
（単位　千円）

事　　業　　内　　容 所管部局 予 算 額
計上
区分

魁ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

　産　業　維　新　　　　　　　　　　　 1,163,516

1 時代を勝ち抜く産業力強化 17,635

新 デジタル技術導入推進事業
ＡＩや無人カメラ等のデジタル技術を活用し、効率的・効果的
な維持管理や計画的な老朽化対策等を行い、電気及び工業用水
の安定供給体制を強化

企　業　局 11,000 R3当初

高度産業人材確保事業
奨学金返還補助制度を活用し、産業におけるＤＸの加速に向け
たデジタル人材を確保

産業戦略部 6,635 R3当初

2 次代を切り拓く成長産業発展 249,125

新
ものづくり企業におけるＤＸ
加速支援事業

県内ものづくり企業等における５Ｇ・ＡＩ技術等の導入・利活
用や新技術等の創出に向けた取組支援、高度デジタル人材の育
成

産業戦略部 48,550 R3当初 ④

やまぐちスマートファクト
リーモデル構築事業

５ＧやＡＩを活用した県内中小企業における製造現場の高度化
を図る先導的事例の創出

産業戦略部 22,147 R3当初

ＩｏＴビジネス創出促進事業
ＩｏＴビジネス創出支援拠点（県産業技術センター）における
研究開発支援

産業戦略部 46,171 R3当初

やまぐちＩｏＴ導入サポー
ター派遣事業

国内大手ＩＴ企業等との連携による県内地域中核企業等の個別
ニーズに的確に対応した技術的サポートの実施

産業戦略部 1,500 R3当初

ＡＩ技術等の活用によるヘル
スケア関連産業創出事業

ヘルスケア関連製品・サービスの事業支援や県民の健康づくり
を通じたヘルスケア関連産業の創出・育成を推進

産業戦略部 28,944 R3当初

新
産学公によるバーチャルラボ
構築事業

ニューノーマルに対応した研究開発基盤の構築に向けた研究機
器の遠隔利用等の実証

商工労働部 10,000 R3当初 ④

宇宙利用産業創出支援事業
衛星データを利用したビジネスモデル構築に向けたニーズ調
査、ソフトウェア開発支援等

商工労働部 81,813 R3当初 ④

データサイエンス活用推進事
業

データサイエンティスト育成に係る専門カリキュラムの受講支
援や、ビッグデータ解析等によるケーススタディを実施

商工労働部 6,000 R3当初 ④

新 水中ロボット産業育成事業
令和３年度開設予定の艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サ
テライト（仮称）を活用した水中ロボット産業の育成及びイノ
ベーションの創出

商工労働部 4,000 R3当初

3 中堅・中小企業の「底力」発揮 671,399

新 未来型商店街創造事業
デジタル技術を活用した地方商店街のビジネスモデル創出に向
けた実証事業の実施

商工労働部 62,000 R3当初 ④

中小企業クラウド型ＲＰＡ共
同利用化推進事業

中小企業のクラウド型ＲＰＡの共同利用に係るモデル構築、横
展開を実施

商工労働部 27,310 R3当初

３Ｄものづくり技術活用推進
事業

３Ｄ技術の高度活用人材の育成、生産現場への３Ｄ技術導入支
援

商工労働部 10,104 R3当初 ④

やまぐちＩＴ・サテライトオ
フィス誘致推進事業

若者・女性の県内定住を図るため、情報発信の強化・ＩＴ人材
の育成等により、ＩＴ関連企業等の進出を促進

商工労働部 32,723 R3当初

新
中小企業ＤＸ推進総合支援事
業

中小企業のＤＸを推進するため、情報処理システム構築やＤＸ
推進人材育成の支援、mirai365を改修したＤＸラボでのセミ
ナー等を実施

商工労働部 271,546 R3当初 ④

新
中小企業制度融資（ＤＸ対応
支援資金）

中小企業者がＤＸを通じた革新的な生産性向上や既存ビジネス
の変革、新規ビジネスの創出に取り組むために必要な資金を貸
付（融資枠５億円）

商工労働部 185,000 R3当初 ④

新
新たな就職・採用スタイル推
進事業

ＶＲコンテンツ制作による県内企業の魅力発信、オンライン・
オフラインを組み合わせた企業見学会・交流会の開催、オンラ
インでのインターンシップの推進

商工労働部 17,500 R3当初

事　業　名
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新
地域雇用創造事業（求職者
キャリアアップ支援）

