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「明治150年」の開花と未来への継承
　平成30年の「明治150年」を契機として、明治維新や日本の近代化
の歩みを振り返り、「明治維新胎動の地」である山口県への県民の誇り
と愛着、国内外における本県の認知度などを一層高め、これからの県
づくりにつなげます。

新たな「3つの維新」の始動
　これまでの県づくりの成果の上に立ち、「産業維新」「大交流維新」
「生活維新」の「3つの維新」への挑戦を速やかに始動し、最重要課題
である人口減少問題や地方創生の実現など、県政が直面する課題の
克服に取り組みます。

財政健全化に向けた行財政構造改革の確実な具現化
　県財政は、人口減少等により歳入が伸び悩む中、高齢化に伴う社会保
障費の増大などによって歳出が歳入水準を上回る構造となっています。
　この硬直化した財政構造を転換するため、「行財政改革統括本部」
で取りまとめた方向性に沿って、収支均衡した財政構造への転換に向
けた一定の道筋をつけました。

自主財源 47%
県が独自に確保できる財源

　明治150年を契機として、県づくりの主役である県民をはじめ県全体

の活力を高めるとともに、その高まりやこれまでの県づくりの成果を活

かし、新たな時代を切り拓く「３つの維新」への挑戦を始動します。

　また、当初予算編成過程を通じ、行財政構造改革の確実な具現化に取

り組み、「３つの維新」への挑戦を支える揺るぎない行財政基盤の確立

に一定の道筋をつけました。

　これらを踏まえ、平成30年度当初予算を「『３つの維新』発進予算」と

位置付け、新たな県づくりを速やかに進めてまいりますので、皆さんの

ご理解とご協力をお願いします。

今年度予算の特徴
維新体験館
　ＶＲ（バーチャルリアリティー）で幕末の長州を仮想体験でき
る施設が、「山口ゆめ花博」会場内に登場します。

明治150年記念式典・若者国際シンポジウムなどの開催
　国内外に向けて、「明治150年」と「維新胎動の地 山口県」
を力強く発信するため、「山口ゆめ花博」会場において、記念
式典などを開催します。

平成30年度当初予算
「3つの維新」への挑戦
～「明治150年」を契機とした新たな県づくり～

「明治150年」の開花と未来への継承

平成30年度当初予算

　6,730億円総額

幕末維新回廊
県税

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％
26％

20％25％

16％
12％

県の収入

６つの特徴「ゆめの未来公園はじまる！」

１ 咲き誇る1,000万の山口県の花

２ 山口県から始まる「子どもの育ちを支える公園」

３ 日本一に挑戦!（日本一長い竹のコースターなど）

４ ファンタスティックなナイトプログラム

５ 心躍る1,０００のイベントと体験プログラム

６ 新しい公園の夢を持ち寄る県民参加プログラム

県民1人当たりに換算すると になります。48.8万円 平成30年1月1日現在の人口 1,379,066人で計算

支出の内訳は次のとおりです

その他
2.9万円

市町への
税金の配分
5.4万円

教育の充実
10.4万円

農林水産業や
商工業の振興
6.5万円

 道路や河川、
住宅などの整備
5.2万円

県債の償還
（借金の返済）
7.1万円

依存財源 53%
国からの交付などにより確保される財源

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

13％

15％

11％ 6％

11％

21％

23％
県の支出

  福祉の向上や犯罪の防止、
環境対策、雇用の促進
11.3万円

1+1=

山口県の未来に向かうエネルギーを高めるとともに、
新しい都市公園の可能性を提案し、全国に向けて発信します。

県内各地域の歴史・文化施設などを「点」から「線」へと結び付けた回廊を構築し、明治150年を契機に各地で開催される
企画展を楽しみながら、県内を「めぐり」、「維新胎動の地 山口県」を体感できる、全県的なイベントを展開します。

【開催期間】 ５月12日（土）～１２月31日（月）　【参加施設】 県内３４の博物館・資料館など

９月１４日（金）～１１月４日（日）
山口きらら博記念公園（山口市）

メインキャラクター やまりん サポートキャラクター ちょるる
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自分を
取り囲む360度
の異次元空間

