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１ はじめに   

 

令和４年度は、「第二次山口市総合計画前期基本計画」の最終年度であり、令和５年度から始

まる後期基本計画への橋渡しをしていく重要な年度であるとともに、「第２期山口市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」の中間年度となります。 

こうした中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、現在も市民生活や事業活動に大きな影

響を生じさせています。また、本市の人口は、令和２年国勢調査において約１９万４千人と、新市

発足後における将来人口推計を約６千人上回る状況にあるものの、依然として、農山村エリアの

人口減少、大都市圏への転出超過の流れ、少子高齢化の進展が続いています。 

こうした諸課題への対応を、これまで以上にスピード感をもって進めるとともに、社会全体のデ

ジタル化や地域脱炭素などの新しい時代の流れへの対応を、実装可能な最新技術もフル活用し

ながら進め、地域課題の解決や地域経済の活性化につなげていきます。 

そのため、本市の令和４年度当初予算を、「未来に向けた農山村・２１地域づくり」、「将来にわ

たって発展する県都づくり」、「今の暮らしを豊かにするまちづくり」を基調とした「共に進める 未

来都市づくり」予算と位置付け、新型コロナウイルス感染症への全力の対策や、第二次総合計画

前期基本計画の８つの重点プロジェクトの総仕上げと後期基本計画につながる新たな事業展開

を可能とする積極型予算として編成しました。 

まず、新型コロナウイルス感染症への全力の対策として、新型コロナウイルス感染症の影響か

ら市民の皆様の暮らしと地域経済を守り抜き、元気を取り戻すための取組を進めます。 

その上で、「未来に向けた農山村・２１地域づくり」として、人口減少が進む農山村エリアから、

地域課題の解決と地域の活性化を図るスマートシティの取組を重点的に進め、同時に、基幹産

業である農林水産業の振興、移住定住の促進を図るとともに、各地域交流センターを中心とした

市内２１の地域づくりを更に発展し、将来にわたって住み慣れた地域で安心して住み続けられる

「個性と安心の２１地域づくり」を進めます。 

また、「将来にわたって発展する県都づくり」として、第二次総合計画期間において、新市発足

以降の一連の都市基盤整備に係る重点プロジェクトを着実に仕上げるため、新本庁舎の整備、

中心商店街の活性化、湯田温泉の再生整備を始めとした山口都市核づくりや、山口市産業交流

拠点施設の積極的な活用を通じた新たな交流とビジネスの創出、新山口駅北地区の市街地再

開発への支援を始めとした小郡都市核づくりなどの「広域県央中核都市づくり」を進めます。 

さらに、「今の暮らしを豊かにするまちづくり」として、教育・子育て、産業振興、医療・介護、交

通、防災などの各分野において、便利で豊かな暮らしの実現につながる取組を進めます。 

こうした取組を、デジタル技術の活用、地域脱炭素、女性の活躍推進、あらゆる世代の人材育

成を図りながら進め、同時に、市民の皆様を始め、地域や企業、大学の皆様等と一体となって共

に取組を進めていくことで、本市の持続的な発展が図られる未来都市の実現を目指します。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「コロナ克服・新時代開拓の

ための経済対策」を踏まえ、令和３年度における１１月以降の補正予算と令和４年度当初予算を、

いわゆる１６か月予算として一体的に執行することとします。 

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」

と心から思える「ずっと元気な山口」の実現に向けたまちづくりに取り組みます。 

 

令和４年２月               

 山口市長 伊 藤 和 貴
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令和４年度予算のイメージ図 

「共に進める 未来都市づくり」 予算

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～

未来に向けた農山村・２１地域づくり
（協働による「個性と安心の２１地域づくり」）

将来にわたって発展する県都づくり
（魅力あふれる県都づくり「広域県央中核都市づくり」）

今の暮らしを豊かにするまちづくり
（将来を担う子どもたちを育む「教育・子育てなら山口」）

（産業活力・地域雇用を創出する「働く・起業なら山口」）

（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」）

本市の持続的な発展が図られる未来都市の実現

「住んで良かった これからも住み続けたい」と心から思える

「ずっと元気な山口」の実現

新型コロナウイルス感染症への全力の対策
（市民の皆様の暮らしと地域経済を守り抜き、元気を取り戻す全力の取組）

・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、令和３年度の１１月以降の補正予算と令和４年度

当初予算を、１６か月予算として一体的に執行

・新型コロナウイルス感染症、農山村エリアの人口減少、大都市圏への転出超過の流れ、少子高齢化の進展への対応

・第二次総合計画前期基本計画の総仕上げと後期基本計画につながる新たな事業展開、第２期山口市まち・ひと・

しごと創生総合戦略の推進

・デジタル技術の活用、地域脱炭素、女性の活躍推進、あらゆる世代の人材育成

・市民の皆様を始め、地域や企業、大学の皆様等と行政が一体となって共に取組を進める
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 （１）予算規模

  （一般会計）

　令和４年度当初予算　９０４億３千万円（対前年度比+3.1％）

　令和３年度１２月補正予算　約57億7千万円

　　　　・ 子育て世帯や住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付

　令和３年度３月補正予算　約19億4千万円

　　　　・ 「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券の発行を支援

　　　　・ 児童福祉施設や学校等における感染症対策等の実施及び支援

　　　　・ 道の駅「きらら あじす」の機能強化に向けた増築・改修工事の実施 など

当初予算と補正予算を一体的に執行する１６か月予算総額

当初予算規模の対前年度比較
　　　（単位：千円）

令和４年度 令和３年度 増　減 伸　率

Ａ B （Ａ－Ｂ）　Ｃ C/B　％

（注）平成２１年度までは、山口市と旧阿東町の合計額（団体間の重複を除いたもの）

特 別 会 計 43,139,078 43,209,386 ▲70,308 ▲0.2 

合 計 133,569,078 130,939,386 2,629,692 2.0 

２　予算の概要

　「 共に進める　未来都市づくり 」 予算

会 計 別

一 般 会 計 90,430,000 87,730,000 2,700,000 3.1 
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億円 一般会計当初予算規模の推移

約９８１億４千万円
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（２）歳入の概要（一般会計）

　市　　　税 約２７１億円 　 （対前年度比　＋約５億２千万円　＋１．９％）

景気の動向を踏まえ、個人市民税は約３億１千万円、法人市民税は約１億５千万円の増収

を見込んでいます。固定資産税は、新築家屋等の増加や宅地開発などにより、約６千万円

の増収を見込み、市税全体では約５億２千万円の増額を見込んでいます。

　地方交付税 約１７８億９千万円  　（対前年度比　＋約３７億２千万円　＋２６．３％）

普通交付税は、地方財政計画に基づく臨時財政対策債振替相当額の大幅な減少などによ

り、３６億６千万円の増額を見込んでいます。

特別交付税は、地方財政計画に基づき、約６千万円の増額を見込んでいます。

　国庫支出金 約１３５億５千万円  　（対前年度比　＋約１４億６千万円　＋１２．１％）

新型コロナウイルスワクチンの追加接種の実施や、私立保育園の新設及び定員拡大に伴う

運営費委託料の増加、新山口駅周辺地区整備事業費の進捗に伴う増加などにより、これら

の財源となる国庫支出金の増額を見込んでいます。

　繰　入　金 約４８億５千万円  　（対前年度比　＋約１億１千万円　＋２．２％）

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３５億５千万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１３億円の繰入れを見込み、繰入金全体では約１億１千万円の増額を

見込んでいます。

　市　　　債 約９３億５千万円 　 （対前年度比　▲約４０億８千万円　▲３０．４％）

地方財政計画に基づく臨時財政対策債の大幅な減少や、総合支所と地域交流センターと

の一体的な整備事業などの進捗に伴い、市債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

 うち過疎対策事業債

 うち臨時財政対策債

　その他（→詳細はＰ142）

区　　分
令和４年度 令和３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

27,104,317 30.0 26,586,365 30.3 517,952 1.9 

17,887,000 19.8 14,164,000 16.2 3,723,000 26.3 

16,030,000 17.7 12,370,000 14.1 3,660,000 29.6 

12.1 

1,857,000 2.1 1,794,000 2.0 63,000 3.5 

5.4 4,742,981 5.4 106,231 

13,549,977 15.0 12,092,390 13.8 1,457,587 

2.2 

　市債 9,349,500 10.3 13,427,400 15.3 ▲4,077,900 ▲30.4 

　繰入金 4,849,212 

1,204,700 1.3 1,535,300 1.8 ▲330,600 ▲21.5 

1,050,000 1.2 4,230,000 4.8 ▲3,180,000 ▲75.2 

17,689,994 19.5 16,716,864 19.0 973,130 5.8 

3.1 歳    入    合    計 90,430,000 100.0 87,730,000 100.0 2,700,000 
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（３）歳出の概要（一般会計）

　人　件　費 約１６１億３千万円  　（対前年度比　＋約８億円　＋５．２％）

期末手当支給率の引下げに伴い期末手当は減少となったものの、退職者数の増加による

退職手当の増加などにより、人件費は増額を見込んでいます。

　扶　助　費 約１９５億１千万円  　（対前年度比　＋約３億２千万円　＋１．７％）

私立保育園の新設及び定員拡大に伴う運営費の増加や、障害福祉サービス給付事業費等

の増加が見込まれるため、扶助費は増額を見込んでいます。

　公　債　費 約１０２億円  （対前年度比　＋１億８千万円　＋１．８％）

過年度に発行した合併特例事業債等の償還開始に伴い、償還元金が増加するため、公債

費は増額を見込んでいます。

　投資的経費 約１２８億２千万円 （対前年度比　▲約１１億８千万円　▲８．４％）

新本庁舎整備事業費等は増加となったものの、総合支所と地域交流センターとの一体的

な整備事業費や医療施設・設備整備費助成事業費等について、事業の進捗に伴い減少と

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１４６億円 （対前年度比　＋約２２億８千万円　＋１８．５％）

山口ゆめ回廊博覧会の終了に伴う事業費は減少となったものの、新型コロナウイルスワ

クチンの追加接種に伴う委託料等の増加や、給食の公会計化に伴う賄材料費等の増加な

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Ｐ144）

区　　分
令和４年度 令和３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

16,129,362 17.8 15,327,823 17.5 801,539 5.2 

10,100,728 11.2 10,094,205 11.5 6,523 0.1 

1,460,801 1.6 1,062,550 1.2 398,251 37.5 

19,512,362 21.6 19,195,227 21.9 317,135 1.7 

10,203,781 11.3 10,020,419 11.4 183,362 1.8 

12,822,250 14.2 13,998,551 16.0 ▲1,176,301 ▲8.4 

12,679,494 14.0 13,851,827 15.8 ▲1,172,333 ▲8.5 

142,756 0.2 146,724 0.2 ▲3,968 ▲2.7 

14,596,019 16.1 12,318,545 14.1 2,277,474 18.5 

17,166,226 19.0 16,869,435 19.1 296,791 1.8 

3.1 歳    出    合    計 90,430,000 100.0 87,730,000 100.0 2,700,000 
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３ まちづくりの概要   

 

 

（１）新型コロナウイルス感染症への全力の対策 

山口市新型コロナウイルス感染症経済対策 第１１弾＜総額：約９２億２，０００万円＞ 

①感染拡大の防止に向けた徹底した取組＜総額：約８０億２，０００万円＞ 

事 業 名 等 事 業 費 

 新型コロナウイルスワクチンの接種 一部補正  予防接種事業【健康増進課】 1,768,430千円 

 新型コロナウイルスワクチンの接種については、接種を希望される方への２回目の接種に

続き、３回目の接種について、令和３年１２月から医療従事者への接種を開始し、その後、一

般市民の皆様への接種を開始しているところです。引き続き、国や県の方針に基づきなが

ら、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、順

次ワクチンの接種を進めます。 

（１２月補正：884,248千円） 

（当初予算：884,182千円） 

 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】 68,259千円 

 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 

  

 学校活動等で県外を訪れた小・中学生等へのＰＣＲ検査の実施 

 学校保健事業【学校教育課】 

15,000千円 

 小中学校において、学校生活を安全安心なものとするため、修学旅行等県外活動から帰

った際には、希望者を対象にＰＣＲ検査を行います。 
  

 市有施設や市役所業務における感染拡大防止に向けた取組の強化  

 保育園・幼稚園等 一部補正 市立認定こども園管理運営業務等【保育幼稚園課】 66,259千円 

 

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４年度は、感染症対策の

観点から、私立保育園、認定こども園における、手洗い場の自動水栓化を始めとした施

設の大規模改修などに対して支援を行います。 

（３月補正：39,450千円） 

（当初予算：26,809千円） 

 
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】  
47,800千円 

 

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、

民間の子育て支援施設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に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、支援員の相互派遣に取り組みます。 

（３月補正：47,700千円） 

（当初予算：100千円） 

 小・中学校 補正 小・中学校管理運営業務【教育総務課】  59,850千円 

 

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するとともに、

感染状況等に応じて、学校での教育活動や、家庭でのオンライン学習の実施に必要な備

品等を整備します。 

 

（３月補正） 

新規事業は○新 、拡充事業は□充 、令和３年度補正分は補正、令和３年度現計予算分は現計と表記しています。 
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 児童養護施設等 補正 家庭児童相談事業等【子育て保健課】 2,400千円 

 
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。 
（３月補正） 

 災害時等の避難所 避難者対策推進事業【防災危機管理課】 2,844千円  

 

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

要となるパーテーション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。 

 

 
その他の公共施設（庁舎等） 一部補正 

陶隣保館管理運営業務【人権推進課】、保健活動業務【健康増進課】 10,400千円 

 

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。 （３月補正：400千円） 

（当初予算：10,000千円） 

 消防・救急業務 消防業務推進事業【警防課】、救急業務推進事業【救急課】  14,720千円 

 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、消防隊員が使用する空気呼吸器面体を追加

配備します。 

  

 選挙事務 【選挙管理委員会事務局】  5,300千円 

 任期満了に伴う山口市議会議員一般選挙、参議院議員通常選挙、更には山口県議会

議員一般選挙の執行における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。 

  

 子育て世帯への臨時特別給付金等の給付 現計、補正  【こども未来課】  3,257,600千円 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響を受けている子育て世帯を

支援するため、対象児童１人当たり１０万円の「子育て世帯への臨時特別給付金」を給付して

います。 

また、子育て世帯への臨時特別給付金において、児童手当の所得制限を超過しているた

め、給付を受けられない世帯に対し、本市の全ての子育て世帯を応援するため、本市独自

に対象児童１人当たり１０万円を給付します。 

さらに、子育て世帯への臨時特別給付金において、基準日以降に離婚したことにより、前

養育者へ給付金が給付され、実際の養育者に給付金が届かない事案が発生しています。こ

の度、国においてこうした事案に該当する方を救済する方向性が示されたことから、制度の

詳細が示され次第、本市においても早急に対応します。 

（現計予算：5,000千円） 

（１２月補正：3,071,600千円） 

（２月専決補正：181,000千円） 

 

 

 住民税非課税世帯等臨時特別給付金の給付 補正 【地域福祉課】  2,698,516千円 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対し、

速やかに生活・暮らしの支援が受けられるよう、対象世帯１世帯当たり１０万円の「住民税非

課税世帯等に対する臨時特別給付金」を給付しています。 

（１２月補正） 
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②社会経済活動の維持・回復に向けた取組＜総額：約１２億円＞ 

・社会経済活動の維持に向けた取組 

事 業 名 等 事 業 費 

 

 

飲食店や観光関連事業者等への事業継続支援 現計  

商工業振興対策事業【ふるさと産業振興課】 

170,000千円 

 

 市内で飲食店・宿泊施設を営む事業者、土産物店・タクシー・自動車運転代行業を営む

市内事業者、飲食店・宿泊施設・土産物店に飲食料品等を納入する市内事業者のうち、令

和４年１月又は２月のいずれかの売上げが５０％以上減少、又は１月及び２月の売上げの合

計が３０％以上減少している事業者を対象に、感染症対策の更なる強化や事業活動の継続

を図るため、支援金を給付します。 

 

 対象 支援内容 

（１） 

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 

（ただし、原則、県が定める感染防止対策を実施し

ている飲食店である「やまぐち安心飲食店」として

認証された店舗であること。） 

１店舗につき２０万円 

 ・通常、午後８時から午前５時までの時間帯に 

営業している酒類を提供する店舗について 

は、１店舗３０万円の支援額とします。 

 ・複数店舗を営む事業者については、２店舗分 

までの支援を上限とします。 

（２） 市内で旅館・ホテルを営む宿泊事業者 

１施設につき２０万円 

 ・複数施設を営む事業者については、２施設分 

までの支援を上限とします。 

（３） 

主に観光客を対象とした対面販売の小売業を営む

市内中小企業者（土産物店）、タクシー事業又は自

動車運転代行業等を営む市内中小企業者 

１事業者につき２０万円 

（４） 
飲食店、宿泊施設又は土産物店へ飲食料品等を納

入する事業を営む市内中小企業者 
１事業者につき２０万円 

県が実施する「飲食店等への営業時間短縮要請による協力金」及び国または県の支援金は、対象月の売上げに含

めます。なお、(１)～(４)のいずれかでの申請となります。ただし、（１）と（２）の併給は可とします。 

  

 

 

事業復活支援金等の申請に係る 

「中小企業支援総合相談窓口」による支援【ふるさと産業振興課】 

― 

 令和４年１月末から、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者の事業継続・

回復を支援するため、国の「事業復活支援金」の申請受付が始まっています。この支援金の

給付対象である中小・小規模事業者が円滑に事務手続を行い、早期に受給できるよう、ふ

るさと産業振興課内に設置している「山口市中小企業支援総合相談窓口」において、制度

の案内等を行います。なお、この相談窓口では、上記支援制度のほか、国・県・市による事業

者支援制度を、ワンストップで案内します。 

  

＜山口市中小企業支援総合相談窓口＞ 

 電話：0120-36-3355  受付時間：8:30～17:15 

 

 

 

市内事業者の「新しい生活様式」への対応支援 

商工業振興対策事業【ふるさと産業振興課】 

30,000千円 

 市内に事業所を有する中小企業等が行う、「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、ＩＣＴを活用した生産性向上の取組に係る経費の一部を助成し

ます（補助率１/２ 補助上限額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 
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農林水産物直売所等の施設整備支援 

                 朝一から朝市人だかり推進事業【○新農業政策課←農林政策課】 

1,400千円 

 農林水産物直売所等を従業員や消費者が安心して利用できるよう、感染防止対策などの

施設整備等に対し支援を行います。（補助率１／２、補助上限額５０万円） 
 

 畜産農家への支援 畜産農家支援事業【○新農業政策課←農林政策課、阿東総合支所農林課】 3,000千円 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響による外食需要の減少などに伴う肉用牛の出

荷時期の延期等により飼料費等の負担が増加していることを踏まえ、肉用牛の生産体制の

維持に向けて、市内産黒毛和牛の子牛の導入に係る経費の一部を支援します。 

（補助率 20/100、補助上限額１０万円） 

 

 

 指定管理者への事業継続支援 補正  21,660千円 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、施設の休館や自主事業の中止等を市

から要請した指定管理施設について、収入が見込まれた施設の利用料金等を基に算定した

影響額を補償金として支払います。 

 

・対象施設 

島地温泉ふれあいセンター、クリエイティブ・スペース赤れんが、嘉村礒多生家（帰郷

庵）、やまぐちリフレッシュパーク、スポーツの森、南部運動広場、小郡屋内プール、やまぐち

サッカー交流広場、働く婦人の家、勤労者総合福祉センター、阿東ふるさと交流促進センタ

ー、産業交流拠点施設、重源の郷体験交流公園、大原湖キャンプ場、願成就温泉センター、

十種ヶ峰ウッドパーク、ふるさと伝承総合センター、山口ふれあい館、山口南総合センター、

国民宿舎秋穂荘 

（３月補正） 
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・市内消費喚起に向けた取組 

事 業 名 等 事 業 費 

 

 

「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 

（３月補正） 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、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（デジタル商品券・紙商品券）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％） 

【販 売 数】200,000セット（デジタル商品券７万セット、紙商品券１３万セットを予定） 

【取 扱 店】利用登録した市内の店舗（期間中も随時登録申請を受け付ける予定） 

【販売対象】山口市民 

【販売期間】令和４年上半期を予定 

（デジタル商品券の購入は先着順、紙商品券の購入は事前申込を予定） 

【使用期間】令和４年１２月末までを予定 

  

 

 

 

デジタルクーポンの発行支援  

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】 

64,000千円 

 市内の商店街組合等の団体が、市内消費喚起を図るために実施するプレミアム付きのデ

ジタルクーポンの発行に対して、プレミアム部分やクーポン発行に係る経費を支援します。 
 

 
地元農林水産物の販売促進支援 

                     都市農村交流推進事業【○新農業政策課←農林政策課】 

14,000千円 

 関係団体等と連携し、生産者等による地元の農林水産物の直売イベントを「（仮称）月１マ

ルシェ」として、毎月１回中心商店街やＫＤＤＩ維新ホールで開催します。このうち、令和４年 

１０月には米価下落の影響を踏まえた米食促進イベント、令和５年２月には山口県央連携都

市圏域の各市町との連携による圏域版マルシェを併せて開催します。 

 

 
住宅リフォーム工事を通じた市内消費喚起 

安心快適住まいる助成事業【ふるさと産業振興課】 

168,625千円 

 市内経済の回復に向けて、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「安心快適住まいる助成事

業」に取り組みます。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。また、令和４年度は、これまでの紙商品券に加え、新たにデジタル商品券

の発行を行います。デジタル商品券の場合は、対象工事金額の１５%を助成し、助成金額の

上限額を３０万円とします。 

 

  

 観光誘客イベントへの開催支援 観光維新ブランド創出事業【観光交流課】 20,000千円 

 本市の歴史、文化、自然、温泉、特産品などの多様な地域資源を活用し、本市の更なる魅

力の創出につながるイベントの開催を支援します。 

補助率：１/２（新型コロナウイルス感染防止対策に関する経費については最大２/３） 

補助上限額：３，０００千円 

 

  

 

発行総額 

２６億円 
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（２）未来に向けた農山村・２１地域づくり 

協働による「個性と安心の２１地域づくり」 

・農山村エリアの地域活性化 

事 業 名 等 事 業 費 

○新E  農林水産部の新設 － 

 

本市の基幹産業であり、農山村エリアの地域経済を支えている農林水産業の振興を図る

ため、組織体制の強化として、「農林水産部」を新設します。農林水産部に、経済産業部から

農林政策課、農林整備課、水産港湾課を移管し、また、農山村エリアにおける移住定住促進

の強化に向けて、地域生活部から定住促進課を移管し、組織改編することとしています。 

 

□充E  スマートシティの推進 都市づくり推進事業【スマートシティ推進室】 95,900千円の内数 

 スマートシティの推進を通じた本市の目指すべき姿や取組の方向性等を位置付けた「山口

市スマートシティ推進ビジョン（山口市官民データ活用推進計画）」（令和４年３月策定予定）に

基づく取組を進めます。 

令和４年度は、産官学公の多様な主体が参画する「山口市スマートシティ推進協議会」のも

とで、交通や防災・防犯、ヘルスケア（医療・介護）、子育て・教育等の暮らしを中心とした分野

において、市民の視点を第一に考えた取組の検討を進めるとともに、実装可能なデジタル技

術等の活用を通じて、地域課題の解決や、地域経済の活性化を図ります。農山村エリアにお

いては、国等の施策との連携や活用を図りながら、平常時の見守り強化と災害時の避難行動

支援の強化や、高齢者支援の強化に向けた取組などを進めていきます。 

また、避難所や避難ルートなどの避難情報の見える化や、要支援者の支援に向けた地域や

事業者等との情報共有が可能となるデータ連携基盤の検討を進めるなど、市民の安全安心や

暮らしを豊かにする新たなサービスの創出に向けた取組を、国や県との連携を図りながら進

めていきます。 

なお、各部局の取組を、「山口市スマートシティ推進ビジョン（案）」に関連する事業費一覧

（７４～７７ページ）として掲載。 

  

□充E  スマート農機等の導入促進 もうかる農業創生事業【○新農業政策課←農林政策課】 61,843千円 

 農業生産における省力化、農家の負担軽減に向けて、デジタル技術を活用したスマート農

業の実装を進めます。 

令和４年度は、省力化や生産性の向上につながるスマート農機等の導入を支援（補助率１/

２、補助上限額３００万円）するとともに、引き続き、山口大学との連携のもと、スマート農業に

関する実証事業を行います。また、米価下落の影響を踏まえた集中的な対策として、認定農

業者が経営の規模拡大や複合経営等に取り組むために必要な農業用施設の整備や農機具

の購入等への支援内容を拡充し、また、認定農業者以外の方への支援制度を創設します（認

定農業者等への支援：補助率１/５を１/３に拡充（補助上限額５０万円）、認定農業者等以外の

方への支援制度の創設：補助率１/３（補助上限額３０万円））。加えて、飼料用子実トウモロコシ

の生産拡大を図るため、必要な機械等の使用料の一部を支援します。 

 

□充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。 

若者が都市部から地域に一定期間居住し、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、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。 

令和４年度は、新たに、国の制度を活用し、地域おこし協力隊として活動する前の一定の期

間、地域協力活動を体験する「おためし地域おこし協力隊」や「地域おこし協力隊インターン」

制度を導入し、地域おこし協力隊員の確保を図ります。また、地域おこし協力隊員が任期終了

後に空き家を改修し定住する場合、空き家の改修費を支援します。 

  

□充E  新規就農者支援事業【○新農業政策課←農林政策課】 49,775千円 

 新たな担い手の確保・育成に向けて、国や県の支援制度を活用し、現地での就農体験への

支援、経営ノウハウ等の習得に向けた実践的な研修への支援、経営開始直後の新規就農者

の資金支援などを行うとともに、本市独自の支援として、経営開始に必要な機械器具整備へ

の支援や、新規就農者の本市への定着、定住を図るための家賃補助を行います。 
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□充E  新規漁業就業者支援事業【水産港湾課】 3,000千円 

 

新規漁業就業者の定着に向けて、研修生の長期漁業研修を実施する市内の漁業協同組合

に対し、研修経費の一部を補助するとともに、漁業研修期間中の住宅手当助成制度として、

月額３万円を上限に本市が独自に支援します。また、研修後の新規漁業就業者の経営安定化

に向けた経営自立化支援金について、県制度を活用した３年間の支援に加え、令和４年度か

らは、本市独自の取組として、支援期間を２年間延長し、計５年間の支援を行うことで、新規

漁業就業者の確保につなげます。 

  

○新E  農山村エリアにおける起業創業の支援 農山村ビジネス創出支援事業【定住促進課】 20,000千円  

 

農山村エリアの起業創業の促進を通じて、地域における雇用創出や地域経済の活性化を

図ります。農山村エリアにおいて、地域資源を活用し起業・創業する際に、必要となる施設整

備や機器の取得等を支援します。また、農山村エリアの地域資源の掘り起こしや、新たな特産

品の開発、地域資源の更なる付加価値化の促進に向けて、生産者、加工販売者、関係団体等

のネットワーク化など、関係者間の調整・橋渡しを行う専門人材である「ブリッジ人材」制度を

導入します。 

 

○新E  農山村元気拠点づくり支援事業【定住促進課】 11,900千円  

 

農山村エリアの地域団体やＮＰＯ法人等による持続可能な地域社会の形成に向けた自主

的な取組を支援します。 

令和４年度は、地域団体やＮＰＯ法人等が行う地域の将来像や具体的な目標、取組を位置

づけた「地域の将来計画」の策定に当たり、専門家派遣等を支援します。また、地域団体やＮＰ

Ｏ法人等の先行的な取組に対する支援や、企業や大学生等の外部人材と連携した地域課題

の解決や地域資源の活用による地域活性化を図る取組を支援します。 

併せて、国の「過疎地域等集落ネットワーク形成支援事業」を活用し、阿東地域におけるキ

ッチンカーを活用した多世代交流サロンの定期巡回の取組を支援します。 

 

○新E  市内２１地域の農山村エリアにおける地域経済の活性化 － 

  第二次山口市総合計画後期基本計画や、第二次山口市協働推進プラン後期計画を始めと

する各部門計画を策定する中で、市内２１地域の農山村エリアにおける地域資源を活用した

地域経済活性化を図るためのプロジェクトについて検討を行います。 

  

 中山間地域づくり指針に基づく地域資源活用の取組  

□充E  仁保の郷管理運営業務【○新農業政策課←農林政策課】 11,482千円 

 道の駅「仁保の郷」における都市農村交流の更なる展開と地域の農産物・特産品の販売

促進を図るため、施設の機能強化に向けて、基本計画を策定します。 
  

□充E  中山間地域資源利活用事業【定住促進課】  4,500千円 

 中山間地域の地域資源を活用した周遊促進に向けて、徳地地域における自然や歴史、

食などを組み合わせた体験型ツアーの開催や、阿東地域におけるサイクルツアーの実証事

業を行います。また、新たな特産品開発や交流人口の拡大等に取り組む個人や団体等の

活動を支援します。 

  

□充E  東大寺サミットの開催 東大寺サミット開催事業【徳地総合支所地域振興課】 2,650千円 

 
東大寺に関係の深い全国の１５市町が徳地地域に集い、記念イベント、交流会、体験型

見学会などを行う「東大寺サミット２０２２ｉｎ山口」を開催します。  

「長門峡梨」を使用した新スイーツ 

「長門峡梨パイ」の開発 

阿東を盛り上げたい⼥性のネットワーク 

（愛称：あともり）による阿東の四季マップの制作 
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□充E  重源の郷体験交流公園のリニューアル整備  

重源の郷施設改修事業、重源の郷管理運営業務【観光交流課】 

42,000千円 

 

令和６年度の重源の郷体験交流公園のリニューアルオープンに向けて、令和４年度は、

施設改修工事の実施設計を行うとともに、リニューアルを契機とした徳地地域全体の活性

化に向けて、外部人材を活用し、徳地地域の事業者や団体等と連携した地域内連携体制

の構築を図ります。 

 

□充E  道の駅「長門峡」の駐車場整備 道の駅長門峡管理運営業務【阿東総合支所農林課】 24,222千円 

 
道の駅「長門峡」については、令和元年度のリニューアルオープン以降、利用客が順調に

増加しているため、駐車場の拡張整備を行い、受入体制の強化を図ります。令和４年度

は、隣接する用地の測量設計及び取得を行います。 
 

 南部地域活力アップ推進プランの取組   

□充E  道の駅「きらら あじす」の機能強化 補正 

道の駅きらら あじす管理運営業務【阿知須総合支所地域振興課】 

355,400千円 

（３月補正） 

 
都市農村交流の更なる展開と地域の農産物・特産品の販売促進に向けた道の駅「きら

ら あじす」の機能強化として、令和４年度は、施設の増築・改修工事を実施します。 
 

□充E  道の駅「あいお」の移転新設 海洋資源活用調査事業【秋穂総合支所地域振興課】 48,447千円 

 
令和３年度に策定する道の駅「あいお」拡充に係る基本計画に基づき、道の駅「あいお」

の移転新設に向けた施設の基本設計や用地測量、造成設計等を実施します。  

○新E  美濃ケ浜海浜広場の機能強化 観光施設管理業務【観光交流課】 5,560千円 

 南部地域への更なる交流人口の拡大に向けて、美濃ケ浜海浜広場において、通年でマ

リンスポーツを楽しむことができる環境づくりとして、温水シャワーを設置します。 
 

 名田島南蛮樋保存整備事業【文化財保護課】  25,283千円 

 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４年度は堤防の保存整備工事を行うとともに、堤防石橋部分の実施設

計を行います。 

  

 鋳銭司・陶地区文化財総合調査事業【文化財保護課】 10,873千円 

 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４年度は、引き続き、周防鋳銭司跡の保存・活用の基

本方針となる保存活用計画を策定するとともに、発掘調査報告書の作成や講座の開催等

を行います。 

  

□充E  南部地域資源利活用事業【定住促進課】 6,570千円 

 瀬戸内の海や田園など南部地域の自然環境等を生かしたニューツーリズムの取組とし

て、ツール・ド・ヤマグチ湾２０２２や筋肉ヴィレッジの開催、ノルディックウォーキングの普及

啓発、「秋穂八十八ケ所お大師まいり」をテーマにしたツアーや瀬戸内美食ツアーを実施し

ます。また、南部地域の地域資源を活用した特産品開発や交流人口の拡大等に取り組む

個人や団体等の活動を支援します。 

  

□充E  歴史文化資源保存活用推進事業【文化財保護課】 2,970千円 

 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」や、令和３年７月に国の認定を受けた「山口市文化財保存活用地域

計画」に基づく取組を進めます。令和４年度は、国指定名勝「長門峡」の指定１００周年イベント

の開催、人材育成に向けた「やまぐち歴史文化資源保存活用講座」を開催します。 

  

 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）  
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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 

□充E  外部人材活用事業【定住促進課】＜再掲＞ 86,000千円 

○新E  関係人口創出促進事業【定住促進課】 11,000千円  

 

地域に継続的に多様な形で関わる関係人口の創出や拡大を図り、将来的な移住者の増加

につなげるため、セミナーの開催やコーディネーターの育成、地域での交流事業の体験ツアー

の実施、移住体験ツアーやワーケーション体験プログラムの造成・情報発信により、地域と関

係人口をつなぐ仕組みづくりに取り組みます。また、中山間地域等において、企業と地域が継

続的に関係性を持つ仕組みづくりに必要となる地域資源を活用したプログラムをパッケージ

化する実証事業に取り組みます。 

 

