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萩はこんなまち

萩のプロフィール

観光地は？

　萩市は、萩地域、川上地域、田万川
地域、むつみ地域、須佐地域、旭地域、
福栄地域の７地域から構成され、総面
積は 698.31k㎡で、山口県のおよそ
１割の面積を有します。
　防長２州の中心地であった萩地域
は城下町のたたずまいが残り、他の６
地域では特色ある豊かな自然が広が
ります。
　気候は、沿岸部においては、対馬
海流の影響を受け比較的温暖であり、
中山間部においては、盆地特有の気候
で、変化に富んだ自然豊かな環境を有
しています。

　慶長９年（1604）に毛利輝元が萩城を築き、城下町ができてから 400 年余たっ
た萩は、毛利藩政期 260 年間に形成された城下町のたたずまいが、今日まで継承さ
れており、今も「江戸時代の地図がそのまま使えるまち」となっています。幕末には
吉田松陰、木戸孝允、高杉晋作、伊藤博文など維新の志士たちを数多く輩出し、生誕
の地や旧宅などロマンあふれる史跡が各所に残っています。
　また土の味わいが素朴で優れた茶器として知られる萩焼の里でもあり、窯元が
約 100 も点在します。城下町から少し足をのばして、四季折々に変化する美しい
渓谷の「長門峡」、殿様の御成道として開かれ山陰と山陽を結ぶ街道「萩往還」、約
1400 万年前にできたとされる黒と淡灰色の鮮やかな縞模様の断崖「須佐ホルンフェ
ルス」。萩は歴史・文化・自然と見どころがいっぱいです。

長門峡 萩城下町 松下村塾 須佐ホルンフェルス
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萩はこんなまち

どんな産業？
　萩市は全国有数の観光都市として有名ですが、第一次産業の就業者数や生産額の
ウェイトも高く、県下でも有数の農林水産業の盛んな地域と位置づけられています。
　コシヒカリ等の米、「萩夏みかん」、「千石台大根」、「山口あぶトマト」などの農産
物や「萩の瀬つきあじ」、「萩のあまだい」、「須佐男命（みこと）いか」などの水産物は、
萩のブランド産品です。また伝統工芸としては、「一楽二萩三唐津」と呼ばれ、我が
国屈指の焼き物である「萩焼」が有名です。

ふるさと寄付でがんばる萩を応援してください
「ふるさと寄付（納税）」とは、応援したいと思う自治体へ寄付された場合、所得税・住
民税の控除が受けられるもので、「萩が大好き」「萩の力になりたい」というあなたの気
持ちをかたちにすることができる制度です。

萩市ふるさと寄付お申し込みサイト
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」「ふるなび」「楽天ふ
るさと納税」「セゾンのふるさと納税」「ANA のふるさと納税」「萩市ふ
るさと寄付特設サイト」からお申し込みいただけます。 萩市ホームページ
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移住支援

萩への移住をサポートします！
○移住支援員・地域移住サポーター

　萩市では、移住を希望される方からの相談にきめ細かく対応するため、移住支援員
と地域移住サポーターを配置しています。移住支援員と地域移住サポーターは、萩市
への移住を希望される方からの相談を受けるとともに、移住を希望される地区の方と
の連携を図り、移住される方の円滑な移住と定着を支援しています。お気軽にご相談
ください。

○移住者交流会

　萩市では、移住してきた方にずっと楽しく住み続けてもらうための定住支援として、
定期的に移住者交流会を開催しています。萩への移住に興味関心がある方も参加でき
ますので、お気軽にご相談ください。

○萩暮らし応援サイト

○萩暮らしnet.

