宙機器産業への挑戦
第４次産業革命の進展を捉えたビジネスの
創出や生産性の向上

次代を切り拓く成長産業発展

31
32
33

維
新

プロジェクト

9

維
新

プロジェクト

10

結婚から妊娠・出産までの支援の充実
「みんなで子育て応援山口県」の推進
困難を有する子どもへの支援の充実

結婚、妊娠・出産、子育て応援

34
35
36
37

働き方改革の推進
若者に魅力のある職場環境づくり
女性就業支援の強化
高齢者、障害者等が希望に応じて働き続けられる環境づくり

やまぐち働き方改革推進

維
新

プロジェクト

11
38
39

快適で住みやすい生活環境づくりの推進
人と自然が共生する環境にやさしい県づくりの推進

快適な暮らしづくり推進

維
新

プロジェクト

12
40
41
42
43

「地域教育力日本一」の取組の充実
きめ細かな教育の推進
豊かな心・健やかな体の育成
明治150年から未来へつなぐ人材の育成

新時代を創造する人材育成

維
新

プロジェクト

13
44
45
46

多様なライフスタイルに応じた生涯学習の推進
豊かな心身を育む文化･スポーツの振興
明治150年を契機とする後世への歴史の継承

人を豊かにする環境づくり推進 維
新

プロジェクト

17
54
55

防災･危機管理対策の強化
生活･社会基盤の安全対策の強化

災害に強い県づくり推進

維
新

プロジェクト
14
47
48
49

県民活動の活発化による地域の絆づくりの推進
女性が輝く地域社会の実現
高齢者･障害者等が活躍する地域社会の実現

誰もがいきいきと輝く地域社会実現

維
新

プロジェクト

15
50
51

医療提供体制の充実
介護提供体制の充実

安心の医療・介護充実

維
新

プロジェクト

16
52

53

健康づくり促進
システムの構築
健康関連データに基づくイノベーションの促進

県民一斉健康づくり

中堅・中小企業の「底力」発揮
15
16

17
18
19

「担い手支援日本一」の更なる強化
農林水産業の成長産業化に向けた
生産力の増強
先端・先進技術の研究開発等の推進
「農林業の『知』と『技』の拠点」の形成
生産や地域を支える基盤整備

強い農林水産業育成

産業維新

生活維新

維
新

プロジェクト

18
56
57
58
59

食や消費生活の安心･安全の確保
犯罪や暴力から県民を守る対策の推進
地域に密着した安全･安心活動の推進
交通事故から県民を守る対策の推進

暮らしの安心・安全確保

維
新

プロジェクト

19
60
61
62

快適でにぎわいのあるまちづくりの推進
「やまぐち元気生活圏」の形成の加速化
中山間地域でのビジネスづくりの推進

人口減少社会を生き抜く地域づくり

検索やまぐち維新プラン
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やまぐち絶景満喫バス
湯田温泉や新山口駅から、人気
の「元乃隅稲成神社」（長門市）
や「角島大橋」（下関市）を手軽
に周遊できる観光バスです。

県観光プロジェクト推進室
明治維新150年「おもしろき国 山口 旅キャンペーン」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）3204
お問い合わせ先

検索おもしろき国 山口

検索オフ泉県 やまぐち

 明治維新150年
「おもしろき国山口
 旅キャンペーン」開催中！
県では、本県の潜在力を生かし、人やモノの流れを飛躍的に拡大して、山口県を活性化する「大交流維新」
の実現に向け、観光力の強化などに取り組んでいます。今回の特集では、明治維新150年を記念して展開
する観光キャンペーンをご紹介します。県内各地で期間限定や特別感満載のイベントなどを実施してい
ますので、この機会に山口県の新たな魅力を発見する旅にお出掛けください。

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、地元ガイドの案内で、城下町や宿場町な
どを散策すれば、往時の街道や町並み、人々の暮らしぶりに時間
を超えて出会うことができます。古地図を片手に、さあ、あなたも
江戸時代のまちへ。

古地図をデジタル化したアプリが新登場。アプリを使用すれ
ば、気軽に自分のペースでまち歩きを楽しめるだけでなく、グ
ルメや観光情報も簡単に入手できます。28コースもあるので、
一度利用したら、別の場所も訪れたくなりますよ！

県内の温泉は、一般的に「美人湯」と呼ばれる肌のクレンジング
効果の高い温泉が多いことが特徴です。また、海や山などの自然
環境に恵まれた、たくさんの癒やしのスポットや温泉で「心をオフ
（休暇）」することができます。こんな｢肌をオフ」「心をオフ」でき
るキャンペーンを実施中です！

