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次回発行は11月号です。

やまぐち観光維新
特集1

特集2

県内への定着・還流・移住に
取り組んでいます



やまぐちの魅力
新発見・再発見の旅に出掛けよう！
皆さんは山口県の観光地をどのくらいご存じですか？
この機会に県内観光に出掛けて、山口県の魅力を新発見・再発見してみませんか？

　県民の皆さんが地域の魅力を再認識することに

より、地域への誇りと愛着を高め、地域の活力を創

出し、その活力が、誰もが訪れたくなるような、さらに

魅力的な「山口県」を生み出すことを目指した条例

です。

①やまぐち幕末ISHIN祭 －維新 ふた旅－
　平成３０年の明治維新１５０年に向け、本県観光の魅力を十

二分に堪能できる観光地域づくりや何度でも訪れたくなるおもて

なしの充実に取り組んでいます。

　本年４月にメインキャラクターとして採用された高杉晋作が、山

口県の魅力を県内外に発信します。

②幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン
　地元観光関係団体や自治体とJRグループ６社が連携し、旅

行会社などの協力を得ながら、重点的かつ集中的に全国で実

施する大型観光キャンペーンです。

【実施期間：平成２９年９月１日～１２月３１日】

「高杉晋作」が観光キャンペーンをＰＲ

平成３０年の明治維新１５０年を前に、大河ドラマ「花燃ゆ」の放送や
「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録などを追い風に、
山口県の観光需要が高まっています。県では、昨年１２月に
「おいでませ山口観光振興条例」を制定し、県民総がかりによる
「やまぐち観光維新」に取り組んでいます。

やまぐち
観光維新

▲本県の観光資源が、維新の風に吹かれ、より多彩に、
　よりおもしろく未来へつながっていくイメージ
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SL「やまぐち」号の旅 観光物産フェアを開催
ＳＬ「やまぐち」号に乗ってレ
トロ旅に出掛けてみません
か？デスティネーションキャ
ンペーン時には、ＳＬ全盛期
の昭和初期に活躍した客車
が復刻する予定です。

11月20日（日）までの土・日・祝・お盆
※空席情報は最寄りのＪＲの駅へお問い合わせください。

運行日

応
募
要
領

テーマ

動画の仕様

応募期限

歴史・自然・食・温泉・体験・おもてなし から１つ以上

YouTubeへ投稿が可能な６０秒以内の動画

１２月２６日（月）※応募方法など、詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先 県観光プロジェクト推進室
「やまぐち幕末ISHIN祭ホームページ」

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ☎０８３（９３３）３１７０
ishin150.jp 検 索

観光施設や飲食店で割引や各種特
典などのおもてなしが受けられます。
【お申し込み方法】
主要な観光施設または下記ホー
ムページで申し込み

魅力発信！ 「やまぐち観光維新」
動画コンテスト実施中
あなたの創る６０秒がやまぐちの観光を変える！！ 山口県の
新たな魅力や面白さがあふれる動画を世界に発信して、
「やまぐち観光維新」をあなたの手で起こしてみませんか？

特産品のプレゼントもあるよ！
投稿された動画を見て、やまぐちの魅力を再発見！
※投稿動画は下記ホームページで見ることができます。

投稿動画を
見てみよう！

おいでませ山口観光振興条例って何？

１ 観光地域づくりの推進 ～多様な主体の連携による観光振興～

２ 観光産業の振興 ～観光が持つ力の再認識～

３ 誇りと愛着を持ったおもてなし ～県民総がかりでの観光振興～

おいでませ山口観光振興条例のポイント

賞
金

最優秀賞
   50万円

開港５０周年を迎えた山口宇部空港で、県内各
地の食や最新の観光情報が満載の観光物産フェ
アを開催します。※開催日は下記ホームページでご確認ください。

おすすめの絶景を見つけて撮影！
「ビュースポットやまぐち」
思わず写真が撮りたくなる県
内各地の魅力的な景観やパ
ワースポットなどを看板やホー
ムページで紹介しています。

やまぐちビューなび 検 索

お得に旅する
「おいでませパスポート」

出掛ける前に
手に入れよう！

ビュースポットの
ロゴマーク

山口のやまの形と
カメラが目印！
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　県の総人口は、昭和60 年の約160 万人から減少