売りたい、貸したい空き家の情報を公開しています。
ホームページをご覧になれない方には、掲載物件の資料を送付いた
します。お気軽にご請求ください。

市内企業への就職を促進するためのポータルサイトです。
登録すれば、市内求人のある事業者とのマッチングも可能です。

地域移住サポーター移住支援員
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移住支援

空き家情報 Pickup! ①

＜ここがおすすめ＞
萩往還と赤間関街道の交通の
要として栄えた明木地域にあ
る物件。インターネット光回
線配線済み。サテライトオフィ
スとしても使用可能。
＜物件データ＞
○建築年／明治期
○賃貸価格／ 4 万 5 千円
○建物／ 6DK（約 56.6 坪）

［和室× 5、洋室、土間］

＜ここがおすすめ＞
閑静な住宅街にある物件。3 階建の建物で屋上に太陽光パネ
ル有り。市街地からも近く利便性も高い。
＜物件データ＞
○建築年／平成元年 ○販売価格／７８０万円
○建物／５LDK（約 72.07 坪）○土地／約 39.39 坪

萩往還沿いの明治期の建物

平成元年建築の 3 階建ての住宅空き家情報 Pickup! ②

○萩市空き家情報バンク制度

　市内にある使用されていない住宅を、所有者の了解を得て、空き家情報バンクに登録し、
UJI ターン希望者の住まい（賃貸・売買）として情報提供を行っています。

空き家情報を提供！

トイレ・浴室
リフォーム済

ガレージには
２台駐車可能

※物件情報は令和 4 年６月のもので、価格変更やすでに売却済みの場合もあります。
　詳細については、はぎポルトまでお問い合わせください。4



移住支援

萩暮らし応援事業 UJI ターン者を支援します !!

がんばるリノベ応援事業 DIY によるリノベーションを応援 !!

支援内容

支援内容

支援要件

支援要件

①萩市空き家情報バンクに登録している物件を購入又は賃借し改修した UJI ターン者に対し、　
　改修に要する経費を一部補助。( 補助率 1/2 〜 2/3、上限 200 万円 )
②萩市空き家情報バンクに登録している物件を賃借した UJI ターン者に対し、
　賃貸物件の家賃の一部を２年間補助。

萩市空き家情報バンクに登録している物件を購入又は賃借した UJI ターン者に対し、
自ら行う改修工事に係る費用の一部を補助。（補助率 1/2、上限 30 万）

○ 18 歳以下の子どもを有する世帯または世帯主の年齢が 55 歳以下の UJI ターン世帯
○５年以上萩市に定住する意思のある者 ※他にも要件がございます。

萩暮らし応援事業支援要件と同様

愛知県より移住した S さん
住居：空き家情報バンクを利用し物件購入
支援：萩暮らし応援事業（改修費補助）を利用し、
　　　水回りを修繕
仕事：帽子屋を起業、帽子の木型、ハットスタンドの製作

「空き家活用による関係人口増加」という
ミッションで活動中の地域おこし協力隊が、
空き家を改修し、地域の交流拠点を作りま
した。空き家購入から改修〜 DIY まで、隊
員の経験をまとめた「空家活用体験冊子」
です。ご覧ください !!

広島県より移住した S さん
住居：空き家情報バンクを利用し物件を借りる
支援：萩暮らし応援事業（家賃補助）を利用
仕事：スポーツショップ・テニススクールを起業
　　　（萩市賑い創出店舗活用支援補助金を利用）

詳しくはこちら

5



空き家家財道具等処分費補助事業 空き家バンクを利用すればとってもお得 !!

「はぎポルト - 暮らしの案内所 -」の実績

支援内容

支援要件

萩市空き家情報バンクに登録している物件に残存する家財道具等の処分・搬出に要する
経費の一部を補助。( 補助率 1/2、上限 10 万円 )

補助金の交付を受けた日から、３年以上、萩市空き家情報バンク制度へ登録を継続する者。
※他にも要件がございます。

萩 LOVE 女子応援事業 萩好きな女性の移住を応援します !!