□充E  やまぐち定住実現プロモーション事業【定住促進課】 8,269千円 

 移住・定住に関する情報（住まい、しごと、地域情報等）を集約し、山口の魅力発信や、移住

希望者の相談などをワンストップ化し、きめ細やかに対応します。ウェブサイトやＳＮＳ、ガイド

ブック等による情報発信に加え、引き続き、ＬＩＮＥのチャットボット機能の活用やセグメント配

信による情報発信に取り組みます。また、大都市圏で開催される移住フェア等への出展やオン

ライン上で開催される移住フェアでのＰＲを行うとともに、新たに、移住希望者の移住につなげ

るため、既に移住されている方との交流会を開催し、移住に関する疑問や不安の解消を図り

ます。さらに、山口県央連携都市圏域の各市町と連携した移住促進フェアやセミナーを開催し

ます。 

  

□充E  ＵＪＩターン就労支援事業【定住促進課】  4,653千円 

 起業創業や就業のために、本市へ移住を希望されている方を支援します。 

令和４年度は、就業活動の際の宿泊費や交通費、引っ越し費用の支援について、これまで

の商工業への就業希望者に加え、農林水産業への就業希望者を対象とします。また、引き続

き、就職活動や起業創業のために本市に長期滞在する場合の滞在費の支援、本市に移住し

て商工業での創業をした４５歳未満の者に対する家賃補助、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 2,060千円  

 

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、活動認証状を交付し、認証状の交付を受けた団員（ＵＪＩターン者含む）が市内企業

に就職した場合には、就業奨励金（１０万円）を交付するとともに、雇用した企業には、雇用奨

励金（３０万円）を交付します。 

 

 

 空き家利活用事業【定住促進課】 8,340千円 

 人口減少が進む地域を中心として、空き家・空き地バンク制度を運用します。 

空き家・空き地バンク制度において成約された物件については、引き続き、改修費の支援

（補助上限額３０万円、補助率１/２）を行います。また、子育て世代の市外からの転入の場合に

は、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、定住サポーターの活動支援に引き続き取り組みます。 

 

  

 空き家活用地域活性化事業【定住促進課】 6,115千円 

 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取組を支援します。 

「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

先駆的な取組を支援します。また、「地域応援空き家活用事業」として、自治会や地域づくり協

議会等の地域団体と民間事業者が連携し、空き家所有者との合意形成のもと、空き家を活用

した交流創出や地域課題の解決を図る事業を支援します（補助率１/２、補助上限額１００万

円）。 

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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・総合支所エリアの地域経済活性化 

事 業 名 等 事 業 費 

□充E  「ふるさとにぎわい計画（地域再生計画）」の推進  合計 629,078千円 

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

計画（地域再生計画）」に基づく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 96,298千円） 

 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を図ります。また、県の陸の玄関である新山口駅における山口県

央連携都市圏域の各市町の地域資源の情報発信などを充実し、圏域内の回遊を促進する

とともに、ＫＤＤＩ維新ホールを活用した企画の展開により、新たな賑わいを創出することで、

本市全体や県央部の地域振興及び交流人口の拡大につなげます。 

令和４年度は、ＫＤＤＩ維新ホールや新山口駅北口駅前広場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） 

また、ＫＤＤＩ維新ホールを活用した子どもの職業体験・社会体験イベント「Ｏｕｔ ｏｆ ＫｉｄＺ

ａｎｉａ ｉｎ やまぐち」や「やまぐち未来のしごとフェスタ」、「第３０回地域伝統芸能全国大会山

口大会」などの開催（観光交流課、ふるさと産業振興課、文化交流課）、新山口駅観光交流

センターにおける企画展等の開催（観光交流課）、南部地域の特産品フェア（定住促進課）、

南北自由通路等を活用した圏域情報の発信（広報広聴課）などを行います。 

 

 

 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・水産港湾課など】 （計 53,125千円） 

 秋穂地域では、秋穂荘や道の駅「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ることで、水産物等の流通拡大や交流人口

の拡大を図ります。 

令和３年度に策定する道の駅「あいお」の拡充に係る基本計画に基づき、令和４年度は、

道の駅「あいお」の移転新設に向けた施設の基本設計や用地測量、造成設計等〈再掲〉を行

うとともに、道の駅「あいお」の情報発信力の強化に向け、ウェブサイトを作成します（秋穂総

合支所地域振興課）。また、「世界えび狩り選手権大会」等の地域イベントにあわせた海岸美

化の取組を地域の方と一体となって実施します（秋穂総合支所地域振興課）。併せて、魚食

の普及活動（水産港湾課）などに引き続き取り組みます。    
※あいおえび・・・秋穂車えび推進協議会会員が出荷する車えびの愛称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

現在の 
道の駅「あいお」 

駐車場 

↑至防府市大道方面 

←至阿知須方面 

移転新設 

事業用地 

道の駅「あいお」位置図 
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 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】 一部補正 （計 366,020千円） 

 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

販売を促進するとともに、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、交流人口の拡大を図ります。 

令和４年度は、道の駅「きらら あじす」の機能強化を図るため、施設の増築・改修工事を

実施します〈再掲〉。また、山口きらら博記念公園等と連携し、きらら浜全体で「スポーツ・食・

遊び」を体験できるイベント「きららにぎわいフェスティバル」を開催します（阿知須総合支所

地域振興課）。 

併せて、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次産業化の推進（○新農業政策課←農林政策課）に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３月補正：355,400 千円） 

（当初予算：10,620 千円） 

 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 72,205千円） 

 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４年度は、東大寺に関係の深い全国の１５市町が徳地地域に集い、記念イベント、交

流会、体験型見学会などを行う「東大寺サミット２０２２ｉｎ山口」を開催します〈再掲〉（徳地総

合支所地域振興課）。また、重源の郷体験交流公園のリニューアル整備に向けた実施設計

を行うとともに、リニューアルを契機とした徳地地域全体の活性化に向けて、外部人材を活

用し、地域の事業者や団体等との地域内連携体制の構築を図ります（観光交流課）〈再掲〉。 

また、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

る高付加価値化や生産量の拡大に向けて、包装資材等へのＧＩマーク表示や販売促進リー

フレットの作成支援、新規生産組合員の種芋購入支援、収穫機械等の導入支援、新たな加

工品開発の研究、栽培技術研修等を行います。 

さらに、椎茸生産の担い手育成に向けた栽培技術の研修会の実施、徳地地域産の木材

（滑松）の徳地総合支所への活用に向けた取組を進める（徳地総合支所農林課）とともに、

地域資源を活用した特産品開発のネットワークづくりに向けた支援等にも取り組みます（定

住促進課）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅「きらら あじす」整備イメージ 

増築建物 

令和 4年 1月 19日、 

「徳地やまのいも」が農林水産省後援の 

「食べる JAPAN美味アワード 2022」の 

準グランプリを受賞しました。 

（写真は受賞報告会の様子） 

「食べる JAPAN 美味アワード」 

全国から応募された「食品」に対

し、日本の一流シェフ、食関係の有

識者が、食べる JAPAN 美味アワ

ード審査委員会が定める「美味し

さ」を基準に公平な審査を行い、基

準を満たしたものを認定・褒賞する

プロジェクトです。 

16



 

 あとう農山村いきいきプロジェクト【阿東総合支所地域振興課・農林課など】 （計 41,430千円） 

 阿東地域では、道の駅「長門峡」・「願成就温泉」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ることで、特産品等の販売促進と交流人

口の拡大を図ります。 

道の駅「長門峡」については、令和元年度のリニューアルオープン後、利用客が順調に増

加し、受入体制の強化が必要であるため、駐車場の拡張整備を行うこととし、令和４年度

は、隣接する用地の測量設計及び取得を行います（阿東総合支所農林課）〈再掲〉。 

また、地域と企業等との交流を促進し、関係人口の創出につなげるため、企業が継続して

地域と関わりを持てるようなプログラム・コンテンツなどのパッケージ化に向けた実証事業に

取り組みます。さらに、地域住民と企業や学生等の交流拠点として、旧三谷小学校の活用に

向けた検討などに取り組みます（阿東総合支所地域振興課、定住促進課）。 

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)に引き続き取

り組むとともに、阿東地域を含む萩ジオパークをテーマとした萩市、阿武町との連携事業（観

光交流課）などに取り組みます。 
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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 

□充E  阿知須総合支所の整備（令和４年５月供用開始予定） 計 232,617千円 

 老朽化が進んでいる阿知須総合支所の建替整備として、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４年度は、駐車場整備工事、防火水槽設置工事、震度計移設工事、旧地域交流セン

ターの解体工事を行います。複合施設は令和４年５月の供用開始、駐車場整備の完了は令

和５年度を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 阿知須総合支所建設事業【管財課】 （83,479千円） 

 阿知須地域交流センター建設事業【協働推進課】 （138,327千円） 

 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】  （10,811千円） 

□充E  徳地総合支所の整備（令和４年秋供用開始予定） 計 452,900千円 

 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、山口市徳地診療所、徳地保健センターを複合施設として、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４年度は、屋外整備工事、駐車場整備工事、地震計移設工事、太陽光発電設備設置

工事、旧地域交流センター解体工事等を行い、令和４年秋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】 （205,217千円） 

 徳地地域交流センター建設事業【協働推進課】 （147,363千円） 

 徳地診療所整備事業【健康増進課】 （20,044千円） 

 徳地保健センター建設事業【健康増進課】 （9,522千円） 

 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】  （9,522千円） 

 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】  （61,232千円）  

□充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】 12,000千円  

 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４年度は、駐車場整備工事を行います。 

 

 

阿知須総合支所等の整備イメージ図 

徳地総合支所等の整備イメージ図 
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□充E  阿東地域交流センター篠生分館建設事業【協働推進課】 283,354千円  

 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４年度は、建物

の建設工事を行うとともに、駐車場整備に向けた実施設計を行います。施設については、令

和４年度中の供用開始、駐車場整備の完了は、令和５年度を予定しています。 

 

□充E  地域交流センター機能強化事業【協働推進課】  333,054千円 

 地域交流センターの機能強化を進めます。令和４年度は、湯田地域交流センターの増改

築工事（供用開始：令和５年９月予定）、平川地域交流センターの増改築に向けた実施設計

を行うとともに、大内地域交流センターの移転新築について検討します。 

 

 

□充E  地域交流センターのデジタル推進拠点づくり  

デジタル行政推進事業【デジタル推進課】 

29,000千円 

 

 災害時における情報通信手段の確保や住民の利便性の向上に向けて、地域交流センタ

ー（分館含む。）における公衆無線ＬＡＮの増強整備を行うとともに、スマートフォン等により

地域交流センター等の公共施設の予約、使用料の支払、鍵の開施錠ができる仕組みの実証

を経て、順次、対象地域の拡大を図ります。また、高齢者等のデジタル活用支援に向けた講

座等を様々な主体と連携して展開します。 

 

□充E  持続可能な公共交通の構築 計 470,363千円 

 
引き続き、持続可能な公共交通の構築を図ります。令和４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と利用状況調査、市内７地域におけるコミュニティ

タクシーの本格運行への支援を行います。また、吉敷地域におけるコミュニティタクシーの実

証運行への支援、コミュニティタクシーの利便性向上に向けたデジタル技術の活用や制度

の見直し等についての研究を行います。さらに、徳地地域及び阿東地域における生活バス

の運行を引き続き行うとともに、徳地生活バスにおいては、新規路線を整備するなどの再編

を行います。また、交通系ＩＣカード利用システムについて、導入促進に向けた交通事業者へ

の支援や利用促進に向けた取組を進めるとともに、市内一斉ノーマイカーデ―の実施、バ

ス・タクシーの運転士確保に向けた体験会等を実施します。 

  

□充E  幹線バス確保維持事業【交通政策課】 （215,157千円） 

 コミュニティバス実証運行事業【交通政策課】 （66,150千円） 

□充E  コミュニティタクシー運行促進事業【交通政策課】   （51,158千円） 

 コミュニティタクシー実証運行事業【交通政策課】 （9,154千円） 

 グループタクシー利用促進事業【交通政策課】   （6,020千円） 

 地域通学バス運行事業【交通政策課】   （11,282千円） 

□充E  徳地生活バス運行事業【交通政策課】   （40,887千円） 

 阿東生活バス運行事業【阿東総合支所地域振興課】   （21,351千円） 

 交通結節点整備事業【交通政策課】 （1,474千円） 

 交通系ＩＣカード整備事業【交通政策課】 （11,107千円） 

□充E  新たなモビリティサービス調査・実証事業【交通政策課】 （18,000千円） 

□充E  シェアサイクル実証事業【交通政策課】 （9,380千円） 

 交通政策推進事業【交通政策課】 （9,243千円） 

 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＞  157,100千円 

 
令和４年度は、老朽化した水道管２．５ｋｍを更新します。 
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・協働によるまちづくり 

事 業 名 等 事 業 費 

□充E  協働のまちづくり推進事業【協働推進課】 5,033千円 

 第二次山口市協働推進プラン（計画期間：平成３０年度～令和９年度）に基づく施策展開を進

めます。令和４年度は、同プランの後期基本計画（計画期間：令和５年度～令和９年度）の策定

に取り組み、地域づくり協議会が持続的に地域づくりを行うことができるような在り方について

の検討を進めるとともに、市民アンケートの実施やワークショップの開催等を行います。 

 

 

 地域の個性を活かす交付金事業など  

 地域づくり交付金【協働推進課】 199,635千円 

 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４年度は、地域内外の交流や連携

促進による、地域の愛着や誇りを育み、地域活性化につなげる事業に対して、「地域未来づく

り促進特別交付金」を引き続き交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 自治会等自治振興交付金【協働推進課】 121,269千円 

 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。 
  

 社会資本整備協働事業【道路河川管理課】 18,600千円 

 地域で実施することが困難な法定外公共物の改善について、受益者等の同意のもと、市が直

接工事を行います。 
 

 地域づくりリーダー育成事業【協働推進課】 1,705千円 

 地域づくりの担い手育成に向けて、地域づくり協議会を始めとする地域コミュニティのリーダ

ーや若者・女性を対象としたワークショップ・研修会を開催するとともに、高校生を対象とした地

域づくりリーダー育成プロジェクトの検討を行います。また、地域づくり協議会の組織運営や地

域づくり計画の策定作業において適切なアドバイスができるよう、地域づくりアドバイザーを各

地区に派遣し、活動の支援を行いながら人材の育成を図ります。 

 

□充E  地域福祉計画推進事業【地域福祉課】 2,770千円 

 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を支援します。ま

た、次期地域福祉計画の策定を行います。 

 

 社会教育活動推進事業【社会教育課】 50,404千円 

 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。 

 

 

秋穂地区：市指定無形民俗文化財 

「十二の舞 解説と口上」編集事業 

鋳銭司地区：健康ウォーキングによる 

        フレイル予防事業 
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□充E  避難者対策推進事業【防災危機管理課】   24,619千円 

 災害時に支援を必要とする避難行動要支援者の地域における避難支援体制づくりを進めま

す。 

令和４年度は、避難行動要支援者名簿を基にした個別避難計画（避難マイプラン）の作成・更

新、関係機関との情報共有を一元的に管理できる「避難行動要支援者管理システム」を、防災

危機管理課や各総合支所等に導入します。また、避難マイプランの作成が進む地域に先行的に

システム導入を行い、モデル地域で得られた成果やノウハウを基に、令和５年度以降、全地域へ

のシステム導入を順次進めていきます。 

  

 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。 
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（３）将来にわたって発展する県都づくり 

魅力あふれる県都づくり「広域県央中核都市づくり」 

①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 

□充E  山口市都市核づくりビジョンの推進 都市づくり推進事業【スマートシティ推進室】  10,000千円 

  「山口市都市核づくりビジョン」（令和４年３月策定予定）において、山口都市核づくりの方

向性として、「歴史・文化を大切にはぐくむ都市空間の形成」、「質の高い時間の消費を促す

都市機能の強化」、「多様な暮らし方や働き方の選択が可能な都市空間の形成」を位置付け

ることとしています。こうした方向性のもとで取組を推進するに当たり、必要となる調査等を

実施します。 

  

□充E  新本庁舎の整備  計 1,515,343千円 

 新本庁舎整備事業【本庁舎整備推進室】  (1,473,343千円) 

 新たな本庁舎の整備を、現本庁舎及び中央駐車場の所在地において進めます。 

令和３年１１月に基本設計の最終案を取りまとめ、現在、実施設計及び中央駐車場解

体工事に着手しています。 

令和４年度は、新本庁舎棟の建設工事に着手するとともに、新本庁舎への円滑な業務

移行と総合窓口化、ペーパーレス化の取組を進めます。ペーパーレス化に当たっては、

庁舎内の紙資料の電子化（ＰＤＦ化）を進めるとともに、デジタル技術を活用した業務改

善に向け、業務プロセス改善調査を行います。 

新本庁舎棟の竣工は令和６年度を予定しています。 

 

 ＜新本庁舎整備のスケジュール＞ 

令和４年度 現中央駐車場の解体 

令和４年度～令和６年度 新本庁舎棟の建設 

令和７年度 現本庁舎の解体 

令和７年度～令和８年度 市民交流棟・新立体駐車場の建設、広場整備 

 

 

  

 周辺道路の整備 生活道路改良事業【道路河川建設課】  （42,000千円） 

 新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、新本庁舎のメイン動線となる進入路の整備、この

進入路とパークロードを接続する市役所前交差点の改良を行います。令和 4年度は、測

量設計を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新本庁舎の整備イメージ図 
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 中心商店街の活性化  

□充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 

 

 令和３年６月に国の認定を受けた「第３期山口市中心市街地活性化基本計画」に基づ

き、中心市街地エリアの活性化に取り組みます。第３期計画における「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、新たな活性化施

策の検討や課題把握のための調査等を行います。 

  

□充E  中心市街地活性化対策事業【中心市街地活性化推進室】  50,812千円 

 中心市街地の来街者の増加や回遊性の向上に向けて、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、空き店舗を活用したアート展示

の実施、コロガル公園の知見を活用した子どもたちの「遊び場」の創出に向けた取組を進

めます。また、中心市街地エリアにおける移動の利便性向上を図るため、カーシェア等の

導入に向けた検討を行います。 

  

□充E  中心市街地まちなみの魅力向上支援事業【中心市街地活性化推進室】  53,000千円 

 中心商店街の空き店舗対策・にぎわいの創出を図るため、遊休不動産の活用促進に

向けた相談会の開催や、空き店舗等の建物状況調査への支援を行います。また、店舗の

連続性の確保に向けた「まちなみ規範」を策定したエリアにおいては、老朽化が進んでい

る物件等の改修、まちづくり事業者の店舗取得、アーケードの風雨降り込み対策や商店

街空間の魅力向上につながるファサード整備を支援します。 

また、引き続き、中心商店街のアーケードや舗装の補修を支援します。 

  

□充E  都市計画基本調査事業【都市計画課】  68,692千円 

 第３期山口市中心市街地活性化基本計画に基づき、「居心地が良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」の推進を図るため、山口駅通りを中心としたエ

リアにおいて、道路空間を活用した賑わい創出に向けた社会実験の実施や、山口大学と

連携した公共空間の効果的な活用に向けた研究を行うとともに、「まちなかウォーカブ

ル」や新本庁舎整備と連携した市駐車場整備計画の改定を行います。また、都市計画法

に基づく５年に一度の都市計画基礎調査を実施します。 

 

○新E  山口市中心市街地周辺地区整備事業【都市整備課】  104,700千円 

 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）に基づき、道路の美装

化やバリアフリー化、誘導サインの設置、照明施設の整備等を進めます。 

令和４年度は、市道東山二丁目道場門前二丁目線の美装化工事、中心商店街アーケ

ード（市道道祖町旭通り一丁目線）の美装化に向けた測量設計、市道桜畠一丁目下後河

原線の電線類の地中化に向けた設計、下竪中下中河原線の美装化に向けた設計、市民

会館前と山口中央郵便局前の交差点（黄金町野田１号線）の改良に向けた調査・研究を

行います。 

 

□充E  景観形成事業【都市計画課】 7,032千円 

 景観形成重点地区として、新たに、竪小路・大殿大路周辺地区、山口駅前地区の指定

に向けた取組を進めます。令和４年度は、山口駅通りのまちなかウォーカブルの推進に併

せ、山口駅前地区の景観形成重点地区の指定に向け、アンケートの実施やワークショッ

プの開催等を行い、山口市景観計画の改定案を作成します。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。 

  

□充E  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】  210,700千円 

 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」に基づき、令和４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、（仮称）道場門前まちなか広場整備工事などを進めます。 

 

  

 中心市街地活性化事業【○新中心市街地活性化推進室←ふるさと産業振興課】  15,106千円 

 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。   
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□充E  

 

人が集い賑わいのある商店街づくり支援事業 

【○新中心市街地活性化推進室←ふるさと産業振興課】  

41,500千円 

 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。  

令和３年３月の山口井筒屋との地域活性化に係る包括連携協定に基づき、山口井筒

屋２階に設置した地域の魅力発信・交流スペース「コトサイト」において、地場産品の展示

販売や市内各地の魅力体験、子育て世代の交流事業、図書コーナーの設置などを行い、

幅広い地域や世代の方の来街機会の創出を図ります。 

また、やまぐち創業応援スペース「mirai３６５」において、チャレンジショップの設置や、

地場産品のテストマーケティングや情報発信を行う「やまぐち良品プレイス」の運営を行

います。 

さらに、中心商店街の稼ぐ力の向上に向けたセミナーの開催、商店街組合の枠を越え

た連携事業や大学、地域等と連携した新商品・新サービスの開発、広域からの来街者の

増加につながる集客イベント等への支援、チョコレート等を活用した新たなブランド創出

に向けた取組への支援、中心商店街の店舗と高等学校などが連携したイベントの開催な

どを行い、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 あきないのまち支援事業【○新中心市街地活性化推進室←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。 

 

  

□充E  シェアサイクル実証事業【交通政策課】  9,380千円 

 二次交通の充実に向けて、観光客を始め、市民の日常生活における移動にも便利な

シェアサイクルの実証事業を行います。令和４年度は、山口・小郡の両都市核エリアを中

心に、ステーションの増設を行うとともに、利用者アンケートやＧＰＳを活用した使用状況

などに基づいた効果的なステーションの配置等についての検討を行うなど、本格運行に

向けた取組を進めます。 

 

  

 

  

地域の魅力発信・交流スペース「コトサイト」 ｍｉｒａｉ３６５内の「やまぐち良品プレイス」 
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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 

○新E  山口市中心市街地周辺地区整備事業【都市整備課】 ＜再掲＞ 104,700千円 

 築山跡史跡公園のオープン記念事業の実施  

□充E  築山跡第１期整備事業【文化財保護課】 7,913千円 

 平成３０年度から実施してきた史跡大内氏遺跡「築山跡」の第１期整備である南東部

（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

備が完了します。令和４年度は、説明板の設置等を行うとともに、令和４年１０月の開園

に併せ、「ぐるり！大内文化ゾーン築山跡史跡公園オープン記念事業」として、開園式典

とオープニングイベントとして、蹴鞠の体験会等を行います。また、「築山跡」をテーマにし

たシンポジウムの開催、市歴史民俗資料館における特別企画展の開催等を行います。 

 

□充E  大内文化まちづくり推進事業【文化交流課】 9,442千円 

 「ぐるり！大内文化ゾーン築山跡史跡公園オープン記念事業」として、音楽イベント「大

内ナイト４」の開催や、大内文化ゾーンの周遊促進を図る「大内のお殿様のシールラリー」

を開催します。また、コミュニティバスの大内ルートにおいて、大内氏の歴代当主のキャラ

クターをデザインしたラッピングバスの運行を行います。 

 

□充E  山口ふるさと伝承総合センター「まなび館」の機能強化 

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】  
44,159千円 

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

を図るため、令和３年度に、山口ふるさと伝承総合センター「まなび館」（旧野村家住宅）にお

ける地場産品の情報発信機能や販売機能の強化を図るリニューアル工事を行いました。 

令和４年度から、大内塗を始めとする職人の実演やものづくり体験ワークショップなどを

定期的に行い、本市の伝統工芸品等の魅力を更に発信していきます。 

 

 

 

国指定文化財の防災設備改修等 

指定文化財保存助成事業【文化財保護課】 
17,238千円 

 国宝瑠璃光寺五重塔の防災設備改修（令和２年度～令和４年度）、重要文化財今八幡宮

の保存修理（令和３年度～令和４年度）に対して引き続き助成を行うとともに、今八幡宮の

防災設備改修（令和４年度～令和６年度）に対して助成を行います。 

  

 大内文化特定地域修景整備事業【文化交流課】 500千円 

 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

組を支援します。令和４年度は、地域内に残る古い町屋の状況把握調査結果を踏まえ、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。 

  

 大内氏遺跡保存修理事業【文化財保護課】  4,188千円 

 昭和３４年に国の史跡に指定された「史跡大内氏遺跡附凌雲寺跡」について、史跡の保

存活用計画に基づき、史跡の保護や活用に係る事業を進めます。令和４年度は、大内氏館

跡の案内板設置や高嶺城跡の樹木伐採等を行います。 

  

□充E  大内氏遺跡等ガイダンス事業【文化財保護課】 7,484千円 

 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。また、平成２９

年３月に続日本１００名城に指定された大内氏館跡と高嶺城跡の御城印を作成するととも

に、高嶺城跡については、令和３年度に作成した赤色立体地図を用いて模型を作成します。 
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図：亀山周辺・中心商店街ゾーン、大内文化ゾーン 

上記の図は、「山口市都市核づくりビジョン（最終案）」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 

□充E  （仮称）湯田温泉パーク整備事業【○新湯田温泉パーク整備推進室←スマートシティ推進室】 323,750千円 

 「住んでよし・訪れてよしの湯田温泉」の実現に向け、市民が日常的に湯田温泉を訪

れ、湯田温泉のある暮らしを楽しみ、日中や夜間も市民や観光客でにぎわい、様々な交

流を楽しむことができるまちに開かれた公共空間として、（仮称）湯田温泉パークを整備

します。 

本施設は、「あそびば」、「まなびば」、「たまりば」の３つの活用コンセプトに基づき、全天

候型の大屋根広場や、遊具のある芝生広場、噴水広場、温泉文化を学ぶスペースやカフ

ェ機能、温浴施設などがある複合施設として整備します。 

令和４年度は、実施設計を進めるとともに、用地取得、解体工事などを行います。ま

た、令和５年度から建設工事に着手し、令和６年度の竣工を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□充E  湯田温泉まちなか整備事業【都市整備課】 36,800千円 

 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。 

第３期都市再生整備計画（計画期間：令和３年度～令和７年度）に基づき、湯田温泉エリ

アにおける回遊性の向上に向け、歩行空間の再生整備などを進めます。 

令和４年度は、市道中央二丁目湯田温泉四丁目線（錦川通り）や上東湯田温泉五丁目線

などの道路整備に向けた測量調査・設計業務を行います。 

  

□充E  一本松朝倉線の整備 街路改築調査事業【都市整備課】 12,000千円 

 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・都市計画決定の変更に向けた資料作成を行います。 
  

□充E  湯田温泉魅力創造事業【観光交流課】  16,355千円 

 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

合が実施する温泉を活用した健康づくりの取組、ワーケーション誘致に向けたプランの作成

やプロモーションの展開、「おもてなしセミナー」の開催などの取組を支援します。また、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への支援を行います。 

  

□充E  観光地ビジネス創出事業【観光交流課】  22,000千円 

 地域等が主体的にビジネスの創出に取り組むことが可能となる環境づくりとして、湯田温泉

を起点とした回遊促進の取組、新山口駅観光交流センターにおける企画事業、地域の特色を

生かした地旅の受入体制整備を行うとともに、ＫＤＤＩ維新ホール等におけるＭＩＣＥによる交

流創出の効果を市内全域に波及させるため、新山口駅から湯田温泉を始めとした市内各地

への誘客を図る取組を進めます。また、令和４年度は、新たに、市内観光関連事業者と連携

し、デジタルでの観光誘客クーポンの発行や、ビッグデータの活用によるリピーター確保に向

けたプラン造成などに取り組みます。 

  

（仮称）湯田温泉パークの整備イメージ図 

大屋根広場の 

整備イメージ図 
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 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 

 本市のコンベンション誘致に係る助成制度により、ＫＤＤＩ維新ホールや湯田温泉の宿泊施

設を始めとした市内コンベンション施設におけるＭＩＣＥ誘致の促進を図ります。また、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を引き続き行います。 

  

□充E  新たなモビリティサービス調査・実証事業【交通政策課】 18,000千円 

 県や近隣市と連携し、「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４年度は、県、萩市、長門市に加え、宇部市、美祢市とも連携

し、ＭａａＳ用ウェブアプリ「ぶらやま」を活用した圏域の周遊促進につながる取組を進めま

す。本事業では、電動バイクの導入のほか、「ぶらやま」におけるデジタルチケットの充実やシ

ェアサイクル実証事業との連携を行い、公共交通の利用促進を図ります（県事業負担金）。 

  

□充E  シェアサイクル実証事業【交通政策課】 ＜再掲＞ 9,380千円 

 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

ンの空き家・空き店舗等への出店に対し、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）。なお、昼間の営業を行う場合の補助上限額は１５０万円とし、さら

に、特定の主要エリア内に出店する場合の補助上限額は１８０万円・補助率 2/3とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図：湯田温泉ゾーン 

上記の図は、「山口市都市核づくりビジョン（最終案）」に基づきゾーニングを行ったもの 
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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 

□充E  中園町周辺地区整備事業【都市整備課】  200,500千円 

 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４年度は、市道糸米羽坂１号線の改良に向けた用地取得、建物補償等を行い工事に

着手するとともに、中央公園内の電気設備整備工事等を行います。 

 

 山口情報芸術センター企画運営事業【文化交流課】 253,930千円 

○新E  山口情報芸術センター２０周年記念事業【文化交流課】 10,000千円 

 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の持つ知見や技術、ネットワークなどを通じてつながりあう事

業の展開、子どもたちへの教育普及活動を行います。また、ＹＣＡＭは、令和５年度に開館２

０周年を迎えることから、記念事業のプレ事業を実施します（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）。 

   

 
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】 

2,438千円 

 

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

講座、ライブラリー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)でも職場・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。 

 

 

 

まちじゅう図書館講座 こどもワイワイ図書館「青空おはなし会」 

図：情報・文化ゾーン 下記の図は、「山口市都市核づくりビジョン（最終案）」 

に基づきゾーニングを行ったもの 
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・市街地エリアにおける新たな都市機能等の検討 

事 業 名 等 事 業 費 

□充E  県農業試験場等の跡地利用の検討 【スマートシティ推進室】 － 

 県と本市における「農業試験場等跡地利用検討協議会」において、県農業試験場等の跡地が

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、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や雨水排水対策などについて、引き続き、

検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山口県立大学南キャンパスの利用方策の検討協議 【スマートシティ推進室】 － 

 県の「山口県立大学第二期施設整備計画」に基づく山口県立大学南キャンパスの北キャンパス

への集約整備後に跡地となる南キャンパスの利用方策について、宮野地域からの要望を踏まえ、

本市の発展につながる利活用が図られる形となるよう、引き続き県との情報共有を図ります。 

 

 

  

 

大内小学校上空からみた農業試験場敷地 
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②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 

□充E  

 

山口市都市核づくりビジョンの推進 都市づくり推進事業【スマートシティ推進室】 

＜再掲＞ 

10,000千円 

 「山口市都市核づくりビジョン」（令和４年３月策定予定）において、小郡都市核づくりの方向

性として、「交通結節機能・アクセス機能等の強化」、「交通結節機能や産業交流機能を生かし

た魅力的な都市空間の形成」、「交通アクセスの利便性を生かした都市空間の形成」を位置付

けることとしています。こうした方向性のもとで取組を推進するに当たり、必要となる調査等を

実施します。 

 

 産業交流拠点施設を活用した新たな交流とビジネスの創出  

 
産業交流拠点施設管理運営事業 

【○新ふるさと産業振興課←新山口駅拠点施設整備推進室】   

356,497千円 

 令和３年７月にグランドオープンした山口市産業交流拠点施設（ＫＤＤＩ維新ホール）の管理運

営を行います。県内最大の２,０００人を収容できる可変型のメインホールや大小１２の連結利用

も可能な会議室を活用し、これまで市内では開催できなかった規模のＭＩＣＥ等の誘致促進を

積極的に図ります。 

また、「メディフィットラボ」や「アカデミーハウス」の管理運営を通じて、市民の健康づくりや企

業の健康経営の促進、若者の人材育成等に取り組むとともに、産業交流スペース「Ｍｅｇｒｉｂａ

（メグリバ）」と施設内に入居する山口商工会議所、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）との連携によ

る重層的な中小企業支援、起業創業支援を展開するなど、各施設の特長を生かした様々な事

業展開により、山口県央連携都市圏域を始め、県央部における新たな交流とビジネスの創出に

つなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 産業交流スペース管理運営事業【ふるさと産業振興課】 56,986千円 

 産業交流拠点施設内の産業交流スペース「Ｍｅｇｒｉｂａ（メグリバ）」の運営を行います。

「Ｍｅｇｒｉｂａ」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や拠点施設内に

入居する国や県の支援機関と連携した支援体制のもと、コワーキングスペース等を活用し、

起業創業や、中小企業の経営改善、新事業創出、次世代を担う人材育成などの相談支援や

セミナー・イベントの開催を行うとともに、カフェやライブラリ機能の活用により、利用者同士

の交流やビジネスマッチングを図るなど、幅広い世代が誰でも気軽に利用でき、多様な人材

が交流するビジネスコミュニティの創出につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

イメージ図 

メインホールでのイベント開催 アカデミーハウスでの活動の様子 

産業交流スペース 

「Megriba」での 

ビジネスセミナー 

の様子 
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 新産業創出促進事業【○新ふるさと産業振興課←新山口駅拠点施設整備推進室】 19,615千円 

 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４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、引き続き、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。また、県と共同で、産業交流拠点施設のメディ

フィットラボ内に設置した「やまぐちヘルスラボ」において、引き続き、企業との連携による新

製品開発のための実証事業を実施するなど、企業のヘルスケア関連製品・サービスの事業

化支援を行うとともに、企業間の交流・連携の場として活用することで、新たなヘルスケア産

業の創出や事業化の促進を図ります。 

 

  