維新の
名シーンを辿る
時空の旅

2018年は明治改元から150年

維新胎動の地
「山口県」をめぐる。
幕末維新回廊をめぐるICカード

全施設をめぐる共通入館機能が
ついた「プレミアムカード」も発行！

山口ゆめ花博会場 維新体験館（再掲）
パークロード周辺会場（山口市） 県立５施設等が連携して記念企画展を開催（毛利敬親展、超絶技巧展など）
地域会場（４エリア） 中部（毛利博物館など）、西部（下関市立歴史博物館など）、北部（萩博物館など）、東部（岩国徴古館など）

「明治150年オリジナルデザイン
ICカード」を発行し、ポイントラ
リーを実施します。



産業力の強化と成長分野でのイノベーションの創出

　新たなバイオ関連産業
の創出や「水素先進県」
の実現、港湾の機能強化
による産業基盤の整備な
どを進めます。
（新産業振興課、港湾課）

中堅・中小企業の成長・安定・創業支援

　地域の経済成長・雇用をけん引す
る地域中核企業の創出・成長や宇宙
利用産業の創出、円滑な創業、産業
を支える人材の確保を支援します。
（産業戦略部、商政課、新産業振興課、
 経営金融課、労働政策課）

強い農林水産業の育成
　新規就業者の受け皿とな
る魅力ある産地を拡大する
ほか、「やまぐち和牛」の高
品質化、農林水産分野での
女性の活躍を促進します。
（農業振興課、畜産振興課、  
  農林水産政策課）

新たな「3つの維新」の始動

2 大交流維新

1産業維新
山口県の強みを最大限に活かして、新たなバイオ関連産業や
宇宙利用産業の創出、強い農林水産業の育成などを推進し、
産業力を大きく伸ばします。

子育て支援や働き方改革、新時代を創造する人材の育成、防
災・減災対策の強化などに取り組み、誰もが希望を持って安
心して暮らせる基盤を築きます。

山口宇部空港の国際交流拠点化や県産品等の国内外への売
り込み強化、人の移住・還流の促進などを図り、人やモノの
「大交流」を実現します。

結婚から子育てまでの切れ目ない支援

　妊娠期から子育て期まで身
近な場所で相談できる支援体
制を、全県で展開します。
　また、中学校や高校に地域
の乳幼児親子が集う「子育てひ
ろば」を開設して子育てを身近
に感じてもらう取り組みや、居住
地にかかわらず病児保育が利
用できる体制づくりを進めます。
（こども政策課）

快適な暮らしづくりの推進

　「山口ゆめ花博」を社会実験の場として活用し、都市公園
の新たな利活用によるにぎわいを創出するほか、再生可能
エネルギーの導入を促進します。 （都市計画課、環境政策課）

国内外との交流の拡大

　幕末維新をテーマとした観光
キャンペーン「やまぐち幕末ISHIN
祭」の展開や国際定期便等の運
航拡大、東京オリンピック等のキャ
ンプ地誘致活動、スペイン・ナバ
ラ州やロシア・クラスノダール地方
等の海外自治体などとの国際交流
の推進を図ります。
（観光プロジェクト推進室、交通政策課、スポーツ推進課、国際課） やまぐちへの人の還流・移住の促進

　移住促進に官民一体となって取
り組むほか、林業就業希望者に対
して、就業相談会の開催や県内事
業体視察、就業体験までの一体的
な支援を実施するなど、県内への
人の流れを促進します。
（中山間地域づくり推進課、森林企画課）

国内外への売り込みの強化

　県産品の大都市圏や海
外への売り込みを強化する
ほか、「漁獲から流通に至る
一連の鮮度管理システム」
の輸出や、海外展開を図る
県内企業を支援します。
（商政課、ぶちうまやまぐち推進課、産業戦略部、新産業振興課）

新時代を創造する子どもたちの育成

　地域連携教育のさらなる充実を図るため、地域連携教育ア
ドバイザーなどを配置して「地域教育力日本一」の推進体制
を強化するほか、教員の業務を補助する「学校業務支援員」
や「部活動指導員」の配置による教育環境の充実を図ります。
（義務教育課、社会教育・文化財課、高校教育課、特別支援教育
  推進室、教職員課、学校安全・体育課）

誰もが活躍できる地域社会の実現

　「山口ゆめ花博」を契機とし
たボランティア活動などの活
発化、生涯スポーツの推進、
女性の活躍、障害者の社会
参加促進に取り組みます。
（県民生活課、スポーツ推進課、男女共同参画課、労働政策課、障害者支援課）

