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１ はじめに   

 

令和３年度は、「第二次山口市総合計画前期基本計画」の４年目、「第２期山口市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」の２年目となります。 

この度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、市民の皆様の暮らしや事業者の皆様の事

業活動に大きな影響を及ぼし、また、行政のデジタル化の遅れや大都市圏における人口集中の

リスクなど、様々な課題を浮き彫りにしています。一方で、テレワークへの転換や様々な分野での

リモートサービスの活用、若者を始めとした地方移住への関心の高まりなど、地方創生の加速化

に向けた契機ともなる人々の働き方や生活様式、意識の変化を生じさせています。 

本市においては、何よりも、まず、新型コロナウイルス感染症への対応として、市民の皆様の健

康と命を守るための感染拡大防止の取組と、地域経済の基盤となる雇用と暮らしを守り抜くため

の取組を、引き続き全力で進めていく必要があります。また、コロナ禍において明らかとなった課

題や変化を始め、国全体でのデジタル化の流れにしっかりと対応し、人口減少・少子高齢社会の

進展に伴う地域課題の解決と持続可能な産業や地域の活性化を共に進めるため、第二次総合

計画と第２期創生総合戦略の一体的な取組を進め、本市のあらゆる地域で安心して住み続けら

れるまちづくり、更には、新しい時代に対応したまちづくりを着実に進めていく必要があります。 

こうした取組を進めるため、本市の令和３年度当初予算を、「安心して豊かに暮らせるまちづく

り」、「新しい時代の流れを力にするまちづくり」、「好影響・好循環のまちづくり」を基調とした 

「暮らしを守り 未来を築く」予算と位置付け、新型コロナウイルス感染症対策やデジタル化など

の社会の変化に柔軟に対応可能な、本市における「新たな日常」の構築に向けて、第二次総合計

画前期基本計画の総仕上げにつなげていく、積極的な事業展開を可能とする予算として編成し

ました。 

まず、「安心して豊かに暮らせるまちづくり」として、今に生きる市民の皆様の暮らしの安心の

確保に向けて、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けた徹底した取組、市内消費喚起の

取組、新しい生活様式の定着に向けた取組を進めます。 

また、「新しい時代の流れを力にするまちづくり」として、スマートシティの構築に向けた取組と

スマート自治体の取組を加速化し、あらゆる分野におけるデジタル技術の活用を進めるとともに、

脱炭素社会の実現に向けた取組を着実に進めます。 

さらに、「好影響・好循環のまちづくり」として、産業交流拠点施設の供用開始や山口県央連携

都市圏域における「山口ゆめ回廊博覧会」の開催などを原動力として、新たな「ひと・モノ・資金・

情報」の流れを本市全体に対流させ、本市全体の発展につなげていくため、都市政策の柱であ

る「広域県央中核都市づくり」と「個性と安心の２１地域づくり」を始めとしたプロジェクトを積極果

敢に展開します。 

また、新型コロナウイルス感染症への対応を切れ目なく進めるため、国の「国民の命と暮らしを

守る安心と希望のための総合経済対策」を踏まえ、令和２年度における１２月以降の補正予算と

令和３年度当初予算を一体的に執行する、いわゆる１５か月予算として編成しました。 

以上のような、基本的な考え方と方向性のもとで、「住んで良かった これからも住み続けたい

山口市」と心から思えるまちづくりに取り組みます。 

 

令和３年２月               

 山口市長 渡 辺 純 忠
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令和３年度予算のイメージ図 

「暮らしを守り 未来を築く」 予算

・安心して豊かに暮らせるまちづくり

・新しい時代の流れを力にするまちづくり

・好影響・好循環のまちづくり

第二次山口市総合計画 将来都市像

豊かな暮らし 交流と創造のまち 山口 ～これが私のふるさとだ～

新型コロナウイルス感染症対策やデジタル化などの社会の変化に柔軟に対応可能な

「新たな日常」の構築

な
ど

８つの重点プロジェクト

魅力あふれる県都づくり「広域県央中核都市づくり」

協働による「個性と安心の２１地域づくり」

産業活力・地域雇用を創出する「働く・起業なら山口」

将来を担う子どもたちを育む「教育・子育てなら山口」

山口の個性を高め暮らしを楽しむ「文化・スポーツ・観光なら山口」

生涯にわたって元気に暮らす「健康長寿のまち」

安全安心で快適な住環境「安全安心のまち」

心かよう「市民サービス向上」

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
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ジ
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ル
技
術
の
活
用

新
型
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ロ
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ル
ス
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染
症
へ
の
対
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新型コロナウイルス感染症への切れ目のない対応

（１５か月予算）
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 （１）予算規模

  （一般会計）

　８７７億３千万円（対前年度比▲6.6％）

　　　　・ 新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備及び接種の実施（１２月、２月）

　　　　・ 学校・福祉施設・文化施設等における感染症対策等の実施及び支援（３月）

　　　　・ 「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券の発行を支援（３月） など

 当初予算と補正予算を一体的に執行する１５か月予算（総額　約８９８億７千万円）

 山口市新型コロナウイルス感染症経済対策　第８弾　（総額　約３８億６千万円）

予算規模の対前年度比較
　　　（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 増　減 伸　率

Ａ B （Ａ－Ｂ）　Ｃ C/B　％

（注）平成２１年度は、山口市と旧阿東町の合計額（団体間の重複を除いたもの）

２　予算の概要

　「 暮らしを守り　未来を築く 」 予算

令 和 ３ 年 度 当 初 予 算

会 計 別

一 般 会 計 87,730,000 93,880,000 ▲6,150,000 ▲6.6 

特 別 会 計 43,209,386 43,684,250 ▲474,864 ▲1.1 

合 計 130,939,386 137,564,250 ▲6,624,864 ▲4.8 
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億円 一般会計予算規模の推移

令 和 ２ 年 度 補 正 予 算 （１２月、２月、３月） 約２１億４千万円
（ 令 和 ３ 年 度 執 行 分 含 む ）

3



（２）歳入の概要（一般会計）

　市　　　税 約２６５億９千万円 　 （対前年度比　▲約５億７千万円　▲２．１％）

個人市民税は、新型コロナウイルス感染症の影響等による景気動向を踏まえ、約２億１千万円

の減収を見込み、法人市民税は、国の制度改正による税率引下げなどにより、約６億８千万円

の減収を見込んでいます。固定資産税は、企業の設備投資による償却資産の増加などにより、

約２億２千万円の増収を見込み、市税全体では約５億７千万円の減額を見込んでいます。

　地方交付税 約１４１億６千万円  　（対前年度比　▲約１１億円　▲７．２％）

普通交付税は、合併に伴う財政支援措置（合併算定替）の終了のほか、地方財政計画に基づ

く臨時財政対策債振替額の増加などにより、約１１億９千万円の減収を見込んでいます。

特別交付税は、地方財政計画に基づき、約９千万円の増額を見込んでいます。

　国庫支出金 約１２０億９千万円  　（対前年度比　▲約４億円　▲３．２％）

山口赤十字病院及び済生会山口総合病院の建替えの進捗や、私立保育園の整備実施に伴う

補助対象事業費の増加はあるものの、産業交流拠点施設整備事業の終了に伴う補助対象事

業費の減少により、国庫支出金は減額を見込んでいます。

　繰　入　金 約４７億４千万円  　（対前年度比　▲約１５億５千万円　▲２４．７％）

減債基金、地域振興基金などの特定目的基金について、その目的に応じた経費や事業の財

源として、約３０億４千万円の繰入れを見込んでいます。また、財源不足を補うため、財政調

整基金について１７億円の繰入れを見込み、繰入金全体では約１５億５千万円の減額を見込

んでいます。

　市　　　債 約１３４億３千万円 　 （対前年度比　▲約２６億５千万円　　▲１６．５％）

地方財政計画に基づき臨時財政対策債は大幅に増加するものの、産業交流拠点施設整備事

業などの大型建設事業の終了に伴い、市債全体では減額を見込んでいます。

（単位：千円、％）

　市税

　地方交付税

　普通交付税

　特別交付税

　国庫支出金

 うち合併特例事業債

 うち過疎対策事業債

 うち臨時財政対策債

　その他（→詳細はＰ138）

区　　分
令和３年度 令和2年度 比較

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 伸率

26,586,365 30.3 27,151,588 28.9 ▲565,223 ▲2.1 

14,164,000 16.2 15,267,000 16.3 ▲1,103,000 ▲7.2 

12,370,000 14.1 13,560,000 14.4 ▲1,190,000 ▲8.8 

▲3.2 

1,794,000 2.0 1,707,000 1.8 87,000 5.1 

5.4 6,294,905 6.7 ▲1,551,924 

12,092,390 13.8 12,491,638 13.3 ▲399,248 

▲24.7 

　市債 13,427,400 15.3 16,077,500 17.1 ▲2,650,100 ▲16.5 

　繰入金 4,742,981 

0 0.0 744,000 0.8 ▲744,000 ▲100.0 

1,535,300 1.8 941,000 1.0 594,300 63.2 

4,230,000 4.8 2,250,000 2.4 1,980,000 88.0 

16,716,864 19.0 16,597,369 17.7 119,495 0.7 

▲6.6 歳    入    合    計 87,730,000 100.0 93,880,000 100.0 ▲6,150,000 
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（３）歳出の概要（一般会計）

　人　件　費 約１５３億３千万円 　（対前年度比　▲約１億２千万円　▲０．８％）

再任用職員数の増加により給与の増加を見込むものの、退職者数の減少による退職手当の

減少や、期末手当支給率の引下げに伴う期末手当の減少などにより、人件費は減額を見込

んでいます。

　扶　助　費 約１９２億円 　（対前年度比　▲約６千万円　▲０．３％）

令和２年度の利用実態を踏まえ、障害福祉サービス給付事業費等については、増加を見込

むものの、私立幼稚園施設等利用給付費等の減少が見込まれるため、扶助費は減額を見込

んでいます。

　公　債　費 約１００億２千万円  （対前年度比　＋１億２千万円　＋１．２％）

過年度に発行した金利の高い市債の償還終了に伴い償還利子は減少するものの、臨時財

政対策債や過疎対策事業債、合併特例事業債等の償還額の増加により償還元金は増加す

るため、公債費は増額を見込んでいます。

　投資的経費 約１４０億円 （対前年度比　▲約６８億９千万円　▲３３．０％）

中学校施設長寿命化事業費等は増額となったものの、産業交流拠点施設整備事業費やデ

ジタル防災行政無線等整備事業費等について、事業の進捗や終了に伴い大幅な減額とな

ったことから、投資的経費は減額を見込んでいます。

　物　件　費 約１２３億２千万円 （対前年度比　＋約７億５千万円　＋６．５％）

令和３年４月にオープンする産業交流拠点施設や産業交流スペースに係る管理運営費を

始め、令和３年７月から開催する山口ゆめ回廊博覧会に係る経費の増加などにより、物件

費は増額を見込んでいます。

（単位：千円、％）

　人件費

　うち給与

　うち退職手当

　扶助費

　公債費

　投資的経費

　普通建設事業

　災害復旧事業

　物件費

　その他（→詳細はＰ140）

区　　分
令和３年度 令和２年度 比較

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 伸率

15,327,823 17.5 15,448,958 16.5 ▲121,135 ▲0.8

10,094,205 11.5 10,073,002 10.7 21,203 0.2 

1,062,550 1.2 1,165,581 1.2 ▲103,031 ▲8.8

19,195,227 21.9 19,253,626 20.5 ▲58,399 ▲0.3

10,020,419 11.4 9,900,078 10.6 120,341 1.2 

13,998,551 16.0 20,891,602 22.3 ▲6,893,051 ▲33.0

13,851,827 15.8 20,748,846 22.1 ▲6,897,019 ▲33.2

146,724 0.2 142,756 0.2 3,968 2.8 

12,318,545 14.1 11,566,441 12.3 752,104 6.5 

16,869,435 19.1 16,819,295 17.8 50,140 0.3 

▲6.6歳    出    合    計 87,730,000 100.0 93,880,000 100.0 ▲6,150,000
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３ 令和３年度予算のまちづくりの概要 

新型コロナウイルス感染症への対応とアフターコロナにおけるデジタル社会を見据えた対応 

～山口市新型コロナウイルス感染症経済対策 第８弾＜総額：約３８億６，０００万円＞～ 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応＜総額：約３３億５，０００万円＞

・感染拡大の防止に向けた徹底した取組

事 業 名 等 事 業 費 

○新EE

新型コロナウイルスワクチンの接種 補正 予防接種事業【健康増進課】 1,077,683千円 

新型コロナウイルスワクチンの接種については、令和３年２月中旬を目途に、新型コロナウイル

ス感染症の診療等に関わる医療従事者への接種が開始され、その後、高齢者や基礎疾患のあ

る方を優先しながら、できるだけ早期に全ての方に接種が行えるよう、国においてワクチンの確

保に向けた調整が進められているところです。本市においては、令和３年２月に設置した「新型

コロナウイルス感染症対策室」を中心に、希望する市民の皆様が速やかに接種を受けることが

できる体制を確保するとともに、ワクチンの供給が始まり次第、接種を開始します。

○ワクチン接種体制の確保：207,868 千円（※うち 55,000 千円はＲ２．１２月補正予算）

接種券・予診票等の印刷・郵送

医師会等と連携した実施体制の構築 

接種に関する相談体制（接種予約・相談センター等）の構築 等 

○ワクチン接種の実施：869,815 千円

個別接種業務委託

集団接種業務委託 

【ワクチン接種開始スケジュール】※令和３年２月５日時点 厚生労働省ホームページ発表より 

２月中旬以降 ４月１日以降 以降、順次 

新型コロナウイルス感染症の 

診療等に関わる医療従事者等 
６５歳以上の高齢者 

その他の方 

（基礎疾患のある方等を優先） 

A□充E E 安心の検査体制の確保 休日・夜間急病診療所運営事業【健康増進課】 74,439千円 

検査の必要な方が安心して迅速に検査を受けられるよう、引き続き、山口市休日・夜間急病

診療所敷地内で「地域外来・検査センター」の運営を行います（県委託事業）。 

［運営体制］最大週５日 

［実施方法］ＰＣＲ検査のための検体をドライブスルー方式により採取（予約制） 

［対 象 者］発熱等の症状がある方のうち、市内の医療機関を受診後、新型コロナウイルス感染

症の感染が疑われ、検査が必要と判断された方 

A□充E E 検査費用の支援 保健活動業務【健康増進課】 15,177千円 

新型コロナウイルス感染症に感染した場合の重症化リスクが高い６５歳以上の方や基礎疾患

を有する方が、発熱等の症状がない場合でも検査を受けられるよう、引き続き、任意検査体制

を確保するとともに、検査費用の一部を助成します。 

［実施方法］ＰＣＲ検査及び抗原定量検査（ドライブスルー方式 予約制） 

［検査機関］山口県予防保健協会 

［実施期間］令和３年４月～令和４年３月の毎週金曜日 午前９時～正午 

［検査費用］ＰＣＲ検査料：27,500 円 抗原定量検査料：10,780 円 

※検査費用の一部助成により、検査料の自己負担額については、

ＰＣＲ検査料：7,000 円、抗原定量検査料：3,000 円となります。

新規事業は○新 、拡充事業は□充 、令和２年度補正分は補正、令和２年度現計予算分は現計と表記しています。
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A□充E E  感染拡大防止に向けた取組強化  

 保育園・幼稚園等 一部補正 市立保育園管理運営業務等【保育幼稚園課】 52,006 千円 

 

徹底した感染症対策に向けて、消毒液等の保健衛生用品を十分に確保します。また、私立

保育園等が行う物品の購入等への支援を行います。令和３年度は、感染症対策の観点か

ら、保育園等での使用済み紙おむつの処分について、市立保育園では直接処分を開始し、

私立保育園、認定こども園、地域型保育所においては、処分に必要となる保管庫の設置に対

して支援を行います。 

 

 
放課後児童クラブ・子育て支援施設等 一部補正 

 放課後児童クラブ運営事業等【こども未来課】  
50,688千円 

 

徹底した感染症対策に向けて、消毒液等の保健衛生用品を十分に確保します。また、民間

の子育て支援団体等が行う物品の購入等への支援を行います。 

さらに、新型コロナウイルス感染症発生に伴う小学校の臨時休業により、放課後児童クラ

ブを午前中から開所する必要が生じた場合や、放課後児童クラブの支援員等が感染した場

合に対応するため、支援員の相互派遣制度を創設します。 

 

 小・中学校 一部補正 小・中学校管理運営業務、学校保健事業【教育総務課、学校教育課】  55,880 千円 

 徹底した感染症対策に向けて、消毒液等の保健衛生用品を十分に確保します。  

 児童養護施設等 補正 家庭児童相談事業等【子育て保健課】 3,400 千円 

 
徹底した感染症対策に向けて、消毒液等の保健衛生用品を十分に確保します。また、事業

の受託団体等が行う物品の購入等への支援を行います。 
 

 災害時等の避難所 避難者対策推進事業【防災危機管理課】 9,400千円  

 

大雨や台風等の災害に備えて市が開設する避難所においては、「３密」の回避に向け、  

１人当たりの居住スペースを十分に確保し、感染リスクの高い要配慮者（高齢者、妊産婦、乳

幼児や呼吸器疾患等の持病がある方など）専用スペース等を確保するために必要となる簡

易ベッドやマット等の配備を進めます。また、避難所内の衛生管理の徹底に必要となる消毒

液等の備蓄を進めます。 

 

 市立図書館 図書館管理運営業務【中央図書館】 3,248千円 

 
令和２年度の図書の自動貸出機の増設に続き、令和３年度は、貸出図書の消毒機を７台

（中央図書館２台、地域館各１台）導入します。 
 

 その他の公共施設（庁舎等） 保健活動業務【健康増進課】 17,000 千円 

 徹底した感染症対策に向けて、消毒液等の保健衛生用品を十分に確保します。  

 救急・救助活動 救急業務推進事業、救助業務推進事業【救急救助課】  16,987千円 

 救急搬送時等における二次感染防止に必要な感染防止衣やサージカルマスク等の感染

防止資機材を十分に確保します。また、緊急消防援助隊の災害派遣時等において現場指揮

本部や救護所、宿営所として使用する災害用大型テントを追加配備し、テント内でも十分な

スペースを確保することで、救助活動における感染拡大防止を図ります。 

  

A□充E E  感染拡大防止に向けた周知・啓発 保健活動業務【健康増進課】 3,000千円 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、地域情報誌等を活用し、感染症の予防

やまん延防止に関する情報を市民の皆様に広く周知します。 
  

A□充E E  飲食店等の感染拡大防止対策への支援 現計 商工業振興対策事業費【ふるさと産業振興課】 210,000千円 

 市内で飲食店を営む事業者や飲食店に食材等を納入する市内事業者のうち、売上げが大幅

に減少している事業者に対して、事業継続を図るための業種別感染予防ガイドライン等に基づ

く取組の促進に向けた、支援を行います。 

【支援内容】 

・市内で飲食店を営み、店舗内で飲食料品を提供する中小企業者 

  １店舗：２０万円（複数店舗は２店舗分まで）※酒類を提供し、１８時以降の営業店舗は３０万円 

・飲食店へ飲食料品等を納入することを主な事業として営む市内中小企業者 

  １事業者：２０万円  

【申請期間】令和３年２月下旬～３月３１日 
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・市内消費喚起の取組

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E

「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券の発行支援 補正 

プレミアム商品券発行助成事業【ふるさと産業振興課】

710,000千円 

新型コロナウイルス感染症による消費の落ち込みの影響を受けている市内経済の回復を

図るため、商工会議所・商工会で組織する協議会が実施する「エール！やまぐち」プレミアム

共通商品券の発行に対して支援を行います。 

【プレミアム内容】10,000 円で 13,000 円分（プレミアム率３０％） 

  令和３年度は、紙の商品券に加え、デジタル商品券を発行予定。 

【販 売 数】200,000 セット 

【対象施設】利用登録した市内の店舗（期間中随時登録申請受付予定） 

【販売対象】山口市民 

【販売期間】令和 3 年上半期を予定（購入は事前申込制） 

【使用期間】販売開始から約３か月間を予定 

A□充E E

安心快適住まいる助成事業【ふるさと産業振興課】 154,000千円 

コロナ禍において、市民が安心して快適に長く住み続けられる良質な住宅環境づくりと、

リフォームを契機とした更なる市内消費喚起を促進するため、新しい生活様式への対応を

始めとして、市内施工事業者を利用した市民の住宅リフォーム工事（自己居住）費用の一部

を、商工団体が発行する商品券により対象工事金額の１０％（助成金額上限２０万円）を助

成します。子育て世帯（同居の１８歳以下の子を養育する世帯）については、１５%を助成（助

成金額上限３０万円）します。

A□充E E

市内への宿泊を促進する取組への支援 現計 湯田温泉魅力創造事業【観光交流課】 2,000 千円 

国のＧｏＴｏキャンペーンの再開を見据え、市内への宿泊の促進に向けた、新たな旅行メ

ニューづくりやプラン造成などに対する支援を行います。

A□充E E

マイクロツーリズムの推進による消費喚起【山口ゆめ回廊博覧会推進室ほか】 706,280千円 

令和３年７月から１２月までの期間、山口県央連携都市圏域の７市町（山口市・宇部市・萩

市・防府市・美祢市・山陽小野田市・島根県津和野町）において、周遊型博覧会「山口ゆめ

回廊博覧会」を開催します。博覧会においては、圏域７市町それぞれに主会場を設定し、イ

ベント等の開催を通じて、圏域の周遊促進を図ります。本市では、YCAM・中央公園と周辺

エリア（大殿・白石・湯田）を主会場に位置付けるとともに、市域内の周遊促進に向け、産業

交流拠点施設を始め、市内各所で多彩なイベントや企画展等を展開します。

なお、遠方への旅行が困難となっているコロナ禍においては、新たな観光ニーズ「マイク

ロツーリズム」を捉え、圏域内や県内を中心とした効果的な広報を進め、圏域内の回遊を促

進し、市内消費喚起を図ります。

また、イベント等の開催に当たっては、新しい生活様式や業種別ガイドライン等に基づく徹

底した感染防止策に取り組むとともに、県のイベント開催の目安や、山口商工会議所・山口

観光コンベンション協会が策定された独自のイベント開催に向けた目安である「山口モデ

ル」を踏まえた対策を講じます。

さらに、博覧会と連動したかたちでの、民間主導のイベント等の開催支援を行い、市内消

費喚起を図ります。 

（事業詳細は、“重点プロジェクト５ 山口の個性を高め暮らしを楽しむ「文化・スポーツ・

観光なら山口」”に掲載。） 

関連事業の合計 

発行総額 

２６億円 
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・新しい生活様式の定着に向けた取組 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  

 

市内事業者の「新しい生活様式」への対応に向けた支援 

商工業振興対策事業【ふるさと産業振興課】 

60,000千円 

 市内に事業所を有する中小企業等が、「新しい生活様式」や各業種が定める新型コロナ

ウイルス感染症予防対策ガイドラインへの対応、新たな業態にチャレンジするために行う備

品・設備導入や施設改修に係る経費の一部を助成します。 

（補助率１/２ 助成金額上限３０万円） 

≪事業例≫ 

・リモートによるサービス提供等を開始する際に必要な設備の導入 

・キャッシュレス決済に対応するための機器等の導入 

・窓口の仕切り設置工事などの飛沫防止対策 

・空調換気設備整備工事 

・トイレの洋式化 

・テレワークの実施に必要なシステム構築、など 

 

 

 

 

  

A□充E E  安心快適住まいる助成事業【ふるさと産業振興課】 ＜再掲＞ 154,000千円 

A○新EE  テレワーク・ワーケーションニーズ等に対応した新たな交流創出   

A□充E E  中山間地域滞在型交流促進事業【定住促進課】 5,000 千円 

 中山間地域において、滞在型の都市・農村交流を促進し、関係人口の創出や地域活

性化につながる取組を進めます。令和３年度は、中山間地域におけるテレワークやワーケ

ーションの呼び込みに向けて、コワーキングスペースでの仕事と田舎暮らし体験を組み

合わせたプログラムを実施します。また、民間企業が企業研修として１週間程度滞在する

「過疎地域課題解決型研修プログラム受入実証事業」を引き続き実施します。さらに、中

山間地域に継続して人を呼び込むための地域滞在型交流促進ツアーに取り組みます。 

  

A□充E E  南部エリア魅力発信事業【定住促進課】 1,180 千円 

 南部地域の情報を発信するコンテンツを増やし、更なる魅力の発信を行います。令和

３年度は、市産業交流拠点施設内の産業交流スペース「Ｍｅｇｒｉｂａ（メグリバ）」を拠点

に、仕事をしながら非日常を体験できる南部地域版ワーケーションプランの実証実験を

通じたプロモーションを実施します。また、南部エリアの情報パンフレット「南向き２」の増

刷や、山口市移住情報サイト「すむ住む山口」内の南部地域の情報の拡充を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A□充E E  湯田温泉魅力創造事業【観光交流課】 16,075 千円 

 県内最大の宿泊拠点としての湯田温泉の魅力を更に高めるため、湯田温泉旅館協同

組合主体のワーケーションニーズへの対応に向けた取組などに対して支援を行います。 

また、湯田温泉のまちあるきを促進する取組の実施や、山口ゆめ回廊博覧会における

湯田温泉への誘客促進に向け、湯田温泉と山口宇部空港を結ぶ直行便乗合タクシーの

実証運行事業に引き続き取り組みます。 

 

  

南部エリアの資源を生かした 

ワーケーションプラン（イメージ） 

新しい生活様式に対応したサービス 

（イメージ図：リモートウェディング） 
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A○新EE  中山間地域における企業進出の促進 立地等奨励事業【産業立地推進課】 - 

 リモートワークの普及や地方移住への関心の高まりを踏まえ、豊かな自然環境など、地

域資源に恵まれた中山間地域において、オフィスの開設を始めとした企業進出の促進に

つながる新たな支援制度を創設します。 

 

  

A○新EE  オンラインを活用した事業展開   

A□充E E  オンライン環境を活用した職業体験 就職支援事業【ふるさと産業振興課】 33,368 千円 

 山口県央連携都市圏域の中学生や高校生等を対象に、圏域内の企業紹介・職業体験

などのブースを設置した総合的な職業理解イベント「やまぐち未来のしごとフェスタ（通

称：みらフェス）」を、産業交流拠点施設において開催します。会場内には企業のブース

を設置するほか、オンライン上での企業の仕事紹介や体験ができるシステムを構築し、リ

アルとバーチャルの２つの手段でより多くの学生と企業が参加できる環境を整えます。 

 

  

A□充E E  市内事業者の人材確保に向けた支援ＵＪＩターン就職促進事業【ふるさと産業振興課】 1,000千円  

 市内に事業所を有する中小企業等が、オンライン上での職員採用を行う際に使用する

オンライン面接ツールなどの導入に必要な経費の一部を助成します。 

（補助率１/２ 助成金額上限１０万円） 

 

  

A□充E E  移住・定住の促進 やまぐち定住実現プロモーション事業【定住促進課】  6,914千円 

 大都市圏で開催される移住フェア等への出展や本市の環境を直接感じていただくお

試し暮らしツアーの開催などによる従来のプロモーションに加え、オンライン上で開催さ

れる移住フェアでのＰＲや、移住希望者に対して本市の魅力や先輩移住者の体験談を紹

介するオンラインセミナーの開催、SNSを通じた情報発信などを積極的に展開し、デジタ

ル化の流れに対応した移住・定住の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A○新EE  （仮称）やまぐちオンラインマラソン大会の開催 

体育大会推進事業【スポーツ交流課】 

6,000千円 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの参加者が集まる大規模スポーツイベ

ントの開催が困難な中、新しい生活様式を取り入れたかたちでのスポーツ大会の開催と

して、スマートフォンアプリを活用した「（仮称）やまぐちオンラインマラソン大会」を開催

し、市民の体力向上やスポーツの習慣化を図ります。オンラインマラソン大会には、開催

期間中に、参加者がそれぞれの場所・時間で安全安心に参加できます。 

 

 

  

A□充E E  

 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック開催に向けたホストタウンの取組 

ホストタウンスポーツ推進事業【スポーツ交流課】、ホストタウン交流事業【国際交流課】 

51,025 千円 

 

 令和３年夏に延期された東京２０２０オリンピック・パラリンピックについて、本市では、

競泳、アーティスティックスイミング、水球の水泳スペイン代表チームの事前キャンプの受

入れを行います。代表チームの受入れに当たっては、徹底した新型コロナウイルス感染

症対策を講じます。また、スペイン選手団と市民との交流に当たっては、オンラインを活用

した交流事業を実施するなど、新しい生活様式を取り入れたかたちでのホストタウンの

取組を推進します。 

 

 

  

オンラインでの 
移住相談（イメージ） 
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A□充E E  姉妹・友好都市との交流促進 計 6,635千円 

 新型コロナウイルス感染症の発生状況等を注視しながら、オンラインによるリモートな

ど、様々なかたちでの市民交流を実施します。 
  

 パンプローナ市との交流事業【国際交流課】   （4,763千円） 

 済南市との交流事業【国際交流課】  （300千円） 

 公州市との交流事業【国際交流課】   （1,572千円） 

A□充E E  遠隔による手話通訳・要約筆記サービスの提供 

意思疎通支援事業【障がい福祉課】 

31,509 千円の内数 

 新しい生活様式への対応として、オンラインでの遠隔手話通訳サービスについて、市

本庁舎窓口に加え、新たに、しらさぎ会館と市社会福祉協議会南部支所において実施し

ます。加えて、要約筆記サービスについても、遠隔サービスを実施します。 

 

  

A□充E E  「やまぐち元気いきいき大賞」の募集 保健活動業務【健康増進課】 180千円 

 コロナ禍においても、新しい生活様式を取り入れながら優れた健康づくり活動を行ってい

る８０歳以上の健康長寿の方を表彰し、その取組を紹介することで、健康づくりの輪が広が

ることを目指します。 

 

  

 市主催行事における新しい生活様式への対応   - 

 市主催の式典やスポーツ行事、消防・防災関連の講習会などについては、県のイベント開

催の目安に基づき、参加人数に応じた施設での開催、参加人数の制限、消毒液等の十分な

配備やサーモグラフィカメラの設置、オンラインによる事業実施などの対策を行い、新しい生

活様式を取り入れたかたちで実施します。 
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（２）アフターコロナにおけるデジタル社会を見据えた対応＜総額：約５億 1,000 万円＞ 

・スマートシティの構築に向けた取組 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  スマートシティ推進ビジョンの策定・推進 都市づくり推進事業【スマートシティ推進室】 30,000 千円 

 本市におけるスマートシティの構築に向けた具体的な方向性を示す「山口市スマートシテ

ィ推進ビジョン」の策定を進めます。 

また、スマートシティの推進に向けて、交通や子育て・教育、医療・介護、防災など、生活全

般にわたる幅広い分野において、デジタル社会の進展等を踏まえた先端的なサービスの社

会実装に向けた取組を、令和２年度に公募した連携事業者や大学等との連携のもとで進め

ると同時に、必要に応じて、各分野におけるデータ連携基盤（都市ＯＳ）の構築を進めていき

ます。さらに、連携事業者の企業活力を生かし、ＩＣＴを活用したエネルギーの地域内循環や

地域防災力強化の仕組みづくりに向けた実証事業を行います。 

 

  

A○新EE  地域社会のデジタル人材育成 【スマートシティ推進室、阿東地域交流センター】 - 

 デジタル技術の活用がより一層進むことが見込まれる中、誰一人取り残されることなく、

デジタル化のメリットを享受できるよう、地域社会のデジタル化を集中的に推進するための

人材育成を進めます。令和３年度は、試行的に阿東地域交流センターにおいてスマートフォ

ン等の活用方法などの学び直しの機会を作ります。 

 

 

  

A○新EE  デジタル技術活用・人材育成支援事業 【ふるさと産業振興課】 35,000 千円 

 民間事業者等と連携し、市内企業のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の促進やデ

ジタル人材の育成を図り、若者の雇用の場の創出・市内企業の人材確保につなげます。 

産業交流拠点施設のメインホールにおける５Ｇ技術等を活用したイベント等の開催支援な

どを通じて、市内企業の成長促進を図ります。また、ＤＸ導入に向けたセミナーやワークショ

ップの開催や、市内企業のＤＸ導入による生産性向上や新サービス開発の取組への支援を

行います。さらに、プログラマーやクリエイター等のデジタル人材の育成に向けた取組や、東

京圏等から仕事を獲得する仕組みづくりの構築を進めます。 

 

 

  

A□充E E  ＩＣＴを活用した教育の推進 ＩＣＴ教育推進事業、学校教育関係事務【学校教育課】 157,270千円 

 国が掲げる「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けて、令和３年３月中に、全ての小・中学校

で児童生徒１人１台のパソコンを配備します。 

令和３年度は、こうしたＩＣＴ機器を活用した学習活動の更なる充実を図り、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０

時代を生きる子どもたちを育むＩＣＴ教育を推進します。また、新たに情報教育支援アドバイ

ザーを配置し、学校との連携強化を図るとともに、学校教育の情報化の推進に関して、具体

的な目標や取組の方向性を示す計画の策定に向けた取組を進めます。また、ＩＣＴ機器の活

用をサポートする情報教育支援員を７名から１０名に増員します。さらに、小・中学校におけ

る指導者用デジタル教科書やＡＩドリル教材などを引き続き導入し、活用します。 

併せて、オンラインでの家庭学習の取組を促進するため、就学援助世帯を対象に、インタ

ーネット通信環境の整備に係る経費やインターネット通信費の支援を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＡＩドリルを活用した授業 他校児童とのオンライン交流 
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A□充E E  利便性の高い交通システムの構築【交通政策課】 計 49,080千円 

 
県と連携し、「ＭａａＳを活用した新たなモビリティサービス」の調査・実証事業に引き続き

取り組みます。令和３年度は、ＭａａＳ用ウェブアプリ「ぶらやま」の運用、公共交通の利用状

況調査・運行情報のデータ収集・分析、新山口駅と山口都市核を結ぶ乗合タクシーの実証、

小型モビリティの実証などに加え、本市独自の取組として、スマートフォンで利用可能なシェ

アサイクルの実証事業に引き続き取り組み、より利便性の高い交通システムの構築を図りま

す。 

また、地域主体によるコミュニティタクシーの実証運行を行うに当たり、ＡＩ、ＩＣＴといった

革新的技術の活用等によるオンデマンド化の可能性の研究などを進めます。加えて、交通

系ＩＣカード利用システムの導入促進に向けた交通事業者への支援を引き続き行います。 

  

A□充E E  新たなモビリティサービス調査・実証事業 （22,000千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A□充E E  シェアサイクル実証事業 （7,638千円） 

A□充E E  コミュニティタクシー実証運行事業  （14,000千円） 

 交通系ＩＣカード整備事業   （5,442千円） 

A□充E E  スマート農業の推進 集落営農促進事業、もうかる農業創生事業【農林政策課】  45,700 千円 

 ICT 技術等を活用したスマート農業の取組を推進します。 
令和３年度は、県の令和２年度補正予算において創設された「コロナに負けない農業経営

実践加速化事業」を活用し、新型コロナウイルス感染症対策に対応した経営強化プランの作

成・実践に係る経費への助成（定額補助・上限額１５万円）や、同プランの実践に必要となる

スマート農機等の導入に係る経費の一部への助成を行います（県１/３・市１/３）。 
また、山口大学との連携のもと、ほ場の状態等をリアルタイムに検知できる無線センサー

ネットワークデバイスを開発し、実証事業を行います。 
 

 

 

  

やまぐちＭａａＳ用 

Ｗｅｂアプリ 

「ぶらやま」 

イメージ 
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・スマート自治体の推進 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  スマート自治体推進事業 【情報企画課】  99,297 千円 

 デジタル技術を活用して、市民サービスの向上と業務の効率化を図るスマート自治体の

取組を進めます。 
令和３年度は、市民の皆様の利便性向上につながる手続を中心に、オンラインで完結で

きる手続の対象を拡大するとともに、窓口での対面手続についても、タブレット端末等を活

用した「書かなくていい窓口」への段階的な転換や、手数料のキャッシュレス決済の拡大な

どを進めます。また、本庁と地域交流センター等の窓口を対面式画面でつなぐリモート相談

窓口の実証に取り組みます。さらに、山口市ＬＩＮＥ公式アカウントの機能充実として、住民

異動等に係る手続の問合せが２４時間３６５日いつでも可能なＡＩ自動応答機能の導入や、

子育て世代がタイムリーに情報を受けとることができる機能の導入を進めます。同時に、内

部業務の効率化に向けて、ＡＩを活用した会議録等の作成やＲＰＡ（業務の自動プログラム）

によるデータ入力処理の自動化に取り組むとともに、モバイルワークにも対応できるよう、ク

ラウドサービスを活用した情報共有等を進めます。 

 

A□充E E  自治体専用チャットツールの導入 ＷＡＮ関連事業【情報企画課】  6,930 千円 

 庁内や他自治体との円滑な情報伝達による業務の効率化を図るため、セキュリティの高

い自治体専用ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を介して庁内や自治体間でのやりとりが可能なビジ

ネスチャットツール「ＬｏＧｏチャット」を導入します。 
 

 

A□充E E  電算システム開発事業 【情報企画課】  53,736 千円 

阿知須総合支所及び徳地総合支所の建替えに合わせ、両総合支所における行政情報系

ネットワークの無線化を進めます。将来的には、新たな本庁舎と各総合支所において場所を

問わず情報系システムを使用できる執務環境の構築を図ります。また、スマート自治体の

基盤となる統括管理システムについて、令和３年度は、業務システムごとの宛名情報を集約

管理している宛名統合システムのクラウド化を進めます。そのほか、老朽化した行政情報系

ネットワーク機器の更新などを行います。 

 

A□充E E  電子入札推進事業 【契約監理課】  6,771 千円 

 電子入札の導入により、応札者の利便性向上、入札事務の効率化、透明性・公平性の向

上、不正防止を図ります。令和３年４月から建設工事について電子入札を開始し、令和４年

４月から建設コンサルタント業務等について電子入札を開始する予定です。 

 

 

A○新EE  母子健康アプリの導入 妊娠・出産包括支援事業【子育て保健課】 900 千円 

 母子健康手帳を補完し、無料で利用可能なスマホアプリを導入します。スマホアプリにお

いては、子育て世代に必要な情報の配信を行うとともに、子どもの予防接種のスケジュール

管理が可能となるなど、子育て世代の負担軽減を図ります。 

  

A□充E E  保育業務ＩＣＴ化推進事業 【保育幼稚園課】 7,593 千円 

 保育の質の向上を目的に、保育現場のデジタル化を推進します。令和３年度は、市立保

育園１１園に、保護者等の連絡機能、登降園管理機能、写真投稿機能等を有する保育シス

テムを導入します。 

 

  

A○新EE  小・中学校と保護者との連絡手段のデジタル化 ＩＣＴ教育推進事業【学校教育課】 7,000 千円 

 小・中学校と保護者間の迅速な情報伝達や学校・保護者双方の負担軽減を図るため、ＩＣ

Ｔ技術を活用した効率的な連絡手段の構築に向けた実証事業を行います。 
  

A○新EE  人工知能（ＡＩ）を活用した特定健康診査の未受診者対策 

特定健康診査等事業【保険年金課】＜特別会計＞ 

6,687 千円 

 
生活習慣病の予防のために、４０歳から７４歳までの方を対象に、メタボリックシンドロー

ムに着目して実施する特定健康診査の受診勧奨において、新たに人工知能（ＡＩ）を活用し

たデータ分析を導入し、対象者の特性に合わせた通知を行い、受診率の向上を図ります。 
 

14



A□充E E  デジタル技術を活用した消防・救助活動の高度化 消防業務推進事業【警防課】 2,000 千円 

 
近年、頻発している広域的な土砂災害や水災等への対応として、令和元年度には、現場

映像を災害対策本部等とリアルタイムで共有できる「現場中継システム」を導入し、令和２

年６月には、消防活動用重機２台の運用を開始しました。令和３年度は、新たに、県内の消

防本部では初めてとなる「無人航空機（ドローン）」を２機配備し、現場中継システムとの連

携や、消防活動用重機とのセット運用により、要救助者の迅速な救出等につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策本部 

現場指揮本部 

ドローン 

現場中継 
システム 
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重点プロジェクト１ 魅力あふれる県都づくり「広域県央中核都市づくり」 

 

（１） 都市核づくり 

事 業 名 等 事 業 費 

□充EE  （仮称）山口市都市核づくりビジョンの策定 

                          都市づくり推進事業【スマートシティ推進室】  

- 

  平成２０年８月に策定した山口・小郡都市核づくりマスタープランを改定し、おおむね２０年

間の山口・小郡両都市核づくりの目指すべき将来像や取組の方向性等を示す「（仮称）山口

市都市核づくりビジョン」を、令和３年度中に策定します。 

 

  

 

（２） 山口都市核づくり【文化創造・広域観光拠点づくり～歴史と暮らしが調和した賑わいあふれるまち～】 

・亀山周辺・中心商店街ゾーン 「やまぐちの暮らしと賑わいを支える都心形成」 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  新本庁舎の整備  計 786,509千円 

 新本庁舎整備事業【本庁舎整備推進室】  （658,509千円） 

 新たな本庁舎の建替整備を、現本庁舎及び中央駐車場の所在地において進めます。 

現在、基本設計を進めており、令和３年度は、実施設計・造成設計に着手するとともに、 

中央駐車場の解体工事に着手します。また、新本庁舎における執務室のレイアウト調査な 

どを行います。新本庁舎の供用開始は令和６年度を予定しています。 

 

  

 周辺道路の整備 生活道路改良事業【道路河川建設課】  （93,000千円） 

 新たな本庁舎の整備に伴う周辺道路整備として、中央二丁目湯田温泉四丁目線（本

庁舎と市民会館の間を通る市道）の改良工事と中央駐車場の移転に伴うアクセス道路

の整備を進めます。令和３年度は、測量設計等を行います。 

 

  

 
中央駐車場（本庁舎駐車場）の建替整備  

駐車場建設事業【都市整備課】 ＜特別会計＞ 

（35,000千円） 

 新たな本庁舎の整備に伴い、中央駐車場の建替を進めます。令和３年度は、実施設

計、造成設計、交通量調査等を行います。 
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A□充E E  第３期山口市中心市街地活性化基本計画の推進  

中心市街地活性化計画推進事業【中心市街地活性化推進室】  
5,533 千円 

 中心市街地エリアの課題に引き続き対応するため、「第３期山口市中心市街地活性化基

本計画」の策定を進め、令和３年６月の国の認定を目指します。第３期計画においては、「居

心地が良く歩きたくなるまち」、「多様な人々の心が弾むまち」の２つの基本方針のもと、一部

周辺ゾーンを含む中心市街地一帯を「ウォーカブル区域」として設定し、回遊性の向上によ

り中心市街地の活性化を図る取組や、商業機能の維持・発展を前提とし、市民にとって広く

日々の暮らしを豊かにすることを可能とする「まちなか」の形成を目指した取組を進めます。 

  

A□充E E  中心市街地活性化対策事業【中心市街地活性化推進室】  17,012千円 

 来街者の増加に向けて、中心市街地における店舗・イベントの情報発信を行うとともに、

中心商店街をクリエイティブな「学びの場」として活用する「まちなかクリエイティブフィールド

事業」の展開や、人材育成の取組を進めます。 

  

A○新EE  中心市街地維持・再生支援事業【中心市街地活性化推進室】  2,000千円 

 中心市街地において、老朽化や店舗一体型住居の構造により長期間空き店舗となってい

る物件の改修に向けた調査への支援等を行います。 

 

  

A□充E E  都市計画基本調査事業【都市計画課】  41,800 千円 

 亀山周辺ゾーン、中心商店街ゾーン、大内文化ゾーンの３つのゾーンを一体的なエリアと

した都市再生整備計画（計画期間：令和３年度～令和６年度）に基づいた取組を進めます。 

令和３年度は、居心地がよく歩きたくなるまちなかを形成する「まちなかウォーカブル」の

推進に向けて、中心市街地及びその周辺の公共空間の活用や、道路と沿道が一体となった

まちなみデザイン等について検討を進めます。また、「まちなかウォーカブル」を踏まえた駐車

場整備の促進に向けて、市駐車場整備計画の見直しを行います。 

 

A□充EE  景観形成事業【都市計画課】 5,804千円 

 景観形成重点地区として、新たに山口駅前地区の指定に向けた検討を進めます。令和３

年度は、景観形成重点地区指定に向けた現況調査を実施します。また、景観づくりへの意識

向上や景観資源の発掘を目的に、山口市景観賞を実施します。 

  

 中心市街地住環境総合整備事業【中心市街地活性化推進室】  179,200千円 

 密集市街地における居住環境の整備等に向けた取組として、平成２８年３月に策定した「住

宅市街地整備計画書」に基づき、令和３年度は、道場門前一丁目（善福寺地蔵通り線）や、

相物小路の道路拡幅整備などを進めます。 

  

 中心市街地活性化事業【ふるさと産業振興課】  15,425千円 

 中心商店街のにぎわい創出に向けた空き店舗への出店サポート、各種イベントや事業の

コーディネートを行うタウンマネージャー等を配置します。   

A□充EE  人が集い賑わいのある商店街づくり支援事業【ふるさと産業振興課】  38,500千円 

 中心商店街の更なる賑わい創出に向けた取組を進めます。 

中心商店街の店舗と県立美術館・高等学校などの周辺施設とが連携 

したイベントの開催、市内２１地域の魅力体感の場としての活用など、 

様々なプレーヤーが中心商店街に関わる機会を創出し、賑わいづくりの 

取組を進めます。また、チョコレート等を活用した新たなブランド創出に 

向けた取組や、やまぐち創業応援スペース「mirai３６５」における 

チャレンジショップなどの設置を行います。 

 

 

 

 

  

 あきないのまち支援事業【ふるさと産業振興課】  14,500 千円 

 中心商店街の空き店舗へ新規出店する事業者に対して、出店経費の一部を支援します。

出店者が若者（３５歳未満）の場合は、補助上限額を引き上げます（例：飲食店出店の場合、

補助上限金額１５０万円が、若者の場合は１８０万円）。また、引き続き、中心市街地の空き店

舗等に事務所を開設しようとする法人等に対し、改装支援（補助上限額 最大１００万円・  

補助率１/２）、事務所賃借料支援（補助上限額６０万円/年・補助率 1/2）を行います。 

  

やまぐち創業応援スペース「mirai365」 
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・大内文化ゾーン 「歴史や文化を未来へつむぐ都市空間の形成」 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充EE  大殿周辺地区整備事業【都市整備課】 11,000 千円 

 大内文化ゾーンについては、隣接する亀山周辺ゾーン及び中心商店街ゾーンとあわせた

一体的なエリアを対象とする都市再生整備計画（計画期間：令和３年度～令和６年度）に基

づき、歴史的なまちなみ景観の形成や、３つのゾーンの回遊性を高め、歩きたくなるまちなか

づくりに取り組みます。 

令和３年度は、大殿地域交流センター周辺道路の美装化整備工事を行います。 

  

A□充EE  築山跡第１期整備事業【文化財保護課】 113,275千円 

 史跡大内氏遺跡「築山跡」の南東部（菜香亭跡地）における市民の憩いの史跡公園整備

とその隣接地の駐車場・トイレの整備を引き続き進めます。令和４年度からの供用開始を予

定しています。 

 

A□充EE  山口ふるさと伝承総合センター「まなび館」の機能拡充 

ふるさと伝承総合センター管理運営業務【ふるさと産業振興課】  
24,000 千円 

 大内文化ゾーンの回遊性、大内塗を始めとするふるさと産品の認知度と消費拡大を図る

ため、山口ふるさと伝承総合センター「まなび館」（旧野村家住宅）の機能拡充に向けたリニ

ューアル工事を行います。リニューアルに当たっては、地場産品の情報発信機能や販売機

能を強化するとともに、周辺地域への人の流れや賑わいの更なる創出に向けて、周辺施設

との連携強化を図ります。また、令和３年度は、山口ふるさと伝承総合センター開館３０周年

に当たることから、伝統工芸品等のモノづくり体験を始めとしたイベントを開催します。 

 

A□充EE  国宝「瑠璃光寺五重塔」の防火設備改修 指定文化財保存助成事業【文化財保護課】  5,117 千円 

令和２年度から令和４年度にかけて実施される国宝「瑠璃光寺五重塔」の防火設備改修

に対し、引き続き助成を行います。 
 

 大内文化特定地域修景整備事業【文化交流課】 2,000 千円 

 大内文化ゾーン等における歴史的なまちなみ景観の形成に向けて、引き続き、地域の取

組に対する支援を行うとともに、令和３年度は、新たに、地域内に残る古い町屋の状況把握

調査を実施し、計画的な町屋の保存活用方策等を検討します。 

  

 匠のまち創造支援事業【ふるさと産業振興課】 2,100 千円 

 大内文化ゾーン等の歴史資源やまちなみ景観を生かした事業展開を通じて、地場産業の

振興と交流人口の創出を図ります。地域内への事業所の創業・出店を促進するため、体験

工房を併設した事業所や地域の交流人口の増加に資する事業所などに対して、設備の購

入・設置・改修に係る経費を支援します。 

  

 十朋亭維新館管理運営業務【文化交流課】  22,459 千円 

A○新EE  十朋亭維新館企画運営業務【文化交流課】  1,500 千円 

 萬代家から寄贈された土地・建物・関連資料を活用し、山口市の幕末・明治維新を学べる

場や、周辺のまちあるきの回遊スポットとして、大内文化ゾーン等の賑わい創出、市全体の

交流人口の増加等に向けた企画展等を実施します。 

  

