


子供にとっての魅力
●自己肯定感や他人を思いやる心が育ちます。
●地域の担い手としての自覚が高まります。

教職員にとっての魅力
●地域の方の理解と協力を得た学校運営が
実現します。

●地域人材を活用した教育活動が充実します。

保護者にとっての魅力
●学校や地域に対する理解が深まります。
●地域の中で子供たちが育てられているとい
う安心感があります。

地域の方にとっての魅力
●経験を生かすことで生きがいや自己有用感
につながります。

●学校を中心とした地域ネットワークが形成さ
れます。

山口県の取組

　少子高齢化や核家族化、高度情報化の進展などに

伴い、子どもたちが異なる世代と触れ合う機会が減少

し、体験活動の不足や自己肯定感の低下など、子ども

の育ちに関するさまざまな課題が生じています。

　県では、地域住民や保護者の声を学校運営に生か

す仕組みである「コミュニティ・スクール」を核とし、本

県独自の取組である「地域協育ネット※」の仕組みを生

かした「やまぐち型地域連携教育」に取り組んでいま

す。この取組により、学校教育の充実や子どもたちの

生きる力の育成をめざしています。さらにこの取組は、

地域の活性化にもつながっていくと考えています。
※「地域協育ネット」は、おおむね中学校区をひとまとまりとして、幼児期から
中学校卒業程度までの子どもを地域ぐるみで見守り、支援する仕組みです。

県では、学校と家庭、地域が連携・協働し、
社会総がかりで子どもたちの学びや育ちを見守り、支援する教育を推進しています。
今回の特集１では、社会全体で次代を担う子どもたちを育てる
「地域教育力日本一」をめざす取組を紹介します。

県内各地の取組を紹介
～あなたも参加してみませんか～

各学校や地域で「コミュニティ・スクール」や
「地域協育ネット」のさまざまな取組を行っています。

子どもを取り巻く現状

県内小・中学校における
コミュニティ・スクール設置率 93.1%

地域
教育力
日本一
の取組を推進しています

コミュニティ・スクールの
取組で広がる魅力

地域の方や保護者に問題の答え合わせをし
ていただく丸付けボランティアにより、子ども
のやる気を引き出します。

小中学生が考えた学校生活をよりよくするた
めのきまり「あたりまえ１０箇条」の推進方法
を、中学生が地域の方と一緒に考えました。

学校に、地域住民の集いの場となるコミュ
ニティルームを開設。地域住民の方との
交流のほか、米軍岩国基地の子どもたち
との国際交流も実施しました。

多目的教室を開放して、地域の学習グルー
プ「コミュニティクラブ東亜」の方が中国語・
韓国語教室を開催。地域の方が来校されるこ
とで、子どもたちは地域を身近に感じられます。

コミュニティルームの開設
【岩国市立通津小学校】

外国語講座の開催
【下関市立勝山中学校】

丸付けボランティアの活動
【阿武町立阿武小学校】

意見交換会の実施
【山口市立大内中学校】

各市町教育委員会
県義務教育課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）４595
県社会教育・文化財課・・・・・・・・・・☎０８３（９３３）４６61

お問い合わせ先

文部科学省作成資料「コミュニティ・スクール2015」より抜粋

（全国平均7.6%  H27.4.1現在） H27.10.1現在

全国1位！

これらの取組に興味のある方は、お住まいの地域の市町教育委員会へお問い合わせください。

特集
1
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1 2 3　県では今年度から、うその内容で電話をかけ、高齢者

などから金銭をだまし取ろうとする犯罪を「うそ電話詐欺」

と呼んでいます。これは、この犯罪が、うその内容の電話

から始まる詐欺であることを、県民の皆さんにストレート

に伝えるため、名付けられたものです。現在も多くの被

害があるため、被害防止の呼び掛けを強化しています。

県では、県民総ぐるみで「うそ電話詐欺」による被害を
防止するため、「うそ電話詐欺撲滅県民運動」を推進しています。
「うそ電話詐欺」にだまされないよう対策を行い、
みんなで被害防止に取り組みましょう。