□充E  「Ｏｕｔ
アウト

 ｏｆ
オブ

 ＫｉｄＺａｎｉａ
キ ッ ザ ニ ア

 ｉｎ やまぐち」の開催 

「山口ゆめ回廊」つなぎ創る未来共創事業【観光交流課】   

25,000千円 

 

 KDDI 維新ホールをメイン会場に、子どもたち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、令和３年度に引

き続き開催します。新たな賑わいの創出とともに、地元企業の参画により、リアルな職業・社

会体験を通して、子どもたちの未来を生き抜く力を育み、将来的な地元定着につなげます。 

 

  

□充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、

KDDI 維新ホールを会場として開催するとともに、ウェブ上のオンライン会場においても企

業紹介などを行うことで、地元就職の促進を図ります。また、フェアに参加した高校生が関

心を持った職業への理解を更に深めてもらうための取組として、出展企業を実際に訪問し

てもらう体験学習の機会を設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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】 ＜再掲＞  3,000千円 

 新山口駅及び産業交流拠点施設とその周辺において、小郡地域の大学、専門学校など

の学生と企業、地域団体等が連携して行うワークショップや集客イベント等に対して支援し

ます。 

  

□充E  新山口駅周辺地区整備事業【都市整備課】 527,900千円 

 新山口駅周辺の市街地化の促進に向け、令和４年度は、民間の再開発組合による「新山口

駅北地区第一種市街地再開発事業」を支援します。 

 

 

 新山口駅ターミナルパーク整備事業【都市整備課】 167,529千円 

 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６年度の完成を

予定しています。 

 

  

 新山口駅ターミナルパーク管理事業【都市整備課】 64,461千円 

 新山口駅ターミナルパーク施設の管理運営を行います。令和４年度は、壁面緑化の補修を行

います。 
  

令和３年度：「やまぐち未来のしごとフェスタ」の様子 
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 観光交流センター管理運営業務【観光交流課】 18,368千円 

 新山口駅観光交流センターにおいて、市内・県内の観光、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】 79,400千円 

 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４年度は、市道中

領長谷線の道路照明施設整備を行います。 
 

 小郡都市核へのオフィス誘致 立地等奨励事業【産業立地推進課】 6,100千円  

 小郡都市核において、支店・営業所等を新たに開設した場合に、事務所の賃借料や、新規雇

用等に対して補助金を交付します。 
 

 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 

□充E  観光地ビジネス創出事業【観光交流課】 ＜再掲＞ 22,000千円 

□充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＞ 18,000千円 

 

 

 

図：新山口駅周辺の整備箇所・事業概要等 
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③広域ネットワークの強化 

・幹線道路等の整備促進 

事 業 名 等 事 業 費 

□充E  国道２号の４車線化や歩道設置の早期事業化等に向けた取組 

 幹線道路建設促進事業【道路河川建設課】 
6,910千円 

 国道２号の防府市台道から山口市鋳銭司までの区間における４車線化及び歩道設置の早

期事業化について、本市と防府市では、平成３０年１１月に山口県国道２号整備促進期成同盟

会山防部会を設置し、国に要望を行っています。令和４年度は、地元の合意形成に向けた調

査・広報活動を進めます。 

また、国道９号の宮野上下田から篠目文珠までの区間は、大雨時には４ｋｍに渡り通行止め

となることから、こうした課題の解消に向けた調査・検討、要望活動を進めます。 

 

 幹線道路関連整備事業【道路河川建設課】 211,100千円 

 令和２年３月に開通した中国縦貫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）整備を進めます。 

  

 都市計画道路整備事業【都市整備課】 77,400千円 

 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４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】 51,100千円 

 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、車両の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４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】 282,600千円 

 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４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、祢宜幸

田線、由良前仙在線の整備を行います。 

  

 

・「第２期山口県央連携都市圏域ビジョン」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、７２～７３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。 

  

 都市連携推進事業【企画経営課】 7,640千円 

 「第２期山口県央連携都市圏域ビジョン」（計画期間：令和４年度～令和８年度）における重点

プロジェクトを始めとした取組を、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。 

  

□充E  県央連携都市圏域情報発信事業【広報広聴課】 10,000千円 

 「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

ＦＭラジオ番組、テレビ情報番組、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）等の活用を通じて圏域内外に発信し、交流促進を図ります。また、令和４年度

は、新たに、山口県央連携都市圏域のウェブサイトを構築し、圏域における取組や観光情報、移

住定住に関する情報などの情報発信を行います。 
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（４）今の暮らしを豊かにするまちづくり 

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 

○新E  第三次山口市教育振興基本計画の策定 教育総務課の庶務・経理事務【教育総務課】 1,000千円 

  本市の教育目標を明確にするとともに、中・長期的な視野に立った各教育施策の基本的方

向性などを示す第三次山口市教育振興基本計画（計画期間：令和５年度～令和９年度）を策

定します。 

 

  

□充E  ＩＣＴを活用した教育の推進  

□充E  ＩＣＴ教育推進事業【学校教育課】  248,729千円 

 学校教育関係事務【学校教育課】   19,196千円の内数 

 児童・生徒１人１台配布したタブレット端末や電子黒板等のＩＣＴ機器を活用した学習活動の

更なる充実を図るため、令和４年度は、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活用するとともに、新たに、児童・生徒用の端末に授業支援ソフトを導

入します。 

また、学校におけるデジタル化やＩＣＴ教育の支援体制の強化に向けて、情報教育支援アド

バイザーの配置や、ＩＣＴ機器の活用をサポートする情報教育支援員を増員するとともに、通

信環境整備として、インターネット回線の光回線への切り替えなどを行います。 

さらに、家庭でのオンライン学習の実施に向けて、引き続き、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を支援するとともに、セキュリティ

対策の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□充E  学習支援事業【学校教育課】 130,336千円 

 各学校に、引き続き、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、部活動指導員を配置するとともに、令和４年度は、新たに介助を必要とする

児童に対応した介助員を配置し、児童・生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導を行いま

す。小・中学校の配置人数の合計は１４９名となります。 

  

 外国語教育の充実 英語指導助手配置事業【学校教育課】 51,764千円 

 

新学習指導要領により、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、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。 

  

 「やまぐち子ども未来型学習プロジェクト」の実施 子ども芸術体感事業【学校教育課】 10,424千円 

 学校とＹＣＡＭの連携のもと、児童・生徒１人１台端末を活用し、小学校では地域の魅力発

見の取組、中学校では文化祭での取組をモデル校において進めるとともに、教職員の指導力

向上を図るための研修（ＹＣＡＭプログラム）を実施します。併せて、引き続き、小学校におけ

る社会見学コースにＹＣＡＭでの体験学習を取り入れます。 

  

タブレット端末を活用した授業 
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 遠距離通学対策事業【教育総務課】  81,592千円 

 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。 

  

□充E  学校の多様な取組を生かした地域連携教育の推進 計 29,860千円 

 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と学校を核とした地域づくりに向

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。 

令和４年度は、学校運営協議会等に参画した児童・生徒からの提案の具現化を図る取組を

進めるとともに、全ての小・中学校に配置している地域学校協働活動推進員（地域協育ネット

コーディネーター）の活動促進と人材育成を図ります。また、地域が有する人材や教育力を生

かした生涯学習の推進に向け、引き続き、やまぐち路傍塾の活動推進を図ります。 

  

□充E  コミュニティ・スクール推進事業【学校教育課】 （7,504千円） 

□充E  地域ぐるみ子育て支援推進事業【社会教育課】 （22,356千円） 

○新E  小・中一貫教育の検討 1,300千円 

 平成２８年に小中一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部を改正する法律が施行さ

れています。こうした中、本市では、小学校と中学校の９年間の義務教育のカリキュラムにおい

て、学びと育ちの支援を円滑につなぐため、これまで取り組んできた小・中学校連携教育の成果

も生かしながら、小中一貫教育に取り組むための研究や推進方策の検討等を進めます。 

また、第三次山口市教育振興基本計画の策定を進める中で、小中一貫教育の推進方策等に

ついて検討します。 

  

 学校教育研究事業【学校教育課】 （300千円） 

 
第三次山口市教育振興基本計画の策定 

 教育総務課の庶務・経理事務【教育総務課】＜再掲＞ 
（1,000千円） 

 いじめ・不登校対策、指導体制の充実  

□充E  子どもの笑顔づくり支援事業【学校教育課】 17,101千円 

 

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。また、令和４年度は、モデル校にお

いて、配置型のスクールソーシャルワーカーによるサポート体制を構築します。 

 

 教育支援センター管理運営業務【学校教育課】  12,668千円 

 
教育支援センター（あすなろ教室）において、不登校の児童生徒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に向けた支援を行います。 
 

 教員の負担を軽減   

 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】 9,415千円 

 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 

○新E  統合型校務支援システムの導入 ＩＣＴ教育推進事業【学校教育課】＜再掲＞ 18,180千円 

□充E  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】＜再掲＞ 

7,000千円 

    事務的な業務を補助する教員業務アシスタント（１０名）や部活動指導員（１５名）を、引き

続き学校に配置し、教員の業務負担軽減、長時間勤務の改善、働き方改革を進めます。 

 また、新たに、教職員の事務負担の軽減に向けて、統合型校務支援システムを県内市町

の共同調達により導入します。 

 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、連

絡手段のデジタル化に向けた取組を令和４年度から本格運用を開始します。 
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□充E  学校給食費の公会計化 学校給食運営事業【教育総務課】 1,091,119千円 

 教職員の業務負担軽減等を図るため、令和４年度からは、学校給食費について、これまでの

学校ごとに徴収管理する「私会計」方式を変更し、市が直接徴収や管理を行う「公会計」方式に

移行します。公会計化に伴い、学校給食に関する事務処理を教育委員会事務局へ集約するほ

か、給食費の口座振替手続のウェブサービスを導入します。また、引き続き、安全で新鮮な地場

産食材の活用を図るとともに、各学校での食育に取り組みます。 

 

□充E  学校施設の長寿命化対策 計 1,439,126千円 

 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  ＜設計＞井関小、湯田中 ＜工事＞大歳小 

・校舎大規模改修      ＜工事＞大内中 

・プール改修        <工事>湯田中 

・プール付属室改修 ＜設計＞大殿小 

・トイレ洋式化    ＜設計＞平川小、潟上中、二島中 ＜工事＞大内中 

・屋内運動場改修   ＜工事＞二島小、中央小 

・消防用放送設備改修    ＜設計＞仁保小 ＜工事＞二島小、徳地中 

補正分 

  ・トイレ洋式化 <工事>小郡小 143,700千円、小郡中 176,700千円 

  

 

  

 小学校施設長寿命化事業【教育施設管理課】 一部補正 （675,426千円） 

 中学校施設長寿命化事業【教育施設管理課】 一部補正 (763,700千円） 

□充E  災害時の避難場所ともなる屋内運動場の防災機能向上 72,000千円 

 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。 

・非構造部材耐震化改修<設計>佐山小、秋穂小、小郡中武道場 ＜工事＞中央小 

補正分 

・非構造部材耐震化改修 

<工事>二島小 ３６,000千円 

  

 

  

 小学校施設安心安全推進事業【教育施設管理課】 一部補正 （69,000千円） 

 中学校施設安心安全推進事業【教育施設管理課】 (3,000千円） 

 日本一“本”を読むまちづくり 計 198,908千円 

 「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４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、阿東図書館における移動図書館用の車庫整備、第４次図書館サービ

ス計画・第４次子ども読書活動推進計画の策定を行います。 

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

どのイベントを引き続き行うとともに、山口県央連携都市圏域の各市町の図書館と連携したイ

ベントを開催します。 

  

□充E  図書館管理運営業務【中央図書館】 (190,698千円） 

 移動図書館管理運営業務【中央図書館】 （979千円） 

 学校図書館支援サービス事業【中央図書館】 （5,381千円） 

□充E  図書館活用推進事業【中央図書館】＜再掲＞ （1,850千円） 

□充E  生涯学習基本計画策定・推進業務【社会教育課】 468千円 

  本市の生涯学習の推進指針である第二次山口市生涯学習基本計画後期推進計画（計画期

間：令和５年度～令和９年度）を策定します。 
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□充E  大学連携講座等開催事業【社会教育課】 2,935千円 

 

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。ま

た、市内の高等教育機関等と連携し、デジタル化などの社会の変化に対応した講座や、学び

直しのきっかけづくりを目的とした講座を開催します。 

 

 

 社会教育活動推進事業【社会教育課】＜再掲＞ 50,404千円 
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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 

□充E  保育園待機児童解消へ２１７人の定員拡大【保育幼稚園課】 5,623,135千円 

 保育園等の保育施設の待機児童の解消に向けて、定員を２１７人拡大します。また、南部地

域の市立幼稚園（鋳銭司、名田島、二島、秋穂）を統合し、新たに、認定こども園の「山口みなみ

こども園」を令和４年４月から開園します。 

令和４年度の定員拡大は以下のとおりです。 

・認可保育園 

   「めばえぽっぽ保育園（平川）」（新設：定員１００人） 

   「花尾第二保育園（宮野）」（定員１０人増：２０人→３０人） 

 「はあと保育園新山口（小郡）」（定員３０人増：１２０人→１５０人） 

 「U NERSERY 新山口２号館（小郡）」（定員１人増：１９人→２０人） 

・認定こども園  

「鴻城幼稚園（小郡）」（認定こども園移行：保育園部の定員５６人） 

「山口みなみこども園（鋳銭司）」（新設：保育園部の定員２０人） 

運営費の合計 

□充E  保育園（認可保育施設）等のさらなる整備【保育幼稚園課】 610,856千円 

 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）。また、新型コロナウイルス感染症対策として実施する施設整備（手洗い場の自動

水栓化など）を支援します。 

令和４年度に予定している定員拡大に向けた主な施設整備は、以下のとおりです。 

・「夢の星保育園大内園（大内）」（定員２０人増：９０人→１１０人） 

・「嘉川保育園（嘉川）」（定員１０人増：１１０人→１２０人） 

・明星幼稚園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人、幼稚園部：定員４５人）（保育園部の定員６６人増を予定） 

・鴻城幼稚園の増築 

（保育園部：定員８３人、幼稚園部：定員２６７人）（保育園部の定員２７人増を予定） 

・阿知須幼稚園の増築 

（保育園部：定員１２０人、幼稚園部：定員７５人）（保育園部の定員５１人増を予定）  

 

整備費助成の合計 

□充E  保育人材の確保【保育幼稚園課】 137,029千円 

 保育の受け皿づくりを引き続き進めていくために、保育士等の人材確保につながる取組を

進めます。 

令和４年度は、新たに、保育補助者として子育て支援員を雇用する民間の保育施設を支援し

ます。また、引き続き、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」を開催するとともに、

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や保育士養成校・調理専門学校

等との連携を進めます。さらに、保育人材の年間を通じた求人募集や県の保育士就職支援金

貸付事業等の情報発信に取り組みます。 

 

関連事業費の合計 

□充E  保育業務 ICT化推進事業【保育幼稚園課】 15,243千円 

 保育士の事務負担の軽減による保育の質の向上を目的として、保育現場のデジタル化を

進めます。令和４年度は、民間の保育施設における保育業務支援システムの導入やWi-Fiの

整備、タブレット端末・モニターなどの機器導入を支援します。また、保護者の保育に関する手

続のオンライン化の検討を進めます。 

 

 

□充E  病児保育事業【保育幼稚園課】 108,268千円 

 市内の病児保育所において、病気回復期に至らない児童の一時預かりを行います。 

令和４年度は、南部地域の病児保育の需要増加に対応するため、小郡地域に新たに病

児保育所を１か所設置します。 
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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 

□充E  放課後児童クラブの定員を７５人拡大 放課後児童クラブ運営費【こども未来課】 747,083千円 

 放課後児童クラブの待機児童の解消に向けて、定員を７５人拡大します。 

 

○令和４年度の定員拡大は以下のとおりです。 

    ・大歳小学校区（定員：１６５人→１７５人） 

      「大歳臨時学級」（定員１０人増） 

・嘉川小学校区（定員：４０人→６０人） 

「おおぞら学級」（定員２０人増） 

    ・佐山小学校区（定員：２０人→５０人） 

      「はばたき学級」（定員３０人増） 

    ・大海小学校区（定員：２５人→４０人） 

      「大海なかよし学級」（定員１５人増） 

 

 また、支援員等の確保・雇用の安定化に向け、中堅職員（週の勤務時間が２０時間以上の

支援員）の育成に向けた処遇改善や、支援員や補助員等の収入を引き上げる「処遇改善臨

時特例事業」に取り組みます。 

さらに、新型コロナウイルス感染症に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、支援員の相互派遣に取り組みます。＜再掲＞ 

 

 

□充E  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】 259,817千円 

 待機児童の解消に向けて、放課後児童クラブの新設を行います。 

 

○令和４年度の建設整備予定は以下のとおりです。 

・湯田小学校区 

「やまびこ学級」  

移設拡充 （定員１０人増：令和５年１月供用開始予定） 

・大歳小学校区 

「さわやか第３学級」  

新設 （定員６０人：令和６年度開設予定） 

    ・嘉川小学校区 

      「おおぞら第２学級」  

新設 （定員６０人：令和７年度開設予定） 

    ・小郡小学校区 

      「はちのこ第３学級」  

新設 （定員６０人：令和６年度開設予定） 

 

 

  

 

  

佐山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 

□充E  児童健全育成事業【こども未来課】 4,862千円 

 本市の子ども・子育て支援の方向性を示す「山口市子ども・子育て支援事業計画」（計画期

間：令和２年度～令和６年度）の中間見直しを行います。 

 

  

□充E  中学生までの子ども医療費の無料化 計 1,009,034千円 

 子育て世帯に対する経済的な支援として、引き続き、中学生までの子どもの医療費（保険

診療による自己負担分）を無料化します。 
  

 乳幼児医療費助成事業【保険年金課】 （477,180千円） 

 こども医療費助成事業【保険年金課】 （531,854千円） 

□充E  乳幼児健康診査事業【子育て保健課】 61,743千円 

 乳幼児期の疾病を早期に発見するため、一般健康診査及び精密健康診査を実施します。

令和４年度は、新たに、３歳児健康診査における弱視や斜視の早期発見に向けて、屈折検査

機器を導入した検査を実施します。また、先天性難聴の早期発見・早期療育を図るため、新生

児の聴覚検査に対して支援を行います。 

 

  

 産科医等確保支援事業【健康増進課】 6,696千円 

 産科医療機関及び産科医等の確保に向けて、分娩手当を医療従事者に支給されている産

科医等に、分娩１件当たり１万円を上限に補助を行います。また、市内において、分娩を取り扱

う産科の新設や再開等を行う診療所に対して、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）。 

 

  

 不妊・不育治療費助成事業【子育て保健課】 11,232千円 

 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）。 

  

□充E  やまぐち母子健康サポートセンターを拠点とした相談支援の充実 

 妊娠・出産包括支援事業【子育て保健課】 

37,230千円 

 

 「やまぐち母子健康サポートセンター」を拠点に、各保健センターにおいて、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。 

令和４年度は、新たに、小郡保健福祉センター内に常設の相談スペースを設置します。 

また、母子健康手帳を補完し、無料で利用可能な子育て支援アプリ「やまここｂｙ母子モ」に

おいて、子育て情報の配信やオンライン相談を行うとともに、新たに、「やまぐち母子健康サポ

ートセンター」の来所相談や講座などをオンラインで予約できる機能を追加し、子育て世代の

負担軽減を図ります。 

  

 家庭児童相談事業【子育て保健課】 15,660千円 

 家庭における児童の養育に関する相談に応じ、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。 

 

  

 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。地域の支援機関のネットワークを活用し、家庭訪問や、電話等による状況の把

握、食事の提供、学習・生活指導などを支援します。 
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 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＞ 5,552千円 

 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。保育の質の向上

に向けた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。 

  

□充E  ファミリーサポートセンター運営事業【こども未来課】 9,999千円 

 子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人の橋渡しを行う「ファミリーサポートセンタ

ー」の運営を行います。令和４年度は、新たに、地域子育て支援拠点において、ファミリーサポ

ートセンターの受付業務を開始することで、子育て世代の負担軽減を図ります。 

 

  

□充E  家庭教育の充実  計 1,999千円 

 

家庭教育の充実に向け、保護者を対象に家庭教育講座を開催するとともに、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、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相談、就学時検診における家庭教育講座の開催、保護者同士の交流

の場として「保護者カフェ」を開催するとともに、家庭教育支援体制の強化として、家庭教育ア

ドバイザーの増員を図ります。 

また、これまで学校で開催していた「保護者カフェ」を、令和４年度から、新たに地域交流セ

ンター等において、地域やＰＴＡと連携したかたちで開催し、幼保、小・中学校の保護者同士の

縦と横のつながりの創出を図ります。併せて、オンラインでの個別相談を開始します。 

 

 

 家庭教育講座開催事業【社会教育課】 （607千円） 

□充E  家庭教育訪問支援事業【社会教育課】 （1,392千円） 

 子どもの生活・学習支援事業【こども未来課】 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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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 

□充E  新規就農者支援事業【○新農業政策課←農林政策課】＜再掲＞ 49,775千円 

 集落営農促進事業【○新農業政策課←農林政策課】 85,067千円 

 新規就業者の受入れ・定着の促進や、集落営農法人等が行う生産規模拡大・低コスト化等の

取組を支援します。 
  

□充E  もうかる農業創生事業【○新農業政策課←農林政策課、徳地総合支所農林課】＜再掲＞ 63,643千円 

□充E  朝一から朝市人だかり推進事業費【○新農業政策課←農林政策課】 2,000千円 

 朝市等の直売所機能の充実を図り、地産地消を推進します。また、農林水産物直売所等を従

業員や消費者が安心して利用できるよう、感染防止対策などの施設整備等を支援します。（補

助率１／２、補助上限額５０万円）＜一部再掲＞ 

  

 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＞ 700千円 

□充E  有機農業推進事業【○新農業政策課←農林政策課】  754千円 

 
山口市有機農業推進計画に基づき、有機農業の拡大に向けて、学校給食への地元有機農産

物の活用をモデル校において実施します。 

 
 

□充E  ６次産業化推進事業【○新農業政策課←農林政策課】  5,140千円 

 
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。  

□充E  都市農村交流推進事業【○新農業政策課←農林政策課】＜再掲＞ 14,650千円 

□充E  県営ほ場整備事業（県事業負担金）【農林整備課】  一部補正  413,706千円 

 【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～令和９年度 

 

補正分 91,406千円 

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（区画整理等） ： 黒潟、鋳銭司、島地下、川西中、 

佐山北第一 

○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） ： 西ノ浴新堤（鋳銭司）、鳶ヶ栖（仁保） 

 

（3月補正：91,406千円） 

（当初予算：322,300千円） 

□充E  嘉川・佐山地区ほ場整備調査事業【農林整備課】 37,000千円 

 嘉川・佐山地区のほ場整備の事業採択に向けて、令和４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）：公共用地編入業務、促進計画書作成業務 

・川西上地区（約３３ｈａ）：地形図作成業務、促進計画書作成業務 

  

□充E  名田島地区ほ場整備調査事業【農林整備課】 11,100千円 

 名田島地区のほ場整備の事業採択に向けて、令和４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)：地形図作成業務、農地等集団化業務、促進計画書作成業務 
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 団体営土地改良補助事業【農林整備課】 6,000千円 

 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４年度

は、仁保、阿知須、椹野川東の土地改良区における揚水機場等の更新整備などを支援します。 

 

  

 優良農地確保促進事業【○新農業政策課←農林政策課】 3,922千円 

 山口市農業振興地域整備計画の見直しを令和元年度から令和５年度までの期間で行いま

す。 
  

□充E  園芸作物振興事業【○新農業政策課←農林政策課】 51,580千円 

 地域の特性に応じた品目の園芸産地の育成・拡大を図ります。また、農家の所得向上に向け

て、栽培用ハウスに係る資材経費等支援や、新規就業者等の受入れ・定着に向けた園芸産地等

の規模拡大・生産体制強化等に係る取組を支援します。令和４年度は、山口あぶトマト部会のト

マト選果機整備を支援します。 

 

  

□充E  畜産農家支援事業【○新農業政策課←農林政策課、阿東総合支所農林課】 24,822千円 

 畜産農家の経営基盤の強化を図ります。令和４年度は、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繁殖雌牛の導入、子牛生産の促進を支援する

とともに、飼養規模拡大のための施設整備（畜舎等）を支援します。 

また、市内産黒毛和牛の肥育素牛の導入に対する支援については、新型コロナウイルス感染

症の影響により出荷時期が延長し、飼料費等の負担が増加していることを踏まえ、畜産農家の

事業継続に向けて、補助率及び補助上限額を引き続き拡充します。（補助率１０/１００→

20/100、補助上限額７万円→１０万円）＜再掲＞ 

 

 

□充E  有害鳥獣捕獲対策関係事業【○新農業政策課←農林政策課、阿東総合支所農林課】 11,969千円 

 有害鳥獣による農作物被害を防止し、農業者の経営安定化を図るため、侵入被害防止柵の

設置などを支援します。また、令和４年度は、米価下落の影響や、有害鳥獣による深刻な農作物

被害の影響を踏まえ、予算規模を拡大して支援を行います。 
 

 有害鳥獣捕獲促進事業【○新農業政策課←農林政策課】 23,847千円 

 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

獣対策を図るため、円滑な捕獲体制を確保するとともに、迅速な捕獲の実施を支援します。  

□充E  森林経営管理事業【○新農林整備課←農林政策課】 130,691千円 

 「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４年度は、森林環境譲与税を活用して、阿東地域（生雲中・生雲西分）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、仁保地域及び徳地地域（柚木）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、県と連携し、航空レーザー

を活用した森林資源情報の高精度化・高度利用化に取り組みます。 

また、担い手の確保・育成に向けて、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むとともに、生産性の向上に向けて、森林組合を始めとした林業経

営体における測量業務の省力化につながるＩＣＴ機器の導入（レーザーコンパス）を支援します。

併せて、本市の森林・林業政策の基本方針となる「山口市森林・林業ビジョン」を改定します。 

 

  

 森林境界明確化促進事業【○新農林整備課←農林政策課】 4,467千円 

 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４年度は、徳地

地域の野谷（面積約４００ha）で実施予定です。 
  

□充E  林道維持管理事業【農林整備課ほか】  一部補正  121,064千円 

 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４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。 

補正分 

林道橋の補修工事に係る設計業務：荒谷線（宮野）、堂ノ後線（徳地） 23,000千円 

 （3月補正：23,000千円） 

（当初予算：98,064千円） 

44



 

 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【○新農林整備課←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、後継者育成に向け、令和４年度は、

椎茸生産の担い手育成に向けた栽培技術研修を行います。また、椎茸等生産施設（乾燥機・作

業用建物等）の整備や竹林整備を支援します。 

  

□充E  新規漁業就業者支援事業【水産港湾課】＜再掲＞ 3,000千円 

 漁港施設機能保全事業【水産港湾課】 15,000千円 

 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４年度は、相原漁港浚渫整備工事を行います。 
  

 水産業振興・海洋資源活用事業【水産港湾課】 5,031千円 

 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。 
  

□充E  水産物供給基盤整備事業【水産港湾課】 5,082千円 

 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、鮎養殖場の老朽化に伴う塗装工事を支援します。さら

に、令和４年度は、地域おこし協力隊を活用し、漁業協同組合と連携を図りながら市内産水産

物の販路拡大に向けた取組を進めます。 

  

 魚食普及推進事業【水産港湾課】＜再掲＞ 2,178千円 

 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

講座などを開催します。 
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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 

□充E  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】 89,000千円 

 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。 

市内企業のＤＸ促進に向けて、セミナーの開催やアドバイザーの派遣を行うとともに、市内

企業とデジタル関連事業者とのマッチングや、市内企業のデジタル技術を活用した生産性向

上・新サービス開発の取組を支援します。また、起業創業や中小企業等のＤＸ促進につながる

プログラマーやクリエイター等の高度なデジタル人材の育成と東京圏等から仕事を獲得する

仕組みづくりを一体的に進めます。さらに、市内の商店街組合等の団体が行うデジタルクー

ポンの発行など、デジタル技術を活用した市内消費喚起の取組を支援します。＜一部再掲＞ 

 

 

  

□充E  起業創業支援事業【ふるさと産業振興課】 11,480千円 

 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ターン創業の初期投資への支援などを行います。また、令和４年度は、新たに、

小学生や中学生を対象に、起業について学ぶ「起業家体験プログラム」を実施します。さらに、

山口県央連携都市圏域内における起業創業の促進に向けて、圏域内の各産業支援施設が連

携し、広域的な情報発信や、セミナー・イベント等を開催します。 

 

  

 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 

 本市の中小企業の成長促進を図るため、山口県央連携都市圏域内の中小企業情報交換会

の開催、圏域内企業連携や産学連携による新商品等の共同開発支援、市内中小企業における

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を支援します。 

 

  

 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＞ 56,986千円 

 新産業創出促進事業【○新ふるさと産業振興課←新山口駅拠点施設整備推進室】＜再掲＞ 19,615千円 

□充E  安心快適住まいる助成事業【ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 168,625千円 

□充E  ふるさと産品営業推進事業【ふるさと産業振興課】 282,145千円 

 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４年度の新たな取組として、「体験」や「食事」などの着地型・体験型のふるさと納税返

礼品の造成に取り組みます。また、ウェブや雑誌、デジタルサイネージを活用した広告など、本

市のふるさと産品の認知度向上に向けたＰＲ事業を拡充します。 

さらに、令和３年１１月にリニューアルオープンした山口ふるさと伝承総合センター「まなび

館」において、ふるさと産品の情報発信に取り組むとともに、国の伝統的工芸品に指定されて

いる「大内塗」については、職人とデザイナーの連携による新商品の販路拡大に向けた取組を

支援します。 

 

  

 中心市街地活性化事業【○新中心市街地活性化推進室←ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 15,106千円 

□充E  

 

人が集い賑わいのある商店街づくり支援事業 

【○新中心市街地活性化推進室←ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 
41,500千円 

 あきないのまち支援事業【○新中心市街地活性化推進室←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 

□充E  

 

市内事業者の「新しい生活様式」への対応に向けた支援 ＜再掲＞ 

商工業振興対策事業【ふるさと産業振興課】 

30,000千円 
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 立地等奨励事業【産業立地推進課】 339,217千円  

 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や、中山間地域におけるオフィスの開設促進に取り組

みます。 ＜一部再掲＞ 

  

 鋳銭司第二団地整備【産業立地推進課】＜特別会計＞ 965,200千円 

 鋳銭司地域（山口県消防学校北東に位置する一帯）で整備を進めてきた新たな産業団地

である鋳銭司第二団地について、令和４年度は、団地造成工事を進め、令和４年秋頃、分譲

を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

鋳銭司第二団地（整備イメージ） 
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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 

 誰もが働きやすい環境づくり  

○新E  働く女性の活躍応援事業【ふるさと産業振興課】 6,800千円 

 女性の就労環境の一層の充実を図ります。女性が活躍できる職場環境づくりに向けて、県

の「やまぐち女性活躍推進事業者」に認定された事業者が行う、一般事業主行動計画の達成

に向けたトイレ等の施設改修や意識啓発などの取組を支援します（補助率１/２、補助上限額  

２００千円）。 

また、働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向けて、事業者を対象

とした女性が働きやすい環境づくりに関するセミナーや、働く女性を対象としたステップアップ

セミナーを開催するとともに、山口井筒屋２階に開設した地域の魅力発信・交流スペース「コト

サイト」において、就職を考えている女性を対象とした就職活動支援講座等を開催します。 

 

 

□充E  働き方改革推進事業【ふるさと産業振興課】 2,200千円 

 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。 

令和４年度は、働きやすい職場環境づくりや、リモートワーク等による多様な働き方の導入

など、働き方改革を啓発する異業種混合のセミナーやワークショップを開催するとともに、企業

内で生じた課題の解決を図るための専門家への個別相談会を実施します。 

また、厚生労働省「中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業」に基づくセミナ

ーや、（独）中小企業基盤整備機構と連携した中小企業大学校サテライトゼミの開催など、国の

支援事業を活用した取組を展開します。 

 

 

□充E  男女共同参画基本計画推進事業【人権推進課】 2,054千円 

 男女共同参画センター運営事業【人権推進課】 11,425千円 

 

男女共同参画社会の実現に向けて、第２次山口市男女共同参画基本計画に基づき、市民

や関係団体との連携のもと、男女共同参画講座等の開催、情報誌の発行、女性相談員による

相談対応等を行います。また、令和４年度は、第３次山口市男女共同参画基本計画の策定を

行います。 

 

□充E  人材確保企業重点支援事業【ふるさと産業振興課】 10,500千円 

 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

の開催や、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、市内中小企業における従業員の人材育成の取組に対する支援、人材確保ウェ

ブサイトの運営などを行います。また、令和４年度は、コロナ禍に伴い離職を余儀なくされた方や、

就職氷河期世代の方などを対象として、就職支援に向けたスキルアップセミナーや、市内企業と

のマッチング面談会を開催します。 

 

  

 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、オンライン面接の実施に係る経費の一部を支援します。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への就職あるいは創業等を経

て市内に移住した場合には、補助上限額１００万円（１８歳未満の子１人につき最大３０万円の加算

有り）を支援します。 

  

 事業承継支援事業【ふるさと産業振興課】  5,000千円 

 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。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のプラットフォーム（事業承

継支援協議会）の運営を行うとともに、山口県央連携都市圏域における商工会議所・商工会との

連携のもとで形成する圏域版のプラットフォームを活用し、広域的な事業承継支援の取組を展開

します。令和４年度は、引き続き、産業交流スペース「Megriba（メグリバ）」を活用し、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。 
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□充E  就職支援事業【ふるさと産業振興課】 33,368千円 