 大内氏遺跡等ガイダンス事業【文化財保護課】 3,400 千円 

 大内文化ゾーン等に集積する大内氏遺跡や大内氏に関連する文化財等についての案

内・情報発信機能として、大路ロビーを拠点に、ガイダンス事業を実施します。 
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図：中心商店街ゾーン・亀山周辺ゾーン・大内文化ゾーン 

※上記の図は、（仮称）山口市都市核づくりビジョン素案に基づきゾーニングを行ったもの 
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・湯田温泉ゾーン 「住んでよし・訪れてよしの湯田温泉」 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  多世代交流・健康増進拠点施設の整備  計 238,663 千円 

 多世代交流・健康増進拠点施設整備事業【スマートシティ推進室】 （148,663 千円） 

 多世代交流・健康増進拠点施設については、施設へ導入する機能等を整理し、今後の

設計や整備に向けた方向性を示した「多世代交流・健康増進拠点施設整備基本計画」を

令和２年１０月に策定し、現在、基本設計を進めています。 

令和３年度は、用地取得、地質調査、造成設計、実施設計を行います。供用開始は令

和６年度を予定しています。 

   

  

 周辺道路の整備 生活道路改良事業【道路河川建設課】  （90,000千円） 

 多世代交流・健康増進拠点施設の整備に伴う周辺道路整備として、湯田温泉五丁目

４号線の改良工事を進めます。令和３年度は、用地取得・建物補償等を行います。 
  

A□充E E  湯田温泉まちなか整備事業【都市整備課】 25,000 千円 

 県内最大の宿泊拠点である湯田温泉エリアの公共空間を面的に整備します。 

令和３年度からは、第３期の都市再生整備計画（計画期間：令和３年度～令和７年度）に

基づき、現在、整備を進めている多世代交流・健康増進拠点施設へのアクセス性の向上、歩

行空間の再生整備を含めた整備予定地周辺の回遊性の向上につながる取組を進めます。 

令和３年度は、道路の美装化整備に向けた測量調査を実施します。 

 

  

 一本松朝倉線の整備 街路改築調査事業【都市整備課】 1,178千円 

 湯田温泉ゾーンの外周道路の機能強化につながる都市計画道路一本松朝倉線につい

て、概略設計等を実施します。   

A□充EE  湯田温泉魅力創造事業【観光交流課】 ＜再掲＞ 16,075 千円 

A□充EE  山口観光コンベンション協会助成事業【観光交流課】  61,428 千円 

 産業交流拠点施設におけるＫＤＤＩ維新ホールのオープンに伴うＭＩＣＥ誘致の強化、湯田

温泉を始めとした市内宿泊客の増加や観光消費額の拡大に向けて、本市のコンベンション誘

致に係る助成制度を拡充します。また、ＭＩＣＥ開催時における本市の宿泊客数に応じた助成

制度を拡充するとともに、新たに、ユニークベニュー等を会場としたアフターコンベンションの

開催助成制度を創設します。 

 

  

A□充EE  観光地ビジネス創出事業【観光交流課】  15,000 千円 

 観光地づくりと地域づくりが一体となった「観光地域づくり」を進めるため、地域等が主体的

に観光地ビジネスの創出に取り組むことが可能となるよう、湯田温泉を起点とした回遊促進

の取組、新山口駅からの誘客促進事業、地域の特色を生かした地旅の受入体制整備などを

進めます。 

また、令和３年度は、産業交流拠点施設におけるＫＤＤＩ維新ホールのオープンによる新たな

交流創出の効果を市内全域に波及させるため、湯田温泉を始めとした市内への円滑な移動

を図る実証事業を行います。 

さらに、美祢市と連携し、修学旅行向けの新たなプランの造成などを進めます。 

 

  

A□充EE  新たなモビリティサービス調査・実証事業【交通政策課】 ＜再掲＞ 22,000 千円 

 産業交流拠点施設で開催されるコンベンション等の参加者について、湯田温泉を始めと

する山口都市核や市内全体への誘引につなげるため、引き続き、令和２年１２月に利用を開

始した MaaS 用ウェブアプリ「ぶらやま」の運用や、公共交通の利用状況調査、運行情報の

データ収集・分析、新山口駅と山口都市核を結ぶ乗合タクシーの実証、山口都市核内にお

ける公共交通を補完するかたちでの周遊促進に向けた小型モビリティの実証などを、県と連

携して取り組みます（県事業負担金）。 
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 湯田温泉回遊促進事業【ふるさと産業振興課】  5,600千円 

 湯田温泉が有する飲食・保養機能を強化し、回遊や賑わいを創出するため、湯田温泉ゾー

ン（約５５ha）の空き家・空き店舗等へ出店する際に、改装等に係る費用の一部を支援します

（補助上限額５０万円・補助率 1/2）。ただし、昼間の営業を行う場合は、補助上限額は１５０万

円とします。なお、特定の主要エリア内に出店する場合は、補助上限額は１８０万円・補助率

2/3 とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図：湯田温泉ゾーン 

・湯田温泉二丁目赤妻町線 

・湯田温泉二丁目泉町線 

【美装化】 

多世代交流・健康増進拠点施設 
整備予定地（令和６年度供用開始予定） 

錦川通り 

【修景整備】 

県道２０４号 

市道上東湯田温泉五丁目線 
（整備イメージ） 

市道上東湯田温泉五丁目線と 
錦川通りを結ぶ路地（整備イメージ） 

※整備箇所は検討中 

都
市
計
画
道
路 

一
本
松
朝
倉
線 

※上記の図は、（仮称）山口市都市核づくりビジョン素案に基づきゾーニングを行ったもの 

湯田温泉ゾーン 

   ：整備予定箇所 
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・情報・文化ゾーン 「新たな価値を創造する情報文化都市の形成」 

事 業 名 等 事 業 費 

 中園町周辺地区整備事業【都市整備課】  94,000 千円 

 中園町を中心とした情報・文化ゾーンについては、山口情報芸術センターや中央図書館、

情報関連産業、デジタルコンテンツの教育機関などが立地しており、多様な人々を引きつけ

る交流空間としての情報文化都市づくりを進めています。また、このゾーンの一部は、医療

や教育分野等の機能誘導を図るゾーンとしています。 

都市再生整備計画（計画期間：令和２年度～令和７年度）に基づき、済生会山口総合病

院周辺については、病院へのアクセス性の向上や周辺道路等のバリアフリー化などの整

備、また、中央公園については、新山口駅北側の産業交流拠点施設や湯田温泉と連携し

て、コンベンションやイベントの誘致を図るユニークべニュー空間としての整備を進めます。 

令和３年度は、市道糸米羽坂１号線の改良工事に向けた実施設計や用地取得、建物補

償、また、中央公園内の給排水設備整備工事、トイレ改修工事、園路整備工事、電気設備整

備に係る実施設計を行います。 

 

 

 山口情報芸術センター企画運営事業【文化交流課】 246,453千円 

 文化芸術を活用した創造的なまちづくりの推進や人材育成につなげるため、市民・アーテ

ィスト・関係団体等がＹＣＡＭの持つ技術やネットワークなどを通じてつながりあう事業の展

開、子ども達への教育普及活動を行います。（事業詳細は、“重点プロジェクト５ 山口の個

性を高め暮らしを楽しむ「文化・スポーツ・観光なら山口」”に掲載）。 

 

   

○新EE  山口ゆめ回廊博覧会の開催 【観光交流課、山口ゆめ回廊博覧会推進室など】 112,500千円 

 令和３年７月から１２月までの期間、山口県央連携都市圏域７市町で開催する「山口ゆめ

回廊博覧会」は、各市町に主会場を置き、周遊を促進するオープンエリア型の博覧会です。

本市では、YCAM・中央公園と周辺エリア（大殿・白石・湯田）を主会場とし、市域内の周遊

を促すため産業交流拠点施設を始め、市内各所で多彩な企画・イベントを展開します。 

情報・文化ゾーンでは、「みんな大好き！ＫＯＭＥＺＵＫＩ祭」や、山口情報芸術センターによ

る特別企画展、ＮＨＫ山口放送局との共催による体験型美術展覧会「びじゅチューン！×山

口ゆめ回廊なりきり美術館」などを開催します。 

（事業詳細は、“重点プロジェクト５ 山口の個性を高め暮らしを楽しむ「文化・スポーツ・観

光なら山口」”に掲載）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※情報文化ゾーンで実施 

する企画事業費の合計 

   

   

   

   

   

   

令和２年度：「みんな大好き！ ＫＯＭＥＺＵＫＩ祭 －１年祭」の様子 
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市民のサードプレイス※「中央図書館」 

 子ども読書活動推進事業、図書館活用推進事業【中央図書館】 
2,113 千円 

 中央図書館の交流スペースや共同利用スペースを活用して、ワークショップ、講座、ミニ

コンサートなどのイベントを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自宅(ファーストプレイス)や、職場・学校(セカンドプレイス)でもない、自分にとって心地の良い時間を過ごせる 

第三の居場所（サードプレイス）という意味を持ちます。 

 

 

 

東京 2020 オリンピック聖火リレー・セレブレーションの開催 

東京オリンピック・パラリンピック推進事業【スポーツ交流課】   

9,000 千円 

 

 本市では、東京２０２０オリンピック聖火リレーを、オリンピック組織委員会や山口県実行

委員会と連携して、令和３年５月１３日（木）に開催します。本市のリレールートは、瑠璃光寺

五重塔前をスタート、中央公園をゴールとします。ゴールとなる中央公園において、セレブレ

ーション（各日の最終聖火ランナーの到着時に、聖火到着を祝うイベント）を実施します。 

  

 

 

「ライブラリーコンサート」 「よしながこうたくさん 

絵本ライブ＆ライブペイント」 

（令和２年度実施） 
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（３）小郡都市核づくり【広域交流拠点づくり～交流とビジネスを支えるまち～】 

事 業 名 等 事 業 費 

A○新EE  

 

産業交流拠点施設のオープン 

産業交流拠点施設管理運営事業【新山口駅拠点施設整備推進室】 

382,097千円 

 

 平成３１年３月から建設工事を進めてきた産業交流拠点施設を、令和３年度から供用開始し

ます。 

令和３年４月に、産業支援機能としての産業交流スペース「Ｍｅｇｒｉｂａ（メグリバ）」、市民の健

康づくりや企業の健康経営等を促進する「メディフィット・ラボ」、居住型の人材育成施設「アカ

デミーハウス」、会議室、スタジオがオープンします。また、山口商工会議所を始め、国や県の支

援機関（やまぐち産業振興財団、山口しごとセンター、山口新卒応援ハローワーク、山口県福祉

人材センター）が順次入居します。そして、同年７月には、優れた音響設備や５Ｇ環境を備えた

新たな交流を生み出すメインホールがオープンし、全面供用開始となります。 

また、グランドオープン記念イベントを６月末に開催し、開館記念事業として、こけら落とし公

演を始め、施設の特性を生かしたイベントを連続的に開催し、市民の皆様を始め、多くの方に

施設をＰＲするとともに、先進的な機能を有する施設としてのブランディングにつなげていくこと

で、今後の施設の利用拡大等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A○新EE  産業交流スペース管理運営事業【ふるさと産業振興課】 61,441千円 

 産業交流拠点施設において、産業交流スペース「Ｍｅｇｒｉｂａ（メグリバ）」を令和３年４月にオ

ープンします。この「Ｍｅｇｒｉｂａ」には、コワーキングスペースやカフェ・ライブラリを設置し、「Ｍｅ

ｇｒｉｂａ」内に入居する山口商工会議所広域ビジネスサポートセンター並びに拠点施設内に入居

する関係支援機関と連携した複合的で重層的な支援体制により、起業創業支援を始め、中小

企業の経営改善支援、新事業創出支援、働く方の就労支援、次世代を担う人材育成支援など

を行うとともに、利用者同士のビジネスマッチングを始め、幅広い世代が誰でも気軽に利用で

きるビジネスコミュニティの創出を図ります。 

また、令和３年度は、施設の供用開始に当たり、４月にオープニングイベントを開催し、施設の

ＰＲと利用促進につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A○新EE  新産業創出促進事業【新山口駅拠点施設整備推進室】 19,504千円 

 産業交流拠点施設の機能を活用した新産業や新事業の創出を図ります。 

令和３年度は、令和２年８月に締結した島津製作所、花王、協同乳業、山口大学、県、本市の

６者による高齢者の健康づくり等をテーマとした地域コホート研究連携に関する合意書に基づ

き、生活習慣病予防を始めとした高齢者の健康づくり等について、多角的な検証を行う地域コ

ホート研究を実施するとともに、県との連携事業として、拠点施設のメディフィット・ラボ内に設

置する「やまぐちヘルスラボ」において、研究成果を活用したヘルスケア関連産業の創出や事業

化促進を図ります。 

  

敷地南側上空から見た山口市産業交流拠点施設（イメージ図） 

イメージ図 
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 産業交流拠点施設を活用した新たな交流創出・魅力発信 計 110,000千円 

A○新EE  「Ｏｕｔ
アウト

 ｏｆ
オブ

 ＫｉｄＺａｎｉａ
キ ッ ザ ニ ア

 ｉｎ やまぐち ２０２１」の開催 

山口ゆめ回廊博覧会観光推進事業【観光交流課】   

（25,000千円） 

 

 産業交流拠点施設をメイン会場に、こども達が多様な仕事にチャレンジし、楽しみながら

社会の仕組みを学ぶことができる体験型イベント「Ｏｕｔ ｏｆ ＫｉｄＺａｎｉａ」を中国地方で初め

て開催します。新たな賑わいの創出とともに、リアルな職業・社会体験を通して、こども達の

未来を生き抜く力を育み、地元企業の参画により、将来的な地元定着につなげます。 

（令和３年７月３１日、８月１日の２日間を予定） 

※「Ｏｕｔ ｏｆ ＫｉｄＺａｎｉａ ｉｎ やまぐち ２０２１」は、産業交流拠点施設、中心商店街、湯田 

温泉街、その他各企業の店舗での同時開催を予定しています。 

 （全体監修：キッザニアを運営するＫＣＪ GROUP 株式会社） 

 

  

○新EE  山口ゆめ回廊物産フェアの開催 ふるさと産品営業推進事業【ふるさと産業振興課】   （10,000千円） 

 産業交流拠点施設において、山口県央連携都市圏域の７市町が連携し、圏域の多彩な食

のＰＲや事業者の販売促進に向けて、農林水産物や特産品等を販売する物産フェアを開催

します。また、物産フェアでは、圏域で活動している地域おこし協力隊の活動ＰＲブースを設

置し、地域おこし協力隊の地元定着を図ります。 

（令和３年９月２６日を予定） 

 

  

A□充E E  「やまぐち未来のしごとフェスタ」の開催 就職支援事業【ふるさと産業振興課】   （29,000千円） 

 山口県央連携都市圏域内の中学生や高校生等を対象に、圏域内の企業紹介・職業体験

などのブースを設置した総合的な職業理解フェア「やまぐち未来のしごとフェスタ」を、産業

交流拠点施設で開催するとともに、新しい生活様式への対応として、ウェブ上でも企業紹介

などを行うことで、地元就職の促進を図ります。＜一部再掲＞ 
（令和３年１１月１７日、１１月１８日の２日間を予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A○新EE  

 

「（仮称）やまぐち×ロヴァニエミ デザインウィーク」の開催 

山口ゆめ回廊博覧会文化交流推進事業【文化交流課】   

（40,000千円） 

 

 フィンランドのロヴァニエミ市との観光交流パートナーシップ協定締結５周年を記念し、産

業交流拠点施設をメイン会場として、ロヴァニエミ市や大学、企業等と連携し、暮らしとデザ

インをテーマにしたイベントを開催することにより、地方都市ならではのサスティナブルな豊

かな暮らしを提案します。 

（メイン会場は、令和３年１２月１０日～１２月１２日の３日間を予定） 

 

  

A□充E E  小郡がつながる・つなげる交流促進事業 【小郡総合支所地域振興課】   （6,000千円） 

 産業交流拠点施設の開館にあわせて、小郡地域の高校や大学、専門学校などの学生と

企業、地域団体等が連携し、職業体験ワークショップや集客イベント等を開催します。 
  

 
 

 

令和２年度：「やまぐち未来のしごとフェスタ」の様子 
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 新山口駅ターミナルパーク整備事業【都市整備課】 213,000千円 

 平成２７年１０月の橋上駅舎・南北自由通路の供用開始、平成３０年３月の北口駅前広場の供

用開始に続き、南口駅前広場の整備が完了し、令和２年１０月から供用を開始しました。 

令和３年度は、引き続き、市道矢足新山口駅線の道路美装化・電線共同溝整備工事を行い

ます（令和５年度完成予定）。 

  

 新山口駅ターミナルパーク管理事業【都市整備課】 44,760千円 

 整備が完成した新山口駅ターミナルパーク施設の管理運営を行います。 
  

 観光交流センター管理運営業務【観光交流課】 17,755千円 

 新山口駅観光交流センターの管理運営を行い、市内・県内の観光情報、スポーツ・文化な

ど、様々な情報を発信します。 
  

 新山口駅北地区エリア内道路整備事業【都市整備課】 70,000千円 

 新山口駅北地区重点エリア内における幹線道路の整備を行います。令和３年度は、市道中

領長谷線の道路照明施設整備を行います。 
 

A□充EE  新山口駅周辺地区整備事業【都市整備課】 130,300千円 

 新山口駅周辺地区の生活道路や広場整備、市街地再開発の支援等を行います。 

令和３年度は、唐樋川広場整備工事を進めるとともに、「新山口駅北地区第一種市街地再開

発事業」の支援を行います。 

 

 小郡都市核へのオフィス誘致 立地等奨励金事業【産業立地推進課】 5,594千円  

 小郡都市核における支店・営業所等の開設に対して、事務所の賃借料や、新規雇用等に対

する補助金を交付することにより、県ナンバーワンのビジネス拠点にふさわしいオフィスの集積

を図ります。 

 

A□充EE  山口観光コンベンション協会助成事業【観光交流課】 ＜再掲＞ 61,428千円 

A□充EE  観光地ビジネス創出事業【観光交流課】 ＜再掲＞ 15,000千円 

A□充EE  新たなモビリティサービス調査・実証事業【交通政策課】＜再掲＞ 22,000千円 

 

 

 

図：新山口駅周辺の整備箇所・概要 
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（４）広域ネットワーク機能の強化 

・幹線道路等の整備促進 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  幹線道路関連整備事業【道路河川建設課】 418,100千円 

 令和２年３月に開通した中国自動車道湯田温泉スマートインターチェンジの整備に伴う交

通量調査を始めとした事後調査や、関連する市道改良工事を行います。 

また、鋳銭司第二団地内の市道（鋳銭司第二団地１号線）整備や山口テクノパーク内の市

道（山口テクノパーク線）改良工事を進めます。 

 

 都市計画道路整備事業【都市整備課】 105,000千円 

 都市計画道路東山通り下矢原線の未整備区間の整備を進めます。令和３年度は、引き続

き、用地買収、建物補償等を行います。   

 平井西岩屋線道路改築事業【道路河川建設課】 70,800 千円 

 椹野川の左岸、市道平井西岩屋線において、山口浄化センター付近から秋穂渡瀬橋まで

の約４.３km の区間について、円滑な離合が可能となるような拡幅工事を進めます。令和３

年度は、引き続き、道路拡幅工事を進めます。 

  

 道路整備計画道路改良事業【道路河川建設課】 307,800千円 

 山口市道路整備計画に位置づけた路線を計画的に整備していきます。 
令和３年度は、宮島町問田線・田屋島岩富線・水の上町２号線・東開作昭和西線・中河原

小森線・祢宜幸田線・由良前仙在線の整備を行います。 

  

 

 

・山口県央連携都市圏域や中枢中核都市の取組推進 

 
一部事業のみ掲載。「山口県央連携都市圏域ビジョン」に関連する事業費一覧は、７０～７１ページに掲載。 

事 業 名 等 事 業 費 

 連携中枢都市圏の取組 中核都市づくり推進事業【企画経営課】 544千円 

 山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・山陽小野田市・島根県津和野町の７市町の長で構成

する「山口県央連携都市圏域推進協議会」（平成２８年１１月設置）を運営し、同協議会を通じ

て、関係７市町の協議や調整を図ります。また、広報誌や移動市長室を通じて、「広域県央中核

都市づくり」に関する情報提供を行います。 

  

A□充E E  都市連携推進事業【企画経営課】 17,640千円 

 平成２９年３月に策定した「山口県央連携都市圏域ビジョン」（計画期間：平成２９年度～令和

３年度）の重点プロジェクトを、関係７市町の連携のもとで推進します。また、経済団体の若手組

織などが行う、圏域内での交流促進の取組を支援することを通じて、次世代の人材育成を図り

ます。令和３年度は、次期圏域ビジョンの策定を進めます。 

  

 県央連携都市圏域情報発信事業【広報広聴課】 10,524千円 

 「山口県央連携都市圏域」の各市町におけるイベント情報やまちづくり情報を、地域情報紙や

各市町の公式ウェブサイト等を通じて発信し、圏域内の情報共有や交流人口増加につなげま

す。また、新山口駅南北自由通路に９面設置されているデジタルサイネージ（電子看板）や、ＦＭ

ラジオ番組、テレビ情報番組などを活用して、圏域情報の発信を行います。 

 

  

A○新EE  山口ゆめ回廊博覧会の開催【山口ゆめ回廊博覧会推進室等】＜再掲＞ 706,280千円 
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（５）Society5.0 時代を見据えたまちづくり 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  

 

スマートシティ推進ビジョンの策定・推進 

                   都市づくり推進事業【スマートシティ推進室】＜再掲＞ 

30,000千円 

A○新EE  地域社会のデジタル人材育成 【スマートシティ推進室、阿東地域交流センター】＜再掲＞ - 

A○新EE  デジタル技術活用・人材育成支援事業 【ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 35,000千円 

A□充E E  ＩＣＴを活用した教育の推進 ＩＣＴ教育推進事業、学校教育関係事務【学校教育課】＜再掲＞ 157,270千円 

A□充E E  利便性の高い交通システムの構築【交通政策課】＜再掲＞ 計 49,080千円 

A□充E E  新たなモビリティサービス調査・実証事業＜再掲＞ （22,000千円） 

A□充E E  シェアサイクル実証事業＜再掲＞ （7,638千円） 

 令和２年度に、市内１３箇所にサイクルステーションを設置し、スマートフォンアプリを活用

して気軽に乗ることができるシェアサイクルを４０台配置しています。令和３年度は、ステーシ

ョンの数を１７箇所に増設するとともに、配置する自転車数も５０台程度に増車し、来訪者等

の市内周遊を促進できるよう、引き続き実証事業に取り組みます。 

  

A□充E E  コミュニティタクシー実証運行事業＜再掲＞  （14,000千円） 

 交通系 IC カード整備事業＜再掲＞ （5,442千円） 

A□充E E  スマート農業の推進 集落営農促進事業、もうかる農業創生事業【農林政策課】＜再掲＞ 45,700千円 

 県農業試験場等の跡地利用の検討協議 【企画経営課】 - 

 県農業試験場等の跡地における、本市全体、県全体の発展に寄与するかたちとなるような利用

方策や、現在の農業試験場周辺の諸課題である県道山口防府線の慢性的な交通渋滞対策など

について、県との協議、関係者からの意見ヒアリング等に努めるとともに、必要な調査等を実施し

ます。また、跡地におけるスマートシティに向けた利用方策については、都市づくり推進事業【スマ

ートシティ推進室（事業費 5,000 千円）】において、必要に応じて、検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

大内小学校上空からみた農業試験場敷地 
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重点プロジェクト２ 協働による「個性と安心の２１地域づくり」  

 

・総合支所エリアの地域経済活性化 

事 業 名 等 事 業 費 

□充E E  「ふるさとにぎわい計画（地域再生計画）」の推進  合計 146,506千円 

 各総合支所において、地域資源を活用し、地域経済活性化を図る「ふるさとにぎわい計画

（地域再生計画）」（平成３０年度策定）に基づき、プロジェクトを推進します。 

 

 

 小郡がつながる・つなげるプロジェクト【小郡総合支所地域振興課など】 （計 52,043 千円） 

 小郡地域では、新山口駅を中心とした一帯を交流の核として、学生等の若者・企業・地域

住民や団体等が、多様な交流を図る取組を進めることで、小郡地域を始めとした市内にお

ける定住促進や雇用創出につなげる取組を進めていきます。また、山口ゆめ回廊博覧会の

開催や産業交流拠点施設の供用開始にあわせて、圏域各市町の地域資源及び拠点施設の

ＰＲ・情報発信を充実させることで、本市全体や県央部の地域振興及び交流人口拡大につ

なげます。 

令和３年度は、新山口駅南北自由通路や北口駅前広場、産業交流拠点施設等における

交流イベントの開催、イベント開催に向けたワークショップの実施などの実行委員会の活動

を引き続き支援します。（小郡総合支所地域振興課）＜一部再掲＞ 

また、拠点施設の供用開始にあわせた開館記念イベント（新山口駅北地区拠点施設整備

推進室）＜再掲＞、広域観光物産展・企画展等の開催（観光交流課）、南部地域の特産品フ

ェア（定住促進課）、南北自由通路やゼロスタジオを活用した圏域情報の発信（広報広聴

課）＜再掲＞などを行います。 

また、次期ふるさとにぎわい計画の策定を進めます。（小郡総合支所地域振興課） 

 

 あいお海洋資源活用プロジェクト【秋穂総合支所地域振興課・農林土木課など】 （計 19,909 千円） 

 秋穂地域では、秋穂荘・道の駅「あいお」等を交流の核として、あいおえび※を始めとした

海洋資源を活用した海洋交流拠点づくりを進めています。 

現在進めている、道の駅「あいお」の拡充・機能強化に向けた基礎調査に基づき、令和３

年度は、基本計画の策定等を行います（秋穂総合支所地域振興課）。また、草山公園の景観

確保に向けた樹木伐採や整備計画の策定（秋穂総合支所農林土木課）、天然車えびの定着

促進事業、魚食の普及活動（水産港湾課）などを行います。 

※あいおえび・・・秋穂車えび推進協議会会員が出荷される車えびの愛称 

 

 きらら・あじすプロジェクト【阿知須総合支所地域振興課など】 （計 20,450 千円） 

 阿知須地域では、道の駅「きらら あじす」を交流の核として、地域の農水産物や特産品の

販売拡大を図り、また、多くのイベントやスポーツ大会が実施される山口きらら博記念公園

との近接性を生かした交流人口拡大の取組を進めます。 

令和３年度は、道の駅「きらら あじす」の機能強化を図るため、施設の増改築に係る基本

設計と実施設計を実施します。また、新たな交流の創出を図る「花のおもてなし事業」の取組

として、ひまわりやコスモスなどの植栽による憩いの空間づくりに引き続き取り組みます。ま

た、令和３年秋頃に、きらら浜の各施設が連携し、きらら浜全体で「スポーツ・食・遊び」を体

験できるイベントを開催します（阿知須総合支所地域振興課）。 

あわせて、地域資源を活用した商品開発や情報発信（定住促進課）、農産物の付加価値

化につながる６次産業化推進事業等（農林政策課）に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花のおもてなし事業 

道の駅「きらら あじす」整備イメージ 

増築建物 
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 重源の里とくぢプロジェクト【徳地総合支所地域振興課・農林課など】 （計 27,572 千円） 

 奈良東大寺再建の木材供給源であった徳地地域では、豊かな自然や再建事業を行った

俊乗房重源上人ゆかりの地域資源などを生かした交流人口拡大の取組を進め、特色ある

歴史や文化を効果的に情報発信し、徳地地域の魅力向上を図ります。 

令和３年度は、重源上人生誕９００年の年に当たることから、徳地地域内に点在する重源

上人ゆかりの施設における講演会の開催など、「重源の里とくぢ」の地域ブランド確立を図る

とともに、令和４年度に延期した「東大寺サミット」に向けた機運の醸成、おもてなし体制の充

実につなげていきます（徳地総合支所地域振興課）。また、徳地地域全体の交流の玄関とな

る特産品販売所「南大門」の機能強化として、令和２年度の施設改修工事に続き、駐車場出

入口の再整備と看板の設置等を行います（徳地総合支所農林課）。さらに、国指定重要有形

民俗文化財「岸見の石風呂」の茅葺屋根葺替工事（文化財保護課）を引き続き実施します。 

併せて、椎茸生産の担い手育成に向けた栽培技術研修の実施、徳地地域産の木材（滑

松）の活用に向けた取組を進めるとともに、令和２年度に本市で初めて地理的表示（ＧＩ）に

登録された「徳地やまのいも」の更なる高付加価値化に向けて、包装資材等へのＧＩマーク

表示費用の支援を行います（徳地総合支所農林課）。また、次期ふるさとにぎわい計画の策

定を進めます（徳地総合支所地域振興課）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あとう農山村いきいきプロジェクト【阿東総合支所農林課など】 （計 26,532 千円） 

 阿東地域では、道の駅「長門峡」を交流の核として、ＪＲ山口線と国道９号を交流の軸とし

た地域資源のネットワーク化を進めています。平成３０年度の道の駅「願成就温泉」のリニュ

ーアルオープン（観光交流課）、令和元年度の道の駅「長門峡」のリニューアルオープン（阿

東総合支所農林課）に続き、令和２年度には常徳寺庭園の保存整備（文化財保護課）が完

了しました。 

令和３年度は、山口ゆめ回廊博覧会の開催にあわせて、道の駅「長門峡」でのイベントプ

ロモーションを実施します（阿東総合支所農林課）。また、あとう和牛の増頭対策や野菜増産

モデル事業(阿東総合支所農林課)、阿東地域のプロモーションビデオ制作（観光交流課）な

どを行います。 

また、次期ふるさとにぎわい計画の策定に向けて、令和２年度に実施した「過疎地域課題

解決型研修プログラム受入実証事業」において、民間企業から提案を受けた地域活性化ア

イデアの実証事業などを行います。（阿東総合支所地域振興課、定住促進課） 

 

 

 

  

令和 2 年 11 月 18 日、「徳地やまのいも」が本市初の地理的表示 (ＧＩ)に登録されました。 
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・南部地域・中山間地域の地域資源魅力アップ 

事 業 名 等 事 業 費 

□充E E  歴史文化資源保存活用推進事業【文化財保護課】 4,961千円 

 山口市に存在する歴史文化資源を適切に保存・活用するため、令和元年度に策定した

「山口市歴史文化基本構想」に基づく取組を進めます。 

令和３年度は、基本構想を踏まえ、アクションプランとなる文化財保存活用地域計画の作

成に引き続き取り組みます。また、山口ゆめ回廊博覧会の開催にあわせて、歴史文化資源

の情報発信を強化するためのノベルティ作成や講演会を実施します。 

 

  

 無形民俗文化財の保存伝承 指定文化財保存助成事業【文化財保護課】  360千円 

 指定無形民俗文化財の保存伝承活動等に対する助成を行います。 

 国：地福のトイトイ（阿東） 

 県：小鯖代神楽舞（小鯖）、陶の腰輪踊（陶）、徳地人形浄瑠璃（徳地） 

 市：須川の山固め神事（佐山）、岩戸神楽（小郡）、十二の舞（秋穂）、 

中河内注連縄打ち（阿東）、生雲八幡宮奴道中（阿東）、土居神楽舞（阿東）、 

須賀社の厄神舞（阿東）、蹴出し踊り（阿東）  

  

 南部地域活力アップ推進プランの取組   

A□充E E  やまぐち瀬戸内魅力創出事業【定住促進課】  4,900千円 

 瀬戸内の海や田園など市南部地域の自然環境等を生かし、ニューツーリズム（「サイク

リング」・「アウトドア」・「文化交流」）の取組を展開し、南部地域への来訪者の増加を図り

ます。令和３年度は、 

○サイクリング事業：「ツール・ド・ヤマグチ湾 202１」の実施（R３.5.３０（日）開催予定） 

○アウトドア事業：「筋肉ヴィレッジ」、「ノルディックウォーキングフォーラム」の開催 

○文化交流事業：「秋穂八十八カ所お大師まいり」をテーマに、「作る」・「歩く」・「食べる」 

をパッケージ化したツアーの開催など 

  

  

 名田島南蛮樋保存整備事業【文化財保護課】  67,634千円 

 整備基本計画に基づき、国指定史跡「周防灘干拓遺跡名田島新開作南蛮樋」の保存

整備を行います。令和３年度は堤防の保存整備工事を行うとともに、堤防下流側の浚渫

と石垣露出展示の実施設計を行います。 

  

A□充E E  鋳銭司・陶地区文化財総合調査事業【文化財保護課】 24,741千円 

 平成２８年度から、山口大学山口学研究センター等と連携して、鋳銭司・陶地区の文化

財の総合調査を進めています。 

令和３年度は、引き続き、周防鋳銭司跡の発掘調査を行うとともに、今後の史跡整備

の基本方針となる保存活用計画を策定します。また、山口ゆめ回廊博覧会の開催にあわ

せて、これまでの発掘調査の成果を総括するシンポジウムを開催するとともに、鋳銭司郷

土館において、特別展示を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 南部地域資源利活用事業【定住促進課】＜再掲＞ 2,270千円 

 南部地域の地域資源を活用した商品開発や交流人口の拡大等に取り組む個人や団

体等を支援します。また、令和３年度は、南部地域における特産品の認知度向上に向け

て、市内宿泊事業者の従業員の方を始めとした観光客と接する機会の多い方を対象に、

特産品の生産・加工現場を視察するツアーを開催します。 

  

A□充E E  南部エリア魅力発信事業【定住促進課】＜再掲＞ 1,180千円 

 
「史跡周防鋳銭司跡」で発見された 

「承和昌宝」銭の鋳損じ銭 
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 中山間地域づくり指針に基づく地域資源活用の取組  

 中山間地域資源利活用事業【定住促進課】  5,000千円 

 中山間地域の地域資源を活用した商品開発や交流人口の拡大等に取り組む個人や

団体等を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○新EE  中山間地域魅力発信事業【定住促進課】 1,100千円 

 中山間地域への来訪者や移住者の増加を図るため、中山間地域の情報発信の強化と

して、中山間地域の魅力を紹介するプロモーションビデオを制作します。 
  

 中山間地域滞在型交流促進事業【定住促進課】＜再掲＞ 5,000千円 

A□充E E  仁保の郷管理運営業務【農林政策課】 11,707千円 

 道の駅「仁保の郷」のオープン２０周年記念事業を実施します。また、施設の長寿命化

に向けた耐久度調査を行います。 
  

A□充E E  特産品販売所「南大門」の駐車場再整備・看板設置工事（徳地） 

高齢者若者活性化センター管理運営事業【徳地総合支所農林課】 ＜再掲＞ 

7,000千円 

A□充E E  重源上人生誕９００年イベント開催事業（徳地） 

【徳地総合支所地域振興課】＜再掲＞ 

1,600千円 

 岸見の石風呂の茅葺屋根葺替工事（徳地） 

指定文化財維持管理事業【文化財保護課】 ＜再掲＞ 

6,261千円 

A○新EE  佐波川関水の道路案内表示整備（徳地）指定文化財維持管理事業【文化財保護課】 500千円 

 俊乗房重源上人ゆかりの国指定史跡「佐波川関水（さばがわせきみず）」の道路案内

表示を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

国指定史跡「佐波川関水」 

阿東地域特産品開発ネットワーク会議 

（りんご園内にて） 

地域おこし協力隊員がデザインした手ぬぐいと、 

山口シードルをセットにしたギフトボックスの開発 
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・地域を支える拠点づくりとネットワーク形成 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  阿知須総合支所の整備（令和４年度供用開始予定） 計 914,109千円 

 老朽化が進んでいる阿知須総合支所の建替整備を行います。また、建替において、阿知

須地域交流センター、消防団車庫等を複合施設として一体整備します。現在の総合支所を

解体し、その跡地に複合施設を整備します。 

令和３年度は、引き続き、建設工事、外構工事を進めるとともに、駐車場の実施設計など

を行います。令和４年度の供用開始を予定しています。 

 

 阿知須総合支所建設事業【管財課】 （337,393千円） 

 阿知須地域交流センター建設事業【協働推進課】 （535,780千円） 

 阿知須方面隊阿知須分団消防車庫整備 消防車庫整備事業【警防課】  （40,936千円） 

A□充E E  徳地総合支所の整備（令和４年度供用開始予定） 計 1,626,585千円 

 老朽化が進んでいる徳地総合支所の建替整備を行います。建替においては、徳地地域

交流センター、消防団車庫、（仮称）徳地診療所を複合施設として、また、徳地文化ホールに

ついては、複合施設との一体的な利用が可能となるよう整備します 

令和２年度は、造成工事を行い、建設工事に着手しました。令和３年度は、保健センターと

して設計したスペースを診療所として整備するための実施設計を行うとともに、建設工事を

進めます。令和４年度の供用開始を予定しています。 

 

 徳地総合支所建設事業【管財課】 （518,322千円） 

 徳地地域交流センター建設事業【協働推進課】 （380,963千円） 

A○新EE  （仮称）徳地診療所整備事業【健康増進課】 （108,980千円） 

 徳地第１方面隊出雲分団消防車庫整備 消防車庫整備事業【警防課】  （52,890千円） 

 徳地資源物ステーションの整備 資源物拠点回収施設設置事業【資源循環推進課】  （730千円）  

A□充E E  徳地文化ホール整備事業【社会教育課】 （564,700千円） 

A□充E E  小郡総合支所の駐車場整備 小郡総合支所維持管理業務【小郡総合支所土木課】 91,341千円  

 小郡総合支所における利用者の増加に対応し、利便性向上を図るため、駐車場の拡張整

備を行います。令和３年度は、用地取得を行います。 
 

A□充E E  阿東地域交流センター篠生分館建設事業【協働推進課】 82,494千円  

 老朽化した阿東地域交流センター篠生分館の建替整備を行います。令和３年度は実施設

計を行い、建設工事に着手します。令和４年度の供用開始を予定しています。 
 

A□充E E  地域交流センター機能強化事業【協働推進課】  30,000千円 

 湯田地域交流センターの増改築整備を行います。令和３年度は、実施設計を行います。 
 

A□充E E  持続可能な公共交通の構築 計 505,613千円 

 
引き続き、コロナ禍においても持続可能な公共交通の構築を図ります。令和３年度は、幹

線バスを維持するための支援やコミュニティバスの実証運行、市内７地域におけるコミュニ

ティタクシーの運行への支援を行います。また、吉敷地域においてコミュニティタクシーの運

行に向けた体制が整ったことから、実証運行への支援を行います。さらに、徳地地域及び阿

東地域における生活バスの運行や、交通系ＩＣカード利用システムの導入促進に向けた交通

事業者への支援を行います。また、公共交通の利用促進に向けて、東京２０２０オリンピック・

パラリンピック聖火リレー開催日における市内一斉ノーマイカーデ―を実施します。 

  

A□充E E  幹線バス確保維持事業【交通政策課】 （250,483千円） 
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 コミュニティバス実証運行事業【交通政策課】 （65,707千円） 

A□充E E  コミュニティタクシー運行促進事業【交通政策課】   （44,047千円） 

A□充E E  コミュニティタクシー実証運行事業【交通政策課】＜再掲＞ （14,000千円） 

 グループタクシー利用促進事業【交通政策課】   （5,913千円） 

 地域通学バス運行事業【交通政策課】   （11,201千円） 

A□充E E  徳地生活バス運行事業【交通政策課】   （41,162千円） 

A□充E E  阿東生活バス運行事業【阿東総合支所地域振興課】   （26,217千円） 

 交通結節点整備事業【交通政策課】 （1,595千円） 

 交通系ＩＣカード整備事業【交通政策課】＜再掲＞ （5,442千円） 

A□充E E  新たなモビリティサービス調査・実証事業【交通政策課】＜再掲＞ （22,000千円） 

A□充E E  シェアサイクル実証事業【交通政策課】＜再掲＞ （7,638千円） 

A□充E E  交通政策推進事業【交通政策課】 （10,208千円） 

 簡易水道施設の計画的な更新 簡易水道事業【上下水道総務課】＜企業会計＞ 113,000千円 

 令和３年度は、老朽化した水道管２．３ｋｍを更新します。 
  

 

  
阿知須総合支所等の整備イメージ 

徳地総合支所等の整備イメージ 
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・協働によるまちづくり 

事 業 名 等 事 業 費 

 地域の個性を活かす交付金事業など  

□充E E  地域づくり交付金【協働推進課】 198,835千円 

 地域振興、地域福祉、安全安心などの各分野において、市内２１の地域が主体的に使い途

を決定できる地域づくり交付金を交付します。また、令和３年度は、新たに、関係人口の創

出・拡大につながる取組などに対する特別交付金制度を創設します。 

  

 自治会等自治振興交付金【協働推進課】 121,261千円 

 自治会等の地域振興や情報発信等の自主的、持続的な活動を促進します。 
  

 法定外公共物整備助成事業【道路河川管理課など】 72,759千円 

 法定外公共物等の整備について、技術的な支援とあわせた補助を実施します。 
  

A○新EE  やまぐち２１地域巡りガイドブックの発行 協働のまちづくり推進事業【協働推進課】 1,630千円 

 山口ゆめ回廊博覧会における市内２１地域の回遊促進に向けて、各地域では、地域づくり交

付金における交流促進特別交付金を活用し、各地域の歴史、文化、自然、産業などの地域資源

の磨き上げや活用を進められています。 

令和３年度は、山口ゆめ回廊博覧会の開催に合わせ、各地域の地域資源を紹介するガイドブ

ックを発行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 社会資本整備協働事業【道路河川管理課】 8,200千円 

 公共性の高い道路や水路等について、受益者等の同意のもとで、直接工事発注を行います。 
 

A□充E E  地域福祉計画推進事業【地域福祉課】 3,110千円 

 山口市地域福祉計画に基づき、地域福祉の推進を図るため、小地域福祉活動計画の策定を

支援するとともに、福祉の種まきリーディング事業として、住民座談会の開催や福祉教育推進指

定校の指定による福祉教育の推進、災害ボランティアリーダー養成研修会等の支援を行いま

す。また、次期地域福祉計画策定に向けた市民アンケート等を実施します。 

 

 社会教育活動推進事業【社会教育課】 50,422千円 

 ２１地域の全ての地域交流センターにおいて、活動推進委員会が行う社会教育・生涯学習活

動を支援することで、地域住民を主体とした社会教育を推進します。 
 

 地域ぐるみのスポーツ振興 スポーツ少年団活動助成事業【社会教育課】   1,745千円 

 スポーツに親しむ場であるスポーツ少年団活動の活性化を図るため、地域における指導人材

の活用や活動環境の充実を支援します。 
  

 地域防災活動促進事業【防災危機管理課など】 4,710千円 

 住民の防災意識の高揚と地域防災力の向上を図るため、総合支所・地域交流センターと地域

が連携した地域防災活動の促進に努めます。防災講座、自主防災組織の立ち上げ・活動支援、

防災訓練、２１地域における防災活動支援などを行います。 

  

漁師たちの守護神（秋穂地域） 
「巨岩・重石」を活用した 

交流創出の取組（仁保地域） 
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・すむ住む山口 ～オール山口で取り組む移住定住促進～ 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  外部人材活用事業【定住促進課】 86,000千円 

 地域に根ざした人材誘致の取組を進めます。 

都市部から若者が一定期間地域に居住し、地域ブランドや特産品開発などの地域づくりを

担いながら活動する「地域おこし協力隊」については、２０名の受入れを目指して、受入体制づ

くりを進めるとともに、任期終了後の起業を支援します。また、国が新たに創設した「地域おこ

し協力隊インターン」の活用について、検討を進めます。 

同時に、三大都市圏の民間企業の社員を「地域活性化起業人」として受け入れ、そのノウハ

ウや知見、ネットワークを生かして、地域独自の魅力や価値向上につなげます。 

 

  

A□充E E  やまぐち定住実現プロモーション事業【定住促進課】＜再掲＞ 6,914千円 

A□充E E  ＵＪＩターン就労支援事業【定住促進課】  4,043千円 

 首都圏における若者の地方移住への関心が高まっている中、起業創業や就業のため、本

市へ移住を希望されている方への支援を強化します。 

令和３年度は、移住希望者が、本市において起業創業や就職活動を行うために本市を訪問

する場合の交通費について新たに支援を行います。 

また、引き続き、移住希望者が本市に一定期間滞在して、起業創業や就職活動を行う場合

の宿泊経費や長期滞在時の家賃経費等について、支援を行います。 

さらに、本市に移住して商工業での創業をした４５歳未満の方に対する家賃補助、県内外

在住の大学生等を対象とした山口県央連携都市圏域内の企業訪問バスツアーを行います。 

 

  

A 学生消防団員の定住促進 消防団管理運営業務、消防団員災害等活動事業【警防課】 計 1,970千円  

 

将来の地域防災の担い手となる人材を育成するため、市内大学及び専門学校に通いなが

ら消防団活動を行う学生消防団員の入団促進と活動推進に取り組みます。顕著な活動をし

た団員に対し、活動認証状の交付を行い、認証状の交付を受けた団員（ＵＪＩターン者含む）が

市内企業に就職した場合、学生に就業奨励金（１０万円）を交付し、雇用した企業に雇用奨励

金（３０万円）を交付します。 

 

 

A□充E E  空き家利活用事業【定住促進課】 8,570千円 

 人口減少が進む地域を中心に、空き家・空き地バンク制度の運用を行います。「直営型空き

家・空き地バンク制度」を過疎地域（徳地地域・阿東地域）で運用し、地域との連携のもとでの

「地域型空き家・空き地バンク制度」を仁保地域・名田島地域・秋穂二島地域で運用します。

令和３年度は、地域型空き家・空き地バンクの新規設置を支援します（１か所想定）。 

また、引き続き、空き家・空き地バンク制度における改修費の支援を行います。子育て世代

の市外からの転入であれば、補助上限金額６０万円・補助率 2/３を支援します。 

 さらに、空き家・空き地バンク制度における家財道具等の処分に係る経費の一部として、補

助上限額１０万円・補助率 1/2 を助成します。 

このほか、定住コンシェルジュ及び定住サポーターの活動支援に引き続き取り組みます。 

 

  

A○新EE  空き家活用地域活性化事業【定住促進課】 6,400千円 

 空き家を活用し、新たな交流の創出や地域課題の解決を図る事業者に対して、支援を行い

ます。 

交流促進空き家活用事業として、空き家を活用し、市内外からの新たな交流を創出する事

業者への支援を行います。また、地域応援空き家活用事業として、地域と空き家所有者との

合意形成のもと、空き家を活用し、地域課題の解決を図る事業を行う事業者への支援を行い

ます。（補助上限額１００万円、補助率１/２） 

併せて、クラウドファンディングを活用して資金調達を行う場合の支援を行います。 

（補助上限額２０万円） 
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重点プロジェクト３ 将来を担う子どもたちを育む「教育・子育てなら山口」 

 

・先進の教育環境づくり 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充EE  ＩＣＴを活用した教育の推進ＩＣＴ教育推進事業、学校教育関係事務【学校教育課】＜再掲＞ 157,270千円 

 外国語教育の充実 英語指導助手配置事業【学校教育課】 44,691千円 

 

新学習指導要領のもと、令和２年度から、外国語活動について、小学３・４年生で年間３５時

間、外国語の教科として小学５・６年生で年間７０時間が必修化されました。 

本市では、令和元年度からの、新学習指導要領への対応に向けた年間授業時数の確保に

加え、引き続き、市内の小・中学校にＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し、本場の英語を体験す

る時間を設けることで、英語によるコミュニケーション能力の向上を図ります。 

 

  

 グローバル人材育成事業【社会教育課】 1,520千円 

 子どもたちが国際的な視野やコミュニケーション能力、論理的な思考力を身に付けることの

できる機会を提供します。令和３年度は、引き続き、グローバルジュニアリーダー育成事業、地

域や小学校正課クラブ等におけるプログラミング体験事業を行います。 

 

  

A□充EE  ＹＣＡＭと連携した先進教育プロジェクトの実施 子ども芸術体感事業【学校教育課】 6,560千円 

 学校とＹＣＡＭの連携のもと、小学校における社会見学のコースとしてＹＣＡＭでの体験学

習を取り入れるほか、新たに「やまぐち子ども未来型学習プロジェクト」として、児童生徒１人１

台のパソコンを活用しながら、小学校では地域の魅力発見、中学校では体育祭の新種目づく

りなどの取組を進めます。また、教員の情報活用に関する指導力向上を図るための研修（ＹＣ

ＡＭプログラム）を実施します。 

そのほか、学校の屋内運動場等を会場に演劇や音楽公演等を実施し、子どもたちの感性を

育む取組を進めます。 

 

  

 学習支援事業【学校教育課】 142,942千円 

 児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな授業を行うため、特別支援教育事業補助教員、

確かな学力アシスト事業補助教員、日本語指導補助員、部活動指導員などを、各学校に配置

することにより、児童生徒の確かな学力向上を図ります。小・中学校の配置人数の合計は１４７

名となります。 

 

  

 遠距離通学対策事業【教育総務課】  80,657千円 

 学校の統廃合やバス路線廃止で通学不便となった地域において、スクールバス等の運行

による通学支援や学期ごとの定期券購入費補助を行っています。また、通学距離がおおむね

３ｋｍ以上で路線バスを利用して通学する児童を対象とするバス代の半額補助を引き続き行

います。 

 

  

