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結婚・出産・子育て
応援山口県

特集1

特集2

中山間地域でのビジネスづくりを
支援しています！



婚活スキルを上げる！
結婚応縁セミナーを初開催
上手な婚活方法を学べます。

■プロフィールの書き方
■出会いを生かす方法
■パートナーの選び方 など

山口県福祉
人材センター
サポーター活用の
申し込みのあった
保育所などと
マッチング

県では、安心して子どもを産み、育てることができる山口県の実現を目指し、
結婚から出産、子育てまでの切れ目のない支援の充実を図っています。

結婚・出産・子育て
応援山口県 特集
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県内４カ所に「やまぐち結婚応縁センター」を設置！
結婚を望む方に、出会いから交際、成婚まで、きめ細かくサポートします。

不妊治療の流れを全てカバーする助成制度を実施！ 
特定不妊治療（初回）と男性不妊治療の助成を増額しました。

※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。

※完全予約制のため、まずは、お電話ください。

（年収約360万円未満の世帯は、国制度により無償）

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

対象治療

助成限度額

パルトピアやまぐち

岩国総合庁舎

海峡メッセ下関

萩健康福祉センター

タイミング法
薬物療法
検査、手術

3万円/年度 3万円/年度 15万円/回初回
2回目

・・・・・30万円
・・・15万円

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）

第３子以降の子どもがいる全ての世帯について保育料を軽減！
年収約360万円以上の世帯について、県制度（市町と共同）により、保育料
を世帯の年収に応じて軽減します。

区　分

保育所

幼稚園 約360万円以上

約360～470万円
約470万円以上

・・・・・・・・・・・・1/4

世帯収入に応じた軽減割合

3歳以上3歳未満

広がる！ 子育て支援の輪
県民の力を集結して、みんなで子育てを応援する取り組みが広がっています。

やまぐち子ども・
子育て応援ファンド

子育てを応援したい企業等からの寄付を募り、子育て支援等を行う県民団体
などの活動を支援しています。

やまぐち子育て
サポーターバンク

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づくりに取り組んでいます。

やまぐち子育て
応援パスポート

子育て家庭の方（妊娠中を含む）がパスポートを提示すると、協賛店舗で
さまざまなサービスを受けられます。ホームページから申し込み、パスポートの
画像を保存してご利用ください。

活動内容（例） ■安価な食事を提供する子ども食堂の運営　■学童保育の運営　■親子のふれあいイベントの開催　など

県寄
付

助
成

「やまぐち子育て
サポータ－バンク」に登録

子育て支援員研修
（基本研修）を受講

画像ファイルを
携帯電話に保存ホームページから申し込み

・・・・・・1/2
・・・・・・・・・・・・1/4

約360～470万円
約470万円以上

・・・・・・全額
・・・・・・・・・・・・1/2

イクメン維新 検 索

やまぐち子育て応援パスポート 検 索

会員登録数

1,509人
（男性795人、女性714人）

※平成28年9月末現在

イクメン維新をおこしちゃる！！

より手厚くなった結婚から子育てまでの支援
結婚・出産・子育ての各段階で、一層のサポートや負担の軽減を実施し、希望をかなえようとする皆さんを応援しています。

イクメンへの道を示したお父さ
んの育児手帳をゲットしよう！

11月3日（祝）
移転オープン

見ると子育てしたくなる！？ 
プロモーションビデオを公開
ふるさとで暮らし、結婚、出産、子育てする魅力が詰まった
プロモーションビデオを九州知事会と連携して作成しました。ぜひ、ご覧ください。

出
産

結
婚

子
育
て

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

子育て支援活動に参加

協賛店舗でパスポートを
提示してサービスゲット

親子のふれあいイベント

1 22016 l 11月号　　　      　　　　　　　2016 l 11月号

子育て支援や貧困対策を
実施する団体など

一人で悩まず、気軽に相談！

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）

民間企業など

保健師または助産師が
不妊に関する相談をお
受けします。

動画は
こちらから



移住創業者への支援

　県では、中山間地域で創業を希望する人材を大都市圏等から呼び
込み、地域の皆さんが求めるサービス等とのマッチングや開業支援
などを行うことによって、地域の活力創出を進めています。

