
みんなで子育て応援！山口県
特集1

特集2

防災力を高める！
～地震に備えよう～

 Yamaguchi  Prefecture Public Relations magazine
2017 November

vol .209

11

次回発行は1月号です。

高校生による子育て体験交流



結婚応縁セミナーやってます！
婚活に役立つセミナーと交流会を、県内
各地で開催しています。初めて参加する
方も大歓迎！皆さん
のご参加を待って
います。

県では、人口減少の大きな要因である少子化の流れを
変えるため、安心して子どもを生み、育てることがで
きる社会づくりに取り組んでいます。
今回の特集１では、結婚から子育てまで、切れ目の
ない県の支援を紹介します。

みんなで子育て
応援！山口県

県内出生数と合計特殊出生率 （出典：人口動態統計）
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中高生の子育て体験を地域の力で推進
中学生や高校生の授業に、地域の皆さんが参加
し、乳幼児親子との触れ合い体験や絵本作り、
子育てをテーマとしたワークショップなどを実施

　近年、県内でも未婚化・晩婚化が進んで
います。出生数も年々減少し、昨年はついに
１万人を割り込みました。また、多くの世帯が
共働きとなり、仕事と育児の両立が難しく
なっています。
　少子化に歯止めがかからないままでは、
地域活力の低下などの可能性があります。
　そこで、若い世代が希望をかなえ、安心し
て結婚し、妊娠・出産、子育てをすることが
できる山口県を実現するため、平成26年に
地域団体や企業、行政など、県下61団体
の力を結集して「やまぐち子育て連盟」を結
成し、県民総参加で子育て県民運動を展開
しています。

山口県の現状

村岡 宏亮さん
赤ちゃんはすごくかわい
かったです。せっかくの機
会なので、積極的に関わろ
うと思いました。

古澤 春菜さん
今日は楽しかったです。今年8月に
妹が生まれ、おむつ替えなども手伝っ
ています。今回は良い話が聞けたの
で、母にも伝えたいと思いました。

機運の醸成

「やまぐち結婚応縁センター」を運営
結婚を希望する独身男女に、1対1の出会いをサポート

「やまぐち結婚応援パスポート」（愛称：ハピちょるパスポート）制度を創設
結婚予定のカップルや新婚夫婦が、協賛店舗から料金の割引や
記念品のプレゼントなどの優待サービスを受けられる制度を創設

不妊治療への助成を実施
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

子育て家庭の経済的負担の軽減
第３子以降の子どもがいる全世帯の保育料を軽減 ※年収約360万円未満の世帯は、国制度により無償

やまぐち子ども・子育て応援ファンド事業の実施
子育てを応援したい企業等から寄付を募り、
地域で子育て支援などを行う団体の取り組みを支援

子育てサポーター事業の実施
高齢者や子育て経験者などが「子育てサポーター」として
地域の子育て支援活動に参加できる仕組みを構築

長期休暇期間中の放課後児童クラブの開設などを支援
子育てと就労を両立できる環境づくりのため、夏休みなどの
長期休暇期間における放課後児童クラブの運営費を補助

切れ目のない支援

やまぐち結婚応縁センター
☎０８３（９７６）８３００

岩国サポートセンター
☎０８２７（２２）８３００

下関サポートセンター
☎０８３（２２２）８３００

萩サポートセンター
☎０８３８（２６）８３００

タイミング法
薬物療法
検査、手術

3万円/年度 初回　 30万円
２回目  15万円 15万円/回

人工授精 体外受精
顕微授精

男性
採精手術

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）

約360万～470万円

約470万円以上
世帯収入 

全額補助

1/2補助

1/2補助

1/4補助

保育所（3歳未満） 保育所（3歳以上） 幼稚園

1/4補助

モデル校

中学校 高等学校

高森みどり中学校
（岩国市）

住吉中学校
（周南市）

神原中学校
（宇部市）

山口農業高等学校
（山口市）

長府高等学校
（下関市）

大津緑洋高等学校
（長門市）

結婚支援

出産支援

子育て支援

不妊専門相談センター
☎０８３５（２２）８８０３
９時３０分～１６時
（祝日、年末年始を除く）
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子育て体験に
参加した