 中学生・高校生等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。 

令和４年度は、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、

KDDI 維新ホールを会場として開催するとともに、ウェブ上のオンライン会場においても企業紹介

などを行うことで、地元就職の促進を図ります。また、フェアに参加した高校生が関心を持った職

業への理解を更に深めてもらうための取組として、出展企業を実際に訪問してもらう体験学習の

機会を設けます。 

さらに、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オンライン上での就職

説明会の導入を図ります。＜一部再掲＞ 

  

□充E  

 

「Ｏｕｔ
アウト

 ｏｆ
オブ

 ＫｉｄＺａｎｉａ
キ ッ ザ ニ ア

 ｉｎ やまぐち」の開催 

「山口ゆめ回廊」つなぎ創る未来共創事業【観光交流課】  ＜再掲＞ 

25,000千円 

 

 雇用対策事業【ふるさと産業振興課】 2,198千円 

 雇用対策事業として、若手社員の職場定着の促進に向けて、経営者や若手社員向けのセミナ

ー・研修会を開催します。 
 

□充E  特定求職者雇用促進事業【ふるさと産業振興課】 1,650千円 

 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（補助率１/２、補助上限額２００千円）。また、障がい者雇用に向けた事業者向けのセミ

ナーを開催します。 

  

□充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】   5,867千円 

 

外国人市民が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４年度は、日本語ボランティア養成講座の開催、外国人市民を対象

とした日本語講座や日本の生活習慣講座の開催、高校生を対象とした多文化共生講座、地域に

おける住民と外国人市民との交流事業を実施します。また、新たに、市内の様々な国際交流活動

団体が連携し、学生等の若い世代が参画した交流イベントの開催を支援します。 
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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 

 山口情報芸術センター企画運営事業【文化交流課】＜再掲＞ 253,930千円 

○新E  山口情報芸術センター２０周年記念事業【文化交流課】＜再掲＞ 10,000千円 

 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、ＹＣＡＭの持つ

技術、ネットワークなどにより市民やアーティスト・関係団体等がつながりあう事業や様々な教

育普及活動を展開します。 

令和４年度は、カナダ出身のアーティスト、カイル・マクドナルド氏と共同でパフォーミングア

ーツ作品の制作・上演、アーティストの岩間朝子氏とインドネシアのアーティストグループ・バク

ダパンによるアート展など、これまで数年をかけて市民や関係団体の参画のもとに進展してき

たプロジェクトをオリジナル作品として公開します。 

また、人材育成事業として「やまぐち子ども未来型学習プロジェクト」におけるモデル校での

情報教育プログラムの展開、小中学生の校外学習の受入れ、小・中学校教員と共同でＩＣＴ機

器を活用した授業モデルの研究などを行います。さらに、令和５年度のＹＣＡＭ開館２０周年に

向けて、シンポジウムの開催や記念作品の制作、情報発信等に取り組みます。 

   

□充E  芸術家育成支援事業【文化交流課】 3,133千円 

 アーティストの発掘や支援とともにアーティストの創造性をまちづくりに活用した交流事業を

展開します。令和４年度は、「第１２回やまぐち新進アーティスト大賞」の募集を行い、ノミネート

作品展を開催します。また、新進アーティストの創造性を活用した「多様なアート鑑賞の機会」

を大殿地域などのまちなかで創出するため、山口ゆめ回廊博覧会での育成プログラムで誕生

した「山口アートコミュニケーター」や中心市街地で活動する地域おこし協力隊と連携した取

組を進め、交流人口の増加を図ります。 

  

○新E  地域伝統芸能全国大会開催事業【文化交流課】 42,200千円 

 令和４年１０月８日（土）・９日（日）に、ＫＤＤＩ維新ホールをメイン会場、中央公園をサブ会場

として、「第３０回地域伝統芸能全国大会山口大会」を開催します。本大会は、国内外の地域

伝統芸能が一堂に会し、演技等を披露する全国大会です。 

開催に当たっては、県と一般財団法人地域伝統芸能活用センター、本市により実行委員会

を組織し、県や本市の伝統芸能の振興、県央部を中心とした賑わいの創出につなげます。 

  

□充E  Ｃ・Ｓ赤れんが開館３０周年記念事業の実施 Ｃ・Ｓ赤れんが企画運営事業【文化交流課】 4,808千円 

 令和４年５月にＣ・Ｓ赤れんがは開館３０周年を迎えます。記念事業として、記念式典におけ

る赤れんがのあゆみ展、チェンバロコンサートの開催、赤れんがの建物保存活動に尽力された

郷土芸術家の回顧展、演劇祭などを開催します。 

  

□充E  大内文化まちづくり推進事業【文化交流課】＜再掲＞ 9,442千円 

 「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４年度は、「ぐるり！大内文化ゾーン築山跡史跡公園オープン記念事業」に取り組むと

ともに、雪舟ゆかりの自治体で構成する雪舟回廊協議会におけるガーデンツーリズムの取組、

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」の開催等を行います。 

  

□充E  歴史文化資源保存活用推進事業【文化財保護課】＜再掲＞ 2,970千円 

□充E  やまぐちヒストリア創出事業【文化交流課】  18,140千円 

 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４年度は、大内氏や大内文化を幅広い層の方々に発信するため、「大内のお殿

様がわかる本 （仮）興亡編 下巻」の作成と刊行を行います。また、引き続き、本市の郷土研

究者資料に係る県立大学との共同研究を行います。 

 

 名田島南蛮樋保存整備事業【文化財保護課】＜再掲＞ 25,283千円 

 鋳銭司・陶地区文化財総合調査事業【文化財保護課】＜再掲＞ 10,873千円 
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・スポーツを楽しむまちづくり 

事 業 名 等 事 業 費 

□充E  第３期山口市スポーツ推進計画の策定【スポーツ交流課】   405千円 

 令和５年度から令和９年度までを計画期間とする「第３期山口市スポーツ推進計画」を策定

します。 
 

 ホストタウンを契機とした地域活性化 計 30,028千円 

 ホストタウンスポーツ推進事業【スポーツ交流課】 （27,028千円） 

 ホストタウン交流事業【国際交流課】 （3,000千円） 

 

本市は、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、

水泳スペイン代表チームの事前キャンプを受け入れました。 

また、令和４年５月の「第１９回ＦＩＮＡ世界水泳選手権２０２２福岡大会」に向けて、本市は

水泳スペイン代表チーム（競泳、アーティスティックスイミング、水球）の事前キャンプを受け

入れる予定としていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、同大会は令和５年

７月へ延期されることが決定しました。こうしたことから、令和４年度は、これまでのホストタ

ウン事業で培ったスペインとの人的ネットワークを活用し、スペインの食文化や観光資源を

テーマとした体験イベントや、オンラインを活用した水泳スペイン代表選手との交流事業を

展開し、上記大会に向けた機運醸成を図ります。 

 

 

 体力つくり推進事業【スポーツ交流課】   4,305千円 

 幅広い世代が健康で豊かな暮らしを送るため、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４年度は、市スポーツ施設において、子育て中の方や、ビジネスパーソンを対象とした

「スタートアップ・スポーツ講座」を開催します。 

また、１０月１０日から１０月１６日までの間を、「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】 8,000千円 

 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、次世代育成

等につなげる取組を展開します。 

令和４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を活用した地域活性化・交流人口拡大事業（ウォーキングサッカー体験会、交通事業者との

連携事業など）、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。 

 

  

 武道館の整備検討 スポーツ振興事務費【スポーツ交流課】 3,000千円 

 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４年度は、

武道館整備基本構想の策定に向けて、機能や規模等の調査・検討を引き続き行います。 

 

 

 スポーツ施設等の改修・充実    

□充E  スポーツの森整備事業【スポーツ交流課】 267,000千円 

 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、バック

ネット裏屋根・外壁・スタンドの防水補修等の長寿命化のための改修工事を行います。 
  

□充E  やまぐちリフレッシュパーク整備事業【スポーツ交流課】 25,000千円 

 平成１０年に竣工したやまぐちリフレッシュパーク総合体育館について、施設の長寿命化

に向けて、管理棟屋上の防水補修工事を行います。 
  

□充E  小郡屋内プール整備事業【スポーツ交流課】 98,000千円 

 
平成３年に竣工した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

ための改修工事を行います。 
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○新E  小郡運動公園多目的トイレの整備 

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】 

500千円 

 
多目的トイレの整備に向けて、設計を行います。 

 
 

□充E  やまぐちサッカー交流広場整備事業【スポーツ交流課】  1,400千円 

 
平成２２年に竣工したやまぐちサッカー交流広場の施設の長寿命化に向けて、クラブハウ

ス屋根・外壁補修等の設計を行います。 

 
 

□充E  南部運動広場整備事業【スポーツ交流課】  8,300千円 

 
南部運動広場テニスコートの改良工事を行います。 

 
 

 屋外運動場照明施設改修事業【スポーツ交流課】 42,500千円 

 
屋外運動場の照明施設の計画的な改修を行います。令和４年度は、鋳銭司小の改修工

事、宮野中の改修設計を行います。 
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・おいでませ山口・観光地域づくり  

事 業 名 等 事 業 費 

○新E  山口ゆめ回廊における広域観光連携事業の実施 

 「山口ゆめ回廊」つなぎ創る未来共創事業【観光交流課】 
74,900千円 

 

令和３年度に開催した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」における官民一体となった広域観光連携の取組を生かし、圏域への誘客促

進、滞在時間や観光消費額の向上を図ります。 

令和４年度は、子どもの職業体験・社会体験イベント「Ｏｕｔ ｏｆ ＫｉｄＺａｎｉａ ｉｎ やまぐ

ち」や、地域伝統芸能全国大会の開催に合わせて、本市の「食」と「アート」の魅力を発信す

るイベントを開催します。また、新山口駅・湯田温泉を拠点とした圏域モデルツアーや滞在

時間の拡大に向けた宿泊付モニターツアーの実施、県立美術館で開催予定の「庵野秀明

展」と連携した取組、７市町の「食」などをテーマにした商品開発・周遊促進事業、デジタル

技術を活用した観光コンテンツの開発に取り組むとともに、７市町共同でのプロモーション

事業や、本市の観光アンバサダーを活用した観光キャンペーン事業を行います。さらに、

山口観光コンベンション協会内に「地域通訳案内士斡旋センター」を設置するとともに、お

もてなし事業として、手ぶら観光の実施や、湯けむり手形の発行を引き続き行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□充E  都市間ツーリズム促進事業【観光交流課】 10,983千円 

 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。美祢市との観光交流パートナー協定の１０周年記念事業や鹿児島

市との薩長連携事業、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、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】  14,628千円 

 ２０２５年日本国際博覧会（略称：大阪・関西万博）開催時におけるインバウンド誘客を図

るため、ＳＮＳ等を活用したプロモーション活動の充実強化を図ります。 

また、湯田温泉と友好協定を交わした台北市・北投温泉を始め、国際交流員を活用した

台湾への重点的な情報発信、重点市場である欧米豪への情報発信等に取り組みます。 

 

  

□充E  観光維新ブランド創出事業【観光交流課】  42,200千円 

 本市固有の歴史、文化、自然、温泉、特産品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の向上を図ります。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。また、県立美術館との連携やＹＣＡＭ開館２０

周年を見据えたアートトリップ商品造成事業、令和３年５月に包括連携協定を締結した株

式会社モンベルとの連携事業に取り組みます。さらに、新たな観光ブランドの創出につな

がる誘客イベントの開催を支援します<再掲> 。 

 

  

「Out of KidZania in やまぐち 2021」の様子 「食」をテーマにした周遊促進イメージ 

(令和３年度事業「山チョス食べ歩きＳｕｎdays」） 
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 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    

□充E  重源の郷体験交流公園のリニューアル整備  

重源の郷施設改修事業、重源の郷管理運営業務【観光交流課】＜再掲＞ 

42,000千円 

○新E  美濃ケ浜海浜広場の機能強化 観光施設管理業務【観光交流課】＜再掲＞ 5,560千円 

□充E  湯田温泉魅力創造事業【観光交流課】＜再掲＞ 16,355千円 

 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 

□充E  観光地ビジネス創出事業【観光交流課】＜再掲＞ 22,000千円 

□充E  中園町周辺地区整備事業【都市整備課】＜再掲＞ 200,500千円 
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・シティセールス 

事 業 名 等 事 業 費 

 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。 

 

  

□充E  国際交流の推進 計 9,738千円 

 姉妹友好都市を含めた海外都市に対し、オンライン交流による本市の魅力発信を行うと

ともに、国際理解を深めていくための取組として、国際交流員による学校や地域交流セン

ターで講座を開催します。また、市民の国際交流事業の促進に向けて、市内での交流事業

や青少年等の海外への派遣事業を支援するとともに、市内の観光関連産業の活性化や将

来的なインバウンド誘客の促進に向けて、新たに、市内・国内の外国人や駐日外交団体を

対象に本市の魅力を伝える取組を進めます。 

  

 国際交流推進事業【国際交流課】   （5,594千円） 

 国際交流活動助成事業【国際交流課】  (2,100千円) 

○新E  海外都市との交流活性化事業【国際交流課】  （2,044千円） 

 ホストタウンスポーツ推進事業【スポーツ交流課】＜再掲＞ 27,028千円 

 ホストタウン交流事業【国際交流課】＜再掲＞ 3,000千円 
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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 

□充E  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 404,794千円 

 

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、支援します。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とともに、本市独自

の補助である医療施設・設備整備費助成事業により支援します。病棟は、令和４年度に新病棟

の供用開始、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

支援事業を活用し、引き続き、支援します。病棟は、令和４年度から順次、部分供用開始、令和

７年度に全棟の供用開始を予定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□充E  徳地地域における診療所等の整備・運営による地域包括ケアシステムの充実  

 徳地診療所整備事業【健康増進課】＜再掲＞ 20,044千円 

 徳地地域診療所管理運営業務【健康増進課】 17,629千円 

 徳地保健センター建設事業【健康増進課】 9,522千円 

 保健センター管理運営業務【健康増進課】 38,074千円 

 

徳地総合支所や徳地地域交流センター等を合築する複合型拠点施設内に、「山口市徳地

診療所」を整備し、令和４年秋頃から診療を開始します。同診療所の診療開始と串診療所、

柚野診療所における週１回の診療の継続により、徳地地域の医療提供体制の確保を図りま

す。また、複合型拠点施設内の診療所と保健センター、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】 42,431千円 

 地域救急医療運営費補助事業【健康増進課】 77,552千円 

 

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の養成など、人材育成に係る費

用を支援します。 
  

□充E  予防接種事業【健康増進課】 1,683,148千円 

 

新型コロナウイルスワクチンの接種を進めるとともに、定期予防接種を実施します。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。また、国において接種勧奨の再開を決定された子宮頸がん予防接種の積極的勧

奨を行います。風しん対策については、国において、緊急対策の期間を令和６年度まで延長さ

れたことに伴い、引き続き、昭和３７年度から昭和５３年度生まれの男性を対象に、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。 

 

綜合病院山口赤十字病院病棟イメージ図 済生会山口総合病院病棟イメージ図 

56



 

 健康診査事業【健康増進課】 148,200千円 

 
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。 
 

 特定健康診査事業【保険年金課】＜特別会計＞ 137,590千円 

 

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４年度は、引き続き、国民健康保険の特定健康診査の自己負担額の無償化や、人工知

能（ＡＩ）を活用した未受診者への受診勧奨を行います。 

 

□充E  地域福祉計画推進事業【地域福祉課】＜再掲＞ 2,770千円 

 

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、山口市地域福祉推進協議会を開催し、これまでの事業評価を行うとともに、令和３年

度中に実施するアンケート結果や関係機関へのヒアリングを踏まえ、令和５年度から令和９年

度までを計画期間とする次期地域福祉計画を策定します。 

 

□充E  やまぐちまちの福祉相談室による包括的な相談支援体制の強化 

 包括的支援体制構築事業【地域福祉課】 

16,450千円 

 

 

 地域共生社会の実現に向けて、複合的な課題を解決

できる包括的支援体制を構築するため、あらゆる悩み

事を「丸ごと」受け止める相談窓口として、「やまぐちま

ちの福祉相談室」（通称：ふくまる相談室）を全ての地域

包括支援センターに併設します。 

令和４年１月の中央・川東・徳地・阿東地域への「ふくまる相談員」の配置による相談室の設置

に続き、令和４年度は、鴻南・北東・川西地域への相談室の設置に向けて準備を進め、令和５年

度に全圏域での相談室の設置を進めます。 

  

□充E  地域包括支援センターの体制強化 計 307,843千円 

 

令和４年度から本市の地域包括支援センターの体制を強化します。 

地域包括支援センターの体制については、現在、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分室の体制ですが、令和４年度から北東部圏域（仁保・小鯖・

大内・宮野地域）と、南部圏域川西地域（嘉川・佐山・小郡・阿知須地域）に、地域包括支援セン

ターをそれぞれ増設し、８センター・２分室の体制とし、相談支援体制の強化を図ります。 

また、増設する２つの地域包括支援センターには、地域や関係機関と連携して、高齢者の生

活課題の解決に向けた地域の支え合い体制を推進する生活支援コーディネーターを配置しま

す。 

 

 地域包括支援センター運営事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ （281,174千円） 

 生活支援・介護予防体制整備事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ （26,669千円） 

□充E  認知症対策の推進 計 31,311千円 

 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。 

また、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、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。 

さらに、令和４年度は、新たに、ほっと安心ＳＯＳネットワーク事業において、デジタル技術を活

用した行方不明の高齢者の早期発見に向けて、ＧＰＳ機能端末の購入費用等を支援するととも

に、認知症サポーター等を対象に、ＶＲ機器を活用した認知症の体験講座を開催し、認知症に

関する理解促進を図ります。 

 

 認知症ケア総合推進事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ （29,068千円） 

 認知症高齢者対策推進事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ （2,243千円） 
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 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【○新ふるさと産業振興課←新山口駅拠点施設整備推進室】＜再掲＞ 

19,615千円 

 

 

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４年度は、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引き続き行うとともに、得られた実証成果を認知症予

防や転倒予防に向けたメニュー作りに生かすなど、高齢者の健康づくりの取組につなげます。 

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した「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。 

 

 

□充E  成年後見制度の利用促進 計 11,572千円 

 成年後見制度利用促進事業【高齢福祉課】 （796千円） 

 成年後見制度利用支援事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ （10,776千円） 

 令和３年１０月に設置した「山口市成年後見センター」を中心に、関係機関との地域連携ネット

ワークを構築し、成年後見制度の利用促進を図ります。 

令和４年度は、成年後見制度に関する出前講座やセミナーを開催するとともに、成年後見制

度の利用に係る費用の助成対象を拡大し、市長申立に加え、親族等申立を対象とします。 

 

 介護人材育成・確保支援事業【介護保険課】 2,500千円 

 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４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への

受験手数料の一部を支援するとともに、介護職の理解促進・イメージアップに向け、中学生を対

象とした介護体験授業を実施します。 

 

 

 介護給付費適正化事業【介護保険課】＜特別会計＞ 7,993千円 

 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、介護給付費の適正化

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４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。 

 

 自立相談支援事業【地域福祉課】 38,777千円 

 

 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。 

  

 

  

58



 

・安心して自立した生活ができる障がい福祉の充実 

事 業 名 等 事 業 費 

□充E  障害福祉計画実施・評価事業【障がい福祉課】 2,238千円 

 令和５年度から令和９年度までの５年間を計画期間とする次期「山口市障がい者きらめきプ

ラン」の策定を行います。策定に当たっては、山口市障がい福祉施策懇話会を開催するととも

に、アンケートを実施します。 

 

 山口市みんなの手話言語条例施行を契機とした意思疎通支援の充実  

□充E  理解促進・権利擁護推進事業【障がい福祉課】 5,048千円 

 

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。 

令和４年度は、市民を対象とした公開講座の開催や、市内事業者等を対象とした筆談ボ

ードや、対話支援機器などの物品購入費用の一部の支援に加え、山口市みんなの手話言語

条例の施行に併せ、手話体験講座の拡充を行うとともに、新たに、市内事業者等の講演会・

研修会の開催時における、手話通訳者等の設置費用について支援します。  

また、全ての人が利用しやすい公共施設の整備に向けて、山口市ユニバーサルデザイン

推進検討会の開催や、成年後見制度の利用促進、虐待防止に関する取組を進めます。 

 

□充E  意思疎通支援事業【障がい福祉課】 32,242千円 

 

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・要約筆記者の派遣事業を

行うとともに、オンラインでの遠隔による手話通訳サービス、要約筆記サービスを実施しま

す。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）。 

 

○新E  手話による市政情報の発信  

放送・新聞等広報事業、ケーブルテレビコミュニティチャンネル番組供給事業【広報広聴課】 

39,011千円の内数 

 

 
令和４年度から、テレビによる市政情報の発信事業において、画面上に手話通訳を表示し

て放送します。 
 

□充E  市議会の傍聴における合理的配慮の推進 議会運営事務【市議会事務局】 32,099千円の内数 

 議会傍聴時において、申込みに応じて意思疎通支援者（手話通訳者・要約筆記者）の配

置を行います。 
 

□充E  市主催行事における合理的配慮の推進   

 山口市成人式式典や学校行事、イベント開催時において、引き続き、意思疎通支援者（手

話通訳者・要約筆記者等）の配置を行います。 
 

□充E  子ども発達支援事業【障がい福祉課】 7,084千円 

 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。 

また、令和４年度は、新たに、発達障がいへの理解促進に向けて、ワークショップの開催やＶ

Ｒ機器を用いた体験会を行うとともに、発達障がい児やその家族の皆様が、地域において必要

な支援を受けることができるよう、地域の支援体制の構築に向けた取組を進めます。 

 

 

□充E  相談支援事業【障がい福祉課】 43,139千円 

 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、ひきこもり支援体制の充実を図るため、ひきこもり状態にある方とその家族のための相

談支援、居場所づくり、関係相談支援機関等とのネットワーク構築などを行います。 
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 障害福祉サービス給付事業【障がい福祉課】 3,383,209千円 

 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。 

 

□充E  特定求職者雇用促進事業【ふるさと産業振興課】＜再掲＞ 1,650千円 
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・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 

□充E  予防接種事業【健康増進課】＜再掲＞ 1,683,148千円 

 保健活動業務【健康増進課】＜再掲＞ 25,440千円 

 

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、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。併せて、骨髄等移植の推進に向けて、助成制度による支援及び制度の周知を行いま

す。 

  

□充E  老人クラブ等高齢者活動補助事業【高齢福祉課】 18,126千円 

 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。 

また、令和４年度は、新たに、老人クラブ会員によるＩＣＴ活用の推進に向けた講座やＩＣＴリー

ダーの育成、ＩＣＴを活用した事業など、老人クラブ活動の活性化に向けた取組を支援します。 

 

 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＞ 15,540千円 

 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。 
 

 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＞ 
3,393千円 

 人生１００年時代を見据え、後期高齢者医療制度において、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・介護等の必要な方への支援につなげます。 

令和４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、地域の通いの

場等における健康教育・健康相談の開催を行うとともに、支援が必要な方に対しては、地域包

括支援センターと連携し、医療・福祉サービスへつなげるなど、きめ細かな支援を行います。 

 

 地域介護予防活動支援事業【高齢福祉課】＜特別会計＞ 6,334千円 

 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】 149,064千円 

 
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。 
 

□充E  地域ぐるみ子育て支援推進事業【社会教育課】＜再掲＞ 22,356千円 

 
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」の活動に取り組みます。 
 

□充E  大学連携講座等開催事業【社会教育課】＜再掲＞ 2,935千円 

 社会教育活動推進事業【社会教育課】＜再掲＞ 50,404千円 

 

  
参考：健康福祉分野に関する特別会計 

療養諸費 12,679,207

高額療養費 2,189,381

うち一般会計繰入金 1,471,695 国民健康保険事業費納付金 4,615,704

うち一般会計繰入金 836,500 

居宅介護サービス給付費 5,830,059

施設介護サービス給付費 5,160,153

うち一般会計繰入金 2,846,016 

うち一般会計繰入金

（単位：千円）

会　　計　　名 主な内容

国民健康保険 20,153,502 

11,822介護サービス事業 15,578 介護予防支援運営事業費

3,481,623

介護保険 18,259,494 

後期高齢者医療 3,593,739 山口県後期高齢者医療広域連合納付金

当初予算額
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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 

□充E  消防・救急業務における感染防止対策【警防課、救急課】＜再掲＞ 14,720千円 

□充E  消防本部庁舎の建替整備 消防本部新庁舎整備事業【消防総務課】 126,421千円 

 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。建替は、新本庁舎に消防本部

機能を集約するかたちで進め、令和４年度は、建設工事に着手します。 
 

□充E  消防通信指令業務の共同運用【通信指令課】 15,900千円 

 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・無線システムの共同整備を行いま

す。令和４年度は、令和３年７月に設置した「（仮称）山口県央消防指令センター共同整備協議

会」において、３市による協議・調整を行うとともに、指令センターのシステム構築に向けた仕

様書作成等を行います。３市の共同による（仮称）山口県央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の検討【消防総務課】 - 

 消防本部の新本庁舎への集約に伴い、消防本部と一体となっている中央消防署の建替に

向けた検討を進めます。また、鴻南地区における消防・救急体制の強化を図るため、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】 65,115千円 

 消防ポンプ自動車（中央消防署徳地出張所）を更新配備します。 
 

 高規格救急自動車整備事業【救急課】 41,057千円 

 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へ更新配備します。 
 

□充E  地域防災拠点となる消防車庫、消防車両の整備 計 125,960千円 

 消防車庫整備事業【警防課】 （89,333千円） 

 非常備消防自動車整備事業【警防課】 （36,627千円） 

 

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４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）では、駐車場整備と防火

水槽設置工事を進めるとともに旧阿知須分団車庫の解体工事を行います。徳地地域（徳地第

１方面隊出雲分団）では、太陽光発電等設備設置工事、屋外整備工事、駐車場整備を進めま

す。また、消防ポンプ自動車１台（吉敷地域）、小型動力ポンプ付積載車２台（阿東地域）を更

新配備します。＜一部再掲＞ 

 

□充E  地域防災を支える消防団員の育成、活動しやすい環境づくり  

 消防団管理運営業務【警防課】 7,566千円 

 消防団員災害等活動費【警防課】 58,434千円 

 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に、本市独自の取組として、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「消防団大学」を引き続き開講します。また、道路交通法の改正により、

平成２９年３月１２日以降に普通運転免許証を取得した消防団員が３．５トン以上の車両の運

転を行う場合、準中型運転免許証の取得が必要となったことから、３．５トン以上の消防ポンプ

車の機関員の確保に向けて、新たに、消防団員の準中型自動車運転免許取得に係る費用の

一部を助成します。また、消防団員の処遇改善を図るため、災害に係る出場手当の引上げを

行うとともに、消防団組織における情報伝達の効率化や事務手続の負担軽減を図るため、ＩＣ

Ｔの活用に向けた研修会を実施します。 
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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 2,060千円 

 火災予防普及啓発事業【予防課】 3,157千円 

 火災予防の普及啓発を実施します。小中学生を対象とした「消防ブートキャンプ」を、新しい

生活様式に対応したかたちで引き続き開催し、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。また、防火講習会や高齢者を中心とした消防座談会を開催し、住宅用火

災警報器の設置の促進を図るとともに、デジタルサイネージを活用した火災予防の啓発を行

います。 

 

 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】 11,276千円の内数 

 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、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」や消防活動用重機、そして、令和３年度

には県内の消防本部で初めてとなる「無人航空機（ドローン）」の導入を進めてきました。令和

４年度は、引き続き、ドローンを操作するオペレーターの養成や操作訓練による技術向上を図

ることで、救助体制の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□充E  避難者対策推進事業【防災危機管理課】＜再掲＞ 24,619千円 

 避難所備蓄品の購入・管理を行います。また、避難行動要支援者管理システムの導入や、

高齢者・障害者福祉施設の協力による福祉避難所の確保に向け、避難所開設に必要な資機

材（簡易ベッド、毛布等）の配備を行います。 

 

 

□充E  防災意識啓発事業【防災危機管理課】 8,500千円 

 県が想定最大規模の高潮による浸水想定区域の見直しを実施することに伴い、山口市防

災ガイドブック（津波・高潮編）の更新を行います。令和５年度に印刷・配布を行います。 
 

 海岸保全施設整備事業【水産港湾課】 518,568千円 

 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。 

 

○新E  宅地耐震化推進事業 補正 【開発指導課】 7,800千円 

 平成３０年７月の県内の大規模盛土造成地マップの公表を受け、市内４７か所の大規模盛

土造成地の安全対策として、現地の盛土形状や地盤・法面の変状、地下水の状況等の調査を

行います。また、詳細な調査が必要な個所の優先度評価を行い、宅地耐震化の計画を策定し

ます。 

 

 （３月補正） 

 住宅・建築物耐震化促進事業【開発指導課】 105,674千円 

 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＞ 

  

現場中継 

システム 

災害対策本部 
ドローン 

現場指揮本部 

消防通信指令室 

現場中継システムを 
活用したリアルタイム 
な映像情報の共有に 
より、災害対応力を強化 

連携の強化 
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 道路や橋の適切な維持補修、計画的な長寿命化 計 735,028千円 

□充E  道路維持補修事業【道路河川管理課など】 （486,498千円） 

 道路を適切に維持管理します。令和４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、阿東地域において除雪車の更新を行います。また、舗装の長寿命化に向

けた計画の策定を行います。  

 

□充E  橋りょう長寿命化対策事業【道路河川管理課】 （118,854千円） 

 

市道橋について、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４年度は、下恋路橋（宮野）・

えびす橋（白石）・面坊橋（小鯖）・正地橋（阿東）の維持補修工事、長谷跨線橋（小郡）・初

音橋（宮野）の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】 （129,676千円） 

 
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。 

 

 総合浸水対策事業【○新道路河川建設課←下水道整備課】 150,500千円 

 「山口市総合浸水対策計画」に基づく重点的な浸水対策として、転倒ゲートの設置、取水ゲ

ートの改修、雨水排水路の整備・改良、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＞ 

・転倒ゲート設置（1か所） 

   大歳地区…設計・工事 

・取水ゲート改修（３か所） 

福良井堰（平川）…工事 

下湯田堰（大歳）…工事 

・雨水排水路整備（１か所） 

八方原（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 

 

 

 ため池施設災害予防事業【農林整備課など】 76,710千円 

 災害を未然に防止するため、国の補助制度を活用し、利用しなくなったため池の切開工事

を進めます。令和４年度は、不動・不動堤（仁保）、連動浴堤・連動浴１・連動浴２（吉敷）のため

池切開工事や調査を行います。また、引き続き、防災重点農業用ため池について、浸水想定

区域や避難場所の周知を図るため、ため池ハザードマップを作成します。 

  

□充E  単県危険ため池整備事業【農林整備課】 40,000千円 

 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４年度は、郷之尾ため池（大歳）の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】  88,536千円 

 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 211,700千円 

 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＞ 140,000千円 

 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４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。 

 
 

赤妻２号雨水貯留施設 
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・ 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 

□充E  持続可能な公共交通の構築 ＜再掲＞ 計 470,363千円 

□充E  幹線バス確保維持事業【交通政策課】 ＜再掲＞ （215,157千円） 

 コミュニティバス実証運行事業【交通政策課】 ＜再掲＞ （66,150千円） 

□充E  コミュニティタクシー運行促進事業【交通政策課】 ＜再掲＞  （51,158千円） 

 コミュニティタクシー実証運行事業【交通政策課】 ＜再掲＞ （9,154千円） 

 グループタクシー利用促進事業【交通政策課】 ＜再掲＞ （6,020千円） 

 地域通学バス運行事業【交通政策課】 ＜再掲＞ （11,282千円） 

□充E  徳地生活バス運行事業【交通政策課】  ＜再掲＞ （40,887千円） 

 阿東生活バス運行事業【阿東総合支所地域振興課】  ＜再掲＞ （21,351千円） 

 交通結節点整備事業【交通政策課】 ＜再掲＞ （1,474千円） 

 交通系ＩＣカード整備事業【交通政策課】 ＜再掲＞ （11,107千円） 

□充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＞ （18,000千円） 

□充E  シェアサイクル実証事業【交通政策課】 ＜再掲＞ （9,380千円） 

 交通政策推進事業【交通政策課】 ＜再掲＞ （9,243千円） 

□充E  一般廃棄物処理基本計画の見直し【資源循環推進課】 721千円 

 平成３０年３月に策定した一般廃棄物基本計画（計画期間：平成３０年度～令和９年度）の

中間見直しを行います。見直しに当たっては、令和４年４月施行のプラスチック資源循環促

進法の方針などを踏まえて、本市のごみ減量化・資源化について検討を行います。 

 

  

 資源物分別事業【資源循環推進課】 93,843千円 

 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。 

令和４年度から、小型家電リサイクル法に基づいた再資源化を行うため、選別ストックヤー

ドの供用を開始します。 

 

  

□充E  粗大ごみ戸別収集受付のデジタル化 ごみ収集運搬業務【清掃事務所】 288,419千円の内数 

 
令和３年度に実証事業として実施した粗大ごみ戸別収集のインターネットによる申込みに

ついて、令和４年度から市内全域で本格運用を開始します。 

 
 

□充E  

 

徳地総合支所の整備に併せた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】＜再掲＞ 

61,232千円 

 

□充E  公園リフレッシュ整備事業【都市整備課】 34,000千円 

 公園管理事業【都市整備課など】 142,395千円 

 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。令和４年度

は、公園施設の長寿命化計画（計画期間：令和５年度～令和１４年度）の策定、河原谷公園の

区域変更に必要な資料作成等を行います。 
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□充E  空き家等適正管理事業【生活安全課】 25,924千円 

 「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、特に危険な

空き家については、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行います。また、崩落・崩壊に至る前段階からの早期の対応を進

め、所有者等が不明な場合は、財産管理人制度の活用等を検討します。さらに、令和４年度

は、令和３年度に実施した「山口市空家実態調査」を基に、「山口市空家等対策計画」の見直

しを行います。 

 

 