Ｑ１ 移住創業しようと思ったきっかけは？
　東日本大震災をきっかけに本気で移住を考え、3年前に長門市地域お
こし協力隊員になりました。移住前からコーヒーを扱う仕事をしたいと
思っていたので、協力隊退任後の創業を決意しました。

Ｑ２ 移住して良かった点は？
　地元の野菜やお米に、おいしさや安心を感じています。また、息子が地域の
人に見守られ、伸び伸びしているところを見ると、移住して良かったと思います。

Ｑ３ 今後の抱負は？
　憩いの場づくりや観光客の周遊活性化など、地域の発展につながるよ
う頑張ります。移住創業支援チームのサポートがあるので心強いです。

中山間地域での
ビジネスづくり
を支援しています！ 特集
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移住創業者インタビュー 小坂 保成さん

Ｑ１ 進出したきっかけは？
　地元に貢献したいと考えていたところ、県から周防大島町の廃校を活
用しないかと話がありました。光回線による通信環境や物流基盤が整っ
ていたことなどが決め手となり進出しました。

Ｑ２ 進出して良かった点は？
　人材確保ができるか危惧していましたが、優秀な社員を地元で10人
（平成28年9月末現在）採用でき、28年7月に全面オープンしました。また、
満員電車に揺られることなく、素晴らしい景色を見ながらの通勤や、静か
でゆったりとした環境での勤務など、恵まれた立地だと感じています。

Ｑ３ 今後の抱負は？
　今後は、地元に根差した企業として、業務を拡大しながら地域に貢献し
ていきたいと考えています。

進出企業インタビュー 中馬 浩さん

県では、中山間地域の集落機能を維持・活性化し、地域の活力を創出するために
さまざまな角度からビジネスづくりを進めています。
今回の特集２では、新たな取り組みである「移住創業者への支援」と
「サテライトオフィスの誘致」について紹介します。

　県では、中山間地域の遊休施設などを活用し、県外の企業が本拠とは別に開設する「サテライトオフィス」を
誘致することで、雇用の場づくりを進めています。

サテライトオフィスの誘致

詳しくは 県サテライトオフィスサポートセンター まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎083（933）2553

静岡県から
長門市俵山に移住。
地元でテークアウト
コーヒーのお店を
開業予定です。

商品の販売情報管理を行う
ＰＯＳシステムを開発・販売。
周防大島サテライトオフィス
は通販業務を扱います。

▲サテライトオフィス誘致のロゴマーク ▲（株）ビジコム 周防大島サテライトオフィス開所式
▲中山間地域での創業予定地

こ　　 さか　　    やす　  なり

ちゅう　  まん　　   ひろし

地域と移住者のマッチング
地域に不足しているサービ
スや後継者を求めている店
舗などの地域ニーズを集約
し、移住創業希望者とのマッ
チングを行います。

創業に向けた支援
移住創業希望者の相談内容に応じて、
県、市町、商工団体、信用金庫等で組織
する「中山間移住創業支援チーム」が、
事業計画の作成、資金相談などを総合的
に支援しています。

インターンシップ制度
地域と移住者のミスマッ
チを防ぐため、移住前に
生活・創業体験などを行う
インターンシップ制度を
設けています。

進出企業のニーズに応えるサポート体制

「山口県サテライトオフィスサポートセンター」を設
置し、オフィスの開設支援から社員の住居探しまで、

一貫したサポート体制により、各市町と連携しながら

進出企業を支援します。

先進的な補助制度

施設改修費や通信回線使用料など、オフィス開設前後の

準備費用を対象とした補助金制度を整備しています。来

県にかかる旅費も準備費用に含めて補助対象にしている

のは先進的な取り組みです。

県中山間地域づくり推進課・・・・・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）2554お問い合わせ先

サテライトオフィス誘致第1号
 （岩国市出身）　

株式会社ビジコム（本社・東京都）
代表取締役
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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！