が続いており、現在約140万人まで落ち込んでいます。

　その要因の一つは、転出が転入を上回る社会減で、

平成27年は4,630人の転出超過となっています。特に

進学、就職時の若い世代の県外流出が顕著です。

高校生への働き掛け
■県内大学生とのディスカッションを通じた、県内進学
への意識啓発やキャンパス訪問など、県内大学での
体験をサポート（高校教育課）

■県内大学、専修学校などへの進学促進のためのフェ
アを開催（学事文書課）

■県内大学、専修学校などのオープンキャンパスマップ
や進学ガイドブックを作成・配布（学事文書課）

大学生への働き掛け
■インターンシップや民間事業者が実施する企業見学
ツアーに参加する学生に交通費を助成するほか、県
内各大学で企業セミナーを開催（労働政策課）

■資格の取得や企業での実習などを行う訓練講座を
開設し、就職を支援（労働政策課）

やまぐち暮らしの魅力発信の強化
■安心、快適、豊かな「やまぐち暮らし」の魅力を強力に発信するために、「YY!ター
ン」ロゴマークを作成するなど、統一的なイメージによるPRを展開

■企業の県外支店等に、｢やまぐち暮らし県外民間支援センター｣を設置し、訪問者
への情報提供、移住相談専用窓口への取り次ぎなどを実施

移住希望者の受け入れ態勢の充実
■安心して移住・定住ができるよう、移住者を支え、移住者が交流できる場として
「やまぐち移住倶楽部」を設立

■移住に関するイベントや暮らし体験に参加する移住希望者に、来県に係る交通費
を助成

全国より速いスピードで進む人口減少への対応は
「活力みなぎる県づくり」を進める上で直ちに手を打たなければならない課題です。
今回の特集２では、県の最重要課題である人口減少の克服に向けて
「社会減の流れ」を断ち切るための県の取り組みを紹介します。

山口県の現状

若者の県内定着の促進

ひとの還流・移住の促進

人口減少が地域の将来に与える影響

特集
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県内への定着・
還流・移住
に取り組んでいます

■ 店舗等の撤退による買い物が困難な住民の増加 
■ 倒壊の恐れがある危険な空き家の増加 など

■ 子ども関連施設の減少による利便性の低下
■学校の統廃合に伴う通学負担の増加 など

■ 社会保険料の負担増 
■ 医療・介護人材の不足 など

■ 事業規模の縮小や就業人口の減少
■ 建設業等の人材不足による安心・安全の低下 など

社会保障への影響 産業への影響

生活への影響 子育てへの影響
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総人口の推移
出典：国勢調査（総務省）
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年齢別差引転出数（平成27年）
出典：住民基本台帳人口移動報告（総務省）
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若者の県内定着と
還流・移住の促進が必要
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お問い
合わせ先

若者の県内定着の促進について
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
ひとの還流・移住の促進について

県高校教育課
県学事文書課
県労働政策課
県中山間地域づくり推進課

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎083（933）4627
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎083（933）2140
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎083（933）3254

・・・・・・☎083（933）2554

住んでみいね！ぶちええ山口 検 索移住に関する情報は

271 180
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▼学生による企業見学

◀県内大学生との
　ディスカッション

オープンキャンパス▶

▲やまぐち暮らし県外民間支援センター

▲「YY!ターン」ロゴマークの紹介

若い世代の
転出超過

く　  ら　 ぶ

本県へのUJIターンについて、新たに「YY！ターン」と名付けて、市町や関係団体と連携を深め、
「やまぐち暮らし」の魅力発信と受け入れ支援を実施していきます。

県外への人口流出を食い止めるため、学生の地元就職率の向上に取り組む県内大学などとも連携し、
若者の県内就職・定着を促進していきます。

県と連携

目指せ！地元就職率向上

ワイ ワイ

大学 企業 市町
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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

10月に「社会生活基本
調査」を実施します1

　社会生活基本調査は、より良い未来
をつくるために、皆さんの時間の使い方
などを調べる調査です。調査員が9月に
対象地域を巡回し、10月に対象世帯へ
調査票を配布します。
■調査対象　県内約1,600世帯
※ご回答いただいた内容は、法律により厳重に
保護されます。