大津緑洋高校生

保健師・助産師が
不妊に関する相談を
お受けします！

やまぐち結婚応縁センター
の詳細はこちら

詳しくは
こちら▶

※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。

県こども政策課
▷切れ目のない支援の詳細はこちら

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）2754お問い合わせ先
こども政策課 検 索

昨年はカップル
成立率が5割を
超えたイベントも！
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県の主な取り組み（公助）

●業務継続体制の確保
●市町の災害対応力の強化

●物資集積・配送拠点の確保、運営
●被災者支援ニーズの的確な把握

●避難所の確保・運営体制の強化
●避難所生活環境の改善

防災力を高める！
～地震に備えよう～

県防災危機管理課
▷防災・災害情報はこちら

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）2360お問い合わせ先

家庭でできる防災対策（自助）

3 家庭内で防災について話し合いましょう
◆日頃から安否確認の方法や集合場所などを、
　事前に話し合っておきましょう。
◆避難場所や避難経路を確認しておきましょう。

地域でできる対策（共助）

災害が発生したときには、地域住民が互いに協力して防災活動を行うことが重要です。
自主防災組織は、自分たちの地域を自分たちで守るため、主に自治会、町内会単位で組織された「共助」の中核組織です。

【日常の活動】
●防災意識の向上に
　向けた防災啓発活動
●地域の危険箇所の把握
●防災訓練の実施

【災害時の活動】
●初期消火
●救出・救護活動の実施
●避難誘導
●避難所運営への協力

自主防災組織に参加しましょう

県では、地域防災力の強化を進めています

活
動
内
容

子どもを中心とした家庭・地域の
防災意識の向上
●子どもの被災地体験・交流や
　シンポジウムなどでの成果発信

県民全体の防災意識の醸成
●一般県民向け
　防災シンポジウムの開催
●女性向け防災セミナーの開催

自主防災組織の育成
●自主防災組織交流大会の開催
●自主防災アドバイザー養成研修
　の実施

県では、熊本地震を教訓とし、今後起こり得る大規模災害に備えるため、体制・物流・避難などの課題につ
いて検証・検討を行い、「平成２８年熊本地震を踏まえた防災対策」を取りまとめ、対策を進めています。

課
題

体 制 ～災害対応体制の確保～ 物 流 ～物資支援体制の強化～ 避 難 ～避難者支援体制の強化～

課
題

課
題

大規模災害時に、県職員によ
る支援チームで被災市町の円
滑な初動体制を支援 など

避難所に必要な物資情報を一
元的に管理できるシステムの
整備 など

災害時における医療活動及び
健康管理活動に関する協定
締結 など

対
策

対
策

対
策

1 家の中の安全対策を実施しましょう
◆家具は、柱や壁などに固定しましょう。
◆寝室、子ども部屋には、できるだけ家具を置かないか、
　置いても背の低い家具にしましょう。
◆ガラス製品（窓・家具）を強化ガラスに替えましょう。
　飛散防止フィルムを貼りましょう。

2 非常持出品・備蓄品を準備しましょう
◆非常持出品は、リュックサックに詰めておき、
　すぐに持ち出せるようにしておきましょう。
◆電気やガス、水道などが止まった場合に備えて
　飲料水や保存のきく食料などを備蓄しましょう。

山口県自主防災アドバイザー制度
地域の皆さんの自主防災活動を支援するため、
自主防災アドバイザーを派遣します。
【支援内容】
地域に出向き、研修・訓練などへの協力をはじめ、
防災に関するさまざまなアドバイスをします。