新名称は「うそ電話詐欺」

山口県の
平成２６年度決算
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５１億
円で、引き続き黒字となりました。

県税
23%

県債
14%

県債の償還
（借金の返済）
17%

地方交付税
25%

国からの
補助金など
16%

農林水産業や
商工業の振興
13%

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
15%

うそ電話詐
欺

　  撲滅県
民運動
実施中！被害防止の主役は「あなた」

県・市町・事業者・県民がそれぞれの立場で、うそ電話詐欺について理解し、
被害に遭わないよう、お互いに声を掛け、県民総ぐるみで被害防止に努めることが大切です。

被害防止に向け、 ３ない運動 を実践しよう！

【掲載中止の連絡先】
タウンページセンタ
☎0120-506309
平日 ９：00～17：00

お問い合わせ先 特集の内容について・・・・・・
被害・相談について・・・・・・・・

県警察本部生活安全企画課 ☎083-933-0110（代表）
最寄りの警察署、交番・駐在所
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うそ電話詐欺の認知件数・被害額

オレオレ詐欺
息子などになりすまし、
「風邪を引いて声が変
わった。携帯電話の番
号が変わった」などと
電話してくる詐欺です。

ナンバーディスプレイの
導入や留守番電話設定により、
相手を確認してから
電話に出ましょう。
警告メッセージ付き
通話録音装置の設置も
有効です。

犯人は、だます相手を
電話帳から探している場合があるようです。
電話帳への掲載を見直しましょう。

知らない相手からの
電話は早めに切りましょう。
「家族に相談してみる」や
「警察に相談する」など、
あらかじめ何と言って
切るか決めておくことが
有効です。

還付金詐欺
市役所などの職員をかたり、「医
療費の払い戻しがある。キャッ
シュカードと携帯電話を持って、
ＡＴＭに行って」などと電話で指
示をしてくる詐欺です。

▶公的機関が還付手続きで、ＡＴＭの操作を指示
　することはありません。

その他
「名義を貸してほしい」、「レター
パック、宅配便で現金を送って」
といった電話は詐欺です。また、
マイナンバーや電力自由化など、
新しい制度が始まる時には、その
制度に関連した新種の詐欺にも
注意しましょう。

▶以前から知っている息子などの
　電話番号にかけて確認しましょう。

電話にすぐ出ない 電話帳に載せない 電話で長く話さない

県の支出
6,847億円

50,34450,344

114

特集2うそ電話詐欺
にだまされないで！

※各数値は億円未満を四捨五入しているため、計算結果が一致しない場合があります。

※不審な電話を受けた場合は、必ず家族や警察に相談してください。

【運動ス
ローガン】

みんなでな
くそう

『うそ電話
詐欺』

うそ電話詐欺の手口と対策

自主財源
45%
（県が独自に
確保できる財源）

依存財源
55%
（国からの交付
などにより確保
される財源）

約3億円！

ＡＴＭ

（A）
（B）

（A）-（B）=（C）
（D）

（C）-（D）

収入額
支出額
収入支出差引
翌年度繰越財源
実質収支額

平成２６年度決算の概要（一般会計）　　　　　 （単位：億円）
区　　分 ２６年度 ２5年度 対前年度

6,986
6,847
 139
87
51

7,128
7,029
99
54
46

 △142
 △182

39
34
6

収入の減少理由
公共事業関係費に充てるための国からの
交付金が減少したほか、財源の不足に対応
するために借り入れる県債が減少したこと
などにより、収入は減少しました。

支出の減少理由
国からの交付金が減少したことに伴う基金(県の
貯金)への積立金の減少や、公益財団法人やま
ぐち農林振興公社への貸付金が減少したことな
どにより、支出は減少しました。

初代タイガーマスクの佐山聡さんも「うそ電話詐欺撲滅宣言！！」

県の収入
6,986億円

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

  21%

決算についてのお問い合わせ先：県会計課 ☎083（933）3920
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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」
（毎週火曜日　21：54～22：00）県政テレビ番組