支援内容

支援要件

①民間賃貸住宅の家賃の一部を１年間補助。（補助率 1/2、上限２万円／月）
②引っ越し業者等に支払った費用の一部を補助。（補助率 2/3、上限５万円）

○ 『はぎポルト- 暮らしの案内所 -』 を通じＪＩターンした、18 歳以上 44 歳以下の独身女性
○３年以上萩市に定住する意思のある者　
○市内事業所に新たに正規雇用者として採用された方で３カ月以上在職している方 ※②のみ
※他にも要件がございます。

住宅改修資金助成事業

支援内容

支援要件

市内施行業者を利用し、住宅のリフォームを行う場合にその経費の一部を助成。
※子育て世帯または三世代同居・近居、居住のための空き家リフォームを行う場合は
　助成額等の加算あり。

〇萩市内で自ら所有または取得し居住する方。
〇萩市の住民基本台帳に記録、または登録予定の方
※他にも要件がございます。

移住支援

詳しくはこちら

・はぎポルト経由の移住　398 世帯 707 人

・空き家情報バンク　635 件登録（内 403 件成約）
（H18 年度〜令和 3 年度末までの累計）

県外に居住している人を対象に空き家情報バンクの物件を

オンラインでご案内しています。※完全予約制

オンライン物件案内スタート
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住まいを探す

UJIターン用の住まいの提供！

萩暮らしを体感できます！

歴史的町並みに暮らしたい方必見！

○ UJI ターン促進住宅

○お試し暮らし住宅

○萩市伝統的建造物群保存地区
　伝統的建造物（古民家）保存修理事業

UJI ターン希望者を対象とした賃貸住宅を提供しています。
入居者の募集はホームページ等で行います。
　※入居期間原則３年間。１DK 〜３DK、家賃 7,000 円〜 19,000 円

田舎暮らしを体験したいという方が利用できる施設があります。

萩市には堀内、平安古、浜崎、佐々並市の４つの国選定の
重要伝統的建造物群保存地区があります。地区内の伝統的
建造物（古民家）では外観の改修（伝統様式への保存修理）
のための費用を助成します。
補助率：4/5（上限 800 万円）

所在地　 萩市大字高佐下 79 番地３

間取り　 2DK（和室１、洋室１、DK）

貸主　　 萩市

利用期間 １日から１年間

家賃等　 月額 17,000 円
 （使用期間が 1 月満たないときは
 1 日 1,000 円）※別途光熱水費必要

設備 家電完備

 高佐２号

※
同
敷
地
内
の
「
高
佐
５
号
」

　
も
ご
利
用
で
き
ま
す

所在地　 萩市大字浜崎町 257 番地

間取り　 3DK（和室 2、洋室 1、DK）

貸主　　 萩市

利用期間 １週間から 4 週間

家賃等　 １組 7,000 円／１週間
 １泊追加ごとに 1,000 円加算
設備 家電完備、Wi-Fi 有
 （お試しサテライトオフィスとして利用可能）

 梅屋七兵衛旧宅  ※愛称「梅ちゃんち」

←梅ちゃんちのワーケーションレポート
は左記ＱＲコードよりご覧になれます。

修理前修理前

修理後修理後
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育てる

子育て世帯を応援します！

○保育料２子目以降無料化
　保育所等に２人以上の児童が同時に入園した場合、２子目以降の児童の保育料を無料とします。

○乳幼児子ども医療費助成事業
　乳幼児から高校生等までを対象に医療費自己負担額（医療保険適用分）を助成します。
　ただし、高校生等については、父母の市民税所得割額（税額控除前）の合計が 136,700 円以下
　の世帯に限ります。（※小学生以上は一部負担金あり）

○子育て世帯応援誕生祝金事業
　次世代を担う子どもたちの誕生を祝福し、10 万円相当の市内共通商品券を給付します。

○多子世帯応援誕生祝金
　令和４年４月１日以降に出生する第２子以降の子どもを持つ世帯に祝金を給付します。
　• 第２子 10 万円、第３子 40 万円、第４子以降 90 万円

○子育て世帯応援学校給食費助成事業
　子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て環境の充実を図るため、
　市内の中学校に通う生徒の学校給食費を助成します。

