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　この秋、山口市の山口きらら博記念公園で「山口ゆめ花博」を開催します。
　咲き誇る１千万の花や日本一長い竹のコースター、ファンタスティックなナイトプ
ログラムなど、これまでにはない感動と驚きを発見できるイベントなどが満載です。
　現在、県内各地で、ＰＲイベントの実施や、連携会場をめぐるスタンプラリー、
県民参加プログラムなど、さまざまな取り組みを進めています。
　開幕まであと半年！ いよいよ４月から前売券の発売を開始します。
　未来の山口を支える「ゆめの未来公園」をみんなで盛り上げましょう。

「山口ゆめ花博」事務局 （第35回全国都市緑化やまぐちフェア実行委員会事務局）
☎083（933）4805

3山口ゆめ花博
「ゆめの未来公園はじまる！」

Photo：山口ゆめ花博ＰＲイベント

詳細はWEBで！ 山口ゆめ花博 検 索
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今回は４ページです。
次回発行は5月号です。



山口県の
平成２8年度決算

「3つの維新」で新たな県づくりに挑戦

自主財源
46%
（県が独自に
確保できる財源）
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実質収支額

平成２8年度決算の概要（一般会計）　　　　　 （単位：億円）
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依存財源
54%
（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
４３億円で、引き続き黒字となりました。

収入の減少理由
地方消費税が減収となったことなどから、
収入は減少しました。

支出の減少理由
地方消費税の減収により、市町へ支払う
交付金等が減少したことなどから、支出
は減少しました。

県税
26%

県債
13%

地方交付税
26%

国からの
補助金など
15% 使用料や

手数料
1%

貸付資金の返済金や
基金の取り崩しなど
19%

県の収入
6,832億円

県債の償還
（借金の返済）
17%

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

12%

福祉の向上や犯罪の防止、
環境対策、雇用の促進

22%

教育の充実
21%

その他
16%

県の支出
6,758億円

　これから４年間、
知事として再び県政
を担わせていただく
こととなりました。県
民の皆様のご期待に
お応えし、「活力み
なぎる山口県」の実
現に全力で取り組ん
でまいります。
　山口県は、人口減

少問題など様々な課題に直面しています。しかし、
私たちの山口県には国内外に誇れる産業の集積
や優れた立地環境、素晴らしい観光資源や農林水産
資源など、多くの強みと可能性があります。私はこ
れを活かし、潜在力を引き出して、大きく伸ばす、
攻めの取組を進めることで、困難を突破し、県の
活力を高めることが必ずできると考えています。
　併せて、子育てや教育、医療や介護、防災・減災 

対策など、安心・安全な暮らしを守っていく取組も
欠かせません。
　この「攻め」と「守り」の両面から、新しい時代
に向けた県づくりを加速させるため、私は、「３つ
の維新」に挑戦します。
　「産業維新」で、山口県の強みを最大限に活か
して、活力の源となる産業力を大きく伸ばし、
「大交流維新」で、潜在力を活かし、人やモノの
流れを飛躍的に拡大して山口県を活性化し、「生
活維新」により、県民誰もが希望を持って安心して
暮らし続けられる基盤を築きます。
　この「３つの維新」を力強く前に進め、県民の
皆様が、今を安心して暮らし、将来に希望を持って
暮らせる山口県を創ってまいりますので、皆様の
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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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！

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

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。

県広報広聴課
Facebook
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※【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

子どもたちを犯罪から
守りましょう！1

　子どもに対する犯罪や、その前兆と
なる声掛け事案が、多く発生していま
す。大切な未来の宝である子どもたち
を、地域みんなの力で守りましょう。
■「見守りの目」になりましょう
一人一人が防犯に対する意識を高
め、外出時には、付近の子どもにも目
を配り、周りに不審者がいないかを
注意することで、地域における「見守
りの目」となることができます。
■不審者を見掛けたらすぐ１１０番 ！
早期通報が不審者の特定や検挙に
つながります。不審な人や車を見掛け
たら、すぐに１１０番通報してください。