離職者等を対象としたデジタル分野での産業人材の育成 商工労働部 19,900 R3当初

雇用のセーフティネット強化
事業

オンラインの活用により就職氷河期世代に対する県内就労や社
会参加を支援

商工労働部 5,000 R3当初

外国人材企業受入支援事業
オンラインも活用した外国人留学生と県内企業との交流会（業
界研究セミナー等）の開催

商工労働部 3,329 R3当初

職業能力開発支援事業 職業訓練におけるデジタル分野での産業人材の育成 商工労働部 4,917 R3当初

新 建設ＤＸ加速化事業
建設現場の生産性向上を図るため、測量・設計、施工、維持管
理の各段階で３次元モデルの活用を促進するためのガイドライ
ンを作成

土木建築部 20,000 R3当初 ④

建設ＩＣＴ導入普及推進事業 ＩＣＴ活用に係る技術者を養成するためのセミナーを開催 土木建築部 12,070 R3当初

4 強い農林水産業育成　　　　　 225,357

次代を切り拓くスマート農林
漁業研究開発事業

ＩＣＴ等を活用する生産技術を開発 農林水産部 68,483 R3当初

スマート農業実装加速化事業
中核経営体によるスマート農機の試用、技能講習等の実施を通
じてスマート農業の実装を加速化

農林水産部 20,168 R3当初

新
やまぐち「農の継活」スター
トアップ推進事業

農業経営資産のデジタル化をはじめとした経営継承のモデル実
証を実施

農林水産部 22,000 R3当初 ⑤

新
畜産オンライン生産システム
実装推進事業

畜産農家と関係機関が一体となった牛のクラウドシステムや健
康監視システムの実装による情報共有の推進

農林水産部 4,690 R3当初 ⑤

畜産経営スマート化促進事業
ＩＣＴ等先進技術に関する研修会や経営マネジメント支援を通
して、先進技術の導入を促進

農林水産部 1,942 R3当初

新
林業労働環境デジタル化推進
事業

林業事業体による労働環境の改善に資するスマート林業技術の
導入を支援

農林水産部 15,000 R3当初 ⑤

新
やまぐちスマート林業実装
チャレンジ事業

様々なスマート林業技術を現場特性に最も適したものを組み合
わせ、パッケージで導入する取組を支援

農林水産部 36,000 R3当初 ⑤

ドローンによる低コスト再造
林推進事業

市町・森林組合・林業事業体によるドローン・映像解析ソフト
の導入を支援

農林水産部 7,049 R3当初

新
スマート水産業社会実装推進
事業

漁獲情報等を収集するデータ基盤を構築しビッグデータによる
資源管理や、生産と流通の双方向の情報共有基盤を構築

農林水産部 11,000 R3当初 ⑤

新
やまぐちの農林水産物デジタ
ル販促推進事業

アプリ開発やカタログギフトのデジタル化により、県産農林水
産物の需要をさらに拡大

農林水産部 39,025 R3当初 ⑤

　大 交 流 維 新　　　　　　　　　　　 549,194

5 交流を拡げる基盤整備　　　 51,460

新たなモビリティサービス調
査・実証事業

JR新山口駅を中心としたＭａａＳの開発・実証に取り組み、
二次交通を充実

産業戦略部 51,460 R3当初

6 選ばれる観光目的地やまぐち実現 92,544

新
デジタルプラットフォーム活
用による観光周遊促進事業

観光事業者によるGoogleを活用した情報発信やマーケティン
グを支援することにより、国内外の観光客の県内周遊を促進

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

32,844 R3当初 ⑥
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新 新たな美術館魅力創出事業
県立２美術館収蔵作品のデジタル化を進め、このデジタルデー
タを活用したオンライン展覧を開催