 地域の教育力を結集 計 31,298千円 

 引き続き、児童生徒がいきいきと学ぶ、地域とともにある学校づくりに向け、設置率１００%

のコミュニティ・スクールの運営経費や活動経費の支援、一つの中学校区内における小・中学

校の連携の取組への支援などを行います。 

また、地域が有する人材や教育力による、地域ぐるみの子育てや生涯学習を推進します。そ

のため、引き続き、各地域における地域協育ネットコーディネーター（地域学校協働活動推進

員）の配置を進めるとともに、やまぐち路傍塾の活動推進を図ります。 

  

 コミュニティ・スクール推進事業【学校教育課】 （8,985千円） 

 地域ぐるみ子育て支援推進事業【社会教育課】 （22,313千円） 
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 いじめ・不登校対策、指導体制の充実  

 子どもの笑顔づくり支援事業【学校教育課】 16,067千円 

 
いじめ・不登校への早期対応に引き続き取り組みます。スクールソーシャルワーカーやス

クールカウンセラーの派遣、いじめ初動対応サポーターと専門相談員２名による学校との

連携やカウンセリングなど、サポート体制を継続します。 
 

 教育支援センター管理運営業務【学校教育課】  12,121千円 

 
教育支援センター（あすなろ教室）では、不登校の児童生徒の一人ひとりの状況に応じ

た活動内容を計画し、学校への復帰と自立を支援するほか、学力向上に向けた支援を行

います。 
 

 教員の長時間勤務の改善   

 教員業務アシスタントの配置 学校管理運営費【教育総務課】 9,188千円 

 部活動指導員の配置 学習支援事業【学校教育課】＜再掲＞ 6,870千円 

 地域連携アシスタントの配置 コミュニティ・スクール推進事業【学校教育課】＜再掲＞ 3,524千円 

    事務的な業務を補助するアシスタント（１０名）を、引き続き学校に配置し、教員の業務負

担軽減を図ります。 

 また、部活動指導員（１５名）や、地域連携担当教職員の業務を補助する地域連携アシス

タント（５名）を引き続き配置し、教員の長時間勤務の改善、働き方改革を進めます。 

  

A○新EE  学校給食費の公会計化に向けた取組 学校給食運営事業【教育総務課】 8,400千円 

 現在、学校給食費は、学校ごとに徴収管理する「私会計」方式により管理されていますが、徴

収管理や会計事務における教職員の負担が大きくなっています。教職員の業務負担軽減を図

るため、学校給食費については、令和４年度から市が直接管理する「公会計」方式に移行するこ

ととし、令和３年度は、移行に向けた給食費管理システムの導入などに着手します。 

 

A□充E E  小学校施設増改築事業【教育施設管理課】 188,170千円 

  児童数が増加し、普通教室の不足が見込まれる学校について、校舎の増改築を行います。 

＜工事＞嘉川小、大内南小＜設計＞良城小 
  

A□充E E  学校施設の長寿命化対策 計 1,293,868千円 

 小・中学校施設について、予防保全型の長寿命化工事などを順次進めます。 

・校舎長寿命化改修  ＜工事＞湯田中、宮野中 

・校舎大規模改修    ＜設計＞大内中 

・プール改修        <設計>湯田中 

・トイレの洋式化    ＜設計＞湯田小 

・屋内運動場改修   ＜工事＞八坂小、上郷小、名田島小、鋳銭司小、大海小、二島中 

・放送設備改修及びインターホンＰＨＳ化 ＜工事＞大内南小、さくら小 

・その他、湯田小旧給食室を特別教室へ転用するための改修を実施します。 

【参考】補正 

  ・トイレの洋式化 <工事>小郡小 80,000 千円 

  

 

  

 小学校施設長寿命化事業【教育施設管理課】 （250,668 千円） 

 中学校施設長寿命化事業【教育施設管理課】 (1,043,200 千円） 

 
災害時の避難場所ともなる屋内運動場の防災機能向上 

小学校安心安全推進事業【教育施設管理課】 

4,000千円 

 災害時の避難場所となる屋内運動場の防災機能を高めます。小・中学校施設等の耐震化

の完了（平成２７年度）、小・中学校屋内運動場における吊り天井撤去の完了（平成３０年度）

に続き、非構造部材（例：バスケットゴール・照明器具など）の落下防止対策を進めます。 

・非構造部材改修<設計>中央小、二島小  

【参考】補正 

・非構造部材改修 

<工事>八坂小、上郷小、名田島小、鋳銭司小、大海小、二島中 230,000 千円 
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A□充E E  日本一“本”を読むまちづくり 計 204,546千円 

 「いつでもどこでも 本のあるまち どんなときも 身近に役立ち 出会いを大切にする図書

館」を目指し、山口市立図書館の管理運営や図書館以外の場所でも本に出会うことができる環

境づくりを進めています。 

令和３年度は、カフェ等の民間事業者との連携による「まちじゅう読書推進プロジェクト」に引

き続き取り組むとともに、図書の消毒機購入、小郡図書館の大規模修繕工事、中央図書館閉架

書庫書棚メンテナンス、第４次図書館サービス計画策定に向けたアンケート調査等を行います。 

また、学校、幼稚園、保育園等への定期的な配本・団体貸出、学校司書との連携に加え、学校

図書館用の資料購入などの支援サービスを実施します。 

さらに、図書館活用や利用層の拡大を図るため、講座開催、特別企画展示、図書館まつりな

どのイベントを行います。 

  

 図書館管理運営業務【中央図書館】 (196,291千円） 

 移動図書館管理運営業務【中央図書館】 （1,294千円） 

 学校図書館支援サービス事業【中央図書館】 （5,381千円） 

 図書館活用推進事業【中央図書館】＜再掲＞ （1,580千円） 
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・保育園 待機児童ゼロに向けた取組 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充EE  保育園待機児童解消へ１６１名の定員拡大【保育幼稚園課】 5,123,900千円 

 保育園等の保育施設の待機児童の解消に向けて、定員を１６１名拡大します。 

〇令和３年度の定員拡大は以下のとおりです。 

・認可保育園 

   「愛児園湯田保育所（湯田）」（定員３０名増：１８０名→２１０名） 

   「きらきら星保育園（大内）」（定員３０名増：９０名→１２０名） 

 「とものその保育園（大歳）」（定員１０名増：１２０名→１３０名） 

 「あさひ小郡保育園（小郡）」（新設：定員９０名） 

 「山口ココモ保育園（大内）」（定員１名増：１８名→１９名） 

運営費の合計 

A□充EE  保育園（認可保育施設）等のさらなる整備【保育幼稚園課】 474,731千円 

 主に０～２歳児を対象とした保育提供体制の充実を図るため、認可保育園の新設・増

設、認定こども園への移行による定員拡大を図ります。 

なお、社会福祉法人・学校法人に対する、保育所・認定こども園の整備借入金の償還元

金及び利息に係る補助についても、継続して実施します（児童福祉施設整備費償還金助

成事業）。 

〇令和３年度に予定している主な施設整備は、以下のとおりです。 

・「全年齢型保育園（平川）」（新設：定員１００名） 

・「嘉川保育園（嘉川）」（定員２０名増：１１０名→１３０名） 

・「明星幼稚園（大殿）」の認定こども園移行（令和５年４月）に伴う改築 

（保育園部：定員６６名、幼稚園部：定員４５名）（保育園部の定員６６名増を予定） 

整備費助成の合計 

 保育人材の確保【保育幼稚園課】 24,302千円 

 保育の受け皿づくりを引き続き進めていくために、保育士等人材の確保につながる本市独

自の処遇改善への支援を行います。本市独自の処遇改善支援は平成２７年度に開始し、国も

平成２９年度から処遇改善を実施しています。 

令和３年度は、やまぐち子育て福祉総合センターにおける「保育士資格応援講座」や、保育資

格所持者の保育現場への復帰促進に向けた「潜在保育士応援講座」の周知を図り、受講者を

始めとした求職者と各保育施設とのマッチング強化を進めるとともに、保育人材の年間を通じ

た求人募集や保育士養成校・調理専門学校等との連携に取り組みます。 

関連事務事業の合計 

A□充EE  

 

南部地域の市立幼稚園４園の認定こども園化  

市立認定こども園施設整備事業【保育幼稚園課】 

219,916千円 

 

 南部地域の市立幼稚園（鋳銭司、名田島、二島、秋穂）については、園児数が少なくなってお

り、集団生活における育ち合いの観点などから、令和２年度から鋳銭司幼稚園において合同保

育を行っています。令和３年度は、預かり保育を実施するとともに、市立認定こども園化に向け

て、鋳銭司幼稚園の増改築工事を行います。令和４年４月からの開園を予定しています。 

なお、工事期間中は、秋穂幼稚園で合同保育を行います。 

 

 

A○新EE  

 

保育園における使用済み紙おむつの回収・処分 

市立保育園管理運営費、へき地保育所管理運営費、私立保育園特別保育事業費等【保育幼稚園課】＜再掲＞ 

12,956千円 

 

 市立保育園において、子どもの使用済み紙おむつについては、子どもの健康管理や成長を

知る観点から保護者による持ち帰りを行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症への対応と

して、使用済み紙おむつの回収・処分を保育園で行います。令和３年１０月から全市立保育園に

おいて回収・処分を行います。 

また、私立保育園、認定こども園、地域型保育所においては、紙おむつ処分に必要となる保

管庫設置に対して支援を行います。 

 

 

A□充EE  保育業務 ICT 化推進事業【保育幼稚園課】＜再掲＞ 7,593千円 
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・放課後児童クラブ 待機児童ゼロに向けた取組 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充EE  放課後児童クラブの定員を１０５名拡大 放課後児童クラブ運営費【こども未来課】 760,214千円 

 放課後児童クラブの待機児童の解消に向けて、定員を１０５名拡大します。 

 

○令和３年度の定員拡大は以下のとおりです。 

    ・大殿小学校区（定員：１５０名→１８０名） 

      「あっと児童クラブ」（定員３０名増） 

・白石小学校区（定員：１５２名→１８２名） 

「なかいち学級」（定員３０名増） 

    ・小郡南小学校区（定員：１４０名→１７０名） 

      「しらさぎ学級」（定員１５名増） 

      「しらさぎ第３学級」（定員１５名増） 

    ・二島小学校区（定員：３０名→４５名） 

      「たんぽぽ学級」（定員１５名増） 

 

 また、新型コロナウイルス感染症発生に伴う小学校の臨時休業により、放課後児童クラブを

午前中から開所する必要が生じた場合や、放課後児童クラブの支援員等が感染した場合に対応

するため、支援員の相互派遣制度を創設します。＜再掲＞ 

引き続き、支援員等の確保・雇用の安定化に向け、放課後児童クラブ支援員のキャリアアッ

プ処遇改善の取組や、インフルエンザ予防接種費用の一部補助、社会保険への加入支援を実

施します。 

 

A□充EE  放課後児童クラブの整備 放課後児童クラブ整備事業【こども未来課】 103,571千円 

 待機児童の解消に向けて、令和４年度の定員を更に９５名拡大する予定です。 

放課後児童クラブの新設や移設による定員拡大を行い、待機児童の解消を目指します。 

 

○令和３年度の建設整備予定は以下のとおりです。 

・佐山小学校区（定員：２０名→５０名） 

「はばたき学級」（定員５０名） 

・湯田小学校区（定員：１８５名→１９５名） 

「やまびこ学級」（定員６０名） 

※やまびこ学級は、令和５年４月の移設拡充に向け、設計業務を予定しています。 

  

 

 

 

  

小郡地域の放課後児童クラブ 
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・結婚から妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  中学生までの子ども医療費の無料化 計 899,770千円 

 子育て世帯に対する経済的な支援として、これまで、乳幼児や小学生の医療費（保険診療

による自己負担分）の全額助成に加え、中学生の入院に係る保険診療の自己負担分の無料

化を、段階的に拡大してきました。また、父母の市民税所得割が非課税世帯の中学生につい

ては、通院に係る保険診療の自己負担分を無料化しています。 

令和３年１０月から、新たに、父母の所得に関わらず、全ての中学生の通院を含む保険診療

の自己負担分を無料化します。 

 

  

 乳幼児医療費助成事業【保険年金課】 （457,928千円） 

 こども医療費助成事業【保険年金課】 （441,842千円） 

A□充E E  産科の新規開設等への支援 産科医等確保支援事業【健康増進課】 7,696千円 

 市内において、分娩を取り扱う産科の新設や再開等をする診療所に対して、設備導入に係

る費用、承継に伴う医師の招へい等の費用の一部を補助します。（補助上限額２,０００万円、

補助率 2/3）。令和３年度は、補助金制度の周知を図る取組を進めるとともに、産科医療関係

者等との連携強化に向けた取組を進めます。 

また、産科医等の処遇改善に向けて、引き続き、分娩手当を支給している市内の病院、診

療所及び助産所に分娩１件当たり１万円を上限に補助を行います。 

  

 不妊・不育治療費助成事業【子育て保健課】 10,232千円 

 不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担を軽減するため、引き続き、医療保険の適用と

なる不妊治療費の自己負担金の一部を助成します（上限金額３万円/年度）。また、不育症治

療費の自己負担金の一部を助成します（保険適用の有無を問わず、上限金額２０万円/年

度）。 

  

A□充E E  妊娠・出産包括支援事業【子育て保健課】 25,475千円 

 「やまぐち母子健康サポートセンター」を拠点に、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のな

い支援を行います。保健師・助産師による専門的な相談支援、産婦の心身の不調等に早期に

対応する産後ケア事業（デイサービス、宿泊）、地域におけるママサロン、産婦健康診査等を

実施します。 

また、令和３年度は、母子健康手帳を補完し、無料で利用可能なスマホアプリを導入しま

す。スマホアプリにおいては、子育て世代に必要な情報の配信を行うとともに、子どもの予防

接種のスケジュール管理が可能となるなど、子育て世代の負担軽減を図ります。<再掲> 

  

 家庭児童相談事業【子育て保健課】 17,358千円 

 家庭における児童の養育に関する相談に応じます。児童相談所などの他の機関と連携しな

がら問題解決に当たります。夜間・休日の電話相談受付、児童虐待防止啓発講演会の開催や

リーフレット作成、子育て支援短期利用事業などに取り組みます。 

また、令和３年度は、自治体間の情報共有強化に向けた全国統一の情報共有システムを導

入します。 

 

  

A□充E E  子どもの見守り強化アクションプラン実施事業【子育て保健課】 4,400千円 

 支援ニーズの高い子ども等を必要な支援につなげていくため、定期的に見守る体制の強化

を図ります。地域の様々なネットワークを活用し、支援機関による家庭訪問や、電話等による

状況の把握、食事の提供、学習・生活指導などの支援を行います。 

 

  

 子育て福祉総合センター管理運営事業【保育幼稚園課】＜再掲＞ 5,279千円 

 山口保育園内に設置している本センターと、市保健センター内に設置しているやまぐち母

子健康サポートセンターが連携し、本市の子育て支援機能の向上を図ります。研修メニュー

の構築、保育関係者の連携の場づくり、子育て家庭への情報提供・広報・相談等を行います。 
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A□充E E  家庭教育の充実 家庭教育訪問支援事業【社会教育課】 1,335千円 

 平成３０年度に立ち上げた「山口市家庭教育支援チーム」のもと、子育てへの不安を抱える

保護者に対する相談支援の強化を図るため、令和３年度は、家庭教育アドバイザーを増員（２

２名→３０名）します。また、引き続き、家庭教育支援ダイヤルに依頼のあった家庭への訪問を

始め、就学時健診における家庭教育講座の開催のほか、ＰＴＡと地域が連携し、学校に保護

者が集まる機会を活用した家庭教育に関する保護者カフェ等を開催します。 

  

 子どもの生活・学習支援事業【子育て保健課】 6,000千円 

 ひとり親家庭等の子どもの居場所づくりとして、あらかじめ登録された小学生以上の児童

に対して、ボランティア等による生活支援（食事の提供など）や学習支援の場を、市内７か所で

運営します。 
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重点プロジェクト４ 産業活力・地域雇用を創出する「働く・起業なら山口」 

 

・農林水産業の経営基盤の強化と担い手の育成 

事 業 名 等 事 業 費 

 畜産農家支援事業【農林政策課、阿東総合支所農林課】 23,907 千円 

 畜産農家の経営基盤の強化を図ります。令和３年度は、引き続き、肉用牛の地域一貫生産体

制の確立に向けて、市内産黒毛和牛の肥育素牛の導入や、飼養規模拡大のための施設整備に

対する支援を行います。また、市内産黒毛和牛の繁殖雌牛の導入や子牛生産に要する人工授

精などの経費に対する支援については、市内全域に対象を拡大します。 

 

 新規就農者支援事業【農林政策課】 44,527 千円 

 新たな担い手を育成するために、現地就農体験、施設・機械の整備、経営ノウハウ等の習得

に向けた実践的な研修、経営開始直後の新規就農者の資金支援などを実施します。 

 

１ 県事業 

（１）研修生支援・指導農家支援 

 ・研修生支援 

…年額１５０万円/人（最長２年。４５歳以上は県 1/2・市 1/2、未満は国 10/10） 

 ・指導農家支援 

…月額６万円（県 1/2・市 1/2） 

（２）集落営農法人等の就業者定着支援 

 ・法人への定着支援給付金制度（５年） 

   …１・２年目（年額１２０万円）、３年目（年額９０万円）、４年目（年額６０万円）、５年目（年

額３０万円）を、受入法人に対して支給（県 1/2・市 1/2） 

（３）現地就農体験支援 

 ・県内各地の指導農家のほ場で、１か月～６か月の農作業体験 

   …要件を満たせば、月額１２万５千円を支給（県 1/2・市 1/2） 

※県事業については見直しにより、支援内容等が変更になる可能性があります。 

２ 市事業 

（１）施設整備・機械器具整備支援 

 ・補助上限金額５０万円、補助率 1/2 以内 

（２）新規就農者家賃補助（原則３年） 

 ・補助上限金額月額３万円、又は、補助率 1/2 のいずれか低い額      など  

 

  

A□充E E  集落営農促進事業【農林政策課】 126,451千円 

 新規就業者の受け入れ・定着の促進、集落営農法人等が行う生産規模拡大・低コスト化等を

支援します。 

また、令和３年度は、県の令和２年度補正予算において創設された「コロナに負けない農業経

営実践加速化事業」を活用し、新型コロナウイルス感染症対策を行うことで新たに発生する人

出不足等の解消を目指す経営強化プランの作成・実践に係る経費への助成（定額補助・上限額

１５万円）や、同プランの実践に必要となるスマート農機等の導入に係る経費の一部への助成を

行います（県１/３・市１/３）。＜一部再掲＞ 
 

  

A□充E E  もうかる農業創生事業【農林政策課、徳地総合支所農林課】 12,446 千円 

 次世代に継承される農業の確立を目指し、地域特性を生かした付加価値の高い農産物の創

出などに取り組みます。 

令和３年度は、ICT 機器導入支援に加え、新たに、山口大学との連携のもと、ほ場の状態等

をリアルタイムに検知できる無線センサーネットワークデバイスを開発し、実証事業を行います。 

また、徳地総合支所においては、「やまのいも」の里づくりプロジェクトとして「徳地やまのい

も」の産地化の取組を展開します。<一部再掲> 

 

A□充E E  中山間地域野菜増産モデル事業【阿東総合支所農林課】＜再掲＞ 4,432 千円 
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 ６次産業化推進事業【農林政策課】  4,411 千円 

 
６次産業化に向けた加工品開発への支援、６次産業化や農商工連携における加工施設整備

等への支援などを実施します。 
 

A□充E E  県営ほ場整備事業（県事業負担金）【農林整備課】 222,500千円 

 【県事業採択済み ほ場整備】 

黒潟地区(１３３ha)平成２７年度～令和５年度 

鋳銭司地区（80.6ha）平成２８年度～令和６年度 

徳地島地下地区（21.3ha）平成３０年度～令和５年度 

川西中地区（25.4ha）令和元年度～令和７年度 

佐山北第一（24.7ｈａ）令和３年度採択予定 

 

 

 補正 93,844 千円 

土地改良事業に係る県事業負担金 

○農業競争力強化農地整備事業（区画整理） ： 黒潟、鋳銭司、島地下、川西中 

○農業競争力強化農地整備事業（獣害防止柵） ： 島地下 

○農村地域防災減災事業（ため池整備） ： 正元田上堤（しょうげんだうえつつみ）、後谷 

   ○農村地域防災減災事業（河川応急） ： 吉部野 

 
 

  

 徳地島地地区ほ場整備調査事業【農林整備課】 2,000 千円 

 徳地島地上地区のほ場整備の事業採択に向けて、令和３年度は、補助事業採択申請に必要

となる調査と資料作成を進めます。 

・徳地島地上地区(約２０ｈａ)：公用地編入調査 

  

 嘉川・佐山地区ほ場整備調査事業【農林整備課】 19,346 千円 

 嘉川・佐山地区のほ場整備の事業採択に向けて、令和３年度は、補助事業採択申請に必要と

なる調査と資料作成を進めます。 

・佐山北第二地区（約３５ｈａ）：水準点測量、集団化業務等 

  

A○新EE  名田島地区ほ場整備調査事業【農林整備課】 11,000 千円 

 名田島地区のほ場整備の事業採択に向けて、令和３年度は、補助事業採択申請に必要とな

る調査と資料作成を進めます。 

・新開作東地区(約２５ｈａ)：水準点測量、集団化業務 

  

A□充E E  団体営土地改良補助事業【農林整備課】 15,473 千円 

 団体営土地改良事業に対する市負担分を補助金として事業主体に交付します。令和３年度

は、阿知須、椹野川東、吉敷畑、二島、小鯖、仁保、二島東の土地改良区における揚水機場の更

新整備などを実施します。 

 

  

 優良農地確保促進事業【農林政策課】 3,689 千円 

 山口市農業振興地域整備計画の見直しを令和元年度～令和５年度の期間で行います。 
  

 有害鳥獣捕獲促進事業【農林政策課】 24,022 千円 

 農作物被害防止、市街地での市民の安全確保、特定外来種の駆除など多岐にわたる有害鳥

獣対策にワンストップで取り組み、迅速な対応を図ります。  

A□充E E  森林経営管理事業【農林政策課】 97,792 千円 

 「森林経営管理法（平成３１年４月１日施行）」に基づく「森林経営管理制度」により、経営管理

が行われていない森林について、市が仲介役となり、森林所有者と林業経営者をつなぐシステ

ムを構築し、担い手を探します。 

令和３年度は、森林環境譲与税を活用して、徳地地域（柚木）における経営管理が行われてい

ない森林所有者の意向確認調査、仁保地域における経営管理権集積計画の策定、阿東地域

（蔵目喜）の森林施業の実施に加え、森林施業の促進に係る支援として、林業従事者の人材育

成、新規就業者への定着支援、労働環境の整備などに取り組みます。 
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 森林境界明確化促進事業【農林政策課】 4,434 千円 

 森林の所在や所有者情報を整理し、森林境界の明確化に取り組みます。令和３年度は、徳地

地域の柚木・野谷（面積約４００ha）で実施予定です。 
  

A□充E E  林道維持管理事業【農林整備課ほか】 91,264 千円 

 山村における生産・生活環境基盤整備の促進及び林道利用者の安全を図るため、林道の維

持管理を行います。令和３年度は、林道橋の補修工事、林道長戸呂線の維持補修工事などを実

施します。 

  

A□充E E  特用林産物担い手育成支援事業【徳地総合支所農林課】 ＜再掲＞ 360 千円 

 特用林産物関係事業【農林政策課】 800千円 

 徳地地域において、椎茸生産技術の継承、生産量拡大、後継者育成を図ります。令和３年度

は、椎茸生産の担い手育成に向けた栽培技術研修を実施します。 

また、椎茸等生産施設（乾燥機・作業用建物等）の整備支援や竹林整備支援を行います。 

  

 漁港施設機能保全事業【水産港湾課】 14,500 千円 

 漁港施設の長寿命化を図るため、機能保全計画に基づき、漁港施設の保全工事を進めてい

ます。令和３年度は、阿知須漁港浚渫工事を行います。 
  

 水産業振興・海洋資源活用事業【水産港湾課】 4,794 千円 

 水産資源の保護・回復に取り組みます。引き続き、漁業協同組合が実施するカサゴ、キジハ

タ、アユ等の種苗放流事業の経費の一部を補助します。 

また、天然車えびの復活に向け、稚えびの囲い網ネットの購入等を支援します。＜再掲＞ 

  

 水産物供給基盤整備事業【水産港湾課】 8,737 千円 

 県事業によるカサゴ・キジハタ・メバルを対象魚種とした当歳魚保護礁・幼稚魚育成礁の設置

に取り組みます（県事業負担金）。 

また、令和３年度は、経営基盤の強化に向けて、発電機や船上げ場の巻き上げ機の更新支援

を行います。 

  

 魚食普及推進事業【水産港湾課】＜再掲＞ 1,962 千円 

 市内産水産物を使った魚食普及推進活動を通じて、本市の魚介類の魅力発信、市内消費の

拡大を図ります。また、学校給食への市内産水産物の供給、若者世代等を対象とした魚食普及

講座の開催などを行います。 

  

 新規漁業就業者支援事業【水産港湾課】 5,070 千円 

 漁業経営の安定化を図るため、新規就業者に対して、市内県漁協を通して支援金を支給しま

す（１年目：７５万円、２年目：６０万円、３年目：４５万円 補助率１/２）。また、漁業研修期間中の

住宅手当助成制度として、月額３万円を上限に市が独自に支援します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞トビイロウンカ等の被害を受けた水稲生産者への支援 補正 

                                                 水稲生産農業者支援事業【農林政策課】 

令和２年の水稲生産については、トビイロウンカの大量発生や台風９号・１０号による潮風害により、品質の

低下や収穫量の減少など、生産者に甚大な被害が生じました。水稲生産者の令和３年産米の生産意欲向上

を図るため、水稲作付に係る種子購入及び育苗中の防除用薬剤の購入に対する支援を行います。 

 

＜令和２年度３月補正予算：161,380 千円＞ 

・令和３年産米の水稲作付に係る種子購入に対する支援 

   １０アール当たり 660 円 ※主食用品種に限り、別途、県の補助があります。 

・令和３年産米の水稲作付に係る育苗中の防除用薬剤の購入に対する支援 

１０アール当たり 2,000 円 

 

＜令和２年度１２月補正予算：50,300 千円＞ 

・令和２年産米の防除にかかった経費への支援 

１０アール当たり 1,000 円 
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・サービス業・商工業の多様な雇用の場づくり 

事 業 名 等 事 業 費 

 起業創業支援事業【ふるさと産業振興課】 9,480千円 

 山口市創業支援協議会における産学金官の連携のもと、相談・支援体制の強化を図ります。

起業セミナーや創業者フォローアップセミナー、創業者の事業ＰＲ支援、経営基盤強化や経営

革新講座、ＵＪＩターン創業への初期投資への支援などを行います。 

  

A□充E E  地域中核企業成長促進事業【ふるさと産業振興課】 5,950千円 

 山口県央連携都市圏域内の地域未来牽引企業等を対象として、情報交換会の開催、新商品

等の共同開発支援、地域の課題解決や新事業創出に向けたビジネスモデルの構築や実証事業

への支援を行います。 

  

A○新EE  デジタル技術活用・人材育成支援事業 【ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 35,000千円 

A○新EE  産業交流スペース管理運営事業【ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 61,441千円 

A○新EE  新産業創出促進事業【新山口駅拠点施設整備推進室】＜再掲＞ 19,504千円 

A□充E E  安心快適住まいる助成事業【ふるさと産業振興課】 】＜再掲＞ 154,000千円 

A□充E E  ふるさと産品営業推進事業【ふるさと産業振興課】 267,453千円 

 本市のふるさと産品の付加価値向上や販路拡大を図ります。 

令和３年度の新たな取組として、産業交流拠点施設において、山口県央連携都市圏域の７

市町が連携し、圏域の多彩な食のＰＲや事業者の販売促進に向けて、農林水産物や特産品等

を販売する物産フェアを開催します。また、物産フェアでは、圏域で活動している地域おこし

協力隊の活動ＰＲブースを設置し、地域おこし協力隊の地元定着を図ります。 

また、国の伝統工芸品に指定されている「大内塗」について、新たな需要喚起に向け、次世

代職人とデザイナーが連携した新商品開発の支援を行います。<一部再掲> 

  

 中心市街地活性化事業【ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 15,425千円 

A□充E E  人が集い賑わいのある商店街づくり支援事業【ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 38,500千円 

 あきないのまち支援事業【ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 14,500千円 

 湯田温泉回遊促進事業【ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 5,600千円 

A□充E E  立地等奨励金事業【産業立地推進課】 529,820千円  

 各種奨励金の交付により、企業立地を促進し、産業振興と雇用の拡大を図ります。また、小

郡都市核におけるオフィス誘致の促進に引き続き取り組むとともに、新たに、中山間地域にお

けるオフィスの開設促進に向けた支援制度を創設します。 ＜一部再掲＞ 

  

 鋳銭司第二団地整備【産業立地推進課】＜特別会計＞ 1,652,700千円 

 鋳銭司地域（山口県消防学校北東に位置する一帯）で整備を進める新たな産業団地につ

いて、令和２年度は、実施設計・用地取得を行い、造成工事に着手しました。 

令和３年度は、引き続き、団地造成工事・周辺整備工事を実施します。令和４年度の分譲開

始を予定しています。 
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・中小企業等の「人づくり・生産性・働き方」改革と人手不足対策支援 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  就職支援事業【ふるさと産業振興課】 33,368千円 

 市内高校生を対象とした就職支援や、職業理解のための講座等を開催します。 
また、令和３年度は、大学生等の地元就職の促進に向けて、市内中小企業等における新しい生

活様式を取り入れたオンライン上での就職説明会の導入を図ります。 
さらに、山口県央連携都市圏域内の中学生や高校生等を対象に、圏域内の企業紹介・職業体

験などのブースを設置した総合的な職業理解フェア「やまぐち未来のしごとフェスタ」を、産業交流

拠点施設で開催し、地元就職の促進を図ります。＜一部再掲＞ 

  

 働き方改革推進事業【ふるさと産業振興課】 2,412千円 

 市内中小企業の持続的な発展に向けて、若者・女性・高齢者など、全ての働く人が、その意欲と

能力を十分に発揮できる働きやすい職場環境づくりに取り組む事業者を支援します。 

従業員数２０人未満の小規模事業所を対象としたセミナーの開催、働き方改革をテーマとした

自社研修を開催する事業者に対する支援、子育て女性に対する座談会形式のセミナーや、国と連

携したセミナーの開催などを行います。 

  

A□充E E  人材確保企業重点支援事業【ふるさと産業振興課】 10,200千円 

 人材確保に取り組む企業への重点支援として、アクティブシニアを対象とした合同就職面接会

の開催、多様な働き方（短時間勤務等）を可能とする啓発セミナーやアドバイザーの派遣、外国人

労働者の受入れに関する企業向けセミナーの開催、人材確保を支援する団体等に対する補助、

人材確保ウェブサイトの運営などを行います。また、新たに、市内中小企業における従業員の人材

育成の取組に対して支援を行います。 

  

A□充E E  ＵＪＩターン就職促進事業【ふるさと産業振興課】 13,080千円 

 市内の中小企業等が県外で開催される合同企業説明会等に参加する経費や、就職情報サイト

への掲載費用の一部について支援を行います。また、令和３年度は、新たに、市内中小企業等の

オンライン面接の実施に係る経費の一部について支援を行います。併せて、引き続き、移住創業・

就職支援として、東京２３区在住者等が県の登録する対象企業に就職あるいは創業し、市内に移

住した場合には、補助上限額１００万円を支援します。＜一部再掲＞ 

  

 事業承継支援事業【ふるさと産業振興課】  10,000千円 

 中小企業の後継者不足に対する重点的な支援を行います。山口県央連携都市圏域における商

工会議所・商工会との連携の中で、圏域版プラットフォームの形成に向けた取組を進めます。 

また、令和元年１１月に設置した、商工会議所、商工会、士業等専門家、金融機関、行政の連携

による山口市版プラットフォーム（事業承継支援協議会）の運営を行います。 

令和３年度は、産業交流拠点施設における産業交流スペース「Megriba（メグリバ）」も活用

し、相談体制の強化や士業等の専門家派遣、合同セミナーの開催、無料相談会、支援担当者のス

キルアップに向けた研修会の開催等を行います。 

  

 雇用対策事業【ふるさと産業振興課】 1,892千円 

 雇用対策事業として、若手社員の職場定着を支援するセミナー等を開催します。 
 

 特定求職者雇用促進事業【ふるさと産業振興課】 1,500千円 

 障がい者の特性に応じた就業を促進するため、障がい者雇用に係る事業所の環境整備費用を

助成します（補助上限金額２００千円・補助率１/２）。また、障がい者雇用に係る企業受入セミナー

を開催します。 

  

A□充E E  外国人材の受入環境整備 多文化共生推進事業【国際交流課】   5,226千円 

 

外国人市民も地域社会の一員として豊かに暮らしていけるように、多文化共生社会の構築に

向けた取組を進めます。令和３年度は、引き続き、日本語ボランティア養成講座や、外国人のため

の日本語講座を開催するとともに、新たに、地域住民と外国人市民とをつなぐ人材育成の取組、

地域でのモデル的な交流事業の実施、高校生を対象とした多文化共生講座や外国人市民を対象

とした日本文化講座を実施します。 
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重点プロジェクト５  

山口の個性を高め暮らしを楽しむ「文化・スポーツ・観光なら山口」  

 

・文化の薫る「創造都市づくり」 

事 業 名 等 事 業 費 

○新EE  山口ゆめ回廊博覧会文化交流推進事業【文化交流課】 103,000千円 

 山口ゆめ回廊博覧会の開催にあわせ、歴史文化・芸術をテーマとしたイベント等を開催し、

賑わいの創出を図ります。 

大内文化ゾーンにおいて、地域住民や文化団体、アーティストの創造性を活用したアートイ

ベント「まちなみアート」を開催します。 

また、産業交流拠点施設において、フィンランドのロヴァニエミ市との観光交流パートナーシ

ップ協定締結５周年を記念し、暮らしとデザインをテーマにしたイベント「（仮称）やまぐち×ロヴ

ァニエミ デザインウィーク」を開催します。 

さらに、ＮＨＫ山口放送局との共催により、同局及び山口情報芸術センターを会場として、

体験型美術展覧会「びじゅチューン！×山口ゆめ回廊なりきり美術館」を開催します。 

＜一部再掲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 山口情報芸術センター企画運営事業【文化交流課】＜再掲＞ 246,453千円 

 文化芸術を活用した創造的なまちづくりの推進や人材育成につなげるため、市民・アーティ

スト・関係団体等がＹＣＡＭの持つ技術やネットワークなどを通じてつながりあう事業の展開、

子ども達への教育普及活動を行います。 

令和３年度は、パーカッショニストの石若駿氏とＹＣＡＭの共同開発プロジェクトによる音響

パフォーマンス作品の制作、ＶＲ技術を用いた演劇作品「縛られたプロメテウス」の招聘公演、

ホー・ツーニェン氏（シンガポール）によるアート展覧会、「未来の山口の授業」などのワークショ

ップ、「スポーツ・ハッカソン＆未来の山口の運動会」や「ＹＣＡＭ爆音映画祭」の開催など、山

口ゆめ回廊博覧会における企画やイベントとの相乗効果を図る企画展を実施します。 

また、「やまぐち子ども未来型学習プロジェクト」におけるＹＣＡＭの知見や専門性を生かし

た教育普及プログラムの展開、小中学生の校外学習の受入れなどを行います。 

 

   

A□充E E  中原中也記念館運営業務【文化交流課】 76,570 千円 

 中原中也の調査・研究を行い、企画展の開催や教育普及事業、広報事業を通じて、市内外

に中原中也と中也の詩の魅力を情報発信し、記念館の利用促進を図ります。 

令和３年度は、山口ゆめ回廊博覧会における圏域市町の周遊促進に向けて、圏域内の文

学者関連施設である、中原中也記念館、小郡文化資料館、山頭火ふるさと館（防府市）、森鴎

外記念館（島根県津和野町）の４館を巡る文学ラリーを開催します。 

 

  

A□充E E  山口市民会館開館５０周年記念事業の実施市民会館企画運営事業【文化交流課】 20,000 千円 

 令和３年８月に山口市民会館は開館５０周年を迎えます。記念事業として、１０月に記念式

典・記念公演を行うほか、山口県交響楽団と連携したコンサートの開催や人材育成事業など

を行います。 

 

  

「まちなみアート-my made堅小路-」（令和２年度実施） 
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A□充E E  Ｃ・Ｓ赤れんが企画運営事業【文化交流課】 4,808千円 

 山口ゆめ回廊博覧会を契機とした地域資源の魅力向上と圏域内の回遊促進に向けて、新

進アーティストによる企画展を開催します。第１回新進アーティストＡｃｓ賞を受賞した原田和明

氏による、西洋のからくり人形「オートマタ」の展示や、子どもが楽しみながら本市の歴史・文

化に触れることのできる「からくりゲーム」の展示、ワークショップの開催などを行います。 

  

A□充E E  大内文化まちづくり推進事業【文化交流課】 11,965 千円 

 「大内文化まちづくり推進計画」に基づき、歴史文化を生かしたまちづくりを進めます。 

令和３年度は、山口ゆめ回廊博覧会における取組として、大内文化特定地域の賑わい創出

に向けて、音楽イベント「大内ナイト３」の開催や大内文化まちづくりホームページのリニューア

ルによる情報発信強化の取組を進めるとともに、雪舟ゆかりの自治体で構成する「第１９回雪

舟サミット」の開催や、雪舟ゆかりの地の連携によるガーデンツーリズム「雪舟回廊」の周知促

進の取組などを行います。また、大内文化特定地域における取組成果を市全域に波及するこ

とを目的とした、「歴史文化を生かしたまちづくりワークショップ」を開催します。 

  

A□充E E  歴史民俗資料館開館４０周年記念事業の実施 

歴史民俗資料館管理運営業務、指定文化財維持管理事業【文化財保護課】 
2,200 千円 

 令和３年４月に歴史民俗資料館は開館４０周年を迎えます。記念事業として、令和３年７月

から令和４年３月までの間、「第一部：神楽」「第二部：西郷家文書から見える大内氏」「第三

部：歴史民俗資料館の歴史」の３つのテーマで山口市の歴史を見つめる特別企画展を開催し

ます。 

また、令和２年に新たに市指定有形文化財となった「西郷家文書」の修復を行い、特別企画

展における展示の目玉の一つとして公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A□充E E  歴史文化資源保存活用推進事業【文化財保護課】＜再掲＞ 4,961千円 

A□充E E  やまぐちヒストリア創出事業【文化交流課】  20,928 千円 

 明治維新や大内文化を始めとする本市の歴史文化について、調査・研究を進めるとともに、

効果的な情報発信を行い、シビックプライドの醸成や交流人口・関係人口の増加につなげて

いきます。 

令和３年度は、引き続き、本市の郷土研究者である和田健氏資料に係る県立大学との共同

研究を行います。 

また、大内氏や大内文化を幅広い層の方々に発信するため、「（仮称）大内のお殿様がわか

る本 黎明期編」の作成に取り組むとともに、令和４年度に本市において開催予定の「地域伝

統芸能全国大会」の準備に取り組みます。 

 

 

 名田島南蛮樋保存整備事業【文化財保護課】＜再掲＞ 67,634千円 

A□充E E  鋳銭司・陶地区文化財総合調査事業【文化財保護課】＜再掲＞ 24,741千円 

 十朋亭維新館管理運営業務【文化交流課】＜再掲＞ 22,459 千円 

A○新EE  十朋亭維新館企画運営業務【文化交流課】  1,500 千円 

 

 

市指定有形文化財 

「西郷家文書」より大内義長書状 

（山口市歴民俗資料館蔵） 
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・スポーツを楽しむまちづくり 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機とした地域活性化 計 64,025千円 

 ホストタウンスポーツ推進事業【スポーツ交流課】＜再掲＞ （46,837千円） 

 東京オリンピック・パラリンピック推進事業【スポーツ交流課】＜再掲＞ （12,000千円） 

 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催機運を向上させる取組を行います。 

全国４７都道府県を巡る東京２０２０オリンピック聖火リレーにおいて、オリンピック組織

委員会や聖火リレー山口県実行委員会と連携し、本市での聖火リレーを、５月１３日（木）

に、瑠璃光寺五重塔前をスタート、中央公園をゴールとして実施します。ゴールとなる中央

公園において、セレブレーションを実施します。 

また、市民のスポーツへの関心を高め、郷土愛を醸成するため、東京オリパラに出場す

る本市ゆかりの選手のパブリックビューイングを地域等と連携し実施します。 

 

 

 
東京２０２０パラリンピック山口市採火式の開催 

理解促進・権利擁護推進事業【障がい福祉課】   

（1,000千円） 

 東京２０２０パラリンピック競技大会における山口県聖火フェスティバル（集火式）に向け

て、山口市採火式を実施します。 

 

  

 ホストタウン交流事業【国際交流課】＜再掲＞ （4,188千円） 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピックにおけるスペインのホストタウンとして、文化交

流・経済交流を促進します。 

令和３年度は、本市の国際交流員によるスペインの生活文化や習慣などに触れる国際

理解の取組、スペインの食文化をテーマとしたイベントの開催、経済活動等を通じてホスト

タウンのＰＲを実施する団体への支援などを行います。 

  

 体力つくり推進事業【スポーツ交流課】   4,329千円 

 幅広い世代が健康で豊かな暮らしをおくるため、体力づくりの契機となるスポーツ教室等を

開催します。 

令和３年度は、市スポーツ施設において、子育て中の女性や、働き手世代を対象とした「ス

タートアップ・スポーツ講座」を開催します。また、１０月３日から１０月１１日の間を、「Ｓｐｏｒｔｓチ

ャレンジウィーク」に設定し、子どもから高齢者までの多世代が参加できる市民総参加型のス

ポーツイベント等を開催します。 

 

 我がまちスポーツ推進事業【スポーツ交流課】 8,200千円 

 本市における「我がまち」のスポーツ財産を活用して、健康づくり、地域活性化等につなげる

取組を展開します。 

令和３年度は、小中高生を対象とした競技力向上につながる事業への支援、レノファ山口Ｆ

Ｃを始めプロスポーツを活用した地域活性化や交流人口拡大事業（ｅスポーツとパブリックビ

ューイングを融合した事業など）、大規模大会の開催支援（水泳）、トップアスリート招聘事業、

スポーツボランティア活性化事業、本市ゆかりのトップアスリートを始めとするオリンピアンを

招聘した講演会や競技体験会などを実施します。 

 

  

A○新EE  （仮称）やまぐちオンラインマラソン大会の開催【スポーツ交流課】＜再掲＞ 6,000千円 

A□充E E  武道館の整備検討 スポーツ振興事務費【スポーツ交流課】 3,300千円 

 山口市武道館建設検討委員会の「武道館建設検討結果報告書」を踏まえ、令和３年度は、

武道館整備基本構想の策定に向けて、機能、規模等の調査・検討を行います。 
 

A□充E E  アーバンスポーツの可能性調査 スポーツ振興事務費【スポーツ交流課】 300千円 

 東京２０２０オリンピックを契機に注目されているアーバンスポーツ（ＢＭＸ（ビーエムエック

ス）、スケートボード、３×３（スリーエックススリー）、スポーツクライミング、インラインスケート、

ブレイクダンスなど）について、スポーツビジネスとしての可能性の調査・検討を行います。 
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 体育施設等の改修・充実    

A□充E E  スポーツの森整備事業【スポーツ交流課】 5,600千円 

 平成７年に竣工した山口市スポーツの森について、耐震改修（吊天井の撤去）や施設の

長寿命化のための改修工事の実施に向けて、令和３年度は改修設計を行います。また、夜

間照明設備の改修に向けた基礎調査を行います。 

  

A□充E E  小郡屋内プール整備事業【スポーツ交流課】 3,400千円 

 
平成３年に竣工した山口市小郡屋内プールの耐震改修（吊天井の撤去）や施設の長寿

命化のための改修工事の実施に向けて、令和３年度は改修設計を行います。 

 
 

A□充E E  小郡運動公園テニスコート修繕 

小郡運動公園管理業務【小郡総合支所小郡地域交流センター】  

23,500千円 

 
テニスコート人工芝の老朽化に伴う張り替え工事を実施します。 

 
 

 屋外運動場照明施設改修事業【スポーツ交流課】 40,500千円 

 
屋外運動場の照明施設の計画的な改修を行います。令和３年度は、佐山小学校の屋外

照明改修工事などを実施します。 

 
 

 

  

52



・おいでませ山口・観光地域づくり ～山口ゆめ回廊博覧会の開催～ 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  山口ゆめ回廊博覧会の開催  

 

新型コロナウイルス対策を十分に講じた上で、山口県央連携都市圏域の７市町による

周遊型博覧会「山口ゆめ回廊博覧会」を開催します。 

（開催期間：令和３年７月から１２月まで） 

※山口ゆめ回廊博覧会関連事業の詳細についてはＰ７２～Ｐ７３に掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山口ゆめ回廊博覧会推進事業【山口ゆめ回廊博覧会推進室】  186,360千円 

 ７市町の観光関連団体等と行政が一体となった山口ゆめ回廊博覧会実行委員会の取

組として、コンダクターの委託、広報宣伝・プロモーション事業としてのウェブサイト運

営、公式ガイドブックの発行（５月）、ポスター等の作成、旅行会社等への販売促進を行

います。また、７月のオープニングイベント、１２月のクロージングイベントの開催や、実行

委員会のリーディングイベントとして、香山公園を舞台とした“食”と“アート”のユニーク

ベニューイベント「Ｙｕｍｅｈａｋｕ Art ＆ Ｆｏｏｄ ｉｎ ＲＵＲＩＫＯＪＩ」の開催、圏域７市町に

おけるリアル宝探しゲームなどの周遊型イベントの開催を行います。 

また、引き続き、博覧会開催後を見据え、圏域におけるインバウンド受け入れ体制の

充実に向けた地域通訳案内士育成の取組を進めます。 

 

 

 山口ゆめ回廊博覧会重点イベント実施事業【山口ゆめ回廊博覧会推進室】  77,300千円 

 

山口ゆめ回廊博覧会の山口市リーディングイベントとして、山口情報芸術センターに

よる特別企画展（坂本龍一氏３作品をＹＣＡＭ、山口市駅通りのＹＣＡＭサテライトＡ、常

栄寺雪舟庭で同時期展示）を実施し、市内の回遊促進を図ります。また、雪舟をテーマ

にしたＹＣＡＭと県立美術館等の連携事業の実施、音楽イベント「祈りの回廊音楽祭」を

市内各所で開催します。 

 

 

 山口ゆめ回廊博覧会観光推進事業【観光交流課】  130,400千円 

 山口ゆめ回廊博覧会における本市への更なる誘客促進、市内の回遊促進に向け

て、中国地方初開催となる子どもの職業体験・社会体験イベント「Ｏｕｔ ｏｆ ＫｉｄＺａｎｉａ 

ｉｎ やまぐち ２０２１」や、中央公園で本市の食とアートの魅力を発信する「みんな大好

き!ＫＯＭＥＺＵＫＩ祭」を開催するとともに、民間主体の新しい生活様式に対応した形で

のイベント開催支援に取り組みます。また、おもてなし事業として、手ぶら観光の実施

や、湯田温泉と大内文化ゾーンを結ぶ観光周遊１日乗車券の販売、観光ガイドを活用

したまち歩き事業の実施などに取り組みます。＜一部再掲＞ 

 

 

 山口ゆめ回廊博覧会文化交流推進事業【文化交流課】＜再掲＞ 103,000千円 

 周遊促進に向けた公共交通等の充実  計 44,763千円 

 

博覧会の開催にあわせて、山口宇部空港と湯田温泉をつなぐ直行便タクシーの運

行、お出かけ応援クーポン（バス・タクシー共通利用券）の発行、山口・小郡両都市核に

おけるシェアサイクルの配置、ＭａａＳ実証事業との連携など、公共交通等を充実させる

ことで、周遊促進を図ります。 

 

 

博覧会オープニングイメージ図 
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A□充E E  都市間ツーリズム促進事業【観光交流課】 14,483千円 

 山口県央連携都市圏域を始めとする国内外の都市との連携を図り、相互交流事業や

連携事業を行います。山口ゆめ回廊博覧会の開催後における圏域市町との連携事業の

検討や、雪舟ゆかりの地の連携によるガーデンツーリズム「雪舟回廊」における連携事業

を行うとともに、鹿児島市との薩長連携事業、フィンランドのロヴァニエミ市との観光パー

トナーシップ協定締結５周年事業の実施、萩市と連携したジオパークの情報発信などを行

います。また、新山口駅や湯田温泉を発着地として県内を周遊する「やまぐち絶景満喫バ

ス」の運行支援及び誘客に向けた観光ＰＲなどを行います。 

 

  

 インバウンド観光誘客推進事業【観光交流課】  19,900千円 

 アフターコロナを見据えたインバウンド受入れ拡大の取組を引き続き進めます。東アジ

ア、東南アジア地域及び欧米豪を重点市場と位置付け、本市の認知度向上に向けて、ＩＣ

Ｔを活用したプロモーション活動を強化します。とりわけ、湯田温泉と友好協定を交わした

台北市を始めとする台湾については、国際交流員の活動や、重点的な情報発信に取り組

みます。また、引き続き、インバウンドの受入体制の整備の推進、近隣空港の国際定期便

を利用した団体旅行のバス費用助成などを行います。 

 

  

 観光維新ブランド創出事業【観光交流課】  20,400千円 

 本市固有の歴史や文化と、自然・特産・温泉などの多様な素材を連携させ、本市の都市

全体としての観光ブランドを向上させます。ふるさとにぎわい計画と連動した地域核ブラン

ディング、レノファ山口やアウトドアスポーツなどを通じたスポーツブランディング、着物の

似合う歴史のまちとしての大内文化ブランディング、「日本のクリスマスは山口から」のクリ

スマスブランディングに取り組みます。 

  