企画1

観光列車のご案内
“ノスタルジックな旅ＳＬ｢やまぐち｣号”
新山口駅～津和野駅間を走る、人気のＳＬ｢やまぐ
ち｣号。ＳＬの運転体験ができる運転シミュレーター
やSLの仕組みをゲームで楽しく学習できる投炭
ゲームなどが設けられ、子どもから大人までお楽し
みいただけます。すてきな蒸気機関車の旅をお楽
しみください。

“絶景＆美食 山陰線観光列車｢○○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。

便利なバスで人気の観光地を周ろう！

実施期間 ： 2018年10月～2019年3月

運行期間 ： 2019年2月24日までの土日祝日 （12月29、30日、1月1日を除く）

やまぐち観光周遊バス
「おいでませ山口号」
新山口駅を起点に、「山口・秋
芳洞・仙崎」と「萩・津和野」
の２コースを周遊する便利な
観光バスです。

運行期間 ： 2019年3月31日までの土日祝日（除外日あり）

開催期間：2018年12月まで／
山口県内および島根県益田市の29コース

まち歩き体験者のコメント
「ガイドさんの豊富な知識による
丁寧な解説がとても分かりやす
く、古地図の時代にタイムスリップ
したような感覚で楽しめました。」

古地図アプリ
ＧＰＳとの連動に
より、古地図上で
の移動が可能！ 
ワンタッチで現代
地図との切り替え
もできちゃう！

検索古地図を片手にまちを歩こう

特集
2

美人湯遭遇率日本一!?
オフ泉県やまぐちキャンペーン
“肌も心も｢オン｣から｢オフ｣へ”

検索絶景満喫バス

検索おいでませ山口号

古地図がアプリになりました！

やまぐち福キャンペーン“「ふく」をお気軽に!”
県を代表する味覚「ふく」を気
軽に味わっていただくキャン
ペーンです。「ふく」をメイン
とした昼食の提供や、対象宿
泊施設の食事付き宿泊の夕
食などに「ふく料理」を一品以
上お付けして提供します。

実施期間 ： 2018年12月～2019年3月

企画2

まだまだあります　　　　企画

運行期間 ： 2018年12月24日までの土日祝日 （11月23日を除く）

ＳＮＳにてキャンペーンを実施中です！
ＳＮＳに投稿すると抽選で宿泊券や特産品をプレゼント！

実施期間：2018年10月～2019年3月

「ふく恋盛り」
ふく刺しをハート型
に盛り付け！

もと  の  すみ  い  なり

とう たん

「ふく料理」の一例
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Information Yamaguchi
県からのお知らせや募集、催しなどの情報をお届けします。

メールマガジン「山口きらめーる」
山口の魅力やお得な情報が満載！

タイムリーな情報は
「県広報広聴課Facebook」で！

KRY「元気創出！やまぐち」
（毎週日曜日　11：10～11：25）

yab「イキイキ！山口」
（毎週月曜日　23：10～23：15）

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

※【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。

8 2018 l 11月号 2018 l 11月号 9

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）　11月30日（金）
【問】各県税事務所

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2

　一人で悩まず、まずはご相談ください。

◆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

おはやく

889
　24時間365日受付

※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。

最高にカッコイイ自転車通勤・
買い物ライフをしませんか3

　毎日の通勤や、ちょっとそこまでの
お買い物、どうやって移動していますか。
　県では、オリジナルのスマートフォン
用アプリ「サイクール・ライフアプリ」�
（使用料無料）で､CO2を排出しない�
自転車を利用する方を応援しています。
　このアプリでは、自転車の利用記録
（走行距離､CO2削減量､ 消費カロ
リーなど）のデータ管理ができます。
　自分の生活リズムに合わせて､できる
ことから始めてみませんか。
【問】県環境政策課�☎083（933）3030

国民健康保険料（税）の
納付をお願いします4

　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。
　また、簡単で便利な口座振替も利用
できますので、お住まいの市町の国民
健康保険の窓口へご相談ください。
【問】各市町の国民健康保険担当課