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

43,000 R3当初 ⑥

最先端技術による新たな芸術
文化魅力創出事業（再掲）

５ＧＶＲを県立美術館から県内各地域の文化施設等へ展開
観光ｽﾎﾟｰﾂ

文化部
16,700 R3当初

7 国内外での新たな市場開拓 168,690

新
新型コロナ対策ＥＣ送料支援
事業

県内事業者が運営するＥＣサイトで販売する送料を支援 商工労働部 135,000 R3当初

越境ＥＣ活用推進事業
県内中小企業の越境ＥＣ市場への参入を促進するため、利活用
セミナーやオンライン商談、プロモーション活動を実施

商工労働部 6,000 R3当初

新
やまぐち発農山漁村イノベー
ション推進事業

６次産業化・農商工連携の推進に向け、オンライン商談システ
ムの導入、ＡＩカメラ・デジタルサイネージ等を搭載した次世
代型自販機によるマーケット調査等を実施

農林水産部 27,690 R3当初 ⑤

8 やまぐちへの人の還流・移住・定住促進 236,500

新
やまぐち創生テレワーク推進
事業

「地方創生テレワーク」のモデルオフィスを県庁１階に開設
し、都市部テレワーカーの受入れ・移住等を促進

総合企画部 67,000 R3当初 ⑥

新 ワーケーション推進事業
本県独自の推進モデルにより、休暇先でテレワークを行う
「ワーケーション」を積極的に呼び込む

総合企画部 85,000 R3当初 ⑥

新 テレワーク移住支援事業
国の地方創生移住支援事業を活用し、新たにテレワーカーや、
地域と強い関わりがある関係人口の本県への移住を支援

総合企画部 15,000 R3当初

「住んでみぃね！ぶちええ山
口」移住促進事業

移住に向けた働きかけ、相談対応・情報提供、受入支援を実施 総合企画部 52,000 R3当初

新
新たな就職・採用スタイル推
進事業（再掲）

ＶＲコンテンツ制作による県内企業の魅力発信、オンライン・
オフラインを組み合わせた企業見学会・交流会の開催、オンラ
インでのインターンシップの推進

商工労働部 17,500 R3当初

　生　活　維　新　　　　　　　　　　　　 3,746,663

9 結婚、妊娠・出産、子育て応援 144,420

新
子育てＡＩコンシェルジュ導
入事業

ＡＩチャットボットの導入による、２４時間いつでも相談でき
るシステムを構築し、出産から子育てまで一貫した伴走型支援
を実施

健康福祉部 45,586 R3当初 ①

ぶち幸せおいでませ！結婚応
縁事業

やまぐち結婚応縁センターを核として、会員間のスピーディー
なマッチングや相談対応を実施

健康福祉部 70,158 R3当初

新
つながるやまぐちＳＮＳ相談
事業

子育ての悩みや虐待、ＤＶ等に関する相談にワンストップで対
応するＳＮＳ相談窓口を設置

健康福祉部 28,676 R3当初 ①

10 やまぐち働き方改革推進　　　 168,300

新
働き方の新しいスタイル推進
事業

テレワーク、ウェブ会議の継続的な利用促進やデジタル技術を
活用したワークプレイスの取組事例の創出を図ることで、働き
方の新しいスタイルの実践・定着を推進

商工労働部 100,100 R3当初 ④

新
新たな就職・採用スタイル推
進事業（再掲）

ＶＲコンテンツ制作による県内企業の魅力発信、オンライン・
オフラインを組み合わせた企業見学会・交流会の開催、オンラ
インでのインターンシップの推進

商工労働部 17,500 R3当初

新
地域雇用創造事業（人材確
保・定着推進）

テレワーク導入による多様な働き方の実現に向けたコンサル
ティング支援等により人材の確保・定着を推進

商工労働部 21,000 R3当初

新
地域雇用創造事業（スキル
アップ実装支援）

デジタル技術の活用による社内業務の内製化の促進 商工労働部 29,700 R3当初
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11 快適な暮らしづくり推進　　　 326,915