 フィルムコミッション推進事業【観光交流課】  1,715千円 

 山口市フィルムコミッション組織や県等の関係機関との連携のもと、情報発信、ロケ等

の誘致活動、受入体制の整備、情報収集等を展開します。 
 

 観光施設等の改修など    

A□充E E  重源の郷管理運営業務【観光交流課】 43,677千円 

 徳地地域内の観光施設への誘客促進、経営基盤強化に向け、徳地地域のふるさと

にぎわい計画と連携し、外部人材の活用等による、重源の郷の改修に向けた調査検討

業務を行います。 

  

A□充E E  指定文化財維持管理事業【文化財保護課】＜再掲＞ 30,278千円 

A□充EE  湯田温泉魅力創造事業【観光交流課】＜再掲＞ 16,075千円 

A□充EE  山口観光コンベンション協会助成事業【観光交流課】＜再掲＞ 61,428千円 

A□充EE  観光地ビジネス創出事業【観光交流課】＜再掲＞ 15,000千円 

 中園町周辺地区整備事業【都市整備課】＜再掲＞ 94,000千円 
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・シティセールス 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  シティセールス推進事業【企画経営課】 10,815千円 

 「山口市シティセールス推進本部（本部長：市長）」のもとで、市内外に対する本市の魅力発

信の取組を進めます。 

情報誌「彩都山口」発行と全国配布、ふるさと大使を起用した情報発信、外部人材ネットワ

ークとの連携、各種メディア媒体の活用、ホームページ等の活用、包括連携協定に基づく取組

の推進など、効果的な情報発信を行います。 

 

  

 姉妹・友好都市との交流推進＜再掲＞ 計 6,635千円 

 パンプローナ市との交流事業【国際交流課】   （4,763千円） 

 済南市との交流事業【国際交流課】  （300千円） 

 公州市との交流事業【国際交流課】   （1,572千円） 

A□充E E  ホストタウンスポーツ推進事業【スポーツ交流課】＜再掲＞ 46,837千円 

A□充E E  ホストタウン交流事業【国際交流課】＜再掲＞ 4,188千円 
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重点プロジェクト６ 生涯にわたって元気に暮らす「健康長寿のまち」    

 

・健康長寿のまちづくりの推進 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充EE  総合病院の建替え支援 

医療施設・設備整備費助成事業【健康増進課】、住宅・建築物耐震化促進事業【開発指導課】 

計 839,421千円 

 

綜合病院山口赤十字病院の病棟等の建替に伴う建設工事に対し、引き続き、支援を行いま

す。住宅・建築物耐震化促進事業における国・県・本市の耐震改修に対する補助に加えて、医

療施設・設備整備費助成事業による本市独自の補助により支援を行います。令和４年度に部

分供用を開始され、令和５年度に全棟の供用開始を予定されています。 

また、済生会山口総合病院の病棟等の

建替に伴う建設工事に対し、国の都市構

造再編集中支援事業により、引き続き、支

援を行います。令和４年度から順次、部分

供用を開始され、令和７年度の全棟供用

開始を予定されています。 

 

 

 

 

  

A○新EE  （仮称）徳地診療所整備事業【健康増進課】＜再掲＞ 108,980千円 

 

 徳地地域については、無医地区となる可能性が懸念され、市では、これまで、民間診療所の

開業促進を図ってきました。徳地総合支所や地域交流センター等を複合施設として一体的に

整備を進める中で、民間診療所の進出が難しい状況を踏まえ、令和４年度供用開始予定の複

合施設内に市立の診療所を設置することとします。診療所機能と保健センター、地域包括支援

センター、社会福祉協議会等の連携強化により、地域医療体制と地域包括ケアシステムの充

実を図ります。 

 

  

 二次病院の体制維持・確保  

 二次病院群輪番制病院運営支援事業【健康増進課】 42,713千円 

 地域救急医療運営費補助事業【健康増進課】 77,488千円 

 

二次救急医療体制の維持・確保に向けて、二次救急病院による輪番制の運営や設備整

備に係る費用を支援します。また、地域医療に携わる看護師養成など、人材育成に係る費

用を支援します。 
  

 ＩＣＴによる救急車と医療機関の連携強化 救急業務推進事業【救急救助課】 1,200千円 

 

令和２年度に構築した、山口市消防本部救急画像等伝送システム「やまぐちＡＤネットプラス

※」の運用を開始します。 

 

※市消防本部が運用する全ての救急車と４医療機関（山口赤十字病院、済生会山口総合病院、小郡第一

総合病院、山口県立総合医療センター）にそれぞれタブレット端末等を配置し、救急車で搬送する傷病

者の容態等の情報を医療機関と迅速に共有できるシステム。 

  

A□充EE  予防接種事業【健康増進課】 689,089千円 

 

定期予防接種を実施します。このうち、６５歳以上の高齢者を対象とするインフルエンザ及び

肺炎球菌の予防接種については、費用の一部を助成します。 

風しん対策については、令和元年度から令和３年度までの３年間、国の緊急対策に伴い、

39～5６歳男性（平成３０年度時点）を対象に、抗体検査及び予防接種を実施します。また、本

市独自に、抗体検査により抗体価の低い妊娠希望の女性とその配偶者等に対する助成制度

を継続します。 

 

済生会山口総合病院病棟イメージ図 
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 健康診査事業【健康増進課】 161,873千円 

 

がん検診や骨粗しょう症検診、歯周疾患健診等の各種検（健）診等を実施し、がんの早期発

見、早期治療や疾病予防に取り組みます。引き続き、節目年齢の方を対象とした各種がん検

診の自己負担金無料化を実施することで、受診率の向上を図ります。 

 

 

A□充EE  特定健康診査等事業【保険年金課】＜特別会計＞ 134,641千円 

 

特定健康診査とは、生活習慣病の予防のために、４０歳から７４歳までの方を対象に、メタボ

リックシンドロームに着目して実施する健診です。 

令和３年度は、国民健康保険の特定健康診査の自己負担額の無償化を引き続き実施しま

す。また、未受診者対策事業において、新たに、人工知能（ＡＩ）の活用に取り組みます。 

＜一部再掲＞ 

 

A○新EE  骨髄等の提供者への支援 保健活動業務【健康増進課】 783千円 

 

骨髄等のドナーの善意をさらに後押しするため、新たに、通院・入院・面談等の日数に応じ、

１日当たり２万円を助成する制度を創設します。また、骨髄等移植の推進に当たり、引き続き、

骨髄バンク推進月間（１０月）に合わせ、ドナー登録の啓発活動を行うとともに、市保健センター

内の市骨髄バンクドナー応援窓口において、ドナー登録を行われた方等が抱える介護や保育

サービスなどの悩みに対応します。 

 

 

A□充EE  地域包括ケアシステムの充実に向けた地域包括支援センターの体制強化 

地域包括支援センター運営事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ 

293,704千円 

 

 

本市の地域包括支援センターの体制は、日常生活圏域を活動基盤とした５か所の民間委託

による「地域型地域包括支援センター」と、統括機能を有する市直営の「基幹型地域包括支援

センター」の６センター２分室体制で運営を行っています。このうち、仁保・小鯖・大内・宮野地

域を担当する北東地域包括支援センターと、嘉川・佐山・小郡・阿知須地域を担当する川西地

域包括支援センターについては、担当地域における高齢者人口の増加への対応や、地域包括

ケアシステムの更なる充実に向けて、担当地域の見直しを行い、北東地域と川西地域に新たな

地域包括支援センターを各１か所増設します。令和３年度は、新たな地域包括支援センターの

開設に向けた準備を進め、令和４年４月の開所を目指します。 

 

 

 認知症対策の推進 計 24,894千円 

 各地域包括支援センターに配置した認知症地域支援推進員を中心に、認知症の方や家族

等への相談支援を行うとともに、認知症初期集中支援チームと連携し、早期診断・早期支援に

向けた包括的な支援を受けられる体制づくりを行います。 

行方不明の高齢者を早期に発見するため、ほっと安心ＳＯＳネットワーク事業の周知を図る

とともに、地域等で認知症の方や家族を手助けするサポーター等を継続して養成し、地域で認

知症の方や家族が住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりに取り組みます。 

 

 

 認知症ケア総合推進事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ （23,144千円） 

 認知症高齢者対策推進事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ （1,750千円） 

A○新EE  高齢者の健康づくりに向けた実証事業の実施 

新産業創出促進事業【新山口駅拠点施設整備推進室】＜再掲＞ 

19,504千円 

 

 

令和２年８月に締結した島津製作所、花王、協同乳業、山口大学、県、本市の６者による高

齢者の健康づくり等をテーマとした地域コホート研究連携に関する合意書に基づき、生活習慣

病予防を始めとした高齢者の健康づくり等について、多角的な検証を行う地域コホート研究を

実施します。 

令和３年度は、引き続き、阿知須地域を対象に、定期的な運動や栄養指導など、楽しみなが

ら認知症の予防法の効果を調べる実証的な取組を展開します。 

また、県との連携事業として、産業交流拠点施設のメディフィット・ラボ内に設置する「やまぐ

ちヘルスラボ」において、健康講座等を開催し、市民の健康づくりの取組を支援します。 
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A○新EE  （仮称）山口市成年後見センターの設置 計 9,543千円 

 令和３年度からを計画期間とする「山口市成年後見制度利用促進基本計画」に基づく取組

を進めます。令和３年度は、新たに、「（仮称）山口市成年後見センター」を設置し、成年後見制

度の利用に関する相談対応を行うとともに、成年後見制度を含めた権利擁護支援の機能強化

に向けて、成年後見制度に関する機関・団体等との連携強化を図ります。また、成年後見制度

の利用促進に係る周知や、市長申立による成年後見制度の利用に係る費用の助成を行いま

す。 

 

A○新EE  成年後見制度利用促進事業【高齢福祉課】 （445千円） 

A□充EE  成年後見制度利用支援事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ （9,098千円） 

A□充EE  介護人材育成・確保支援事業【介護保険課】 3,200千円 

 令和３年度から令和５年度までを計画期間とする「第八次山口市介護保険事業計画」に基

づき、介護人材の育成・確保に向けた取組を進めます。令和３年度は、市内介護サービス事業

所における介護人材の育成・定着促進に向けて、介護福祉士国家試験を受験した介護職員の

方への受験手数料の一部支援や、中学生を対象とした介護体験授業の実施、パンフレットの

作成など、介護職の理解促進・イメージアップに向けた取組を進めます。 

 

 

 介護給付費適正化事業【介護保険課】＜特別会計＞ 8,448千円 

 国及び県の指針に基づき、「主要５事業」（認定調査状況チェック、ケアプランの点検、住宅

改修等の点検、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知）を中心に、介護給付の適正

化に取り組むことで、受給者が真に必要とするサービスの提供など、ケアマネジメントの質の向

上につなげます。令和３年度は、引き続き、ケアプランの点検の一部を外部専門団体に委託し、

ケアプランの質の向上、介護支援専門員の資質向上を図ります。 

 

 子ども発達支援事業【障がい福祉課】 5,265千円 

 子どもの発達支援について、ライフステージに応じた切れ目のない支援体制を整備します。

子どもの発達に関する相談窓口の周知活動、アセスメントツールの活用に係る研修会、子ども

発達相談会などを行います。また、放課後児童クラブにおける環境整備等の助言を行うため、

巡回支援専門員の派遣を行うほか、地域の支援者を育成するため、保健師・保育士・幼稚園

教諭等を対象とした研修会を実施します。 

 

A□充EE  意思疎通支援事業【障がい福祉課】 31,509千円 

 意思疎通や情報の取得が困難な聴覚障がい者に対し、手話・要約筆記によるコミュニケー

ション手段を提供し、社会参加の促進を図ります。手話通訳者・要約筆記者の派遣要請への

対応を強化するため、令和３年度は、手話通訳者と要約筆記者をそれぞれ１名増員します。ま

た、新しい生活様式への対応として、オンラインでの遠隔による手話通訳サービスの提供を、

市本庁舎窓口に加え、新たに、しらさぎ会館と市社会福祉協議会南部支所において実施しま

す。加えて、要約筆記サービスについても、遠隔サービスを実施します。＜一部再掲＞ 

また、引き続き、意思疎通支援に関わる人材育成のため、手話通訳士・手話通訳者・要約筆

記者の資格を取得するために必要な受講料やテキストなどの経費の一部を助成します（補助

上限額２万円）。 

 

 

A□充EE  理解促進・権利擁護推進事業【障がい福祉課】 5,593千円 

 障害者差別解消法の施行に伴う合理的配慮の取組として、民間事業者における合理的な

配慮の提供を支援することで、合理的配慮に対する意識の醸成を図ります。市民を対象とした

公開講座の開催や、市内事業者を対象とした筆談ボードや折りたたみ式スロープ、対話支援

機器などの物品購入費用の一部を、引き続き、助成します（補助上限額５万円）。 

また、全ての人に利用しやすい公共施設の整備に向けて、新たに、（仮称）山口市ユニバー

サルデザイン推進検討会を設置します。検討会では、公共施設の整備や大規模改修に係る設

計段階等において、障がい者団体等から幅広く意見を伺い、ユニバーサルデザインの視点に

立った施設整備を進めていきます。 

 

 相談支援事業【障がい福祉課】 40,265千円 

 障がい者が地域で安心して生活を営むことができるよう、引き続き、障がい者基幹相談支

援センターや相談支援事業所等において、相談支援を行います。また、地域移行支援に向け

た協議の場づくりや現状把握等を行います。 
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 障害福祉サービス給付事業【障がい福祉課】 3,162,436千円 

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの提供を行います。 

介護給付サービスとして、居宅で入浴、排せつ又は食事の介護等を行う居宅介護サービス

や、重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著しい困

難を有する常時介護が必要な方に、居宅での入浴、排せつ、食事の介護等及び外出時の介護

を総合的に行う重度訪問介護サービス、常時介護が必要な方に、障害者支援施設等での入

浴・排せつ・食事の介護・創作的活動等の機会の提供・身体機能や生活能力の向上に必要な

援助を行う生活介護サービス、施設に入所する方に、入浴・排せつ・食事の介護等を行う施設

入所支援サービスなどの各種サービスの提供を行います。 

訓練等給付サービスとして、就労を希望する方に、生産活動等を通じて、就労に必要な知識

や能力の向上に必要な訓練等を行う就労移行支援サービス、通常の事業所に雇用されること

が困難な方に、就労の機会を提供し、生産活動等を通じて、知識や能力の向上に必要な訓練

等を行う就労継続支援サービス（Ａ型・Ｂ型）、共同生活を営むべき住居で、主として夜間に相

談やその他の日常生活上の援助を行う共同生活援助サービスなどの各種サービスの提供を

行います。 

地域相談支援サービスとして、障害者支援施設等に入所されている方や精神科へ入院され

ている精神障がいの方に、地域での生活に移行できるよう支援を行う地域移行支援サービス

や、居宅において単身等で生活されている障がい者の方に、障がいの特性に起因して生じた

緊急事態等の相談などの支援を行う地域定着支援サービスなどの各種サービスの提供を行

います。 

 

 

 特定求職者雇用促進事業【ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 1,500千円 

A○新EE  包括的支援体制構築事業【地域福祉課】 5,200千円 

 

 地域共生社会の実現に向けて、ひきこもり、８０５０問題等の複合的な課題を解決できる包括

的支援体制の構築を図ります。 

令和３年度は、中央・川東の地域包括支援センターに、包括的な相談対応を行う「（仮称）や

まぐち まちの相談室」を新たに設置し、令和５年度を目途に全地域包括支援センターへの設

置を進めます。 

また、地域包括支援センター等の関係相談支援機関と連携した研修会の開催など、人材育

成の取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A□充E E  地域福祉計画推進事業【地域福祉課】＜再掲＞ 3,110千円 

A□充E E  住居確保給付金支給事業【地域福祉課】 21,422千円 

 
 生活困窮者自立支援法における生活困窮者自立支援制度に基づき、収入の減少などによ

り、住居を失うおそれが生じている方に対して、家賃額相当の住居確保給付金を支給し、住居

及び就労機会の確保に向けた支援を行います。 
  

A□充E E  自立相談支援事業【地域福祉課】 39,203千円 

 

 生活困窮者及び生活保護受給者の自立を促進するため、生活困窮者自立支援法に基づき、

就労その他の自立に関する総合的な相談支援を行う「自立相談支援事業」、住居を失った生

活困窮者に対して、一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業」、一般就

労に従事する準備としての基礎能力の形成を支援する「就労準備支援事業」、金銭管理の指

導・助言を行う「家計改善支援事業」を実施します。 

  

 

 

包括的支援体制の構築 

（イメージ図） 

59



・高齢者が活躍できる環境づくり～人生１００年時代～  

事 業 名 等 事 業 費 

A□充EE  予防接種事業【健康増進課】＜再掲＞ 689,089千円 

A□充EE  保健活動業務 【健康増進課】 43,373千円 

 

市民の健康づくり活動の推進を図るため、元気いきいきポイント事業や活動量に着目した健

康づくり、普及啓発活動を行います。また、引き続き、元気いきいき大賞の募集を行い、コロナ

禍においても、新しい生活様式を取り入れながら優れた健康づくり活動を行っている８０歳以上

の健康長寿の方を表彰し、健康づくりの取組の促進を図ります。＜一部再掲＞ 

  

 高齢者活動助成事業【高齢福祉課】 17,627千円 

 明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上を図るため、老人クラブ等が実施する高齢者の生

きがいや健康づくりを推進する活動に対して、助成を行います。 
 

 地域リハビリテーション活動支援事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ 12,974千円 

 介護予防や地域の通いの場づくりのため、いきいき百歳体操の普及に取り組んでいます。い

きいき百歳体操の講師派遣、地域住民の通いの場の立ち上げ支援・継続支援などを行います。 
 

A○新EE  高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

                 高齢者の特性を踏まえた健康支援事業【保険年金課】＜特別会計＞ 
3,791千円 

 人生１００年時代を見据え、後期高齢者医療制度における保健事業の取組を介護予防と一体

的に進めます。高齢者の方の心身の多様な課題に対応した保健指導等の実施により、医療・介

護等の必要な支援につなげます。 

令和３年度は、徳地地域を対象に、保健師による高齢者世帯への戸別訪問や地域における

通いの場等における健康教育・健康相談の開催を行うとともに、地域包括支援センターと連携

し、支援が必要な方に対しては、保健指導や医療・福祉サービスへつなげるなど、きめ細かな支

援を図ります。 

 

 地域介護予防活動支援事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ 6,310千円 

 地域で介護予防を実践する高齢者自主グループの活動支援を行います。 
 

 敬老福祉優待バス乗車証交付事業【高齢福祉課】 152,904千円 

 
７０歳以上の高齢者の社会参加の増進を図るため、敬老福祉優待バス乗車証を交付してい

ます。 
 

 地域ぐるみ子育て支援推進事業【社会教育課】＜再掲＞ 22,313千円 

 
地域ぐるみでの子育て、地域の生涯学習の推進に向け、豊かな経験や知識・技能を有する地

域の高齢者等が、学校教育や生涯学習の場で活躍する「やまぐち路傍塾」に取り組みます。 
 

A□充EE  大学連携講座等開催事業【社会教育課】 2,735千円 

 

生涯にわたって主体的に学ぶことができる環境づくり、学んだことを地域や社会のために生

かす人材育成として、「やまぐち街なか大学」や大学等と連携した公開講座を開催します。 

令和３年度は、新たに、市民の継続的な学びや学び直しのきっかけづくりを目的とした講座

を、大学等と連携して開催します。 

 

 

            

 

  

療養諸費 12,602,142

高額療養費 1,892,002

うち一般会計繰入金 1,463,761 国民健康保険事業費納付金 4,859,137

うち一般会計繰入金 787,562

居宅介護サービス給付費 5,708,346

施設介護サービス給付費 5,133,068

うち一般会計繰入金 2,855,604

介護予防支援運営事業費 11,079

うち一般会計繰入金

介護サービス事業 11,581 

後期高齢者医療 3,248,958 山口県後期高齢者医療広域連合納付金 3,118,172

介護保険 18,072,335 

（単位：千円）

会　　計　　名 当初予算額 主な内容

国民健康保険 20,028,728 

参考：健康福祉分野に関する特別会計 
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重点プロジェクト７ 安全安心で快適な住環境「安全安心のまち」      

 

・ 災害に強いまち 

事 業 名 等 事 業 費 

A○新EE  消防本部庁舎の建替整備【消防総務課】 60,215 千円 

 老朽化が進んでいる消防本部庁舎の建替整備を行います。建替においては、新本庁舎に

集約するかたちで整備を進めます。令和３年度は、実施設計に着手します。 

 

 

A□充E E  消防通信指令業務の共同運用【通信指令課】 - 

 消防本部庁舎の建替整備に合わせ、山口県央連携都市圏域の本市・萩市・防府市の３市

では、通信指令業務の共同運用に向けて、指令システムの共同整備を行う予定です。 

令和３年度は、３市による協議が整い次第、システム構築に向けた仕様書作成等に着手し

ます。３市の共同による消防指令センターの運用開始は、令和７年度を予定しています。 

 

 

 中央消防署の建替え整備・鴻南地区への出張所整備【消防総務課】 - 

 消防本部については新本庁舎に集約することから、現在、消防本部と一体となっている中

央消防署の建替に向けた調査研究を進めます。また、鴻南地区における消防・救急体制の強

化を図るため、出張所の新設に向けた取組を進めている中で、引き続き、（仮称）鴻南出張所

の適地の検討や調整を進めます。 

 

 

 常備消防自動車整備事業【警防課】 110,210千円 

 水槽付消防ポンプ自動車（南消防署秋穂出張所）、消防ポンプ自動車（阿東消防署）を更新

配備します。 
 

 高規格救急自動車整備事業【救急救助課】 39,954千円 

 高度救命資機材を搭載した高規格救急自動車を南消防署阿知須出張所へ更新配備しま

す。 
 

A□充E E  地域防災拠点となる消防車庫、消防車両の整備 計 124,661千円 

 消防車庫整備事業【警防課】 （95,826千円） 

 

安定した消防力の維持、各種災害への迅速かつ的確な対処に向けて、消防車庫の建替

え、消防団車両等の更新配備を計画的に進めます。 

令和３年度は、総合支所の建替整備に伴う消防車庫の合築について、阿知須地域（阿

知須方面隊阿知須分団）は建設工事、外構工事、駐車場設計を＜再掲＞、徳地地域（徳

地第１方面隊出雲分団）は建設工事を進めます＜再掲＞。また、湯田地域における多世代

交流・健康増進拠点施設整備に合わせ、湯田地域（中部方面隊湯田分団）の消防車庫に

ついて、防災拠点である湯田地域交流センターとの一層の連携強化を図るため、移転に

向けた実施設計を行います。 

 

 非常備消防自動車整備事業【警防課】 （28,835千円） 

 
消防ポンプ自動車１台（嘉川地域）、小型動力ポンプ付積載車１台（阿東地域）を更新配

備します。 

 
 

 「消防団大学」の運営 消防団管理運営業務・消防団員災害等活動事業【警防課】 計 1,038千円 

 地域防災の中核を担う消防団員の知識や技術向上を目的とした「消防団大学」を引き続き

開講します。若手団員・女性団員・学生団員などが、１年間にわたり消防防災に関する高度な

専門知識や技術を学ぶことができる本市独自の取組として実施します。また、山口県央連携

都市圏域の各市町の要望に応じて、各消防団員の受入れを行います。 

 

A 学生消防団員の定住促進 消防団管理運営業務など【警防課】＜再掲＞ 計 1,970千円 
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 火災予防普及啓発事業【予防課】 3,374千円 

 火災予防の普及啓発を実施します。また、「消防ブートキャンプ」について、新しい生活様式

に対応したかたちで引き続き開催し、小中学生を対象に、セルフレスキューや消火訓練などの

知識や技術を学ぶ機会を提供し、自助・共助について学ぶ場とすると同時に、将来の地域防

災を担うジュニアリーダーの育成に取り組みます。 

 

A□充E E  デジタル技術を活用した消防・救助活動の高度化【警防課】＜再掲＞ 2,000千円 

A□充E E  救助業務における感染防止対策【救急救助課】＜再掲＞ 8,987千円 

A□充E E  避難者対策推進事業【防災危機管理課】＜再掲＞ 9,400千円 

 避難所備蓄の購入・管理を行います。避難支援体制等の充実に向け、令和３年度は、災害

時の要配慮者対策として、避難行動要支援者の同意名簿を活用した地域における避難支援

体制づくりを進めるとともに、災害リスクの高い場所に住まれている世帯の把握を行い、避難

支援体制の強化を図ります。 

また、高齢者・障害者福祉施設の協力による要配慮者優先避難所の確保に向け、避難所開

設に必要な資材（簡易ベッド、毛布等）を配備します。 

 

 海岸保全施設整備事業【水産港湾課】 511,464千円 

 漁港海岸保全施設の整備や老朽化対策を行います。 

秋穂漁港海岸（大海地区）井南入川から防府市台道との市境までの海岸線（約 1,640m）

の高潮対策として、護岸及び離岸堤等の整備を計画的に進めます。 

 

A□充E E  住宅・建築物耐震化促進事業【開発指導課】 187,548千円 

 木造戸建て住宅の耐震診断・改修及び要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事に

要する費用の一部を補助します。また、コンクリートブロック等で造られた危険性がある塀の

除却に要する費用の一部を補助します。＜一部再掲＞ 

  

 道路や橋の適切な維持補修、計画的な長寿命化 計 594,857千円 

 道路維持補修事業【道路河川管理課など】 （415,227千円） 

 道路を適切に維持管理します。令和３年度は、徳地地域及び阿東地域において落石対

策工事を実施します。また、阿東地域において除雪車の更新を実施します。 
 

 橋りょう長寿命化対策事業【道路河川管理課】 （72,654千円） 

 
市道橋等について、令和２年度に策定した第２次山口市橋梁長寿命化修繕計画のもと、

予防保全型の維持補修工事を行い、長寿命化を進めます。令和３年度は、下恋路橋（宮

野）維持補修工事、えびす橋（白石）・面坊橋（小鯖）測量設計等を実施します。 
 

 橋りょう維持補修事業【道路河川管理課】 （106,976千円） 

 
市道橋等の補修や維持管理、５年に１回の近接目視点検を継続実施します。 

 

A□充E E  総合浸水対策事業【下水道整備課】 257,000千円 

 「山口市総合浸水対策計画（平成２７年度～令和４年度:期間延長）」に基づく重点的な浸水

対策として、雨水貯留施設の整備、取水ゲートの電動化、公共施設における雨水浸透ますの

設置、住宅における雨水貯留タンク等の設置費用への助成などの取組を進めます。 

 
＜主要な実施予定事業＞ 

 ・雨水貯留施設整備 

   赤妻２号雨水貯留施設（湯田）…工事 

    事業期間：平成２７年度～令和３年度 

    総事業費：１０億円 

 ・取水ゲート改修（３か所） 

湯田堰（大歳）…設計 

福良井堰（平川）…設計 

小郡岩屋地区（小郡）…設計・工事 

 ・雨水排水路改良（１か所） 

水の上町地内（大殿）…工事 

 

 

整備中の赤妻２号雨水貯留施設 
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A□充EE  ため池施設災害予防事業【農林整備課など】 147,770千円 

 ため池の切開や切り下げにより、災害を未然に防止します。国の補助制度を活用し、不要な

ため池の切開や、規模縮小が必要なため池の切り下げ工事を進めます。令和３年度は、瀬越

（徳地）、文珠（阿東）、戒定院池（秋穂二島）、権現・権現２（鋳銭司）、夏やけ堤（嘉川）、木屋ヶ

原（平川）のため池切り下げ工事を行います。また、引き続き、特定農業用ため池について、浸

水想定区域の周知を図るため、ため池ハザードマップを策定します。 

  

A□充EE  単県危険ため池整備事業【農林整備課】 30,000千円 

 国庫補助の対象とならない危険ため池について、県の補助制度を活用して改修を行いま

す。令和３年度は郷之尾ため池（大歳）の調査設計と改修工事を行います。 
  

 市有ため池等維持管理事業【農林整備課】 2,000千円 

 平成３０年西日本豪雨災害を受けて施行された「農業用ため池の管理及び保全に関する法

律」に基づき、市有ため池及び市が管理権を取得したため池について、草刈・修繕等の適正管

理を行います。 
  

 準用河川維持補修事業【道路河川管理課など】  79,236 千円 

 準用河川等の浚渫を行うなど、洪水等の被害を防ぎ、減らすため、機能の維持や確保を進

めます。 
  

 河川改修の取組【道路河川建設課】 計 199,700千円 

 油川（宮野）、中川（名田島）、大塚川（平川）、仁保地川（宮野）などの河川改修を計画的に

進めます。 
  

 公共下水道浸水対策の推進 公共下水道事業【下水道整備課】＜企業会計＞ 70,000千円 

 重点的に浸水対策を講じる地区において、雨水排水施設の整備を行います。令和３年度

は、大内問田地区浸水対策設計業務、小郡下郷地区長通り雨水幹線整備を実施します。 
 

 

・ 安心して暮らせる生活環境や住環境の向上 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  持続可能な公共交通の構築＜再掲＞ 計 505,613 千円 

A□充E E  幹線バス確保維持事業【交通政策課】＜再掲＞ (250,483千円) 

 コミュニティバス実証運行事業【交通政策課】＜再掲＞ （65,707千円） 

A□充EE  コミュニティタクシー運行促進事業【交通政策課】＜再掲＞ （44,047千円） 

A□充EE  コミュニティタクシー実証運行事業【交通政策課】＜再掲＞ （14,000千円） 

 グループタクシー利用促進事業【交通政策課】＜再掲＞ （5,913千円） 

 地域通学バス運行事業【交通政策課】＜再掲＞ （11,201千円） 

A□充E E  徳地生活バス運行事業【交通政策課】＜再掲＞ （41,162千円） 

A□充EE  阿東生活バス運行事業【阿東総合支所地域振興課】＜再掲＞ （26,217千円） 

 交通結節点整備事業【交通政策課】＜再掲＞ （1,595千円） 

 交通系ＩＣカード整備事業【交通政策課】＜再掲＞ （5,442千円） 

A□充E E  新たなモビリティサービス調査・実証事業【交通政策課】＜再掲＞ （22,000千円） 

A□充EE  シェアサイクル実証事業【交通政策課】＜再掲＞ （7,638千円） 

A□充E E  交通政策推進事業【交通政策課】＜再掲＞ （10,208千円） 
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A□充EE  資源物分別事業【資源循環推進課】 368,972千円 

 リサイクルとごみ減量化の推進のため、資源物等の分別収集と再資源化を行います。 

金属・小型家電製品の処理については、資源化処理委託を引き続き行うとともに、今後は、

良品質な資源物として再資源化を図ることを目的に、選別機能を強化し、資源物の適正処理

を行うための選別ストックヤードを整備します。令和３年度は、建築工事を行い、令和４年度

に供用を開始する予定です。 

 

  

A□充EE  リサイクルプラザ管理運営事業【資源循環推進課】 95,467 千円 

 リサイクルプラザの維持管理、リサイクルの中間処理、リサイクルに関する学習活動の推進

に取り組みます。また、資源化処理を行う機器等が老朽化しているため、令和３年度はプラス

チック製容器包装圧縮梱包設備の入替更新に向けた設計を行います。 

 

  

A○新EE  

 

要介護認定者等世帯への家庭ごみ戸別収集の実証開始 

じん芥収集運搬業務【清掃事務所】 

452 千円 

 

 

 要介護認定者や身体障害者手帳所持者等の世帯のうち、家庭ごみを集積場所に持ち出す

ことが困難な世帯に対して、居宅介護支援事業所や民生委員等と連携し、燃やせるごみの戸

別収集から実証的に開始します。 

 

  

 公園管理事業【都市整備課など】 146,737千円 

 開設済みの公園を、快適で、安全安心な空間として再整備・維持管理します。 
  

A□充EE  空き家等適正管理事業【生活安全課】 44,896 千円 

 「山口市空家等対策計画」に基づき、管理不全な空き家等への対応を計画的に進めます。

引き続き、所有者等への管理改善要請・情報提供・助言・指導・勧告等を行います。また、特

に危険な空き家について、所有者や相続権者等による自主的な解体・除去が促進されるよう

に、除去促進補助金による支援を実施します。また、崩落・崩壊に至る前段階からの早期の対

応を進めます。さらに、令和３年度は、前回調査から５年を経過した「山口市空家実態調査」

を実施します。 

 

A○新EE  汚水処理施設整備構想の見直し 汚水処理施設整備構想策定事業【下水道整備課】 10,000 千円 

 平成２９年度に改定した「山口市汚水処理施設整備構想」について、人口動態を始めとした

社会情勢の変化や、県における汚水処理施設整備構想の見直しに対応するため、令和３年

度に改定を行います。持続可能な汚水処理施設の運営を行うために、今後５年程度を目標と

した整備計画及び長期的な観点からの効率的な整備・運営管理手法について検討します。 

 

A□充EE  合併処理浄化槽設置助成事業【業務課】 67,336 千円 

 水洗化を促進するため、合併処理浄化槽を設置する個人に対し、設置費用の一部を助成

します。令和３年度は、１５５基の補助を予定しています。 

また、新たに、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事費用の

一部を助成します。 

 

 明るいまちづくり推進事業【生活安全課】 7,235 千円 

 引き続き、自治会等が実施する防犯灯の設置及び維持管理に係る経費の一部を補助しま

す。ＬＥＤ防犯灯の新設・取替（補助上限額２万８，０００円、補助率２/３）、ＬＥＤ防犯灯の修

繕・更新（補助上限額１万円、補助率１/２）、建柱が必要な場合は、補助上限金額を１万８，００

０円加算します。 
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・脱炭素社会の実現に向けた取組 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充EE  地球温暖化防止普及啓発事業【環境政策課】 13,507千円 

 国においては、２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、いわゆるカー

ボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指した取組を加速化していくこととされています。

本市においては、脱炭素社会づくりに貢献する「製品への買換え」・「サービスの利用」・「ライフ

スタイルの選択」などを促す国民運動「COOL CHOICE」の周知啓発を通じて、市域におけ

る地球温暖化対策に資する取組の促進、機運の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
再生可能エネルギーの活用・市有施設の省エネ化の推進 

スマートエネルギー推進事業【環境政策課】 

2,400千円 

 ２０３０年の温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向け、市清掃工場で発電した余剰電

力を市有施設へ送電し利用するなど、再生可能エネルギーの有効活用に向けた取組を進めま

す。また、温室効果ガスの排出が大きい市有施設を対象に、具体的な改善方策の把握に向け

た省エネ診断を実施し、市有施設の省エネ化を推進します。 

  

A○新EE  山口市可燃ごみ指定収集袋へのバイオマスプラスチックの導入 

山口市可燃ごみ指定収集袋事業【資源循環推進課】 

43,428千円 

 

地球温暖化防止対策として、本市の可燃ごみ指定収集袋の原料の一部に、バイオマスプラ

スチックを導入することで、二酸化炭素の排出を削減します。令和３年度は、バイオマスプラス

チックの含有率１０％の指定ごみ袋を製造し、これにより、年間の二酸化炭素排出量約１９トン

の削減を図ります。 

 

 再生可能エネルギー等導入推進事業【環境政策課】 900千円 

 
再生可能エネルギー等の導入促進に向けて、太陽光発電設備や電気自動車の普及に向け

た啓発などを行います。同時に、太陽光発電設備の設置に当たっては、周辺環境に配慮した

かたちで設置が進むよう、設置方法等についての周知を図ります。 
 

 エコフレンドリーオフィス推進事業【環境政策課】 790千円 

 
エコフレンドリーオフィスプラン（山口市地球温暖化対策実行計画（事務事業編））に基づ

き、市役所の事務事業から発生する温室効果ガス排出量の削減に引き続き取り組みます。 
 

A□充E E  森林経営管理事業【農林政策課】＜再掲＞ 97,792千円 

 「森林経営管理法（平成３１年４月１日施行）」に基づく「森林経営管理制度」により、経営管

理が行われていない森林について、市が仲介役となり、森林所有者と林業経営者をつなぐシ

ステムを構築し、担い手を探します。 

令和３年度は、森林環境譲与税を活用して、徳地地域（柚木）における経営管理が行われて

いない森林の所有者の意向確認調査、仁保地域における経営管理権集積計画の策定、阿東

地域（蔵目喜）の森林施業の実施に加え、森林施業の促進に係る支援として、林業従事者の

人材育成、新規就業者への定着支援、労働環境の整備などに取り組みます。 

こうした取組により、温室効果ガスの吸収源となる森林の適切な管理を図り、温室効果ガス

の排出量と森林による吸収量の均衡達成につなげていくことを目指します。 

  

 バイオマスエネルギーの活用 願成就温泉センター管理運営業務【観光交流課】 36,044 千円の内数 

 
願成就温泉センターは、平成３０年４月のリニューアルオープンにあわせて、温泉水等を温

めるために木質バイオマスボイラーを導入しています。引き続き、地元産の木質チップをバイ

オマス燃料として活用し、エネルギーの地産地消を図ります。 
 

 

山口市ＣＯＯＬ CHOICE キャラクター 

「選ぶー」ラッピングバス 
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重点プロジェクト８ 心かよう「市民サービス向上」            

 

・ 行政サービスの向上 

事 業 名 等 事 業 費 

A□充E E  スマート自治体の推進  計 190,914千円 

 

国の「デジタル・ガバメント実行計画」や「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）

推進計画」に基づき、デジタル技術の活用や、標準的かつ効率的な業務プロセスの構築な

ど、スマート自治体の取組を加速化し、最少のコストで最大限のニーズに応えることができる

「小さくて大きい、新しい公共」を目指した公共サービスの最適化に取り組みます。 

 

 

A□充E E  スマート自治体推進事業【情報企画課】＜再掲＞ （99,297千円） 

A○新EE  自治体専用チャットツールの導入 ＷＡＮ関連事業【情報企画課】＜再掲＞ （6,930千円） 

A□充E E  電算システム開発事業【情報企画課】＜再掲＞ （53,736千円） 

A□充E E  電子入札推進事業【契約監理課】＜再掲＞ （6,771千円） 

A○新EE  母子健康アプリの導入 妊娠・出産包括支援事業【子育て保健課】＜再掲＞ （900 千円） 

A□充E E  保育業務ＩＣＴ化推進事業 保育業務ＩＣＴ化推進事業【保育幼稚園課】＜再掲＞ （7,593千円） 

A□充E E  デジタル技術を活用した消防・救助活動の高度化 

                         消防業務推進事業【警防課】＜再掲＞ 
（2,000千円） 

A○新EE  学校と保護者との連絡手段のデジタル化 

 ＩＣＴ教育推進事業【学校教育課】＜再掲＞ 
（7,000千円） 

A○新EE  人工知能（ＡＩ）を活用した特定健康診査の未受診者対策 

特定健康診査等事業【保険年金課】＜特別会計＞＜再掲＞ 
（6,687千円） 

A□充E E  行政手続における「さよなら押印プロジェクト」の推進【総務課】  - 

 行政手続のデジタル化を進め、市民の負担軽減を図るため、市へ提出いただく申請書

等への押印の義務付けを段階的に廃止します。令和２年度は、庁内において行政手続の

棚卸を行い、押印の廃止や手続のデジタル化に向けた課題を整理しました。今後は、契

約事務における押印不要の電子契約サービスを活用した業務効率化実証事業に取り組

むとともに、国・県の取組を参考としながら、引き続き必要な対応を進めます。なお、令和

３年３月を目途に押印手続の見直し状況を市ウェブサイトにおいて公表します。 

 

A□充E E  スマート自治体対応型の職員育成【職員課】  - 

 スマート自治体の取組により進めるデジタル化の効果を最大限に発揮するため、単に

業務の効率化を図るだけではなく、デジタル化の目的である「利用者中心の行政サービ

ス」を実現するための業務改善・改革に取り組む職員の育成を図ります。 

 

 障がい者雇用の推進 障がい者雇用推進事業【職員課】  64,709 千円 

 就労を希望される障がい者が個々の能力や障がいの特性に応じて本市業務に従事でき

るよう、ワークステーションの運営、各部局内での雇用、障がい者を対象とした採用試験など

を引き続き行います。 

また、障がい者の職業生活全般の相談・支援を行う体制として生活相談員を配置するな

ど、職場環境の充実を図ります。 

 

A□充E E  新本庁舎整備事業【本庁舎整備推進室】＜再掲＞ 658,509千円 

A□充E E  阿知須総合支所や徳地総合支所等の拠点整備【協働推進課など】＜再掲＞ － 

A□充E E  地域交流センターの建替整備など【協働推進課】＜再掲＞ － 
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・その他 公共機能等の改修・長寿命化など ＜一部再掲あり＞ 

事 業 名 等 

 

地域交流センターの建替・機能強化など 

市営住宅（折本市営アパート等の外壁改修工事、屋上防水工事、給湯設備更新等） 

仁保斎場（火葬炉耐火物全面積替工事） 

嘉川斎場（耐久度調査、屋根補修工事等） 

阿東火葬場（主燃炉炉内セラミック貼替） 

しょうだ学級（小鯖）（トイレ修繕工事） 

ひめやま学級（平川）（トイレ修繕工事） 

わくわく学級（鋳銭司）（トイレ修繕工事） 

給食センター機器更新（小郡・秋穂・阿知須・徳地） 

スポーツの森（耐震改修設計） 

小郡ふれあいセンター（玄関ポーチ修繕工事） 

小郡屋内プール（耐震改修設計） 

小郡運動公園（テニスコート修繕工事） 

阿東地域交流センター地福分館（トイレ改修工事） 

道の駅「仁保の郷」（耐久度調査） 

願成就温泉センター（泉源地下ポンプ・熱交換器更新工事） 

島地温泉ふれあいセンター（浴室等改修工事） 

阿東消防署（耐久度調査） 

山口情報芸術センター（維持補修工事） 

小郡図書館（防水改修工事） 

徳地文化ホール（総合支所等一体整備に伴う改修工事） 

大海総合センター（吊天井改修工事、音響設備改修工事）           など 
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 平成２７年度のまちづくりの概要                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待機児童解消に向け、保育園等の保育施設の定員を

１６１名拡大し、放課後児童クラブの定員を１０５名拡大

します。あわせて、保育人材確保に向けた取組を進め

ます。 

（１）誰もが安心して働くことのできる「しごと」をつくる 

（２）山口の魅力に磨きをかけ、新たな「ひと」の流れをつくる   

【参考１】第２期山口市まち・ひと・しごと創生総合戦略における取組（抜粋） 

令和３年７月～１２月に、山口県央連携都市圏域の７

市町が連携して、山口ゆめ回廊博覧会を開催します。 

博覧会においては、「ＹＣＡＭ特別企画展」、「みんな大

好き！KOMEZUKI 祭」などの集客イベントの実施、 

「公式ガイドブック」の販売、 

「リアル宝探しゲーム うちら！ 

ななゆめ調査団！」による周遊 

促進など、様々な取組を市内 

各地で期間内に実施します。 

（３）結婚・出産・子育ての希望に応える環境整備 

ふるさとにぎわい計画の推進 →P２９～Ｐ３０             

山口ゆめ回廊博覧会の開催 →P５３            移住・定住の促進 →P１０、Ｐ３６                        

中学生までの子ども医療費の無料化 →P４２     

先進の教育環境づくり →P１２、Ｐ３７                    

待機児童ゼロに向けた取組 →P４０～Ｐ４１          

農林水産業の経営基盤強化と担い手育成 →P４４～Ｐ４６        

企業誘致で雇用を創出 →P４７               

子育て世帯に対する経済的な支援として、医療費（保

険診療の自己負担分）の無料化を段階的に実施してきま

した。令和３年１０月には、中学生までの子どもに係る医

療費について、保険診療の自己負担分を無料化します。  

 各総合支所において、地域資源を活用し、地域経済

の活性化を図る「ふるさとにぎわい計画」に基づいた

取組を進めます。 

新たな産業団地「鋳銭司第二団地」について、令和４年

度分譲開始に向けた造成工事を進めます。また、各種奨

励金制度を活用して、本市への企業誘致を積極的に推進

し、雇用の拡大を図ります。 

農業経営基盤の強化に向けて、ほ場整備の促進、６次

産業化支援、新規就農者支援に加え、市内産黒毛和牛

の増頭に向けた支援を市内全域に拡大して実施します。 

さらに、森林経営管理制度に基づく取組、特用林産物

の担い手育成などを進めます。また、漁業従事者の確保

に向け、研修に係る経費の一部や住宅手当助成などの

支援を行います。    

「地域おこし協力隊」や「地域活性化起業人」の受け入

れ、北部・南部地域における地域資源の利活用や魅力発

信の取組、UJI ターンにかかる費用支援、就労支援などに

より、本市への移住・定住の促進を図ります。 

また、インターネットや 

SNS などを活用した 

オンラインによる移住・ 

定住の取組を促進します。 

ＩＣＴ教育の推進を図るため、新たに情報教育支援アド

バイザーを配置するとともに、情報教育支援員を増員し

ます。併せて、就学援助世帯を対象として、インターネット

通信環境整備費や通信費の支援を行います。 

 

  

小郡地域の放課後児童クラブ 

 

オンライン移住相談の様子 

市内の消費喚起を促進 →P８、Ｐ２５、Ｐ４７                

「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券発行支援や

住宅リフォーム費用の一部を商品券により助成します。 

また、ふるさと納税を通じた地場産品の振興を図りま

す。さらに、令和３年９月には、山口県央連携都市圏域で

連携した物産フェアを開催し、 

圏域の特産品等の消費を 

喚起します。 

人材確保支援・事業承継支援 →P２５、Ｐ４８           
 山口県央連携都市圏域の企業紹介や職場体験などのブ

ースを設置した総合的な職業理解フェア「やまぐち未来のし

ごとフェスタ」や中国地方初開催となる子どもの職業体験・

社会体験イベント「Out of KidZania ㏌やまぐち ２０２１」

を開催します。 

また、中小企業の後継者不足への対応として、事業承継

支援のための圏域版プラットフォームの構築を進めます。 

シティセールスの展開 →P５５             

 「山口市シティセールス推進本部（本部長：市長）」の

もとで、市内外に対する本市の魅力発信の取組を進

めます。 

ＡＩドリルを活用した授業の様子 
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利便性の高い交通システムの構築 →P１３、Ｐ２８                     

交通系 IC カード利用システムの導入促進に向けた交

通事業者への支援や、スマートフォンで利用可能なシェ

アサイクルの実証、県との連携による「ＭａａＳを活用した

新たなモビリティサービス」の調査・実証（ＭａａＳ用ウェブ

アプリ「ぶらやま」の運用など）の取組を進め、より利便性

の高い交通システムの構築を図ります。 

（４）地域の特性に応じた持続可能な生活圏・都市圏の形成   

（５）便利で豊かな創造社会の構築～Society5.0を見据えた対応～   

 

広域県央中核都市づくり →P１６～Ｐ２８                  

 

災害に強いまち →P６１～Ｐ６３                          

個性と安心の２１地域づくり →P２９～Ｐ３６             

スマート自治体の推進 →P１４～Ｐ１５、Ｐ６６                   

健康長寿のまちづくり →P５６～Ｐ６０                   

デジタル人材の育成  →P１２、Ｐ２８                     
地域社会におけるデジタル化の推進に向けた人材育

成の取組として、阿東地域交流センターにおいて、スマ

ートフォン等のデジタル端末の活用方法などの学び直

しの機会を創出します。 

また、民間事業者等と連携しながら、市内企業のＤＸ

促進、プログラマーやクリエイター等のデジタル人材の

育成に向けた取組等を進めます。 

子育てに関する情報発信や子どもの予防接種スケジ

ュール管理など、子育て世代の負担軽減に向けて、母

子健康アプリを導入します。 

また、保育の質の向上に向け、保育現場のデジタル

化を推進するほか、学校と保護者間の迅速な情報伝達

などの観点から、ＩＣＴ技術を活用した効率的な連絡手

段の構築に向けた実証事業を行います。 

 

阿知須総合支所と徳地総合支所の建替整備を進め

ます。地域交流センター等との一体的な整備により、地

域住民の利便性の向上を図ります。 

また、地域づくり活動を応援する地域づくり交付金の

交付、地域公共交通の確保としてのコミュニティタクシ

ーや生活バスの運行に取り組みます。 

災害対応力の向上に向け、本市最大規模の赤妻２号

雨水貯留施設の整備、要配慮者優先避難所の開設に向

けた資材の配備、ドローンなどのデジタル技術を活用し

た消防・救助活動の高度化などを進めます。 

 

