
第２期萩市総合戦略【全体像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○持続可能な公共交通ネットワークの形成  ○市内巡回バスの維持・充実 

○地方バス路線の維持・充実        ○離島航路の維持・充実 

だれもが生きいきと暮らせる

まちづくり 

 

《市民満足度の向上》 

子育ての幸せが実感できる

まちづくり 

 

《希望する子どもの数（子ど

もを持つ予定人数）の増

加》 

未来を担うひとを育むまちづ

くり 

 

《将来の夢や目標を持って

いる児童・生徒の割合の

上昇》 

産業活力があふれるまちづ

くり 

 

《納税義務者１人当たりの

所得の増加》 

魅力ある歴史・文化・自然を

いかしたまちづくり 

 

《旅行消費額の増加》 

生活基盤の充実した住みよ

いまちづくり 

 

《市民満足度の向上》 

だれからも愛されるまち、求

められるまちづくり 

 

《市民満足度の向上》 

持続可能な医療体制の構築 

地域ぐるみの助け合い「地域包括

ケアシステム」の深化・推進 

青年期から高齢期に至るまでの健

康の維持増進 

障がい者の社会参加の促進 

安心で質の高いサービスの確保 

妊娠・出産・子育て環境の充実 

子どもたちの笑顔があふれる居場

所づくり 

仕事と子育ての両立支援 

出会い・結婚サポートの充実 

「志」教育の推進 

新しい時代に必要となる資質・能

力の育成 

地域とともにある学校づくりの 

推進 

萩の未来を支える教育機会の充実 

地域のにぎわいを取り戻す地場産

業の再生 

起業・創業と企業誘致の推進 

全国に誇る萩のまちなみの継承 

文化財の保存と活用による萩のに

ぎわいづくり 

暮らしに密着した交通網の形成 

生活サービス機能の維持・向上 

萩の魅力をいかした移住・定住 

市民との協働による元気なコミュ

ニティづくり 

○萩保健医療圏における中核病院の形成 

○市民病院、市立診療所の運営管理・設備の維持・確保 

○救急医療体制の確保 

○介護予防と認知症支援の推進   ○すべての人への権利擁護支援 

○地域の支え合い活動の推進 

○高齢者等公共交通利用困難者への移動支援 

○各種健康診査や予防接種の推進 

○健康的な生活習慣の推進 

○手話言語条例の推進   ○相談支援体制の強化 

○障がい者福祉の経済的支援や環境整備 

○医療従事者の確保対策の推進 

○介護人材の確保対策の推進 

○子育て世帯への経済的支援の推進   ○相談体制や各種講座の充実 

○健康診査や予防接種の推進      ○不妊症・不育症に対する支援 

○保育所等の運営管理    ○子育て拠点施設や遊び場の運営管理 

○放課後等の生活・遊び場の充実 

○仕事と子育ての両立しやすい環境づくり 

○ひとり親家庭の支援 

○結婚を希望する男女の出会いの場の充実 

○未来を切り拓くひとづくり 

○特色ある教育の推進 

○グローバル人材の育成 

○学力向上の取組 

○コミュニティ・スクールの推進 

○地域協育ネットの推進 

○キャリア教育の推進      ○教育環境の充実 

○相談体制、支援体制の充実   ○修学のための経済的支援 

○萩ブランドの推進         ○地場産業の振興 

○中小企業の事業拡大等への支援   ○拠点施設の整備・機能強化 

○起業・創業支援の推進 

○企業誘致の推進 

○歴史的景観の保存・活用   ○景観保全や景観形成の推進 

○花と緑の推進 

○世界遺産構成資産の保存・活用 

○文化財等の保存・活用 

○小さな拠点づくりの推進   ○都市計画等の策定・推進 

○情報通信基盤の向上 

