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みんなで子育て
応援山口県の
実現に向けて



　未婚化、晩婚化等の進行などに対応するため、個人

の価値観を尊重しつつ、結婚に向けた情報や出会い

の場などの機会を提供します。

やまぐち結婚応縁センターの設置
　結婚相談、マッチング、引き合わせから交際、成婚に

至るまで、きめ細かなフォローを行う「やまぐち結婚応縁

センター」を9月3日に山口市に開設しました。来年1月

以降、東部、西部および北部にも開設する予定です。

結婚・子育て応援デスクの設置　
　結婚から妊娠・出産、子育てに至るまでの総合的な

相談窓口を開設しています。

やまぐち結婚応援団
　結婚に向けた出会いの場づくりとしてパーティーなど

のイベントを実施する企業や団体を募集し、やまぐち結

婚応援団の団員として登録しています。

　団員の実施するイベント情報は、「やまぐち結婚応縁

センター」のホームページで紹介しています。

出会いと結婚を支援

　山口県では、未婚化・晩婚化が進行し、出産年齢が

大幅に上昇していることから、出生数が年々減少してい

ます。平成26年の出生数は10,197人と戦後最低を記

録し、依然として少子化の進行に歯止めがかからない

厳しい状況にあります。

　このような状況の中、県では「やまぐち子育て連盟」※

を通じて、さまざまな取組を展開しています。
※企業、地域、行政などが協働し、結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ目の

ない支援を県民運動として展開し、社会全体で子どもや子育て家庭を支える

気運を盛り上げるため、昨年8月に設立し、現在54団体で構成

県では、人口減少の大きな要因の一つである
少子化の流れを変えていくため、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よう
取り組んでいます。また、今年10月に県が策定した「山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略」
においても、3つの基本的な施策の方向（やまぐち元気宣言）の一つに
「『少子化の流れ』を変える！」を掲げ、社会全体で子育て家庭を支える環境づくりに
積極的に取り組んでいくこととしています。
今回の特集では、結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ目のない支援を紹介します。

山口県における現状

出生数及び合計特殊出生率の推移
（出典：人口動態統計）
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みんなで子育て
応援山口県
の実現に向けて

結婚・子育て応援デスク（県こども政策課内）
☎083（933）4080
平日 9：00～16：00（祝日、年末年始を除く）

山口市神田町1-80 パルトピアやまぐち（防長青年館）3階
月・木・金 １２：００～１９：００　 土・日・祝 １０：００～１７：００
※火曜日、水曜日、年末年始はお休み

☎ 083(976)8300

【入会できる方】
20歳以上の結婚を
希望する独身の方

【入会登録料】
5,000円／年 （登録日から1年間有効）

【会員登録方法】

　
　
　

【会員登録に必要なもの】
□入会申込書（ホームページよりダウンロードできます。）
□本人・住所を確認できる書類（「運転免許証」など）
□独身を証明できるもの（本籍地の市町が発行する「独身証明書」）
□ 入会登録料
□ 写真（閲覧用に掲載する上半身の写真［縦127mm横89mm］1枚）
□ 委任状（代理登録の場合）

電話を利用
電話で来所予約を行い、
必要書類をセンターに持参

ホームページを利用
ホームページから入会申し込みと
来所予約を行い、
必要書類をセンターに持参

除幕する村岡知事

来所予約
会員登録に必要なものがそろっ
たら、電話またはホームページ
で来所日時を予約

会員登録
センターに来所して、プロフィー
ルなどを登録

相手の検索
センターのシステムで、会って
みたい相手を検索し、引き合わ
せの申し込み

相手とのマッチング
スタッフが相手の方に連絡し、
承諾された場合、日時を調整

引き合わせ
センター内で二人が会います

意思確認
正式な交際をスタートするかど
うか、スタッフが確認

交際スタート
お互いに連絡を取り合い、交際
スタート

結婚・退会
結婚が決まったら、退会。記念
品を差し上げます

「やまぐち結婚応縁センター」の
ホームページをご覧ください。

合計特殊出生率
（1人の女性が一生に生む子どもの数）

県全国

やまぐち結婚応縁センター 検 索

詳
し
く
は

平成27年9月オープン！ 

あなたの出会いを

応縁します。

■湯田小学校

■防長苑

■佐々木外科信用金庫

至
小
郡

至
市
役
所

至
県
庁

至
小
郡

翠山荘 ■NTT山口支店
済生会病院

山口
警察署
　　■

湯田中学校■ ■山口県総合庁舎

■郵便局
■KKR あさくら

※来所の際は予約が必要です

国道9号線

セントコア山口

ココ

※本人による登録が困難な場合は、二親等までの親族に限り、
　本人自署の委任状を持参して代理登録することも可能です。

入会から
結婚までの
流れ
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不妊治療への支援
　不妊治療にかかる費用の一部を助成するほか、不妊