【問】県統計分析課　☎083（933）2650

「休日・平日夜間がん検診」
を実施します2

　仕事などで平日の昼間にがん検診を
受診できない方のために、9月から12月
まで県内の委託医療機関で「休日・平
日夜間がん検診」を実施します。
■対象となる検診
・乳がん、子宮がんの一次検診
・大腸がん検診の精密検査（一次検
診で精密検査が必要とされた方）

■費用
自己負担金が必要（各市町が一定年
齢の方を対象に配布する「無料クー
ポン券」を活用する場合は無料）

※対象者や申し込み方法など、詳しくはお問い
合わせください。

【問】県医療政策課　☎083（933）2961
　　各市町の担当課

ふるさと山口企業合同 
就職フェアを開催します3

　県内企業の採用担当者が、企業の
概要や採用計画などを説明します。

■対象者
高校や大学、短大、専修学校などを来
春卒業予定の方および求職中の方
■日程・会場
◆高校生
・10月28日（金）　10時～12時
山口グランドホテル（山口市）
※学校を通じてお申し込みください。
◆学生（高校生を除く）・一般
・10月26日（水）　10時～16時30分
ピピ510（周南市）
・11月4日（金） 　10時～16時30分
山口グランドホテル（山口市）
※ 午前の部（～12時30分）、午後の部（13時
30分～）で参加企業が入れ替わります。

【問】県若者就職支援センター
☎083（976）1145

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
※年齢は平成28年11月4日現在
■派遣期間　原則2年間
■募集期間　9月30日（金）～11月4日（金）
※10月上旬に募集説明会を開催します。詳しく
はお問い合わせください。

【問】県国際課　☎083（933）2340

山口県総合芸術文化祭メインフェ
スティバルの観覧者を募集します5

　四季をテーマとした舞踊と音楽による
ステージ公演を開催します。

■日時　11月20日（日）　13時～16時
■会場　山口市民会館（山口市）
■内容
日本舞踊、邦楽とダンスのコラボレー
ション、管弦楽、合唱 など
■募集期限　 ）効有印消（）月（日13月01
※応募多数の場合は抽選となります。

【】問【 申】県文化振興課
☎083（933）2610

男女共同参画フォーラムの
参加者を募集します6

　男女が対等なパートナーとして共に
活躍する社会の実現を目指し、イベント
を開催します。
■日時　10月29日（土）　10時～15時10分
■会場　山口県婦人教育文化会館

）市口山（）口山テンエリカ（　
■内容
講演、分科会、ポスターコンテスト入
賞作品の表彰および展示、女性活
躍推進表彰 など
【】問【 申】県男女共同参画課

☎083（933）2630

県立農業大学校の平成29
年度の学生を募集します7

■定員
園芸学科（25人）、畜産学科（15人）
■修業年限　2年
■出願期間（一般入試）

）着必（）木（日71月11～）木（日72月01
■試験日　12月7日（水）
※受験資格など、詳しくはお問い合わせください。

【問】県立農業大学校
☎0835（38）0510

募 集

検 索JICAボランティア

検 索第10回山口県総合芸術文化祭

　7月1日に開港50周年を迎えた山口宇部空港で、記念セレモニーを開催しました。宇部
市立恩

おん

田
だ

小学校の児童と県の観光パフォーマンスユニット「やまぐち奇兵隊」が、誕生日
の歌を歌い、巨大ケーキに立てた50本のろうそくを吹き消して山口宇部空港の50歳を
お祝いしました。
　開港50周年の節目を迎えた山口宇部空港。11月28日から来年3月25日まで、週3往復
（月・水・土）、韓国・仁

インチョン

川国際空港との間で、初の国際定期便就航が決定しました。ます
ます便利になって、皆さんのお出掛けをサポートします。ぜひご利用ください。

山口宇部空港が開港50周年を迎えました

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7月1日現在）　人口/1,396,698人（対前月比773人減）　男/661,646人・女/735,052人　世帯数/601,217世帯

【送り先】〒753-8501（住所不要） 山口県広報広聴課｢発見やまぐち9月号｣係
FAX 083（933）2598　メール kohoshi@pref.yamaguchi.lg.jp
締切 ▲ ▲ ▲ 9月26日（月）必着　当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます｡
７月号の正解は「㋑　サイクル」でした。