ぶちエコやまぐちＣＯ₂削減加
速化事業

「ＣＯ₂排出見える化」スマートフォンアプリの開発・活用に
よる地球温暖化対策の実践行動の促進

環境生活部 271,545 R3当初

新
ＥＶによる分散型エネルギー
活用推進事業

ＥＶの蓄電機能をＩｏＴで制御することで、地域の再生可能エ
ネルギーを有効活用するための実証を実施

環境生活部 15,120 R3当初

バス交通系ＩＣカード整備促
進事業

県内路線バスへの交通系ＩＣカード導入に係る経費を支援
観光ｽﾎﾟｰﾂ

文化部
33,950 R3当初

新たな地域交通モデル形成推
進事業

ダイナミック・プライシングの視点を取り入れたタクシーによ
る移動手段確保実証事業への支援、実証事業の効果検証を踏ま
えた取組方針の見直しの検討

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

6,300 R3当初

12 新時代を創造する人材育成　　　 2,732,549

私立高等学校等「未来型教
育」支援事業

ＧＩＧＡスクールサポーター配置支援、ＩＣＴ活用指導力向上
支援

総　務　部 17,325 2月補正 ②

新
クリエイティブ・キッズ育成
事業

デジタルからアナログまで様々なワークショップを一堂に集め
たイベントを開催し、多くの子供が体験しながら学ぶ場を創出

総合企画部 14,000 R3当初

新 ＩＣＴ教育基盤高度化事業
ＹＳＮを活用し、県立高校がＳＩＮＥＴ(学術情報ネットワー
ク)に接続できる、超高速ネットワーク環境を整備

総合企画部 124,850 R3当初 ②

新
ものづくり企業におけるＤＸ
加速支援事業（再掲）

県内ものづくり企業等における５Ｇ・ＡＩ技術等の導入・利活
用や新技術等の創出に向けた取組支援、高度デジタル人材の育
成

産業戦略部 48,550 R3当初 ⑩

高度産業人材確保事業（再
掲）

奨学金返還補助制度を活用し、産業におけるＤＸの加速に向け
たデジタル人材を確保

産業戦略部 6,635 R3当初

データサイエンス活用推進事
業（再掲）

データサイエンティスト育成に係る専門カリキュラムの受講支
援や、ビッグデータ解析等によるケーススタディを実施

商工労働部 6,000 R3当初 ⑧・⑩

新
中小企業ＤＸ推進総合支援事
業（再掲）

中小企業のＤＸを推進するため、情報処理システム構築やＤＸ
推進人材育成の支援、mirai365を改修したＤＸラボでのセミ
ナー等を実施

商工労働部 271,546 R3当初 ⑩

新
地域雇用創造事業（求職者
キャリアアップ支援）（再
掲）

離職者等を対象としたデジタル分野での産業人材の育成 商工労働部 19,900 R3当初 ⑩

職業能力開発支援事業（再
掲）

職業訓練におけるデジタル分野での産業人材の育成 商工労働部 4,917 R3当初

新
ＩＣＴを活用した先進的教育
推進事業

教育ビッグデータの活用に向けたプラットフォームの開発や海
外の学校とオンライン授業等を実施するためのコーディネー
ターの派遣、高校生を対象としたＩＣＴコンテストやデータサ
イエンティスト育成講座の開催

教育委員会 186,678 R3当初 ②・⑩

新
デジタル化対応産業教育装置
整備事業

ＤＸに対応し、地域の産業界をけん引する職業人材を育成する
ため、職業系専門高等学校において最先端のデジタル化対応産
業教育装置を整備

教育委員会 1,572,734 2月補正 ②・⑩

新たな学びを実現する教育Ｉ
ＣＴ推進事業

ＩＣＴ機器やネットワーク環境等の管理運用、デジタル教材の
導入、分身ロボットOriHimeの設置、学習用通信機器の貸与

教育委員会 97,293 R3当初

スクールネットワーク２１管
理運営費

県立学校間のネットワークである「スクールネットワーク２
１」や学習者用端末の活用に必要な校内ネットワークの保守等
の管理運営

教育委員会 109,006 R3当初

統合型校務支援システム管理
運営費

校務の効率化を図る全県統一の「校務支援システム」の導入 教育委員会 56,607 R3当初

教育用コンピュータ整備事業
ＩＣＴ機器を駆使した学習環境を実現するため、教員用コン
ピュータ・ソフトウェアを整備

教育委員会 82,090 R3当初
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国公立高校生奨学給付金事業
高校生等のいる低所得世帯に対して、オンライン学習に必要と
なる通信費を支援