 合併処理浄化槽設置助成事業【業務課】 67,396千円 

 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４年度は、１５５基の補助を予定しています。また、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】 7,232千円 

 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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・地域脱炭素の推進 

事 業 名 等 事 業 費 

○新E  地域脱炭素推進事業【環境政策課】  一部補正 22,500千円 

 国・地方脱炭素会議において決定された「地域脱炭素ロードマップ」を踏まえ、地域課題の解

決や地域経済と環境の好影響・好循環を図る地域脱炭素の取組を進めます。 

本市では、令和３年１２月に、２０５０年の二酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシ

ティ」宣言を行い、地域脱炭素ロードマップに基づき全国１００か所程度が選定される「脱炭素先

行地域」を目指すこととし、令和４年度は、地域交流センターなどの公共施設における太陽光発

電設備等の再生可能エネルギーの導入ポテンシャル調査を行います。 

また、地域脱炭素への対応に向けた体制整備として、環境部環境政策課内に「地域脱炭素推

進室」を設置します。 

 

補正分 15,000千円 

・再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査 

・将来のエネルギー消費量、温室効果ガス排出量の推計などの調査・検討 

 

（３月補正：15,000 千円） 

（当初予算：7,500 千円） 

□充E  山口市環境基本計画・山口市地球温暖化対策実行計画の改定 

環境保全事務【環境政策課】 

2,380千円の内数 

 

 山口市環境基本計画（計画期間：平成３０年度～令和９年度）の中間見直し、山口市地球温

暖化対策実行計画（区域施策編）の見直しを行います。 

 

 

 エコフレンドリーオフィス推進事業【環境政策課】 704千円 

 第二次山口市エコフレンドリーオフィスプラン（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。 

 

 

 地球温暖化防止普及啓発事業【環境政策課】 8,679千円 

 地球温暖化防止や環境保全意識の向上、環境に配慮したライフスタイルへの転換に向けて、

本市独自の「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」キャラクター「選ぶー」を活用した啓発活動などに取り組みま

す。 

 

 

 環境保全活動推進事業【環境政策課】 982千円 

 自然共生社会の実現に向けた環境保全活動の推進に向けて、次世代を担う子どもたちを始

め、様々な世代を対象とする環境学習、地域団体等が実施する清掃活動の支援、特定外来生

物の防除に関する啓発、国の「プラスチック・スマート」キャンペーンへの参画による情報発信等

を行います。 

 

  

 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【阿東総合支所地域振興課】 26,044千円の内数 

 
願成就温泉センターにおいて、木質チップをバイオマス燃料とした木質バイオマスボイラーを

使用することにより、バイオマスエネルギーの活用を行います 
 

□充E  森林経営管理事業【○新農林整備課←農林政策課】＜再掲＞ 130,691千円 
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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 

□充E  行政改革大綱推進事業【総務課】  4,261千円 

 第二次山口市行政改革大綱の見直しと令和５年度から令和９年度までの５年間を計画期

間とする後期推進計画の策定を行います。策定に当たっては、市民生活を支えるサービスセ

ンターとしての市役所の在り方の検討を行うとともに、市民アンケート等を実施します。 

 

 

 デジタル行政の推進   

□充E  デジタル行政推進事業【デジタル推進課】  84,630千円 

 令和３年度に設置した山口市ＤＸ推進本部のもと、市民の利便性向上と業務効率化を

図るため、行政のデジタル化の取組を進めます。 

令和４年度は、行政手続、暮らしに役立つ情報の受け取り、各種問合せ等をスマートフ

ォンなどのモバイル端末からオンラインで完結できる仕組みの充実に向けて、マイナンバ

ーカードを利用して各種手続が可能な国の「ぴったりサービス」などを活用したオンライン

手続の拡大を図るとともに、山口市ＬＩＮＥ公式アカウントの機能強化、手続等の問合せが

２４時間３６５日いつでも可能なＡＩチャットボットの運用等を行います。また、行政窓口に

おけるデジタル化として、新本庁舎における利便性の高い窓口の構築に向けた実証のほ

か、窓口での支払におけるキャッシュレス化の対象拡大を図ります。 

同時に、地域交流センターのデジタル推進拠点づくりとして、災害時における情報通信

手段の確保や住民の利便性の向上に向けて、地域交流センター（分館含む。）における公

衆無線ＬＡＮの増強整備を行うとともに、スマートフォン等により地域交流センター等の公

共施設の予約、使用料の支払、鍵の開施錠ができる仕組みの実証を経て、順次、対象地

域の拡大を図ります。また、高齢者等のデジタル活用支援に向けた講座等を様々な主体

と連携して展開します。＜再掲＞ 

併せて、業務の効率化として、AIを活用した議事録の作成支援機能を導入します。 

 

 

□充E  電子入札推進事業【契約監理課】  8,339千円 

 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月からの建設工事の電子入札開始に続き、令和４

年４月からは、建設コンサルタント業務等について電子入札を開始します。 

 

 

□充E  電子契約サービスの導入 事務改善推進事業【総務課】  1,200千円 

 市との契約事務における市民・事業者の負担の軽減を図るため、押印が不要となり、

手続のデジタル化が可能となる電子契約サービスを導入します。これにより、事業者にお

いては、契約書への収入印紙の貼り付けや契約書の市への郵送等の事務が不要となり

ます。 

 

 

□充E  粗大ごみ戸別収集受付のデジタル化 ごみ収集運搬業務【清掃事務所】＜再掲＞ 288,419千円の内数 

□充E  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】＜再掲＞ 

7,000千円 

 

□充E  電子納付推進事務【収納課】  17,949千円 

 地方税共通納税システムの対象税目拡大（固定資産税・都市計画税・軽自動車税種別

割）に合わせ、令和５年度課税分から、納付書にQRコード付す「地方税統一QRコード」

の活用を図ります。令和４年度は、本制度運用に係るシステムの改修を行います。 

また、引き続き、スマートフォンアプリ（「PayB」、「LINE Pay 請求書支払い」、

「PayPay 請求書払い」、「楽天銀行コンビニ支払サービス」）を活用した電子収納サービ

スを行います。 
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□充E  住民異動手続のデジタル化 住民基本台帳事務【市民課】  26,833千円 

 市民課窓口の住民異動の手続について、デジタル化を進め、来庁者の待ち時間短縮と

事務の負担軽減を図ります。令和３年２月に導入した異動受付支援システムについて、現

在の転入届におけるデジタル化による事務処理を、転出届・転居届の手続にも拡充しま

す。 

 

 

□充E  マイナンバーカードの普及促進 個人番号カード事務【市民課】  84,123千円 

 本市におけるマイナンバーカードの交付率が令和４年１月末時点で４３．３％（８１，９７９

件）となる中、引き続き、マイナンバーカードの普及促進を図ります。また、令和４年度は、

新たに、山口総合支所と阿知須総合支所に、マイナンバーカードを使用して窓口で申請

書等に記入することなく、住民票の写し等の証明書を発行できる証明書自動交付機を設

置します。 

 

 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＞ 
137,590千円の内数 

 
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＞ 

11,276千円の内数 

 

□充E  会議システムの導入等 ＷＡＮ関連事業【デジタル推進課】  12,870千円 

 庁内の会議における事務の効率化やペーパーレス化を図るため、新たに、行政情報系

パソコンにおける会議システムを導入します。また、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、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」や

LGWAN 環境で簡単にアンケート申請の作成・集計が可能なツール「ＬｏＧｏフォーム」の

運用を行います。 

 

 

□充E  電算システム開発事業【デジタル推進課】  217,354千円 

 本市の行政情報系ネットワークの無線化を進めます。令和４年度は、上下水道局と建

て替え整備を進めている徳地総合支所に無線ネットワークの整備を行います。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、引き続き、ＲＰＡを活用した業務の効率化を進めます。併せ

て、戸籍総合システムの改修やインターネット環境用サーバ機器の更新等を行います。 

 

 

□充E  女性職員の活躍推進【職員課】  － 

 女性職員が占める割合が高まる中で、持続可能な組織運営と優秀な人材の確保を図るた

め、育児等の家庭生活と仕事を両立しながらキャリアアップを目指し、管理職として活躍でき

る女性職員を育成します。 

 

 障がい者雇用の推進 障がい者雇用推進事業【職員課】  64,703千円 

 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、生活相談員を引き続き配置し、職場環

境の充実を図ります。 

 

□充E  新本庁舎整備事業【本庁舎整備推進室】＜再掲＞ 1,473,343千円 

□充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＞ － 

□充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 

事 業 名 等 

 

秋穂地域交流センター（屋根防水改修等設計） 

阿東地域交流センター生雲分館（空調改修設計） 

歴史民俗資料館（耐久度調査） 

給食センター機器更新（小郡・秋穂・阿知須・徳地） 

うえき学級（大内）（トイレ洋式化） 

にこにこ学級（名田島）（トイレ洋式化） 

大海なかよし学級（秋穂）（トイレ洋式化） 

菜香亭（耐久度調査） 

嘉村礒多生家「帰郷庵」（茅葺屋根補修工事） 

山口南総合センター（非常用放送設備更新） 

犬鳴河川公園（プール補修工事） 

大原湖キャンプ場（トイレ洋式化工事） 

十種ヶ峰ウッドパーク（ケビン新設工事） 

阿知須健康福祉センター（外壁長寿命化改修設計） 

南消防署（屋根補修設計） 

リサイクルプラザ（空調設備改修工事） 

小郡総合支所（障がい者駐車場屋根設置工事等）  

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・給水施設の更新等） 

仁保斎場（空調設備改修工事、火葬炉耐火物全面積替工事） 

徳地斎場（火葬炉設備修繕工事） 

                                               など 
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【参考１】「第２期山口県央連携都市圏域ビジョン（案）」に関連する事業費一覧

（事業費は事務事業の全体事業費を掲載しています）

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 7,640 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

8,184

事業費

（千円）
事業概要

1 産業交流スペース管理運営事業 56,986 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 19,615 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 11,480
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、圏域内の起
業・創業支援施設の連携による情報発信や共同事業等の実施

5 ふるさと産品営業推進事業 282,145
圏域の多彩な食のＰＲや事業者の販路拡大に向けた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、ふるさと納税返礼品の圏域版商品の造成、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 5,000 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とした圏域内の企業紹介・職業体験などの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 10,500

アクティブシニアを対象とした合同就職面接会の開催、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、コロナ禍に伴い離職を余儀な

くされた方や、就職氷河期世代の方などの就職活動を支援するスキルアップセミナー、人材確保を望む市内企業
とのマッチング面談会の開催

9 働き方改革推進事業 2,200
働きやすい職場環境づくりやテレワーク・リモートワーク等による多様な働き方の導入などを啓発する異業種混
合のセミナー・ワークショップの開催、企業内で生じた課題解決を図るための専門家の個別相談、中小企業大学
校サテライトゼミの開催など

10 働く女性の活躍応援事業 6,800

女性が活躍できる環境づくりに向けた中小企業の意識改革セミナーや女性向けのステップアップセミナー等の開

催、県の「やまぐち女性の活躍推進事業者」に認定された事業者が行う一般事業主行動計画の達成に向けた取組
に対する補助、女性活躍応援サイトの構築

11 デジタル技術活用・人材育成支援事業 89,000
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、市内の商店街組

合や料飲組合等の団体が行うデジタルクーポン発行等のデジタル技術を活用した販売促進の取組に対する支援

12 企業誘致推進事業 6,956
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

530,000

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 都市農村交流推進事業 14,650 圏域の農林水産物の販売促進や都市農村交流の促進を図るマルシェ等の直売イベントの実施

14,650

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」つなぎ創る未来共創事業 74,900

山口ゆめ回廊博覧会のレガシーを生かした「Ｏｕｔ ｏｆ ＫｉｄＺａｎｉａ」や食とアートの魅力を発信するイ

ベントの開催、「ゆめ散歩」などの体験コンテンツの更なる磨き上げ、圏域市町共通テーマ（食）による商品開
発・周遊促進の取組、圏域を巡る宿泊付きモニターツアー、デジタル技術を活用した観光コンテンツの開発、共
同でのプロモーション活動の展開

2 都市間ツーリズム促進事業 10,983 圏域内外の都市との相互交流事業や連携事業の実施

3 インバウンド観光誘客推進事業 14,628 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

4 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

5 湯田温泉魅力創造事業 16,355
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、空港直行便乗合タクシー実証運行事業への
支援など

6 観光地ビジネス創出事業 22,000
ビッグデータの取得・分析・活用などによる観光誘客ＤＸの取組、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企画事業の実施、地旅の受入体制整備、コンベンション施設と宿泊地間の移動支援

によるＭＩＣＥ誘致の推進など

7 観光維新ブランド創出事業 42,200
コロナ禍の影響からの回復に向けた誘客イベント開催支援、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

8 山口観光コンベンション協会助成事業 61,428 ＭＩＣＥ誘致の推進に向けた宿泊助成やレセプション等の開催支援の実施

9 地域伝統芸能全国大会開催事業 42,200 全国の地域伝統芸能団体が一堂に会し公演を行う地域伝統芸能全国大会山口大会の開催

10 南部地域資源利活用事業 6,570 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

11 関係人口創出促進事業 11,000 ワーケーション誘致に向けた体験プログラムの造成

302,824

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 10,000
交流人口の創出に向けた、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、ウェブサイトを活用した情報発信

2 市報やまぐち発行業務 40,991 各市町広報紙を活用した情報発信

3 商工業振興対策事業 30,593
市内事業者の「新しい生活様式」や業種別感染拡大予防ガイドラインへの対応、新たな業態へチャレンジするた
めの取組、ICTツールを活用した生産性向上の取組に対する支援

81,584

937,242

小計

ア　経済戦略の策定及び推進

事業名

小計

イ　戦略産業の育成

事業名

圏
域
全
体
の
経
済
成
長
の
け
ん
引

事業名

小計

事業名

小計

小計

事業名

圏域全体の経済成長のけん引　合計（ア～オ）
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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 42,431 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 29,995 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 171,861 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 77,552 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

321,839

イ　高度な中心拠点の整備・広域的な交通網の強化

事業費

（千円）
事業概要

1 産業交流拠点施設管理運営事業 356,497 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 64,461 新山口駅における駅前広場、南北自由通路等の管理

420,958

ウ　高等教育・研究開発の環境整備
事業費

（千円）
事業概要

1 都市づくり推進事業 95,900
圏域内の大学等の知見や研究機能を生かした企業等の新商品・新サービス開発や地域課題の解決など、イノベー

ションの創出を図る産学官連携のプラットフォームづくりに向けた取組

2 鋳銭司・陶地区文化財総合調査事業 10,873 山口大学との連携による鋳銭司・陶地区の周防鋳銭司跡発掘調査に係る保存活用計画の策定

3 山口情報芸術センター企画運営事業 253,930

4 子ども芸術体感事業 10,424

371,127

1,113,924

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、環境等）

事業費

（千円）
事業概要

1 産科医等確保支援事業 6,696 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 108,268 市内４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 149,064

4 障がい福祉優待バス乗車証交付事業 33,902

5 図書館活用推進事業 1,850 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 消防指令センター共同整備事業 15,900 圏域の災害対応力の強化に向けた消防通信指令業務の共同運用の推進

7 消防団管理運営業務 7,566

8 消防団員災害等活動事業 58,434

9 地域脱炭素推進事業 7,500 市施設への再生可能エネルギー等の導入推進に向けた調査など

389,180

②結びつきやネットワーク強化に係る政策分野（地域公共交通、圏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 9,243 地域公共交通の維持確保に向けた利用推進策の展開、運転士確保の取組等

2 幹線バス確保維持事業、他７事業 416,058
幹線バスにおける赤字路線の運行支援、コミュニティバスや生活バスの運行、通院・通学バスの運行、コミュニ
ティタクシーの運行支援など、地域公共交通の維持確保に向けた取組

3 交通系ＩＣカード整備事業 11,107 交通系ＩＣカード利用システムの導入促進

4 新たなモビリティサービス調査・実証事業 18,000 県や圏域市町との連携によるやまぐちＭａａＳ用ウェブアプリ「ぶらやま」の運用等

5 シェアサイクル実証事業 9,380 ＭａａＳと連動したシェアサイクルの運用

6 やまぐち定住実現プロモーション事業 8,269 圏域７市町合同での移住フェア等の実施

7 ＵＪＩターン就労支援事業 4,653 学生を対象とした企業訪問・魅力体験バスツアーの実施

476,710

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 226,755 情報系システムクラウドの共同利用

2 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

230,205

1,096,095

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

高
次
の
都
市
機
能
の
集
積
・
強
化

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

小計

小計

事業名

項　　目 令和4年度予算

圏域全体の経済成長のけん引 937,242

高次の都市機能の集積・強化 1,113,924

圏域全体の生活関連機能サービスの向上 1,096,095

総　　計 3,147,261
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【参考２】「山口市スマートシティ推進ビジョン（案）」に関連する事業費一覧
（事業費は事務事業の全体事業費を掲載しています）

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 都市づくり推進事業 95,900
令和４年度は、「山口市スマートシティ推進ビジョン（山口市官民データ活用推進計画）」（令和４年３月策
定予定）に基づき、連携データ連携基盤の構築を実施

スマートシティ推進室

95,900

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 交通系ＩＣカード整備事業 11,107 交通系ＩＣカード利用システムの導入促進 交通政策課

2 コミュニティタクシー運行促進事業 51,158 AI、IoT技術等を活用したコミュニティタクシーの高度化も併せて研究の実施 交通政策課

62,265

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 新たなモビリティサービス調査・実証事業 18,000 MaaSの構築に向けた調査・研究の実施 交通政策課

2 シェアサイクル実証事業 9,380 シェアサイクルの実証事業（令和４年度は27箇所まで増設） 交通政策課

3 湯田温泉魅力創造事業 16,355 山口宇部空港、湯田温泉間の空港直行便乗合タクシーの運行に対する支援 観光交流課

43,735

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 交通政策推進事業 9,243 山口市ノーマイカーデーや公共交通教室など意識啓発等の実施 交通政策課

9,243

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 避難者対策推進事業 24,619 避難行動要支援者の支援体制の構築に向けたシステム等の整備 防災危機管理課

24,619

事業費
（千円）

事業概要 担当課

- - - - -

‐

事業費
（千円）

事業概要 担当課

防災情報配信事業 5,593 防災メールやLINEなどを活用した防災情報等の配信 防災危機管理課

5,593

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 保育業務ICT化推進事業 15,243
私立保育園等を対象としたＩＣＴ化の推進や、公立保育園における保育業務支援システムの利用拡充、保育に
関する手続きのオンライン化の検討の実施

保育幼稚園課

15,243

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 妊娠・出産包括支援事業 37,230 母子健康手帳を補完し、子育て情報を配信するツールとして子育て支援アプリの運用 子育て保健課 

37,230

事業費
（千円）

事業概要 担当課

- - - - -

‐

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 ファミリーサポートセンター運営事業 9,999 ファミリーサポートセンターの運営 こども未来課

9,999

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 妊娠・出産包括支援事業<再掲> 37,230 母子健康手帳を補完し、子育て情報を配信するツールとして子育て支援アプリの運用 子育て保健課 

37,230小計

小計

（４）デジタル技術を活用したファミリーサポート制度の更なる充実【こども未来課】

事業名

小計

（５）子育て中の親同士のコミュニティづくりや支え合いの仕組みの構築【子育て保健課】

事業名

小計

（２）子育て世帯の利便性向上に向けた子育て支援アプリ「やまここ」の機能拡充【子育て保健課】

事業名

小計

（３）子育て支援の更なる充実等に向けたビッグデータ解析【こども未来課・保育幼稚園課】

事業名

事業名

小計

重点プロジェクト４　親が元気に活躍するまちプロジェクト【予算額：99,702千円】

（１）子育て世帯の負担軽減に向けた取組【保育幼稚園課】

事業名

事業名

小計

（２）３Ｄ都市モデルを活用した防災リスクの見える化【防災危機管理課】

事業名

小計

（３）ＡＩ等のデジタル技術を活用した避難情報等の提供【防災危機管理課】

（３）公共交通の利用促進に関する情報発信や運転士不足への対応【交通政策課】

事業名

小計

重点プロジェクト３　逃げ遅れ“ゼロ”プロジェクト【予算額：30,212千円】

（１）データ連携による避難マイプランの作成及び活用【防災危機管理課】

（１）市民生活を支える新たな交通サービスの構築【交通政策課】

事業名

小計

（２）観光周遊を誘引する多様な移動サービスの提供【交通政策課・観光交流課】

事業名

小計

重点プロジェクト１　新たな価値創出・新たなサービス提供プロジェクト【予算額：95,900千円】

（１）データ連携基盤（都市ＯＳ）の構築に向けた取組の推進【スマートシティ推進室】

事業名

小計

重点プロジェクト２　最適な移動を実現するまちプロジェクト【予算額：115,243千円】
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事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 社会教育活動推進事業 50,404 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

2 地域ぐるみ子育て支援推進事業 22,356 山口市教育支援ネットワーク「やまぐち路傍塾」事業等の実施 社会教育課

72,760

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 大学連携講座等開催事業 2,935 大学や高等教育機関との連携した講座の開催 社会教育課

2 デジタル技術活用・人材育成支援事業 89,000 民間企業等と連携したデジタル人材の育成やネットワーク形成等の取組の実施 ふるさと産業振興課

3 大学連携推進事業 ‐ 大学等の高等教育機関と連携した人材育成等の実施。 スマートシティ推進室

91,935

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 図書館管理運営業務 190,698
図書館の管理運営や、第四次山口市立図書館サービス計画の策定（計画において、電子図書館サービスの導入
等を検討）

山口市立中央図書館

190,698

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 ＩＣＴ教育推進事業 248,729
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や、小・中学校に指導者用デジタル教科書やAI
ドリルの導入推進

学校教育課

2 学校教育関係事務 19,196 情報教育支援アドバイザーの雇用 学校教育課

3 子ども芸術体感事業 10,424 小・中学校のモデル校においてＹＣＡＭとの連携事業の展開 学校教育課

278,349

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 社会教育活動推進事業＜再掲＞ 50,404 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

2 地域ぐるみ子育て支援推進事業<再掲> 22,356 山口市教育支援ネットワーク「やまぐち路傍塾」事業等の実施 社会教育課

72,760

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 妊娠・出産包括支援事業<再掲> 37,230 母子健康手帳を補完し、子育て情報を配信するツールとして子育て支援アプリの運用 子育て保健課 

37,230

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 認知症高齢者対策推進事業 2,243 認知症による行方不明者を早期発見・早期保護の一助として、GPS機能の付いた端末探索機器の購入助成 高齢福祉課

2,243

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 包括的支援体制構築事業 16,450 市内相談支援関係機関等とのネットワークの構築 地域福祉課

16,450

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 観光地ビジネス創出事業 22,000 デジタルを活用した観光誘客事業の実施 観光交流課

2 観光プロモーション事業 10,150 ホームページやSNS等を活用した観光プロモーションの実施 観光交流課

32,150

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 観光維新ブランド創出事業 42,200
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（アートトリップ
誘客促進事業の実施等）

観光交流課

42,200

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 「山口ゆめ回廊」つなぎ創る未来共創事業 74,900
本市の魅力を生かした観光誘客事業の実施や、持続可能な観光コンテンツの創出・提供、山口県央連携都市圏
域の更なる価値向上に向けた事業の実施

観光交流課

74,900

（２）観光資源の魅力向上に向けた新たな観光コンテンツの検討【観光交流課】

事業名

小計

（３）デジタル観光ツアーアプリ等を活用した新たなサービスの提供【観光交流課】

事業名

小計

小計

重点プロジェクト８　おいでませ山口・観光地域づくりプロジェクト【予算額：263,150千円】

（1）多様なニーズに対応した効果的な観光情報を発信、提供する仕組みづくり【観光交流課】

事業名

小計

小計

（２）中山間地域における高齢者支援の強化【高齢福祉課】

事業名

小計

（３）包括的支援体制の構築に向けた総合プラットフォームの構築と取組の推進【地域福祉課】

事業名

事業名

小計

重点プロジェクト７　元気いきいきプロジェクト【予算額：55,923千円】

（１）個人に応じた健康づくりや健康管理等に向けた健康データの連携【子育て保健課・健康増進課】

事業名

重点プロジェクト６　豊かな学びをはぐくむプロジェクト【予算額：351,109千円】

（１）学校内での学びを充実させるための取組【学校教育課】

事業名

小計

（２）学校外での学びを充実させるための取組【社会教育課】

（２）リカレント教育を含めた生涯学習の充実～学びがあふれたまち山口～【社会教育課・ふるさと産業振興課・スマートシティ推進室】

事業名

小計

（３）デジタル技術を活用した、日本一　本を読むまちづくりに向けた取組【山口市立中央図書館】

事業名

小計

重点プロジェクト５　生涯学び・活躍プロジェクト【予算額：355,393千円】

（１）幅広い世代の学びや活躍に向けたやまぐち路傍塾の更なる充実【社会教育課】

事業名

小計

75



事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 新たなモビリティサービス調査・実証事業<再掲> 18,000 MaaSの構築に向けた調査・研究の実施 交通政策課

18,000

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 都市づくり推進事業<再掲> 95,900
レノファ山口と連携し、レノファ山口やその関連企業等のノウハウや資金、デジタル技術等を活用した生きが
いづくりや健康づくり等の実施

スマートシティ推進室

95,900

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 地域脱炭素推進事業 7,500
地域脱炭素に向けた取組の推進（再生可能エネルギー等に関する調査研究や、市公共施設への再生可能エネル
ギー等利用設備の導入検討等）

環境政策課

2 都市づくり推進事業<再掲> 95,900
令和４年度は、「山口市スマートシティ推進ビジョン（山口市官民データ活用推進計画）」（令和４年３月策
定予定）に基づき、地域脱炭素に向けた取組等を実施

スマートシティ推進室

103,400

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 地域脱炭素推進事業<再掲> 7,500
地域脱炭素に向けた取組の推進（再生可能エネルギー等に関する調査研究や、市公共施設への再生可能エネル
ギー等利用設備の導入検討等）

環境政策課

2 車両維持管理業務 26,198 電気自動車（EV車）の購入 管財課

33,698

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 地域脱炭素推進事業<再掲> 7,500
地域脱炭素に向けた取組の推進（再生可能エネルギー等に関する調査研究や、市公共施設への再生可能エネル
ギー等利用設備の導入検討等）

環境政策課

7,500

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 シェアサイクル実証事業<再掲> 9,380 シェアサイクルの実証事業（令和４年度は27箇所まで増設） 交通政策課

9,380

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 プレミアム商品券発行助成事業 710,000 デジタル商品券を含むプレミアム付商品券の発行支援（令和３年度補正予算） ふるさと産業振興課

2 デジタル技術活用・人材育成支援事業＜再掲＞ 89,000 デジタルクーポン券の発行による消費喚起に取り組む団体の支援 ふるさと産業振興課

3 安心快適住まいる助成事業 168,625 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（令和４年度は一部デジタル商品券を発行） ふるさと産業振興課

967,625

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 もうかる農業創生事業 63,643 スマート農業技術の取組に対する農業機械等の補助や、山口大学と連携した実証実験の実施 農林政策課→[新]農業政策課

63,643

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 デジタル行政推進事業 84,630
地域交流センターの公衆無線ＬＡＮ増強等による地域のデジタル推進拠点づくりの推進や、高齢者等へのデジ
タル活用支援の講座等の実施

デジタル推進課

2 老人クラブ等高齢者活動補助事業 14,695 老人クラブ等が実施する生きがいや健康づくりを推進する事業やICTを活用した事業への補助 高齢福祉課

3 都市づくり推進事業<再掲> 95,900
レノファ山口と連携し、レノファ山口やその関連企業等のノウハウや資金、デジタル技術等を活用した生きが
いづくりや健康づくり等の実施

スマートシティ推進室

195,225

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 デジタル行政推進事業<再掲> 84,630 行政手続等のオンライン化の推進や、行政窓口におけるデジタル化の推進 デジタル推進課

2 ＷＡＮ関連事業 226,755
標準準拠システムへの移行推進や、情報系システム及びネットワークの業務効率化に向けた環境整備と維持管
理

デジタル推進課

311,385

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 デジタル行政推進事業<再掲> 84,630 オープンデータ化の推進 デジタル推進課

84,630

事業名

小計

（２）オープンデータの利活用の促進【デジタル推進課】

事業名

小計

（１）地域交流センター等の機能強化【デジタル推進課・高齢福祉課・スマートシティ推進室】

事業名

小計

重点プロジェクト１２　行かなくてもいい市役所プロジェクト【予算額：1,979,460千円】

（１）行政手続のオンライン化等の推進【デジタル推進課】

小計

（２）デジタル技術を活用した持続可能な農業【農林政策課→[新]農業政策課】

事業名

小計

重点プロジェクト１１　スマート“ライフ”シティを支える拠点づくりプロジェクト【予算額：195,225千円】

事業名

小計

重点プロジェクト１０　地域産業・経済活性化プロジェクト【予算額：1,031,268千円】

（１）お金の地域内循環に向けた山口デジタル地域通貨の導入促進【ふるさと産業振興課】

事業名

事業名

小計

（３）市公共施設における電力融通の推進【環境政策課】

事業名

小計

（４）EVカーシェアリングやシェアサイクルの導入の促進<再掲>【交通政策課・環境政策課】

重点プロジェクト９　地域脱炭素推進プロジェクト【予算額：153,978千円】

（１）脱炭素先行地域づくりの推進【環境政策課・スマートシティ推進室】

事業名

小計

（２）スマートエネルギー事業の推進【環境政策課・管財課】

（４）MaaS用Webアプリ「ぶらやま」実証実験【交通政策課】

事業名

小計

（５）プロスポーツの資源を活用した２１地域でのスマート“ライフ“シティの推進【スマートシティ推進室・スポーツ交流課・協働推進課】

事業名

小計
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事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 デジタル行政推進事業<再掲> 84,630 山口市LINE公式アカウントの機能拡充の推進 デジタル推進課

84,630

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 DX（デジタルトランスフォーメーション）推進事業 ‐ 本市のDX（デジタルトランスフォーメーション）の総合的な推進 デジタル推進課

‐

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 事務改善推進事業 1,233 クラウドサービスを活用して締結する電子契約システムを導入推進 総務課

2 電子入札推進事業 8,339 工事や建設コンサルタント業務等の入札における運用 契約監理課

9,572

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 消防指令センター共同整備事業 15,900
通信指令業務の共同運用に向けて、萩市及び防府市と共同で、指令センターで運用する指令システム及び無線
システムを整備

通信指令課

15,900

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 新本庁舎整備事業 1,473,343 新本庁舎整備に伴うICT導入や、スマートオフィス調査等の実施 本庁舎整備推進室

1,473,343

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 デジタル行政推進事業<再掲> 84,630 高齢者等へのデジタル活用支援の講座等の実施 デジタル推進課

2 老人クラブ等高齢者活動補助事業<再掲> 14,695 老人クラブ等が実施するICTを活用した事業への補助 高齢福祉課

99,325

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 デジタル技術活用・人材育成支援事業<再掲> 89,000 デジタル化やＤＸ導入に対する市内企業への支援 ふるさと産業振興課

89,000

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 デジタル技術活用・人材育成支援事業<再掲> 89,000 民間企業等と連携したデジタル人材の育成やネットワーク形成等の取組の実施 ふるさと産業振興課

89,000

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 デジタル技術活用・人材育成支援事業<再掲> 89,000 スタートアップの創出やデジタル人材が活躍する環境づくり等の促進 ふるさと産業振興課

89,000

事業費
（千円）

事業概要 担当課

1 都市づくり推進事業<再掲> 95,900
令和４年度は、「山口市スマートシティ推進ビジョン（山口市官民データ活用推進計画）」（令和４年３月策
定予定）に基づき、地域や事業者などとの連携のもと、社会実装に取り組む

スマートシティ推進室

2 関係人口創出促進事業 11,000
民間企業が地域に滞在し、継続した関係性を地域と保持していくために必要な研修プログラムやコンテンツを
パッケージ化する実証の実施

定住促進課

3 農山村元気拠点づくり支援事業 11,900
地域づくり協議会を始めとするNPO法人等の多様な主体による持続可能な地域社会の形成に向けた取組に対す
る支援

定住促進課

4 阿東地域ふるさとにぎわい創出事業 2,000
地域の特長を生かした賑わいの創出に向けた計画策定の実施（ワーケーションを始めとしたデジタル技術等を
活用した取組等の検討）

阿東総合支所地域振興課

120,800

事業名

小計

小計

（４）継続的なデジタル人材の育成・輩出に向けた仕組みづくり【ふるさと産業振興課】

事業名

小計

重点プロジェクト１４　山口モデルスーパーシティ構築プロジェクト【予算額：120,800千円】【スマートシティ推進室・定住促進課・阿東総合支所地域振興課】

小計

（２）企業のDXを推進するデジタル人材の育成【ふるさと産業振興課】

事業名

小計

（３）本市のＤＸを牽引するデジタル技術者等の育成【ふるさと産業振興課】

事業名

事業名

小計

重点プロジェクト１３　スマート“ライフ”シティを支える人材育成プロジェクト【予算額：366,325千円】

（１）２１地域のスマート“ライフ”シティを支えるデジタル人材の育成【デジタル推進課・高齢福祉課】

事業名

事業名

小計

（６）消防通信指令業務の共同運用に向けた取組の推進【通信指令課】

事業名

小計

（７）新本庁舎等における市民の利便性向上や業務効率化の推進【本庁舎整備推進室】

事業名

小計

（４）デジタル・ガバメントの構築に向けた取組の推進【デジタル推進課】

事業名

小計

（５）契約手続の負担軽減に向けたオンライン化の推進【総務課・契約監理課】

（３）山口市ＬＩＮＥ公式アカウントの機能拡充【デジタル推進課】
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４ 令和４年度から変わる市民のくらし 

各分野において、国や県の施策とも連携しながら、「市民生活を支えるサービスセンター」に向けての

取組を進めていきます。令和４年度は、市民の皆様のくらしが以下のように変わります。 

◆市内消費の喚起 

第３弾の「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券 【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４年度も、紙の商品券