地域医療の充実に向け、山口赤十字病院・済生会山

口総合病院の建替整備支援、（仮称）徳地診療所の整

備を進めます。また、地域包括支援センターの体制強化

や、障がい福祉の充実に向けた合理的配慮の提供に要

する備品購入費等の助成などの取組を進めます。 

スマート自治体の推進に向け、山口市 LINE 公式アカ

ウントの機能強化、行政手続きの電子申請対象の拡大に

向けた検討を進めます。また、行政業務の自動処理

（RPA）や自治体専用チャットツールの導入を進めます。 

■山口都市核づくり  
文化創造・広域観光拠点づくりとして、新本庁舎整

備、中心市街地の活性化、大内文化ゾーンの歴史空間

の再生、住んでよし・訪れてよしの湯田温泉、情報文化

都市の形成を進めます。  

■小郡都市核づくり  
広域交流拠点づくりとして、令和３年４月に山口市産

業交流拠点施設の供用を開始し、７月のグランドオー

プン以降は、各種開館記念イベントを連続的に開催し

ます。 

スマート農業の取組 →P１３、P２８、Ｐ４４                     

農作業における省力化や農産品の高品質化などを目

的とした農業者の経営革新に向けて、スマート農機等の

導入など、ＩＣＴ技術等を活用した 

営農に必要となる経費の一部を 

助成します。また、山口大学と連 

携して、スマート農業機器や技術 

導入に関する研究調査を行います。 

阿知須総合支所等の整備イメージ 

山口市産業交流拠点施設整備イメージ 

徳地総合支所等の整備イメージ 

産業交流スペース「Ｍｅｇｒｉｂａ」 

新本庁舎イメージ図 

（外観デザイン等は仮のものです） 

出産・子育て分野における ICT 化 →P１４                

スマートシティの構築 →P１２～Ｐ１３、Ｐ２８                      
本市におけるスマートシティの構築に向け、山口市スマ

ートシティ推進ビジョンの策定を進め、必要な調査・研究・

実証事業などに取り組みます。 

多世代交流・健康増進拠点施設配置案 

（整備基本計画策定（Ｒ２.１０月）時点） 
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【参考２】「山口県央連携都市圏域ビジョン」に関連する事業費一覧

事業費
（千円）

事業概要

1 中核都市づくり推進事業 544 山口県央連携中枢都市圏域推進協議会の開催

2 都市連携推進事業 17,640 山口県央連携中枢都市圏域ビジョン懇談会の開催、連携事業の推進

18,184

事業費
（千円）

事業概要

1 産業交流スペース管理運営事業 61,441
起業創業・新事業創出支援、次世代を担う人材育成支援を図る産業交流スペース「Ｍｅｇｒｉｂａ」の管理
運営

2 新産業創出促進事業 19,504 産業交流拠点施設の機能を活用した新産業や新事業の創出を図る

3 地域中核企業成長促進事業 5,950 圏域内の地域未来牽引企業等を対象に、情報交換会の開催や新商品等の共同開発などへの支援の実施

4 起業創業支援事業 9,480 起業者や創業者へのセミナーの開催、創業者の事業ＰＲ支援、ＵＪＩターン創業への初期投資支援

5 ふるさと産品営業推進事業 267,453
圏域の多彩な食のＰＲや事業者の販路拡大に向けて、農林水産物や特産品等を販売する物産フェアの開催、
ふるさと納税返礼品の圏域版商品の造成、山口県央連携特産品販売イベント・商談会等を通じた圏域の特産
品等のＰＲ事業の実施、レノファ山口ホームゲームスタンプラリーイベントの実施

6 事業承継支援事業 10,000 圏域内の中小企業の円滑な事業承継に向けたセミナーや無料相談会等の実施、士業等専門家派遣の支援

7 就職支援事業 33,368
圏域内の中学生や高校生等を対象に圏域内の企業紹介・職業体験など総合的な職業理解フェア「やまぐち未
来のしごとフェスタ」の開催

8 人材確保企業重点支援事業 10,200
多様な働き方（短時間勤務等）を可能とする啓発セミナー、業務の棚卸等のアドバイザー派遣、外国人労働
者の受入に関するセミナーの開催、市内中小企業における従業員のスキルアップ・リカレント教育などの人
材育成の取組支援

9 働き方改革推進事業 2,412 子育て女性等を対象とした働くきっかけづくりにつながる座談会形式のセミナーの開催

10 デジタル技術活用・人材育成支援事業 35,000
５Ｇ技術等を活用したイベント等の開催支援、市内企業のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の
促進、プログラマー等のデジタル人材の育成、東京圏等から仕事を獲得する仕組みづくりの構築

11 企業誘致推進事業 6,934
山口テクノパーク、山口テクノ第２団地、宇部テクノパークの３団地に立地する企業が連携し、公共交通対
策などの課題の解決や新たな価値を創出することを目的とした山口・宇部テクノパーク連絡協議会の開催

461,742

ウ　地域資源を活用した地域経済の裾野拡大

事業費
（千円）

事業概要

1 もうかる農業創生事業 12,446 物産フェアと連携した農林水産事業者支援、農林水産物直売イベントの実施

12,446

エ　戦略的な観光施策の展開

事業費
（千円）

事業概要

1 山口ゆめ回廊博覧会推進事業 186,360 令和３年７月から12月の山口ゆめ回廊博覧会開催における官民一体の実行委員会による事業の推進

2 山口ゆめ回廊博覧会重点イベント実施事業 77,300 山口ゆめ回廊博覧会の開催における重点イベントの実施、プロモーション活動の実施

3 山口ゆめ回廊博覧会観光推進事業 130,400 山口ゆめ回廊博覧会の開催における観光地域づくりの取組推進、プロモーション活動の実施

4 山口ゆめ回廊博覧会文化交流推進事業 103,000 山口ゆめ回廊博覧会の開催における文化芸術に関する事業の実施、プロモーション活動の実施

5 都市間ツーリズム促進事業 14,483 国内外の都市との相互交流事業や連携事業の実施

6 インバウンド観光誘客推進事業 19,900 インバウンド誘客プロモーション活動の実施、受入体制の整備及びバス助成など

7 観光ボランティアガイド活動支援事業 560 観光ボランティアガイドの活動支援

8 湯田温泉魅力創造事業 16,075
県内最大の宿泊拠点としての湯田温泉の魅力向上に係る取組の支援、まちあるきを促進する取組の実施、空
港直行便乗合タクシー実証運行事業など

9 観光地ビジネス創出事業 15,000
山口ゆめ回廊博覧会の開催における湯田温泉観光回遊拠点施設「狐の足あと」や新山口駅観光交流センター
での集客力のある企画事業の実施、地旅の受入体制整備、ＭＩＣＥ誘致加速化支援事業など

10 観光維新ブランド創出事業 20,400
本市固有の観光ブランドを向上させる取組として、レノファ山口ＦＣとの連携などスポーツを活用した取組
や、クリスマス関連事業・大内文化ゾーン周遊促進事業の実施など

11 やまぐち瀬戸内魅力創出事業 4,900 ツール・ド・ヤマグチ湾の実施などニューツーリズムの推進

12 中原中也記念館運営業務 76,570

13 小郡文化資料館管理運営業務 21,001

685,949

オ　その他

事業費
（千円）

事業概要

1 県央連携都市圏域情報発信事業 10,524
交流人口の創出に向け、地域情報紙やテレビ、ラジオを活用した圏域内のイベント情報発信、新山口駅南北
自由通路のデジタルサイネージを活用した情報発信

2 市報やまぐち発行業務 37,762 各市町広報紙を活用した情報発信

48,286

1,226,607

小計

中原中也記念館（山口市）、小郡文化資料館（山口市）、山頭火ふるさと館（防府市）、森鴎外記念館（津
和野町）の4館を巡る、山口ゆめ回廊文学ラリー事業の実施

事業名

圏域全体の経済成長のけん引　合計（ア～オ）

事業名

小計

事業名

小計

ア　経済戦略の策定及び推進

事業名

圏
域
全
体
の
経
済
成
長
の
け
ん
引

小計

イ　戦略産業の育成

事業名

小計
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ア　高次な医療サービスの提供体制構築の支援
事業費

（千円）
事業概要

1 二次病院群輪番制病院運営支援事業 42,713 二次救急医療体制の確保に向けた運営費の支援

2 在宅当番医制事業 29,837 休日及び夜間における救急患者の医療を確保するため診療業務を委託

3 休日・夜間急病診療所運営業務 172,665 夜間の地域医療を確保するため、山口市休日・夜間急病診療所の運営を委託

4 地域救急医療運営費補助事業 77,488 二次救急病院の機能維持を図るための経費に対する補助、地域医療に携わる看護師の養成等に対する支援

322,703

イ
事業費

（千円）
事業概要

1 産業交流拠点施設管理運営事業 382,097 山口市産業交流拠点施設の管理運営

2 新山口駅ターミナルパーク管理事業 44,760 新山口駅における駅前広場、南北自由通路等の管理

426,857

ウ　高等教育・研究開発の環境整備
事業費

（千円）
事業概要

1 山口情報芸術センター企画運営事業 246,453

2 子ども芸術体感事業 6,560

253,013

1,002,573

①生活機能の強化に係る政策分野（地域医療・福祉、教育・文化、災害対策等）
事業費

（千円）
事業概要

1 産科医等確保支援事業 7,696 産科医確保に向けて、市内の病院、診療所及び助産所に対する分娩手当を支援

2 病児保育事業 75,158 市内３箇所で病児保育を実施、また県内どこの病児保育所でも病児保育利用が可能

3 敬老福祉優待バス乗車証交付事業 152,904

4 障がい福祉優待バス乗車証交付事業 34,646

5 図書館管理運営業務 196,291 圏域内の図書館の相互利用に向けた検討や交流・連携イベント等の実施

6 消防団管理運営業務 9,004

7 消防団員災害等活動事業 48,284

523,983

②結びつきやネットワーク強化に係る政策分野（地域内外の住民との交流・移住促進）
事業費

（千円）
事業概要

1 交通政策推進事業 10,208 ノーマイカーデーにおける連携の実施

2 交通系ＩＣカード整備事業 5,442 交通系ＩＣカード利用システムの導入促進

3 やまぐち定住実現プロモーション事業 6,914 山口県央連携都市圏移住イベントの実施

4 ＵＪＩターン就労支援事業 4,043 学生を対象とした企業訪問・魅力体験バスツアーの実施

26,607

③圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野（共同事業の実施・検討、人材交流等の推進等）
事業費

（千円）
事業概要

1 ＷＡＮ関連事業 161,808 情報系システムクラウドの共同利用

2 スマート自治体推進事業 99,297 ＲＰＡ等を活用した事務の効率化・改善の共同研究

3 消防指令センター共同整備事業 0 消防通信指令業務の共同運用の推進

4 救急車医師同乗システム推進事業 3,450 ドクターカーによる救急救命士研修・人事交流研修を実施

264,555

815,145

※事業費は全体事業費を掲載しています。

小計

小計

事業名

消防団大学を開講し、圏域内の若手消防団員を育成

山口市内発着路線において、福祉優待バス乗車証の対象範囲を市内から圏域内まで拡大

ＹＣＡＭにおける教育普及活動の実施、メディア・テクノロジーを活用した地域課題の解決、学校教育にお
けるＹＣＡＭと連携した先進教育プロジェクトの実施

事業名

高次の都市機能の集積・強化　合計（ア～ウ）

小計

高
次
の
都
市
機
能
の
集
積
・
強
化

圏
域
全
体
の
生
活
関
連
機
能
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

事業名

事業名

小計

事業名

小計

事業名

圏域全体の生活関連機能サービスの向上　合計（①～③）

小計

項　　目 令和3年度予算

圏域全体の経済成長のけん引 1,226,607

高次の都市機能の集積・強化 1,002,573

圏域全体の生活関連機能サービスの向上 790,611

総　　計 3,019,791
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【参考３】「山口ゆめ回廊博覧会」における主な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＣＡＭ特別企画展                

 湯田温泉への誘客促進に向け、山口宇部空港と

湯田温泉をつなぐ直行便乗合タクシーの実証事業

に引き続き取り組みます。 

主な実行委員会主催事業 

主な市主催事業 

坂本龍一氏、高谷史郎氏のメディアアート３作品の 

特別企画展を実施します。 

＜water state1><Forest Symphony><LIFE> 

みんな大好き！ＫＯＭＥＺＵＫＩ祭       

びじゅチューン！×山口ゆめ回廊なりきり美術館  

 

 

重源上人生誕９００年イベント            

シェアサイクル実証事業                    空港直行便乗合タクシー実証事業              

ユニークベニューイベント 
「Ｙｕｍｅｈａｋｕ Ａｒｔ ＆ Ｆｏｏｄ ｉｎ ＲＵＲＩＫＯＪＩ」   

令和２年度に、市内１３箇所にサイクルステーショ

ンを設置し、スマートフォンアプリを活用して気軽に

乗ることができるシェアサイクルを４０台配置してい

ます。令和３年度は、ステーションの数を１７箇所に

増設するとともに、配置する自転車数も５０台程度

に増車し、来訪者等の市内周遊を促進できるよう、

引き続き実証事業に取り組みます。 

ＮＨＫ E テレ「びじゅチューン！」でおなじみの世界を 

体験できる「なりきり美術館」を開催します。 

（ＮＨＫ山口放送局共催事業） 

 中央公園を会場に、山口のお米をテーマとした 

食とアートのイベントを開催します。 

香山公園を舞台に、 

圏域の食材や工芸品も 

演出に取り入れた 

“食”と“アート”のイベントを 

開催します。 

 

令和３年９月下旬 

令和３年は、重源上人が生誕して９００年の記念す

べき年となります。徳地地域において、重源上人に関

する講演会などを開催します。 

 

周遊イベント「うちら！ななゆめ調査団！」     
圏域７市町（山口市、宇部市、 

萩市、防府市、美祢市、山陽 

小野田市、島根県津和野町） 

間の周遊を促進するリアル 

宝探しゲームイベントを 

昨年度よりコースを増やして 

実施します。 

 

（各市町３コース・合計２１コース） 

 

山口ゆめ回廊物産フェア              

Out of KidZania in やまぐち ２０２１   

 令和３年７月にグランドオープンする山口市産業 

交流拠点施設において、７市町が連携して物産フェア 

を開催します。 

 こども達が楽しみながら職業体験を行うことが

できる「Out of KidZania」を中国地方で初めて

開催します。 

市内を周遊する仕組みづくり 

山口市観光周遊 1 日乗車券の実施               

 博覧会期間中に、公共交通による湯田温泉と大

内文化ゾーンの周遊を促進するため、山口市コミ

ュニティバスと周遊タクシーを組み合わせた観光

周遊 1 日乗車券を販売します。 

water state1 

Forest Symphony 

みんな大好き！ＫＯＭＥＺＵＫＩ祭（イメージ） 
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「山口ゆめ回廊博覧会」主なイベントスケジュール

No 項目 7月～8月 9月～10月 11月～12月 内容等 担当(関係)課

1
山口ゆめ回廊博覧会オープニング
イベント

・博覧会の開始をPRするオープニングイベントを実施 山口ゆめ回廊博覧会推進室

2
ユニークベニューイベント
「Yumehaku Art & Food in RURIKOJI」

・香山公園を舞台に、圏域の食材や工芸品も演出に取り入れた”食”と”
アート”のイベント

山口ゆめ回廊博覧会推進室

3 周遊イベント「うちら！ななゆめ調査団！」
・各市町間の周遊を促進するリアル宝探しゲームイベントの実施
(各市町３コース、計２１コース)

山口ゆめ回廊博覧会推進室

4 体験プログラム「ゆめ散歩」 ・地域団体が実施する特別なガイドツアーの開催 山口ゆめ回廊博覧会推進室

②市主催事業

No 項目 7月～8月 9月～10月 11月～12月 内容等 担当(関係)課

5 ＹＣＡＭ特別企画展
・坂本龍一氏、高谷史郎氏のメディアアート３作品の特別企画展
《water state1》《Forest Symphony》《LIFE》

文化交流課
山口ゆめ回廊博覧会推進室

6
びじゅチューン！×山口ゆめ回廊
なりきり美術館

ＮＨＫ山口放送局との共催により、Ｅテレ「びじゅチューン！」でおなじみ
の世界を体験できる「なりきり美術館」を開催

文化交流課

7 雪舟サミット ・雪舟にゆかりのある自治体が集い交流を深める雪舟サミットを開催 文化交流課

8 「まちなみアート」イベント
・大内文化特定地域の文化施設やまちなみで、アートを楽しむまち歩き
イベントを開催

文化交流課

9 山口市菜香亭企画展 ・大内氏関連の企画展 文化交流課

10 山口市歴史民俗資料館企画展 ・大内氏関連の企画展 文化財保護課

11
祈りの回廊音楽祭
(大内ナイト３、山口ゆらめき回廊など)

・博覧会のテーマに沿った市内で実施される音楽関連イベント等を集約
した音楽祭

山口ゆめ回廊博覧会推進室
文化交流課、観光交流課

12 みんな大好き！KOMEZUKI祭 ・お米をテーマに「アート」×「イート」イベント 観光交流課

13 Out of KidZania in やまぐち 2021 ・小学生向け職業体験イベント 観光交流課

14 やまぐち未来のしごとフェスタ ・中高生向け職業体験イベント ふるさと産業振興課

15 山口ゆめ回廊物産フェア ・圏域の農林水産物や特産品等を販売する物産フェア
ふるさと産業振興課
農林政策課

16
やまぐち×ロヴァニエミ
デザインウィーク

・サスティナブルな「デザイン」と「暮らし」をテーマとしたアートイベント 文化交流課

17 山口ゆめ回廊文学ラリー
・中原中也記念館を始めとする圏域の４文学館でシールラリーを開催
（３市町連携事業）

文化交流課

18 C.Ｓ赤れんが企画展 ・オートマタ作家原田和明氏のカラクリ作品展示 文化交流課

19 やまぐち２１地域めぐり事業 ・２１地域への周遊促進事業（カードラリー、地域ガイドブックの作成等）
山口ゆめ回廊博覧会推進室
協働推進課

20 筋肉ヴィレッジ ・南部地域の魅力を体感するスポーツトレーニングプログラムを実施 定住促進課

21 小郡つながる・つなげる交流促進イベント ・新山口駅を中心にクリスマスイベントを開催 小郡総合支所地域振興課

22 あいお祭り・あいお花火まつり ・ステージイベント、地元特産品即売、初冬の打上花火等 秋穂総合支所地域振興課

23 きららにぎわいフェスティバル
・きらら浜エリア全体を会場とした、「スポーツ・食・遊び」を体験できる
イベント

阿知須総合支所地域振興課

24 重源上人生誕９００年イベント ・「重源上人」に関する講演会等を開催 徳地総合支所地域振興課

25 道の駅長門峡博覧会特別イベント ・道の駅長門峡で農産物・特産品販売イベントを開催 阿東総合支所農林課

26 空港直行便乗合タクシー実証事業の実施 ・山口宇部空港と湯田温泉をつなぐ乗合タクシーの実証運行 観光交流課

27 山口市観光周遊1日乗車券の実施
・山口市コミュニティバスと周遊タクシーを組み合わせた観光周遊一日
乗車券の販売

観光交流課

28 MaaS実証事業の実施 ・新山口駅と湯田温泉間を結ぶタクシーツアーの実証 交通政策課

29 シェアサイクル実証事業の実施 ・山口・小郡両都市核を中心としたシェアサイクルの実証 交通政策課

期間中複数日実施

期間中継続実施

①実行委員会主催事業

YCAMアート事業

大内文化活用事業

交流促進イベント

地域交流事業

受入体制整備
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４ 新年度の市民のくらし 

市民満足度や市民生活の質的向上に向けて、各分野において、国や県の施策と連携し、住民ニーズに

きめ細かく対応していきます。 

◆新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保【健康増進課】 

新型コロナウイルスワクチンについては、令和３年２月中旬を目途に、新型コロナウイルス感染症の診療等に関

わる医療従事者への接種が開始され、その後、高齢者や基礎疾患のある方を優先しながら、できるだけ早期に全

ての方に接種が行えるよう、国主導のもと、実施体制の整備が進められています。ワクチン接種を希望する市民

の皆様が速やかに接種を受けることができるよう体制を確保するとともに、ワクチンの供給が始まり次第、接種

を開始します。ワクチン接種開始スケジュール（予定）は、以下のとおりです。 

 

2 月中旬以降 ４月１日以降 以降、順次 

新型コロナ診療等に 

関わる医療従事者等 
６５歳以上の高齢者 

その他の方 

（基礎疾患のある方等を優先） 

地域外来・検査センターの運営【健康増進課】 

ＰＣＲ検査が必要な方が安心して迅速に検査を受けられるよう、令和２年９月に、「地域外来・検査センター」を山

口市休日・夜間急病診療所敷地内に設置しています（県委託事業）。 

検査費用の支援【健康増進課】 

新型コロナウイルス感染症に感染した場合の重症化リスクの高い６５歳以上の方や基礎疾患を有する方が、発

熱等の症状がない場合でも検査を受けられるよう、引き続き、任意検査体制を確保するとともに、検査費用の一

部を助成します。 

 

◆子育て支援、教育環境の整備 

安心して子どもを産み、育てやすい環境を整えます。 

子ども医療費の自己負担分の全面無料化～中学３年生（通院）まで対象拡大～【保険年金課】 

これまで、乳幼児や小学生の医療費（保険診療による自己負担分）の全額助成に加え、中学生の入院に係る保

険診療の自己負担分の無料化を、段階的に拡大してきました。また、父母の市民税所得割が非課税世帯の中学生

については、通院に係る保険診療の自己負担分を無料化しています。 

令和３年１０月から、新たに、父母の所得に関わらず、全ての中学生の通院を含む保険診療の自己負担分を無料

化します。 

保育園（認可保育施設）等の定員を１６１名拡大【保育幼稚園課】 

待機児童解消に向け、保育園（認可保育施設）等の整備を進めています。 

令和３年度は、「愛児園湯田保育所（湯田）」（定員３０名増：１８０名→２１０名）、「きらきら星保育園（大内）」（定員

３０名増：９０名→１２０名）、 「とものその保育園（大歳）」（定員１０名増：１２０名→１３０名）、「あさひ小郡保育園

（小郡）」（新設：定員９０名）、 「山口ココモ保育園（大内）」（定員１名増：１８名→１９名）の整備により、令和２年度と

比較して、定員を１６１名拡大します。 

放課後児童クラブの定員を１０５名拡大【こども未来課】 

待機児童解消に向け、放課後児童クラブの定員拡大を進めています。 

令和３年度は、大殿小学校区「あっと児童クラブ」（定員３０名増）、白石小学校区「なかいち学級」（定員３０名

増）、小郡南小学校区「しらさぎ学級」（定員１５名増）及び「しらさぎ第３学級」（定員１５名増）、二島小学校区「たん

ぽぽ学級」（定員１５名増）の整備等により、定員を１０５名拡大します。 

※令和３年２月５日時点 

厚生労働省ホームページ発表より 
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使用済み紙おむつを保育園で回収・処分します【保育幼稚園課】  

新型コロナウイルス感染症の感染リスクの軽減や保護者の負担軽減に向けて、現在、保護者が持ち帰ることとな

っている使用済み紙おむつについて、令和３年１０月から全市立保育園で回収・処分を行います。また、私立保育園、

認定こども園、地域型保育所においては、紙おむつ処分に必要となる保管庫設置に対して支援を行います。 

不妊・不育治療費の助成【子育て保健課】 

不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担を軽減するため、引き続き、医療保険の適用となる不妊治療費の自

己負担金の一部を助成します（上限金額３万円/年度）。また、不育症治療費の自己負担金の一部を助成します（保険

適用の有無を問わず、上限金額２０万円/年度）。 

母子健康アプリの導入【子育て保健課】 

母子健康手帳を補完し、無料で利用可能なスマホアプリを導入します。子育て情報の配信や、子どもの予防接種

のスケジュール管理が可能となるなど、子育てに係る負担軽減を図り、子育て支援の充実を図ります。 

産後ママの健康診査の助成【子育て保健課】 

産後ママの健康診査の費用について、現在、産後２週間健診は３，０００円、産後１か月健診は４，０００円の助成を

行っています。令和３年度からは、産後２週間健診の費用助成額を、４，０００円に拡充します。 

ICT を活用した教育の推進【学校教育課】 

令和３年３月中に、全ての市立小・中学校で児童生徒１人１台のパソコンを配備します。 

令和３年度は、オンラインでの家庭学習の取組を促進するため、ＡＩドリル教材を引き続き導入し、就学援助世帯

を対象にインターネット通信環境の整備に係る経費やインターネット通信費の支援を行います。 

 

◆健康長寿の推進 

誰もが住み慣れた地域で安心して生活ができるような支援体制の充実等を図ります。 

予防接種の助成【健康増進課】  

定期予防接種を実施します。このうち、６５歳以上の高齢者を対象とするインフルエンザ及び肺炎球菌の予防接

種については、費用の一部を助成します。風しん対策については、令和元年度から令和３年度までの３年間、国の

緊急対策に伴い、39～5６歳男性（平成３０年度時点）を対象に、抗体検査及び予防接種を実施します。また、本市

独自に、抗体検査により抗体価の低い妊娠希望の女性とその配偶者等に対する助成制度を継続します。 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施【保険年金課】  

後期高齢者医療制度における保健事業の取組を、介護予防と一体的に進めます。高齢者の方の心身の多様な

課題に対応した保健指導等の実施により、医療・介護等の必要な支援につなげます。 

令和３年度は、徳地地域を対象に保健師による高齢者世帯への戸別訪問や地域における通いの場等における

健康教育・健康相談の開催を行うとともに、地域包括支援センターと連携し、支援が必要な方に対しては、保健指

導や医療・福祉サービスにつなげるなど、きめ細かな支援を図ります。 

骨髄等移植ドナー支援助成制度の創設【健康増進課】  

骨髄等移植の推進及び骨髄等の提供者（ドナー）希望登録者の増加を図るため、ドナーに対し、骨髄等の提供の

ための通院、入院、面談等の日数に応じ、１日当たり２万円（上限７日）を助成します。 

地域型地域包括支援センターの増設、「（仮称）やまぐち まちの相談室」窓口の設置【高齢福祉課、地域福祉課】 

地域包括支援センターは、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの専門職を配置し、高齢者のみなさん

のさまざまな相談に応じ、総合的な支援を行う機関です。北東地域包括支援センター（仁保・小鯖・大内・宮野地

域）と川西地域包括支援センター（嘉川・佐山・小郡・阿知須地域）について、担当地域を見直し、地域包括支援セン

ターを各１か所増設することで、地域に密着した、よりきめ細やかな対応と適切な支援を行っていきます。 

また、包括的な相談対応を行う「（仮称）やまぐち まちの相談室」を地域包括支援センターに設置し、相談支援

体制の充実を図ります。令和３年度は、中央、川東の２地域に設置し、その後は令和５年度を目途に、全地域への

設置を進めます。 
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介護保険料基準額の引き下げ及び保険料段階区分の変更【介護保険課】 

介護保険料基準額（月額）を、現行の５，５８０円から、5,05０円に引き下げます。また、介護保険料の段階につ

いて、高所得者層の所得段階区分を細分化し、現行の第１１段階から、第１２段階（本人の合計所得金額７００万円

以上：基準額×２．１倍）を新たに設定します。 

 

◆市内消費の喚起 

市内における域内消費を喚起します。 

「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券の発行支援【ふるさと産業振興課】 

商工会議所・商工会で組織する協議会が実施する、「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券の発行に対して

支援を行います。令和３年度は、紙の商品券に加え、デジタル商品券を発行予定です。 

【プレミアム内容】10,000 円で 13,000 円分（プレミアム率３０％） 
【販 売 数】200,000 セット         【対象施設】利用登録した市内の店舗（期間中随時登録申請受付予定） 

【販売対象】山口市民               【販売期間】令和 3 年上半期予定（購入は事前申込制） 
【使用期間】販売開始から約３か月間を予定 

安心快適住まいる助成事業の実施【ふるさと産業振興課】 

本市独自の取組として、市内の業者が施工する、新しい生活様式への対応を始めとした住宅リフォーム工事の

一部に対し、市内共通商品券により工事金額の１０％（助成金上限２０万円）を助成します。 

子育て世帯（同居の１８歳以下の子を養育する世帯）については、１５%を助成（助成金額上限３０万円）します。 

令和３年度の募集開始は、５月を予定しています。 

 

◆生活環境の向上 

市民の生活環境の維持向上を図る環境づくりを進めます。 

バスで、交通系ＩＣカードが順次使えるようになります【交通政策課】 

バス事業者において、年次的に、交通系ＩＣカード利用システムの導入が始まります。令和３年度は、宇部市交通

局での導入が予定されています。 

シェアサイクル実証事業の実施【交通政策課】  

令和２年度から、市内１３箇所にサイクルステーションを設置し、スマートフォンアプリを活用して気軽に乗ること

ができるシェアサイクルを４０台配置しています。令和３年度は、サイクルステーションの数を１７箇所に増設すると

ともに、配置する自転車数も５０台程度に増車するなど、市民の皆様や観光等で来訪された方の市内周遊の促進

に向けて、引き続き、実証事業に取り組みます。 

※利用するには、専用のスマートフォンアプリをダウンロードの上、会員登録を行う必要があります。 

要介護認定者等世帯への家庭ごみ戸別収集の実証開始【清掃事務所】 

要介護認定者や身体障害者手帳所持者等の世帯のうち、家庭ごみを集積場所に持ち出すことが困難な世帯に

対して、居宅介護支援事業所や民生委員等と連携し、燃やせるごみの戸別収集から実証的に開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

集中豪雨などによる浸水被害の軽減【下水道整備課】 

浸水被害の軽減を図ることを目的に、住宅における雨水貯留タンク等の設置費用を助成します。 

住居表示の実施（新山口駅周辺エリア） 【生活安全課】  

よりわかりやすく住所を表示するため、住居表示整備事業を行っています。小郡下郷の一部地域について、令

和２年度から５か年計画で住居表示を実施しています。令和３年度は、新山口駅北側約 42 ヘクタール（約 1,000

世帯）について実施する予定です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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◆市民サービスの向上（スマートサービスの充実） 

定型的な手続きについて、市役所に、行かなくてもいい、書かなくてもいい、待たなくていい、を目指

して、スマートサービスを構築していきます。 

山口市ＬＩＮＥ公式アカウントの機能強化【情報企画課】 

令和２年８月に開設した「山口市 LINE 公式アカウント」の機能強化として、公共交通情報等の検索機能や、オン

ライン学習機能、移住・定住に関する問合せへの自動応答や情報配信機能を令和３年１月に導入しました。 

令和３年度にかけては、住民異動（転入・転居・転出）に係る届出情報をＬＩＮＥから事前入力することで窓口手続

時間の短縮につなげる機能、粗大ごみ収集のオンライン申込機能、住民異動などの手続の問合せが２４時間３６５

日いつでもできるＡＩ自動応答機能、子育て分野などの必要な情報がタイムリーに配信される機能などを順次導

入していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

書かなくてもいい取組～住民異動受付支援システム等の導入～【市民課、情報企画課】 

書かなくてもいい取組として、転入届出時の転出証明書をＯＣＲでデータ化し、データ情報を異動届等に印字す

るシステムの導入や、運転免許証およびマイナンバーカードのＩＣデータを読み取り、申請者の本人事項を印字し

た住民票・戸籍等請求書やマイナンバーカード交付申請書を印刷するシステムを導入します。 

あわせて、市民の皆様が住民異動手続を事前申請し、二次元バーコードを発行することで、窓口で異動届に記

入せずに手続きできる機能をＬＩＮＥと連携して導入します。＜一部再掲＞ 

また、住民異動手続等で来庁される方の多い山口総合支所市民課窓口と小郡総合支所総合サービス課窓口に

おいて、混雑の緩和のための取組として、窓口の待ち人数をリアルタイムで確認できる機能を導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口におけるキャッシュレス決済の導入【情報企画課】 

令和３年４月を目途に、窓口における証明書発行手数料の支払いにキャッシュレス決済を導入します。 

（市民課、市民税課、各総合支所総合サービス課、行政窓口のある各地域交流センター（分館を含む）） 

市民課：住民票、印鑑証明、戸籍など    市民税課：所得証明、納税証明など 

 

待合状況等を表示するモニター 受付番号の発券 

連動 

待ち人数リアルタイム表示機能のイメージ 

Ｗｅｂからも状況確認が可能！ 

 

各種届出 

現在、 

待ち人数：〇人 

呼出番号：４０３ 

友だち追加を 
お願いします！ 

ごみ分別検索機能 

交通情報検索機能 

オンライン学習機能 

移住・定住情報検索機能 

・ごみ分別帳 
・ごみ収集カレンダー など 

・バスの待ち時間 
・市内各所での自転車のレンタル 
・ＭａａＳ用アプリ「ぶらやま」 など 

・小学校から高校までの５教科の問題 
（数学・算数、英語、国語、理科、社会） 
を学べる早押しクイズ形式の学習アプリ 
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施  策  別  主  要  事  業
（ 一 般 会 計 ）

     新規事業　・・・　２０事業

     拡充事業　・・・　１６１事業
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施策別一般会計当初予算額
　　　（単位：千円）

政 施 令和３年度 令和２年度 比　較 対 前 年

政策名 施策名 当初予算額 当初予算額 （Ａ－Ｂ） 当初伸率

策 策 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ/Ｂ　％

1 子育て支援の充実と環境整備 12,931,823 12,677,513 254,310 2.0 

2 健康づくりの推進と地域医療の充実 2,156,161 1,370,953 785,208 57.3 

3 高齢者福祉の充実 816,407 1,007,270 ▲190,863 ▲18.9 

4 障がい者福祉の充実 5,578,999 5,405,136 173,863 3.2 

5 地域福祉の充実 327,398 335,805 ▲8,407 ▲2.5 

6 社会保障制度の適正な運用 9,929,488 9,911,975 17,513 0.2 

31,740,276 30,708,652 1,031,624 3.4 

1 教育環境の充実と整備 3,905,809 3,754,439 151,370 4.0 

2 生涯学習・社会教育の推進 1,192,595 1,167,822 24,773 2.1 

3 文化・芸術・歴史の継承と創造 1,475,455 1,346,025 129,430 9.6 

4 スポーツ活動の充実 345,335 1,422,504 ▲1,077,169 ▲75.7 

5 国際化の推進 66,660 73,008 ▲6,348 ▲8.7 

6,985,854 7,763,798 ▲777,944 ▲10.0 

1 防災対策の充実 1,620,914 2,692,561 ▲1,071,647 ▲39.8 

2 消防・救急体制の充実 913,393 732,692 180,701 24.7 

3 交通安全の推進と防犯体制の充実 71,987 74,952 ▲2,965 ▲4.0 

4 安全な水道水の安定供給 326,564 352,045 ▲25,481 ▲7.2 

5 適切な汚水処理による水環境の保全 2,643,966 2,625,760 18,206 0.7 

6 自然環境の保全と衛生的な生活環境の維持 2,693,688 2,410,099 283,589 11.8 

7 コンパクトで暮らしやすいまちづくり 1,675,177 2,077,855 ▲402,678 ▲19.4 

8 快適な道路交通網の構築 2,825,710 2,835,307 ▲9,597 ▲0.3 

9 持続可能な公共交通の構築 770,113 875,870 ▲105,757 ▲12.1 

13,541,512 14,677,141 ▲1,135,629 ▲7.7 

1

あらゆる世代が
健やかに暮らせるまち

政策１　　小計

2

学び　育み　暮らしを
楽しむまち

政策２　　小計

3

安全安心で
快適に暮らせるまち

政策３　　小計
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政 施 令和３年度 令和２年度 比　較 対 前 年

政策名 施策名 当初予算額 当初予算額 （Ａ－Ｂ） 当初伸率

策 策 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ/Ｂ　％

1 豊かな地域資源を生かした観光のまちづくり 776,542 636,576 139,966 22.0 

2 商工業・サービス業の振興 2,575,098 9,352,359 ▲6,777,261 ▲72.5 

3 農林業の振興 2,060,889 1,981,541 79,348 4.0 

4 水産業の振興 60,483 66,952 ▲6,469 ▲9.7 

5 就労環境の充実 127,416 120,620 6,796 5.6 

5,600,428 12,158,048 ▲6,557,620 ▲53.9 

1 地域活動と市民活動の推進 1,766,398 1,252,903 513,495 41.0 

2 市民参画によるまちづくり 94,922 96,101 ▲1,179 ▲1.2 

3
自分らしく活躍できる人権を尊重するまちづく
り

50,157 49,248 909 1.8 

4 計画的、効果的な行政経営 26,713,107 26,085,161 627,946 2.4 

5 公正、確実な事務と市民サービスの向上 1,237,346 1,088,948 148,398 13.6 

29,861,930 28,572,361 1,289,569 4.5 

87,730,000 93,880,000 ▲6,150,000 ▲6.6 

5

市民と共に創る
自立したまち

政策５　　小計

歳   出   合   計

4

地域の魅力があふれる
産業と観光のまち

政策４　　小計
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施策別・部局別一般会計当初予算額

政 施

政策名 施策名

策 策

1 子育て支援の充実と環境整備 1,010,081 11,921,742

2
健康づくりの推進と地域医療
の充実

2,154,582

3 高齢者福祉の充実 816,070

4 障がい者福祉の充実 5,578,929

5 地域福祉の充実 319,864

6 社会保障制度の適正な運用 9,929,488

0 0 0 0 0 19,809,014 11,921,742 0 0

1 教育環境の充実と整備

2 生涯学習・社会教育の推進

3 文化・芸術・歴史の継承と創造 1,058,593

4 スポーツ活動の充実 295,343

5 国際化の推進 66,660

0 0 1,420,596 0 0 0 0 0 0

1 防災対策の充実 117,288 722,236 475,769

2 消防・救急体制の充実

3
交通安全の推進と防犯体制の
充実

33,979 26,107

4 安全な水道水の安定供給

5
適切な汚水処理による水環境
の保全

6
自然環境の保全と衛生的な生
活環境の維持

2,691,711

7
コンパクトで暮らしやすいまち
づくり

2,000 236,025 1,385,876

8 快適な道路交通網の構築 2,605,941

9 持続可能な公共交通の構築 738,078

117,288 0 2,000 270,004 2,691,711 0 0 722,236 5,231,771

1
豊かな地域資源を生かした観
光のまちづくり

763,741

2 商工業・サービス業の振興 2,575,098

3 農林業の振興 1,583,462

4 水産業の振興 46,336

5 就労環境の充実 127,416

0 0 763,741 0 0 0 0 4,332,312 0

1 地域活動と市民活動の推進 1,606,012

2 市民参画によるまちづくり 94,922

3
自分らしく活躍できる人権を
尊重するまちづくり

49,799

4 計画的、効果的な行政経営 16,121,765 10,446,111

5
公正、確実な事務と市民サー
ビスの向上

472,560 368 151,527

16,594,325 10,541,401 0 1,807,338 0 0 0 0 0

16,711,613 10,541,401 2,186,337 2,077,342 2,691,711 19,809,014 11,921,742 5,054,548 5,231,771

総 務 部 総合政策部 交流創造部 地域生活部 環 境 部 健康福祉部
こ ど も
未 来 部

経済産業部 都市整備部

1

あらゆる世代が
健やかに暮らせるまち

政策１　　小計

2

学び　育み　暮らしを
楽しむまち

政策２　　小計

5

市民と共に創る
自立したまち

政策５　　小計

歳   出   合   計

3

安全安心で
快適に暮らせるまち

政策３　　小計

4

地域の魅力があふれる
産業と観光のまち

政策４　　小計
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　　　（単位：千円）

12,931,823

1,579 2,156,161

337 816,407

70 5,578,999

200 12 7,285 12 25 327,398

9,929,488

200 12 7,285 12 2,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,740,276

3,905,809 3,905,809

14,777 6,565 443 1,170,810 1,192,595

1,600 415,262 1,475,455

30,472 383 3,396 3,374 4,958 7,409 345,335

66,660

30,472 15,160 3,396 11,539 5,401 0 0 0 0 5,499,290 0 0 0 0 6,985,854

16,259 4,665 4,196 10,559 12,942 257,000 1,620,914

280 258 304 351 448 911,752 913,393

4,046 732 1,587 3,540 1,996 71,987

326,564 326,564

2,643,966 2,643,966

319 152 580 926 2,693,688

19,361 9,602 10,590 7,729 3,994 1,675,177

28,460 6,007 17,639 47,952 119,711 2,825,710

2,978 29,057 770,113

68,406 21,583 37,446 70,711 169,074 0 3,227,530 911,752 0 0 0 0 0 0 13,541,512

3,276 1,675 3,375 2,832 1,643 776,542

2,575,098

3,872 2,707 22,541 184,326 227,918 36,063 2,060,889

14,147 60,483

127,416

7,148 18,529 25,916 187,158 229,561 0 0 0 0 0 0 0 36,063 0 5,600,428

27,367 14,616 35,469 50,155 32,779 1,766,398

94,922

358 50,157

91,341 18,662 10,318 10,604 12,601 1,705 26,713,107

2,439 2,936 2,473 13,042 6,973 13,804 352,606 214,164 4,454 1,237,346

121,147 36,214 48,260 74,159 52,353 13,804 0 0 352,606 0 214,164 4,454 0 1,705 29,861,930

227,373 91,498 122,303 343,579 458,400 13,804 3,227,530 911,752 352,606 5,499,290 214,164 4,454 36,063 1,705 87,730,000

阿 知 須
総 合 支 所

小 郡
総 合 支 所

秋 穂
総 合 支 所

合 計
徳 地

総 合 支 所
阿 東

総 合 支 所
会 計 課 上下水道局 消 防 本 部

市 議 会
事 務 局

教 育
委 員 会
事 務 局

選 挙 管 理
委 員 会
事 務 局

監 査 委 員
事 務 局

農 業
委 員 会
事 務 局

公平委員会
事 務 所
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

乳幼児医療費助成事業費 457,928 乳幼児の医療費に対する助成 保険年金課

ひとり親家庭医療費助成事
業費

110,311 ひとり親家庭の医療費に対する助成 保険年金課

□ こども医療費助成事業費 441,842 小中学生の医療費に対する助成
令和３年10月からは中学生の通院に係る医療費を助
成

保険年金課

□ 放課後児童クラブ運営費 760,214 放課後児童クラブの運営費
新たになかいち学級（白石小）、はばたき学級（佐山小）
の開設

こども未来課

□ 放課後児童クラブ整備事業
費

103,571 放課後児童クラブの整備事業
令和３年度は、はばたき学級（佐山）の建設工事、やまび
こ学級（湯田）設計等を実施

こども未来課

母親クラブ育成事業費 1,438 母親クラブへの補助金 こども未来課

児童健全育成事業費 4,272 児童遊園管理費、思春期子育て体験事業費など児童福
祉関係事務費

こども未来課

ファミリーサポートセンター
運営費

8,188 ファミリーサポートセンターの運営委託等 こども未来課

地域子育て支援拠点事業費 110,197 交流広場の提供、子育て情報提供等を通じて、子育て
支援の地域ネットワークの構築を図る拠点運営団体へ
の補助等

こども未来課

こども基金積立金 19 こども基金への積み立て こども未来課

児童手当事務費 7,581 児童手当支給に要する事務費 こども未来課

児童手当支給費 2,729,995 中学校卒業までの児童を養育する保護者に対し手当を
支給

こども未来課

児童扶養手当等支給事業費 827,882 父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が
重度の障がいの状態にある児童を養育している家庭に
対し手当を支給

こども未来課

山口児童館管理運営費 12,814 山口児童館の管理運営 こども未来課

三和児童館管理運営費 7,459 三和児童館の管理運営 こども未来課

上郷児童館管理運営費 2,788 小郡上郷児童館の管理運営 こども未来課

秋穂コミュニティセンター管
理運営費

7,680 秋穂コミュニティセンターの管理運営 こども未来課

病児保育事業費 75,158 病児保育所に委託して病児保育事業を実施 保育幼稚園課

１　あらゆる世代が　健やかに暮らせるまち

（１）子育て支援の充実と環境整備

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

民間保育サービス施設支援
事業費

2,467 民間保育サービス施設に対して、研修代替職員賃金、児
童・職員の健康診断費用等を助成
民間保育サービス施設に通う第３子以降の子（無償化
対象者除く）の保護者に対する補助

保育幼稚園課

子育て福祉総合センター管
理運営費

5,279 子育て福祉総合センターにおいて、保育人材の育成と
子ども・子育て支援の向上を図る

保育幼稚園課

認可外保育施設等利用給付
費

31,654 認可外保育所の保育料と一時預かり利用料の補助 保育幼稚園課

□ 保育業務ＩＣＴ化推進事業費 7,593 保育の質の向上を目的とした、市立保育園のデジタル
化事業
令和３年度は市立保育園全園に保育業務支援システム
を導入

保育幼稚園課

□ 市立保育園管理運営費 559,231 市立保育園の管理運営
新たに使用済み紙おむつの回収・処分を実施

保育幼稚園課

□ へき地保育所管理運営費 45,734 へき地保育所の管理運営費
新たに使用済み紙おむつの回収・処分を実施

保育幼稚園課

□ 私立保育園運営費 3,164,152 私立保育園の運営費、保育士等人材確保事業の実施
新たに愛児園湯田保育所、きらきら星保育園、とものそ
の保育園の定員増及びあさひ小郡保育園の開設

保育幼稚園課

□ 私立保育園特別保育事業費 246,878 私立保育園において延長保育、障がい児保育等の特別
保育事業を実施
令和３年度は紙おむつ処分に必要となる保管庫設置へ
の補助を実施

保育幼稚園課

児童福祉施設整備費償還金
助成事業費

53,062 社会福祉法人等が整備した児童福祉施設に係る償還金
の一部を助成

保育幼稚園課

□ 私立保育園整備費助成事業
費

379,748 私立保育園整備への補助
令和３年度は全年齢型保育所の新設、嘉川保育園建替
え、大内すこやか保育園大規模修繕、大内なかよしこど
も園大規模修繕への補助を実施

保育幼稚園課

認定こども園運営費 958,317 認定こども園の運営費、保育士等人材確保事業の実施 保育幼稚園課

□ 認定こども園特別保育事業
費

29,248 認定こども園において延長保育、障がい児保育等の特
別保育事業を実施
令和３年度は紙おむつ処分に必要となる保管庫設置へ
の補助を実施

保育幼稚園課

□ 認定こども園整備費助成事
業費

94,983 認定こども園整備への補助
令和３年度は明星幼稚園の認定こども園移行に伴う施
設整備への補助を実施

保育幼稚園課

□ 地域型保育運営費 396,466 地域型保育施設の運営費、保育士等人材確保事業の実
施
新たに山口ココモ保育園の定員増

保育幼稚園課

□ 地域型保育特別保育事業費 13,818 地域型保育施設において延長保育等の特別保育事業
を実施
令和３年度は紙おむつ処分に必要となる保管庫設置へ
の補助を実施

保育幼稚園課

私立幼稚園運営費 230,748 施設型給付に移行した幼稚園の運営費、新たに1施設
（明星幼稚園）の施設型給付移行、保育士等人材確保事
業の実施

保育幼稚園課

私立幼稚園特別保育事業費 19,830 私立幼稚園において一時預かりの特別保育事業を実施 保育幼稚園課

保育士等人材確保事業費 1,244 保育士等の継続的な求人募集とマッチング、保育資格
新規取得者・潜在保育士の就職先のマッチング

保育幼稚園課

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

実費徴収補足給付事業費 910 生活保護受給世帯等を対象に園生活に必要な物品の
購入費に対する補助

保育幼稚園課

□ 市立認定こども園施設整備
事業費

219,916 南部川東地域の市立幼稚園４園（鋳銭司、名田島、二
島、秋穂）の再編統合及び幼保連携型認定こども園へ
の移行に伴う施設整備
令和３年度は鋳銭司幼稚園の増改築工事を実施

保育幼稚園課

幼稚園管理運営費 25,930 市立幼稚園の管理運営に関する経費 保育幼稚園課

幼稚園施設管理費 18,597 市立幼稚園施設の維持管理に関する経費 保育幼稚園課

幼稚園運営費 7,775 市立幼稚園における園医の配置や健康診断の実施等、
保健管理に関する経費

保育幼稚園課

幼稚園教育推進事業費 39,348 市立幼稚園の補助教員の配置に関する経費 保育幼稚園課

幼稚園教育研究団体助成事
業費

4,790 幼稚園教育関係団体に補助金を交付 保育幼稚園課

ことばの教室幼児部管理運
営費

6,821 ことばの教室幼児部の管理運営費 保育幼稚園課

幼稚園施設空調設備整備ＰＦ
Ｉ事業費

3,232 市立幼稚園施設のエアコン整備及び維持管理に関する
経費

保育幼稚園課

私立幼稚園施設等利用給付
費

294,145 国立大学附属幼稚園及び新制度に移行していない私立
幼稚園の利用料と一時預かり保育料の補助

保育幼稚園課

私立幼稚園等副食費補助事
業費

7,030 新制度に移行していない私立幼稚園を利用する低所得
者世帯または多子世帯が施設に支払う給食費（副食費
に限る）の補助

保育幼稚園課

家庭児童相談事業費 17,358 家庭児童相談員・安全確認員の配置、児童家庭相談シ
ステムの運用、児童虐待防止啓発用リーフレット作成、
夜間休日電話相談受付、子育て支援短期利用事業
（ショートステイ等）