教育委員会 31,032 R3当初

ＩＣＴを活用した新たな学び
推進事業

ＩＣＴを積極的に活用し、ＰＢＬやＳＴＥＡＭ教育等の新たな
視点を取り入れた教育プログラムの開発や、教員に対する研修
を実施

教育委員会 17,718 R3当初

学びに向かうやまぐちっ子育
成推進事業

家庭学習で活用できるコンテンツの配信を拡充 教育委員会 1,186 R3当初

やまぐちの活力を支える高校
生就職支援事業

オンライン面接対策の動画を作成・配信 教育委員会 10,444 R3当初

やまぐちで学ぶ！高校教育魅
力向上事業

Web会議システムで複数校をつなぎ、学校や学年にとらわれ
ず、全県立高校等の生徒を対象としたハイレベルな課外授業を
実施

教育委員会 4,940 R3当初

明日のやまぐちを担う産業人
材育成事業

職業能力の向上や職業選択幅の拡大を図るため、資格・検定等
に応じた知識・技術の習得をめざす講座を実施

教育委員会 1,980 R3当初

やまぐちハイスクールブラン
ド創出事業

学校と民間企業をＷｅｂ会議でつなぐ等、オンラインを活用し
た探究的な学習活動の推進及び情報発信等を実践

教育委員会 4,343 R3当初

就学奨励費
特別支援学校の児童生徒のいる低所得世帯等に対して、オンラ
イン学習に必要となる通信費を支援

教育委員会 15,382 R3当初

新
新たな博物館展示創出事業
（再掲）

山口博物館所蔵品をデジタル化し、魅力あるコンテンツを提供 教育委員会 20,000 R3当初 ②

いじめ・不登校等対策強化事
業

児童生徒を対象にした不登校等に係るオンラインによる相談・
カウンセリング体制を整備

教育委員会 7,393 R3当初

13 人を豊かにする環境づくり推進 115,140

新
新たな美術館魅力創出事業
（再掲）

県立２美術館収蔵作品のデジタル化を進め、このデジタルデー
タを活用したオンライン展覧を開催

観光ｽﾎﾟｰﾂ
文化部

43,000 R3当初

最先端技術による新たな芸術
文化魅力創出事業

５ＧＶＲを県立美術館から県内各地域の文化施設等へ展開
観光ｽﾎﾟｰﾂ

文化部
16,700 R3当初

新 新たな博物館展示創出事業 山口博物館所蔵品をデジタル化し、魅力あるコンテンツを提供 教育委員会 20,000 R3当初

新
県立社会教育施設感染症予防
等事業（山口図書館）

自宅等に居ながら読書や学習、調査・研究ができる電子図書館
サービスの導入（山口図書館）

教育委員会 35,440 R3当初

14 誰もがいきいきと輝く地域社会実現 2,484

新
障害福祉事業所ＩＣＴ等導入
モデル事業

障害福祉サービス事業所等におけるクラウドサービス等のＩＣ
Ｔ導入やロボット機器の導入を支援

健康福祉部 2,484 R3当初

15 安心の医療・介護充実　　　　　 66,831

５Ｇを活用したへき地医療機
関遠隔サポート事業

県立総合医療センターと美和病院を５Ｇで繋ぎ、へき地医療機
関に勤務する若手医師の実地指導を実証

健康福祉部 9,831 R3当初

新
介護事業所ＩＣＴ導入推進事
業

介護事業所におけるＩＣＴ導入を支援 健康福祉部 57,000 R3当初

16 県民一斉健康づくり　　　　　 8,406

やまぐち健幸プロモーション
推進事業

アプリ利用による健康づくり促進 健康福祉部 8,406 R3当初
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17 災害に強い県づくり推進　　　 139,974

新
高度なインフラ監視・点検
（公共）

○衛星やドローン等により取得した地形データを活用した河川
の変状監視
○３次元モデルの作成やひずみ計・変位計を使った定期計測と
ＡＩでのデータ解析による構造物の健全度診断等

土木建築部 90,000 R3当初 ③

新 建設ＤＸ加速化事業（再掲）
建設現場の生産性向上を図るため、測量・設計、施工、維持管
理の各段階で３次元モデルの活用を促進するためのガイドライ
ンを作成

土木建築部 20,000 R3当初 ③

ＡＩによるインフラ点検・診
断システム活用推進事業

ＡＩを活用した橋りょうの点検・診断システムを構築 土木建築部 29,974 R3当初 ③

18 暮らしの安心・安全確保　　　 8,644

新
「ＳＴＯＰ！大麻！」対策強
化事業

ＡＩ技術を活用したＳＮＳ内の巡回等により、県内の大麻乱用
者を抑制

健康福祉部 3,000 R3当初

新
ＩＣＴ機器を利用した少年の
被害防止対策等推進事業

ＶＲ動画を活用したリモートによる犯罪被害防止、交通事故防
止講習の開催、学校間の意見交換会の開催

警察本部 1,615 R3当初

新

警察行政デジタル化推進事業
（デジタル・リモート・オン
ライン捜査用似顔絵作成シス
テムの導入）

タブレット端末、作画ソフト等の整備 警察本部 4,029 R3当初

19 人口減少社会を生き抜く地域づくり 33,000

やまぐち元気生活圏活力創出
事業

地域団体が行うデジタル技術を活用した「新たな日常」への対
応等を支援

総合企画部 33,000 R3当初

　共　　　通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,801,584

税務電算システム運用事務
（キャッシュレス収納の対象
拡大)

