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世界遺産観光活用事業

・萩反射炉隣接駐車場の整備、世界遺産パンフレットの製作、遺産周辺の交通誘導
・シャトル便（小畑地区）の運行
　⇒運行期間：７月１８日～３月２７日の土・日・祝及び夏休み（毎日）　乗車人数　４，４
０６人（運行日数１０３日）

20,962

萩観光映像技術活用支援
事業

・萩世界遺産バーチャル映像（恵美須ヶ鼻造船所跡VR、萩城跡VR）の製作
・大板山たたら製鉄遺跡Movie、松陰先生動く肖像画の製作

10,458

旅行関係事業者招へい支
援事業

萩市観光協会が、首都圏・関西圏の旅行会社やメディアを招致し、旅行商品の造成や
各種媒体でのＰＲを促進。

2,437

ジオパーク推進事業

・平成２８年度の日本ジオパーク認定を目指し、ジオパーク活動（保護・保全、教育、地
域振興）を実施
・日本ジオパークネットワークの主催する研修会へ参加
　⇒３回　延べ１９人参加
・萩ジオパーク構想普及のため学習会・出前講座・定点ガイドの実施
　⇒６３回実施　１，８３９人参加
・ジオガイド養成講座の開催
　⇒６回開催　新たに１１人のガイドを養成

8,878 ジオガイド養成数 Ｈ28.3 10人 11人

地域ブランド柑きつ育成支
援事業

夏みかんセンターにおいて優良系統品種の育成を行い夏みかんのブランド化の取組を
実施。

242

須佐男命いかブランド化推
進事業

須佐男命いかブランド化支援のため、ブランド化推進事業（イベント等）に係る経費の一
部を補助し、萩の魚の価値向上を図る。

2,014

活イカ水槽海水温対策事業
須佐地区1本釣り船団は、「須佐男命いか」のブランド化に取り組んでおり、夏場の水温
上昇対策として、新たに井戸を掘削し、蓄養生簀の適水温を維持することにより、販路
拡大を図る。

6,590

萩市産品開発販路拡大事
業

・ふるさと萩食品協同組合による農商工等連携支援事業
　⇒有名シェフ・有識者によるメニュー開発（開発商品：じゃこたっぷりＸＯ醤、萩ジャム
（長門ゆずきち）
　⇒編集タイアップ・パブリシティ誘発を活用したＰＲ（リーフレット、ポスター、ＷＥＢペー
ジ作成）
　⇒展示会・イベント等参加による販路開拓（スーパーマーケットトレードショー、生協ま
つり参加）
　⇒高度冷凍技術を活用した流通開発（ＣＡＳの活用）
・ＣＡＳ（急速冷凍装置）の購入

3,476

シティセールス開催支援事
業

萩市の産業、特産品、歴史、文化、豊かな自然などの魅力を全国に広く発信し、企業誘
致、移住促進、観光客の誘客、萩産品の販路拡大など萩市の様々な分野の発展に寄
与することを目的とした「萩市シティセールスin東京」を開催。
⇒Ｈ２７．８．６開催　２０８人参加

4,540 シティセールス参加者数 Ｈ28.3 250人 208人
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31,900

地方創生先行型交付金　効果検証シート

世界文化遺産登録の効果を
一層高め、また、ジオパーク
の取組をさらに加速すること
により、観光振興による萩市
への直接投資を拡大する。

2
農林水産物等を
活用した雇用の
創出事業

萩市の多様な農林水産物を
有効に活用した創業を促し、
所得機会の向上を図る。

1
魅力ある萩の資
源を活用した観
光振興事業

11,490

Ｈ28.3 225.5万人 306.6万人

産品開発件数

販路開拓件数
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地方創生先行型交付金　効果検証シート

移住促進対策事業
萩市への移住希望者が、空き家情報バンクのホームページを利用して希望条件に合う
住宅を容易に探すこと検索機能や地図情報を追加するなど、萩市定住支援サイトの充
実を図る。

2,495

萩暮らし応援事業
市内の空き家物件を活用し、若い世代による萩市へのＵＪＩターンを支援するため、空き
家の改修や賃借に係る費用を助成。

1,620

空き家データベース化事業
市内全域の空き家の件数や老朽度等の判定を行い、実態調査をした後、調査結果の
データベース化により、空家台帳システムを構築。
⇒２，０９８件

7,020

萩暮らし体験ツアー開催事
業

「萩暮らし」の魅力を発信するため、田舎暮らしに憧れる都市住民や萩への移住希望者
を対象とした「萩暮らし体験ツアー」を実施。
⇒平成２８年３月５日（土）～３月６日（日）実施　２人参加