と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 

（デジタル商品券７万セット、紙商品券１３万セット） 
【取 扱 店】 利用登録した市内の店舗 

（期間中も随時登録申請を受け付ける予定） 
【販売対象】 山口市民 
【販売期間】 令和４年上半期を予定 

（デジタル商品券の購入は先着順、 
紙商品券の購入は事前申込み制を予定） 

【使用期間】 令和４年１２月末までを予定 

住宅リフォーム工事の一部助成が受けられます 【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、コロナ禍における新しい生活様式への対応を含む住宅リフォ

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。 

また、令和４年度は、これまでの

紙商品券に加えて、新たにデジタ

ル商品券の発行を行います。デジ

タル商品券の場合は、対象工事金

額の１５%を助成し、助成金額の上

限額を３０万円とします。 

 

◆子育て環境、教育環境の整備 

保育園（認可保育施設）等の定員を２１７人拡大します 【保育幼稚園課】 

待機児童の解消に向け、保育園（認可保育施設）等の整備を進めています。 

令和４年度は、「めばえぽっぽ保育園（平川）」（新設：定員１００人）、「花尾第二保育園（宮野）」（定員１０人増：２０

人→３０人）、「はあと保育園新山口（小郡）」（定員３０人増：１２０人→１５０人）、「U NERSERY 新山口２号館（小

郡）」（定員１人増：１９人→２０人）、「鴻城幼稚園（小郡）」（認定こども園移行：保育園部の定員５６人）、「山口みなみ

こども園（鋳銭司）」（新設：保育園部の定員２０人）の整備等により、令和３年度と比較して、定員を２１７人拡大し

ます。 

放課後児童クラブの定員を７５人拡大します 【こども未来課】 

待機児童の解消に向け、放課後児童クラブの定員拡大を進めています。 

令和４年度は、大歳小学校区「大歳臨時学級」（定員１０人増）、嘉川小学校区「おおぞら学級」（定員２０人増）、佐

山小学校区「はばたき学級」（定員３０人増）、大海小学校区「大海なかよし学級」（定員１５人増）の整備等により、

令和３年度と比較して、定員を７５人拡大します。 

デジタル商品券のイメージ 
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児童手当を継続して受給するために毎年６月に提出していた「現況届」が不要になります 【こども未来課】 

中学校卒業までの児童を養育している保護者に支給される児童手当について、毎年受給者に提出を求めている

現況届の一律の届出義務を廃止し、子育て世代の負担軽減を図ります。 

３歳児健康診査で屈折検査を実施します 【子育て保健課】 

令和４年度は、新たに、３歳児健康診査における弱視や斜視の早期発見に向けて、屈折検査機器を導入した検査

を実施します。 

新生児聴覚検査費用を助成します 【子育て保健課】 

先天性難聴の早期発見・早期療育を図るため、新生児聴覚検査費用の助成を行い、子育て家庭の経済的負担の

軽減を図ります。 

もっと気軽に妊娠や育児に関する相談ができるようになります 【子育て保健課】 

「やまぐち母子健康サポートセンター」（山口市糸米二丁目６-６ 山口市保健センター内）を拠点に、各保健センタ

ー等において、妊娠期から子育て期にわたるまでの相談に応じています。 

もっと気軽に妊娠や育児に関する相談ができるよう、令和４年度は、小郡保健福祉センター（山口市小郡下郷

609-5）内に新たに常設の相談スペー

スを設置します。 

また、母子健康手帳を補完し、無料

で利用可能な子育て支援アプリ「やま

ここｂｙ母子モ」において、子育て情報

の配信やオンライン相談を行うととも

に、新たに、「やまぐち母子健康サポー

トセンター」の来所相談や講座などをオ

ンラインで予約できる機能を追加します。 

母子・父子家庭自立支援給付金を支給します 【子育て保健課】 

ひとり親家庭の母及び父が安定した収入を得て自立することを支援するため、母子・父子家庭自立支援給付金を

支給します。令和４年度は、看護師等の資格取得に向けた修業中の生活費を支援する「高等職業訓練促進給付金」に

ついて、対象資格の緩和と支給期間を拡充するとともに、講座等の訓練経費を支援する「自立支援教育訓練給付

金」について、給付割合と上限額を引き上げます。 

「ほっとさろん西門前てとてと」でファミリーサポートセンターの受付業務を開始します 【こども未来課】 

現在、子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人の橋渡しを行う「ファミリーサポートセンター」（山口市湯

田温泉五丁目１-１ 山口県婦人教育文化会館内）の会員登録は、同センター及び各総合支所で受け付けており、ま

た、サービスの利用受付は同センターのみで行っています。 

令和４年度からは、地域子育て支援拠点施設「ほっとさろん西門前てとてと」（山口市本町二丁目 1-3）において

同センターの会員登録及び利用受付業務を開始することで、子育て世代の負担軽減を図ります。 

小・中学校と保護者間の連絡手段をデジタル化します 【学校教育課】 

学校と保護者間の迅速な情報伝達や双方の負担軽減を図るため、連絡手段のデジタル化に向けたシステムの

導入を進めています。令和４年度から市内のすべての小・中学校において本格運用を開始します。 

◆健康長寿の推進 

国民健康保険における高額療養費の支給申請手続を簡素化します 【保険年金課】 

高額療養費は、医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担額が１か月に一定額を超えたときに、申請によりそ

の超えた額が支給される制度です。これまでは、診療月ごとに申請を必要としていましたが、一度申請書を提出す

れば、翌月からは申請が不要となり、自動支給されるようになります（令和４年１０月頃から）。 

オンライン予約 

（相談予約・講座予約等） 
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徳地診療所の診療を令和４年秋頃から開始します 【健康増進課】 

徳地総合支所や徳地地域交流センター等の複合施設の整備に併せて、同施設内に、「山口市徳地診療所」を整備

し、令和４年秋頃に診療を開始します。 

地域包括支援センターを２か所増設します 【高齢福祉課】 

「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。 

令和４年度は、担当地域の面積が広く、高齢者人口の多い「北東部圏域（仁保・小鯖・大内・宮野地域）」と、「南部

圏域川西地域（嘉川・佐山・小郡・阿知須地域）」について、地域包括支援センターをそれぞれ１か所ずつ増設しま

す。 

また、増設する２つの地域包括支援センターにおいて、地域や関係機関と連携し、高齢者の生活課題の解決に

向けた支え合い体制の整備を推進する「生活支援コーディネーター」を配置します。 

高齢者の生きがいや健康づくりを推進する活動を支援します 【高齢福祉課】 

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、助成を行っています。 

令和４年度は、新たに、老人クラブ会員によるＩＣＴ活用の推進

に向けた講座やＩＣＴリーダーの育成、ＩＣＴを活用した事業など、

老人クラブ活動の活性化に向けた取組に対して支援を行います。 

◆生活環境の向上 

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、順次、交通系ＩＣカード利用システムを導入しています。 

令和４年度は、防長交通（山口市コミュニティバス等）での導入が予定されています。 

 

 

シェアサイクルがより利用しやすくなります 【交通政策課】 

令和２年度から、市内１６箇所にシェアサイクルステーションを

配置し、スマートフォンアプリを活用して気軽に利用できるシェア

サイクルの実証事業を実施しています。 

令和４年度は、ステーションの数を２７箇所に増設するととも

に、自転車も現状の５０台から７０台に増車するなど、市民の皆

様の日常の移動手段として、また、観光等で来訪された方の市内

周遊の促進に向け、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。 

住居表示を実施します（新山口駅周辺エリア） 【生活安全課】  

住所をよりわかりやすく、探しやすい表示とするため、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４年度は、県道江崎陶線から柳井田方面までの約１２０ｈａ（約 2,200世帯）について実施する計画です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

災害時に支援を必要とする方の個別避難計画（避難マイプラン）の作成を進めます 【防災危機管理課】  

災害時に支援を必要とする避難行動要支援者の地域における避難支援体制づくりを進めます。 

令和４年度は、関係機関との情報共有などを一元的に管理するための「避難行動要支援者管理システム」を導

入し、要支援者の方一人ひとりの個別避難計画（避難マイプラン）の作成・更新を円滑に進めます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

交通系ＩＣカード 

シェアサイクルステーション 
（山口ふるさと伝承総合センター） 

スマートフォンで 
シェアサイクルの開錠が可能 

導入年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

導入 

バス事業者 
中国ジェイアールバス 宇部市交通局 

防長交通 

（山口市コミュニティバス等） 

防長交通（予定） 

（市内全路線） 

 

※専用アプリ ecobikeへ 

 

老人クラブ連合会と山口ケーブルビジョン㈱の共催による 
「スマホ・インターネット等活用リーダー研修会」の様子 
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◆市民サービスの向上（「行かなくてもいい、書かなくてもいい、待たなくていい」市役所） 

マイナンバーカードを使って申請書を書かずに証明書等の発行ができます 【市民課】 

マイナンバーカードを使用して住民票の写し等の証明書を発行できるコンビニに設置しているものと同様の証明

書自動交付機（行政キオスク端末）を山口総合支所と阿知須総合支所に設置します。 

これにより、市役所の窓口で申請書等に記入することなく、市民の皆様の操作で証明書等の申請から交付までの

手続きを行うことができます。 

地域交流センターの利用手続きのオンライン化を推進します 【デジタル推進課】 

地域交流センターの講座室等の予約申込みから使用料の納付、鍵の開施錠までの手続等がスマートフォン等で行

うことができる仕組みの実証を経て、順次、対象地域の拡大を図ります。 

地域交流センター及び分館の公衆無線ＬＡＮ環境を増強します 【デジタル推進課】 

災害時における情報通信手段の確保や市民の皆様の利便性向上を図るためのインターネット接続環境の提供と

して、各地域交流センター及び分館の公衆無線ＬＡＮ環境を増強整備します。 

粗大ごみ戸別収集の手続きがオンライン上で完結します 【清掃事務所】 

令和４年度中に、粗大ごみ戸別収集の受付及び手数料決済のデジタル化の本格運用を開始します。 

これまで、粗大ごみ戸別収集には、市役所の開庁時間内に電話で申込みの上、手数料は総合支所や地域交流セン

ター等の窓口で現金による納付が必要でしたが、オンライン上で申込みと手数料納付までの手続きが完結できるよ

うになります。 

 

窓口におけるキャッシュレス決済の決済可能ブランドが増えます 【デジタル推進課】 

令和３年４月から、行政窓口での手数料

納付について、クレジットカードや電子マネ

ー、バーコードによる、キャッシュレス決済

の運用を開始しています。 

令和４年度は、「auPay」を決済可能ブラ

ンドとして追加予定です。 

 

証明書自動交付機のイメージ 

ICカード   
リーダー ⇒ 

（既存の複合機） 

 

 

【利用可能なキャッシュレス決済】 

クレジットカード ＪＣＢ、ＡＭＥＸ、ダイナース、ディスカバー、ＶＩＳＡ、マスター 

電子マネー ｎａｎａｃｏ、ＷＡＯＮ、楽天Ｅｄｙ、ＱＵＩＣＰａｙ、Ｋｉｔａｃａ、Ｓｕｉｃａ、 

ＰＡＳＭＯ、ｔｏｉｃａ、ｍａｎａｃａ、ＩＣＯＣＡ、ＳＵＧＯＣＡ、ｎｉｍｏｃａ、 

はやかけん 

バーコード ＰａｙＰａｙ、ＬＩＮＥＰａｙ、ｄ払い、メルペイ、ＡＬＩＰＡＹ、ＷｅｃｈａｔＰａｙ 

【追加予定】auPay 

 

令和３年度に実施した実証時の様子（手続きの流れ） 

収集日の選択 手数料の決済 
予約が完了すると、 
メールが届きます 

 

 

○ 

【コンビニ交付対応の証明書自動交付機での証明書発行手続きの流れ】 

マイナンバーカードの 
読み取り 

  

交付手数料の 
支払い 

「行
政
サ
ー
ビ
ス
」を
選
択 

暗
証
番
号
の
入
力 

証
明
書 

印
刷 

（出典：地方公共団体情報システム機構（J-LIS） コンビニ交付情報サイト https://www.lg-waps.go.jp/01-01.html をもとに山口市作成） 

ICカードリーダーに 

マイナンバーカードを置く 

住民票の写し 

各種税証明書 

戸籍証明書 

印鑑登録証明書 

戸籍の附票の写し 

住民票記載事項証明書 

発行したい証明書の種別、発行部数などを選択 

 

予約内容にお間違いがなければ、 
収集日の２業務日前までに 
手数料のお支払いをお願いします。 

https://・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
手数料のお支払い後に受付完了となります。 
お支払いがない場合は、この予約は自動的に 
取り消しとなります。 

収集日カレンダーの 
空き状況を確認し、 
「○」となっている日付の 
予約ボタンを選択します。 

クレジットカード情報を 
入力します。 

手
数
料
の
納
付 

・ 

予
約
完
了 
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施  策  別  主  要  事  業
（ 一 般 会 計 ）

     新規事業　・・・　１４事業

     拡充事業　・・・　１７０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４年度 令和３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 13,374,515 12,931,823 442,692 3.4 

2 健康づくりの推進と地域医療の充実 2,609,807 2,156,161 453,646 21.0 

3 高齢者福祉の充実 900,517 816,407 84,110 10.3 

4 障がい者福祉の充実 5,934,390 5,578,999 355,391 6.4 

5 地域福祉の充実 347,483 327,398 20,085 6.1 

6 社会保障制度の適正な運用 9,938,524 9,929,488 9,036 0.1 

33,105,236 31,740,276 1,364,960 4.3 

1 教育環境の充実と整備 4,526,003 3,905,809 620,194 15.9 

2 生涯学習・社会教育の推進 475,122 1,192,595 ▲717,473 ▲60.2 

3 文化・芸術・歴史の継承と創造 1,308,991 1,475,455 ▲166,464 ▲11.3 

4 スポーツ活動の充実 690,703 345,335 345,368 100.0 

5 国際化の推進 45,663 66,660 ▲20,997 ▲31.5 

7,046,482 6,985,854 60,628 0.9 

1 防災対策の充実 1,553,510 1,620,914 ▲67,404 ▲4.2 

2 消防・救急体制の充実 876,077 913,393 ▲37,316 ▲4.1 

3 交通安全の推進と防犯体制の充実 71,013 71,987 ▲974 ▲1.4 

4 安全な水道水の安定供給 334,301 326,564 7,737 2.4 

5 適切な汚水処理による水環境の保全 2,582,158 2,643,966 ▲61,808 ▲2.3 

6 自然環境の保全と衛生的な生活環境の維持 2,437,744 2,693,688 ▲255,944 ▲9.5 

7 コンパクトで暮らしやすいまちづくり 2,409,133 1,675,177 733,956 43.8 

8 快適な道路交通網の構築 2,569,471 2,825,710 ▲256,239 ▲9.1 

9 持続可能な公共交通の構築 709,021 770,113 ▲61,092 ▲7.9 

13,542,428 13,541,512 916 0.0 

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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　　　（単位：千円）

政 施 令和４年度 令和３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 519,168 776,542 ▲257,374 ▲33.1 

2 商工業・サービス業の振興 2,713,179 2,575,098 138,081 5.4 

3 農林業の振興 2,228,357 2,060,889 167,468 8.1 

4 水産業の振興 90,009 60,483 29,526 48.8 

5 就労環境の充実 135,047 127,416 7,631 6.0 

5,685,760 5,600,428 85,332 1.5 

1 地域活動と市民活動の推進 1,663,631 1,766,398 ▲102,767 ▲5.8 

2 市民参画によるまちづくり 104,697 94,922 9,775 10.3 

3
自分らしく活躍できる人権を尊重するまちづく
り

49,402 50,157 ▲755 ▲1.5 

4 計画的、効果的な行政経営 27,882,196 26,713,107 1,169,089 4.4 

5 公正、確実な事務と市民サービスの向上 1,350,168 1,237,346 112,822 9.1 

31,050,094 29,861,930 1,188,164 4.0 

90,430,000 87,730,000 2,700,000 3.1 

地域の魅力があふれる
産業と観光のまち

政策４　　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

4
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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 1,119,238 12,255,277

2
健康づくりの推進と地域医療
の充実

2,608,888

3 高齢者福祉の充実 900,467

4 障がい者福祉の充実 5,934,320

5 地域福祉の充実 338,095

6 社会保障制度の適正な運用 9,938,524

0 0 0 0 0 20,839,532 12,255,277 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 1,046,518

4 スポーツ活動の充実 662,731

5 国際化の推進 45,663

0 0 1,754,912 0 0 0 0 0 0

1 防災対策の充実 135,429 692,380 522,201

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

33,005 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

2,435,756

7
コンパクトで暮らしやすいまち
づくり

500 243,350 2,118,366

8 快適な道路交通網の構築 2,308,374

9 持続可能な公共交通の構築 681,924

135,429 0 500 276,355 2,435,756 0 0 692,380 5,656,972

1
豊かな地域資源を生かした観
光のまちづくり

470,078

2 商工業・サービス業の振興 2,713,179

3 農林業の振興 1,781,631

4 水産業の振興 41,562

5 就労環境の充実 135,047

0 0 470,078 0 0 0 0 4,671,419 0

1 地域活動と市民活動の推進 1,518,121

2 市民参画によるまちづくり 104,697

3
自分らしく活躍できる人権を
尊重するまちづくり

49,044

4 計画的、効果的な行政経営 16,936,166 10,813,722

5
公正、確実な事務と市民サー
ビスの向上

567,260 368 143,226

17,503,426 10,918,787 0 1,710,391 0 0 0 0 0

17,638,855 10,918,787 2,225,490 1,986,746 2,435,756 20,839,532 12,255,277 5,363,799 5,656,972

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

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

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
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　　　（単位：千円）

13,374,515

919 2,609,807

50 900,517

70 5,934,390

94 12 9,245 12 25 347,483

9,938,524

94 12 9,245 12 1,064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,105,236

4,526,003 4,526,003

14,115 11,846 443 448,718 475,122

2,650 259,823 1,308,991

8,152 478 3,601 3,374 4,958 7,409 690,703

45,663

8,152 14,593 3,601 17,870 5,401 0 0 0 0 5,241,953 0 0 0 0 7,046,482

16,439 10,598 4,158 8,580 13,225 150,500 1,553,510

280 258 304 351 448 874,436 876,077

4,046 732 1,587 3,540 1,996 71,013

334,301 334,301

2,582,158 2,582,158

318 250 462 958 2,437,744

19,361 6,625 9,208 7,729 3,994 2,409,133

28,460 6,007 25,904 55,952 144,774 2,569,471

2,906 24,191 709,021

68,586 24,538 44,317 76,614 189,586 0 3,066,959 874,436 0 0 0 0 0 0 13,542,428

3,276 2,675 3,375 2,832 36,932 519,168

2,713,179

3,372 4,207 9,984 173,547 219,606 36,010 2,228,357

48,447 90,009

135,047

6,648 55,329 13,359 176,379 256,538 0 0 0 0 0 0 0 36,010 0 5,685,760

23,314 22,616 33,969 30,832 34,779 1,663,631

104,697

358 49,402

77,924 18,799 10,305 10,930 12,645 1,705 27,882,196

2,439 2,936 2,473 13,042 6,973 17,565 349,342 240,090 4,454 1,350,168

103,677 44,351 46,747 55,162 54,397 17,565 0 0 349,342 0 240,090 4,454 0 1,705 31,050,094

187,157 138,823 117,269 326,037 506,986 17,565 3,066,959 874,436 349,342 5,241,953 240,090 4,454 36,010 1,705 90,430,000

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

阿 知 須
総 合 支 所

小 郡
総 合 支 所

秋 穂
総 合 支 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 477,180 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

110,204 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 531,854 小中学生の医療費に対する助成
令和４年度は、中学生までの子どもの医療費無料を引
き続き実施

保険年金課

□ 放課後児童クラブ運営費 747,083 放課後児童クラブの運営費
新たに定員を７５人拡大

こども未来課

□ 放課後児童クラブ整備事業
費

259,817 放課後児童クラブの整備事業
令和４年度は、湯田・大歳・嘉川・小郡小学校区の整備を
実施

こども未来課

母親クラブ育成事業費 1,200 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 4,862 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
令和４年度は「山口市子ども・子育て支援事業計画」の
中間見直しを実施

こども未来課

□ ファミリーサポートセンター
運営費

9,999 ファミリーサポートセンターの運営委託等
新たに、地域子育て支援拠点においてファミリーサポー
トセンターの受付業務を開始

こども未来課

地域子育て支援拠点事業費 116,123 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 3,228 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 2,630,230 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 709,072 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

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 こども未来課

山口児童館管理運営費 12,948 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 7,882 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 2,792 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

7,168 秋穂コミュニティセンターの管理運営 こども未来課

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

□ 病児保育事業費 108,268 病児保育所に委託して病児保育事業を実施
新たに小郡地域に病児保育所を１か所設置

保育幼稚園課

民間保育サービス施設支援
事業費

2,468 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

5,552 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

33,420 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 15,243 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４年度は民間保育施設における保育業務支援シス
テムの導入等に対する支援を実施

保育幼稚園課

市立保育園管理運営費 564,798 市立保育園の管理運営 保育幼稚園課

へき地保育所管理運営費 46,209 へき地保育所の管理運営費 保育幼稚園課

□ 私立保育園運営費 3,469,513 私立保育園の運営費、保育士等人材確保事業の実施
新たに花尾第二保育園、はあと保育園新山口、Ｕ　ＮＥＲ
ＳＥＲＹ新山口２号館の定員増及びめばえぽっぽ保育園
の開設

保育幼稚園課

□ 私立保育園特別保育事業費 282,147 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
新たに子育て支援員を保育補助者として雇用する保育
施設に対して支援を実施

保育幼稚園課

児童福祉施設整備費償還金
助成事業費

59,399 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

283,625 私立保育園整備への補助
令和４年度は夢の星保育園大内園、嘉川保育園への定
員増に係る整備補助を実施

保育幼稚園課

□ 認定こども園運営費 1,152,664 認定こども園の運営費
新たに鴻城幼稚園が認定こども園移行

保育幼稚園課

□ 認定こども園特別保育事業
費

41,669 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
新たに子育て支援員を保育補助者として雇用する保育
施設に対して支援を実施

保育幼稚園課

□ 認定こども園整備費助成事
業費

267,832 認定こども園整備への補助
令和４年度は明星幼稚園、鴻城幼稚園、阿知須幼稚園
への定員増に係る整備補助を実施

保育幼稚園課

地域型保育運営費 358,930 地域型保育施設の運営費 保育幼稚園課

□ 地域型保育特別保育事業費 23,101 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
新たに子育て支援員を保育補助者として雇用する保育
施設に対して支援を実施

保育幼稚園課

私立幼稚園運営費 283,246 施設型給付に移行した幼稚園の運営費 保育幼稚園課

私立幼稚園特別保育事業費 19,885 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

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

保育士等人材確保事業費 500 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

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

● 市立認定こども園管理運営
費

31,021 市立認定こども園の管理運営に関する経費 保育幼稚園課

幼稚園管理運営費 14,729 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 16,244 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 5,353 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 34,164 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

4,664 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

9,091 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

2,554 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

201,199 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

4,870 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 15,660 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 1,630 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 5,569 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

23,737 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

30,900 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

妊産婦歯科保健事業費 1,978 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 152,007 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

不妊・不育治療費助成事業
費

11,232 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

事　　業　　名

90



（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

母子地域活動事業費 5,203 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 4,879 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 11,044 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 4,802 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 720 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 61,743 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
新たに３歳児健康診査における視機能検査及び新生児
の聴覚検査に対する支援を実施

子育て保健課

□ 妊娠・出産包括支援事業費 37,230 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
新たに小郡保健福祉センター内に相談スペースを設置
し、相談体制の強化を図る

子育て保健課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

保健活動費 25,440 市民の健康づくり活動の推進・普及 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 健康増進課

産科医等確保支援事業費 6,696 産科医療機関等に対し、分娩手当を補助 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の推進 健康増進課

健康診査事業費 148,200 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

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

健康増進課

保健センター管理運営費 38,074 保健センターの管理運営 健康増進課

□ 徳地保健センター建設事業
費

9,522 徳地地域複合型拠点施設における徳地保健センターの
整備

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
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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

□ 徳地診療所整備事業費 20,044 徳地地域複合型拠点施設における徳地診療所の整備 健康増進課

● 徳地地域診療所管理運営費 17,629 徳地地域の各へき地診療所の管理運営 健康増進課

二次病院群輪番制病院運営
費

42,431 二次病院群輪番制病院運営に対する補助 健康増進課

在宅当番医制事業費 29,995 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

171,861 休日・夜間急病診療所の運営 健康増進課

地域救急医療事務費 77,552 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

302,750 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 1,683,148 定期予防接種等の実施、令和３年度に引き続き風しん
の追加的対策を実施
令和４年度は新型コロナウイルスワクチンの追加接種及
び子宮頸がん予防接種の積極的勧奨を実施

健康増進課

結核予防事業費 17,131 結核予防のための胸部レントゲン検診 健康増進課

通院バス運行事業費 919 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 455,832 養護老人ホームへの措置費、施設の修繕・備品の更新
等

高齢福祉課

老人ホーム入所判定審議会
運営費

89 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

23 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

4,810 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

17,668 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、管理システムの導入

高齢福祉課

ふれあい型給食サービス事
業費

5,247 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 4,835 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

事　　業　　名

（３）高齢者福祉の充実
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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

9,304 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

11,829 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 485 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 1,004 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（寝具洗濯
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

796 成年後見制度に関わる機関・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
核機関として成年後見センターを運営

高齢福祉課

高齢者生きがいセンター管
理運営費

13,811 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 38,994 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 18,126 老人クラブへの補助等
新たにICT活用推進事業への支援を実施

高齢福祉課

高齢者タクシー料金助成事
業費

23,632 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

149,064 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 27,658 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

1,732 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

地域介護・福祉空間整備費
助成事業費

61,091 介護保険事業計画に基づく介護施設整備に係る助成 介護保険課

介護人材育成・確保支援事
業費

2,500 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

50 阿東地域の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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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

2,238 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
令和４年度は障がい福祉懇話会の開催及び次期計画策
定のためのアンケートを実施

障がい福祉課

しらさぎ会館運営費助成事
業費

20,797 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

61 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 300 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

5,048 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
令和4年度は民間事業者が行う合理的配慮の提供支援
の補助メニュー拡充（講演会等への意思疎通支援者設
置に係る費用助成）

障がい福祉課

福祉タクシー料金助成事業
費

30,699 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

2,187 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

33,902 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 12,369 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

3,383,209 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 235,421 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 50,613 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 43,139 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、ひきこもり支援を実
施

障がい福祉課

地域活動支援センター運営
事業費

45,241 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 32,242 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

障がい福祉課

日常生活用具給付等事業費 49,405 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 10,737 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

94



（ ●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 10,000 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 7,084 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、巡回支援専門員派遣事業の実施、地域の支援
機関との連携強化、発達障がい理解促進・啓発の充実
等
令和４年度は発達障がいへの理解促進に向けたワーク
ショップ等を実施

障がい福祉課

特別障害者手当等支給事業
費

124,435 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

18,548 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

992,749 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

800,526 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 237,606 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 10 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 4,455 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

63,140 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 2,770 山口市地域福祉計画の進行管理
令和４年度は次期計画策定を実施

地域福祉課

事　　業　　名

（５）地域福祉の充実

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

再犯防止推進事業費 1,478 再犯防止の推進、更生保護活動に係る補助 地域福祉課

□ 包括的支援体制構築事業費 16,450 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「やまぐち「まちの福祉相談室」」の
運営費及び設置に向けた準備

地域福祉課

諸福祉事業費 94 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

9,238 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 38,777 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

地域福祉課

住居確保給付金支給事業費 8,642 就労意欲のある離職者等に対する住居の確保や就労に
向けた支援を実施

地域福祉課

● 新型コロナウイルス感染症生
活困窮者自立支援金支給事
業費

7,156 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮す
る世帯で特例貸付を終了した世帯に対し支援金を給付

地域福祉課

生活保護施行事業費 28,806 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 5,720 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 2,473,000 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 131,565 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 2,713,526 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

（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

国民健康保険特別会計繰出
金

1,471,695 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

2,210,824 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

後期高齢者医療特別会計繰
出金

836,500 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 6,135 国民年金に関する事務費 保険年金課

協力・連携事務費 240 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 621 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 304 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 116,856 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） 296,951 小学校の管理運営 教育総務課

教材教具整備費（小学校） 57,009 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）

36,620 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） 165,596 中学校の管理運営 教育総務課

教材教具整備費（中学校） 34,891 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）

44,972 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 1,091,119 学校給食の実施
令和４年度は学校給食費について、これまでの学校ご
とに徴収管理する「私会計」方式を変更し、市が直接徴
収や管理を行う「公会計」方式に移行

教育総務課

学校給食配送事業費 63,879 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） 232,801 小学校施設の維持管理 教育施設管理
課

□ 小学校施設長寿命化事業費 531,726 老朽化した学校施設の改修･長寿命化を実施
令和４年度は大歳小校舎長寿命化改修工事、井関小長
寿命化改修設計等を実施

教育施設管理
課

□ 小学校施設安心安全推進事
業費

33,000 災害時の避難場所としての機能強化を実施
令和４年度は中央小屋内運動場非構造部材耐震化改修
工事、佐山小・秋穂小屋内運動場非構造部材耐震化改
修設計を実施

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） 113,569 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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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 中学校施設長寿命化事業費 587,000 老朽化した学校施設の改修･長寿命化を実施
令和４年度は大内中校舎大規模改修工事、湯田中校舎
長寿命化改修設計等を実施

教育施設管理
課

□ 中学校施設安心安全推進事
業費

3,000 災害時の避難場所としての機能強化を実施
令和４年度は小郡中武道場非構造部材耐震化改修設計
を実施

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 19,363 学校給食施設の維持管理
PAS更新工事

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 19,196 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－の配置

学校教育課

子ども芸術体感事業費 10,424 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

7,504 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
令和４年度は学校運営協議会等に参画した児童・生徒
からの提案の具現化を図る取組を開始

学校教育課

□ 子どもの笑顔づくり支援事
業費

17,101 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
令和４年度はモデル校において、配置型のスクール
ソーシャルワーカーによるサポート体制を構築

学校教育課

教育相談室管理運営費 3,803 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） 110,808 小学校の保健、衛生活動費
健診等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）

27,660 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） 16,941 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） 987 教育課題についての研究委託や研修会の開催等 学校教育課

要・準要保護児童就学援助
費（小学校）

134,155 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）

11,669 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） 86,766 小学校の補助教員の配置
令和４年度は介助を必要とする児童に対応した介助員
を新たに配置

学校教育課

英語指導助手配置事業費
（小学校）

39,566 英語指導助手の配置 学校教育課

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

□ ＩＣＴ教育推進事業費（小学
校）

129,828 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
令和４年度は教員用端末に統合型校務支援システム、
児童・生徒用の端末に授業支援ソフトを導入。また、学
校と保護者間の連絡手段のデジタル化システムを運用
開始

学校教育課

学校保健事業費（中学校） 67,129 中学校の保健、衛生活動費
健診等における感染症対策の充実

学校教育課

ＡＥＤ設置事業費（中学校） 1,070 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）

18,595 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） 10,848 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） 1,802 教育課題についての研究委託や研修会の開催
令和４年度は小中一貫教育に取り組むための研究や推
進方策の検討等を実施

学校教育課

要・準要保護児童就学援助
費（中学校）

123,301 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）

5,764 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

12,668 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） 43,570 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）

118,901 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
令和４年度は教員用端末に統合型校務支援システム、
児童・生徒用の端末に授業支援ソフトを導入。また、学
校と保護者間の連絡手段のデジタル化システムを運用
開始

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

14,115 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 11,846 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

（２）生涯学習・社会教育の推進

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

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 389 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 8,588 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 607 家庭教育講座の実施 社会教育課

□ 家庭教育訪問支援事業費 1,392 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４年度から地域等と連携した「保護者カフェ」や家
庭教育オンライン相談を実施

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 50,404 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

468 「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 2,935 やまぐち街なか大学や大学連携講座等の開催
令和４年度はデジタル化などの社会の変化に対応した
講座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

5,203 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 3,483 成人式の実施 社会教育課

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

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

5,486 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

22,356 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
令和４年度は学校運営協議会等に参画した児童・生徒
からの提案の具現化を図る取組を支援する地域学校協
働活動推進員の活動を実施

社会教育課

グローバル人材育成事業費 1,020 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 31,236 山口ふれあい館の管理運営 社会教育課

山口南総合センター管理運
営費

52,951 山口南総合センターの管理運営 社会教育課

□ 図書館管理運営費 190,698 図書館の管理運営
令和４年度は阿東図書館における移動図書館用の車庫
の整備工事を実施

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 1,754 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 979 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 588 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 1,850 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
令和４年度は山口県央連携都市圏域の各市町の図書館
と連携したイベントを開催

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 1,790 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 96,063 市民会館の管理運営 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

市民会館企画運営費 22,666 市民会館における企画事業（音楽・演劇他）の実施 文化交流課

Ｃ・Ｓ赤れんが管理運営費 18,129 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4年度は開館３０周年記念事業を実施

文化交流課

中原中也記念館運営費 76,771 中原中也記念館の管理運営及び企画事業の実施 文化交流課

中原中也賞運営費 8,902 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

山口情報芸術センター管理
運営費

315,201 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

253,930 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

● 山口情報芸術センター２０周
年記念事業費

10,000 令和５年度の開館２０周年記念事業に向けたプレ事業
を実施

文化交流課

□ 山口市菜香亭管理運営費 27,849 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 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

文化交流課

文化振興財団企画運営費 92,395 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

9,442 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４年度は「ぐるり！大内ゾーン築山跡史跡公園オー
プン記念事業」等を実施