県税を納付する際のキャッシュレス収納の拡大 総　務　部 39,715 2月補正

新
やまぐちＤＸ推進事業（やま
ぐちＤＸ推進拠点（仮称）整
備・運営事業）

「やまぐちＤＸ推進拠点（仮称）」を設置するとともに、相談
員を配置し、ＤＸコンサルティングやデジタル化の技術サポー
ト等を実施

総合企画部 271,800 R3当初

新
やまぐちＤＸ推進事業（山口
県版クラウド「Ｙ-Cloud（仮
称）」構築事業）

ＡＩ開発アプリケーション等を格納した山口県版クラウド「Ｙ
-Cloud（仮称）」の構築

総合企画部 125,800 R3当初

新
やまぐちＤＸ推進事業（山口
県データプラットフォーム
（仮称）構築事業）

官民が共同で利用できるデータプラットフォームの構築 総合企画部 32,000 R3当初

新
やまぐちＤＸ推進事業（ＤＸ
推進官民協働フォーラム創設
事業）

行政・民間・大学・地域・個人等による連携・協働の取組のた
めの受け皿体制の構築

総合企画部 10,000 R3当初

新
やまぐちＤＸ推進事業（オー
プンイノベーション創出事
業）

高い技術力を有する企業と連携したＰｏＣ（概念実証）によ
り、新たなソリューション・イノベーションを創出

総合企画部 30,000 R3当初

新
やまぐちＤＸ推進事業（シ
ビックテック推進事業）

シビックテック・アプローチで地域課題の解決を図る実証を実
施し、新たなサービスを開発

総合企画部 10,000 R3当初

新
やまぐちＤＸ推進事業（デー
タドリブン推進事業）

ラウンド・テーブル・セッションによる民間ニーズ把握、デー
タアカデミー開催によるデータ利活用の研修・実践

総合企画部 23,000 R3当初

新
やまぐちＤＸ推進事業（ＡＩ
人材育成プログラム推進事
業）

県民を対象としたＡＩ学習プログラムのオンラインでの無料開
放、課題解決能力の向上に向けた実践的なハンズオン勉強会の
開催

総合企画部 22,000 R3当初

新
やまぐちＤＸ推進事業（ＤＸ
リーダー育成事業）

ローコード技術を活用した、県・市町内でのＤＸリーダーの育
成

総合企画部 10,000 R3当初

新
やまぐちＤＸ推進事業（若者
層の育成）

県内企業若手社員と高校生・大学生が共に学ぶアイデアソン・
ハッカソン等を行い、新たな価値を創造するデジタル人材の育
成を推進

総合企画部 10,000 R3当初

④
・
⑦
・
⑧
・
⑩
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未来技術活用推進事業
未来技術活用の推進体制整備、５Ｇ利活用に向けた研究会の開
催、５Ｇ基地局ワンストップ窓口の設置

総合企画部 17,760 R3当初 ⑨

新
デジタル・ガバメント構築推
進事業

行政事務効率化関連機器整備、フリーアドレス執務室の整備、
ペーパーレス会議の実施拡大、Ｗｅｂ会議環境の向上、オンラ
イン手続ポータルサイト構築

総合企画部 837,782 2月補正

新
県・市町ＲＰＡ等共同利用推
進事業

県と市町の共同利用型ＲＰＡの構築と実証 総合企画部 18,260 R3当初

ＲＰＡ等活用推進事業
ＡＩ議事録作成支援ソフト導入、庁内業務のＲＰＡ化、Ｗｅｂ
会議システム導入

総合企画部 21,495 R3当初

新 県民相談高度化事業
県民相談に対応するＡＩチャットボットの導入に向けた相談内
容の蓄積及び入力を実施

総合企画部 20,000 R3当初

新 警察行政デジタル化推進事業
電子決裁システムの導入、警察行政事務効率化関連機器整備、
放置駐車違反管理システムの改修（キャッシュレス収納等）

警察本部 301,972 R3当初

7,260,957

（再掲除き 6,768,709 ）
合　　　計
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