やまぐち三世代同居・近居パス
ポートを利用しませんか5

　世代間の支え合いによる子育てしや
すい環境づくりのため、三世代での
同居や近居を希望する方を応援する
「やまぐち三世代同居・近居パスポート」
を発行しています。
　パスポートの提示により、協賛企業
からさまざまなサービスを受けることが
できます。
■対象者
県内で三世代同居・近居のために
住宅の新築・購入、増改築・リフォーム
または引越しを希望する方
■サービスの内容
・土地や建物を取得する際の不動産
仲介手数料の割引
・住宅の新築・リフォーム時の工事
代金の割引
・引越料金の割引　など
■有効期限
　発行日から1年間（再発行可）
■申し込み方法
パスポート交付申請書を県住宅課
または市町担当窓口へ提出

【問】県住宅課　☎083（933）3874

検 索サイクール・ライフプロジェクト

検 索山口県三世代パスポート

やまぐち就農支援塾「担い手
養成研修」の研修生を募集します6

　農業経営に必要な知識・技術を学ぶ
研修生を募集します。
■対象者
県内で本格的に農業経営を始めたい
方、農業法人への就職を希望する方
■募集コース
自営就農コース、法人就業コース
※「自営就農コース」は、野菜､花き､果樹､
肉用牛､乳用牛から専攻分野を選択

■研修期間　　
3月15日（金）～翌年3月31日（火）
平日（8時30分～17時15分）
■研修場所
県立農業大学校（防府市）

■募集人数
　35人程度
■募集期間
　11月1日（木）～12月7日（金）（必着）
■事前説明会
日時：11月18日（日）13時30分～16時
場所：県立農業大学校（防府市）

※要件を満たせば、年間最大150万円の支援
を受けながら研修できます。

【問】県農業振興課�☎083（933）3375
　　県立農業大学校�☎0835（27）2714

中高一貫教育を行う県立
学校の生徒を募集します7

■入学定員
・県立下関中等教育学校（下関市）

105人
・県立高森みどり中学校（岩国市）

40人
■出願期間
　1月7日（月）～10日（木）（消印有効）
■試験日
　1月19日（土）
※応募資格や願書の請求方法など、詳しくは
お問い合わせください。

【問】県立下関中等教育学校
　　☎083（266）4100
　　県立高森みどり中学校
　　☎0827（82）3234
　　県高校教育課
　　☎083（933）4636

募 集

�

イベント 日時・会場 内　容 お問い合わせ先

第24回山口県障害者
芸術文化祭

12月3日（月）～6日（木）
10時～16時
山口県庁1階視聴覚室
（山口市）

障害のある方が制作した芸術作品（絵画、
書道、写真、手芸など）の展示

県障害者支援課
☎083（933）2765

共生社会推進
フェスタ2018

12月8日（土）
9時45分～15時30分
山口県健康づくりセンター
（山口市）

表彰式（人権作文コンテストほか）、県障害者
芸術文化祭入賞作品の展示、音楽・ダンスの
上演、レノファ山口FCによるイベント（予定）　
など

やまぐちインターン
シップフェスタ
県内外の学生を対象に、県内企業
の魅力情報の発信や春季インターン
シップの参加促進を図るためのイベント

12月27日（木）
10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、�
参加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18日（金）、19日（土）
10時～
ゆめタウン徳山（周南市）

障害のある児童生徒による作業製品（さをり
織り、藍染め製品の小物や鞄等）の展示�
販売、芸術作品の展示、パラリンピック選手
との交流　など

県特別支援教育推進室
☎083（933）4615

催　し

▼�アプリのダウンロード
はこちらから

県政だより

　県では、人口減少や、雇用情勢の改善による人手不足の状況が続いていること
から、8月1日に山口県若者就職支援センターに「シニア・女性就職支援コーナー」を
設置するとともに、名称を「山口しごとセンター」に変更し、幅広い世代を対象にした
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行っています。
　専門のキャリアカウンセラーによる就職相談や、個々の経験やライフスタイルに
応じた職業紹介など、働きたい方、仕事で活躍したい方の希望がかなえられるよう、
きめ細かなサポートを行っていますので、ぜひ、ご利用ください。

「山口しごとセンター」を開設

開設式での看板除幕



山口県月刊ウェブ広報「Buchi」
お知らせなどを毎月掲載

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！

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11月26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「㋒やまりん」

こちらからでも

▲

応募できます　

10 2018 l 11月号 2018 l 11月号 11

�
イベント 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先

没後400年　雲
うん

谷
こく

等
とう

顔
がん

展

県立美術館
�（山口市）

11月1日（木）
～12月9日（日）
（月曜日は休館。ただし、
11月5日、12月3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。
※（　）内は前売りおよび20人以上の�
団体料金です。