○萩市高等学校生徒通学費支援事業
　地元の高校へ進学しやすくするため、市内の生徒が公共交通機関を
　利用して通学する場合には、その交通費を助成します。

○特色ある教育
　地域と連携し特色ある取組を市内小中学校で実施しています。

萩市では「育てて良しのまちづくり」をめざして様々な取り組みを行っています。
詳しくは、「萩市子育て応援ガイドブック」をご覧ください。

←萩市学校教
育の基本方針
についてはこ
ちらをご 覧く
ださい

←市内小中学
校の取組はこ
ちらをご 覧く
ださい
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健康・医療

健康で自立した暮らしを応援します！

○「健康維新のまちづくり宣言」のまち

○夜間・休日の救急医療

市民の全世代がいきいきと楽しく暮らせるまち、市内全地域どこでも明るく豊かに暮らせる
まちづくりを目指して「健康維新のまち」を宣言しています。

（健康相談窓口：萩市健康増進課　☎ 0838-26-0500）

萩市民病院 萩市休日急患診療センター

■症状が比較的軽い場合
・平日夜間：在宅当番医（18 時〜 22 時：受付は 21 時 30 分まで）
・日曜日・祝日：萩市休日急患診療センター
　　　　　　　　（9 時〜 22 時：受付は 21 時 30 分まで）
                       阿北地区休日当番医
　　　　　　　　（8 時 30 分〜 17 時 30 分：受付は 17 時まで）
■重症の場合（24 時間対応）
　「119 番」通報して救急車を呼んでください。救急病院に搬送します。
■急な病気やケガになったら、まずは電話相談を
　萩・阿武健康ダイヤル 24　☎ 0120-506-322
　　健康・医療・育児に関する相談や医療機関情報提供など、医師や看護師などの専門スタッフが
　　24 時間年中無休で相談に応じます。（通話料、相談料は無料）
　こども医療電話相談　☎＃ 8000
　　夜間・休日（19 時〜翌朝８時）のお子さんの急な病気やケガなどの相談に応じます。

○萩市子育て世代包括支援センター H
は ぐ

AGU ☎ 0838-25-2022

妊娠から出産、子育て期にわたるワン
ストップ総合相談拠点として、子育て
世代包括支援センター HAGU を開設
しています。保健師・助産師・管理栄
養士による出産準備支援、産後の授乳
相談、離乳食相談、子どもの発育相談、
産後ケアサービスなど、子育て支援の
総合相談を行っています。

妊娠から出産、子育てまでをフルサポート

「母子アプリはぎ HAGU」はこちら

（令和２年６月開始）

萩市の救急医療
について
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働く

創業したい！
○萩市移住創業チャレンジ支援事業補助金

萩市外から萩市へ移住し、住民等が求めるサービスなど創業・継業を希望する方に対して、地
域ニーズとのマッチングや事業実施に必要な施設の内装改修費、トイレ改修等費用、機械等の
整備費、営業車両購入費等の支援を受けることができます。

補助率：1/3（限度額 50 万円）

補助率：1/3（限度額 30 万円）

補助率：1/2（限度額 10 万円）

○萩市中小企業拡大補助金（空き店舗活用事業）

市内の空き店舗において、継続性及び地域への波及効果のある事業を新たに起業する者、並び
に当該事業の規模拡大を図る既存事業者に対し、当該空き店舗の改装費、機械器具購入費、広
告宣伝費等の支援を受けることができます。

○移住就業支援補助金

東京圏以外の県外から移住し、市内の登録された事業所に就職する際に支援します。

○萩市インキュベーションセンター（シェアオフィス）

主に商業・サービス業の分野での創業希望者および創業２年未満の事業者の、事業のスタート
時点の支援や育成を目的として、１万円 / 月でオフィススペースの貸出などをすることで、ビ
ジネスにチャレンジする方が萩市内で事業を継続・発展できることを目的としています。
☎ 0838-21-5022（休館日：日・月曜日・祝日）