県職員被災市町
支援チーム

市 町

熊本県での防災体験学習
参加した児童生徒は、飲料
水等の平時の備えや、避難
所における助け合いの大切
さなど、多くの教訓を得ま
した。

山口県の活断層

　活断層とは、過去に繰り返

し活動し、今後も再び活動す

ると考えられる断層です。こ

れらの活断層が動いた場合、

直下型の地震が発生するた

め、大きな揺れ（最大震度7～

6弱）が想定されます。

阿武町

宇部市

山
口
市

萩市

阿武町

長門市

下関市

美祢市

山
陽
小
野
田
市

宇
部
市

岩国市 和木町

周南市

防
府
市 光市

下松市

田布施町
平生町

上関町

柳井市

周防大島町

防災やまぐち 検 索

山口県は、地震が少ないといわれていますが、地震を引き起こす活断層は
県内でも多く確認されており、決して「安全」と決めつけることはできません。
災害は「とき」「ところ」「ひと」を選びません。日頃の備えが大切です。

特集
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在庫管理

集積所

要請

発注

報告

【 非常持出品・備蓄品の例 】
● 飲料水、非常食（缶詰、ビスケット、板チョコなど）
● 懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、充電器
● ヘルメット、マスク、軍手、下着類
※備蓄品の飲料水は１人１日３リットルが目安
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一元管理
本部

在庫管理
避難所

調達元



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。

弾道ミサイル落下時に身を守るための行動について（スマホ対応サイト）
＊ＱＲコードをスマートフォンで読み取ってご参照ください。

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！

「ふれあい山口」９月号

公社 山口県シルバー人材センター連合会

県政だより

　山口県出身の移住者などで組織されるブラジルとペルーの県人会が、今年、創立
90周年を迎えることから、記念式典に出席するため、村岡知事をはじめとする訪問団
が、8月23日から31日にかけて、両国を訪問しました。
　記念式典のほか、県も支援したブラジル山口県人会館増改築の竣工式や、
ペルーの区役所に寄贈した救急車贈呈式などに出席しました。
　両国の県人会は海外における山口県の大切なパートナーであり、貴重な交流拠
点です。今回の訪問を通じ、両県人会の皆さんとの絆を一層深めることができました。

山口県代表団がブラジルとペルーを訪問

記念式典で高齢者表彰を行った村岡知事
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※【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。

展覧会 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先
創建1250年記念
奈良　西大寺展
―叡尊と一門の名宝―

県立美術館
（山口市）

10月20日（金）
～12月10日（日）
（月曜日は休館。ただし、
11月6日、12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

Ｎ響メンバーによる弦楽四重奏
クリスマスコンサート
クラシックからビートルズナンバーまで

ルネッサながと
（長門市）

12月17日（日）
14時開演
16時終演予定
※開演30分前に開場

1階席（指定席）� 4,000円
2階席� 2,500円
2階席（高校生以下）� 1,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
☎0837（26）6001

県立施設ガイドお 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（木）

【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）0889
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。

やまぐち地域就職説明会
を開催します3

■対象者
・求職中の一般の方
・平成30年3月卒業予定の学生
�（大学、短大、高専、専修学校など）

日　時 会　場

11月29日（水）
国際ホテル宇部
（宇部市）

12月� 5日（火）
ホテルサンルート徳山
（周南市）

12月� 7日（木）
海峡メッセ下関
（下関市）

12月13日（水）
柳井クルーズホテル
（柳井市）

12月19日（火）
萩市民館
（萩市）

12月22日（金）
山口グランドホテル
（山口市）

【問】県若者就職支援センター
☎083（976）1145

やまぐち三世代同居・近居
パスポートを利用しませんか4

　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。
　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
または引っ越しを希望する方