子育て保健課

養育支援訪問事業費 1,000 養育支援が必要な家庭に対する訪問支援者の派遣 子育て保健課

□ 子どもの見守り強化アクショ
ンプラン実施事業費

4,400 特に定期的な状況把握が必要な家庭等に対し、支援機
関による家庭訪問や電話等による状況把握、食事提
供、学習・生活指導支援等の実施

子育て保健課

母子父子福祉対策事業費 5,091 母子・父子自立支援員（相談員）の配置等による母子父
子寡婦福祉の充実

子育て保健課

母子父子家庭自立支援給付
事業費

26,000 母子・父子家庭の自立支援に係る給付（高等職業訓練
等）

子育て保健課

母子生活支援施設入所措置
費

35,980 母子家庭に対する母子生活支援施設への入所措置費 子育て保健課

子どもの生活・学習支援事業
費

6,000 ひとり親家庭等の児童に対する学習支援や食事の提供 子育て保健課

妊産婦歯科保健事業費 2,034 妊産婦を対象とした歯科健診、歯科保健指導の実施 子育て保健課

妊婦健康診査事業費 159,873 妊婦及び胎児の健康状態を把握するための健診を実施 子育て保健課

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

不妊・不育治療費助成事業
費

10,232 不妊・不育症治療費の自己負担分に対する助成 子育て保健課

母子地域活動事業費 5,139 母子保健推進協議会へ委託し、妊産婦や乳幼児を対象
とした訪問、育児学級等の実施

子育て保健課

母子健康教育事業費 4,458 乳幼児の保護者を対象とした育児講座等の実施 子育て保健課

母子保健指導事業費 9,749 母子健康手帳の交付、妊産婦や乳幼児を対象とした訪
問指導等

子育て保健課

母子相談事業費 4,151 妊産婦、乳幼児を持つ母親及びその家族を対象とした
育児相談

子育て保健課

５歳児発達相談事業費 644 発達の気になる幼児（5歳児）への対応について就学前
保護者等への助言・指導

子育て保健課

未熟児養育医療給付事業費 20,852 医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療
を給付

子育て保健課

乳幼児健康診査事業費 55,104 乳児、1歳6か月児、3歳児の健康診査及び保護者の育
児、精神面に配慮した指導を実施

子育て保健課

□ 妊娠・出産包括支援事業費 25,475 妊娠期及び産後の母子の健康管理の支援、子育てサー
ビスと母子保健事業の一体的な展開が可能となるよう
切れ目ない支援を実施
令和３年度は母子健康アプリの導入

子育て保健課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 保健活動費 48,373 市民の健康づくり活動の推進・普及
令和３年度は高齢者等へＰＣＲ等検査費用の一部助成
及び骨髄等移植ドナーの善意を後押しする助成制度の
創設

健康増進課

若年世代健康診査事業費 2,591 18歳～39歳の若年世代を対象とした健康診査を実施 健康増進課

□ 産科医等確保支援事業費 7,696 産科医療機関等に対し、分娩手当を補助
令和３年度は産科医療関係者等との連携強化を図る

健康増進課

精神保健事業費 1,182 心の健康づくりの普及・啓発 健康増進課

食育推進事業費 7,943 食育を通じた健康づくり事業 健康増進課

健康診査事業費 161,873 40歳以上の市民（子宮がん検診は20歳以上、前立腺
がん検診は50歳以上）を対象とした各種がん検診、骨
粗しょう症検診、歯周疾患健診の実施

健康増進課

生活習慣病予防事業費 6,699 生活習慣病予防のための健康教育、健康相談、訪問指
導、運動促進事業を実施

健康増進課

保健センター管理運営費 37,720 保健センターの管理運営 健康増進課

事　　業　　名

（２）健康づくりの推進と地域医療の充実

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

へき地診療事業費 8,064 へき地医療の確保としてへき地診療所を運営 健康増進課

● （仮称）徳地診療所整備事業
費

108,980 徳地地域複合型拠点施設における（仮称）徳地診療所
の整備

健康増進課

二次病院群輪番制病院運営
費

42,713 二次病院群輪番制病院運営に対する補助金など 健康増進課

在宅当番医制事業費 29,837 休日・夜間の在宅当番医の確保 健康増進課

□ 休日・夜間急病診療所運営
費

172,665 休日・夜間急病診療所の運営
令和３年度は地域外来・検査センターを運営

健康増進課

地域救急医療事務費 77,488 地域救急医療の維持・確保、山口県広域災害救急医療
情報システム運営負担金、看護師養成に係る補助、二次
救急医療体制の維持に係る補助

健康増進課

□ 医療施設・設備整備費助成
事業費

734,720 病院群輪番制病院の新築及び増改築（施設整備）に対
する補助

健康増進課

□ 予防接種事業費 689,089 定期予防接種等の実施、令和元年度に引続き風しんの
追加的対策を実施

健康増進課

結核予防事業費 16,949 結核予防のための胸部レントゲン検診を実施 健康増進課

通院バス運行事業費 1,579 国民健康保険嘉年診療所の廃止に伴う通院バスの運行 阿東総合支所
地域振興課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

特別養護老人ホーム緊急措
置費

1,200 特別養護老人ホームへの措置費 高齢福祉課

養護老人ホーム措置費 448,382 養護老人ホームへの措置費 高齢福祉課

老人ホーム入所判定審議会
運営費

85 養護老人ホーム入所希望者の入所の適否を審査 高齢福祉課

社会福祉施設借入償還金助
成事業費

62 社会福祉法人等が整備した社会福祉施設に係る償還金
を助成

高齢福祉課

在宅福祉サービス推進事業
費

2,723 高齢者保健福祉計画の推進 高齢福祉課

緊急通報システム運営事業
費

15,242 ひとり暮らしの高齢者等に対し、緊急通報システムを貸
与

高齢福祉課

ふれあい型給食サービス事
業費

5,214 ひとり暮らしの高齢者等に対し、定期的に給食サービス
を実施

高齢福祉課

友愛訪問活動促進事業費 5,366 ひとり暮らしの高齢者等に対し、定期的に訪問活動を
実施

高齢福祉課

（３）高齢者福祉の充実

事　　業　　名

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

高齢者等交流施設運営事業
費

9,077 商店街にサロンを設置し、まちなかでの交流の創出や
移動援助を福祉の視点から実施

高齢福祉課

はり・きゅう施術費助成事業
費

11,733 ７０歳以上の高齢者に対するはり、きゅう施術費の助成 高齢福祉課

在宅復帰支援事業費 471 介護保険施設入所中及び医療機関入院中の認定者の
在宅復帰の促進及び支援を実施

高齢福祉課

移送サービス事業費 650 高齢者等の外出の利便を図るための移送サービスを提
供

高齢福祉課

生活支援短期宿泊事業費 420 一時的に施設の空き居室を利用した短期宿泊により生
活習慣の指導等を実施

高齢福祉課

在宅緩和ケア支援事業費 280 末期ガン患者に対し、在宅で生活するために必要な福
祉サービスを提供

高齢福祉課

● 在宅福祉支援業務費 1,107 ６５歳以上の一人暮らし高齢者または高齢者のみの世
帯で社会的支援が必要な方へ日常生活支援（寝具選択
乾燥消毒・在宅福祉措置・家事援助・生活支援訪問・日
常生活用具給付）を実施

高齢福祉課

● 成年後見制度利用促進事業
費

445 成年後見人制度に関わる機関・団体等との連携を図る
地域連携ネットワークの構築、コーディネート等を行う
中核機関として（仮称）成年後見センターの設置・運営

高齢福祉課

高齢者生きがいセンター管
理運営費

13,809 高齢者生きがいセンターの管理運営費 高齢福祉課

老人憩の家管理運営費 36,566 老人憩の家の管理運営費 高齢福祉課

敬老関係事業費 39,763 敬老祝い金の支給、敬老行事への補助 高齢福祉課

高齢者活動助成事業費 17,627 老人クラブへの補助等 高齢福祉課

高齢者タクシー料金助成事
業費

23,463 介護保険要支援・要介護認定者及び介護予防・日常生
活支援総合事業、通所型・訪問型サービス利用者へのタ
クシー券交付

高齢福祉課

敬老福祉優待バス乗車証交
付事業費

152,904 高齢者に福祉優待バス乗車証を交付 高齢福祉課

生活支援ハウス運営事業費 12,764 高齢者生活支援ハウスまなごの管理運営費 高齢福祉課

老人福祉館管理運営費 12,048 老人福祉館の管理運営費 高齢福祉課

社会福祉法人減免補助事業
費

1,412 社会福祉法人が実施する低所得者の利用者負担軽減
に対する補助

介護保険課

ヘルプ利用者軽減事業費 57 低所得世帯の障がい者に対する利用者負担の補助 介護保険課

□ 介護人材育成・確保支援事
業費

3,200 介護職に対する理解促進・イメージアップに向けた取組
の実施、市内の事業所で働く介護職員への介護福祉士
国家試験受験手数料の一部助成

介護保険課

阿東地域福祉施設管理運営
費

337 阿東地域の老人作業所、老人趣味の家の管理運営費 阿東総合支所
総合サービス
課

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

障害福祉計画実施・評価事
業費

301 山口市障がい者きらめきプラン及び山口市障害福祉
サービス実施計画の評価及び策定を行うための懇話会
の実施

障がい福祉課

しらさぎ会館運営費助成事
業費

21,367 しらさぎ会館の運営費に対する助成 障がい福祉課

障害福祉施設整備費助成事
業費

78 社会福祉法人等が整備する障害福祉施設に係る償還金
利息の助成

障がい福祉課

扶養共済制度助成事業費 420 心身障害者扶養共済制度の掛金を助成 障がい福祉課

□ 理解促進・権利擁護推進事
業費

5,593 障がいに対する社会全般の認識を深めるための広報活
動等
新たに公共施設整備にあたって障がい者から意見聴取
を行う（仮称）市ユニバーサルデザイン推進検討会の開
催

障がい福祉課

福祉タクシー料金助成事業
費

31,088 障がい者の利便向上と社会活動範囲拡大を図るためタ
クシー料金を助成

障がい福祉課

各種団体・行事等助成事業
費

2,667 障がい者団体の活動費、大会費用等に対する補助 障がい福祉課

障がい福祉優待バス乗車証
交付事業費

34,646 障がい者に福祉優待バス乗車証を交付 障がい福祉課

自立支援認定審査会費 12,149 障害者総合支援法における障害支援区分の決定を行う
認定審査会の運営費

障がい福祉課

障害福祉サービス給付事業
費

3,162,436 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス（介護給
付費、訓練給付費等）の提供

障がい福祉課

自立支援医療給付事業費 236,554 身体障がい者等に対する、障がいの軽減や職業能力の
回復改善のための医療給付

障がい福祉課

補装具費給付事業費 48,313 身体障がい者等に対し、補装具の購入又は修理費用の
一部を助成

障がい福祉課

相談支援事業費 40,265 基幹相談支援センターを中心に障がい者等からの相談
に応じ、必要な情報の提供、助言等を実施

障がい福祉課

地域活動支援センター運営
事業費

44,812 創作活動、生産活動、社会との交流促進等及びこれら
に加えた機能強化事業を実施する地域活動支援セン
ターの運営費等

障がい福祉課

□ 意思疎通支援事業費 31,509 聴覚障がい者等に対する手話、要約筆記によるコミュ
ニケーション手段の提供、資格取得経費の一部助成
令和３年度は手話通訳者・要約筆記者の増員及び遠隔
サービスの拡充

障がい福祉課

日常生活用具給付等事業費 49,453 障がい者等に対する、介護・訓練支援用具等の給付等 障がい福祉課

移動支援事業費 10,744 屋外での移動が困難な障がい者等に対し、外出のため
の支援を実施

障がい福祉課

社会参加促進事業費 2,370 障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよ
う、社会基盤の整備を実施

障がい福祉課

日中一時支援事業費 21,000 障がい者等の日中における活動の場を提供し、介護者
の負担軽減を実施

障がい福祉課

（４）障がい者福祉の充実

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

訪問入浴サービス事業費 11,500 在宅で入浴困難な重度身体障がい者等に対し、移動入
浴車での入浴サービスを提供

障がい福祉課

子ども発達支援事業費 5,265 相談窓口の周知、発達支援体制の充実に資する研修会
の実施等

障がい福祉課

特別障害者手当等支給事業
費

125,237 特別障害者手当等（国制度）の支給 障がい福祉課

心身障害児福祉手当支給事
業費

17,930 心身障害児福祉手当（単市制度）の支給 障がい福祉課

障害児施設サービス給付事
業費

862,800 児童福祉法に基づく障害児通所支援の提供 障がい福祉課

重度心身障害者医療費助成
事業費

800,432 重度心身障がい者の医療費に対する助成 保険年金課

人工透析患者通院費助成事
業費

70 阿東地域で透析治療を受けている身体障がい者に対
し、交通費等を助成

阿東総合支所
総合サービス
課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

社会福祉協議会助成事業費 235,726 社会福祉協議会に対する運営費等の補助 地域福祉課

災害見舞金支給事業費 880 災害による罹災者等に対する支援 地域福祉課

行旅病人等取扱事業費 2,580 行旅病人及び行旅死亡人等の救護 地域福祉課

戦没者遺族援護事業費 2,904 市主催戦没者追悼式の実施、援護事務 地域福祉課

国民生活基礎調査事業費 25 国民生活基礎調査に係る事務費 地域福祉課

諸福祉事業費 2,545 庶務関係、日赤事務、災害時要援護者支援、「小さな親
切」運動推進

地域福祉課

災害援護資金事業費 117 災害援護資金の貸付け及び償還に関する事務費 地域福祉課

中国残留邦人生活支援給付
金支給事業費

5,705 中国残留邦人生活支援給付金の支給 地域福祉課

民生委員・児童委員活動運
営費

60,091 民生委員・児童委員の活動費及び事務局運営費 地域福祉課

□ 地域福祉計画推進事業費 3,110 山口市地域福祉計画の進行管理
令和３年度は次期計画策定に向けたアンケート等の実
施

地域福祉課

再犯防止推進事業費 981 再犯防止の推進、更生保護活動に係る補助 地域福祉課

事　　業　　名

（５）地域福祉の充実

事　　業　　名

91



（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

● 包括的支援体制構築事業費 5,200 ひきこもり、8050問題等、あらゆる悩み事を「丸ごと」
受け止める相談窓口「（仮称）やまぐち まちの相談室」
の設置

地域福祉課

諸福祉事業費 200 庶務関係、日赤事務 小郡総合支所
総合サービス
課

諸福祉事業費 12 庶務関係、日赤事務 秋穂総合支所
総合サービス
課

諸福祉事業費 7 庶務関係、日赤事務 阿知須総合支
所総合サービ
ス課

健康福祉センター管理運営
費

7,278 阿知須健康福祉センターの管理運営 阿知須総合支
所総合サービ
ス課

諸福祉事業費 12 庶務関係、日赤事務 徳地総合支所
総合サービス
課

諸福祉事業費 25 庶務関係、日赤事務、無縁墓地供養 阿東総合支所
総合サービス
課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 自立相談支援事業費 39,203 生活困窮者自立支援法に基づく相談支援、一時生活支
援、就労準備支援、家計改善支援事業
令和３年度は相談支援体制の充実を図る

地域福祉課

□ 住居確保給付金支給事業費 21,422 就労意欲のある離職者に対する住居及び就労機会の確
保に向けた支援
令和３年度は休業等により離職者と同程度の収入に
なった者への家賃補助を実施

地域福祉課

生活保護施行事業費 31,689 生活保護関連の事務費等、被保護者健康管理支援事業
による生活習慣病等の予防

地域福祉課

自立支援サービス整備事業
費

100 生活保護受給者の就労による自立促進のため、就職活
動時等における保育料を支援

地域福祉課

就労自立給付金支給事業費 4,000 就労自立給付金及び進学準備給付金の支給 地域福祉課

被保護者就労支援事業費 5,628 生活保護受給者への就労支援 地域福祉課

生活保護扶助費 2,504,495 生活保護受給者への扶助費 地域福祉課

介護保険特別会計繰出金 136,352 介護保険事業（地域支援事業）に係る繰出金 高齢福祉課

介護保険特別会計繰出金 2,718,270 介護保険特別会計への基準内繰出金（介護給付費、地
域支援事業費、職員給与費等）

介護保険課

国民健康保険特別会計繰出
金

1,463,761 国民健康保険事業に対する繰出金 保険年金課

山口県後期高齢者医療広域
連合負担金

2,207,959 山口県後期高齢者医療広域連合に対する療養給付費
負担金及び事務費負担金

保険年金課

（６）社会保障制度の適正な運用

事　　業　　名

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

後期高齢者医療特別会計繰
出金

787,562 後期高齢者医療に対する繰出金 保険年金課

国民年金事務費 6,937 国民年金に関する事務費 保険年金課

協力・連携事務費 215 国民年金制度の周知等に関する事務費 保険年金課

介護保険特別会計繰出金 592 介護保険事業に対する繰出金 健康増進課

社会福祉法人認可・指導監
査事業費

793 社会福祉法人の認可・指導監査 指導監査課

福祉サービス事業所指導監
査事業費

120 福祉サービス事業所の指導監査 指導監査課

介護保険特別会計繰出金 390 介護保険事業（地域密着型サービス事業所等の指導監
査に要する経費）に対する繰出金

指導監査課

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

教育委員会運営費 6,725 教育委員会の運営 教育総務課

総務事務局事務費 115,854 教育委員会事務局の運営 教育総務課

教育研究団体助成事業費 3,903 教育関係団体に対する助成 教育総務課

学校管理運営費（小学校） 294,669 小学校の管理運営 教育総務課

教材教具整備費（小学校） 56,290 小学校の教材整備 教育総務課

遠距離通学対策事業費（小
学校）

30,185 遠距離通学対策に関する取組を実施 教育総務課

学校管理運営費（中学校） 161,888 中学校の管理運営 教育総務課

教材教具整備費（中学校） 34,124 中学校の教材整備 教育総務課

遠距離通学対策事業費（中
学校）

50,472 遠距離通学対策に関する取組を実施 教育総務課

□ 学校給食運営費 275,503 学校給食の実施
令和3年度は学校給食費の公会計方式への移行に向け
た給食費管理システムの導入を実施

教育総務課

学校給食配送事業費 70,433 学校給食の配送業務 教育総務課

学校教員住宅管理費 258 教員住宅の維持管理 教育施設管理
課

学校施設管理費（小学校） 133,782 小学校施設の維持管理 教育施設管理
課

□ 小学校施設増改築事業費 188,170 小学校施設の増改築を実施
大内南小・嘉川小増改築工事、良城小増改築設計

教育施設管理
課

□ 小学校施設長寿命化事業費 250,668 老朽化した学校施設の改修･長寿命化を実施
鋳銭司小・名田島小・上郷小・大海小・八坂小屋内運動
場改修工事、湯田小トイレ洋式化設計、大内南小・さく
ら小消防用放送設備及びＰＨＳ化改修工事、湯田小旧
給食室改修設計・工事

教育施設管理
課

小学校施設安心安全推進事
業費

4,000 災害時の避難場所としての機能強化を実施
二島小・中央小屋内運動場非構造部材耐震化設計

教育施設管理
課

小学校施設空調設備整備ＰＦ
Ｉ事業費

24,200 空調設備の維持管理 教育施設管理
課

学校施設管理費（中学校） 146,551 中学校施設の維持管理 教育施設管理
課

２　学び　育み　暮らしを楽しむまち

（１）教育環境の充実と整備

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 中学校施設長寿命化事業費 1,043,200 老朽化した学校施設の改修･長寿命化を実施
宮野中・湯田中校舎長寿命化改修工事、大内中校舎大
規模改修設計、湯田中プール改修設計、二島中屋内運
動場改修工事

教育施設管理
課

中学校施設空調設備整備ＰＦ
Ｉ事業費

25,150 空調設備の維持管理 教育施設管理
課

学校給食施設管理費 17,363 学校給食施設の維持管理 教育施設管理
課

現年発生公立学校施設災害
復旧事業費

3,000 学校施設の災害復旧 教育施設管理
課

□ 学校教育事務局事務費 19,518 事務局の運営及び各種団体への助成
情報教育支援アドバイザ－の新規配置

学校教育課

□ 子ども芸術体感事業費 6,560 学校の屋内運動場等を会場に、授業の一環として演
劇・音楽公演の鑑賞を実施
YCAM連携事業としてやまぐち子ども未来型学習プロ
ジェクトを実施

学校教育課

コミュニティ・スクール推進
事業費

8,985 コミュニティ・スクール活動を推進するため、各学校の
取組を支援

学校教育課

子どもの笑顔づくり支援事
業費

16,067 いじめ・不登校問題の解消に向けた専門指導員の派
遣、指導・相談体制の充実等の取組を実施

学校教育課

教育相談室管理運営費 3,735 教育相談室の管理運営 学校教育課

□ 学校保健事業費（小学校） 101,592 小学校の保健、衛生活動費
健診における感染症対策の充実

学校教育課

ＡＥＤ設置事業費（小学校） 946 小学校に設置しているＡＥＤの維持管理 学校教育課

学校図書館整備推進事業費
（小学校）

30,948 学校の図書整備、学校司書の配置 学校教育課

教育振興事業費（小学校） 22,067 教育環境の充実、教育の振興
教師用教科書、指導書等の購入

学校教育課

教育研究事業費（小学校） 1,078 教育課題についての研究委託や研修会開催等 学校教育課

要・準要保護児童就学援助
費（小学校）

135,173 経済的理由により就学が困難な児童の保護者に対する
学用品費・給食費等の援助

学校教育課

特別支援教育就学奨励費
（小学校）

8,734 特別支援学級へ就学する児童の保護者に対する学用
品費・給食費等の援助

学校教育課

学習支援事業費（小学校） 98,992 小学校の補助教員の配置 学校教育課

英語指導助手配置事業費
（小学校）

32,493 英語指導助手の配置 学校教育課

● ＩＣＴ教育推進事業費（小学
校）

99,941 ICTを活用した教育の推進及び校務の情報化に向けた
環境整備

学校教育課

□ 学校保健事業費（中学校） 58,282 中学校の保健、衛生活動費
健診における感染症対策の充実

学校教育課

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

ＡＥＤ設置事業費（中学校） 520 中学校に設置しているＡＥＤの維持管理 学校教育課

学校図書館整備推進事業費
（中学校）

20,319 学校の図書整備、学校司書の配置 学校教育課

教育振興事業費（中学校） 42,732 教育環境の充実、教育の振興
教師用教科書・指導書等の購入

学校教育課

教育研究事業費（中学校） 1,402 教育課題についての研究委託や研修会の開催 学校教育課

要・準要保護児童就学援助
費（中学校）

125,284 経済的理由により就学が困難な生徒の保護者に対する
学用品費・給食費等の援助

学校教育課

特別支援教育就学奨励費
（中学校）

3,177 特別支援学級へ就学する生徒の保護者に対する学用
品費・給食費等の援助

学校教育課

英語指導助手配置事業費
（中学校）

12,198 英語指導助手の配置 学校教育課

教育支援センター管理運営
費

12,121 不登校児童生徒の通級学級である、あすなろ第１・第２
教室の管理運営

学校教育課

学習支援事業費（中学校） 43,950 中学校の補助教員・部活動指導員の配置 学校教育課

● ＩＣＴ教育推進事業費（中学
校）

61,392 ICTを活用した教育の推進及び校務の情報化に向けた
環境整備

学校教育課

教育研究事業費（幼稚園） 213 教育課題についての研究委託や研修会の開催 学校教育課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

大海総合センター管理運営
費

14,777 大海総合センターの管理運営 秋穂総合支所
秋穂地域交流
センター

徳地文化ホール管理運営費 6,565 徳地文化ホールの管理運営 徳地総合支所
徳地地域交流
センター

三谷ふれあいセンター管理
運営費

443 三谷ふれあいセンターの管理運営 阿東総合支所
阿東地域交流
センター

小学校グラウンド芝生化事
業費

2,071 名田島小学校・嘉川小学校グラウンド芝生の維持管理 教育施設管理
課

社会教育委員会議運営費 679 社会教育委員会議の運営 社会教育課

社会教育推進事務費 8,404 社会教育の推進に関する事務費 社会教育課

家庭教育講座開催事業費 597 家庭教育講座の実施 社会教育課

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 家庭教育訪問支援事業費 1,335 子育て中の保護者の不安軽減を図るため、家庭教育ア
ドバイザーによる訪問支援等を実施
令和3年度は家庭教育アドバイザーを増員

社会教育課

生涯学習地域活性化推進事
業費

649 地域における生涯学習活動団体への助成 社会教育課

社会教育活動推進事業費 50,422 地域で実施される社会教育活動に対する助成 社会教育課

生涯学習基本計画策定・推
進事業費

774 「第二次山口市生涯学習基本計画後期推進計画」の策
定

社会教育課

学習機会創出事業費 300 「第二次山口市生涯学習基本計画」に基づいた学習機
会や学習情報の提供

社会教育課

山口シティカレッジ開催事業
費

260 山口シティカレッジの開催 社会教育課

□ 大学連携講座等開催事業費 2,735 やまぐち街なか大学や大学連携講座等の開催
令和3年度から市民の継続的な学びや学び直しのきっ
かけづくりを目的とした講座を開催

社会教育課

児童文化センター管理運営
費

5,868 児童文化センターの管理運営 社会教育課

青少年健全育成活動支援事
業費

296 青少年の健全育成活動団体への助成等 社会教育課

青少年健全育成市民会議助
成事業費

1,069 青少年健全育成市民会議への助成 社会教育課

ＰＴＡ連合会助成事業費 827 ＰＴＡ連合会への助成 社会教育課

青空天国いこいの広場助成
事業費

850 青空天国いこいの広場の開催経費に対する助成 社会教育課

子ども会育成支援事業費 2,272 子ども会育成連絡協議会への助成 社会教育課

婦人会活動支援事業費 759 連合婦人会への助成 社会教育課

成人式開催事業費 3,033 成人式の実施 社会教育課

花いっぱい運動推進事業費 73 花いっぱい運動の推進 社会教育課

青少年センター運営費 4,153 青少年指導員の配置等、青少年センターの運営 社会教育課

子どもの居場所づくり推進
事業費

5,463 放課後や週末に、地域の特性を生かした多様な体験活
動の実施

社会教育課

地域ぐるみ子育て支援推進
事業費

22,313 地域の人材を活用し、子どもたちの育ちや学びを地域
ぐるみで支援する体制づくりを推進

社会教育課

グローバル人材育成事業費 1,520 グローバル化した現代社会で活躍できる人材の育成 社会教育課

山口ふれあい館管理運営費 29,621 山口ふれあい館の管理運営 社会教育課

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

山口南総合センター管理運
営費

47,298 山口南総合センターの管理運営 社会教育課

□ 徳地文化ホール整備事業費 564,700 徳地地域における複合施設の一体整備に伴う徳地文化
ホールの改修工事を実施

社会教育課

大海総合センター整備事業
費

158,210 大海総合センターの多目的ホール吊天井・音響設備の
改修工事を実施

社会教育課

□ 図書館管理運営費 196,291 図書館の管理運営
令和３年度から貸出図書の消毒機を設置

中央図書館

図書館資料整備事業費 47,371 図書館資料の購入 中央図書館

ブックスタート推進事業費 1,809 乳幼児への絵本の読み聞かせによる子ども読書活動推
進、保護者間の交流のきっかけづくり

中央図書館

□ 移動図書館管理運営費 1,294 移動図書館の管理運営 中央図書館

□ 学校図書館支援サービス事
業費

5,381 学校等と連携した読書のきっかけづくりや意欲向上の
推進

中央図書館

子ども読書活動推進事業費 533 子どもたちの読書活動を促進するための催しを開催 中央図書館

□ 図書館活用推進事業費 1,580 日本一 本を読むまちづくりを目指し、図書館利用層の
拡大を図るための各種イベントを実施

中央図書館

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

市美術展覧会開催事業費 1,708 市民等から作品を募集し、審査・表彰・展示する美術展
覧会の開催

文化交流課

市民文化祭開催事業費 1,200 山口文化協会を中心とした文化団体による市民文化祭
の開催

文化交流課

市民会館管理運営費 91,653 市民会館の管理運営 文化交流課

□ 市民会館企画運営費 42,018 市民会館における企画事業（音楽・演劇他）の実施
令和3年度は開館50周年記念事業を実施

文化交流課

Ｃ・Ｓ赤れんが管理運営費 18,064 Ｃ・Ｓ赤れんがの管理運営 文化交流課

□ Ｃ・Ｓ赤れんが企画運営費 4,808 Ｃ・Ｓ赤れんがにおける企画事業（演奏会他）の実施
令和3年度は山口ゆめ回廊博覧会に合わせた展覧会を
実施

文化交流課

□ 中原中也記念館運営費 76,570 中原中也記念館の管理運営及び企画事業の実施
令和3年度は山口ゆめ回廊文学ラリー事業を実施

文化交流課

中原中也賞運営費 8,802 優れた現代詩の詩集に対して贈る中原中也賞の運営 文化交流課

事　　業　　名

（３）文化・芸術・歴史の継承と創造
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

山口情報芸術センター管理
運営費

280,748 山口情報芸術センターの管理運営 文化交流課

山口情報芸術センター企画
運営費

246,453 山口情報芸術センターにおける企画事業の実施 文化交流課

山口市菜香亭管理運営費 24,330 山口市菜香亭の管理運営 文化交流課

□ 山口市菜香亭企画運営費 1,897 山口市菜香亭における企画事業（大広間展示等）の実
施やホームページによる情報発信
令和3年度は山口ゆめ回廊博覧会に合わせたイベント
等を実施

文化交流課

文化振興財団企画運営費 91,216 文化振興財団が行う各種企画事業に対する助成 文化交流課

□ 大内文化まちづくり推進事
業費

11,965 大内文化を生かしたまちづくりを行う市民団体への活
動支援やホームページの運営
令和3年度は山口ゆめ回廊博覧会に関連した事業を実
施

文化交流課

芸術文化振興賞賜金交付事
業費

240 芸術文化活動の全国大会出場団体、個人への激励金の
交付

文化交流課

芸術家育成支援事業費 861 新進芸術家に対する展覧会の開催支援及びアーティス
ト大賞の運営

文化交流課

嘉村礒多生家活用事業費 4,076 嘉村礒多生家（帰郷庵）の管理運営及び企画事業の実
施

文化交流課

□ やまぐちヒストリア創出事業
費

20,928 歴史・文化資源を活用した本市の歴史的特質の発信、
広報紙発行や講座等の開催
令和3年度大内氏・大内文化をより詳しく紹介する冊子
の作成等を実施

文化交流課

十朋亭維新館管理運営費 22,459 十朋亭維新館の管理運営 文化交流課

● 十朋亭維新館企画運営費 1,500 十朋亭維新館における企画展示事業等の実施 文化交流課

● 山口ゆめ回廊博覧会文化交
流推進事業

103,000 山口ゆめ回廊博覧会に合わせた「やまぐち×ロヴァニエ
ミ デザインウィーク」、「まちなみアート」、「びじゅチュー
ン！×山口ゆめ回廊 なりきり美術館」の開催

文化交流課

□ 重源上人生誕９００年イベン
ト開催事業費

1,600 東大寺関連事業に係る経費
令和３年度は重源上人ゆかりの施設における講演会等
を実施

徳地総合支所
地域振興課

未指定文化財調査事業費 518 未指定文化財の調査 文化財保護課

□ 指定文化財保存助成事業費 36,106 指定文化財の保存修理等に対する助成
令和３年度は国宝瑠璃光寺五重塔の防火設備改修に対
する助成を引き続き実施

文化財保護課

山口ゲンジボタル保護事業
費

1,259 ゲンジボタルの保護・増殖 文化財保護課

常栄寺庭園保存助成事業費 2,291 国指定史跡及び名勝「常栄寺庭園」の保存修理等に対
する助成

文化財保護課

□ 歴史文化資源保存活用推進
事業費

4,961 歴史文化基本構想に定める歴史文化資源の保存・活用
を推進するための情報発信及び人材育成
令和３年度は山口ゆめ回廊博覧会の開催にあわせて、
歴史文化資源の情報発信を強化するためのノベルティ
作成や講演会等を実施

文化財保護課
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

試掘調査事業費 5,374 埋蔵文化財確認のための試掘 文化財保護課

市内遺跡発掘調査事業費 24,540 埋蔵文化財の発掘調査、資料作成 文化財保護課

大内氏歴史文化研究事業費 985 大内氏全般の調査研究や講演会等の市民啓発の実施 文化財保護課

大内氏遺跡保存修理事業費 7,261 史跡大内氏遺跡の発掘調査、復元整備 文化財保護課

□ 築山跡第１期整備事業費 113,275 史跡大内氏遺跡「築山跡」の保存整備
令和３年度は史跡公園とその隣接地の駐車場・トイレの
整備を実施

文化財保護課

□ 指定文化財維持管理事業費 30,278 指定文化財の維持管理
令和３年度は西郷家文書の修復、佐波川関水の道路案
内表示整備を実施

文化財保護課

名田島南蛮樋保存整備事業
費

67,634 国指定史跡「名田島南蛮樋」の保存整備 文化財保護課

常徳寺庭園保存整備事業費 596 国指定名勝「常徳寺庭園」の保存整備 文化財保護課

大内氏遺跡等ガイダンス事
業費

3,400 大殿地区等に集積する大内氏及び幕末・明治維新関連
史跡等のガイダンス業務

文化財保護課

□ 鋳銭司・陶地区文化財総合
調査事業費

24,741 鋳銭司・陶地区の文化財について、山口大学と連携し
た調査及び活用に関する取組を実施
令和３年度は保存活用計画の策定、総括シンポジウム
及び特別展示を実施

文化財保護課

部分本発掘調査事業費 2,875 開発行為に伴う緊急部分発掘調査 文化財保護課

本発掘調査事業費 20,520 開発行為に伴う緊急本発掘調査 文化財保護課

□ 歴史民俗資料館管理運営費 20,144 歴史民俗資料館の管理運営
令和３年度は開館40周年記念事業を実施

文化財保護課

鋳銭司郷土館管理運営費 6,741 鋳銭司郷土館の管理運営 文化財保護課

小郡文化資料館管理運営費 21,001 小郡文化資料館の管理運営 文化財保護課

秋穂歴史民俗資料館管理運
営費

445 秋穂歴史民俗資料館の管理運営 文化財保護課

徳地文化伝承館管理運営費 4,495 徳地文化伝承館の管理運営 文化財保護課

旧中川家住宅管理運営費 4,945 旧中川家住宅の管理運営 文化財保護課

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ スポーツ振興事務費 9,462 スポーツ振興に係る事務費、スポーツ全国大会等出場
賞賜金
令和3年度は武道館整備に向けた基礎調査やアーバン
スポーツの調査検討を実施

スポーツ交流
課

体力つくり推進事業費 4,329 コーディネーション運動教室、スタートアップ・スポーツ
講座等を開催

スポーツ交流
課

活動組織支援事業費 8,137 スポーツ推進委員活動費、山口市スポーツ協会への助
成

スポーツ交流
課

地域スポーツ活動活性化事
業費

166 総合型地域スポーツクラブの育成、活動促進 スポーツ交流
課

□ 体育大会推進事業費 12,155 各種競技大会の開催、助成
令和3年度はやまぐちオンラインマラソン大会を実施

スポーツ交流
課

山口市スポーツ推進計画策
定・推進事業費

855 次期山口市スポーツ推進計画の策定に向けたアンケー
ト調査等を実施

スポーツ交流
課

我がまちスポーツ推進事業
費

8,200 ジュニアスポーツ競技力アップサポート事業、プロス
ポーツチームを活用した地域活性化事業、スポーツツー
リズム関連事業等を実施

スポーツ交流
課

東京オリンピック・パラリン
ピック推進事業費

12,000 聖火リレー山口県実行委員会等への負担金、本市ゆか
りの選手を応援するパブリックビューイング等を実施

スポーツ交流
課

学校開放施設管理費 11,822 学校開放施設（体育館・屋外照明）の管理運営 スポーツ交流
課

やまぐちリフレッシュパーク
管理運営費

58,126 やまぐちリフレッシュパークの管理運営 スポーツ交流
課

スポーツの森管理運営費 45,248 スポーツの森の管理運営 スポーツ交流
課

南部運動広場管理費 7,650 南部運動広場の管理運営 スポーツ交流
課

柔剣道場管理費 637 柔剣道場の管理運営 スポーツ交流
課

椹野川運動公園管理費 1,655 椹野川運動公園の管理運営 スポーツ交流
課

椹野川慶正土河川公園管理
費

879 椹野川慶正土河川公園の管理運営 スポーツ交流
課

野外活動広場管理費 3,374 野外活動広場の管理運営 スポーツ交流
課

小郡ふれあいセンター管理
運営費

20,916 小郡ふれあいセンターの管理運営 スポーツ交流
課

小郡屋内プール管理運営費 29,822 小郡屋内プールの管理運営 スポーツ交流
課

やまぐちサッカー交流広場
管理運営費

10,363 やまぐちサッカー交流広場の管理運営 スポーツ交流
課

（４）スポーツ活動の充実

事　　業　　名

101
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

屋外運動場照明施設改修事
業費

40,500 佐山小学校屋外照明設備改修工事、他1校の改修設計 スポーツ交流
課

□ スポーツの森整備事業費 5,600 耐震化や長寿命化のための改修工事
令和3年度は夜間照明基礎調査、躯体（屋根・外壁・吊
天井）等改修設計を実施

スポーツ交流
課

□ 小郡屋内プール整備事業費 3,400 耐震化や長寿命化のための改修工事
令和3年度は躯体（屋根・外壁・吊天井）等改修設計を実
施

スポーツ交流
課

□ 小郡運動公園管理費 26,625 小郡運動公園の維持管理
令和3年度はテニスコートの人工芝張替えを実施

小郡総合支所
小郡地域交流
センター

ヨット艇庫管理事業費 383 ヨット艇庫の維持管理 秋穂総合支所
秋穂地域交流
センター

阿知須体育センター管理費 1,875 阿知須体育センターの維持管理 阿知須総合支
所阿知須地域
交流センター

阿知須元気ランド管理費 1,521 阿知須元気ランドの維持管理 阿知須総合支
所阿知須地域
交流センター

徳地体育館管理運営費 2,233 徳地体育館の管理運営 徳地総合支所
徳地地域交流
センター

長者ヶ原運動公園管理費 1,141 長者ヶ原運動公園の維持管理 徳地総合支所
徳地地域交流
センター

阿東運動広場管理運営費 3,160 阿東運動広場の管理運営 阿東総合支所
阿東地域交流
センター

篠目体育館管理運営費 656 篠目体育館の管理運営 阿東総合支所
阿東地域交流
センター

亀山体育館管理運営費 720 亀山体育館の管理運営 阿東総合支所
阿東地域交流
センター

嘉年体育館管理運営費 422 嘉年体育館の管理運営 阿東総合支所
阿東地域交流
センター

スポーツ少年団活動助成事
業費

1,745 スポーツ少年団の活動に対する助成 社会教育課

学校体育連盟助成事業費 5,664 小・中学校体育連盟への助成 社会教育課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ ホストタウンスポーツ推進事
業費

46,837 東京2020オリンピック・パラリンピックにおけるスペ
インのホストタウンとして水泳代表チームのトレーニン
グキャンプ受入やスポーツ交流事業等を実施

スポーツ交流
課

□ 公州市との交流事業費 1,572 姉妹都市・公州市との市民交流
令和３年度は新しい生活様式を踏まえた交流事業を実
施

国際交流課
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 済南市との交流事業費 300 友好都市・済南市との市民交流
令和３年度は新しい生活様式を踏まえた交流事業を実
施

国際交流課

□ パンプローナ市との交流事
業費

4,763 姉妹都市・パンプローナ市との市民交流
令和３年度は新しい生活様式を踏まえた交流事業を実
施

国際交流課

国際交流推進事業費 2,344 国際理解を深める交流事業の実施 国際交流課

国際交流活動助成事業費 1,400 姉妹友好都市等との交流等に係る民間国際交流団体
への助成

国際交流課

□ 多文化共生推進事業費 5,226 日本語ボランティア養成講座、多文化共生啓発事業、担
い手育成事業等の実施

国際交流課

□ ホストタウン交流事業費 4,188 東京2020オリンピック・パラリンピックにおけるスペ
インのホストタウンとしての市民意識醸成に係る各種
交流事業の実施や普及活動の支援

国際交流課
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予算額
（千円）

事　　業　　内　　容 担当課

水防活動費 4,667 水防活動に要する資機材の整備、排水ポンプ自動車の
維持管理

防災危機管理
課

地域防災計画推進事業費 421 防災会議の開催、地域防災計画の修正・補完 防災危機管理
課

防災施設等維持管理費 59,775 防災行政無線等の防災施設の維持管理 防災危機管理
課

国民保護計画推進事業費 269 国民保護協議会の開催、国民保護計画の修正・補完 防災危機管理
課

自主防災組織助成事業費 5,500 自主防災組織への防災活動費及び防災資機材整備費
の助成

防災危機管理
課

地域防災活動促進事業費 3,710 自主防災組織、防災リーダーの育成、防災訓練の実施 防災危機管理
課

防災対策推進事務費 9,589 防災対策推進に関する事務、災害対策本部の運営 防災危機管理
課

防災情報配信事業費 5,341 防災メールなど防災情報発信システム等の運用 防災危機管理
課

デジタル防災行政無線等整
備事業費

11,000 デジタル防災行政無線等の整備（屋外スピーカー撤去
等）　※第３次整備工事

防災危機管理
課

□ 避難者対策推進事業費 9,400 備蓄品の購入や管理、避難所の看板作成や設置
令和３年度は避難行動要支援者の支援体制の整備や、
要配慮者避難所の確保に向けた資材の配備を実施

防災危機管理
課

防災意識啓発事業費 7,500 防災ガイドブックを活用した災害危険箇所、避難所等の
周知、防災意識の啓発

防災危機管理
課

湛水防除施設維持管理事業
費

26,435 排水機場の維持管理
令和３年度は排水機場の応急修繕を実施

農林整備課

□ 単県危険ため池整備事業費 30,000 危険ため池の小規模改修
令和３年度は郷之尾ため池（大歳）の調査設計と改修工
事を実施

農林整備課

□ ため池施設災害予防事業費 142,770 地域防災上のリスク除去に係る工事の実施やため池災
害予防の工事費等への補助
令和３年度はため池ハザードマップを策定

農林整備課

海岸保全施設整備事業費 511,464 秋穂漁港海岸（大海地区）の海岸保全施設測量設計と
施設整備工事及び屋戸堤防法肩改良工事

水産港湾課

港湾管理事業費 6,667 港湾施設の維持管理 水産港湾課

県事業負担金 4,900 県が実施する港湾施設整備事業への負担金 水産港湾課

準用河川台帳整備事業費 928 準用河川台帳の作成 道路河川管理
課

３　安全安心で　快適に暮らせるまち

（１）防災対策の充実
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

準用河川維持補修事業費 56,657 準用河川の維持管理 道路河川管理
課

現年発生土木災害復旧事業
費

816 法定外公共物災害復旧費に対する助成 道路河川管理
課

都市基盤河川油川改修事業
費

83,000 油川（宮野）の改修工事 道路河川建設
課

がけ崩れ災害緊急対策事業
費

10,200 がけ崩れ対策工事 道路河川建設
課

中川河川改修事業費 73,900 中川（名田島）の改修工事 道路河川建設
課

大塚川河川改修事業費 26,700 大塚川（平川）の改修工事 道路河川建設
課

仁保地川河川改修事業費 6,100 仁保地川（宮野）の改修工事 道路河川建設
課

その他河川改修事業費 10,000 河川の改修工事 道路河川建設
課

小規模急傾斜地崩壊対策事
業費

51,600 急傾斜地崩壊対策工事 道路河川建設
課

県事業負担金 43,700 県が実施する河川改修事業への負担金 道路河川建設
課

土木災害復旧事業費 112,168 公共土木施設の災害復旧 道路河川建設
課

湛水防除施設維持管理事業
費

2,374 排水機場の維持管理 小郡総合支所
農林課

ため池施設災害予防事業費 1,000 ため池災害予防の工事費に対する助成 小郡総合支所
農林課

準用河川維持補修事業費 8,998 準用河川の維持管理 小郡総合支所
土木課

水防活動費 2,760 水防活動に要する資材の備蓄等 小郡総合支所
土木課

防災施設等維持管理費 912 防災行政無線等の防災施設の維持管理 小郡総合支所
土木課

地域防災活動促進事業費 200 自主防災組織、防災リーダーの育成、防災訓練の実施 小郡総合支所
土木課

防災対策推進事務費 15 防災対策推進に関する事務 小郡総合支所
土木課

準用河川維持補修事業費 500 準用河川の維持管理 秋穂総合支所
農林土木課

水防活動費 760 水防活動に要する資材の備蓄等 秋穂総合支所
農林土木課

防災施設等維持管理費 2,190 防災行政無線等の防災施設の維持管理 秋穂総合支所
農林土木課

ため池施設災害予防事業費 1,000 ため池災害予防の工事費に対する助成 秋穂総合支所
農林土木課
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

地域防災活動促進事業費 200 自主防災組織、防災リーダーの育成、防災訓練の実施 秋穂総合支所
農林土木課

防災対策推進事務費 15 防災対策推進に関する事務 秋穂総合支所
農林土木課

準用河川維持補修事業費 1,333 準用河川の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

水防活動費 1,175 水防活動に要する資材の備蓄、排水ポンプ自動車の維
持管理、浸水常襲地の排水業務

阿知須総合支
所農林土木課

防災施設等維持管理費 473 防災行政無線等の防災施設の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

ため池施設災害予防事業費 1,000 ため池災害予防の工事費に対する助成 阿知須総合支
所農林土木課

地域防災活動促進事業費 200 自主防災組織、防災リーダーの育成、防災訓練の実施 阿知須総合支
所農林土木課

防災対策推進事務費 15 防災対策推進に関する事務 阿知須総合支
所農林土木課

ため池施設災害予防事業費 1,000 ため池災害予防の工事費に対する助成 徳地総合支所
農林課

準用河川維持補修事業費 6,270 準用河川の維持管理 徳地総合支所
土木課

水防活動費 130 水防活動に要する資材の備蓄等 徳地総合支所
土木課

防災施設等維持管理費 2,944 防災行政無線等の防災施設の維持管理 徳地総合支所
土木課

地域防災活動促進事業費 200 自主防災組織、防災リーダーの育成、防災訓練の実施 徳地総合支所
土木課

防災対策推進事務費 15 防災対策推進に関する事務 徳地総合支所
土木課

ため池施設災害予防事業費 1,000 ため池災害予防の工事費に対する助成 阿東総合支所
農林課

準用河川維持補修事業費 5,478 準用河川の維持管理 阿東総合支所
土木課

水防活動費 100 水防活動に要する資材の備蓄等 阿東総合支所
土木課

防災施設等維持管理費 6,149 防災行政無線等の防災施設の維持管理 阿東総合支所
土木課

地域防災活動促進事業費 200 自主防災組織、防災リーダーの育成、防災訓練の実施 阿東総合支所
土木課

防災対策推進事務費 15 防災対策推進に関する事務 阿東総合支所
土木課

□ 総合浸水対策事業費 257,000 市内全域を対象とした総合的な浸水対策
令和3年度は赤妻雨水貯留施設工事、水の上町地内の
排水路改良工事等の実施

下水道整備課

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

非常備消防施設等維持管理
費

280 消防団施設等の維持管理 小郡総合支所
土木課

消防団管理運営費 20 消防団活動の運営 秋穂総合支所
農林土木課

非常備消防施設等維持管理
費

238 消防団施設等の維持管理 秋穂総合支所
農林土木課

消防団管理運営費 20 消防団活動の運営 阿知須総合支
所農林土木課

非常備消防施設等維持管理
費

284 消防団施設等の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

消防団管理運営費 30 消防団活動の運営 徳地総合支所
土木課

非常備消防施設等維持管理
費

321 消防団施設等の維持管理 徳地総合支所
土木課

消防団管理運営費 30 消防団活動の運営 阿東総合支所
土木課

非常備消防施設等維持管理
費

418 消防団施設等の維持管理 阿東総合支所
土木課

消防本部運営費 48,520 消防本部及び各署所の運営・管理 消防総務課

消防関係行事参加事業費 1,056 消防救助技術大会及び合同訓練等関係行事参加 消防総務課

消防庁舎維持管理費 102,696 消防庁舎、消防施設の維持管理 消防総務課

常備消防施設等維持管理費 36,678 車両・資機材等装備品の維持管理 消防総務課

消防職員研修養成事業費 6,234 消防職員の研修・教育訓練 消防総務課

□ 消防業務推進事業費 6,042 消防資機材等の配備更新
令和３年度は無人航空機（ドローン）を配備

消防総務課

救急業務推進事業費 24,993 救急資機材の維持管理・配備更新、救命講習の実施 消防総務課

救急車医師同乗システム推
進事業費

3,450 救急車に医師が同乗し医療処置を行うとともに、救急
救命士への再教育を実施

消防総務課

救急救命士等養成事業費 6,268 救急救命士の養成、気管挿管資格等の取得 消防総務課

通信施設等維持管理費 58,811 通信指令施設の維持管理、NET１１９緊急通報システム
の運用

消防総務課

火災予防普及啓発事業費 3,374 市民に対する火災予防普及啓発活動費 消防総務課

□ 救助業務推進事業費 23,543 救助活動を実施するための資機材等の管理
令和３年度は災害用大型テントを配備

消防総務課

（２）消防・救急体制の充実

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

消防団員関係費 115,624 消防団員への報酬及び福利厚生費 消防総務課

消防団員災害等活動費 48,284 消防団員の災害出動、教育訓練、学生消防団員等の活
動費

消防総務課

消防団管理運営費 8,904 消防団活動の管理運営 消防総務課

非常備消防施設等維持管理
費

24,029 消防団装備等の充実強化、消防団施設等の維持管理 消防総務課

常備消防自動車整備事業費 110,210 常備消防自動車の更新 消防総務課

□ 消防車庫整備事業費 95,826 老朽化した消防団車庫の整備
令和３年度は湯田、阿知須、徳地地域の消防車庫整備
を実施

消防総務課

消火栓設置事業費 45,000 消火栓の新設・移設工事負担金 消防総務課

防火水槽整備事業費 8,350 消防水利が十分でない地域への防火水槽設置 消防総務課

高規格救急自動車整備事業
費

39,954 高規格救急自動車の更新 消防総務課

非常備消防自動車整備事業
費

28,835 消防団車両の更新 消防総務課

● 消防本部新庁舎整備事業費 60,215 老朽化した消防本部庁舎の整備 消防総務課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