人材の育成と活躍への支援

防災・減災対策の強化

　被災者生活再建支援シス
テムの構築や県民防災力の
充実強化、災害危険箇所の
事前調査に取り組みます。
（防災危機管理課、森林整備
 課、河川課）

保健・医療・介護の充実

　若手医師の確保のほか、県
独自の健康アプリ開発による
健康づくりの推進、がん検診
の受診率向上に取り組みます。
（医療政策課、健康増進課）

活力ある地域づくりの推進

　中山間地域の活力向上や、
都市間連携を踏まえたコンパク
トなまちづくりに取り組みます。
（中山間地域づくり推進課、都市
 計画課）

安心・安全で活力ある地域づくり

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

出典：NASA

安心して暮らせる環境づくりの推進

　効果的な啓発活動による若者の
消費者被害の防止や、高齢者宅の
戸別訪問による、うそ電話詐欺被害
の未然防止に取り組みます。
（県民生活課、警察本部生活安全企画課）

希望を叶える暮らしづくり
かな

働き方改革の推進

　相談支援などの企業サポートを
強化するほか、学校や建設業にお
ける働き方改革を推進します。
（労働政策課、教職員課、監理課）

3 生活維新
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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

広告

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！

※【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。

※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。

プレゼント
・「浦沢直樹展」ペア招待券� 5組
・やまぐちブランド「鮮レンコ一夜干し」�5人

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5月28日（月）必着】

【宛先】山口県広報広聴課「発見やまぐち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。3月号の正解「㋐公園」

こちらからでも

▲

応募できます　

6 2018 l 5月号 2018 l 5月号 7

展 覧 会 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先

浦沢直樹展 描いて描いて描きまくる
－山口の巻－

県立美術館
（山口市）

4月20日（金）
～6月17日（日）
（月曜日は休館。ただし、
4月30日、5月7日、6月4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

サンタフェ
リー・ダークスコレクション
「浮世絵最強列伝
 ～江戸の名品勢ぞろい～」

県立萩美術館・
浦上記念館
（萩市）

4月28日（土）
～5月27日（日）
（5月14日は休館）

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

県立施設ガイドお 知 ら せ

自動車税の納付を
お願いします1

　自動車税は、県の行政を進めていく
上で、大変重要な財源です。
　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。
　また、パソコン、スマートフォンで手続
きすることで、クレジットカードで納付
できるようになりました。
■納期限　5月31日（木）
※金融機関のほか、コンビニエンスストアでも
納付できます。

【問】県税務課　☎083（933）2288

健康づくりを応援します！
やまぐち健康マイレージ事業2

　お住まいの市町や保険者からチェッ
クシートを受け取り、健康診断の受診
やウオーキングなど健康づくりにつなが
る取り組みを行い、一定以上ポイント
をためると、県内の協力店でさまざまな
サービス（特典）が受けられるカードと交
換できます。
　マイレージポイントの獲得をきっかけ
に、健康づくりを始めてみませんか。
※実施市町、参加方法など、詳しくはお問い合
わせください。

【問】県健康増進課�☎083（933）2950
検 索健康やまぐち

ふるさと山口企業合同
就職フェアを開催します3

　求職中の一般の方、大学や短期大
学等を来春卒業予定の方などを対象
に、就職フェアを開催します。県内企業
の採用担当者が企業の概要を説明し
ます。
日　程 会　場

5月� 8日（火）
10時～15時

ピピ510
（周南市）

5月11日（金）
10時～15時

ANAクラウンプラザ
ホテル宇部（宇部市）

5月15日（火）
10時～15時

シーモールパレス
（下関市）

5月17日（木）
10時～15時

ホテルかめ福
（山口市）

【問】県若者就職支援センター
☎083（976）1145

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。
　この先、梅雨や台風の季節になりま
す。迅速な避難行動に、ぜひ、ご活用く
ださい。
【問】県河川課　☎083（933）3776

検 索山口県土木防災情報システム

県職員採用試験を
実施します5

試験区分 受付期間 第1次試験日
大学卒業程度、
社会人経験者等、
保健師

5月11日（金）
～

6月� 1日（金）
6月24日（日）

高校卒業程度

7月� 6日（金）
～

8月24日（金）

9月23日（日）
警察官
（男性）（A）（B）
（女性）（A）（B）

9月16日（日）

身体障害者
採用選考 9月29日（土）

※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6

■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、栄養教諭）
・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、看護科教諭）
・身体障害者を対象とした選考
■受付期間　5月11日（金）～6月1日（金）
■第1次試験日　7月14日（土）、15日（日）
※受験資格､実施要項の請求方法など､詳し
くはお問い合わせください｡