○自治組織等との協働の推進   ○市民活動団体の活動推進 

○男女共同参画の推進      ○消費者行政の推進 

○安心・安全対策の充実     ○地域コミュニティ組織の活動支援 

○移住相談体制の充実     ○萩移住体験の推進 

○移住者向け住環境の整備   ○地域おこし協力隊の活動・定着の推進 

○関係人口の創出       ○移住者の就業・創業の推進 

○農山漁村交流の推進 

基本指針 《基本目標》 小項目 具体的な施策とＫＰＩ（重要業績評価指標）  

■萩・阿武健康ダイヤル 24 利用件数 

■高度救命処置を実施できる救急救命士の養成数 

■認知症サポーターの養成数 

■住民主体によるサービス提供団体数 

■健康寿命     ■糖尿病治療者の割合 

■がん検診受診率  ■特定健康診査受診率 

■手話通訳者数 

■要約筆記者数 

■山口県立萩看護学校（第 1看護学科）卒業生の市内医療機関就職者数 

■医師の初期研修受入者数   ■介護人材の不足数 

■児童館の来館者数 

■児童クラブ等利用希望受入率 

■結婚支援制度を活用した成婚数 

■ひとづくりセミナーの参加者数 

■地域の特色を生かしたカリキュラムを作成している学校の割合 

■中学校卒業時に英検３級以上を取得している生徒の割合 

■全国学力・学習状況調査における全国平均との比較（国語、算数・数学） 

■地域の行事に参加している児童・生徒の割合 

■中心市街地の空店舗活用件数   ■インキュベーションセンター利用件数 

■新規起業件数 

■市民活動センター「結」の利用者数 

■審議会等への女性委員の参画率 

■移住相談件数 

■定住相談窓口を通じた移住世帯数 

■地域おこし協力隊員の退任後の定着率 

■地域ブランド調査の食品想起率県内ランキング  ■はぎビズ相談件数 

■新商品開発件数   ■キャッシュレス決済の実施率 

■育児に必要な備品購入等支援件数  ■子育て世代包括支援センター相談件数 

■特定妊婦相談実施率 

■病児保育利用者数 

■休日保育利用者数 

■児童・生徒用コンピュータ整備の割合 

■児童・生徒 100 人当たりの不登校児童・生徒の割合 

■歴史的景観保存地区内の修景助成件数 

■花と緑の応援隊登録者数 

■文化財公開活用施設の入館者数 

■文化財を活用したイベントの入込者数 

■まぁーるバス利用者数 

■ぐるっとバス利用者数 

■道の駅の来訪者数    ■都市機能誘導区域内における誘導施設の集積率 

■携帯電話不感エリアの夜間人口 

その他全般的事項 
○地域福祉の推進 

○地域保健の推進 

■福祉ボランティア数 

■住民による地域福祉組織（地区社協・町内会福祉部等）の設置数 

■こころの健康づくり見守り隊員数 

その他全般的事項 
○ひとづくり構想の推進 

○高等教育機関との連携 

■高校生・大学生等が参画した市の事業数 

企業人材の育成と雇用拡大の支援 ○人材育成の推進 

○雇用拡大の支援 

■萩市内企業の新規雇用者数    ■やまぐち移住支援サイトへの登録企業数 

■高校等卒業生の市内就職者数   ■合同企業説明会参加企業数 

力強い農林水産業の推進 

○農地機能・農村機能の維持、農地集積・集約化の推進 

○収益力の強化、担い手の経営発展   ○有害鳥獣等の被害対策 

○農林水産品の生産振興、販売促進   ○畜産業の振興 

○イベント等を通じた農林水産業の振興 

○木材の活用を通じた持続可能な地域づくり ○次世代まで幸せになる林業 

○水産資源の保全・生産力の向上    ○農林水産施設の整備・運営管理 

■集落営農法人連合体の組織数 

■飼養頭数（母牛）20頭以上に規模拡大する和牛繁殖農家数 

■搬出材積量（主伐） 

■水産物水揚量 

地域産業の担い手・後継者育成 