彫金のわざと美
山本晃の詩想と造形

県立萩美術館・
浦上記念館
（萩市）

11月25日（日）まで
（10月29日、11月12日は
休館）

一般� 1,000円（800円）
70歳以上・学生� 800円（600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。

テーマ展「寄贈された動物資料」

県立山口博物館
（山口市）

12月14日（金）
～3月17日（日）
（月曜日および12月28日
～1月4日は休館）

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。

アフタヌーンコンサート
金管5重奏の
クリスマスコンサート

シンフォニア岩国
（岩国市）

12月9日（日）
14時開演
※開演30分前に開場

全席自由
一般� 1,000円
学生（25歳以下）� 500円
☎0827（29）1600
※未就学児の入場は、ご遠慮ください。

ケロポンズ
ファミリーコンサート
in ながと
※『子育て家庭応援割』対象公演 ルネッサながと

（長門市）

12月8日（土）
13時30分開演
14時40分終演予定
※開演30分前に開場

全席指定� 2,500円
☎0837（26）6001
※3歳未満は、大人1人につき、1人ひざ上
鑑賞無料です。
※チケット購入時に、「やまぐち子育て応援
パスポート」をご提示の方は、２人目の�
お子さまは半額、３人目以降は無料です。

芸術村あーと・ルーム
「ポストカード島」
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9日（日）　
12時～16時

参加無料 （事前申し込み不要）
☎0837（63）0020

県立施設ガイド

　やまぐちブランドに登録されている「周南極こしひかり」は、比較的
標高が高く（標高300メートル以上）、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。
　年間を通して安定した品質のお米をお届けするため、低温倉庫で
保管・管理され、JA周南精米館で精米し、JA直売所や、飲食店、
電話注文配送、ネット販売、ギフト販売などでお届けしています。

【県人口・世帯数】（平成30年9月1日現在）　人口/1,369,050人（対前月比605人減）　男/649,490人・女/719,560人　世帯数/601,096世帯

今回の特集１で紹介した「やまぐち○○プラン」。
○○に入るのは、次のうちどれでしょう。

ア   希望
イ   未来
ウ   維新

～周南市北部で厳選された自慢のお米です～　

周
しゅう

南
なん

極
きわみ

こしひかり

プレゼント

・「没後400年 雲谷等顔展」ペア招待券 5組
・「アフタヌーンコンサート 金管5重奏の
 クリスマスコンサート」ペア招待券 5組
・「ケロポンズ ファミリーコンサート in ながと」ペア招待券 5組
・やまぐちブランド「周南極こしひかり」 5キログラム 3人

山本晃　切
きり

嵌
ばめ

象
ぞう

嵌
がん

接
はぎ

合
あわ

せ
せ

鉢
ばち
「精
せい

音
おん

」
平成29年（2017）　個人蔵

雲谷等顔「山水図屏風」左隻　桃山時代　山口県立美術館蔵

ふれあい山口　１１月号　
(公社)山口県シルバー人材センター連合会
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　明治150年を契機に、県では、未来を担う人材育成に取り
組んでおり、高校生や大学生を対象とした「やまぐち未来
維新塾」を開催しました。
　7月の「トップ寺子屋」では、トップリーダーである村岡嗣政
知事との対話セッションなどを通じ、「志」と「行動」の重要性
やチャレンジ精神について学びました。
　8月の「志」探求キャン
プでは、仲間と共に望む
べき社会の実現に向けた
プランを真剣に検討し、
10月には若者国際シン
ポジウムにおいて、検討
してきたプランをもとに
各地の若者と意見交換し
ました。

　明治150年プロジェクト「やまぐち未来維新」の中核イベント
として、9月14日から山口ゆめ花博（第35回全国都市緑化やま
ぐちフェア）を開催。全国都市緑化フェアは全国各地で開催
されていますが、山口県での開催は初めてです。9月13日に
は県民の皆さんをはじめ約1,000人の方に参加いただき、開
会式を行いました。開会式では、開会宣言のほか、小学生に
よるミュージカル「みんな
でつなぐ、ふるさとの夢」
が上演されました。
　山口ゆめ花博は、国
内最大級の花と緑の祭
典で「ゆめの未来公園は
じまる！」をキャッチフレー
ズに、11月4日まで開催
します。

明治150年プロジェクト「やまぐち未来維新」
やまぐち未来維新塾を開催

「山口ゆめ花博」開催！
～第35回全国都市緑化やまぐちフェア～

詳しくは
こちらから→

詳しくは
こちらから→
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