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 3,133 新進芸術家に対する活動奨励賞の贈呈
令和４年度はまちなかで多様な鑑賞の機会を創出

文化交流課

□ 嘉村礒多生家活用事業費 14,729 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

18,140 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４年度は大内氏・大内文化をより詳しく紹介する冊
子（続編）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

● 地域伝統芸能全国大会開催
事業費

42,200 地域伝統芸能全国大会山口大会の実施・関連イベント
等の実施

文化交流課

□ 東大寺サミット開催事業費 2,650 東大寺関連事業に係る経費
令和４年度は「東大寺サミット2022in山口」を開催

徳地総合支所
地域振興課
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

未指定文化財調査事業費 552 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 20,125 指定文化財の保存修理等に対する助成 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 4,426 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

2,970 山口市文化財保存活用地域計画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４年度は国指定名勝長門峡の指定１００周年に合
わせてイベントを開催

文化財保護課

試掘調査事業費 5,489 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 22,886 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 4,188 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 7,913 史跡大内氏遺跡「築山跡」の保存整備
令和４年度は１０月に史跡公園の開園式典とオープニン
グイベントを開催

文化財保護課

指定文化財維持管理事業費 30,902 指定文化財の維持管理 文化財保護課

名田島南蛮樋保存整備事業
費

25,283 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 496 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

7,484 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
令和４年度は大内氏館跡と高嶺城跡の御城印を作成す
る。高嶺城跡については、赤色立体地図を用いた模型
も作成する

文化財保護課

鋳銭司・陶地区文化財総合
調査事業費

10,873 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

文化財保護課

部分本発掘調査事業費 2,919 開発行為に伴う緊急部分本発掘調査 文化財保護課

本発掘調査事業費 34,112 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 27,529 歴史民俗資料館の管理運営 文化財保護課

鋳銭司郷土館管理運営費 9,041 鋳銭司郷土館の管理運営 文化財保護課
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

小郡文化資料館管理運営費 17,434 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 4,540 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 5,045 旧中川家住宅の管理運営 文化財保護課

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

スポーツ振興事務費 8,738 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４年度は武道館整備基本構想の策定に向けた調査
検討を実施

スポーツ交流
課

体力つくり推進事業費 4,305 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 8,427 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

150 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

スポーツ大会推進事業費 6,104 各種競技大会の開催、助成 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

405 第3期山口市スポーツ推進計画の策定 スポーツ交流
課

我がまちスポーツ推進事業
費

8,000 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

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

57,615 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 44,523 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 8,031 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 1,675 椹野川運動公園の管理運営 スポーツ交流
課

（４）スポーツ活動の充実
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

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 1,299 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

17,408 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 30,103 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

屋外運動場照明施設改修事
業費

42,500 鋳銭司小学校屋外照明設備改修工事、宮野中学校屋外
照明設備改修設計

スポーツ交流
課

□ スポーツの森整備事業費 267,000 耐震化や長寿命化のための改修工事
令和４年度はスタジアム耐震（吊天井（軒天））・外部改
修工事を実施

スポーツ交流
課

□ やまぐちリフレッシュパーク
整備事業費

25,000 長寿命化のための改修工事
令和４年度は総合体育館管理棟屋上防水補修工事を実
施

スポーツ交流
課

□ 小郡屋内プール整備事業費 98,000 耐震化や長寿命化のための改修工事
令和４年度は耐震（吊天井）・改修工事を実施

スポーツ交流
課

□ やまぐちサッカー交流広場
整備事業費

1,400 長寿命化のための改修工事
令和４年度はクラブハウス屋根・外壁補修等設計を実
施

スポーツ交流
課

● 南部運動広場整備事業費 8,300 テニスコート改良工事 スポーツ交流
課

小郡体育館管理運営費 4,488 小郡体育館の維持管理 小郡総合支所
小郡地域交流
センター

□ 小郡運動公園管理費 3,664 小郡運動公園の維持管理
令和４年度は多目的トイレの新設設計を実施

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 478 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 2,080 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
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

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

27,028 スペインのホストタウンとして水泳代表チームの事前
キャンプ受入に向けた準備

スポーツ交流
課

□ 国際交流推進事務費 5,594 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 2,100 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 5,867 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 3,000 スペインのホストタウンとして、食をはじめとするスペイ
ン文化の普及

国際交流課

● 海外都市との交流活性化事
業費

2,044 ホストタウン事業で培った若い世代が本市の魅力を海
外に伝える取組をはじめ、海外へのシティセールスを通
じた交流活性化事業の実施

国際交流課

（５）国際化の推進
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予算額
（千円）

事　　業　　内　　容 担当課

水防活動費 2,211 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 62,005 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 63 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 3,500 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 9,841 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 5,593 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

14,850 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 24,619 備蓄品の購入や管理、避難所の看板作成や設置
令和４年度は避難行動要支援者管理システムを導入

防災危機管理
課

□ 防災意識啓発事業費 8,500 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
令和４年度は山口市防災ガイドブック（津波・高潮編）の
更新を実施（印刷・配布は令和５年度）

防災危機管理
課

湛水防除施設維持管理事業
費

41,865 排水機場の維持管理 農林整備課

□ 単県危険ため池整備事業費 40,000 危険ため池の小規模改修
令和４年度は郷之尾ため池（大歳）の改修工事を実施

農林整備課

ため池施設災害予防事業費 71,710 地域防災上のリスク除去に係るため池防災工事の実施
や、ため池ハザードマップの作成、ため池災害予防の工
事費に対する助成

農林整備課

海岸保全施設整備事業費 518,568 秋穂漁港海岸（大海地区）の海岸保全施設測量設計、施
設整備工事

水産港湾課

港湾管理事業費 9,637 港湾施設の維持管理 水産港湾課

県事業負担金 10,600 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 58,457 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

90,000 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 15,000 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

90,000 急傾斜地崩壊対策工事 道路河川建設
課

県事業負担金 41,900 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 108,200 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

2,554 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 8,000 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 623 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
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

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

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 435 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 965 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 160 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 6,372 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
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

総合浸水対策事業費 150,500 市内全域を対象とした総合的な浸水対策 下水道整備課
（道路河川建
設課）

※組織改編等に伴う新しい担当課を（）でお示ししております

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 47,445 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 1,313 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 43,132 消防庁舎、消防施設の維持管理
令和４年度は南消防署屋根補修工事に伴う実施設計業
務を実施

消防総務課

常備消防施設等維持管理費 39,949 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 6,292 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 11,276 消防資機材等の配備更新
令和４年度は空気呼吸器面体を追加配備

消防総務課

□ 救急業務推進事業費 23,342 救急資機材の維持管理・配備更新、救命講習の実施
令和４年度は新型コロナウイルス感染症感染対策関連
消耗品を購入

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

（２）消防・救急体制の充実

事　　業　　名

事　　業　　名

111



（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

救急救命士等養成事業費 7,042 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 53,170 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 3,157 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 6,153 救助活動を実施するための資機材等の管理 消防総務課

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 58,434 消防団員の災害出動、教育訓練、学生消防団員等の活
動費
令和４年度は消防団員の処遇改善を図るため、災害等
に係る出動手当の引き上げを実施

消防総務課

□ 消防団管理運営費 7,466 消防団活動の管理運営
令和４年度は消防団員の準中型自動車運転免許取得費
への助成及びICTの活用に向けた研修会を実施

消防総務課

非常備消防施設等維持管理
費

21,436 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 65,115 常備消防自動車の更新 消防総務課

□ 消防車庫整備事業費 89,333 老朽化した消防団車庫の整備
令和４年度は阿知須、徳地地域の消防車庫整備及び旧
阿知須分団車庫の解体工事を実施

消防総務課

消火栓設置事業費 35,000 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 10,300 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

41,057 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

36,627 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 126,421 老朽化した消防本部庁舎の整備 消防総務課

□ 消防指令センター共同整備
事業費

15,900 新本庁舎内に３市（萩市、防府市、山口市）が消防指令
業務を共同で行う指令センターを整備

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

7,232 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

（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

防犯啓発活動事業費 4,226 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 301 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 4,855 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 4,336 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 5,865 消費者行政全般に関する事務費 生活安全課

交通安全施設管理費 17,528 交通安全施設（区画線等）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（区画線等）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（区画線等）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（区画線等）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（区画線等）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（区画線等）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

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

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 5,000 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 134,271 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

157,936 簡易水道事業に対する経営支援 上下水道総務
課

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

268 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

177,819 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

284,841 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

9,143 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

13,483 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 1,917,611 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

阿知須処理区下水道経営支
援事業費

82,485 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

67,396 合併処理浄化槽の設置費用の一部を助成 業務課

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
（下水道整備
課等）

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

※組織改編等に伴う新しい担当課を（）でお示ししております

（４）安全な水道水の安定供給

事　　業　　名

（５）適切な汚水処理による水環境の保全

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

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

6,247 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

600 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 2,380 環境審議会・関係部会の開催、環境基本計画の進行管
理等
令和４年度は山口市環境基本計画の中間見直し及び山
口市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の見直し
を実施

環境政策課

地球温暖化防止普及啓発事
業費

8,679 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

環境政策課

エコフレンドリーオフィス推
進事業費

704 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 982 次世代を担う子ども達を始め様々な世代を対象とする
環境学習、特定外来生物の防除に関する啓発、国の「プ
ラスチック・スマート」キャンペーンへの参画等による情
報発信

環境政策課

● 地域脱炭素推進事業費 7,500 地域脱炭素に向けた取組の推進
令和4年度は公共施設における太陽光発電設備等の再
生可能エネルギーの導入ポテンシャル調査を実施

環境政策課

狂犬病予防事業費 4,666 狂犬病予防注射、犬の登録等 環境衛生課

公害対策事業費 4,116 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 8,567 生活公害等の苦情相談、不法投棄防止等の啓発、浄化
槽の適正管理の促進

環境衛生課

環境衛生処理事業費 20,420 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 2,985 専用水道の水質監視及び管理、水道未普及地域におけ
る井戸等給水施設・浄水器等の設置に対する助成

環境衛生課

ペット等適正飼養推進事業
費

2,044 ペット等適正飼養の推進、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 20,873 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

99,179 可燃ごみ指定収集袋の製造、保管配送及び販売の委託 資源循環推進
課

つくし推進事業費 5,000 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

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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（ ●印は新規事業、□印は拡充事業 ）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

生ごみ処理対策推進事業費 1,730 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

7,270 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

7,314 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 1,180 小学校環境副読本の作成・配布 資源循環推進
課

資源物分別事業費 93,843 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４年度から金属・小型家電製品選別ストックヤード
の供用を開始

資源循環推進
課

資源物拠点回収施設管理費 11,138 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

62,025 年末臨時資源物ステーションの設置
令和４年度は徳地資源物ステーション建設工事、舗装
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

721 一般廃棄物処理基本計画の改定
令和4年度は一般廃棄物処理基本計画の中間見直しを
実施

資源循環推進
課

再資源化推進事業費 5,835 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 120,358 リサイクルプラザの維持管理 資源循環推進
課

清掃工場管理運営費 983,739 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

29,482 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 12,669 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 3,285 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 2,120 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 9,703 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 7,906 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 218,558 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 26,829 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 145,529 環境センターの維持管理 環境施設課

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

清掃事務所管理運営費 2,402 清掃事務所の維持管理 清掃事務所

□ じん芥収集運搬費 288,419 じん芥収集に要する経費
令和４年度は粗大ごみ戸別収集受付のデジタル化の本
格運用を開始

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 42,270 じん芥収集車の購入 清掃事務所

阿知須清掃センター管理費 22,488 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 2,526 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 17,372 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 30 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 220 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 30 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 212 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 85 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 464 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
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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

500 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再生活用にかかる制度設計
等の実施

文化交流課

□ 空き家等適正管理事業費 25,924 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4年度は「山口市空家等対策計画」の見直しを実施

生活安全課

住居表示実施事業費 20,037 「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 184,593 斎場・火葬場の管理運営 生活安全課

墓地管理事務費 9,386 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 68,692 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４年度は「まちなかウォーカブル」の推進に向けた
検討、都市計画基礎調査を実施

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 7,032 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４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 124,555 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

□ 公園リフレッシュ整備事業費 34,000 公園施設のリフレッシュ整備
令和4年度は、公園施設の長寿命化計画を策定、河原
谷公園の区域変更に必要な概略設計等を実施

都市整備課

県事業負担金 56,800 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

36,800 湯田温泉ゾーンの整備
令和４年度は道路の拡幅、美装化整備に向けた測量調
査・設計業務を実施

都市整備課

□ 新山口駅周辺地区整備事業
費

527,900 新山口駅周辺地区の整備
令和４年度は市街地再開発事業（施設整備）の支援を実
施

都市整備課

□ 中園町周辺地区整備事業費 200,500 中園町周辺地区の整備
令和４年度は、中央公園の電気設備、糸米羽坂1号線の
測量設計・用地取得等を実施

都市整備課

● 山口市中心市街地周辺地区
整備事業費

104,700 中心市街地周辺地区の整備
令和４年度は、道路の美装化工事、美装化に向けた測
量調査・設計業務を実施

都市整備課

（７）コンパクトで暮らしやすいまちづくり
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

地籍調査事業費 107,289 地籍調査の実施 地籍調査課

市営住宅維持管理事業費 82,562 市営住宅の維持管理 建築課

市営アパート借上事業費 207,076 市営住宅の借上 建築課

市営住宅長寿命化改善事業
費

98,850 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

住宅・建築物耐震化促進事
業費

105,674 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 1,240 幅員４ｍ未満の狭あい道路の拡幅整備 開発指導課

がけ地近接等危険住宅移転
事業費

6,233 がけ地に近接する住宅の移転等を支援 開発指導課

□ 中心市街地活性化対策事業
費

50,812 中心市街地の魅力発信や意識啓発等の実施
令和４年度は「アートでつなぐまちの活性化事業」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 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

210,700 密集市街地における居住環境の向上に向けた住宅市
街地総合整備事業の推進
令和４年度は、（仮称）道場門前まちなか広場ほかの整
備を実施

中心市街地活
性化推進室

□ 中心市街地まちなみの魅力
向上支援事業費

53,000 中心商店街のまちなみの魅力向上を図る費用を支援
令和４年度は物件等の改修費用、店舗取得費用、商店
街空間の魅力向上につながる整備等への支援を実施

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 6,095 公園の維持管理 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 5,594 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 2,747 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
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

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 12,000 都市計画道路一本松朝倉線の整備
令和4年度は、都市計画変更資料の作成業務、概略設
計等を実施

都市整備課

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 24,400 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 77,400 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

79,400 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 20,823 市道台帳の作成 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 18,600 公共性の高い道路や水路等の整備 道路河川管理
課

□ 道路維持補修事業費 231,157 市道の維持補修管理
令和４年度は舗装長寿命化計画を策定

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 129,676 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

118,854 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

51,100 市道平井西岩屋線の整備 道路河川建設
課

（８）快適な道路交通網の構築
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

道路整備計画道路改良事業
費

282,600 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 632,800 生活道路の拡幅、待避所設置等整備
令和４年度は新本庁舎整備に伴う中央二丁目湯田温泉
四丁目線の測量設計などを実施

道路河川建設
課

道路バリアフリー化事業費 110,500 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 59,700 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 110,000 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 211,100 国県道等の幹線道路に関連する市道等の整備 道路河川建設
課

□ 幹線道路建設促進事業費 6,910 国県道等の幹線道路整備の事業促進
令和４年度は国道２号（防府市台道から鋳銭司）におけ
る４車線化・歩道設置の調査検討を実施

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

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

1,938 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 26,250 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 25,010 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
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

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 54,057 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 144,297 市道の維持補修管理
令和４年度は除雪体制の強化を図るため除雪車の更新
及び追加配備を実施

阿東総合支所
土木課

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

66,150 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

9,154 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

交通政策課

グループタクシー利用促進
事業費

6,020 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

51,158 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４年度は吉敷地域が本格運行を開始予定

交通政策課

地域通学バス運行事業費 11,282 公共交通機関の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 9,380 シェアサイクルの実証事業（令和２年9月～令和５年１
月）
令和４年度は２７箇所、７０台まで規模拡大

交通政策課

□ 新たなモビリティサービス調
査・実証事業費

18,000 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４年度はMaaSアプリの更なる充実を図り実証事
業を実施

交通政策課

□ 徳地生活バス運行事業費 40,887 徳地地域における生活バスの運行
令和４年度から新たな地域を運行する6系統を追加

交通政策課

□ 幹線バス確保維持事業費 215,157 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４年度から国庫補助系統について実績に基づいた
支援を実施

交通政策課

交通結節点整備事業費 1,474 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

（９）持続可能な公共交通の構築
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

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 9,243 市民公共交通週間やモビリティマネジメント等の実施 交通政策課

交通系ＩＣカード整備事業費 11,107 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

167,529 矢足新山口駅線の整備 都市整備課

新山口駅ターミナルパーク
管理事業費

64,461 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 2,906 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 21,351 阿東地域における生活バスの運行 阿東総合支所
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

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 18,719 観光施設の維持管理
令和４年度は美濃ケ浜海浜広場に温水シャワーを設置

観光交流課

□ 重源の郷管理運営費 43,693 重源の郷の管理運営
令和４年度は誘客促進に向けた外部人材の活用、地域
内の事業者や団体等と連携した地域内連携体制構築業
務を実施

観光交流課

大原湖キャンプ場管理運営
費

10,054 大原湖キャンプ場の管理運営
令和４年度はトイレ洋式化改修工事を実施

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４年度はコンベンション誘致強化のための宿泊助
成制度支援を実施

観光交流課

□ 湯田温泉魅力創造事業費 16,355 湯田温泉旅館協同組合と連携した誘客促進事業の実施
令和４年度は温泉を活用した健康づくりの取組やワー
ケーション誘致等への支援、空港直行便乗合タクシー実
証運行事業への支援を実施

観光交流課

インバウンド観光誘客推進事
業費

14,628 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

□ 重源の郷施設改修事業費 37,000 重源の郷の施設リニューアル整備
令和４年度は重源の郷の施設リニューアル整備工事の
実施設計を実施

観光交流課

湯田温泉観光回遊拠点施設
管理運営費

35,933 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

10,983 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４年度は美祢市・山口市観光交流パートナー協定１
０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 22,000 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４年度はＭＩＣＥ誘致加速化支援事業やデジタルを
活用した観光誘客事業等を実施

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

□ 観光維新ブランド創出事業
費

42,200 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
令和４年度はアートトリップ商品造成事業や観光誘客イ
ベント開催支援等を実施

観光交流課

観光交流センター管理運営
費

18,368 新山口駅観光交流センターの管理運営 観光交流課

● 「山口ゆめ回廊」つなぎ創る
未来共創事業費

74,900 山口ゆめ回廊博覧会のレガシーを活用し本市の魅力を
生かした各種観光誘客事業等を実施
令和4年度は子どもの職業体験イベントや、地域伝統芸
能全国大会の開催に合わせ誘客イベントを開催

観光交流課

湯田温泉泉源保護対策事業
費

24,037 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

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 1,375 観光施設の維持管理
令和４年度より官民一体となった地域イベント会場の
清掃を実施

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

願成就温泉センター管理運
営費

26,044 願成就温泉センターの管理運営 阿東総合支所
地域振興課

十種ヶ峰ウッドパーク管理運
営費

9,245 十種ヶ峰ウッドパークの管理運営 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 15,106 中心市街地の活性化に向けた事業の実施（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
（中心市街地活性
化推進室）

※組織改編等に伴う新しい担当課を（）でお示ししております

事　　業　　名

（２）商工業・サービス業の振興

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

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
（中心市街地活性
化推進室）

商工団体助成事業費 120,575 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 843,894 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 30,593 商工業の振興に関する事務費
令和４年度は新しい生活様式導入等に対する支援を実
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
化推進室）

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

168,625 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
令和４年度はデジタル商品券の交付を実施

ふるさと産業
振興課

□ ふるさと産品営業推進事業
費

282,145 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

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

41,500 商店街の賑わい創出のためのイベント支援等
令和４年度は地域の魅力発信・交流スペース「コトサイ
ト」の企画・運営やイベントを実施

ふるさと産業振
興課
（中心市街地活性
化推進室）

事業承継支援事業費 5,000 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

ふるさと産業
振興課

産業交流スペース管理運営
費

56,986 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

89,000 デジタル技術を活用する人材の育成やＤＸに取り組む
中小企業等への支援を実施
令和４年度は市内の商店街組合等が行うデジタルクー
ポンの発行などへの支援を実施

ふるさと産業
振興課

□ 起業創業支援事業費 11,480 起業を目指す方に向けたセミナーの開催やUJIターン
創業者への補助等
令和４年度は小・中学生を対象とした「起業家体験プロ
グラム」や、山口県央連携都市圏域内における起業創業
の促進に向けたセミナー・イベント等を実施

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

44,159 ふるさと伝承総合センターの管理運営
令和４年度からはリニューアルした「まなび館」において
大内塗を始めとする職人の実演やものづくり体験ワー
クショップなどを定期的に実施

ふるさと産業
振興課

※組織改編等に伴う新しい担当課を（）でお示ししております

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

企業誘致推進事業費 6,956 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 339,217 企業立地促進条例に基づく奨励金等の交付 産業立地推進
課

産業団地事業用借地事業費 1,861 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

230,700 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

356,497 産業交流拠点施設の管理運営 新山口駅拠点施
設整備推進室
（ふるさと産業振
興課）

新産業創出促進事業費 19,615 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
（ふるさと産業振
興課）

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

農業金融事業費 958 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
（農業政策課）

□ 新規就農者支援事業費 49,775 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
（農業政策課）

新規就農者農地確保支援事
業費

88 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
（農業政策課）

担い手育成支援事業費 807 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
（農業政策課）

集落営農促進事業費 85,067 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

農林政策課
（農業政策課）

農地集積・集約化活動事業
費

39,581 中間管理機構に農地の貸付を行い、農地の集積・集約
化に取組む地域に対し協力金を交付

農林政策課
（農業政策課）

□ もうかる農業創生事業費 61,843 収益性の高い農業経営の確立を支援
令和４年度はスマート農機等の導入に対する補助及び
農業用施設、農機具の購入支援を拡充し、認定農業者
以外の農業者等への支援制度を創設

農林政策課
（農業政策課）

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
（農業政策課）

※組織改編等に伴う新しい担当課を（）でお示ししております

事　　業　　名

（３）農林業の振興

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

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
（農業政策課）

生産調整推進事業費 15,621 経営所得安定対策に関する事務経費 農林政策課
（農業政策課）

□ 園芸作物振興事業費 51,580 地域の特性に応じた品目の園芸産地育成・拡大に関す
る経費の補助
令和4年度は山口あぶトマト部会のトマト選果機整備へ
の支援を実施

農林政策課
（農業政策課）

□ 有機農業推進事業費 754 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
令和４年度は学校給食への地元有機農産物の活用をモ
デル校において実施

農林政策課
（農業政策課）

環境保全型農業直接支払事
業費

9,353 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
（農業政策課）

□ 仁保の郷管理運営費 11,482 道の駅仁保の郷の管理運営
令和4年度は施設の機能強化に向けた基本計画の策定
を実施

農林政策課
（農業政策課）

□ 朝一から朝市人だかり推進
事業費

2,000 朝市等直売所施設の整備費への補助
令和４年度は新型コロナウイルス感染症対策として行
う直売所施設整備・機械器具導入への支援を実施

農林政策課
（農業政策課）

スクミリンゴ貝対策事業費 3,446 スクミリンゴ貝対策経費への補助 農林政策課
（農業政策課）

□ 有害鳥獣対策関係事業費 11,859 有害鳥獣の被害防止柵等整備費への補助
令和４年度は米価下落対策の影響や、有害鳥獣による
深刻な農作物被害の影響を踏まえ、予算規模を拡大し
て支援を実施

農林政策課
（農業政策課）

優良農地確保促進事業費 3,922 集団的な農地を保全するために山口市農業振興地域
整備計画の中で農用地区域を設定し、農地以外への転
用を規制
令和４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
（農業政策課）

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
（農業政策課）

□ 都市農村交流推進事業費 14,650 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
令和４年度は定期的なマルシェの開催に合わせ、応援イ
ベント、米食促進イベントを実施

農林政策課
（農業政策課）

□ ６次産業化推進事業費 5,140 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
（農業政策課）

有害鳥獣捕獲促進事業費 23,847 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
（農業政策課）

□ 畜産農家支援事業費 11,814 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
（農業政策課）

山口森林ふれあいセンター
管理運営費

2,981 山口森林ふれあいセンターの管理運営 農林政策課
（農林整備課）

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
（農林整備課）

市有林管理事業費 1,410 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
（農林整備課）

※組織改編等に伴う新しい担当課を（）でお示ししております

事　　業　　名
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

市有林育成事業費 17,980 市有林の造林・保育にかかる経費 農林政策課
（農林整備課）

森林境界明確化促進事業費 4,467 森林所有者情報の整理 農林政策課
（農林整備課）

□ 森林経営管理事業費 130,691 経営や管理が適切に行われていない森林の管理
令和４年度は山口市森林・林業ビジョンの改定、並びに
森林所有者の意向確認調査、経営管理権集積計画の策
定及び森林経営管理事業等を実施

農林政策課
（農林整備課）

中山間地域等直接支払事業
費

246,754 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

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 10 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 6,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業等に対する補助 農林整備課

□ 嘉川・佐山地区ほ場整備調
査事業費

37,000 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

11,100 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 8,900 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

415,484 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 322,300 県営土地改良事業に対する負担金 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 10,696 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 58,026 林道の維持管理
令和４年度は林道橋の補修工事などを実施

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等の維持管理 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 952 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

※組織改編等に伴う新しい担当課を（）でお示ししております
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

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 2,712 道の駅あいおの管理運営 秋穂総合支所
地域振興課

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

7,157 道の駅きらら　あじすの管理運営 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

7,171 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 1,800 収益性の高い農業経営の確立を支援
令和４年度は地理的表示（GI）登録された「徳地やまの
いも」の更なる高付加価値化や生産量の拡大に向けた
取組を支援

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

2,549 高齢者若者活性化センター（南大門）の管理運営 徳地総合支所
農林課

柚野農産加工販売所管理運
営費

962 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 125,845 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

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

3,843 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
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予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

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 482 農業団体に対する活動費の支援 阿東総合支所
農林課

中山間地域野菜増産モデル
事業費

700 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

阿東総合支所
農林課

□ 道の駅長門峡管理運営費 56,654 道の駅長門峡の管理運営
令和４年度は駐車場の拡張整備に向けた用地取得及び
測量を実施

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 13,008 畜産農家に対する補助
令和４年度は肥育素牛の導入に対するに支援の拡充を
引き続き実施

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 84,360 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 3,674 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 1,488 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 646 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 101 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

5,031 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 3,000 経営自立化支援金支給に対する補助
令和４年度からは市独自で更に２年間支援を延長

水産港湾課

水産多面的機能発揮対策事
業費

416 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 2,178 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）の推奨やイカを含めた水産物の提供

水産港湾課

□ 水産物供給基盤整備事業費 5,082 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４年度から地域おこし協力隊を活用した販路拡大
の取組を実施

水産港湾課

漁港施設維持管理費 10,754 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 15,000 相原漁港の調査業務、浚渫整備工事 水産港湾課

□ 海洋資源活用調査事業費 48,447 海洋資源を活用した海洋交流拠点づくりの推進
令和４年度は道の駅「あいお」の移転新設に向けた基本
設計や造成設計等を実施

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 22,879 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 2,198 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 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、東京圏からの移住就職者の支援

ふるさと産業
振興課

□ 特定求職者雇用促進事業費 1,650 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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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

10,500 人材確保策や人材育成に積極的に取組む企業に対す
る支援等
令和４年度は就職氷河期世代等を対象として、就職に
向けたスキルアップセミナーや市内企業とのマッチング
面談会を実施

ふるさと産業
振興課

□ 働き方改革推進事業費 2,200 多様な働き方を受け入れることができる職場環境づく
りに対する支援等
令和４年度は働き方改革を啓発する異業種混合のセミ
ナーや、企業内で生じた課題の解決を図るための専門
家への個別相談会などを実施

ふるさと産業
振興課

● 働く女性の活躍応援事業費 6,800 女性のための職場環境改善に対する支援、企業の意識
改革や女性の就労・求職者のスキルアップ等に関する
セミナーの開催

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

15,630 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

133



（●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

5,033 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４年度は第二次山口市協働推進プラン後期計画を
策定

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 121,269 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

15,674 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

199,635 ２１地域への地域づくり交付金及び地域の未来づくり
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

1,351 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

1,706 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

68,850 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

333,054 湯田地域交流センターの増改築工事及び平川地域交流
センターの増改築に係る実施設計

協働推進課

□ 阿知須地域交流センター建
設事業費

138,327 阿知須地域交流センターの建設
令和４年度は駐車場整備工事、防火水槽設置工事等を
実施

協働推進課

□ 徳地地域交流センター建設
事業費

147,363 徳地地域交流センターの建設
令和４年度は駐車場整備工事等を実施

協働推進課

□ 阿東地域交流センター篠生
分館建設事業費

283,354 阿東地域交流センター篠生分館の建設
令和４年度は建設工事及び駐車場整備工事の実施設計
を実施

協働推進課

空き家利活用事業費 8,340 空き家バンク制度の運営、空き家改修補助、空き家家
財等処分補助の実施

定住促進課

□ やまぐち定住実現プロモー
ション事業費

8,269 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・オンラインセミナーへの参加
令和４年度は移住者交流会の開催等を実施

定住促進課

□ ＵＪＩターン就労支援事業費 4,653 UJIターンを促進するため、就業や起業・創業のために
本市を訪れる際の交通費や滞在費の補助、創業時の家
賃助成、企業訪問・魅力体験バスツアー等を実施
令和４年度は農林水産業への就業希望者にも対象を拡
充して支援を実施

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

空き家活用地域活性化事業
費

6,115 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４年度は「おためし地域おこし協力隊」や「地域おこ
し協力隊インターン」制度を導入するとともに、任期終
了後の隊員が定住するための空き家の改修費に対して
支援を実施

定住促進課

□ 南部地域資源利活用事業費 6,570 南部地域における地域資源を活用したツーリズムやイ
ベント、地域資源の付加価値化への支援

定住促進課

□ 中山間地域資源利活用事業
費

4,500 中山間地域における地域資源を活用したツーリズムや
地域資源の付加価値化への支援

定住促進課

● 農山村ビジネス創出支援事
業費

20,000 農山村エリアにおける雇用や地域内への経済波及効果
の創出、地域課題の解決などについて、地域資源を活
用し活性化に資する起業・創業の取組への支援

定住促進課

● 農山村元気拠点づくり支援
事業費

11,900 農山村エリアにおける地域課題等を計画性を持って取
り組む事業への支援

定住促進課

● 関係人口創出促進事業費 11,000 「関わりしろ」の創出や移住体験・ワーケーションを通じ
て、地域に継続的に多様な形で関わる関係人口（団体）
との関係づくり、つながりを構築

定住促進課

小郡がつながる・つなげる交
流促進事業費

3,000 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

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

16,144 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

22,616 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 15,000 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

□ 阿東地域ふるさとにぎわい
創出事業費

2,000 関係人口の創出につなげるための実証事業の実施や
地域住民と企業や学生等の交流拠点として旧三谷小学
校の活用を検討

阿東総合支所
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

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

11,591 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

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

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

1,272 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

12,701 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

地域交流センター管理運営
費

32,779 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 40,991 市報やまぐちの発行 広報広聴課

□ 放送・新聞等広報費 20,592 テレビ（ＴＹＳ、ＹＡＢ）、ラジオ（ＦＭ山口、ＫＲＹ）、新聞等
を利用した広報活動
令和４年度から手話による市政情報の発信を開始

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

18,419 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
令和４年度から手話による市政情報の発信を開始

広報広聴課

広聴活動関係費
（移動市長室運営事業含む）

758 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

10,000 地域情報紙やFMラジオ、テレビ、デジタルサイネージ、
ウェブサイトによる圏域情報の発信

広報広聴課

広報広聴事務費 5,558 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 635 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

7,744 市公式ウェブサイトの保守管理 広報広聴課

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

2,054 男女共同参画推進審議会の開催、情報誌の作成等
令和４年度は第３次男女共同参画基本計画を策定

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

（２）市民参画によるまちづくり

事　　業　　名

事　　業　　名

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
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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

同和対策施設管理費 983 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 3,133 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 7,941 山口隣保館の管理運営 人権推進課

陶隣保館管理運営費 12,792 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

1,517 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

1,772 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 4,261 行政改革推進委員会運営、行政改革大綱の推進
令和４年度は行政改革大綱後期推進計画を策定

総務課

□ デジタル行政推進事業費 84,630 行政手続等のデジタル化の推進、地域交流センターに
おけるデジタル推進拠点の環境整備等

デジタル推進
課

電算システム保守運用管理
費

144,892 基幹系システムの運用保守 デジタル推進
課

□ 電算システム開発事業費 217,354 法改正等に対応するシステムの構築、改修
令和４年度は徳地総合支所、上下水道局の行政情報系
ネットワークの無線化を実施

デジタル推進
課

□ ＷＡＮ関連事業費 226,755 情報系システム及びネットワークの運用保守
令和４年度は事務効率化やペーパーレス化に向け、
ローコードで申請・アンケートフォームを作成できる
ツール及び会議システムの導入等を実施

デジタル推進
課

市有財産管理費 13,426 市有財産の維持管理 管財課

市有財産有効活用事業費 13,124 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 110,204 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 83,479 阿知須総合支所の建て替え整備
令和４年度は駐車場整備工事、防火水槽設置工事等を
実施

管財課

事　　業　　名

（４）計画的、効果的な行政経営

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

□ 徳地総合支所建設事業費 205,217 徳地総合支所の建て替え整備
令和４年度は駐車場整備工事等を実施

管財課

□ 新本庁舎整備事業費 1,473,343 本庁舎の建て替え整備
令和４年度は建設工事に着手するとともに新本庁舎へ
の円滑な業務移行に向けたペーパーレス化を推進

本庁舎整備推
進室

行政経営システム推進事業
費

10,573 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等を実施 企画経営課

都市連携推進事業費 7,640 山口県央連携都市圏域ビジョンの推進に係る事務 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

