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「萩市人口ビジョン（案）」及び「萩市総合戦略（案）」に対する 

ご意見の概要と市の考え方 

 

№ ご意見の概要 市の考え方 

１ 萩は観光都市であり、観光産業は地域経

済を支える基幹産業となっている。観光産

業に取り組むことで様々な業種に影響を及

ぼし、萩市の発展につながるものと確信し

ている。萩市の産業発展の立場から情勢を

分析し、時代に合う宿泊客のニーズに応え

たホテル（旅館）建設が重要である。 

①時代に合った宿泊施設の特徴 

 ・スナック、エステ、宿泊部屋（内風呂付

き）、各部屋ベッド付きの３ルーム、水

泳プールなど 

 ・屋上に太陽光発電設備 

②宿泊料理の特徴を考える 

・萩の海産物を主力に献立を組み立て、肉

は見蘭牛を主力にする。 

③ホテル（旅館）経営、観光産業を発展させ

るための打開策 

・各団体の研修会、大会などスポーツ競技

などのイベント誘致活動に力を入れ

る。 

・田町商店街の空き店舗を活用し劇場を

つくり、各旅館が提携して誘導。終了後

は市内飲食街に誘導。夜の店が繁盛し、

雇用増加につながる。 

・ウェルネスパークを活用して、プロ野球

の誘致。野球振興を図り、プロ野球選手

の育成を目指すことで、知名度もアッ

プする。 

・ヒラメや見蘭牛は高値で量が少なく、養

殖や増頭により安定して料理が提供で

き、雇用増にもつながる。 

④萩市の時代まつりについて 

 ・全国に宣伝が行き渡る取組が必要であ

り、松陰の絵巻を涙松まで行進、再現す

る。 

 

総合戦略の政策に掲げる『歴史・文化・自

然を活かした観光のまちづくり』に記載の

とおり、観光ニーズに対応したサービスの

充実を図るため、宿泊施設改善のための支

援策等について検討していきます。 

滞在型観光においては、今後も多くの

人々に長く滞在していただくために、夜間

に魅力を発揮するイベント等を積極的に実

施し、また、「食べる・買う・憩う」の基本

的なニーズに対応するため、空き店舗活用

や創業支援等により、飲食・物販等の施設の

整備とともにまちの魅力の充実を図ってい

きます。 

旬の萩産食材にこだわった食の開発、萩

の生活文化が感じられる食の演出に取り組

むなど、おもてなし観光を推進するととも

に、萩の自然や歴史を活用した教育旅行・民

泊・コンベンション等について、積極的に受

入れの支援を行っていきます。 

歴史・文化・食・花木など魅力ある資源を

テーマとしたイベントなどの充実を図り、

萩の魅力を積極的に情報発信し、一年を通

じた観光客誘致に取り組んでいきます。 
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№ ご意見の概要 市の考え方 

２ 外国の観光客の増加対策を考える。国の

方も外国観光客の増加目標を掲げて色々な

対策を考えている。中国と姉妹都市の提携

を考え、歴史的共通性がある中国革命の発

祥の地である延安と友好関係を深めながら

中国国内に萩市の宣伝物の配布活動の強化

を図る。そして、福岡空港から萩市に直行バ

スを運行して外国観光客の増加を目指す。 

 『外国人観光客の誘致拡大』に記載のとお

り、外国人観光客の受入体制の充実を図る

とともに、萩まちじゅう博物館の取組が海

外で高評価を受けていることや世界文化遺

産登録を契機として、海外への情報発信を

強化し、萩の知名度の世界的向上を図り、海

外における国際観光の目的地の一つに取り

上げられるよう取り組んでいきます。 

 

３ ６次産業の開発として、萩市の特産のダ

イダイからバスクリンのような粉末ができ

ないか。ダイダイの商品化を目指し、さらに

広く活用を考えてはどうか。 

『農業所得の向上による農村での定住社

会の実現』に記載のとおり、農山漁村ビジネ

スの振興と６次産業化・農商工連携を支援

するとともに、萩産農産物の付加価値を高

めブランド化を図る新たな取組を進めてい

きます。 

 

４ 各分野別の意見集約を図り、行政と各事

業者が一体となり、話し合いの場をつくり、

意見交換を深めていくことが重要である。

各業者間が連携を深めて意見統一を図り、

事業内容を政策化し、予算計画をつくり、実

行に踏み出すことで、必ず萩市の経済基盤

が確立し、萩市に大きな展望が開かれるも

のと強く確信している。 

総合戦略の策定にあたっては、市議会を

はじめ、住民代表や有識者等で構成される

「萩市総合戦略推進委員会」及び「萩市総合

戦略地域懇話会」、また、市内の若者で構成

される団体等から様々なご意見等をいただ

いています。 

 具体的な施策展開にあたっては、市民や

民間事業者等との連携を図っていきます。 

 