明るいまちづくり推進事業
費

7,235 自治会等が設置する防犯灯の設置費及び維持管理費
の一部助成

生活安全課

防犯啓発活動事業費 4,223 防犯対策協議会への助成、暴力追放県民会議への参加 生活安全課

交通安全啓発事業費 6,190 交通安全の広報・啓発、交通安全協会等への助成 生活安全課

違法駐車対策事業費 357 違法駐車防止の巡回活動 生活安全課

放置自転車対策事業費 5,799 駐輪場の管理、放置自転車規制区域の巡回活動 生活安全課

消費生活相談事務費 4,291 消費生活センターの運営 生活安全課

消費者行政推進事務費 5,884 消費者行政全般に関する事務費 生活安全課

（３）交通安全の推進と防犯体制の充実

事　　業　　名

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

交通安全施設管理費 17,528 交通安全施設（反射鏡等）の維持管理 道路河川管理
課

交通安全施設整備事業費 8,579 交通安全施設（反射鏡等）の整備 道路河川管理
課

放置自転車対策事業費 1,144 駐輪場の管理、放置自転車規制区域の巡回活動 小郡総合支所
地域振興課

交通安全施設管理費 2,350 交通安全施設（反射鏡等）の維持管理 小郡総合支所
土木課

交通安全施設整備事業費 552 交通安全施設（反射鏡等）の整備 小郡総合支所
土木課

交通安全施設管理費 558 交通安全施設（反射鏡等）の維持管理 秋穂総合支所
農林土木課

交通安全施設整備事業費 174 交通安全施設（反射鏡等）の整備 秋穂総合支所
農林土木課

交通安全施設管理費 1,298 交通安全施設（反射鏡等）の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

交通安全施設整備事業費 289 交通安全施設（反射鏡等）の整備 阿知須総合支
所農林土木課

交通安全施設管理費 1,546 交通安全施設（反射鏡等）の維持管理 徳地総合支所
土木課

交通安全施設整備事業費 1,994 交通安全施設（反射鏡等）の整備 徳地総合支所
土木課

交通安全施設管理費 1,284 交通安全施設（反射鏡等）の維持管理 阿東総合支所
土木課

交通安全施設整備事業費 712 交通安全施設（反射鏡等）の整備 阿東総合支所
土木課

予算額
（千円）

事　　業　　内　　容 担当課

仁保簡易水道整備事業費 11,646 仁保地区の簡易水道事業に係る経費負担 上下水道総務
課

水道事業経営健全化推進事
業費

25,448 水道未普及地域の解消に係る経費負担 上下水道総務
課

水道事業会計負担金 3,092 水道事業会計への負担金 上下水道総務
課

簡易水道事業会計負担金 123,459 簡易水道事業会計への負担金 上下水道総務
課

簡易水道事業経営支援事業
費

162,919 簡易水道事業に対する経営支援 上下水道総務
課

事　　業　　名

事　　業　　名

（４）安全な水道水の安定供給
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

地域下水道事業特別会計繰
出金

881 地域下水道事業に対する繰出金 上下水道総務
課

農業集落排水事業会計負担
金

183,615 農業集落排水事業会計への負担金 上下水道総務
課

農業集落排水事業経営支援
事業費

278,280 農業集落排水事業に対する経営支援 上下水道総務
課

漁業集落排水事業会計負担
金

9,301 漁業集落排水事業会計への負担金 上下水道総務
課

漁業集落排水事業経営支援
事業費

12,212 漁業集落排水事業に対する経営支援 上下水道総務
課

公共下水道会計負担金 1,944,013 公共下水道事業会計への負担金 上下水道総務
課

水環境負荷軽減事業費 7,100 公共用水域への環境負荷軽減に対する補助金 上下水道総務
課

下水道事業経営支援事業費 40,000 公共下水道事業に対する経営支援 上下水道総務
課

● 阿知須処理区下水道経営支
援事業費

69,772 宇部・阿知須公共下水道組合解散により引き継いだ阿
知須処理区に係る下水道事業に対する経営支援

上下水道総務
課

□ 合併処理浄化槽設置助成事
業費

67,336 合併処理浄化槽の設置費用の一部を助成
令和3年度は、新たに単独処理浄化槽からの転換に伴
う宅内配管工事費への助成を実施

業務課

● 汚水処理施設整備構想策定
事業費

10,000 山口市汚水処理施設整備構想の改定 下水道整備課

下水溝等維持管理費 9,900 下水溝、調整池及び雨水貯留施設の維持管理 下水道整備課

テクノパーク排水施設維持
管理費

800 山口テクノパーク排水施設の維持管理 下水道整備課

山口物流産業団地排水施設
維持管理費

700 山口物流産業団地排水施設の維持管理 下水道整備課

ミニ下水路整備事業費 1,000 生活環境の向上と円滑な雨水排除を図るための公共
用水路の整備

下水道整備課

テクノパーク排水施設維持
管理費

6,711 山口テクノパーク排水施設の維持管理 下水道施設課

山口物流産業団地排水施設
維持管理費

100 山口物流産業団地排水施設の維持管理 下水道施設課

予算額
（千円）

事　　業　　内　　容 担当課

環境保全事務費 2,331 環境審議会・関係部会の開催、環境基本計画の進行管
理等

環境政策課

（５）適切な汚水処理による水環境の保全

事　　業　　名

（６）自然環境の保全と衛生的な生活環境の維持

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 地球温暖化防止普及啓発事
業費

13,507 地球温暖化対策に係る国民運動「COOL CHOICE」
の周知促進などの普及啓発
令和3年度は、メディアなどの事業者と連携した周知促
進等を実施

環境政策課

エコフレンドリーオフィス推
進事業費

790 市の事務事業から発生する温室効果ガス排出量削減の
推進

環境政策課

環境保全活動推進事業費 742 次世代を担う子ども達を対象とした環境学習、外来生
物の種類や特性の普及啓発、生態系の保全推進

環境政策課

再生可能エネルギー等導入
推進事業費

900 再生可能エネルギー等についての導入促進と研究 環境政策課

スマートエネルギー推進事業
費

2,400 清掃工場で発電した余剰電力の効果的な利活用につい
て具体の検討、市施設の省エネ診断

環境政策課

海洋プラスチックごみ対策
推進事業費

1,250 地域や事業所等と連携した普及啓発など、海洋プラス
チックごみ対策アクションプランの推進

環境政策課

狂犬病予防事業費 5,679 狂犬病予防注射、犬の登録等
令和３年度は畜犬システムの更新を実施

環境衛生課

公害対策事業費 4,765 典型７公害及び自動車騒音に関する測定・調査 環境衛生課

衛生対策事業費 6,865 生活公害等の苦情相談、不法投棄防止等の啓発、浄化
槽の適正な管理

環境衛生課

環境衛生処理事業費 19,526 クリーンキャンペーンの実施、地区清掃により発生した
廃棄物及び不法投棄物の回収・処分

環境衛生課

飲用水対策事業費 3,585 飲用水給水施設等の水質監視及び管理、水道未普及地
域における浄水器等の設置に対する助成

環境衛生課

公衆衛生施設管理費 1,177 矢原駅・大歳駅の各公衆便所の維持管理、公衆浴場関
係経費の助成

環境衛生課

公衆衛生・環境団体支援事
業費

1,291 快適環境づくり推進協議会への活動助成、食品衛生活
動への助成

環境衛生課

ペット等適正飼養推進事業
費

1,929 ペット適正飼養等の推進、飼い主のいない猫不妊・去勢
手術費の助成

環境衛生課

徳地地域し尿処理事業費 20,128 徳地地域におけるし尿・浄化槽汚泥の防府市への処理
委託、収集運搬経費に対する助成

環境衛生課

□ 山口市可燃ごみ指定収集袋
事業費

68,835 可燃ごみ指定収集袋の製造、保管配送及び販売の委託
令和3年度は、可燃ごみ指定収集袋の原料の一部にバ
イオマスプラスチックを導入

資源循環推進
課

つくし推進事業費 6,500 営利を目的としない各種団体が行う資源回収への奨励
金の交付

資源循環推進
課

生ごみ処理対策推進事業費 1,230 生ごみ処理容器等購入への助成、ダンボールコンポス
ト講習会の開催

資源循環推進
課

事業系ごみ削減対策推進事
業費

1,632 事業系ごみの減量に係る啓発・指導 資源循環推進
課

ごみ減量化・資源化啓発事
業費

7,391 ごみ資源収集カレンダーの作成・配布等 資源循環推進
課

小学校環境問題啓発事業費 1,080 小学校環境副読本の作成・配布 資源循環推進
課

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 資源物分別事業費 368,972 缶・びん・古紙類・ペットボトル・プラスチック製容器包装
等の分別収集、資源化処理業務
令和３年度は、金属・小型家電製品選別ストックヤード
建築工事を実施

資源循環推進
課

資源物拠点回収施設管理費 11,319 資源物ステーション等の維持管理 資源循環推進
課

□ 資源物拠点回収施設設置事
業費

16,093 年末臨時資源物ステーションの設置
令和３年度は、徳地資源物ステーション建設工事に係る
測量設計及び小郡資源物ステーション敷地整備工事等
を実施

資源循環推進
課

一般廃棄物処理基本計画策
定事業費

779 一般廃棄物処理基本計画の改定 資源循環推進
課

再資源化推進事業費 7,003 リサイクルプラザにおけるソフト事業の実施 資源循環推進
課

□ リサイクルプラザ管理運営費 95,467 リサイクルプラザの維持管理、リサイクルに関する学習
活動等の推進
令和３年度は、プラスチック製容器包装圧縮梱包設備
更新工事に係る実施設計を実施

資源循環推進
課

清掃工場管理運営費 983,587 清掃工場の維持管理 環境施設課

一般廃棄物最終処分場管理
費

111,288 神田一般廃棄物最終処分場等の維持管理 環境施設課

小郡最終処分場管理費 35,324 鍛治畑不燃物埋立処分場の維持管理 環境施設課

秋穂最終処分場管理費 3,379 青江一般廃棄物最終処分場の維持管理 環境施設課

阿知須最終処分場管理費 2,328 岡山最終処分場等の維持管理 環境施設課

阿東最終処分場管理費 11,045 阿東一般廃棄物最終処分場の維持管理 環境施設課

搬入物適正化事業費 7,823 搬入物検査の実施、搬入許可証の発行 環境施設課

中間処理センター管理費 216,762 不燃物中間処理センターの維持管理 環境施設課

大浦最終処分場管理費 34,921 大浦一般廃棄物最終処分場の維持管理 環境施設課

環境センター管理運営費 119,740 環境センターの維持管理 環境施設課

清掃事務所管理運営費 2,791 清掃事務所の維持管理 清掃事務所

□ じん芥収集運搬費 281,531 じん芥収集に要する経費
令和3年度は、要介護認定者等世帯へ燃やせるごみの
戸別収集の実証開始

清掃事務所

資源物収集運搬費 117,700 「山口市合理化事業計画」に基づく、し尿処理業者への
資源物収集業務の委託

清掃事務所

じん芥収集車整備事業費 44,658 じん芥収集車の購入 清掃事務所

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

阿知須清掃センター管理費 22,013 阿知須清掃センターの維持管理 清掃事務所

ごみ集積施設整備事業費 2,366 ごみ集積施設を整備する自治会等に対する助成 清掃事務所

阿東クリーンセンター管理費 17,531 阿東クリーンセンターの維持管理 清掃事務所

狂犬病予防事業費 14 狂犬病予防注射、犬の登録等 秋穂総合支所
地域振興課

衛生対策事業費 274 不法投棄防止等の啓発 秋穂総合支所
地域振興課

資源物拠点回収施設管理費 31 資源物ステーション等の維持管理 秋穂総合支所
地域振興課

衛生対策事業費 121 不法投棄防止等の啓発 阿知須総合支
所地域振興課

資源物拠点回収施設管理費 31 資源物ステーション等の維持管理 阿知須総合支
所地域振興課

狂犬病予防事業費 5 狂犬病予防注射、犬の登録等 徳地総合支所
地域振興課

公害対策事業費 80 水質検査等の環境調査、公害等の苦情相談 徳地総合支所
地域振興課

衛生対策事業費 329 不法投棄防止等の啓発 徳地総合支所
地域振興課

飲用水対策事業費 80 水質検査の実施 徳地総合支所
地域振興課

資源物拠点回収施設管理費 86 資源物ステーション等の維持管理 徳地総合支所
地域振興課

狂犬病予防事業費 5 狂犬病予防注射、犬の登録等 阿東総合支所
地域振興課

公害対策事業費 432 水質検査等の環境調査、公害等の苦情相談 阿東総合支所
地域振興課

衛生対策事業費 459 不法投棄防止等の啓発 阿東総合支所
地域振興課

資源物拠点回収施設管理費 30 資源物ステーション等の維持管理 阿東総合支所
地域振興課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

大内文化特定地域修景整備
事業費

2,000 大内文化特定地域の修景整備を推進するための地元
関係団体への補助や町屋調査事業の実施

文化交流課

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 空き家等適正管理事業費 44,896 実態調査の結果を踏まえた空き家等の適正管理に対す
る助言、指導、勧告等を行うほか、緊急安全措置や老朽
危険空家等除却促進事業補助の実施
令和３年度は空家実態調査を実施

生活安全課

住居表示実施事業費 11,421 「住居表示に関する法律」に基づく住居表示の実施 生活安全課

斎場管理事務費 166,946 斎場・火葬場の管理運営 生活安全課

墓地管理事務費 9,825 市営墓地の維持管理 生活安全課

□ 都市計画基本調査事業費 41,800 都市計画に関する各種調査（土地利用促進施策の検討
調査等）
令和３年度は「まちなかウォーカブル」の推進に向けた
検討を実施

都市計画課

バリアフリー基本構想推進事
業費

300 バリアフリー基本構想に基づく重点整備地区における
特定事業計画の進行管理及び意識啓発事業の実施

都市計画課

景観形成助成事業費 2,000 景観形成重点地区における建築物等に対する助成 都市計画課

□ 景観形成事業費 5,804 景観計画に基づく景観形成重点地区の検討及び意識
啓発事業の実施
令和３年度は景観形成重点地区指定に向けた現況調査
を実施

都市計画課

都市緑化推進事業費 500 市都市緑化祭開催に対する助成 都市整備課

公園管理事業費 124,571 公園の維持管理 都市整備課

公園美化ボランティア支援
事業費

404 美化ボランティア用の用具購入費等 都市整備課

県事業負担金 45,000 県が実施する公園整備事業への負担金 都市整備課

□ 湯田温泉まちなか整備事業
費

25,000 湯田温泉ゾーンの整備
令和３年度は道路の美装化整備に向けた測量調査を実
施

都市整備課

□ 大殿周辺地区整備事業費 11,000 大殿周辺地区道路舗装工事・事業効果分析業務
令和３年度は道路美装化工事を実施

都市整備課

□ 新山口駅周辺地区整備事業
費

130,300 新山口駅周辺エリアの北地区市街地再開発事業の支
援・広場等の整備
令和３年度は土地整備に対しての支援を実施

都市整備課

中園町周辺地区整備事業費 94,000 中央公園給排水整備等、糸米羽坂１号線道路の整備 都市整備課

地籍調査事業費 101,002 地籍調査の実施 地籍調査課

市営住宅維持管理事業費 78,640 市営住宅の維持管理 建築課

市営アパート借上事業費 206,955 市営住宅の借上 建築課

市営住宅長寿命化改善事業
費

99,400 公営住宅等長寿命化計画に基づく市営住宅の計画的
な改修

建築課
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 住宅・建築物耐震化促進事
業費

187,548 木造戸建て住宅の耐震診断・改修、要緊急安全確認大
規模建築物の耐震改修及びブロック塀等除却に要する
費用の一部に対して補助を実施

開発指導課

狭あい道路拡幅整備事業費 2,800 幅員４ｍ未満の狭あい道路の拡幅整備 開発指導課

□ 中心市街地活性化対策事業
費

17,012 中心市街地の魅力発信や意識啓発等の実施
新たに「まちなかクリエイティブフィールド事業」の展開
や人材育成の取組を実施

中心市街地活
性化推進室

□ 中心市街地活性化計画推進
事業費

5,533 中心市街地活性化基本計画の推進に係る事務経費
令和３年度は計画の国認定に向けた取組を実施

中心市街地活
性化推進室

中心市街地住環境総合整備
事業費

179,200 中心市街地における老朽建築物や無接道建築物等へ
の対応に向けた住宅市街地総合整備事業の推進

中心市街地活
性化推進室

● 中心市街地維持・再生支援
事業費

2,000 店舗改修支援事業を実施するための建物状況調査等 中心市街地活
性化推進室

公園管理事業費 8,132 公園の維持管理 小郡総合支所
土木課

公園美化ボランティア支援
事業費

197 美化ボランティア用の用具購入等 小郡総合支所
土木課

市営住宅維持管理事業費 11,032 市営住宅の維持管理 小郡総合支所
土木課

□ 公園管理事業費 9,072 公園の維持管理
令和３年度は草山公園の景観確保に向けた樹木伐採や
整備計画を策定

秋穂総合支所
農林土木課

市営住宅維持管理事業費 530 市営住宅の維持管理 秋穂総合支所
農林土木課

阿知須合同納骨塔管理費 5,080 阿知須合同納骨塔の維持管理 阿知須総合支
所総合サービ
ス課

公園管理事業費 3,096 公園の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

市営住宅維持管理事業費 540 市営住宅の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

公園管理事業費 866 公園の維持管理 徳地総合支所
土木課

市営住宅維持管理事業費 6,863 市営住宅の維持管理 徳地総合支所
土木課

市営住宅維持管理事業費 3,994 市営住宅の維持管理 阿東総合支所
土木課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

街路改築調査事業費 1,178 都市計画道路一本松朝倉線の整備に向けた概略設計
の実施

都市整備課
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

街路管理事業費 837 街路用地の維持管理 都市整備課

県事業負担金 30,000 県が実施する街路整備事業への負担金 都市整備課

都市計画道路整備事業費 105,000 都市計画道路東山通り下矢原線の整備 都市整備課

新山口駅北地区エリア内道
路整備事業費

70,000 新山口駅北地区重点エリア内道路の整備 都市整備課

道路橋りょう施設管理費 16,957 道路橋りょう施設の維持管理 道路河川管理
課

道路台帳整備事業費 19,030 道路台帳作成に要する経費 道路河川管理
課

法定外公共物整備助成事業
費

71,993 法定外公共物の整備にかかる地元への助成、原材料支
給

道路河川管理
課

法定外公共物財産管理事業
費

13,245 法定外公共物財産管理及び譲与財産の事務処理 道路河川管理
課

社会資本整備協働事業費 8,200 地域が管理している公共性の高い道路や水路（法定外
公共物等）の整備

道路河川管理
課

道路維持補修事業費 201,189 市道の維持補修管理 道路河川管理
課

道路維持活動助成事業費 24,456 市道の維持管理作業に対する地元への助成 道路河川管理
課

橋りょう維持補修事業費 106,976 橋りょうの維持及び点検、補修 道路河川管理
課

橋りょう長寿命化対策事業
費

72,654 法定点検により修繕が必要とされた橋りょうの長寿命
化修繕

道路河川管理
課

平井西岩屋線道路改築事業
費

70,800 市道平井西岩屋線の整備 道路河川建設
課

道路整備計画道路改良事業
費

307,800 道路整備計画に基づく路線の整備 道路河川建設
課

□ 生活道路改良事業費 821,900 生活道路の拡幅、待避所設置等整備
令和３年度は新本庁舎周辺道路の整備として測量設計
等、多世代交流・健康増進拠点施設周辺道路の整備と
して用地取得・建物補償等を実施

道路河川建設
課

道路バリアフリー化事業費 112,600 歩道設置、段差・勾配の改善、水路等の蓋がけ 道路河川建設
課

県事業負担金 58,200 県が実施する道路改修事業への負担金 道路河川建設
課

市道橋調査整備事業費 70,000 老朽化した市道橋の架け替え、補強 道路河川建設
課

□ 幹線道路関連整備事業費 418,100 国県道等の幹線道路に関連する市道等の整備
新たに山口テクノパーク内の市道改良工事を実施

道路河川建設
課

道路橋りょう施設管理費 101 道路橋りょう施設の維持管理 小郡総合支所
土木課
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

道路台帳整備事業費 1 道路台帳作成に要する経費 小郡総合支所
土木課

法定外公共物整備助成事業
費

171 法定外公共物の整備にかかる地元への助成、原材料支
給

小郡総合支所
土木課

法定外公共物財産管理事業
費

1,912 法定外公共物財産管理及び譲与財産の事務処理 小郡総合支所
土木課

道路維持補修事業費 26,275 市道の維持補修管理 小郡総合支所
土木課

道路橋りょう施設管理費 5 道路橋りょう施設の維持管理 秋穂総合支所
農林土木課

法定外公共物整備助成事業
費

245 法定外公共物の整備にかかる地元への助成、原材料支
給

秋穂総合支所
農林土木課

法定外公共物財産管理事業
費

24 法定外公共物財産管理及び譲与財産の事務処理 秋穂総合支所
農林土木課

道路維持補修事業費 5,727 市道の維持補修管理 秋穂総合支所
農林土木課

道路橋りょう施設管理費 117 道路橋りょう施設の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

法定外公共物整備助成事業
費

181 法定外公共物の整備にかかる地元への助成、原材料支
給

阿知須総合支
所農林土木課

法定外公共物財産管理事業
費

38 法定外公共物財産管理及び譲与財産の事務処理 阿知須総合支
所農林土木課

道路維持補修事業費 16,745 市道の維持補修管理 阿知須総合支
所農林土木課

街路管理事業費 549 街路用地の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

道路橋りょう施設管理費 408 道路橋りょう施設の維持管理 徳地総合支所
土木課

法定外公共物整備助成事業
費

127 法定外公共物の整備にかかる地元への助成、原材料支
給

徳地総合支所
土木課

法定外公共物財産管理事業
費

66 法定外公共物財産管理及び譲与財産の事務処理 徳地総合支所
土木課

道路維持補修事業費 46,057 市道の維持補修管理 徳地総合支所
土木課

道路橋りょう施設管理費 50 道路橋りょう施設の維持管理 阿東総合支所
土木課

法定外公共物整備助成事業
費

42 法定外公共物の整備にかかる地元への助成、原材料支
給

阿東総合支所
土木課

道路維持補修事業費 119,234 市道の維持補修管理 阿東総合支所
土木課

事　　業　　名
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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

地域公共交通会議運営費 257 道路運送法の規定により運賃・ルートなどの事項を協
議する会議の運営

交通政策課

コミュニティバス実証運行事
業費

65,707 コミュニティバスの実証運行（大内ルート、吉敷・湯田
ルート）

交通政策課

□ コミュニティタクシー実証運
行事業費

14,000 コミュニティタクシーの実証運行を行う地域組織への
補助
新たに吉敷地区で実施運行を実施

交通政策課

グループタクシー利用促進
事業費

5,913 交通不便地域の高齢者の移動手段確保のため、グルー
プ制によるタクシー利用券を交付

交通政策課

□ コミュニティタクシー運行促
進事業費

44,047 コミュニティタクシーを本格運行している地域組織への
助成（７地域）
令和３年度から補助対象区分の範囲を拡充

交通政策課

地域通学バス運行事業費 11,201 公共交通機関が運行していない地域におけるスクール
バスの運行

交通政策課

□ シェアサイクル実証事業費 7,638 シェアサイクルの実証事業（令和２年9月～令和３年１２
月）
令和3年度は１7か所、5０台程度まで規模拡大

交通政策課

□ 新たなモビリティサービス調
査・実証事業費

22,000 都市核間の新たなモビリティサービスの構築に向けた
実証
令和３年度はMaaSアプリの運用等の実証事業を実施

交通政策課

□ 徳地生活バス運行事業費 41,162 徳地地域における生活バスの運行
令和３年度はコロナ禍の影響を踏まえた支援を実施

交通政策課

□ 幹線バス確保維持事業費 250,483 基幹交通として都市核・地域拠点を結ぶ幹線バスや市
外への広域交通を運行するバス事業者への助成
令和３年度はコロナ禍の影響を踏まえた支援を実施

交通政策課

交通結節点整備事業費 1,595 交通結節点のバス停上屋、デジタルサイネージの維持
管理

交通政策課

公共交通委員会運営費 665 市民交通計画に基づく事業の実施等を行う委員会の運
営

交通政策課

□ 交通政策推進事業費 10,208 市民公共交通週間やモビリティマネジメント等の実施
令和３年度は聖火リレー時の市内一斉ノーマイカー
デーの実施、お出かけ応援クーポンの発行

交通政策課

交通系ICカード整備事業費 5,442 バス事業者に対する、交通系ICカード利用システムの
導入経費の補助

交通政策課

新山口駅ターミナルパーク
整備事業費

213,000 駅周辺道路整備 都市整備課

新山口駅ターミナルパーク
管理事業費

44,760 新山口駅南北自由通路、北口駅前広場施設の管理 都市整備課

阿知須駅維持管理費 2,978 ＪＲから受託したＪＲ阿知須駅の乗車券類販売・清掃等
の維持管理

阿知須総合支
所地域振興課

徳佐駅維持管理費 2,840 ＪＲから受託したＪＲ徳佐駅の乗車券類販売・清掃等の
維持管理

阿東総合支所
地域振興課

□ 阿東生活バス運行事業費 26,217 阿東地域における生活バスの運行
令和３年度は徳佐嘉年線車両の更新を実施

阿東総合支所
地域振興課

（９）持続可能な公共交通の構築
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

山口市観光案内所管理運営
費

18,234 観光案内所の管理運営 観光交流課

観光施設管理費 13,792 観光施設の維持管理 観光交流課

□ 重源の郷管理運営事業費 43,677 重源の郷の管理運営
令和3年度は誘客促進に向けた調査研究や施設基本計
画の策定を実施

観光交流課

大原湖キャンプ場管理運営
費

8,552 大原湖キャンプ場の管理運営 観光交流課

□ 山口観光コンベンション協会
助成事業費

61,428 観光コンベンション協会運営費への補助
令和3年度はコンベンション誘致強化のための宿泊助
成制度改正を実施

観光交流課

□ 湯田温泉魅力創造事業費 16,075 湯田温泉旅館協同組合と連携した誘客促進事業や湯田
温泉のまちあるき促進事業の実施
令和3年度は空港直行便乗合タクシー実証運行事業を
実施

観光交流課

インバウンド観光誘客推進事
業費

19,900 インバウンド誘客に向けたプロモーションや誘客促進事
業の実施

観光交流課

観光ボランティアガイド活動
支援事業費

560 観光ボランティアガイド活動費への補助 観光交流課

観光マーケティング推進事
業費

880 山口大学との連携による観光基礎調査の実施 観光交流課

フィルムコミッション推進事
業費

1,715 フィルムコミッションの運営業務委託 観光交流課

湯田温泉観光回遊拠点施設
管理運営費

35,113 湯田温泉観光回遊拠点施設の管理運営 観光交流課

イベント・まつり支援事業費 8,241 各種イベント・まつり開催に対する支援 観光交流課

□ 都市間ツーリズム促進事業
費

14,483 山口県央連携都市圏域をはじめとした国内外の都市と
の連携による、相互交流事業や広域観光事業の実施
令和３年度はフィンランドロヴァニエミ市との観光パー
トナーシップ協定５周年記念事業を実施

観光交流課

観光プロモーション事業費 10,150 観光キャンペーンや旅行商品造成に向けた旅行エー
ジェント、マスコミ等への情報発信等を通じた観光プロ
モーションの実施

観光交流課

□ 観光地ビジネス創出事業費 15,000 地域拠点における主体的で持続可能な観光地ビジネス
の創出促進
令和3年度はＭＩＣＥ誘致加速化支援事業等を実施

観光交流課

観光維新ブランド創出事業
費

20,400 本市固有のブランド要素を活用した、歴史と新たな文
化が融合した観光ブランドの創出促進

観光交流課

観光交流センター管理運営
費

17,755 新山口駅観光交流センターの管理運営 観光交流課

４　地域の魅力があふれる産業と観光のまち

（１）豊かな地域資源を生かした観光のまちづくり

事　　業　　名
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 山口ゆめ回廊博覧会観光推
進事業費

130,400 山口県央連携都市圏域で取り組む山口ゆめ回廊博覧
会の観光素材づくりやおもてなし受入体制等の環境づ
くり、プロモーション等の実施
令和3年度は中央公園におけるイベント等を実施

観光交流課

湯田温泉泉源保護対策事業
費

22,437 集中監理施設の改修費に対する助成、温泉関係団体と
の調整

観光交流課

願成就温泉センター管理運
営費

36,044 願成就温泉センターの管理運営 観光交流課

十種ヶ峰ウッドパーク管理運
営費

5,245 十種ヶ峰ウッドパークの管理運営 観光交流課

□ 山口ゆめ回廊博覧会推進事
業費

186,360 山口県央連携都市圏域で取り組む山口ゆめ回廊博覧
会の開催
令和３年度は実行委員会事業として、特別イベント、周
遊促進事業、広報宣伝プロモーションを実施

山口ゆめ回廊
博覧会推進室

□ 山口ゆめ回廊博覧会重点イ
ベント実施事業費

77,300 山口県央連携都市圏域で取り組む山口ゆめ回廊博覧
会における大型イベントの開催
令和３年度は山口情報芸術センターによる特別展示プ
ログラム等を実施

山口ゆめ回廊
博覧会推進室

観光施設管理費 276 観光施設の維持管理 小郡総合支所
地域振興課

イベント・まつり支援事業費 3,000 ふしの夏まつり開催に対する支援 小郡総合支所
地域振興課

観光施設管理費 375 観光施設の維持管理 秋穂総合支所
地域振興課

イベント・まつり支援事業費 1,300 あいお花火まつり、あいお祭り開催に対する支援 秋穂総合支所
地域振興課

イベント・まつり支援事業費 3,375 阿知須浦まつり・花火大会、あじすふれあいまつり開催
に対する支援

阿知須総合支
所地域振興課

観光施設管理費 882 観光施設の維持管理 徳地総合支所
地域振興課

イベント・まつり支援事業費 1,950 とくぢ夏祭り花火大会、とくぢフェスティバル開催に対
する支援

徳地総合支所
地域振興課

観光施設管理費 1,363 観光施設の維持管理 阿東総合支所
地域振興課

イベント・まつり支援事業費 280 桜まつり、長門峡もみじ祭開催に対する支援 阿東総合支所
地域振興課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

中心市街地活性化事業費 15,425 商店街賑わい創出事業の実施（タウンマネージャー等
設置に対する支援）

ふるさと産業
振興課

あきないのまち支援事業費 14,500 中心商店街の空き店舗等に新規出店する事業者への
補助

ふるさと産業
振興課

事　　業　　名
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

商工団体助成事業費 30,251 商工団体等への運営費補助 ふるさと産業
振興課

匠のまち創造支援事業費 2,100 大内文化特定地域内に新規出店する事業者への補助 ふるさと産業
振興課

中小企業等金融対策事業費 837,596 中小企業への制度融資、保証料補助、利子補給 ふるさと産業
振興課

□ 商工業振興対策事業費 60,593 商工業の振興に関する事務費
令和３年度は新しい生活様式への対応や新たな業態に
取り組む中小企業等への支援を実施

ふるさと産業
振興課

にぎわいのまち支援事業費 2,450 中心商店街が主体となって実施するソフト事業に対す
る補助

ふるさと産業
振興課

中心市街地活性化整備事業
費

3,500 中心市街地におけるカラー舗装等の修景整備費用に対
する補助
令和３年度は防災放送設備の改修に対する補助を実施

ふるさと産業
振興課

湯田温泉回遊促進事業費 5,600 湯田温泉回遊拠点施設周辺の空き店舗や空き家に新
規出店する事業者への補助

ふるさと産業
振興課

□ 安心快適住まいる助成事業
費

154,000 住宅環境の向上と個人消費喚起による市内経済の活
性化を目的に、住宅リフォーム工事を実施する市民に
市内共通商品券を交付

ふるさと産業
振興課

□ ふるさと産品営業推進事業
費

267,453 ふるさと産品を売り込むための営業活動や情報発信、
ふるさと納税に係る事務、各物産団体への事業費の補
助等
令和３年度は産業交流拠点施設における物産フェアを
実施

ふるさと産業
振興課

□ 人が集い賑わいのある商店
街づくり支援事業費

38,500 商店街の賑わい創出のためのイベント支援等
令和3年度は中心商店街と市内21地域を双方向で結
ぶイベント等を合わせて実施

ふるさと産業
振興課

事業承継支援事業費 10,000 後継者問題を抱える中小企業・小規模事業者の事業引
継ぎや事業承継の促進・円滑化を図るためのセミナー
や相談会の開催、山口市事業承継支援協議会の運営

ふるさと産業
振興課

経営力向上・経営改善支援
事業費

2,900 中小企業者の人材育成、経営の合理化を図るためのセ
ミナーの開催、経営改善を促進する補助

ふるさと産業
振興課

□ 地域中核企業成長促進事業
費

5,950 本市及び県央連携都市圏域内の中小企業の情報交換
やビジネスマッチング、新事業創出に向けた支援を実
施
令和３年度は地域の課題解決や新事業創出に向けたビ
ジネスモデルの構築を実施

ふるさと産業
振興課

● 産業交流スペース管理運営
費

61,441 産業交流スペースMegriba（メグリバ）の管理運営 ふるさと産業
振興課

● デジタル技術活用・人材育成
支援事業費

35,000 デジタル技術を活用する人材の育成やＤＸ化に取り組
む中小企業等への支援を実施

ふるさと産業
振興課

起業創業支援事業費 9,480 起業を支援するためのセミナー実施やUJIターン創業
者への補助等

ふるさと産業
振興課

□ ふるさと伝承総合センター
管理運営費

59,151 ふるさと伝承総合センターの管理運営
令和３年度は開館３０周年記念事業やまなび館の改修
工事を実施

ふるさと産業
振興課

企業誘致推進事業費 6,934 企業誘致及び雇用創出を促す活動事業費 産業立地推進
課

□ 立地等奨励金 529,820 企業立地促進条例に基づく奨励金等の交付
令和３年度より中山間地域サテライトオフィス等立地促
進補助金制度を創設

産業立地推進
課

事　　業　　名
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

産業団地事業用借地事業費 1,883 事業用地購入費の債務負担に基づく支払 産業立地推進
課

戦略的成長産業集積特別事
業費

6,326 成長産業分野に特化した企業誘致に関する活動事業費 産業立地推進
課

産業団地管理費 9,444 各産業団地の維持管理 産業立地推進
課

鋳銭司第二団地整備事業特
別会計繰出金

3,200 鋳銭司第二団地整備に係る特別会計への繰出金 産業立地推進
課

● 産業交流拠点施設管理運営
費

382,097 産業交流拠点施設の管理運営
令和３年度は開館記念事業等を実施

新山口駅拠点
施設整備推進
室

● 新産業創出促進事業費 19,504 産業交流拠点施設を拠点とし、企業・大学との共同研
究やヘルスケア関連製品・サービスの事業化支援など、
ヘルスケア関連産業の創出に関する取組を実施

新山口駅拠点
施設整備推進
室

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

農業金融事業費 1,288 農業近代化資金、新規就農資金等に係る利子補給 農林政策課

新規就農者支援事業費 44,527 新規就農者に対する施設整備費等への補助 農林政策課

農業団体育成事業費 411 農業団体活動費への補助 農林政策課

新規就農者農地確保支援事
業費

146 新規就農者の農地確保に係る小作料への補助 農林政策課

担い手育成支援事業費 822 認定農業者等担い手に対する研修会の実施、活動費へ
の補助

農林政策課

□ 集落営農促進事業費 126,451 集落営農組織・法人が効率的な農業経営を行うための
機械器具導入経費等への補助
令和３年度はスマート農機の導入に対する補助を実施

農林政策課

農地集積・集約化活動事業
費

40,282 中間管理機構に農地の貸付を行い、中心経営体に農地
集積の協力をした者に対し協力金を交付

農林政策課

□ もうかる農業創生事業費 12,246 収益性の高い農業経営の確立を支援
令和３年度は山口大学との連携によるスマート農業に
関する実証実験を実施

農林政策課

おいでませ農の担い手確保
事業費

460 山口市での就農意欲のある者への短期間の就農・就業
体験の提供、PR

農林政策課

農福連携推進事業費 76 障がい者や高齢者の特性に応じた作業等により繁忙期
の人手不足の解消、就労機会の確保、生きがい作りに
つながる仕組みの構築

農林政策課

生産調整推進事業費 15,585 コメの生産調整の推進・経営所得安定対策に関する事
務経費

農林政策課

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

園芸作物振興事業費 41,116 地域の特性に応じた品目の園芸産地育成・拡大に関す
る経費の支援

農林政策課

有機農業推進事業費 154 山口市有機農業推進計画に基づく有機農業推進に係る
経費

農林政策課

環境保全型農業直接支払事
業費

11,141 環境保全型農業に取り組む農業者に対する支援 農林政策課

□ 仁保の郷管理運営費 11,707 道の駅仁保の郷の管理運営
令和３年度は開館２０周年記念事業への補助や耐久度
調査を実施

農林政策課

朝一から朝市人だかり推進
事業費

600 朝市等直売所施設の整備費への補助 農林政策課

スクミリンゴ貝対策事業費 2,536 スクミリンゴ貝対策経費への補助 農林政策課

有害鳥獣対策関係事業費 6,859 有害鳥獣の被害防止柵等整備費への補助 農林政策課

優良農地確保促進事業費 3,689 農業施策の重点実施地域を定め、当該地域の農業上の
整備に必要な施策を計画的に推進
令和３年度は次期山口市農業振興地域整備計画の策定
を実施

農林政策課

遊休農地化防止事業費 500 耕作放棄地等発生の防止・解消のための草刈機等の貸
付

農林政策課

都市農村交流推進事業費 650 都市農村交流イベントの実施、市民農園開設農家等に
対する補助等

農林政策課

６次産業化推進事業費 4,411 6次産業化に係る開発や施設整備に対する補助等 農林政策課

有害鳥獣捕獲促進事業費 24,022 イノシシ等有害鳥獣の捕獲奨励金の交付や捕獲檻・柵
設置経費への補助及び捕獲対策協議会に対する補助

農林政策課

畜産農家支援事業費 9,307 養蜂農家への花粉交配用みつばち飼養経費、市内産和
牛の生産基盤と地域一貫体制確立に対する補助

農林政策課

山口森林ふれあいセンター
管理運営費

2,980 山口森林ふれあいセンターの管理運営 農林政策課

特用林産物関係事業費 800 椎茸等の特用林産物の生産団体が行う施設整備費等
への補助

農林政策課

市有林管理事業費 1,863 市有林の巡視等市有林の維持管理に係る経費 農林政策課

市有林育成事業費 8,687 市有林の造林・保育にかかる経費 農林政策課

森林境界明確化促進事業費 4,434 森林所有者情報の整理 農林政策課

□ 森林経営管理事業費 97,792 経営や管理が適切に行われていない森林の管理
令和３年度は森林所有者の意向確認調査、経営管理権
集積計画の策定、森林経営管理事業等を実施

農林政策課

中山間地域等直接支払事業
費

252,073 中山間地域等で農用地を維持・管理していくための農
業生産活動に必要な経費について交付金を交付

農林整備課

事　　業　　名
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

土地改良事業指導調査費 17,001 土地改良区が行う地元調整業務等に対する人件費の
補助

農林整備課

農免農道等維持管理事業費 23 農免農道等の維持管理 農林整備課

□ 団体営土地改良事業補助金 15,473 農業水路等長寿命化・防災減災事業等に対する補助
令和３年度は各土地改良区における揚水機場の更新整
備等に対する補助を実施

農林整備課

嘉川・佐山地区ほ場整備調
査事業費

19,346 事業採択に向けての調査及び資料作成 農林整備課

● 名田島地区ほ場整備調査事
業費

11,000 事業採択に向けての調査及び資料作成 農林整備課

単市事業費 11,000 市が実施する国、県補助対象外の小規模土地改良事業 農林整備課

単市土地改良事業補助金 14,435 受益者団体が行う国、県補助対象外の土地改良事業へ
の補助

農林整備課

多面的機能支払交付金事業
費

415,385 農業・農村における多面的機能の維持、発揮を図るた
めの活動に関する経費への補助

農林整備課

□ 県事業負担金 222,500 県営土地改良事業に対する負担金
令和３年度はほ場整備を継続実施している地区の施工
箇所を追加し、農地整備工事等を実施

農林整備課

徳地島地地区ほ場整備調査
事業費

2,000 事業採択に向けての調査及び資料作成 農林整備課

市有ため池等維持管理費 2,000 市有ため池の草刈りや修繕等の適正管理 農林整備課

森林公園管理費 4,358 森林公園の整備及び清掃等の維持管理 農林整備課

小規模治山事業費 11,000 山地崩落防止工事の実施や小規模治山事業に対する
補助

農林整備課

□ 林道維持管理費 51,226 林道の維持管理
令和３年度は林道橋の補修工事を実施

農林整備課

緑資源幹線林道事業費 459 大規模林道整備に対する受益者負担金及び地元受益
者組合に対する補助

農林整備課

市有林内作業道等維持管理
事業費

3,794 林野内における作業道の維持管理 農林整備課

現年発生耕地災害復旧事業
費

27,670 農地や農業用施設の災害復旧に関する経費 農林整備課

現年発生林道災害復旧事業
費

3,070 林道災害復旧に関する経費 農林整備課

森林公園管理費 1,452 森林公園の整備及び清掃等の維持管理 小郡総合支所
農林課

林道維持管理費 771 林道の維持管理 小郡総合支所
農林課

道の駅あいお管理運営費 1,212 道の駅あいおの管理運営 秋穂総合支所
地域振興課

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

林道維持管理費 1,444 林道の維持管理 秋穂総合支所
農林土木課

□ 道の駅きらら　あじす管理運
営費

19,627 道の駅きらら　あじすの管理運営
令和3年度は建物増改築に伴う基本設計及び実施設計
等を実施

阿知須総合支
所地域振興課

農業団体育成事業費 1,540 農業団体に対する活動費の支援 阿知須総合支
所農林土木課

農免農道等維持管理事業費 1,062 農免農道の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

徳地農業公社運営支援事業
費

5,807 徳地農業公社運営費の支援 徳地総合支所
農林課

新規就農者技術習得施設管
理運営費

7,220 新規就農者技術習得支援施設（チャレンジ農場）の管理
運営

徳地総合支所
農林課

農業団体育成事業費 200 農業団体に対する活動費の支援 徳地総合支所
農林課

□ もうかる農業創生事業費 200 収益性の高い農業経営の確立に向けた支援
令和3年度はＧⅠマークの表示費用を助成

徳地総合支所
農林課

□ 高齢者若者活性化センター
管理運営費

9,549 高齢者若者活性化センター（南大門）の管理運営
令和3年度は駐車場再整備と看板設置を実施

徳地総合支所
農林課

柚野農産加工販売所管理運
営費

815 柚野農産加工販売所の管理運営 徳地総合支所
農林課

三谷交流センター管理運営
費

563 三谷交流センターの管理運営 徳地総合支所
農林課

農免農道等維持管理事業費 1,781 農免農道の維持管理 徳地総合支所
農林課

市有林管理事業費 3,459 市有林の維持管理 徳地総合支所
農林課

市有林育成事業費 126,198 市有林の造林、保育 徳地総合支所
農林課

徳地山村広場管理運営費 242 徳地山村広場の維持管理 徳地総合支所
農林課

森林セラピー推進事業費 6,694 森林セラピーの推進 徳地総合支所
農林課

□ 特用林産物担い手育成支援
事業費

360 椎茸生産技術の継承と生産者の確保に向けた人材育
成等の実施
令和3年度は椎茸生産研修会を実施

徳地総合支所
農林課

林道維持管理費 7,589 林道の維持管理 徳地総合支所
農林課

徳地山村開発センター管理
運営費

6,190 徳地山村開発センターの管理運営 徳地総合支所
徳地地域交流
センター

ふるさと振興公社運営支援
事業費

3,592 ふるさと振興公社運営費の支援 阿東総合支所
農林課

農業団体育成事業費 942 農業団体に対する活動費の支援 阿東総合支所
農林課

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 中山間地域野菜増産モデル
事業費

4,432 野菜生産量の増加を図るため新たな野菜生産者の掘り
起こしを実施
令和3年度は野菜生産勉強会の開催、野菜集荷体制実
証の委託

阿東総合支所
農林課

□ 道の駅長門峡管理運営費 29,714 道の駅長門峡の管理運営
令和3年度は山口ゆめ回廊博覧会特別イベントを実施

阿東総合支所
農林課

有害鳥獣対策関係事業費 110 有害鳥獣の被害防止柵整備費に対する支援 阿東総合支所
農林課

蔵目喜ふれあいセンター管
理運営費

1,209 蔵目喜ふれあいセンターの管理運営 阿東総合支所
農林課

阿東ふるさと交流促進セン
ター管理運営費

6,842 阿東ふるさと交流促進センターの管理運営 阿東総合支所
農林課

桜郷銅山跡農村公園管理運
営費

331 桜郷銅山跡農村公園の管理運営 阿東総合支所
農林課

畜産農家支援事業費 14,600 畜産農家に対する補助 阿東総合支所
農林課

単県農業生産基盤整備事業
費

10,000 大坪地区かんがい排水事業（揚水ポンプ増設工事）の
受託工事

阿東総合支所
農林課

市有林管理事業費 4,741 市有林の維持管理 阿東総合支所
農林課

市有林育成事業費 94,662 市有林の造林、保育 阿東総合支所
農林課

伐倒駆除事業費 2,900 松くい虫被害木の薬剤処理、伐倒・除去 阿東総合支所
農林課

林道維持管理費 30,234 林道の維持管理 阿東総合支所
農林課

自然休養村管理センター管
理運営費

1,624 自然休養村管理センターの管理運営 阿東総合支所
阿東地域交流
センター

基幹集落センター管理運営
費

1,923 基幹集落センターの管理運営 阿東総合支所
阿東地域交流
センター

阿東山村広場管理運営費 524 阿東山村広場の維持管理 阿東総合支所
阿東地域交流
センター

農地台帳整備事務費 3,515 農地台帳の整備、農地情報公開システム整備事業に関
する事務費

農業委員会事
務局

農地法関係事務費 1,651 農地法に基づく手続き等に関する事務費 農業委員会事
務局

農地あっせん・利用権設定事
務費

60 農地の売買及び貸借に関する事務費 農業委員会事
務局

遊休農地等調査指導事業費 456 遊休農地の有効利用へ向けた調査・指導 農業委員会事
務局
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

漁業近代化資金助成事業費 78 漁業近代化資金の利子補給 水産港湾課

水産業振興・海洋資源活用
事業費

4,794 種苗放流事業の経費に対する補助 水産港湾課

新規漁業就業者支援事業費 5,070 経営自立化支援金支給に対する補助 水産港湾課

水産多面的機能発揮対策事
業費

429 干潟や河川域の保全活動への支援 水産港湾課

魚食普及推進事業費 1,962 市内産水産物の消費拡大に向けた魚食普及の推進。魚
食普及企画教室の開催や学校給食における特定魚種
（ボラ・ハモ）の推奨を実施

水産港湾課

水産物供給基盤整備事業費 8,737 資源量確保に向けた保護礁等整備、水産物を活用した
特産品づくり
令和３年度は鮎養殖場発電機や船上げ場巻上機の更新
に対する補助を実施

水産港湾課

漁港施設維持管理費 10,766 漁港施設の維持管理 水産港湾課

漁港施設機能保全事業費 14,500 阿知須漁港の調査業務、浚渫整備工事 水産港湾課

□ 海洋資源活用調査事業費 14,147 海洋資源を活用した海洋交流拠点づくりの推進
令和3年度は道の駅あいお拡充に係る基本計画の策定
等を実施

秋穂総合支所
地域振興課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

労働者金融対策事業費 22,906 労働者に融資を行う機関に対しその原資を貸付 ふるさと産業
振興課

中小企業勤労者対策事業費 800 中小企業退職金共済制度に加入している中小企業に対
する退職金共済掛金の補助

ふるさと産業
振興課

労働団体運営費助成事業費 1,136 労働者団体運営費への補助 ふるさと産業
振興課

雇用対策事業費 1,892 雇用に関する情報収集や情報提供、男女労働者のため
の仕事と家庭の両立支援

ふるさと産業
振興課

□ 就職支援事業費 33,368 就職支援セミナー等の開催
令和３年度はやまぐち未来のしごとフェスタの開催、
Web説明会の作成・配信を拡充して実施

ふるさと産業
振興課

□ ＵＪＩターン就職促進事業費 13,080 若年ＵＪＩターン希望者を対象に採用活動を行う中小企
業者への支援、正規雇用された若年ＵＪＩターン者の移
転費用の支援、東京圏からの移住就職者の支援
令和３年度は新たに市内中小企業等のオンライン面接
の実施に係る経費に対する支援を実施