■サービスの内容
・不動産仲介手数料の割引
・住宅の新築・リフォーム代の割引
・家具・家電の購入代金の割引
・引っ越し料金の割引　など

■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

やまぐち就農支援塾の
研修生を募集します5

　県内での就農や、農業法人への就職
を目指す方を対象とした「担い手養成
研修」の研修生を募集します。
■研修場所
県立農業大学校（防府市）

■研修期間
3月から翌年3月までの約1年間

■定員
35人

■募集期間
11月1日（水）～12月8日（金）（必着）
11月26日（日）に募集説明会を行います。

【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6

■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）

50人
■出願期間
1月4日（木）～6日（土）（消印有効）

■試験日
1月13日（土）

【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検 索山口県三世代パスポート

募 集 ※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。

重要文化財　塔本四仏坐像（阿閦如来）
奈良・西大寺　画像提供：奈良国立博物館

周防大島で採れた海藻のアカモクを新鮮
なうちに加工し、かつお風味のふりかけに
したものです。
しっとり食感が特徴で、おにぎりやご飯に
かけておいしくお召し上がりいただけます。

【県人口・世帯数】（平成29年9月1日現在）　人口/1,381,946人（対前月比839人減）　男/655,045人・女/726,901人　世帯数/600,636世帯

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27日（月）必着】

プレゼント
・「クリスマスコンサート」   ペア招待券5組
・ やまぐちブランド｢あかもぐふりかけ」 5人
・「山口ゆめ花博　缶バッジ」 10人

今回特集1で紹介した、「みんなで子育て
◯◯！ 山口県」。◯◯に入るのは、次のう
ちどれでしょう。

ア 声援
イ 後援
ウ 応援

【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。　9月号の正解「イ　流れ」

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

～アカモクをもぐもぐ～

「あかもぐふりかけ」

イベント 日時・会場 内　容 お問い合わせ先

全国SLサミット
inやまぐち

11月23日（祝）�10時～15時
下関総合車両所新山口支所（山口市）

やまぐちＳＬフェア2017
ＳＬ「やまぐち」号機関車3両の展示、SL沿線の
特産品販売、ステージイベント　など

県観光プロジェクト
推進室
☎083（933）3204

11月24日（金）�17時～21時
山口県健康づくりセンター（山口市）

全国ＳＬサミット記念式典
六
ろっ

角
かく

精
せい

児
じ

さん（俳優）ら著名人によるトークイベント、
ミニコンサート　など

11月25日（土）・26日（日）�10時～11時
新山口駅（山口市）

Ｄ51復活運転記念イベント
25日：Ｄ51運転、 26日：C57、D51重連運転

催　し

こちらからでも

▲

応募できます　
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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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　来年秋、山口きらら博記念公園で山口ゆめ花博を開催しま
す。テーマは「未来への種まき」。未来の山口を支える新しい
公園の社会実験に取り組み、その成果を山口に残し、全国に
発信します。そのためには、県民の皆さんに「未来への種」を
たくさん持ち寄っていただく必要があります。ワクワクしながら
「ゆめの未来公園」づくりを一緒に楽しみませんか。
■募集する参加内容
〇県民参加
・公園を楽しむ新企画
・運営（ボランティア）と
企画のサポート など

　〇出展・イベント参加
・音楽演奏・展示 など

　〇営業参加
・飲食・物販 など
多くの皆さんのご参加を
お待ちしています。

　10月7日、東京都の東京ビッグサイトで「明治150年記念
薩長土肥フォーラム」を開催しました。
　明治150年を契機とする新しい国づくり、地域づくりの機運
を高めるとともに、交流人口の拡大を通じた地域の活性化に
つなげるため、明治維新にゆかりの深い薩長土肥4県（鹿児
島県、山口県、高知県、佐賀県）の知事が一堂に会しました。
　歴史家・作家の加

か

来
く

耕
こう

三
ぞう

さんによる基調講演や、4
県の知事などによる各県
の魅力情報発信、パネル
ディスカッションを行った
後、「薩長土肥4県が連携
を一層密にして、明治150
年を契機とする地方創生
の加速と日本の創生を先
導していく」と共同宣言を
行いました。

山口ゆめ花博に集まれ！
～いよいよ参加募集はじめます～

明治１５０年記念
薩長土肥フォーラムを開催

詳しくは
こちらから→

詳しくは
こちらから→