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

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。

県政だより
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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

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（水）
【問】県税事務所

住宅用火災警報器を
設置しましょう2

　平成23年から全ての住宅で、住宅用
火災警報器の設置が義務付けられてい
ます。火災からの逃げ遅れを防ぐため、
寝室などに必ず設置してください。
※設置後は定期的に作動確認を行いましょう。
※消防署などの公共機関が訪問販売を行うこ
とはありません。悪質業者にご注意ください。

【問】県消防保安課　☎083（933）2399

「あいかさねっと」に
会員登録しませんか3

　ボランティア活動に参加したいとお考
えの皆さん、ボランティアの総合情報サ
イト「あいかさねっと」を、ぜひご活用くだ
さい。
■会員登録費用　無料
■ご利用いただけるサービス
・ボランティア情報の検索・閲覧およ
び登録
・ボランティアへの参加申し込み　など
【問】やまぐち県民活動支援センター

☎083（934）4666

夫・妻、恋人からの暴力に
お悩みではありませんか4

　男女共同参画相談センターでは、夫・
妻、恋人からの暴力や、夫婦・家庭の問
題など、皆さんの、さまざまな悩み事の
相談をお受けしています。

◆相談専用ダイヤル
☎083（901）1122
◆電話相談受付日時
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）
※相談無料。秘密は固く守ります。
※面接相談も行っています。（要予約）

【問】男女共同参画相談センター
☎083（901）1122

「労働ほっとライン」を
ご利用ください5

　賃金、労働時間、退職、解雇、パワハ
ラなど労働問題に関するご相談に、専
門の相談員が電話でお答えします。
◆労働ほっとライン
☎083（933）3232
◆受付日時
月～金曜日　9時～18時
　（祝日・年末年始を除く）
※相談無料。秘密は固く守ります。

【問】県労働政策課　☎083（933）3210

山口宇部空港発着の
国際便をご利用ください6

　開港50周年を迎えた山口宇部空港。
韓国との間に、初の国際定期便が就航
し、台湾と山口を結ぶ国際チャーター便

も運航され、ますます便利になっていま
す。ぜひご利用ください。
【問】県交通政策課　☎083（933）2522

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7

■対象者
県内での本格的な農業経営や農業
法人への就職を希望する方
■研修場所
県立農業大学校（防府市）
■研修期間
3月16日（木）～翌年3月30日（金）
■募集期間

）着必（）水（日7月21～）火（日1月11
■県立農業大学校での募集説明会
11月27日（日）　13時30分～16時

※要件を満たせば年間最大150万円の給付を
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8

■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

）効有印消（）金（日6～）水（日4月1
■試験日　1月14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 索あいかさねっと

検 索山口宇部空港

募 集

サイクルスポーツを通じて交流人口の拡大を目指す、「サイクル県やまぐち」のシンボ
ルイベントとして、「All Yamaguchi Ride Festa 2016」を8月27日・28日、9月3日・4日に
開催しました。
県庁敷地内でのタイムトライアルや、県庁前でのクリテリウム（周回レース）、十

と く さ が み ね

種ヶ峰
スキー場を駆け下るダウンヒルなどのプロの自転車レースの他、サイクリングやポタリング
（自転車散歩）、キッズバイク体験など、ご家族や初心者向けの企画も併せて開催しました。
これからも県は、「誰もが」「県内各地で」「四季を通じて」サイクルスポーツを「快適に」
楽しむことのできる「サイクル県やまぐち」の実現に向けた取り組みを進めていきます。

All Yamaguchi Ride Festa 2016を開催

県庁敷地内でのタイムトライアル

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

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。

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！
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【県人口・世帯数】（平成28年9月1日現在）　人口/1,394,435人（対前月比535人減）　男/660,295人・女/734,140人　世帯数/600,065世帯