専門相談センターで不妊に関する相談に応じています。

　また、今年度から新たに男性不妊治療費への助成

が始まりました。助成内容など、詳しくは県のホームペー

ジをご覧ください。

下記以外に関すること
「周産期医療体制の充実・強化」に関すること
「子どもを守る取組」に関すること
「子育てしやすい職場環境づくり」に関すること

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県こども政策課　☎083（933）2754
・・・・・・・・・・・・・・県医療政策課　☎083（933）2961

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県こども家庭課　☎083（933）2744
・・・・・・・・・・・県労働政策課　☎083（933）3221

お問い
合わせ先

妊娠・出産支援

安心して安全に妊娠・出産・育児ができるよう、
妊娠前から乳幼児期までの一貫した対策を総合的に推進するとともに、不妊治療対策の充実を図っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

児童相談体制の充実・強化
　相談件数の増加や相談内容の複雑・多様化に迅速

かつきめ細かく対応するため、従来の県下５カ所の児

童相談所に加え、今年度から新たに宇部児童相談所

を設置しました。

里親制度の推進
　さまざまな事情により家庭を離れて生活しなければな

らない子どもに温かい家庭を提供するため、家族の一

員として迎え入れ豊かな愛情を持って育ててくださる里

親を募集しています。

子どもを守る取組

子どもの安全確保と健全育成の取組を
積極的に進めています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

やまぐち子育て応援企業宣言制度
　男女がともに子育てしやすい職場環境づくりに積極的

に取り組む事業者に、その取組を宣言していただきます。

　宣言された事業者に対しては、知事表彰ほか、事業者

や従業員向けの優遇融資制度などの特典があります。

やまぐちイクメン応援企業宣言制度
　「やまぐち子育て応援企業宣言」を行った事業者のう

ち、男性が育児参加しやすい職場環境づくりに積極的

に取り組む事業者に、その取組を宣言していただきます。

　宣言された事業者に対しては、知事表彰のほか、「イク

メンパパ子育て応援奨励金制度」などの特典があります。

イクメンパパ子育て応援奨励金制度
　従業員が300人以下のやまぐちイクメン応援企業を

対象に、男性従業員が1日以上の育児休業を取得した

場合に奨励金を支給します。

子育てしやすい職場環境づくり

男女が働きながら安心して子どもを生み育てるために、
出産や子育てしやすい職場環境づくりを進めています。

子育て支援

子育てに負担や不安を感じている家庭が増えていることから、
子育て家庭の負担の軽減などを図るため、子育て家庭への支援の充実を図っています。

１日以上

５日以上

２週間以上

１ヵ月以上

５日未満

２週間未満

1ヵ月未満

５０，０００円
１００，０００円
１５０，０００円
２００，０００円

男性従業員の育児休業取得期間 奨励金額

不妊専門相談センター（県立総合医療センター内）
☎0835（22）8803
毎日 9：30～16：00（祝日、年末年始を除く）

平成27年11月8日（日）10：00～12：00
場所：柳井市文化福祉会館（柳井市）
平成27年11月29日（日）13：00～16：00
場所：ふくふくこども館（下関市）
平成28年1月10日（日）14：00～15：30
場所：ルネッサながと（長門市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

多子世帯への保育料等軽減
　第3子以降の子どもの保育料などを世帯の所得に

応じて軽減しています。今年度から、対象年齢を3歳未

満からすべての未就学児に、対象施設を保育所に加え

幼稚園も含めるよう、拡充しました。

多子世帯への祝い品等贈呈
　第3子以降の子どもが生まれた家庭に対し、やまぐ

ち子育て連盟（キャプテン：山口県知事）からお祝状

とお祝品を贈呈

しています。

　対象世帯や申込

方法など、詳しくは

「やまぐち子育て連

盟」のホームページ

をご覧ください。

やまぐちイクメン維新の展開
　育児を積極的に行う男性「イク

メン」を応援するため、父親向けに

子育てに役立つ情報を盛り込ん

だ「お父さんの育児手帳」を配布

するほか、「イクメンセミナー」を県

内3カ所で開催します。

放課後児童クラブの時間延長支援
　子どもが小学校に就学した後も保護者が子育てと就

労などを両立できるようにするため、今年度から、放課

後児童クラブに対して、18時以降の開所経費につい

ても助成を行っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子育て家庭応援優待事業
　子ども連れの方などにサー