５ 観光地としてのまちづくり。電線の埋め

立てや舗装の配色、白壁や石垣の補修。名所

や史跡、遺跡近辺に売店、案内所、地図等の

設置（売り子や案内人は学生、ボランティア

等に協力してもらうなど）。 

イベントや祭りなどを行いやすくする。 

 総合戦略の政策に掲げる『歴史・文化・自

然を活かした観光のまちづくり』に記載の

とおり、「萩まちじゅう博物館構想」に基づ

き、歴史的町並みと美しい景観を活かした

まちづくりを展開していきます。 

 本市の観光は、多くのＮＰＯ法人やボラ

ンティアのおもてなしによって支えらてお

り、引き続き、市民を対象としたおもてなし

の啓発に取り組んでいきます。 

 歴史・文化・食・花木など魅力ある資源を

テーマとしたイベントなどの充実を図り、

萩の魅力を積極的に情報発信し、一年を通

じた観光客誘致に取り組んでいきます。 
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№ ご意見の概要 市の考え方 

６ 起業、出店の促進。起業するための方法の

提示、学生のころからひとつの選択肢とし

て示すこと。 

メーカーや企業に進出してもらうための

条件の提示や緩和。 

 『安定した雇用の創出』に記載のとおり、

市内での創業支援を行うとともに、地元企

業の事業拡大等への支援を行っていきま

す。また、引き続き、企業誘致を推進すると

ともに、空家等を活用したＩＣＴ企業など

のサテライトオフィスの誘致に向けた取組

を推進していきます。 

『誇りと志を抱き未来を拓くひとづく

り』に記載のとおり、地元企業と市内の学校

との連携によるインターンシップの拡大な

どに取り組んでいきます。 

 

７ 農地の有効活用。空いている農地を無償、

低価格で貸し出し、農業に興味がある方々

の育成や、ＵＪＩターンの促進にあてる。 

 『農業所得の向上による農村での定住社

会の実現』に記載のとおり、耕作放棄地対策

とともに、新規就農希望のＵＪＩターン者

や地元の就農者に対する支援を行っていき

ます。 

 

８ 退職された中高年層の方による技術指導

や経験を踏まえた講義イベントなど。 

 『若い頃から高齢期にいたるまでの健康

の維持増進』に記載のとおり、生きがいのも

てる活動を促進するため、各種活動を支援

するとともに、高齢者等の新たな活躍の場

づくりに取り組んでいきます。 

 

９ 育児・教育についての相談所等の設置。子

育て講習などを積極的に開催。職場環境の

改善（育児休暇などを取り入れてもらうた

めのＰＲ）。 

『出産・子育て環境の充実』に記載のとお

り、「子育て世代包括支援センター」の設置

など、安心して子どもを生み育てることの

できる環境づくりを推進するとともに、子

どもの安全確保・健全育成を推進するため、

相談支援機能の充実・強化を図っていきま

す。 

男女が共に行う「ワーク・ライフ・バラン

ス」について普及・啓発を行うなど、企業等

が取り組む雇用環境改善による仕事と子育

てが両立できる環境づくりを促進していき

ます。 
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№ ご意見の概要 市の考え方 

10 学生の地域イベントへの積極的な参加の

促進。地元の歴史や風土などの教育の取り

入れ。学生（高校生以上）のバイトを含む職

場体験の実施。 

 総合戦略の政策に掲げる『誇りと志を抱

き未来を拓くひとづくり』に記載のとおり、

萩の歴史、文化、自然のすばらしさを学ぶこ

とで、ふるさとを誇りに思う気持ちを育て

ていくこととしています。また、地元企業と

市内の学校との連携によるインターンシッ

プの拡大などに取り組んでいきます。 

 

 

 

11 萩市の人口の大多数が中高年層だが、こ

の問題だけでなく、若者の意見が通りづら

く感じる。これから萩の中心になっていく

世代の意見が通らないのであれば、その世

代の人たちが萩を離れて行くのも仕方がな

いと思う。 

こういった問題は「出来ない、知らない、

分からない」では済まされないので、市民が

参加できる企画はとてもありがたく思う。

これからもこういう企画を行っていただけ

ることを願っている。 

 

 

 

 

総合戦略の策定にあたっては、市議会を

はじめ、住民代表や有識者等で構成される

「萩市総合戦略推進委員会」及び「萩市総合

戦略地域懇話会」、また、市内の若者で構成

される団体等から様々なご意見等をいただ

いています。 

本パブリックコメントについては、「萩市

パブリックコメント手続実施要綱」に基づ

き実施しており、市民等との協働による開

かれた市政の推進に資することを目的とし

ています。 

12 昭和３０年代と現在ではすべての環境が

変わったと思う。漁業は、魚が獲れないため

漁業生活の基盤が成り立たず、家庭では、生

活環境が親重視から個人重視に変化し、産

業では、個人の楽しみ方が小規模化してい

ることにより宿泊や購買にも影響し、負の

連鎖に陥っている。萩市人口ビジョンのよ

うに５０年先を想定した取組はあるが、多

くは望めない。サブテーマとして『日本一の

健康長寿市を目指す』としてはと考える。 

 