【問】県警察本部人身安全対策課
　　☎083（933）0110 

食の安心モニターを
募集します2

　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～平成31年3月31日
■募集人員　40人
■募集期間
　3月12日（月）～4月10日（火）（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

ねんりんピック山口2018の
参加者・出展作品を募集します3

　高齢者の皆さんの生きがいづくりと
社会参加促進のために開催する「ねん
りんピック2018」の大会参加者と出展
作品を募集します。
■募集期間　3月16日（金）まで
〈スポーツ文化交流大会「総合大会」〉
■日時　5月16日（水） 10時～
■会場　 維新百年記念公園、やまぐち

リフレッシュパーク（山口市）
■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

〈美術展〉
■日時　6月9日（土）～11日（月）
　　　　10時～18時 ※11日は15時まで。
■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】県社協生涯現役推進センター

☎083（928）2385
　　県長寿社会課☎083（933）2782
【申】各市町高齢福祉担当課

青年海外協力隊、シニア海外
ボランティアを募集します4

■応募資格（日本国籍を持つ方）
　青　年：満20歳から満39歳
　シニア：満40歳から満69歳
■派遣期間　原則2年間
■募集期間　4月2日（月）～5月1日（火）
■募集説明会
・山口県総合保健会館（山口市）
 4月15日（日）11時～12時20分（シニア）
　　　　　 14時～16時30分（青年）

・岩国市役所（岩国市）
 4月16日（月）18時30分～20時30分
 （青年、シニア）
※予約不要、参加無料、自由入退室。

【問】県国際課☎083（933）2340

道路愛護ボランティアを
募集しています5

　県道や県が管理している国道での、
歩道の清掃や花壇の手入れなどを行っ
ていただけるボランティア（個人やグ
ループ）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】各土木建築事務所
　　県道路整備課☎083（933）3680

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（木）、23日（金）、26日（月）、
28日（水）、29日（木）、4月3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

募 集

検 索JICAボランティア

検 索山口県　道路愛護ボランティア
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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
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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！

広告
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県内の酪農家で搾られた高品質な生乳を使
用しています。たんぱく質、炭水化物、カルシウ
ム、ビタミンなどの栄養素から構成される無脂
乳固形分（風味）や乳脂肪分（コク）が多く含
まれ、牛乳本来のおいしさをそのまま味わえる
山口県産の安心・安全な牛乳です。

～山口県のおいしい牛乳！～

「やまぐちきらら牛乳」

【県人口・世帯数】（平成30年1月1日現在）　人口/1,379,066人（対前月比1,012人減）　男/653,740人・女/725,326人　世帯数/600,066世帯

プレゼント
・やまぐちブランド｢やまぐちきらら牛乳・
 やまぐちきららヨーグルト セット」 5人
・「山口ゆめ花博やまりん・ちょるるぬいぐるみセット」 3人

今回紹介した、「ゆめの未来○○はじまる！」
の○○は、次のうちどれでしょう。

ア 公園
イ 庭園
ウ 広場

イベント 施　設 日　時 料金・お問い合わせ先

安永・天明期の美人画
県立萩美術館・
浦上記念館（萩市）

3月21日（祝）
～4月22日（日）
（休館は月曜日、4月以降未定）

一般� 300円（240円）
学生� 200円（160円）
☎0838（24）2400

元気いっぱい☆ふれあいの日
シンフォニア・フェスタ
※「みんなでミュージッキング
　10周年記念コンサート」（無料）を同日開催

シンフォニア岩国
（岩国市）

3月31日（土）
10時～15時

全館無料開放
☎0827（29）1600

県立施設ガイド

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

『浮世七小町　関寺』鳥居清長
中判錦絵安永９年（1780）頃

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3月27日（火）必着】

【宛先】山口県広報広聴課「発見やまぐち３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。1月号の正解「㋑ゆめ」

こちらからでも
▲

応募できます　
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