119

農山漁村女性企業育成支
援事業

女性起業グループ「木間加工センター」に対して加工設備の導入経費の一部を支援。 443

農産物等移動販売支援事
業

高齢化が進展しているむつみ地域の買い物弱者を支援するため、農産物加工販売施
設「こいこいがんこ村」が実施する移動販売事業で使用する車両購入に係る経費を支
援。

1,899

農産物等直売施設整備支
援事業

安全・安心で新鮮な農畜産物の提供を図るため、あぶらんど萩農協が整備するファー
マーズマーケットの備品設備の購入を支援。

10,000

児童クラブ地域人材活用事
業

地域の人材を活用したボランティア講師による学習支援等を実施。
⇒実施回数：３０回　ボランティア講師：１９人

483
高齢者等を活用した児童
クラブ数

Ｈ28.3 5箇所 4箇所

子ども医療費助成事業
平成２７年８月から医療費助成を小学生まで拡充。
⇒対象者１,２８０人（８月～３月の８ヶ月の平均人数）

10,474 医療費助成人数 Ｈ28.3 1,600人 1,280人

高等学校生徒通学費支援
事業

地元の高校へ遠距離通学する生徒の通学定期代の一部を助成。
⇒８９名

3,059 通学費助成件数 Ｈ28.3 180件 160件

世界遺産ビジターセンター
利用者数

Ｈ28.3 12,500人 8,940人

宿泊者数 Ｈ28.3 418,000人 460,639人

外国人宿泊者数 Ｈ28.3 4,200人 6,041人

連携する11市の観光客総
数

Ｈ28.3 300万人増 251万人増

連携する11市の外国人観
光客総数

Ｈ28.3 15万人増 28万人増

7

地域文化遺産を
活用した住民参
加型おもてなし充
実事業

8,501
福栄地域世界文化遺産登
録ＰＲ支援事業

・世界文化遺産に登録された大板山たたら製鉄遺跡を訪れる観光客に対して、おもて
なし活動を展開している福栄文化遺産活用保存会の活動に対する支援。
・観光客の利便性の向上を図るため、大板山たたら製鉄遺跡の周辺施設に無料の公
衆無線ＬＡＮ（Ｗi-Ｆi）環境等の整備を実施。

10,317 福栄地域年間入込者数 Ｈ28.3 100,000人 124,435人

萩市福栄地域の住民組織
が行う地域の文化遺産や農
産物など多様な地域資源を
活用した活動を促進し、交流
人口の増加を図る。

8
新規就業者確保
に向けた受け入
れ体制充実事業

913
新規就業者受入体制整備
費支援事業

空家を改修し、新規就業者確保に向けた受け入れ体制を充実。
⇒空家整備１棟

1,826 新規就農者数 Ｈ28.3 1人 1人
農事組合法人「本郷原」が
受け入れた新規就業者が居
住している。

4 子育て支援事業

少子化対策として、引き続
き、子育て世代の経済的負
担の軽減を図るとともに、地
域人材の活用により子育て
環境の充実を図る。

3
ＵＪＩターンの促進
と拠点機能の充
実事業

Ｈ28.3 30人 47人

移住者数 Ｈ28.3 30人 57人

農産加工販売所等におけ
る活動人数

6

「明治日本の産
業革命遺産」情
報発信アプリ制
作連携事業

現在開発中のアプリについ
て、引き続き、関係自治体と
連携して開発を進める。ま
た、アプリの完成後は、これ
を活用した情報発信を通じ
て、さらなる観光客の周遊・
誘客の促進を図る。

5

世界文化遺産とＩ
Ｔ技術を活用した
地域一体型「学
ぶ観光」構築事
業

「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会が実施する、８県１１市に
分布する「明治日本の産業革命遺産」の２３資産の世界遺産価値や歴史的背景（ス
トーリー）を統一的に説明するコンテンツの制作、スマートフォンを通じて手軽にアクセ
スできるアプリケーションの開発を支援。

5,0005,000

・「萩・世界遺産ビジターセンター　学び舎」の設置・運営（1/30～）
・超高精細３ＤCG技術を活用した世界文化遺産の再現
・遺産巡りモニターツアーの実施
　⇒平成２８年２月２５日・２６日の２回　計４７人参加
・ビジターセンター内アンケート調査の実施（平成２８年２月６日～３月６日）
　⇒回答者１，４４６人
・旧明倫小を活用した世界遺産ビジターセンターの整備構想の作成
・ＡＲアプリを活用した構成資産の多言語化パンフレットの作成（日・英・韓・簡体字・繁
体字）

58,353

世界遺産登録推進事業

世界文化遺産活用推進事
業

世界遺産ビジターセンターを
引き続き運営するとともに、
開発した世界遺産アプリ等
の活用により、インバウンド
観光の充実と「学ぶ観光」の
拠点づくりを行う。

データベース化した空き家
の活用策をさらに充実する
ことにより、都市部から萩市
への移住を促進する。

20,595

11,376

45,000
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