ふるさと産業
振興課

特定求職者雇用促進事業費 1,500 障がい者雇用に関するセミナーの開催や雇用した事業
者への補助等

ふるさと産業
振興課

事　　業　　名
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 人材確保企業重点支援事業
費

10,200 人材確保策や人材育成に積極的に取り組む企業に対す
る支援等
令和３年度は市内中小企業における人材育成の取組に
対する支援を実施

ふるさと産業
振興課

シルバー人材センター運営
費

10,718 シルバー人材センター運営費への補助 ふるさと産業
振興課

働く婦人の家管理運営費 14,070 働く婦人の家の管理運営 ふるさと産業
振興課

勤労者総合福祉センター管
理運営費

15,316 勤労者総合福祉センター（サンフレッシュ山口）の管理
運営

ふるさと産業
振興課

勤労青少年ホーム管理運営
費

16 勤労青少年ホームの管理運営 ふるさと産業
振興課

事　　業　　名
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 協働のまちづくり推進事業
費

5,037 協働のまちづくり推進委員会の開催、啓発事業の開
催、地域政策アドバイザーによる支援
令和３年度はやまぐち２１地域めぐりガイドブックを作
成

協働推進課

市民活動支援センター管理
運営費

27,104 市民活動支援センター（さぽらんて）の管理運営 協働推進課

自治会等支援事業費 121,261 社会貢献活動保険への加入、自治会連合会への助成、
単位自治会への自治会等自治振興交付金の交付

協働推進課

自治会集会所等建設費助成
事業費

14,386 自治会集会所の建設費・修繕費及び登記費用の助成 協働推進課

自治宝くじコミュニティ活動
事業費

5,000 自治総合センターからの宝くじ助成金を受け、地域コ
ミュニティ団体へ助成

協働推進課

地域づくりリーダー育成事
業費

1,705 地域づくりアドバイザーの派遣、地域づくり関係者への
研修等

協働推進課

□ 地域の個性を活かす交付金
事業費

198,835 ２１地域への地域づくり交付金の交付
令和３年度は新たに地域の未来づくり促進特別交付金
の交付

協働推進課

宮野地域交流ステーション
管理運営費

2,671 宮野地域交流ステーションの管理運営 協働推進課

大歳地域交流ステーション
管理運営費

1,900 大歳地域交流ステーションの管理運営 協働推進課

地域交流センター管理運営
費

66,274 地域交流センターの管理運営 協働推進課

□ 地域交流センター機能強化
事業費

30,000 湯田地域交流センターの増改築（実施設計） 協働推進課

□ 阿知須地域交流センター建
設事業費

535,780 阿知須地域交流センターの建設（建設工事、外構工事
等）

協働推進課

□ 徳地地域交流センター建設
事業費

380,963 徳地地域交流センターの建設（建設工事） 協働推進課

□ 阿東地域交流センター篠生
分館建設事業費

82,494 阿東地域交流センター篠生分館の建設（実施設計、建
設工事等）

協働推進課

□ やまぐち瀬戸内魅力創出事
業費

4,900 瀬戸内海や田園といった自然や景観を生かしたニュー
ツーリズムの推進
令和３年度はサイクリング事業、アウトドア事業、文化交
流事業を実施

定住促進課

□ 空き家利活用事業費 8,570 山口市空き家・空き地バンク制度、地域型空き家・空き
地バンク制度、空き家バンク改修補助、空き家バンク家
財等処分補助の実施
令和３年度は地域型空き家・空き地バンクの新規設置
を支援

定住促進課

５　市民と共に創る　自立したまち

（１）地域活動と市民活動の推進

事　　業　　名
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ やまぐち定住実現プロモー
ション事業費

6,914 移住・定住専用ウェブサイト・ＳＮＳの活用、移住ガイド
ブックの充実、移住フェアへの参加、お試し暮らしツ
アーの実施
令和3年度はオンラインでの移住セミナーを実施

定住促進課

□ ＵＪＩターン就労支援事業費 4,043 UJIターンを促進するため、UJIターン希望者の滞在費
や創業時の家賃助成、企業訪問バスツアーを実施
令和３年度は移住希望者の訪問経費を新たに助成

定住促進課

● 空き家活用地域活性化事業
費

6,400 空き家を活用した、他地域との交流の促進や地域課題
解決に資する事業に対する支援

定住促進課

□ 外部人材活用事業費 86,000 地域おこし協力隊の受入及び起業に対する支援、地域
活性化起業人の受入を実施
令和３年度は地域おこし協力隊インターンの活用を検
討

定住促進課

南部地域資源利活用事業費 2,270 南部地域の地域資源を活用した商品開発や交流人口
の拡大に取り組む個人や団体等への補助

定住促進課

中山間地域資源利活用事業
費

5,000 中山間地域の地域資源を活用した商品開発や交流人
口の拡大に取り組む個人や団体等への補助

定住促進課

□ 南部エリア魅力発信事業費 1,180 南部地域の魅力の発信
令和３年度は産業交流スペースを活用した南部地域版
ワーケーションプランの実証実験を実施

定住促進課

□ 中山間地域滞在型交流促進
事業費

5,000 地域滞在型交流促進ツアー、過疎地域課題解決型研修
プログラム受入実証事業の実施
令和３年度はコワーキングスペースでの仕事と田舎暮
らし体験を組み合わせたプログラムを実施

定住促進課

● 中山間地域魅力発信事業費 1,100 中山間地域の魅力を発信するプロモーション動画の制
作

定住促進課

□ 小郡がつながる・つなげる交
流促進事業費

7,000 新山口駅を中心とした一帯を活用し、小郡地域におけ
る多様な交流促進を目的とする事業に対する支援
令和3年度は次期計画策定を実施

小郡総合支所
地域振興課

集会所管理運営費 2,170 集会所の管理運営 小郡総合支所
地域振興課

自治会集会所等建設費助成
事業費

2,000 自治会集会所の建設費・修繕費等に対する助成 小郡総合支所
地域振興課

地域交流センター管理運営
費

16,197 地域交流センターの管理運営 小郡総合支所
小郡地域交流
センター

地域交流センター管理運営
費

14,616 地域交流センターの管理運営 秋穂総合支所
秋穂地域交流
センター

集会所管理運営費 1,254 集会所の管理運営 阿知須総合支
所地域振興課

地域環境整備事業費 16,500 場外舟券販売所の立地に伴う協力金を受け、阿知須自
治会連合会及び佐山地区自治連合会が実施する周辺
環境を良好に維持・改善するための事業に対し助成

阿知須総合支
所地域振興課

地域交流センター管理運営
費

17,715 地域交流センターの管理運営 阿知須総合支
所阿知須地域
交流センター

□ 徳地地域ふるさとにぎわい
創出事業費

1,000 次期計画策定に係るコーディネート事業を実施 徳地総合支所
地域振興課

集会所管理運営費 2,235 集会所の管理運営 徳地総合支所
地域振興課

事　　業　　名
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

高齢者女性等活動促進セン
ター管理運営費

1,242 高齢者女性等活動促進センター（上村・伊賀地）の管理
運営

徳地総合支所
地域振興課

島地温泉ふれあいセンター
管理運営費

32,171 島地温泉ふれあいセンターの管理運営 徳地総合支所
地域振興課

柚野地域活性化センター管
理運営費

1,791 柚野地域活性化センターの管理運営 徳地総合支所
地域振興課

持続可能な日常生活圏調査
事業費

1,217 人口減少地域における日常生活を維持するための地域
分析等と支援体制の検討

徳地総合支所
徳地地域交流
センター

地域交流センター管理運営
費

10,499 地域交流センターの管理運営 徳地総合支所
徳地地域交流
センター

□ 阿東地域ふるさとにぎわい
創出事業費

1,000 次期計画策定に係るグループワーク業務等を実施 阿東総合支所
地域振興課

地域交流センター管理運営
費

31,779 地域交流センターの管理運営 阿東総合支所
阿東地域交流
センター

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

広報紙発行費 37,762 市報やまぐちの発行 広報広聴課

放送・新聞等広報費 18,646 テレビ（ＴＹＳ、ＹＡＢ）、ラジオ（ＦＭ山口、ＫＲＹ）、新聞等
を利用した広報活動

広報広聴課

ケーブルテレビコミュニティ
チャンネル番組供給事業費

19,580 ケーブルテレビにおける広報番組の作成・放送、市議会
中継

広報広聴課

広聴活動関係費
（移動市長室運営事業含む）

767 移動市長室の開催等 広報広聴課

県央連携都市圏域情報発信
事業費

10,524 地域情報紙やFMラジオ、テレビ、デジタルサイネージに
よる圏域情報の発信

広報広聴課

広報広聴事務費 3,445 広報広聴活動全般に関する事務費 広報広聴課

市民相談事務費 634 市民相談窓口の対応、市民無料法律相談の実施 広報広聴課

市公式ウェブサイト運営事業
費

3,564 市公式ウェブサイトの保守管理 広報広聴課

（２）市民参画によるまちづくり

事　　業　　名

事　　業　　名
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

男女共同参画基本計画推進
事業費

2,254 男女共同参画推進審議会の開催、情報誌の作成等 人権推進課

男女共同参画センター運営
事業費

11,425 男女共同参画センターの運営、相談業務 人権推進課

男女共同参画推進活動助成
事業費

180 男女共同参画推進活動団体への助成 人権推進課

同和対策施設管理費 1,003 同和対策施設の維持管理 人権推進課

同和対策貸付金収納事業費 3,146 住宅新築資金等貸付金及び同和福祉援護資金貸付金
の収納

人権推進課

山口隣保館管理運営費 8,142 山口隣保館の管理運営 人権推進課

陶隣保館管理運営費 12,734 陶隣保館の管理運営 人権推進課

人権学習推進組織等運営事
業費

1,535 人権教育推進委員会の開催、地区人権学習推進組織や
社会教育関係団体への研修等委託

人権推進課

人権啓発・学習講座開催等
事業費

1,792 人権学習講座の開催、人権ふれあいフェスティバルの
開催

人権推進課

同和対策施設管理費 74 同和対策施設の維持管理 徳地総合支所
地域振興課

教育集会所管理費 284 教育集会所の維持管理 徳地総合支所
徳地地域交流
センター

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

行政改革大綱推進事業費 723 行政改革推進委員会運営、行政改革大綱の推進、内部
統制体制の整備

総務課

□ スマート自治体推進事業費 99,297 オンライン申請システムの運用、RPA、AIなどのデジタ
ル技術の導入・他市との共同研究、地図共有システム等
の利活用の促進等
令和3年度は窓口手続きのデジタル化の横展開の実証
や山口市LINE公式アカウントの機能強化等を実施

情報企画課

電算システム保守運用管理
費

155,626 基幹系システムの運用保守 情報企画課

□ 電算システム開発事業費 53,736 法改正等に対応するシステムの構築、改修
令和３年度は阿知須、徳地総合支所の行政情報系ネッ
トワークの無線化等を実施

情報企画課

事　　業　　名

（３）自分らしく活躍できる人権を尊重するまちづくり

事　　業　　名

（４）計画的、効果的な行政経営
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ ＷＡＮ関連事業費 161,808 情報系システム及びネットワークの運用保守
令和３年度は自治体専用ネットワークを介した職員用
ビジネスチャットツールを導入

情報企画課

市有財産管理費 34,783 市有財産の維持管理 管財課

市有財産有効活用事業費 9,974 未利用地の売却等を推進するための測量や鑑定評価
を実施

管財課

庁舎維持管理費 110,032 本庁舎（別館含）の維持管理 管財課

□ 阿知須総合支所建設事業費 337,393 阿知須総合支所の建て替え整備
令和３年度は建設工事、仮庁舎リース等を実施

管財課

□ 徳地総合支所建設事業費 518,322 徳地総合支所の建て替え整備
令和３年度は建設工事を実施

管財課

□ 新本庁舎整備事業費 658,509 本庁舎の建て替え整備
令和３年度は実施設計、中央駐車場解体、造成設計等
を実施

本庁舎整備推
進室

行政経営システム推進事業
費

19,152 行政評価システムの運用、まちづくりアンケートの実施 企画経営課

中核都市づくり推進事業費 544 広域県央中核都市の実現に向けた調査研究を実施 企画経営課

□ 都市連携推進事業費 17,640 山口県央連携都市圏域推進協議会・ビジョン懇談会の
開催や山口県央連携都市圏域ビジョンに掲載された事
業の推進
令和３年度は次期圏域ビジョンの策定を実施

企画経営課

□ シティセールス推進事業費 10,815 山口市の都市ブランド構築や対外的な認知度の向上、
シビックプライドの醸成に向けた取組及び情報誌「彩都
山口」の発行
令和３年度は包括連携協定に基づく取組を実施

企画経営課

地方創生戦略推進事業費 1,169 総合戦略推進会議等の開催や総合戦略推進のための
施策展開のマネジメントの実施

企画経営課

● 第二次山口市総合計画後期
基本計画策定事業費

11,416 第二次山口市総合計画後期基本計画策定に係る調査
研究等

企画経営課

□ 都市づくり推進事業費 69,160 都市核エリア及び都市づくりの調査研究
令和3年度は都市ＯＳの構築等に係る調査及びビッグ
データ活用、スマートシティ推進ビジョン策定等を実施

スマートシ
ティ推進室

□ 多世代交流・健康増進拠点
施設整備事業費

148,663 温泉資源を活用した多世代交流・健康増進拠点施設の
整備
令和3年度は地質調査、実施設計等を実施

スマートシ
ティ推進室

新地方公会計推進事業費 5,521 固定資産台帳の更新を実施 財政課

□ 総合支所維持管理費 91,341 総合支所庁舎の維持管理
令和3年度は駐車場用土地購入を実施

小郡総合支所
土木課

総合支所維持管理費 18,662 総合支所庁舎の維持管理 秋穂総合支所
農林土木課

総合支所維持管理費 10,318 総合支所庁舎の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

事　　業　　名
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

総合支所維持管理費 10,604 総合支所庁舎の維持管理 徳地総合支所
土木課

阿東総合支所維持管理業務
費

12,601 総合支所庁舎の維持管理 阿東総合支所
土木課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 電子入札推進事業費 6,771 電子入札システムの運用等
令和３年度は建設工事について電子入札を開始

契約監理課

個人市民税賦課事務費 27,897 個人市民税の賦課事務 市民税課

法人市民税賦課事務費 1,305 法人市民税の賦課事務 市民税課

軽自動車税賦課事務費 11,495 軽自動車税の賦課事務 市民税課

固定資産税等賦課事務費 56,374 固定資産税等の賦課事務 資産税課

固定資産評価事務費 47,895 固定資産の評価事務 資産税課

市税等コールセンター運営
費

18,700 初期滞納者に対する電話・文書による自主納付の呼び
かけを行うコールセンターの運営

収納課

市税滞納整理事務費 11,545 市税滞納者に対する催告や滞納処分、インターネット公
売等の実施

収納課

口座振替推進事務費 7,479 口座振替利用の推進 収納課

コンビニエンスストア収納事
務費

9,020 コンビニエンスストアにおける市税の収納 収納課

電子納付推進事務費 3,740 キャッシュレス決済に対応する新たな納税手段による
収納業務の実施

収納課

情報公開窓口事務費 368 情報公開請求等の受付、情報公開審査会・個人情報保
護審査会の開催

広報広聴課

住民基本台帳管理事務費 21,901 住民基本台帳に関する事務 市民課

パスポート管理事務費 6,061 パスポートの申請受付・交付事務 市民課

個人番号カード事務費 89,810 個人番号カードの申請受付・交付事務、各種証明書等
のコンビニ交付に係る運用管理

市民課

市議会議員報酬等 310,362 市議会議員の報酬、期末手当、共済費に係る経費 市議会事務局

□ 議会運営費 30,004 各種協議会等への出席、委員会の行政視察、議会だよ
り、会議録作成等
令和3年度は山口市議会ウェブサイトリニューアル業務
を実施

市議会事務局

事　　業　　名

事　　業　　名

（５）公正、確実な事務と市民サービスの向上
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（●印は新規事業、□印は拡充事業）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

政務活動費 12,240 市議会各会派へ政務活動費を交付 市議会事務局

市議会議員選挙事務費 6,687 市議会議員選挙の執行に係る事務 選挙管理委員
会事務局

市長選挙事務費 63,809 市長選挙の執行に係る事務 選挙管理委員
会事務局

衆議院議員選挙事務費 72,336 衆議院議員選挙の執行に係る事務 選挙管理委員
会事務局

県知事選挙事務費 66,029 県知事選挙の執行に係る事務 選挙管理委員
会事務局

事　　業　　名
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（１）一般会計歳入（款別）

令和３年度 令和２年度 比　較 対 前 年

款 当初予算額 当初予算額 （Ａ－Ｂ） 当初伸率

Ａ ％ Ｂ ％ Ｃ Ｃ/Ｂ　％

1 市 税 26,586,365 30.3 27,151,588 28.9 ▲565,223 ▲2.1 

○ 2 地 方 譲 与 税 652,000 0.7 698,094 0.7 ▲46,094 ▲6.6 

○ 3 利 子 割 交 付 金 39,000 0.0 69,000 0.1 ▲30,000 ▲43.5 

○ 4 配 当 割 交 付 金 114,000 0.1 98,000 0.1 16,000 16.3 

○ 5 株式等譲渡所得割交付金 58,000 0.1 89,000 0.1 ▲31,000 ▲34.8 

○ 6 法 人 事 業 税 交 付 金 238,000 0.3 197,681 0.2 40,319 20.4 

○ 7 地 方 消 費 税 交 付 金 4,230,000 4.8 4,048,000 4.3 182,000 4.5 

○ 8 ゴルフ場利用税交付金 51,000 0.1 47,000 0.1 4,000 8.5 

○ 9 環 境 性 能 割 交 付 金 70,000 0.1 69,116 0.1 884 1.3 

○ 10
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

28,000 0.0 28,000 0.0 0 0.0 

○ 11 地 方 特 例 交 付 金 345,000 0.4 217,000 0.2 128,000 59.0 

12 地 方 交 付 税 14,164,000 16.2 15,267,000 16.3 ▲1,103,000 ▲7.2 

○ 13 交通安全対策特別交付金 35,000 0.0 35,000 0.0 0 0.0 

○ 14 分 担 金 及 び 負 担 金 549,743 0.6 561,489 0.6 ▲11,746 ▲2.1 

○ 15 使 用 料 及 び 手 数 料 1,049,270 1.2 1,034,454 1.1 14,816 1.4 

16 国 庫 支 出 金 12,092,390 13.8 12,491,638 13.3 ▲399,248 ▲3.2 

○ 17 県 支 出 金 6,572,818 7.5 6,579,220 7.0 ▲6,402 ▲0.1 

○ 18 財 産 収 入 320,216 0.4 348,338 0.4 ▲28,122 ▲8.1 

○ 19 寄 附 金 514,137 0.6 519,887 0.6 ▲5,750 ▲1.1 

20 繰 入 金 4,742,981 5.4 6,294,905 6.7 ▲1,551,924 ▲24.7 

○ 21 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

○ 22 諸 収 入 1,850,679 2.1 1,958,089 2.1 ▲107,410 ▲5.5 

23 市 債 13,427,400 15.3 16,077,500 17.1 ▲2,650,100 ▲16.5 

歳 入 合 計 87,730,000 100.0 93,880,000 100.0 ▲6,150,000 ▲6.6 

※表中○が付いているものは、４ページの歳入の概要の表において「その他」の欄に計上されているもの

令和３年度予算の総括表

　　　（単位：千円）

構成比 構成比
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（２）一般会計歳出（目的別）

令和３年度 令和２年度 比　較 対 前 年

款 当初予算額 当初予算額 （Ａ－Ｂ） 当初伸率

Ａ ％ Ｂ ％ Ｃ Ｃ/Ｂ　％

1 議 会 費 443,575 0.5 446,277 0.5 ▲2,702 ▲0.6 

2 総 務 費 12,852,880 14.7 12,645,355 13.5 207,525 1.6 

3 民 生 費 30,864,912 35.2 30,476,628 32.5 388,284 1.3 

4 衛 生 費 7,055,007 8.0 5,977,412 6.4 1,077,595 18.0 

5 労 働 費 127,416 0.1 120,620 0.1 6,796 5.6 

6 農 林 水 産 業 費 3,710,740 4.2 3,603,262 3.8 107,478 3.0 

7 商 工 費 3,698,647 4.2 2,790,755 3.0 907,892 32.5 

8 土 木 費 8,184,010 9.3 16,307,956 17.4 ▲8,123,946 ▲49.8 

9 消 防 費 3,464,335 4.0 4,335,618 4.6 ▲871,283 ▲20.1 

10 教 育 費 7,060,135 8.1 7,032,083 7.5 28,052 0.4 

11 災 害 復 旧 費 146,724 0.2 142,756 0.1 3,968 2.8 

12 公 債 費 10,021,619 11.4 9,901,278 10.5 120,341 1.2 

13 予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0 

歳 出 合 計 87,730,000 100.0 93,880,000 100.0 ▲6,150,000 ▲6.6 

　　　（単位：千円）

構成比 構成比
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（３）一般会計歳出（性質別） 　　　（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 比　較 対前年

　　区　　　分 当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 （Ａ－Ｂ） 当初伸率

Ａ ％ Ｂ ％ Ｃ Ｃ／Ｂ　％

 義　 務 　的　 経　 費 44,543,469 50.8 44,602,662 47.6 ▲59,193 ▲0.1 

人 件 費 15,327,823 15,448,958 ▲121,135 ▲0.8 

　うち給与 10,094,205 10,073,002 21,203 0.2 

　うち退職手当　　　　　　　　 1,062,550 1,165,581 ▲103,031 ▲8.8 

扶 助 費 19,195,227 21.9 19,253,626 20.5 ▲58,399 ▲0.3 

公 債 費 10,020,419 11.4 9,900,078 10.6 120,341 1.2 

 投   資   的   経   費 13,998,551 16.0 20,891,602 22.3 ▲6,893,051 ▲33.0 

補 助 事 業 4,023,365 4.6 5,271,582 5.6 ▲1,248,217 ▲23.7 

単 独 事 業 9,422,382 10.7 15,139,254 16.1 ▲5,716,872 ▲37.8 

受 託 事 業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

災 害 復 旧 事 業 146,724 0.2 142,756 0.2 3,968 2.8 

国 直 轄 事 業 負 担 金 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

県 事 業 負 担 金 406,080 0.5 338,010 0.4 68,070 20.1 

 そ  の   他   経   費 29,187,980 33.2 28,385,736 30.1 802,244 2.8 

物 件 費 12,318,545 14.1 11,566,441 12.3 752,104 6.5 

○ 維 持 補 修 費 902,689 1.0 990,301 1.1 ▲87,612 ▲8.8 

○ 補 助 費 等 7,662,895 8.7 7,264,931 7.7 397,964 5.5 

○ 積 立 金 8,887 0.0 42,068 0.0 ▲33,181 ▲78.9 

○ 投 資 及 び 出 資 金 30,707 0.0 37,253 0.0 ▲6,546 ▲17.6 

○ 貸 付 金 852,695 1.0 864,939 0.9 ▲12,244 ▲1.4 

○ 繰 出 金 7,311,562 8.3 7,519,803 8.0 ▲208,241 ▲2.8 

○ 予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0 

87,730,000 100.0 93,880,000 100.0 ▲6,150,000 ▲6.6 

※表中○が付いているものは、５ページの歳出の概要の表において「その他」の欄に計上されているもの

17.5 16.5 

　　　歳   出   合   計
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 （４）一般会計歳入歳出構成図

歳入総額

87,730

歳出総額

87,730

民生費

30,865                            

35.2%

土木費

8,184                            

9.3%総務費

12,853                            

14.7%

公債費

10,021                            

11.4%

衛生費

7,055                            

8.0%

教育費

7,060                            

8.1%

消防費

3,464                            

4.0%

商工費

3,699                            

4.2%

人件費

17.5%

扶助費

21.9%

公債費

11.4%補助事業費

4.6%

単独事業費

10.7%

物件費

14.1%

補助費等

8.7%

繰出金

8.3%

その他

2.1%

義務的経費

50.8%

投資的経費

16.0%

その他経費

33.2%

自主財源

35,613                            

40.6%
依存財源

52,117                            

59.4%

市税

26,586 

30.3%

繰入金

4,743 

5.4%

国庫支出金

12,093 

13.8%

県支出金

6,573 

7.5%

地方交付税

14,164

16.2％

市債

13,427 

15.3%

地方譲与税・

交付金など

5,860

6.6%

その他

0.7％

諸収入

1,851

2.1％

その他

2,433

2.8％

・分担金及び負担金

・使用料及び手数料

・財産収入

・寄附金

550

1,049

320

514

その他

818

0.9％

・議会費

・労働費

・災害復旧費

・予備費

444

127

147

100

3,711 

4.2%

農林

水産業費

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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（５）一般会計当初予算の推移

　　注：平成２１年度までの数値には、旧阿東町分を含む

18

年度

19

年度

20

年度

21

年度

22

年度

23

年度

24

年度

25

年度

26

年度

27

年度

28

年度

29

年度

30

年度

元

年度

2

年度

3

年度

市税 259 283 286 277 267 262 255 255 257 258 255 260 264 269 272 266

地方交付税 128 132 137 141 150 157 162 160 165 161 168 156 148 152 153 142

国県支出金 93 95 97 102 133 150 135 149 173 182 177 166 170 202 191 187

市債 72 91 78 94 88 107 125 116 150 151 120 126 150 124 161 134

0

50

100

150

200

250

300（歳 入)

18

年度

19

年度

20

年度

21

年度

22

年度

23

年度

24

年度

25

年度

26

年度

27

年度

28

年度

29

年度

30

年度

元

年度

2

年度

3

年度

人件費 143 148 142 148 146 141 135 138 135 136 134 140 140 146 154 153

扶助費 93 93 92 97 126 138 138 144 147 156 164 168 173 187 193 192

公債費 109 119 121 121 107 106 101 97 99 93 94 95 96 99 99 100

投資的経費 104 113 103 116 96 118 123 125 171 186 156 154 175 178 209 140

0

50

100

150

200

250(歳 出)

（単位：億円）

（単位：億円）
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（６）財政関係指標（普通会計等）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（％） 90.9 93.3 95.2 97.7 98.7 

（千円） 45,858,759 45,989,172 46,139,455 47,038,710 46,856,171 

0.648 0.645 0.643 0.643 0.648

　注）指標のうち斜体は見込み数値を表す

【用語の説明】

　　○経常収支比率

財政構造の弾力性を示す指標で、数値が低いほどゆとりがあるといえます。

人件費・公債費・扶助費などの毎年支出される経常的な経費に、地方税・普通交付税などの毎年収入

される経常的な一般財源のうちどれぐらいの割合が充当されているかを示しています。

　　○標準財政規模

標準的に収入される経常的な一般財源の大きさを示す指標です。

標準税収入額（普通交付税の算定に用いる標準的な地方税の収入額）や地方譲与税、普通交付税、

臨時財政対策債発行可能額などの合計額となります。

　　○財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指標で、指数が１を超える団体は普通交付税の不交付団体となります。

普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除して求めます。

87,730,000 

130,939,386 

　経常収支比率　

　標準財政規模

　財政力指数（３ヵ年平均）

87,150,000 90,180,000 93,880,000 

全 会 計 （千円） 130,297,673 130,085,255 133,920,506 137,564,250 

指　　標　　区　　分

当
初
予
算
規
模

一 般 会 計 （千円） 83,000,000 
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（７）財政健全化法関係指標

・財政悪化を未然に防ぐため「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成１９年６月に制定されました。

・法律の施行により、平成１９年度決算から下記財政指標の公表、平成２０年度決算から健全化計画策定などの

　義務づけ規定が適用されました。

・このうち、早期健全化についての基準及び指標については、次のとおりです。

早期健全化
基準

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

% % % % 

11.32%以上 － － － －

16.32%以上 － － － －

25.0%以上 4.7 5.1 5.5 5.7 

350.0%以上 23.5 37.4 51.3 85.1 

　注１）表中の「－」は、実質赤字額及び連結実質赤字額がないことを表している

　注２）指標のうち斜体は見込み数値を表している

（８）財政運営健全化への取組

【主な取組の効果額】

（歳入）

　　　　　○　財産収入 普通財産の売払い 90 百万円

　　　　　○　諸収入 ネーミングライツ料収入 14 百万円

（歳出）

　　　　　○　公債費 繰上償還（H19～H24実施）による利子の圧縮 ▲ 6 百万円

　将来負担比率
　・地方債残高のほか一般会計等が
　　将来負担すべき実質的な債務の
　　財政規模に占める比率

財　政　指　標　

　実質赤字比率
  ・一般会計等の実質赤字の比率

　連結実質赤字比率
　・全ての会計の実質赤字の比率

　実質公債費比率（３ヵ年平均）
　・公債費及び公債費に準じた経費
　　の財政規模に占める比率
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（９）地方債の状況 （単位：百万円）

借 入 額 償 還 額

A Ｂ C （A+B-C）　D

108,319 116,514 13,427 9,481 120,460 

鋳銭司第二団地整備事業 109 1,183 1,650 0 2,833 

計 109 1,183 1,650 0 2,833 

108,428 117,697 15,077 9,481 123,293 

   

　※平成２１年度までの数値には、旧阿東町分を含む

　一　　般　　会　　計

合       　　　　　 計

会　　計　　区　　分

令和元年度末
残高

令和２年度末
残高見込

令和３年度中の増減 令和３年度末
残高見込

特
別
会
計

（見込み）

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

地方債残高(A) 1,015 982 949 915 888 874 863 904 926 957 999 1,007 1,025 1,048 1,083 1,165 1,205

交付税措置額（B) 551 551 548 545 553 552 565 613 639 677 720 733 746 765 770 786 794

臨財債残高(C) 130 149 163 175 195 223 237 263 291 314 332 341 348 353 352 347 361

実質的な負担(A-B) 464 431 401 370 335 322 298 291 287 280 279 274 279 283 313 379 411

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

金
額
（
億
円
）

地方債残高の推移（一般会計）

地方債残高(A) 交付税措置額（B) 臨財債残高(C) 実質的な負担(A-B)

(C)

(B)

(A-B)

(A)
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（１０）基金の状況（一般会計） （単位：百万円）

積 立 額 取 崩 額

A Ｂ C （A+B-C）　D

4,446 3,128 422 1,700 1,850 

1,612 1,519 1 155 1,365 

1,717 1,347 0 240 1,107 

4,307 3,385 1 1,130 2,256 

5,002 4,938 3 94 4,847 

905 423 0 423 0 

3,920 1,973 2 818 1,157 

1,176 1,022 0 180 842 

23,085 17,735 429 4,740 13,424 

基　　金　　区　　分

令和元年度末
残高

令和２年度末
残高見込

令和３年度中の増減 令和３年度末
残高見込（見込）

　　合併特例基金

　　その他の基金
　　 （長寿社会対策基金など）

合　　　　　　　　　　計

　　財政調整基金

　　地域振興基金

　　職員退職手当基金

　　減　債　基　金

　　庁舎建設基金

　　こ ど も 基 金

17

年度

18

年度

19

年度

20

年度

21

年度

22

年度

23

年度

24

年度

25

年度

26

年度

27

年度

28

年度

29

年度

30

年度

元

年度

2

年度

3

年度

基金残高（億円） 136 133 121 123 115 135 145 161 178 206 251 266 275 267 231 177 134

0

50

100

150

200

250

300
基 金 残 高 の 推 移金

額
（
億
円
）

注：平成２１年度までの数値には、旧阿東町分を含む。
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【歳入】
　市町村交付金（社会保障財源化分）

【歳出】
　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 その他
社会保障財源
化分の市町村

交付金
その他

高齢者福祉事業 541,759 23,500 12,042 81,176 82,055 342,986

障害者福祉事業 1,167,617 210,816 332,507 179,730 85,824 358,740

児童福祉事業 11,979,273 5,171,669 2,126,651 991,985 712,162 2,976,806

生活保護扶助事業 1,461,827 1,096,370 0 0 70,552 294,905

小　　計 15,150,476 6,502,355 2,471,200 1,252,891 950,593 3,973,437

国民健康保険事業 1,191,892 171,875 558,111 89,172 372,734

介護保険事業 2,685,974 101,636 50,818 489,100 2,044,420

後期高齢者医療保険事業 2,804,513 0 454,143 453,743 1,896,627

年金事業 7,152 7,152 0 0 0

小　　計 6,689,531 280,663 1,063,072 0 1,032,015 4,313,781

疾病予防対策事業 689,089 12,870 0 0 130,545 545,674

医療提供体制確保事業 1,033,415 220,500 34,665 566,176 40,941 171,133

母子保健事業 266,900 19,826 10,799 3,715 44,896 187,664

健康増進対策事業 161,873 8,466 3,847 13,066 26,350 110,144

小　　計 2,151,277 261,662 49,311 582,957 242,732 1,014,615

434,695 167,326 79,226 2,099 35,917 150,127

24,425,979 7,212,006 3,662,809 1,837,947 2,261,257 9,451,960

社会
保険

保健
衛生

上記以外の
子ども・子育てに関する事業

合計

※「児童福祉事業」及び「上記以外の子ども・子育てに関する事業」には、令和元年10月1日からの幼児教育無償化に係る
　経費を含む。

特定財源 一般財源

社会
福祉

（１１）引上げ分に係る地方消費税収（市町村交付金の社会保障財源化分）が充てられる

（１１）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

2,261,257 千円 

24,425,979 千円 

事業名 経費

財源内訳
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（１２）中期財政計画・計画期間後の財政見通し

＜中期財政計画＞

　中期財政計画は、平成３０年度から令和４年度までの５年間について、普通会計で策定

しています。

＜計画期間後の財政見通し＞

　令和５年度から令和９年度までの５年間の財政見通しを普通会計で作成しています。

◇歳入 （単位：百万円）

H30決算 R1決算 R2当初予算 R3当初予算 R4

地方税 26,822 27,275 27,152 26,586 27,111 

地方交付税 15,533 15,690 15,267 14,164 14,038 

うち普通交付税 13,704 13,839 13,560 12,370 12,244 

国庫支出金 10,081 12,687 12,492 12,093 12,409 

県支出金 5,387 6,091 6,579 6,573 6,664 

地方債 11,161 12,799 16,078 13,427 15,070 

うち臨時財政対策債 2,843 2,339 2,250 4,230 4,241 

その他 11,606 15,031 16,356 14,898 10,263 

80,590 89,573 93,924 87,741 85,555 

◇歳出 （単位：百万円）

H30決算 R1決算 R2当初予算 R3当初予算 R4

人　　件　　費 13,634 13,664 15,450 15,329 15,777 

うち退職手当 967 1,086 1,166 1,063 1,512 

扶　　助　　費 15,780 16,670 19,254 19,195 19,289 

公　　債　　費 9,563 9,830 9,900 10,020 10,065 

繰　　出　　金 6,980 7,180 7,519 7,311 7,326 

普通建設事業費 13,224 19,662 20,749 13,852 15,588 

その他 20,208 21,193 21,052 22,034 20,345 

79,389 88,199 93,924 87,741 88,390 

財政収支 [歳入－歳出] 1,201 1,374 0 0 ▲ 2,835 

基金繰入金 - - - - 2,835 

基金残（各年度末見込） - - - 13,494 10,659 

１　毎年度の予算編成において、見直すものとします。

２　社会経済情勢や計画の諸条件に大きな変動等があった場合には、必要に応じて 

 　  見直します。

歳入合計

歳出合計

148



　なお、策定に当たっては、歳入・歳出の項目ごとに、現況や過去の実績等

を基礎とし、財政の健全化に向けた取組等を反映しています。

（単位：百万円）

R5 R6 R7 R8 R9

27,451 27,510 27,768 27,997 28,006 

14,127 14,236 14,327 14,301 14,424 

12,333 12,442 12,533 12,507 12,630 

12,535 12,338 11,967 11,990 12,039 

6,768 6,720 6,642 6,660 6,685 

14,213 12,223 9,718 9,869 9,464 

4,271 4,271 4,333 4,391 4,410 

10,064 10,095 10,095 10,098 10,101 

85,158 83,122 80,517 80,915 80,719 

（単位：百万円）

R5 R6 R7 R8 R9

15,346 15,622 15,678 15,614 15,756 

1,077 1,248 1,302 1,231 1,382 

19,436 19,583 19,681 19,778 19,878 

10,137 10,393 10,600 10,898 11,108 

7,341 7,180 7,371 7,385 7,400 

14,248 11,478 7,996 8,090 7,661 

20,444 20,469 20,492 20,492 20,492 

86,952 84,725 81,818 82,257 82,295 

▲ 1,794 ▲ 1,603 ▲ 1,301 ▲ 1,342 ▲ 1,576 

1,794 1,603 1,301 1,342 1,576 

8,865 7,262 5,961 4,619 3,043 
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（１３）特別会計予算

令和３年度 令和２年度 比　較 対 前 年

当初予算額 当初予算額 （Ａ－Ｂ） 当初伸率

Ａ Ｂ Ｃ Ｃ/Ｂ　％

療養諸費 12,602,142

高額療養費 1,892,002

うち一般会計繰入金 1,463,761 1,463,653 108 0.0 国民健康保険事業費納付金 4,859,137

うち一般会計繰入金 787,562 729,363 58,199 8.0 

居宅介護サービス給付費 5,708,346

施設介護サービス給付費 5,133,068

うち一般会計繰入金 2,855,604 2,893,445 ▲37,841 ▲1.3 

うち一般会計繰入金

駐車場管理事務費 139,196

駐車場建設事業費 35,000

うち一般会計繰入金

うち一般会計繰入金 3,200 990 2,210 223.2 

うち一般会計繰入金 881 1,191 ▲310 ▲26.0 

うち一般会計繰入金

うち一般会計繰入金

うち一般会計繰入金 5,111,008 5,088,642 22,366 0.4 

（単位：千円）

会　　計　　名 主な内容

国民健康保険 20,028,728 20,015,101 13,627 0.1 

介護保険 18,072,335 18,397,160 ▲324,825 ▲1.8 

後期高齢者医療 3,248,958 3,272,462 ▲23,504 ▲0.7 

11,581 11,069 512 4.6 介護予防支援運営事業費

3,118,172
山口県後期高齢者医療広
域連合納付金

▲234,690 ▲12.4 整備事業費

11,079

駐車場事業 174,196 48,283 125,913 260.8 

介護サービス事業

1,651,700鋳銭司第二団地整備事業 1,652,700 1,887,390 

4,405

地域下水道事業 6,626 6,753 ▲127 ▲1.9 
佐山ハビテーション排水
処理施設維持管理費

▲31,769 ▲85.8 特別林野管理費

6,625

国民宿舎 9,001 9,002 ▲1 ▲0.0 管理運営事業費

5,261

合　　　　　計 43,209,386 43,684,250 ▲474,864 ▲1.1 

特別林野 5,261 37,030 
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（１４）企業会計予算

令和３年度
当初予算額

Ａ

令和２年度
当初予算額

B

比較増減

Ａ－Ｂ

水道事業

収益的収入 4,106,411 4,205,268 ▲98,857 給水収益 3,401,452 

支出 3,900,867 3,918,798 ▲17,931 営業費用 3,568,248 

資本的収入 2,728,094 2,530,342 197,752 企業債 2,419,000 

支出 4,152,522 3,835,333 317,189 施設整備事業費 2,502,684 

簡易水道事業

収益的収入 410,153 455,608 ▲45,455 給水収益 81,271 

支出 402,894 427,461 ▲24,567 営業費用 366,195 

資本的収入 220,587 390,579 ▲169,992 企業債 118,600 

支出 309,312 461,757 ▲152,445 施設整備事業費 131,518 

公共下水道事業

収益的収入 6,388,758 6,100,799 287,959 下水道使用料 2,547,448 

支出 6,237,011 5,888,613 348,398 営業費用 5,519,672 

資本的収入 2,887,850 3,936,604 ▲1,048,754 企業債 1,742,900 

支出 5,219,388 6,109,615 ▲890,227 管渠布設費 1,635,348 

農業集落排水事業

収益的収入 805,765 786,686 19,079 農業集落排水使用料 145,831 

支出 692,866 694,640 ▲1,774 営業費用 641,160 

資本的収入 7,294 7,250 44 他会計出資金 7,293 

支出 260,126 243,879 16,247 処理場築造費 21,333 

漁業集落排水事業

収益的収入 36,611 39,296 ▲2,685 漁業集落排水使用料 5,902 

支出 33,304 35,170 ▲1,866 営業費用 29,000 

資本的収入 689 689 0 他会計出資金 688 

支出 14,702 14,603 99 処理場築造費 2,369 

（単位：千円）

会　　計　　名 主　　な　　内　　容
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（１５）過疎対策事業債充当事業一覧（対象：ハード整備事業）

事業費 発行額

1 島地温泉ふれあいセンター管理運営費 21,400 21,400 浴室等改修工事

2 地域交流センター管理運営費 1,300 1,300 地福分館トイレ改修工事

3 徳地地域交流センター建設事業費 380,963 380,900 施設建設工事

4 阿東地域交流センター篠生分館建設事業費 82,494 82,400 設計、施設建設工事

5 阿東生活バス運行事業費 5,000 5,000 生活バス車両購入

6 （仮称）徳地診療所整備事業費 108,980 108,900 実施設計及び施設建設工事

7 阿東クリーンセンター管理費 3,000 3,000 阿東クリーンセンター造成工事

8 資源物拠点回収施設設置事業費 730 700 
徳地資源物ステーション移設工事に係る設
計

9 林道維持管理費 13,200 8,500 維持補修工事

10 願成就温泉センター管理運営費 7,000 7,000 熱交換機・泉源地下ポンプ更新工事

11 道路維持補修事業費 7,600 7,600 除雪車両購入

12 生活道路改良事業費 101,500 101,500 道路改良工事（鍋倉東線、鍛治ヶ原線）

13 常備消防自動車整備事業費 50,000 50,000 消防ポンプ自動車購入（阿東）

14 防火水槽整備事業費（単独） 8,350 8,300 耐震性貯水槽新設（阿東）

15 非常備消防自動車整備事業費 6,150 6,100 小型動力ポンプ付積載車購入（篠生）

16 小学校施設長寿命化事業費 32,000 32,000 
屋内運動場改修工事（八坂小）
放送設備改修工事（さくら小）

17 小学校施設安心安全推進事業費 2,000 2,000 
非構造部材耐震化改修工事に係る設計
（中央小）

18 指定文化財維持管理事業費 6,169 3,000 岸見石風呂茅葺屋根葺替工事

19 徳地文化ホール整備事業費 564,700 564,700 
徳地地域複合型拠点施設整備事業との一
体的整備に伴う改修工事

1,402,536 1,394,300 

事　　業　　名
令和３年度当初予算

事　業　概　要

合　　計

（単位：千円）
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（１６）過疎地域自立促進特別事業（過疎ソフト）充当事業一覧

事業費 発行額

1 島地温泉ふれあいセンター管理運営費 10,771 8,800 島地温泉ふれあいセンター管理運営

2 柚野地域活性化センター管理運営費 1,791 1,300 柚野地域活性化センター管理運営

3 徳地体育館管理運営費 2,233 1,500 徳地体育館管理運営

4 やまぐちサッカー交流広場管理運営費 9,363 7,600 やまぐちサッカー交流広場管理運営

5 阿東運動広場管理運営費 3,160 2,500 阿東運動広場管理運営

6 通院バス運行事業費 1,579 1,200 週３回無料通院バスの運行

7 新規就農者技術習得施設管理運営費 7,220 5,600 新規就農者技術習得施設管理運営

8 高齢者若者活性化センター管理運営費 2,549 2,000 高齢者若者活性化センター管理運営

9 道の駅長門峡管理運営費 24,945 12,200 道の駅長門峡管理運営

10 徳地山村開発センター管理運営費 6,145 4,700 徳地山村開発センター管理運営

11 阿東ふるさと交流促進センター管理運営費 6,842 5,600 阿東ふるさと交流促進センター管理運営

12 森林セラピー推進事業費 6,167 4,900 森林セラピー推進事業の実施

13 重源の郷管理運営費 38,583 31,400 重源の郷管理運営

14 大原湖キャンプ場管理運営費 8,552 6,900 大原湖キャンプ場管理運営

15 願成就温泉センター管理運営費 28,984 23,600 願成就温泉センター管理運営

16 十種ヶ峰ウッドパーク管理運営費 5,245 4,300 十種ヶ峰ウッドパーク管理運営

17 図書館資料整備事業費 37,638 3,000 図書館の資料整備

18 徳地文化ホール管理運営費 6,565 5,400 徳地文化ホール管理運営

19 学校給食配送事業費 11,643 9,000 徳地・阿東地域での給食の配送業務

219,975 141,500 

事　　業　　名
令和３年度当初予算

事　業　概　要

合　　計

（単位：千円）
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（１７）地方創生推進交付金充当事業一覧
（単位：千円）

事業費 地方創生推進交付金 その他の特定財源 一般財源

1 放送・新聞等広報費 18,646 100 0 18,546 

2 都市づくり推進事業費 69,160 10,000 0 59,160 

3 シティセールス推進事業費 10,815 2,195 0 8,620 

4 やまぐち定住実現プロモーション事業費 6,914 750 0 6,164 

5 ＵＪＩターン就労支援事業費 4,043 355 0 3,688 

6 中山間地域資源利活用事業費 5,000 1,250 0 3,750 

7 小郡がつながる・つなげる交流促進事業費 7,000 3,000 0 4,000 

8 シェアサイクル実証事業費 7,638 3,819 0 3,819 

9
新たなモビリティサービス調査・実証事業
費

22,000 11,000 0 11,000 

10 雇用対策事業費 1,892 500 0 1,392 

11 就職支援事業費 33,368 16,000 0 17,368 

12 特定求職者雇用促進事業費 1,500 175 0 1,325 

13 人材確保企業重点支援事業費 10,200 5,100 0 5,100 

14 働き方改革推進事業費 2,412 1,156 0 1,256 

15 中山間地域野菜増産モデル事業費 4,432 2,166 0 2,266 

16 道の駅長門峡管理運営費 29,714 1,500 22,289 5,925 

17 にぎわいのまち支援事業費 2,450 1,225 0 1,225 

18 ふるさと産品営業推進事業費 267,453 4,750 0 262,703 

19
人が集い賑わいのある商店街づくり支援
事業費

38,500 19,250 0 19,250 

20 事業承継支援事業費 10,000 5,000 0 5,000 

21 地域中核企業成長促進事業費 5,950 1,750 0 4,200 

22 産業交流拠点施設管理運営費 382,097 26,440 34,252 321,405 

事　　業　　名
令和３年度当初予算

154



（単位：千円）

事業費 地方創生推進交付金 その他の特定財源 一般財源

23 産業交流スペース管理運営費 61,441 19,164 0 42,277 

24 新産業創出促進事業費 19,504 9,577 0 9,927 

25 デジタル技術活用・人材育成支援事業費 35,000 17,500 0 17,500 

26 湯田温泉魅力創造事業費 16,075 250 0 15,825 

27 インバウンド観光誘客推進事業費 19,900 6,700 0 13,200 

28 都市間ツーリズム促進事業費 14,483 2,500 0 11,983 

29 観光地ビジネス創出事業費 15,000 5,000 0 10,000 

30 観光維新ブランド創出事業費 20,400 6,400 0 14,000 

31 山口ゆめ回廊博覧会推進事業費 186,360 48,000 0 138,360 

32 山口ゆめ回廊博覧会観光推進事業費 130,400 24,450 8,000 97,950 

33 中心市街地活性化対策事業費 17,012 8,256 0 8,756 

34 中心市街地維持・再生支援事業費 2,000 1,000 0 1,000 

35 子ども芸術体感事業費 6,560 750 0 5,810 

1,485,319 267,028 64,541 1,153,750

※事業費は全体事業費を掲載しています。

合　　　計

事　　業　　名
令和３年度当初予算
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（１８）当初予算と一体的に執行する令和２年度補正予算による事業一覧

【令和２年度補正予算（１２月）】 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他 一般財源

1 予防接種事業費 55,000 55,000 0 

【令和２年度補正予算（２月）】 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他 一般財源

1 予防接種事業費 1,022,683 1,022,683 0 

【令和２年度補正予算（３月）】 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他 一般財源

1 市民会館管理運営費 1,200 1,200 0 

2 山口情報芸術センター管理運営費 1,000 1,000 0 

3 放課後児童クラブ運営費 37,200 24,800 12,400 0 

4 ファミリーサポートセンター運営費 300 200 100 0 

5 地域子育て支援拠点事業費 7,800 5,200 2,600 0 

6 山口児童館管理運営費 300 150 150 

7 三和児童館管理運営費 300 150 150 

8 上郷児童館管理運営費　　 300 150 150 

9 秋穂コミュニティセンター管理運営費 300 150 150 

10 病児保育事業費 900 600 300 0 

11 市立保育園管理運営費 5,300 2,650 2,650 

12 へき地保育所管理運営費 1,300 650 650 

事　　業　　名

事　　業　　名

事　　業　　名
財源内訳

事業費

事業費
財源内訳

事業費
財源内訳
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（単位：千円）

国費 県費 地方債 その他 一般財源

13 私立保育園特別保育事業費 21,000 11,910 2,790 6,300 

14 認定こども園特別保育事業費 2,700 1,718 732 250 

15 地域型保育特別保育事業費 3,750 2,084 416 1,250 

16 私立幼稚園特別保育事業費 900 600 300 0 

17 家庭児童相談事業費 1,800 1,200 600 0 

18 養育支援訪問事業費 300 200 100 0 

19 子どもの生活・学習支援事業費 1,000 750 250 

20 母子保健指導事業費 300 200 100 0 

21 県事業負担金（土地改良） 93,844 180 79,000 780 13,884 

21 プレミアム商品券発行助成事業費 710,000 710,000 0 

22 県事業負担金（公園） 15,000 15,000 0 

23 地籍調査事業費 20,820 15,615 5,205 

24 幼稚園管理運営費 3,200 1,600 1,600 

25 学校管理運営費（小学校） 33,918 33,918 0 

26 学校管理運営費（中学校） 17,188 17,188 0 

27 小学校施設長寿命化事業費 80,000 10,110 69,800 90 

28 学校保健事業費（小学校） 2,482 2,482 0 

29 学校保健事業費（中学校） 812 812 0 

1,065,214 830,922 36,983 163,800 780 32,729 合　　　　　　計

事　　業　　名 事業費
財源内訳
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