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

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！

5 2016 l 3月号 2016 l 3月号 6

お 知 ら せ

公職選挙法の改正により、選挙権年齢
が満18歳以上に引き下げられます1

　公職選挙法の改正は、6月19日から
施行され、施行日後に公示される国政
選挙から適用されます。
※選挙で投票するためには、住民票を基に調製

される選挙人名簿に登録されていることが必
要です。進学や就職などで引っ越した場合は、
住民票を移しましょう。

【問】県選挙管理委員会事務局
☎083（933）2320

やまぐち社会貢献活動支援
ネットに会員登録しませんか2

　県では、ボランティアの総合情報サイ
ト「やまぐち社会貢献活動支援ネット」
を開設しました。地域に貢献したいとお
考えの皆さん、ぜひご活用ください。
■利用できる機能
・ボランティアの募集情報や参加希
望情報の検索・閲覧・登録

・ボランティア活動への参加申し込み
・メールによる情報提供

※情報の検索・閲覧以外の機能を使われる際
は会員登録が必要です。

【問】やまぐち県民活動支援センター
☎083（934）4666

児童扶養手当、特別児童
扶養手当をご利用ください3

■児童扶養手当
離婚や未婚等により、ひとり親で児童
を養育等している父もしくは母、または
代わりに養育している方などに支給

■特別児童扶養手当
身体または精神に障害があり、日常
生活に著しい制限を受けている児童
を養育している方などに支給

※手当の支給については、所得制限などの支
給要件があります。

【問】県こども家庭課　☎083（933）2751
【問】【申】各市町の担当課

募 集

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5月9日現在
■派遣期間　原則2年間
■募集期間

4月1日（金）～5月9日（月）
■募集説明会日程・会場（予約不要）

･4月3日（日）
シニア13時～　青年14時30分～
山口県政資料館（山口市）

･4月16日（土）　14時～
下関市生涯学習プラザ（下関市）

･4月18日（月）　18時30分～
岩国市役所　（岩国市）

【問】県国際課　☎083（933）2347

食の安心モニターを
募集します5

　日常の購買活動等を通じて、食品表
示などをモニタリングしていただく「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29年3月31日
■募集人員　40人
■募集期間

3月22日（火）～ 4月14日（木）（必着）
【問】【申】各市町の消費者行政担当課
【問】県生活衛生課　☎083（933）2974

やまぐち就農支援塾「作目基
礎研修」受講生を募集します6

　野菜､水稲、花き、果樹の栽培管理
や牛の飼養技術を日曜日に学ぶ「作目
基礎研修」の受講生を募集します。
■対象者

県内で農業に取り組もうと考えてい
る方
■研修場所

県立農業大学校（防府市）
■受講期間

5月～翌年1月（13～15回程度）
■募集期間

3月14日（月）～ 4月15日（金）（必着）
【問】【申】県立農業大学校

☎0835（27）2714

検 索やまぐち社会貢献活動支援ネット
検 索JICAボランティア

※【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。

　選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられることになったことを受け、次代を担う高校生
が県議会の役割や県行政への理解を深めることを目的に、県議会議員の定数と同じ47
人の高校生を迎えて、1月20日に「第1回やまぐち高校生県議会」を開催しました。
　高校生県議会は、畑

はた

原
はら

基
もと

成
なり

議長が実際の県議会本会議と同じ議事運営により進行し、
「山口県を元気で住みやすい県とするための取組」をテーマに、人口減少問題や観光振
興など幅広い分野で高校生ならではの視点による質問や提案が出され、知事など県執行
部が答弁しました。

「第1回やまぐち高校生県議会」を開催しました

【県人口・世帯数】（平成28年1月1日現在）　人口/1,402,913人（対前月比813人減）　男/664,066人・女/738,847人　世帯数/598,202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3月号｣係
FAX 083（933）2598　メール kohoshi@pref.yamaguchi.lg.jp
締切 ▲ ▲ ▲ 3月31日（木）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｡
1月号の正解は「㋐ もの」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｢ゆめほっぺ」を5人の方、
「リバプール国立美術館所蔵 英国の夢 ラファエル前派展」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、県内小・中
学校の「コミュニティ・スクール」設置
率は、次の3つのうちどれでしょう。