重要伝統的建造物群保存地区に選
定されている旧山中家住宅が目の
前に見える絶好のロケーションが
仕事場です。

萩市インキュベーションセンター
は、歴史ある町並みの中で未来に
繋がる新しいビジネスにチャレン
ジする方々を応援しています。

６名程度の人数で会議ができるス
ペースを常設しています。また、
館内にはフリー Wi-Fi のサービ
スもあります。

※各種条件あり
※但し、中心商店街における空き店舗活用の場合は 10 万円追加
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働く

IT企業に勤めたい！
萩市では、「時間」や「場所」を選ばない新しい働き方として、地方人材を求める IT 関連企業
のサテライトオフィス誘致に積極的に取り組み、その結果市内に６社の企業が進出し、都市部
同様の所得水準を確保できる新たな雇用先として定着しつつあります。各社の本社は都市部に
あることから、就業者はライフプランに合わせて、都市部 · 萩市勤務を選択することも可能です。
転職先としてご興味がある方は、ぜひお問合せください。
( 相談先：企業誘致推進課 ☎ 0838-25-3811)

○テレワークが可能な個人事業主 · 企業就業者の方へ

萩市では、ワーケーション · 多拠点居住を求められるテレワーカーの方に向けて、お試しサ
テライトオフィス環境「梅屋七兵衛旧宅（梅ちゃんち）」を整備しております。是非ご活用く
ださい。( 詳しくは 7ページを御覧ください)

○進出企業の紹介

IT 関連企業は業種が幅広く、市内６社も各社特色があり、年代は高校新卒から一般まで、
専門知識 · 技術は事務職レベルから本格的な開発人材まで、求められる人材も様々です。

· 株式会社ネットケアサービス　　https://www.e-care3.net/
·ＢＯＬＳＴＥＲ株式会社　　　　 https://bolster.jp/
· 株式会社ＰＨＯＮＥ ＡＰＰＬＩ 　https://phoneappli.net/
· 株式会社バリューアップジャパン https://www.valueup-jp.com/
·ハイテクインター株式会社　　　https://hytec.co.jp
・プラントメイクRISE 株式会社　http://p-m-r.co.jp/

※各社サイトは下記のとおりです

○Society5.0(ソサエティ5.0)に向けたまちづくり

インターネットが普及し、デジタルとリアルが融合する Society5.0 の世界が間近に迫る中、
地方における「しごと」の形も大きく変わるため、全国に先駆けて、地域全体の IT リテラシー
向上にまちぐるみで取り組んでいます。中でも、高校生以上を対象とした「萩 IT 松下村塾」は、
文系 · 理系を問わず、社会に出て必ず必要となる IT の実践基礎知識を無料で学べる E ラー
ニングカリキュラムを提供しています。