ビスを提供する「子育て家庭

応援優待協賛事業所」では、

料金の割引やポイント加算、

クーポン券の提供などを行っ

ています。

　また、中国5県での相互利

用や子どもが3人以上いる世

帯向けのサービスもあります。

　利用方法やサービス内容な

ど、詳しくは「やまぐち子育て

家庭応援優待」のホームペー

ジをご覧ください。協賛事業

所は、ステッカーが目印です。

やまぐち子どもハッピーフォーラムの開催
　子どもや子育て家庭を社会全体で応援する気運を

高めるため、今年も「やまぐち子どもハッピーフォーラ

ム」を開催します。

やまぐち子育て家庭応援優待 検 索やまぐち子育て連盟 検 索

イクメンパパ子育て応援奨励金 検 索

山口県こども政策課母子保健ガイド 検 索

お父さんの育児手帳

協賛事業所ステッカー

中国地方連携ステッカー

平成27年11月15日（日）10：00～16：30
場所：やまぐちリフレッシュパーク（山口市）
内容：脚本家 福田靖氏の講演や、エアートランポリン、
　　 段ボール迷路、それいけ！アンパンマン ショー など

ふく  だ やすし

このほか、子育て支援には、
乳幼児等への医療費の助成や
延長保育・休日保育の実施など、

市町が実施主体となる
事業があります。

周産期医療体制の充実・強化
　県立総合医療センター内の総合周産期母子医療セン

ターを中心として、入院児支援コーディネーターによるＮＩ

ＣＵ（新生児集

中治療室）等

への長期入院

児への支援を

行うなど、周産

期医療体制の

充実・強化を

図っています。 NICU

3 4　　　　　　2015 l 11月号 2015 l 11月号　　　      　



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

ぶちうまやまぐち総合フェアin台湾

5 2015 l 11月号

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（月）
【問】県税事務所

１０月１日より看護師等の
届け出制度がスタートしました2

　看護師等の人材確保の促進に関す
る法律の改正に伴い、看護師等が離職
時などにナースセンターへ届け出を行う
制度が始まりました。
　センターでは、届け出を行った方の就
職相談対応や情報提供などの支援を
行っています。
■届け出対象
・病院等を離職した場合
・看護師等の業務に従事しなくなった
場合
・看護師等の免許を受けた後、看護
師等の業務に直ちに従事する見込
みがない場合

■届け出方法
インターネットまたは書面により届け出
（職場によっては、離職時の就業先
での手続きも可能）

【問】山口県ナースセンター
　　（山口県看護協会内）
　　☎0835（24）5791

「やまぐち健康マイレージ事業」
がスタートしました3

　健診の受診やウオーキングなど、健
康づくりにつながる取組を実践すること
でポイントが付与される「やまぐち健康
マイレージ事業」が始まりました。
　一定以上のポイントをためた方に
は、協働で事業を実施する市町などから
「やまぐち健康づくり応援カード」が交
付され、県内の協力店でさまざまなサー
ビス（特典）が受けられます。

◇健康づくりメニュー（例）
•健診の受診   10ポイント
•健康づくりに関する教室、イベント
等への参加 5ポイント
•生活習慣（運動、食生活等）の改善
 1日1ポイント

※実施市町など、詳しくはお問い合わせください。

【問】県健康増進課　☎083（933）2950

山口宇部空港‐韓国間の国際
連続チャーター便が運航されます4

　昨年大好評につき、大幅増便されま
した。ぜひご利用ください。
■運航区間
　山口宇部-仁

イン

川
チョン

国際空港（ソウル）間
■出発日
　 12月4日（金）～3月25日（金）の
　水・金・日曜日
■旅行日程（ソウル3日間・4日間）

山口宇部発（往路便）仁川国際発（復路便）
1 金曜日 9時20分 日曜日17時30分
2 日曜日19時50分 水曜日 8時00分
3 水曜日10時30分 金曜日 7時00分

【問】県交通政策課　☎083（933）2522
【問】【申】最寄りの「ルックJTB」取扱店

ふるさと山口企業合同
就職フェアを開催します5

■対象者
大学や短大などを来春卒業予定の
方、求職中の方
■日程
12月18日（金）
［午前］10時～12時30分
［午後］13時30分～16時
※午前と午後で参加企業が入れ替わります。

■会場
　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

募 集

中高一貫教育を行う県立中等教育学
校と県立中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（月）～7日（木）（消印有効）
■試験日
　1月16日（土）
※応募資格や願書の請求方法など、詳しく
はお問い合わせください。