【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：「㋐ 高杉晋作」

プレゼント

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。

・やまぐちブランド「阿武町キウイフルーツ」 ５人
・「もうひとつの輝き 最後の印象派」

ペア招待券　５組

今回の特集1で紹介した「やまぐち結婚
応縁センター」の、9月末現在での会員
登録数は、次の3つのうちどれでしょう。

ア 645人
イ  1,192人
ウ  1,509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。

県内随一の産地である阿武町から、とびっ
きりのキウイフルーツをお届けします。果
肉は濃いエメラルドグリーンで、なめらかな
舌ざわり。口の中に甘酸っぱく爽やかな風
味が広がります。ぜひご賞味ください。

～うま味が凝縮された甘酸っぱい果実～

阿武町キウイフルーツ

※文は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。

展覧会 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先

もうひとつの輝き
最後の印象派

s Paris
県立美術館
（山口市）

11月7日（月）
～12月11日（日）
（11月14日、21日、
28日は休館）

一般 1,200円（1,000円）　
70歳以上・学生 1,000円  （800円）文
☎083（925）7788

県立施設ガイド

イベント 日時・会場 内　容 お問い合わせ先

山口県豊魚祭 11月20日（日）　 9時30分～10時30分
上関町総合文化センター（上関町）

ふるさとの海・川に関するポスター表彰、
キジハタ等の稚魚放流、水槽展示　など
※ 地元生鮮魚介類・農産物の販売などを行う
「愛・ランドフェア」を同時開催

県水産振興課
☎083（933）3540

やまぐち子ども
ハッピーフォーラム

11月23日（祝）　10時～16時
ルネッサながと（長門市）

子育て支援団体によるブース、「妖怪ウォッチ」
キャラクターショー、大道芸パフォーマンス、 
子育てに関する表彰式　など
※木のおもちゃが大集合する「木育キャラバン」を同時開催

県こども政策課
☎083（933）2754

共生社会推進
フェスタ2016
（県障害者芸術文化祭、
 人権作文コンテスト）

12月5日（月）～8日（木）　9時～16時
山口県庁１階（山口市）

県障害者芸術文化祭応募作品（絵画、写真
など）の展示 県障害者支援課

☎083（933）276512月10日（土）　10時～15時30分
山口南総合センター（山口市）

表彰式、入賞作品（絵画、写真等）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

催　し

アンリ・マルタン《野原を行く少女》（部分）
1889年　油彩・キャンヴァス　個人蔵

締め切り
11月25日（金）必着

【県ホームページ】
スマートフォン用
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熱狂！ リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックで
山口県ゆかりの選手が大活躍

　リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックで、山口県
ゆかりの選手から７人のメダリストが誕生しました。
　県は、柔道男子７３キロ級で金メダルを獲得された大
野将平選手に、その栄誉をたたえ「山口県県民栄誉賞」
を、また全てのメダリストの方々に「山口県スポーツ特別
褒賞」を贈呈しました。
　皆さんのさらなる活躍に期待しましょう。

9月23日　県民栄誉賞を授与された大野選手

オリンピック

大
おお

野
の

将
しょう

平
へい 柔道 73キロ級 金メダル

良城小（山口市）

原
はら

沢
さわ

久
ひさ

喜
よし 柔道 100キロ超級 銀メダル

日新中（下関市）→早鞆高（下関市）

太
おお

田
た

忍
しのぶ

レスリンググレコローマン
スタイル 59キロ級 銀メダル
柳井学園高（柳井市）

吉
よし

村
むら

真
ま

晴
はる 卓球 団体 銀メダル

野田学園中（山口市）→野田学園高（山口市）

石
いし

川
かわ

佳
か

純
すみ 卓球 団体 銅メダル

平川小（山口市）

パラリンピック

道
みち

下
した

美
み

里
さと マラソン（視覚障害） 

銀メダル名陵中（下関市）→下関中等教育学校（下
関市）、下関南総合支援学校（下関市）

廣
ひろ

瀬
せ

順
じゅん

子
こ 柔道（視覚障害） 57キロ級 銅メダル
小郡中（山口市）→西京高（山口市）

金銀 銅 金銀 銅 金銀 銅金銀 銅金銀 銅金銀 銅 金銀 銅