詳しくはこちらの
QRコードをご利用ください
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働く

農業を始めたい！

萩市で就農や農業法人等への就業を目指す方を対象に、市や県、日本政策金融公庫などが様々な
支援制度を設けています。

○住宅・移住に関する支援

○就農前の支援

○就農後の支援

事業・制度名 内容 対象者等 金額等

担い手定住促進住宅
新規就農者研修滞在
施設 

新規就農者用の住宅及び研修滞在施
設を用意しています。（田万川地域、
むつみ地域、旭地域、福栄地域）

新規就農者
新規就業者
農業研修者

家賃月額
１万円〜２万５千円

事業・制度名 内容 対象者等 金額・期間等

農業次世代人材投資
事業（準備型）

山口県が認める研修を実施する農業
大学校、先進農業法人等で研修を受
ける者に資金を交付します。

50 歳未満
（就農時）

年間 150 万円
最長２年間

新規農業就業者
定着促進事業

（研修生支援）

山口県が認める研修を実施する農業
大学校、先進農業法人等で研修を受
ける者を支援します。

50 歳以上
（就農時）

年間 150 万円
最長２年間

移住就農加速化事業 移住就農希望者が現地就農体験を行
うための支援を行います。

県外在住の移
住就農希望者

体験者１人当たり
月額 12 万５千円 

６ヶ月以内

事業・制度名 内容 対象者等 金額・期間等

農業次世代人材投資
事業（経営開始型）

経営開始直後の新規就農者に資金を
交付します。

50 歳未満
（就農時）の認

定新規就農者
年間 150 万円
最長３年間

青年等就農資金 就農に必要な機械・施設等の取得に
必要な資金を融資します。

認定新規
就農者

無利子 貸付限度額
3,700 万円償還期

間 17 年以内

儲かる農業経営体
モデル確立支援事業

就農開始に必要な機械・施設等の整
備を支援します。

認定新規
就農者 等

補助率
購入費の 1/2 以内
上限 150 万円等

新規就農者等が取り組む、加工品開
発、販路開拓、新品種の導入等を支
援します。

認定新規
就農者 等

補助率
対象経費の 1/2 以内

上限 50 万円

12



働く

漁業を始めたい！

○長期漁業研修

・独立型は先輩漁師のもとで、最長３年間の長期漁
業研修を行い、経営に必要な漁業技術を習得する
ことができます。

・雇用型は就業希望先の漁業会社のもとで、最長１
年間の長期漁業研修を行い、乗組員として必要な
漁業技術を習得することができます。

・研修期間中は、研修生には、指導者からアルバイ
ト料が支給されます。

① 2年以上の長期研修を修了し経営を開始した者
②研修未実施の漁家子弟※であり、かつ就業後1年以上
　3年以内で新たに経営を開始した 45歳未満の者

対象者：これまでに１年以上、漁業に従事したことが無い方

対象者：以下のいずれかに該当する者。（ただし、経営開始から１年未満の者）

○経営自立化支援事業

　※ 漁家子弟とは、県内で本人若しくは配偶者の
　　 祖父母、父母又は兄弟姉妹が漁業を営む者をいう。

対象者：次のいずれかの要件を満たす者

○新規漁業就業者生活・生産基盤整備事業（漁船等リース事業）

①就業後３年以内の新規就業者
②長期漁業研修を１年以上実施した研修生

補助対象：漁船、漁具、漁業用設備、計器類等経営開始時に必要な
基盤整備補助率 1/4 〜 1/2（補助対象限度額 400 万円）

　※研修中に貸与を受ける場合、研修期間中のリース料は据え置くことが可能

１年目　150 万円（月 12.5 万円）
２年目　120 万円（月 10 万円）
３年目　 90 万円 （月 7.5 万円）

３年

内容

期間
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働く

農林漁業スタートアップ応援事業

セカンドキャリア就農支援事業

萩市で農業・林業・漁業を始める方の就業準備期間から就業初期段階の経済的負担の軽減を図り、
円滑に就業・定着できるよう応援します。

第２の生業として新たに農業経営を始めようとする「セカンドキャリア就農者」等を地域農業の
新たな担い手へと誘導するため、就農に必要な経費等を支援します。

○セカンドキャリア就農準備補助金

○セカンドキャリア就農人材育成事業補助金

事業・制度名 内容 対象者等 金額・期間等

就業準備支援
事業

新規就業者が円滑に就業できるように就
業時に準備金を交付します。 新規就業者 定額５万円

（１人につき１回のみ）

賃貸住宅家賃支
援事業

新規就業者に賃貸住宅の家賃の一部を補
助します。

新規就業者