【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

とどけるん 検 索

※【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。

　県産農林水産物の輸出拡大と海外からの観光客誘致を図るため、9月11日・12日の
2日間、台北・台中・高雄において「台湾縦断キャラバン」を実施しました。
　初日には、台北市内のホテルで「ぶちうまやまぐち総合フェアin台湾」を開催し、県産食材
を使用した料理の試食や日本酒の試飲、観光プロモーション等により本県の魅力をアピー
ルするとともに、旅行代理店や食品輸入事業者などを対象とする商談会を行いました。
　また、台中・高雄では、県産農林水産物の販路拡大に向け、物産展への出展や商品の
取り扱いを要望するなど、知事自らがトップセールスを行いました。　

「台湾縦断キャラバン」を実施しました

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」
（毎週火曜日　21：54～22：00）県政テレビ番組

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！クイズ『発見 ぐぐぐまぐままやまや 』ちちちクイズ『発見やまぐち』 ぶちうまい『やまぐちブラ 』ンド』 べべべ食べ食食ををを ろろゃろゃゃちちち う！うううぶちうまい『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27年9月1日現在）　人口/1,397,117人（対前月比634人減）　男/659,808人・女/737,309人　世帯数/602,711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11月号」係
FAX 083（933）2598　メール kohoshi@pref.yamaguchi.lg.jp
締切 ▲ ▲ ▲ 11月30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。
※9月号の正解は「㋑ 12」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、「中華の服飾芸術｣ペア招待券を5組の方にプレゼントします。

今回の特集で紹介した、「やまぐち結婚○○
センター」。○○に入るのは、次の3つのうち
どれでしょう。

ア  相談
イ  支援
ウ  応縁

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/

　山口県産の原木栽培による安心・安全な
「乾椎茸」のうち、肉厚で品質が優れたもの
を厳選した「やまぐち特選乾椎茸」は、歯応え
のある食感が特徴で、乾燥によって椎茸の旨
みがギュッと閉じ込められています。

～旨みがギュッ！と やまぐち乾椎茸～

やまぐち特選乾
ほし

椎
しい

茸
たけ

 
展示会 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先

ドラッカー・コレクション

珠玉の水墨画
｢マネジメントの父｣が愛した日本の美

県立美術館
（山口市）

10月30日（金）
～12月6日（日）
（11月9日、16日、30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

シリーズ山東文物9

中華の服飾芸術
県立萩美術館・
浦上記念館
（萩市）

12月12日（土）
～1月17日（日）
（12月21日、12月28日
～1月1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

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22日（日） 9時30分～10時30分
福川漁港（周南市）

ふるさとの海・川に関するポスター表彰、
トラフグ・キジハタなどの種苗放流
※「周南さかなまつり」を同時開催

県水産振興課
☎083（933）3540

共生社会推進フェスタ2015
（県障害者芸術文化祭、
 人権作文コンテスト）

12月1日（火）～4日（金） 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、
写真等）の展示

県障害者支援課
☎083（933）276512月6日（日） 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

県立施設ガイド

催　し

※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名以上の団体料金です。

雪村周継「月夜独釣図」
表装付き

二級文物　闘牛袍　
明時代　山東博物館蔵
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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。
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誰もが障害に対する理解を深め、配慮を実践する「あいサポート
運動」の気運の醸成を図るため、山口市で開催した「あいサポー
トやまぐち」キックオフフォーラムで、村岡知事は平

ひら

井
い

伸
しん

治
じ

鳥取県
知事と「あいサポート運動」の推進に関する協定を締結しました。

岩谷産業株式会社が周南市で整備を進めてきた、中国・四国
地方で初となる水素ステーションの開所式に出席した村岡知
事は、「水素需要の拡大、利活用の促進を力強く進めていく」
とあいさつしました。

平成30年の明治維新150年に向け、幕末・維新期の「薩長土
肥」の知名度を活用した広域観光プロジェクトとして、鹿児島
県、山口県、高知県、佐賀県および各県観光団体からなる「平
成の薩長土肥連合」盟約締結式を東京都で開催しました。

親子が触れ合う機会の充実を図り、仕事と家庭を大切にでき
る職場づくりを進めるため、「山口県庁こども参観デー」を実
施しました。村岡知事は「お父さん、お母さんが、どんな仕事を
しているのか見てきてください」と話しました。

8月9日（日）

8月4日（火）

8月31日（月）

8月19日（水）

「平成の薩長土肥連合」
盟約締結式を開催

「山口県庁こども
参観デー」を実施

「あいサポート運動」
の推進に関する
協定を締結

「イワタニ水素
ステーション山口
周南開所式」に出席