 

 

 

 総合戦略の政策に掲げる『生きがいをも

ち 健康で自立した暮らしの実現』におい

て、健康寿命の延伸を目標に掲げています。

「自分の健康は自分で創る」という意識啓

発を進めるとともに、医療と保健が主体と

なって関係機関と連携し、市民の健康づく

りを推進していきます。 



- 5 - 
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13 居住者が住みやすくなければ、『おもてな

し』にもつながらない。 

住みやすいまちづくりのために、 

・「食育」･･･栄養士、栄養管理士による学校

教育 

・「教育」･･･小中学校の集合教育の早期化 

・「自然保護」･･･海、山、川の定期的清掃 

・「産業の定着」･･･１次産業の活性化、観光

事業の活性化、４次産業の育成・拡大 

 総合戦略は、人口減少・超高齢社会におい

ても、「この地に生まれて良かった」「この地

に住んで良かった」「この地を終の住処にし

て良かった」と誰もが実感できるよう、人口

ビジョンに掲げる「目指すべき将来の方向」

の３つの視点を基本的な施策の方向として

おり、総合戦略に掲げる７つの政策に基づ

き、いただいたご意見について検討し、取り

組んでいきます。 

 

 

 

14 漁業の活性化のために、ブランド化や養

殖、稚魚の放流、産卵しやすい藻場づくり、

資源保護により漁獲高を確保する。また、一

本釣りの共同化や時化時の副業支援などに

より事業化する。地元の食材を利用したお

もてなしと海外への和食ＰＲを行う。 

 

 『地域の柱となる水産業の振興』に記載の

とおり、漁業資源の管理や漁場の保全を図

り、安定的な漁獲量の確保に取り組むとと

もに、魚の付加価値の向上を図り、漁業経営

の安定と担い手の確保・育成に取り組むこ

ととしています。さらに、観光業との連携に

より、水産業の６次産業化を推進していき

ます。 

 

 

 

15 観光事業の活性化のために、官民連携に

よる宿泊来客拡大の取組を展開する。 

おいしい料理の提供や観光コースの充

実、交通アクセスの改善などにより顧客を

満足させ、情報提供やアンテナショップを

活用するなど、継続的に顧客をフォローす

ることにより、リピーターを拡大する。 

また、観光ツールの充実やイベントの拡

大などによる提案型の営業や、外国友好都

市の締結などによる観光ルートの拡大によ

り、新規客を獲得する。 

 

 

 

 

 『観光アクセスの向上・受入体制の充実』

及び『外国人観光客の誘致拡大』に記載のと

おり、高規格幹線道路等の整備促進、食によ

るおもてなし、広域周遊ルートの充実、海外

向け情報発信の強化などに取り組むことと

しており、リピーターの拡大や新規客の獲

得に努めていきます。 
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16 「萩市人口ビジョン（案）」に関しては、

統計上の予測を列記しているだけのように

見えるが、“ビジョン”というものがどこに

あるのか読み取ることができない。 

 人口ビジョンは、本市における人口の現

状を分析し、人口減少に関する認識を市民

と共有するとともに、今後目指すべき将来

の方向と人口の将来展望を提示するものと

して位置づけています。 

 目指すべき将来の方向として３点を掲

げ、合計特殊出生率の上昇や転出入人口の

均衡のシミュレーションによる将来人口を

展望した上で、萩市の実情に応じた具体的

な施策展開をまとめた総合戦略を策定し、

実行していきます。 

 

 

 

17 自治体のビジョンは、住民のものであり、

その主権者を煙にまくようなこの手法をま

ず変える事を提案する。本質を捉えた議論

の場を作っていくべきである。 

この手続きは、きっと時限的なものが存

在し早期に案を取りまとめる必要があるの

だろうが、そもそも次の世代の為の未来を

作る議論にそのようなものはそぐわない。

これはこれとして、他でもいいから、しっか

り未来を語れる場を作って欲しい。 

 総合戦略の策定にあたっては、市議会を

はじめ、住民代表や有識者等で構成される

「萩市総合戦略推進委員会」及び「萩市総合

戦略地域懇話会」、また、市内の若者で構成

される団体等から様々なご意見等をいただ

いています。 

 総合戦略の進行管理については、重要業

績評価指標（ＫＰＩ）の達成状況や施策の進

捗状況等を把握し、ＰＤＣＡサイクルの導

入により、「萩市総合戦略推進委員会」など

の意見等を踏まえ、実施した施策・事業の効

果を検証していきます。 

 

 

 

 