（研修生を含む）

月額家賃の 1/2 以内
上限２万円
最長３年間

ＵＪＩターン家
族就業支援事業

家族で移住して就業する方を支援するた
め、18 歳以下の子ども（扶養者）の人
数に応じて補助金を交付します。

市外から移住し
た新規就業者

（研修生を含む）

扶養者１人 月額５千円
扶養者２人 月額１万円 
扶養者３人以上
月額１万５千円
最長３年間

ふるさと再生萩
回帰応援事業

研修期間及び経営の不安定な就業初期段
階において、国や県の支援制度の対象と
ならない新規就業者等を支援します。
※研修指導者へも研修経費を支援します。

新規就業者
（研修生を含む）

※業種によって要件等
がそれぞれ異なります
ので担当課（農政課・
林政課・水産課）へお
問い合わせください。

補助対象者　 市内に居住し市内で農業経営を開始、または市内の農業法人に就業する農業従
事者（56 歳以上 64 歳以下）

補助率等　　 １／２以内（補助限度額 15 万円）

補助対象経費 就農・就業に必要な経費（研修費、農機具費、資材費、機械修繕料等）

補助対象者　 市内に居住し市内で農業経営を開始する農業従事者（56 歳以上 64 歳以下）

補助額

就農研修生 ５万円／月（最長２年間）
独立・自営就農者 ５万円／月（最長３年間）
半農半 X 等準主業農家 ２万５千円／月（最長３年間）
研修指導者 １万円／月（最長２年間）
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萩市では、近代日本の礎を築いた先人の志を受け継ぎ、次代を担う人材の育成及びふるさと
萩市における人材の確保に資するため、萩市奨学金を給付しております。

奨学金 高校生対象の
奨学金 大学生対象の奨学金

対象者
高校生

（市内高校）
※一部市外高等学校を含む

至誠館大学生 大学生
（至誠館大学以外）

大学生
（芸術文化関係）

大学生
（入学時限定）

給付要件 保護者が市内に住所を
有していること

保護者が市内
に住所を有して
いること

保護者が市内に
引き続き５年以
上住所を有して
いること

保護者が市内に
引き続き５年以
上住所を有して
いること

保護者が市内
に 引 き 続 き５
年以上住所を
有していること

給付年額
全日制 12 万円

30 万円 30 万円 15 万円 30 万円
定時制・通信制９万円

奨学金 看護学生対象の奨学金 介護福祉士学生
対象の奨学金

農業大学校生
対象の奨学金

対象者 山口県立
萩看護学生 萩准看護学院生 介護福祉士学生 山口県立

農業大学校生

給付要件
免許取得後、市内医
療機関に引き続き３年
以上勤務すること等

免許取得後、市内医療
機関に引き続き３年以
上勤務すること等

免許取得後、市内福祉
サービス事業所に引き
続き３年以上勤務する
こと等

卒業後、市内に住所を
定め、引き続き３年以
上就農すること等

給付年額 30 万円 30 万円
福祉系高校 15 万円

30 万円
養成施設 30 万円

問い合わせ先

萩市総合政策部企画政策課（☎ 0838-25-3102）
（山口県立農業大学校生）
　萩市農林水産部農政課（☎ 0838-25-4192）

萩市の奨学金制度
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はぎポルト -暮らしの案内所 -

参加地域数 520、登録ユーザー 3 万 4000 人に及
ぶ SMOUT で、地域が発信する情報に「ファボ（興
味ある）」した数を集計ランキングした『SMOUT 移
住アワード 2021 －市区町村部門－』において、総
ファボ数 2,627 件を獲得した萩市が堂々第１位に輝
きました。

【2021 年 第１位　萩市】
・総ファボ数 2,627 件
・プロジェクト数 63 件
・平均ファボ数 42 件

SMOUT 移住アワード 2021 －市区町村部門－で

「萩市」が第１位を獲得！

移住スカウトサービス SMOUT

詳しくはこちら

＼もっと気軽に立ち寄れる場所へ／

　今まで萩市庁舎内にあった「萩暮ら
し応援センター」 が新たに「はぎポル
ト- 暮らしの案内所 -」 として、 令和
4 年度より萩・明倫学舎 4 号館にオー
プンしました !!
　施設開設に伴い“皆さんがもっと気
軽に立ち寄れる場所にしたい”という
思いを具現化するため、親しみや気軽
さを感じさせる明るい内装や、情報発
信所としての設備にこだわるだけでな
く、萩市内外の方々と共に学び、歩み、
創ってまいりました。
　萩市内外の人々が交わり、もっと活
気ある町になって欲しいという願いが
込められた新しい交流拠点「はぎポル
ト」をぜひご活用ください。