応募方法：クイズの答え､いずれか希望の商品名、住所､氏名､年齢､電話番号､本
誌の感想を記入し､はがき､ファクスまたはEメールでご応募ください｡なお、応募して
いただいた個人情報は、商品の発送とアンケートの集計以外には使用しません。

正解者の中から抽選で、やまぐちブランド｢やまぐち特選乾椎茸」を
5人の方、「やきものでわくわく　浮世絵にうきうき」ペア招待券を
5組の方にプレゼントします。

今回の特集1で紹介した観光キャ
ンペーンのメインキャラクターは
次の3人のうち誰でしょう。

ア 高杉晋作
イ 木戸孝允
ウ 伊藤博文

本誌へのご意見、ご感想をお寄せください。県政へのご意見、ご要望などもお待ちし
ています。ご意見など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
管理します。

【県ホームページ】 
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/　　
【県携帯サイト】 
http://mobile.pref.yamaguchi.lg.jp/

山口県産の原木で栽培した肉厚で高品質な
椎茸を厳選し、乾燥でギュッとうま味を凝縮さ
せました。歯応えのある食感が特徴で、かさ
の開き具合によって味わいが変わります。さま
ざまな料理でお楽しみいただけます。

～うま味がギュッと！やまぐち乾椎茸～

やまぐち特選乾
ほし

椎
しい

茸
たけ

※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
開館20周年記念特別企画展Ⅰ
東洋陶磁と浮世絵 ― 館蔵名品選

やきものでわくわく
浮世絵にうきうき

県立萩美術館・
浦上記念館
（萩市）

9月10日（土）
～10月16日（日）
（10月3日は休館）

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

県立施設ガイド

イベント 日時・会場 内　容 お問い合わせ先

やまぐち総合
スポーツ大会
（きらスポ祭2016）

①10月23日（日）　 9時30分～16時
維新百年記念公園（山口市）

②10月29日（土）　10時～16時
山口きらら博記念公園水泳プール（山口市）

①スポーツ能力測定会、スポーツ教室、
スポーツ体験、スポレク広場　など
②水泳・水球教室、水球エキシビション
マッチ　など

県スポーツ推進課
☎083（933）2435

やまぐち総合
ビジネスメッセ2016

10月28日（金）、29日（土）　10時～16時
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
（周南市）

県内企業が開発した製品などの展示、
講演会、プレゼンテーション、ワーク
ショップ、物販・飲食コーナー　など

県商政課
☎083（933）3110

山口県警察視閲式 11月5日（土）　14時～
山口きらら博記念公園（山口市）

警察部隊の行進、警察音楽隊による
ミニコンサート　など

県警察本部
警務課
☎083（933）0110

催　し

横大判錦絵 天保2～5年（1831～1834年）
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村岡知事は、「若者の県内定着を促進するために」をテーマ
に、県内大学などの学生の皆さんと懇談し、山口県の企業を
知る機会や学んだ専門知識を生かせる企業を増やしてほしい
など、貴重なご意見をいただきました。

村岡知事は、維新百年記念公園陸上競技場（山口市）の改
修など、J1ライセンス取得に必要な環境整備を進めることを、
株式会社レノファ山口の河

かわ

村
むら

孝
たかし

代表取締役社長らに伝えま
した。

男性の家事・育児参加を促進するため、家庭でも簡単に作れ
る、お父さんのための料理教室を開催しました。家族と共に
参加した村岡知事は、他の家族と一緒に豚丼やカボチャの
みそ汁、マヨサラダなどの料理に挑戦しました。

旧県庁舎・旧県会議事堂の創建100周年を記念し、イベント
を開催しました。オープニングセレモニーで村岡知事は、「こ
の建物が歴史的・文化的価値を持つ素晴らしい資産であるこ
とを認識し、後世に引き継いでいきたい」とあいさつしました。

6月27日（月）

6月17日（金）

7月24日（日）

7月17日（日）

知事と
イクメンパパの
料理教室を開催

旧県庁舎・旧県会議
事堂創建100周年
イベントを開催

山口大学で
「元気創出！ どこでも
トーク」を開催

レノファ山口FCの
J1ライセンス取得
を支援
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