企画経営課

地方創生戦略推進事業費 1,157 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

11,437 第二次山口市総合計画後期基本計画の策定 企画経営課

□ 都市づくり推進事業費 95,900 都市核エリア及び都市づくりの調査研究
令和４年度はデジタル化や地域脱炭素などの取組への
支援及びデータ連携基盤の構築を実施

スマートシ
ティ推進室

□ （仮称）湯田温泉パーク整備
事業費

323,750 全天候型大屋根広場や温浴施設等を有する市民交流
施設「（仮称）湯田温泉パーク」の整備

スマートシティ
推進室
（湯田温泉パー
ク整備推進室）

新地方公会計推進事業費 4,481 固定資産台帳の更新を実施 財政課

□ 総合支所維持管理費 77,924 総合支所庁舎の維持管理
令和４年度は駐車場整備工事等を実施

小郡総合支所
土木課

総合支所維持管理費 18,799 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 10,305 総合支所庁舎の維持管理 阿知須総合支
所農林土木課

総合支所維持管理費 10,930 総合支所庁舎の維持管理 徳地総合支所
土木課

総合支所維持管理費 12,645 総合支所庁舎の維持管理 阿東総合支所
土木課

※組織改編等に伴う新しい担当課を（）でお示ししております

予算額
（千円） 事　　業　　内　　容 担当課

□ 電子入札推進事業費 8,339 電子入札システムの運用等
令和４年度は建設コンサルタント業務等について電子
入札を開始

契約監理課

事　　業　　名

（５）公正、確実な事務と市民サービスの向上

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

個人市民税賦課事務費 29,044 個人市民税の賦課事務 市民税課

法人市民税賦課事務費 1,215 法人市民税の賦課事務 市民税課

軽自動車税賦課事務費 10,547 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 42,231 固定資産税等の賦課事務 資産税課

固定資産評価事務費 145,371 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

18,764 初期・少額滞納者に対して電話・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 10,520 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 6,347 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
業費

9,032 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 17,949 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
令和４年度は「地方税統一QRコード」への対応に向け
たシステム改修を実施

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 26,833 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 5,992 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 84,123 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
令和４年度は山口・阿知須総合支所に自動証明証交付
サービス機を導入

市民課

市議会議員報酬等 305,003 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 32,099 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
議会傍聴に係る聴覚障がい者の意思疎通を支援する
ため、申込みに応じて手話通訳者や要約筆記者を配置

市議会事務局

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 131,270 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

県議会議員選挙事務費 25,406 県議会議員選挙の執行に係る事務 選挙管理委員
会事務局

参議院議員選挙事務費 77,986 参議院議員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４年度 令和３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 27,104,317 30.0 26,586,365 30.3 517,952 1.9 

○ 2 地 方 譲 与 税 682,292 0.8 652,000 0.7 30,292 4.6 

○ 3 利 子 割 交 付 金 46,000 0.1 39,000 0.0 7,000 17.9 

○ 4 配 当 割 交 付 金 100,000 0.1 114,000 0.1 ▲14,000 ▲12.3 

○ 5 株式等譲渡所得割交付金 113,000 0.1 58,000 0.1 55,000 94.8 

○ 6 法 人 事 業 税 交 付 金 373,000 0.4 238,000 0.3 135,000 56.7 

○ 7 地 方 消 費 税 交 付 金 4,230,000 4.7 4,230,000 4.8 0 0.0 

○ 8 ゴルフ場利用税交付金 51,000 0.1 51,000 0.1 0 0.0 

○ 9 環 境 性 能 割 交 付 金 82,000 0.1 70,000 0.1 12,000 17.1 

○ 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 208,000 0.2 345,000 0.4 ▲137,000 ▲39.7 

12 地 方 交 付 税 17,887,000 19.8 14,164,000 16.2 3,723,000 26.3 

○ 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 578,759 0.6 549,743 0.6 29,016 5.3 

○ 15 使 用 料 及 び 手 数 料 1,047,949 1.2 1,049,270 1.2 ▲1,321 ▲0.1 

16 国 庫 支 出 金 13,549,977 15.0 12,092,390 13.8 1,457,587 12.1 

○ 17 県 支 出 金 6,599,738 7.3 6,572,818 7.5 26,920 0.4 

○ 18 財 産 収 入 217,284 0.2 320,216 0.4 ▲102,932 ▲32.1 

○ 19 寄 附 金 563,136 0.6 514,137 0.6 48,999 9.5 

20 繰 入 金 4,849,212 5.4 4,742,981 5.4 106,231 2.2 

○ 21 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

○ 22 諸 収 入 2,734,835 3.0 1,850,679 2.1 884,156 47.8 

23 市 債 9,349,500 10.3 13,427,400 15.3 ▲4,077,900 ▲30.4 

歳 入 合 計 90,430,000 100.0 87,730,000 100.0 2,700,000 3.1 

※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４年度予算の総括表

　　　（単位：千円）

構成比 構成比

142



（２）一般会計歳出（目的別）

令和４年度 令和３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 438,987 0.5 443,575 0.5 ▲4,588 ▲1.0 

2 総 務 費 14,137,661 15.6 12,852,880 14.7 1,284,781 10.0 

3 民 生 費 31,881,779 35.3 30,864,912 35.2 1,016,867 3.3 

4 衛 生 費 7,271,791 8.0 7,055,007 8.0 216,784 3.1 

5 労 働 費 135,047 0.1 127,416 0.1 7,631 6.0 

6 農 林 水 産 業 費 3,936,714 4.4 3,710,740 4.2 225,974 6.1 

7 商 工 費 3,592,049 4.0 3,698,647 4.2 ▲106,598 ▲2.9 

8 土 木 費 8,621,804 9.5 8,184,010 9.3 437,794 5.3 

9 消 防 費 3,263,506 3.6 3,464,335 4.0 ▲200,829 ▲5.8 

10 教 育 費 6,702,925 7.4 7,060,135 8.1 ▲357,210 ▲5.1 

11 災 害 復 旧 費 142,756 0.2 146,724 0.2 ▲3,968 ▲2.7 

12 公 債 費 10,204,981 11.3 10,021,619 11.4 183,362 1.8 

13 予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0 

歳 出 合 計 90,430,000 100.0 87,730,000 100.0 2,700,000 3.1 

　　　（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４年度 令和３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 45,845,505 50.7 44,543,469 50.8 1,302,036 2.9 

人 件 費 16,129,362 15,327,823 801,539 5.2 

　うち給与 10,100,728 10,094,205 6,523 0.1 

　うち退職手当　　　　　　　　 1,460,801 1,062,550 398,251 37.5 

扶 助 費 19,512,362 21.6 19,195,227 21.9 317,135 1.7 

公 債 費 10,203,781 11.3 10,020,419 11.4 183,362 1.8 

 投   資   的   経   費 12,822,250 14.2 13,998,551 16.0 ▲1,176,301 ▲8.4 

補 助 事 業 3,464,116 3.8 4,023,365 4.6 ▲559,249 ▲13.9 

単 独 事 業 8,698,303 9.6 9,422,382 10.7 ▲724,079 ▲7.7 

受 託 事 業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

災 害 復 旧 事 業 142,756 0.2 146,724 0.2 ▲3,968 ▲2.7 

国 直 轄 事 業 負 担 金 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

県 事 業 負 担 金 517,075 0.6 406,080 0.5 110,995 27.3 

 そ  の   他   経   費 31,762,245 35.1 29,187,980 33.2 2,574,265 8.8 

物 件 費 14,596,019 16.1 12,318,545 14.1 2,277,474 18.5 

○ 維 持 補 修 費 766,053 0.9 902,689 1.0 ▲136,636 ▲15.1 

○ 補 助 費 等 7,806,322 8.6 7,662,895 8.7 143,427 1.9 

○ 積 立 金 10,098 0.0 8,887 0.0 1,211 13.6 

○ 投 資 及 び 出 資 金 34,216 0.0 30,707 0.0 3,509 11.4 

○ 貸 付 金 858,966 1.0 852,695 1.0 6,271 0.7 

○ 繰 出 金 7,590,571 8.4 7,311,562 8.3 279,009 3.8 

○ 予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0 

90,430,000 100.0 87,730,000 100.0 2,700,000 3.1 

※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

17.8 17.5 

　　　歳   出   合   計
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 （４）一般会計歳入歳出構成図

歳入総額

90,430

歳出総額

90,430

民生費

31,882                            

35.3%

総務費

14,137                            

15.6%

公債費

10,205                            

11.3%

土木費

8,622                            

9.5%

衛生費

7,272                            

8.0%

教育費

6,703                            

7.4%

商工費

3,592                            

4.0%

消防費

3,263                            

3.6%

人件費

17.8%

扶助費

21.6%

公債費

11.3%補助事業費

3.8%

単独事業費

9.6%

物件費

16.1%

補助費等

8.6%

繰出金

8.4%

その他

2.0%

義務的経費

50.7%

投資的経費

14.2%

その他経費

35.1%

自主財源

37,095                            

41.0%
依存財源

53,335                            

59.0%

市税

27,104 

30.0%

繰入金

4,849 

5.4%

地方交付税

17,887 

19.8%

国庫支出金

13,550 

15.0%

市債

9,350 

10.3%

県支出金

6,600 

7.3%

地方譲与税・

交付金など

5,948

6.6%

その他
0.8％

諸収入

2,735

3.0％

その他
2,407
2.6％

・分担金及び負担金
・使用料及び手数料
・財産収入
・寄附金

579
1,048

217
563

その他
817
0.9％

・議会費
・労働費
・災害復旧費
・予備費

439
135
143
100

3,937 
4.4%

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

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

4

年度

市税 286 277 267 262 255 255 257 258 255 260 264 269 272 266 271

地方交付税 137 141 150 157 162 160 165 161 168 156 148 152 153 142 179

国県支出金 97 102 133 150 135 149 173 182 177 166 170 202 191 187 201

市債 78 94 88 107 125 116 150 151 120 126 150 124 161 134 93

0
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100

150

200

250

300
（歳 入)
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年度
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年度
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年度
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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

4

年度

人件費 142 148 146 141 135 138 135 136 134 140 140 146 154 153 161

扶助費 92 97 126 138 138 144 147 156 164 168 173 187 193 192 194

公債費 121 121 107 106 101 97 99 93 94 95 96 99 99 100 102

投資的経費 103 116 96 118 123 125 171 186 156 154 175 178 209 140 130

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３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（％） 93.3 95.2 94.6 96.0 96.8 

（千円） 45,989,172 46,139,455 47,038,710 48,738,806 47,376,023 

0.645 0.643 0.643 0.630 0.618

　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。

87,150,000 90,180,000 

指　　標　　区　　分

当
初
予
算
規
模

一 般 会 計 （千円） 93,880,000 90,430,000 

全 会 計 （千円） 130,085,255 133,920,506 

87,730,000 

130,939,386 137,564,250 133,569,078 

　経常収支比率　

　標準財政規模

　財政力指数（３ヵ年平均）
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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

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

% % % % 

11.30%以上 － － － －

16.30%以上 － － － －

25.0%以上 5.1 5.4 5.5 5.7 

350.0%以上 37.4 56.0 61.7 85.9 

　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 95 百万円

　　　　　○　諸収入 ネーミングライツ料収入 14 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

111,427 116,270 9,349 9,754 115,865 

鋳銭司第二団地整備事業 593 2,242 737 124 2,855 

計 593 2,242 737 124 2,855 

112,020 118,512 10,086 9,878 118,720 

   

　※平成２１年度までの数値には、旧阿東町分を含む

会　　計　　区　　分

令和２年度末
残高

令和３年度末
残高見込

令和４年度中の増減 令和４年度末
残高見込

特
別
会
計

（見込み）

　一　　般　　会　　計

合       　　　　　 計

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 4年度

地方債残高(A) 915 888 874 863 904 926 957 999 1,007 1,025 1,048 1,083 1,114 1,163 1,159

交付税措置額（B) 545 553 552 565 613 639 677 720 733 746 765 770 765 779 749

臨財債残高(C) 175 195 223 237 263 291 314 332 341 348 353 352 347 351 331

実質的な負担(A-B) 370 335 322 298 291 287 280 279 274 279 283 313 349 384 410

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

3,526 2,585 431 1,300 1,716 

1,529 1,400 1 255 1,146 

1,717 1,477 0 600 877 

3,383 3,805 4 1,093 2,716 

4,937 4,845 2 239 4,608 

905 482 0 482 0 

2,074 1,468 1 702 767 

1,057 877 1 176 702 

19,128 16,939 440 4,847 12,532 

基　　金　　区　　分

令和2年度末
残高

令和3年度末
残高見込

令和4年度中の増減 令和4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

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

4

年度

基金残高（億円） 123 115 135 145 161 178 206 251 266 275 267 231 191 169 125

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 553,187 25,327 12,042 83,412 83,210 349,196

障害者福祉事業 1,166,312 210,142 329,862 186,036 84,724 355,548

児童福祉事業 12,581,039 5,512,787 2,245,752 1,057,153 724,583 3,040,764

生活保護扶助事業 1,449,000 1,086,750 0 0 69,709 292,541

小　　計 15,749,538 6,835,006 2,587,656 1,326,601 962,226 4,038,049

国民健康保険事業 1,211,577 172,261 567,459 0 90,802 381,055

介護保険事業 2,846,016 102,364 51,182 0 518,124 2,174,346

後期高齢者医療保険事業 2,856,567 0 490,180 682 455,243 1,910,462

年金事業 6,375 6,375 0 0 0 0

小　　計 6,920,535 281,000 1,108,821 682 1,064,169 4,465,863

疾病予防対策事業 798,966 11,258 0 0 151,582 636,126

医療提供体制確保事業 591,807 116,500 27,362 270,040 34,235 143,670

母子保健事業 263,220 24,911 8,723 3,670 43,474 182,441

健康増進対策事業 148,200 3,884 3,487 12,773 24,642 103,414

小　　計 1,802,193 156,553 39,572 286,483 253,933 1,065,651

319,715 121,850 56,383 1,463 26,945 113,074

24,791,981 7,394,409 3,792,432 1,615,229 2,307,273 9,682,637

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

2,307,273 千円 

24,791,981 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度から令和４年度までの５年間について、普通会計

（一般会計・地域下水道事業特別会計・特別林野特別会計）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決算 R3当初予算 R4当初予算

地方税 26,822 27,275 27,059 26,586 27,104 

地方交付税 15,533 15,690 15,599 14,164 17,887 

うち普通交付税 13,885 14,024 13,892 12,370 16,030 

国庫支出金 10,081 12,687 35,082 12,092 13,550 

県支出金 5,387 6,091 6,439 6,573 6,600 

地方債 11,161 12,799 12,430 13,427 9,350 

うち臨時財政対策債 2,843 2,339 2,223 4,230 1,060 

その他 11,606 15,031 15,624 14,899 15,956 

80,590 89,573 112,233 87,741 90,447 

◇歳出 （単位：百万円）

H30決算 R1決算 R2決算 R3当初予算 R4当初予算

人　　件　　費 13,634 13,664 14,716 15,589 16,130 

うち退職手当 967 1,086 971 1,063 1,461 

扶　　助　　費 15,780 16,670 17,552 19,195 19,512 

公　　債　　費 9,563 9,830 9,813 10,020 10,204 

繰　　出　　金 6,980 7,180 7,200 7,311 7,591 

普通建設事業費 13,224 19,662 20,622 13,592 12,680 

その他 20,208 21,193 41,015 22,034 24,330 

79,389 88,199 110,918 87,741 90,447 

財政収支 [歳入－歳出] 1,201 1,374 1,315 0 0 

基金繰入金 - - - - -

基金残（各年度末見込） - - - - 12,687 

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
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　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み等を反映しています。

（単位：百万円）

R5 R6 R7 R8 R9

27,506 27,592 27,867 28,114 28,158 

17,533 17,701 17,458 17,277 16,951 

15,676 15,844 15,601 15,420 15,094 

13,629 13,304 12,971 13,025 13,081 

6,836 6,781 6,775 6,809 6,839 

13,963 14,789 9,819 9,080 6,698 

1,069 1,075 1,083 1,097 1,106 

11,561 11,429 11,431 11,434 11,436 

91,028 91,596 86,321 85,739 83,163 

R5 R6 R7 R8 R9

14,939 15,244 14,853 15,531 14,300 

235 972 272 1,123 228 

19,744 19,892 19,991 20,092 20,195 

10,224 10,088 10,340 10,253 10,526 

7,606 7,180 7,637 7,651 7,667 

17,335 18,182 11,808 10,674 8,250 

23,163 23,652 23,259 23,258 23,256 

93,011 94,238 87,888 87,459 84,194 

▲ 1,983 ▲ 2,642 ▲ 1,567 ▲ 1,720 ▲ 1,031 

1,983 2,642 1,567 1,720 1,031 

10,704 8,062 6,495 4,775 3,744 
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（１３）特別会計予算

令和４年度 令和３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 12,679,207

高額療養費 2,189,381

うち一般会計繰入金 1,471,695 1,463,761 7,934 0.5 国民健康保険事業費納付金 4,615,704

うち一般会計繰入金 836,500 787,562 48,938 6.2 

居宅介護サービス給付費 5,830,059

施設介護サービス給付費 5,160,153

うち一般会計繰入金 2,846,016 2,855,604 ▲9,588 ▲0.3 

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 230,700 3,200 227,500 7,109.4 

うち一般会計繰入金 268 881 ▲613 ▲69.6 

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 5,385,179 5,111,008 274,171 5.4 

10.6 
山口県後期高齢者医療広
域連合納付金

（単位：千円）

会　　計　　名 主な内容

国民健康保険 20,153,502 20,028,728 124,774 0.6 

3,481,623

介護保険 18,259,494 18,072,335 187,159 1.0 

後期高齢者医療 3,593,739 3,248,958 344,781 

介護サービス事業 15,578 11,581 3,997 34.5 介護予防支援運営事業費

▲561,600 ▲34.0 整備事業費

11,822

駐車場事業 ー 174,196 ▲174,196 皆減 R3廃止

965,200鋳銭司第二団地整備事業 1,091,100 1,652,700 

4,391

地域下水道事業 6,051 6,626 ▲575 ▲8.7 
佐山ハビテーション排水
処理施設維持管理費

5,352 101.7 特別林野管理費

6,050

国民宿舎 9,001 9,001 0 増減なし 管理運営事業費

10,613

合　　　　　計 43,139,078 43,209,386 ▲70,308 ▲0.2 

特別林野 10,613 5,261 
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（１４）企業会計予算

令和４年度
当初予算額

Ａ

令和３年度
当初予算額

B

比較増減

Ａ－Ｂ

水道事業

収益的収入 4,216,735 4,106,411 110,324 給水収益 3,425,630 

支出 3,948,905 3,900,867 48,038 営業費用 3,590,744 

資本的収入 2,733,737 2,728,094 5,643 企業債 2,475,800 

支出 4,251,935 4,152,522 99,413 施設整備事業費 2,567,661 

簡易水道事業

収益的収入 418,180 410,153 8,027 給水収益 80,263 

支出 398,060 402,894 ▲4,834 営業費用 362,178 

資本的収入 328,829 220,587 108,242 企業債 202,700 

支出 421,912 309,312 112,600 施設整備事業費 202,099 

公共下水道事業

収益的収入 6,380,177 6,388,758 ▲8,581 下水道使用料 2,602,171 

支出 6,243,236 6,237,011 6,225 営業費用 5,568,583 

資本的収入 2,325,080 2,887,850 ▲562,770 企業債 1,405,800 

支出 4,654,519 5,219,388 ▲564,869 管渠布設費 1,423,619 

農業集落排水事業

収益的収入 806,445 805,765 680 農業集落排水使用料 144,658 

支出 686,812 692,866 ▲6,054 営業費用 641,216 

資本的収入 51,430 7,294 44,136 負担金及び分担金 35,560 

支出 306,605 260,126 46,479 管渠布設費 68,700 

漁業集落排水事業

収益的収入 37,508 36,611 897 漁業集落排水使用料 6,034 

支出 33,880 33,304 576 営業費用 29,772 

資本的収入 689 689 0 他会計出資金 688 

支出 12,995 14,702 ▲1,707 管渠布設費 1,300 

（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 地域交流センター管理運営費 10,387 10,300 
結露、防水、床下改修設計（秋穂）
空調設備更新（阿東）

2 阿東地域交流センター篠生分館建設事業費 278,354 278,300 施設建設工事

3 やまぐちサッカー交流広場整備事業費 1,400 1,400 
クラブハウス屋根・外壁、観覧席防水補修
設計

4 徳地保健センター建設事業費 8,022 8,000 施設建設工事

5 徳地診療所整備事業費 16,044 16,000 施設建設工事

6 斎場管理事務費 1,000 1,000 除雪機購入

7 資源物拠点回収施設設置事業費 61,232 61,200 
徳地総合支所移転に伴う資源物ステー
ションの徳地地域複合拠点施設への移転
工事

8 園芸作物振興事業費 22,680 22,600 高俣トマト選果機更新に対する補助

9 県事業負担金 38,500 38,500 県営ほ場整備事業負担金

10 道の駅長門峡管理運営費 30,542 27,400 
駐車場用地購入・測量設計、急速充電器更
新、合併浄化槽更新設計

11 林道維持管理費 16,000 10,400 維持補修工事

12 海岸保全施設整備事業費（補助） 500,000 216,000 
秋穂漁港海岸（大海地区）の離岸提、護岸
整備工事

13 海岸保全施設整備事業費（単独） 8,068 8,000 
秋穂漁港海岸（大海地区）の離岸提、護岸
整備工事に伴う付帯工事、事務費

14 水産物供給基盤整備事業費 1,375 1,300 県営水産環境整備事業負担金

15 海洋資源活用調査事業費 39,300 39,300 道の駅あいお拡充整備設計

16 重源の郷施設改修事業費 37,000 37,000 施設内公園整備等実施設計

17 大原湖キャンプ場管理運営費 1,502 1,500 トイレ洋式化改修工事

18 十種ヶ峰ウッドパーク管理運営費 4,000 4,000 ケビン新築工事

19 道路維持補修事業費 26,300 26,300 
道路除雪車更新（グレーダー更新、ホイル
ローダー導入）

20 生活道路改良事業費 91,000 91,000 道路改良工事（鍋倉東線、鍛冶ヶ原線）

21 港湾管理事業費 3,800 3,800 維持補修工事

22 常備消防自動車整備事業費 65,115 65,000 水槽付消防ポンプ自動車購入

事　　業　　名
令和４年度当初予算

事　業　概　要

（単位：千円）
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事業費 発行額
事　　業　　名

令和４年度当初予算
事　業　概　要

（単位：千円）

23 防火水槽整備事業費（単独） 9,500 9,500 耐震性貯水槽新設工事

24 非常備消防自動車整備事業費 13,066 13,000 小型動力ポンプ付積載車購入

25 小学校施設長寿命化事業費 25,000 25,000 屋内運動場LED化改修工事等（中央小）

26 小学校施設安心安全推進事業費 30,000 21,000 
屋内運動場非構造部材耐震化改修工事
（中央小）、設計（秋穂小）

27 学校施設管理費 6,066 6,000 自転車置き場取替工事（秋穂中）

28 中学校施設長寿命化事業費 20,000 20,000 
消防用放送設備、インターホンＰＨＳ化改修
工事（徳地中）

29 図書館管理運営費 15,000 15,000 移動図書館車庫整備工事（阿東図書館）

1,380,253 1,077,800 合　　計
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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 秋穂コミュニティセンター管理運営費 7,168 5,000 秋穂コミュニティセンター管理運営

2 道の駅長門峡管理運営費 56,654 7,900 道の駅長門峡管理運営

3 阿東ふるさと交流促進センター管理運営費 6,842 4,800 阿東ふるさと交流促進センター管理運営

4 徳地山村開発センター管理運営費 3,843 2,500 徳地山村開発センター管理運営

5 新規就農者技術習得施設管理運営費 9,171 4,800 新規就農者技術習得施設管理運営

6 森林セラピー推進事業費 6,694 4,500 森林セラピー推進事業の実施

7 やまぐちサッカー交流広場管理運営費 10,363 7,300 やまぐちサッカー交流広場管理運営

8 徳地体育館管理運営費 2,233 1,300 徳地体育館管理運営

9 阿東運動広場管理運営費 3,160 2,200 阿東運動広場管理運営

10 重源の郷管理運営費 43,693 29,700 重源の郷管理運営

11 大原湖キャンプ場管理運営費 10,054 6,000 大原湖キャンプ場管理運営

12 願成就温泉センター管理運営費 26,044 18,700 願成就温泉センター管理運営

13 島地温泉ふれあいセンター管理運営費 11,591 8,300 島地温泉ふれあいセンター管理運営

14 学校給食配送事業費 11,532 7,900 徳地・阿東地域での給食の配送業務

15 大海総合センター管理運営費 14,115 6,100 大海総合センター管理運営

16 徳地文化ホール管理運営費 11,846 8,300 徳地文化ホール管理運営

17 ヨット艇庫管理事業費 478 300 ヨット艇庫維持管理

18 秋穂歴史民俗資料館管理運営費 445 300 秋穂歴史民俗資料館管理運営

19 道の駅あいお管理運営費 2,712 1,000 道の駅あいお管理運営

238,638 126,900 

事　　業　　名
令和４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 県央連携都市圏域情報発信事業費 10,000 5,000 0 5,000 

2 都市づくり推進事業費 95,900 10,000 29,500 56,400 

3 シティセールス推進事業費 10,815 2,195 0 8,620 

4 空き家利活用事業費 8,340 295 0 8,045 

5 やまぐち定住実現プロモーション事業費 8,269 2,868 0 5,401 

6 ＵＪＩターン就労支援事業費 4,653 311 0 4,342 

7 空き家活用地域活性化事業費 6,115 3,057 0 3,058 

8 南部地域資源利活用事業費 6,570 3,285 0 3,285 

9 中山間地域資源利活用事業費 4,500 2,250 0 2,250 

10 小郡がつながる・つなげる交流促進事業費 3,000 1,500 0 1,500 

11 農山村ビジネス創出支援事業費 20,000 10,000 0 10,000 

12 農山村元気拠点づくり支援事業費 11,900 950 10,000 950 

13 関係人口創出促進事業費 11,000 5,500 0 5,500 

14 地域の個性を活かす交付金事業費 199,635 1,100 1,300 197,235 

15 Ｃ・Ｓ赤れんが企画運営費 4,808 1,500 0 3,308 

16 大内文化まちづくり推進事業費 9,442 2,900 0 6,542 

17 芸術家育成支援事業費 3,133 1,000 0 2,133 

18 東大寺サミット開催事業費 2,650 1,325 0 1,325 

19 地域伝統芸能全国大会開催事業費 42,200 3,000 0 39,200 

20 シェアサイクル実証事業費 9,380 4,690 0 4,690 

21
新たなモビリティサービス調査・実証事業
費

18,000 9,000 0 9,000 

22 雇用対策事業費 2,198 500 0 1,698 

事　　業　　名
令和４年度当初予算
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（１７）地方創生推進交付金充当事業一覧（つづき）
（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 就職支援事業費 33,368 16,000 0 17,368 

24 特定求職者雇用促進事業費 1,650 250 0 1,400 

25 人材確保企業重点支援事業費 10,500 5,250 0 5,250 

26 働き方改革推進事業費 2,200 1,100 0 1,100 

27 働く女性の活躍応援事業費 6,800 3,400 0 3,400 

28 もうかる農業創生事業費 63,643 21,500 0 42,143 

29 中山間地域野菜増産モデル事業費 700 350 0 350 

30 仁保の郷管理運営費 11,482 2,500 0 8,982 

31 道の駅あいお管理運営費 2,712 750 1,000 962 

32 都市農村交流推進事業費 14,650 7,000 0 7,650 

33 特用林産物担い手育成支援事業費 360 180 0 180 

34 にぎわいのまち支援事業費 2,450 1,225 0 1,225 

35 ふるさと産品営業推進事業費 282,145 1,500 0 280,645 

36
人が集い賑わいのある商店街づくり支援
事業費

41,500 20,750 0 20,750 

37 事業承継支援事業費 5,000 2,500 0 2,500 

38 産業交流拠点施設管理運営費 356,497 16,440 40,052 300,005 

39 産業交流スペース管理運営費 56,986 18,920 0 38,066 

40 新産業創出促進事業費 19,615 9,542 0 10,073 

41 デジタル技術活用・人材育成支援事業費 89,000 12,500 64,000 12,500 

42 重源の郷管理運営費 43,693 2,500 32,200 8,993 

43 山口観光コンベンション協会助成事業費 61,428 5,000 0 56,428 

44 湯田温泉魅力創造事業費 16,355 8,177 0 8,178 

45 インバウンド観光誘客推進事業費 14,628 7,164 0 7,464 

事　　業　　名
令和４年度当初予算
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（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

46 フィルムコミッション推進事業費 1,715 857 0 858 

47 都市間ツーリズム促進事業費 10,983 4,500 0 6,483 

48 観光地ビジネス創出事業費 22,000 11,000 0 11,000 

49 観光維新ブランド創出事業費 42,200 14,200 1,000 27,000 

50
「山口ゆめ回廊」つなぎ創る未来共創事業
費

74,900 35,400 2,000 37,500 

51 中心市街地活性化対策事業費 50,812 9,906 0 40,906 

52
中心市街地まちなみの魅力向上支援事業
費

53,000 25,750 0 27,250 

53 子ども芸術体感事業費 10,424 750 0 9,674 

54 築山跡第１期整備事業費 7,913 3,006 950 3,957 

1,903,817 342,093 182,002 1,379,722

※事業費は全体事業費を掲載しています。

（１８）デジタル田園都市国家構想推進交付金充当事業一覧
（単位：千円）

事業費
デジタル田園都市国
家構想推進交付金

その他の特定財源 一般財源

1 都市づくり推進事業費 95,900 9,750 29,750 56,400 

2 デジタル行政推進事業費 84,630 16,500 20,300 47,830 

3 住民基本台帳管理事務費 26,833 3,113 19,876 3,844 

4 個人番号カード事務費 84,123 7,268 59,112 17,743 

5 在宅福祉サービス推進事業費 4,810 498 498 3,814 

6 緊急通報システム運営事業費 17,668 415 416 16,837 

7 じん芥収集運搬費 288,419 750 26,721 260,948 

8 安心快適住まいる助成事業費 168,625 5,184 5,184 158,257 

9 避難者対策推進事業費 24,619 9,461 7,200 7,958 

795,627 52,939 169,057 573,631

※事業費は全体事業費を掲載しています。

事　　業　　名
令和４年度当初予算

事　　業　　名
令和４年度当初予算

合　　　計

合　　　計
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（１９）当初予算と一体的に執行する令和３年度補正予算による事業一覧

【令和３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
住民税非課税世帯等臨時特別給
付金給付事業費

2,698,516 2,698,516 0 

2
子育て世帯臨時特別給付金給付
事業費

3,071,600 3,071,600 0 

5,770,116 5,770,116 

【令和３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 スマート自治体推進事業費 5,000 5,000 0 

2 個人番号カード事務費 21,930 21,930 0 

3 陶隣保館管理運営費 400 133 133 134 

4 放課後児童クラブ運営費 66,952 41,587 12,635 12,730 

5 家庭児童相談事業費 1,800 600 600 600 

6 ファミリーサポートセンター運営費 300 100 100 100 

7 地域子育て支援拠点事業費 7,200 2,400 2,400 2,400 

8 病児保育事業費 1,200 400 400 400 

9 養育支援訪問事業費 300 100 100 100 

10 子どもの生活・学習支援事業費 1,000 500 500 

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 900 450 450 

13 私立保育園運営費 62,921 62,921 0 

14 私立保育園特別保育事業費 21,750 9,423 2,873 9,454 

15 認定こども園運営費 19,495 19,495 0 

16 認定こども園特別保育事業費 3,000 1,082 832 1,086 

事　　業　　名 事業費
財源内訳

事業費

合　　　　　　計

事　　業　　名
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

17 地域型保育運営費 7,930 7,930 0 

18 地域型保育特別保育事業費 3,300 1,466 366 1,468 

19 私立幼稚園運営費 4,588 4,588 0 

20 私立幼稚園特別保育事業費 1,200 400 400 400 

21 山口児童館管理運営費 300 150 150 

22 三和児童館管理運営費 300 150 150 

23 上郷児童館管理運営費 300 150 150 

24 秋穂コミュニティセンター管理運営費 300 150 150 

25 母子保健指導事業費 300 100 100 100 

26 地域脱炭素推進事業費 15,000 10,000 5,000 

27 道の駅きらら　あじす管理運営費 355,400 177,700 177,200 500 

28 県事業負担金（土地改良） 91,406 0 75,600 650 15,156 

29 林道維持管理費 23,000 9,200 13,800 0 

30 プレミアム付商品券発行事業費 710,000 710,000 0 

31 県事業負担金（公園） 6,000 0 6,000 0 

32 宅地耐震化推進事業費 7,800 3,900 0 0 0 3,900 

33 地籍調査事業費 18,020 13,515 4,505 

34 学校管理運営費（小学校） 40,500 20,250 20,250 

35 学校施設管理費（小学校） 60,000 16,000 44,000 0 

36 小学校施設長寿命化事業費 143,700 26,233 117,400 67 

37 小学校施設安心安全推進事業費 36,000 12,000 24,000 0 

38 学校管理運営費（中学校） 19,350 9,675 9,675 

39 中学校施設長寿命化事業費 176,700 26,233 150,400 67 

40 幼稚園管理運営費 2,800 1,400 1,400 

1,943,642 1,187,246 43,654 608,400 10,650 93,692 

事業費

合　　　　　　計

事　　業　　名
財源内訳
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