ご利用者入口

9:00 〜 18:00　定休：日・月・祝　☎ 0838-25-3819　山口県萩市江向 602

「はぎポルト－暮らしの案内所－」は萩への移住を検討している人や、
萩と関わりたい人と地域をつなぐための新拠点です。

【はぎポルト】
Porto とは、イタリア語で

「港」という意味です。こ
の場所がみんなにとっての
港（母港や寄港地）になる
ように願いを込めて名付け
ました。

◀︎ 萩・明倫学舎4号館

詳しくはこちら
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萩市地域おこし協力隊

○「萩市地域おこし協力隊」FB ページ
https://www.facebook.com/hagiokoshikyouryokutai
萩市地域おこし協力隊のフェイスブックページです。隊員の業務、取り組み、イベント情報などの
発信をしています。応援よろしくお願いいたします。

【地域おこし協力隊とは？】
地域力の維持・強化を目的とする総務省の推進プロジェクトです。萩市が、都市住民など地域外
の人材を地域社会の新たな担い手として受け入れ、一定期間以上、地域協力活動に従事していた
だきながら萩市への定住・定着を図っていくものです。契約期間は単年度契約で最長 3 年間です。
市が定住のための起業・就業のサポートをしていきます。
萩市では現在 14 名の協力隊員が各地域で活動中です。

詳しくはこちら

協力隊OB・OGはこんな仕事をしています！

そ
の
他
に
も
、
飲
食
業
、
ま
ち
づ

く
り
支
援
、
ク
リ
エ
ー
タ
ー
業

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
営
ん
で

い
ま
す
。

▲農業×民泊 ▲観光 ×農泊

▶農業 ×IT
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交通アクセス
車をご利用の方
中国自動車道美祢東 JCT経由「小郡萩道路（無料）」絵堂 I.C. から約 20分

飛行機をご利用の方
●萩・石見空港　⃝乗合タクシーで約 75分（予約制　前日までに申込みが必要）
●山口宇部空港　⃝ JR新山口駅までバスで約 30分、JR 新山口駅からバスで約 60～ 90分
　　　　　　　　⃝乗合タクシーで約 75分（予約制　前日までに申込みが必要）
●福岡空港　　　⃝乗合タクシーで約 2時間 40分（予約制　前日までに申込みが必要）
※ご予約・お問い合わせ　萩近鉄タクシー（株）☎ 0838ー22ー0924

新幹線・JRをご利用の方
JR 新山口駅より　●スーパーはぎ号（直行バス）約 60分　⃝新山口駅～萩・明倫センター～萩・バスセンター～東萩駅
	 　　　●防長バスで約 90分　⃝新山口駅～萩バスセンター～東萩駅
JR 山口駅より　　●中国 JRバスで約 90分　⃝山口駅～東萩駅
※お問い合わせ　防長交通（株）バスセンター案内所　☎ 0838ー22ー3816
　　　　　　　　中国ジェイアールバス（株）お客様センター　ナビダイヤル 0570ー010 ー666

ハイウェイバスをご利用の方
●東京⇔萩（萩エクスプレス）
　⃝東京（東京駅八重洲口）19:30 → 10:11　⃝萩（萩バスセンター）16:45 →東京（東京駅日本橋口）8:00
●京都・大阪・神戸⇔萩（カルスト号）
　⃝京都（京都駅八条口）20:20～萩 ( 萩バスセンター )9:40　⃝萩 ( 萩バスセンター )18:40 →京都（京都駅八条口）8:08
※お問い合わせ　防長交通（株）バスセンター案内所　☎ 0838ー22ー3816

UJIターンのご相談・お問い合わせ「はぎポルト -暮らしの案内所 -」
〒 758-0041 山口県萩市大字江向 602 番地（萩・明倫学舎 4 号館内）
◇ TEL 0838-25-3819　◇ FAX 0838-22-7311　◇ E メール teijyu@city.hagi.lg.jp
◇ホームページ https://www.city.hagi.lg.jp/site/teijyu/

萩暮らし応援ガイドブック 2022.6 月発行
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