ア 33.1%
イ 63.1%
ウ 93.1%

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/

　県が開発したオリジナルかんきつ「せとみ」
の中でも、厳しい品質基準をクリアしたもの
を「ゆめほっぺ」と名付けました。糖度13.5度
以上と屈指の甘さやプチプチとはじける食感
が魅力で、中袋ごと食べられます。

～幸せを運ぶ春みかん～

ゆめほっぺ

※ 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。

展覧会 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先

リバプール国立美術館所蔵

英国の夢
ラファエル前派展

県立美術館
（山口市）

3月18日（金）
～5月8日（日）

（3月28日、4月11日、
18日、25日は休館）

一般  1,300円（1,100円）　
70歳以上・学生 1,100円  （900円）文

※（　）内は前売りおよび20名以上の団体料金です。

☎083（925）7788

イベント 日時・会場 内　容 お問い合わせ先

スプリングフェスタ
3月18日（金）～21日（振休）
9時～17時
やまぐちフラワーランド（柳井市）

ミニテラコッタ（植木鉢）を使ったいろいろ体験
（トールペイント、多肉植物の植え付け、ドライフ
ラワーアレンジメント）、園内クイズラリー　など
※体験は19日、20日のみ

やまぐちフラワーランド
☎0820（24）1187

シンフォニア・フェスタ 3月26日（土）　10時～15時
シンフォニア岩国（岩国市）

市民楽団とプロ奏者によるコンサート、アートや
楽器、ジャグリングの体験コーナー、映画上映　
など

シンフォニア岩国
☎0827（29）1600

県立施設ガイド

催　し

ダンテ･ゲイブリエル･ロセッティ
《シビラ･パルミフェラ》1865-70年

ⒸCourtesy National Museums Liverpool, Lady Lever Art Gallery 

岩手県・宮城県・福島県から
のお知らせ
　岩手・宮城・福島の3県では、農林
水産物の安全・安心を確保するため、
生産・流通・消費の各段階で放射性
物質検査を行い、安全性が確認され
た生産物のみを出荷しています。
　3県の農林水産物を安心してお買
い求めください。
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県政ワンショット ♯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
！！

●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。

古
紙
パ
ル
プ
配
合
率
70%

再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

メ
ー
ル

FA
X

TE
L

（
通
巻
199号

）

7 2016 l 3 月号

平成27年度豊かなむらづくり全国表彰で最優秀事例に選ば
れ、農林水産祭むらづくり部門において内閣総理大臣賞を受
賞した「須佐地区一本釣船団」の関係者の皆さんが、村岡知
事を表敬訪問されました。

2016年リオデジャネイロオリンピックの卓球競技代表選手
に内定した吉村選手が村岡知事を表敬訪問されました。知
事は「ぜひメダルを取ってください。応援しています」と激励
しました。

障害のある方が制作された優れた芸術作品を県庁のエントラ
ンスホールに展示する「県庁あいサポートアートギャラリー」の
除幕式を開催しました。今後、展示作品は4カ月ごとに入れ替
え、通年展示する予定です。

「第28回技能グランプリ」、「第53回技能五輪全国大会」、
「第10回若年者ものづくり競技大会」の入賞者22人に対
し、県知事表彰を行いました。村岡知事は入賞者の皆さんの
さらなる活躍に期待を寄せました。

12月24日（木）

12月16日（水）

1月21日（木）

12月25日（金）

「県庁あいサポート
アートギャラリー」
の除幕式を開催

平成27年度技能五輪等
技能競技大会入賞者
表彰式を開催

「須佐地区一本釣
船団」が知事を
表敬訪問

吉
よし

村
むら

真
ま

晴
はる

選手が
知事を表敬訪問