【問】【申】県教職員課�
☎083（933）4550

検 索山口県　自動車税　クレジット

募 集

「レンコ」とは連
れん

子
こ

鯛
だい

のことで、下
関漁港が全国有数の漁獲量を
誇っています。
新鮮な素材を生かし、品のある薄
味に仕上げています。そのまま焼いても、身をほぐして鯛めしにし
てもお楽しみいただけます。

【県人口・世帯数】（平成30年3月1日現在）　人口/1,376,244人（対前月比1,387人減）　男/652,519人・女/723,725人　世帯数/599,056世帯

今回紹介した「3つの○○」。○○に入る
のは、次のうちどれでしょう。

ア  希望
イ  未来
ウ  維新

～素材の味を生かした逸品～

鮮
せん

レンコ一夜干し

『20世紀少年』
©浦沢直樹・スタジオナッツ　小学館

歌川国政「二代目中村仲蔵の松王丸」
大判錦絵、寛政8年（1796）

リー・ダークスコレクション©Lee E.Dirks Collection

県の出先機関の再編　　

1 農林水産事務所の設置
　担い手の減少や高齢化、産地間競争の激化など、農林水産業を取り
巻く共通課題に的確に対応し、農林水産業の成長産業化に向けた総合
的な振興を図るため、農林事務所と水産事務所を統合し、「農林水産事
務所」を設置しました。

2 山口県税事務所防府分室の廃止
　自動車税のコンビニ収納の開始や、納税
確認の電子化など、納税者の利便性向上を
踏まえ、本所の体制強化と事務の効率化を
図るため、山口県税事務所防府分室を廃止
し、本所（山口総合庁舎）に集約しました。

県では、４月１日から、組織体制を一部再編しました。

※組織再編についての詳細は、ホームページをご覧ください。　【問】県人事課　☎083（933）2036　 検 索山口県人事課

※下関地域は下関農林事務所と
下関水産振興局を存置しています。

農林水産事務所
水産事務所

農林事務所
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3月2日、岩国市出身の原
はら

田
だ

侑
ゆう

子
こ

さんが歌う山口ゆめ花博
のイメージソング「ゆめの種」を発表しました。

作詞・作曲は、アニメ「めぞん一刻」のテーマソング「シネマ」
を手掛けた、宇部市出身の辻

つじ

畑
はた

鉄
てつ

也
や

さんです。
今後、「ゆめの種」をPRイベントや県内の中学校・高校など

で活用し、山口ゆめ花博をさらに盛り上げていきます。
4月1日からは前売券の

販売も始まりました。
スーパーマーケットなど

で購入できます。

明治150年を迎え、山口県の未来につながるさまざまな取り
組みを進めています。長州ファイブがイギリスに向けて横浜港
を出港した日にあたる5月12日には、「幕末維新回廊」がスター
ト！ これは、県内の博物館等で開催される明治150年関連の
企画展などを「点」から「線」へと結び付け、楽しみながら巡って
もらう企画で、ICカードを利用したポイントラリーも実施します。
　また、3月29日には、明治150年記念「やまぐち未来維新」
学生作文コンクールの入賞者
へ表彰を行いました。

高校生部門は萩高等学校　
國
くに

廣
ひろ

奈
な

菜
な

子
こ

さんの「吉田松陰
先生の思想と行動に学ぶ」、
中学生部門は慶進中学校　
谷
たに

漱
そう

大
た

さんの「『鉄道の父』
井上勝」が最優秀賞
となりました。

山口ゆめ花博イメージソング発表！
花博ムードを盛り上げよう♪

明治150年プロジェクト「やまぐち未来維新」
～新しい１５０年に向けてスタート！～

詳しくは
こちらから→

詳しくは
こちらから→

山口ゆめ花博入場料 （単位：円・消費税込）

区 分
普通入場券 パスポート券

前売 当日 前売 当日
大 人 900 1,200 2,400 3,000
高 校 生 600 800 1,600 2,000
小 ・ 中 学 生 500 600 1,200 1,500
小 学 生 未 満 無　　料 学生作文コンクール入賞者記念撮影
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