○農林水産業の新規就業者の確保、育成、定着支援 

○規模拡大や経営合理化への支援   ○第一次産業のＩｏＴ化 

○産業人材の育成、確保 

■新規農業就業者数   ■新規林業就業者数   ■新規漁業就業者数 

■農援隊による農繁期支援者数  ■スマート農業を導入した経営体数 

■ＩＴ企業と連携した人材育成カリキュラムの実施数 
地域経済の発展を加速化する高速

道路ネットワークの形成 
○高規格道路及び地域高規格道路の整備促進 ■山陰道の事業化区間の延長 

その他全般的事項 ○旧明倫小学校の整備・活用  

文化のおたから、自然のおたから、

産業のおたからの再発見・継承 

○萩まちじゅう博物館構想の推進   ○萩博物館の運営 

○調査研究の推進 

■新しいおたからの発見数    ■おたから活用イベントの実施数 

■萩博物館の入館者数 

萩ジオパーク構想の推進 
○市民への普及啓発の推進   ○環境保全や施設・展示の整備 

○情報発信の強化       ○ジオツアー等関連商品の開発 

■萩ジオパーク推進協議会公認ジオツアー・体験プログラム参加者数 

■萩ジオパーク推進協議会公認現役ジオガイド・ジオプランナー数 

観光地経営の視点に立った観光地

域づくりの推進 

○滞在型観光の仕組づくり    ○観光情報発信の強化 

○観光受入体制の充実      ○観光マーケティング調査 

○観光施設等の運営・維持管理  ○観光誘客イベントの充実 

■来訪者満足度（おもてなし） 

■来訪者満足度（宿泊施設） 

■リピーター率 

観光客誘致の積極展開 ○観光宣伝の推進      ○インバウンドの推進 

○アクセスの充実 

■観光入込客数      ■外国人観光客数 

■宿泊者数      ■交通系ＩＣカードの利用者率 

その他全般的事項 ○旧明倫小学校の整備・活用  

持続可能で快適な環境づくり 
○公共施設等の維持管理    ○上下水道設備の維持管理 

○道路施設、河川の維持管理  ○適正なごみ処理の推進 

○空き家対策の推進      ○民間木造住宅耐震化の推進 

■公共下水道整備率         ■水道管路の耐震化率 

■市内老朽危険空き家解消件数    ■側溝のがたつき解消 

防災体制の強化 ○地域防災力の向上   ○避難所機能、防災設備の充実 

○消防機能の強化 

■自主防災組織による訓練実施地区数 

■消防団員の教育・訓練の実施件数 

地球にやさしい環境づくり ○ごみ減量化の推進 

○低炭素（地球温暖化対策等）の取組の推進 

■ごみリサイクル率    ■エコプラザ萩の来場者数 

■清掃工場に搬入される事業系ごみ量 

市民一人ひとりが輝くまちづくり 

○文化イベントの開催や文化活動の普及・振興 

○スポーツイベントの開催、生涯スポーツの普及 

○地域コミュニティの拠点施設、文化施設、スポーツ施設の管理運営 

○東京 2020 オリンピック・パラリンピック（ホストタウン）レガシーの継承 

○人権啓発、人権教育の推進   ○子ども・若者の社会参加支援の推進 

■公民館の実施する講座・教室等の参加者数 

■スポーツイベントの参加者数 

■読書通帳登録者数 

地域の特色をいかしたまちづくり ○地域振興計画「夢プラン」の策定、推進 

○魅力ある地域づくりの推進 

■夢プランに基づく実証事業の実施件数 

■夢プランの事業化と事業の継続件数 

魅力ある離島の発展 
○離島高校生の修学支援   ○離島航路の維持 

○離島の漁業振興      ○特定有人国境離島の支援充実 

○大島複合施設の整備 

■見島・大島・相島の水産物水揚量 

■離島航路利用者数 

■離島航路貨物輸送量 

その他全般的事項 
○都市・国際交流の推進   ○市民サービスの利便性向上 

○マイナンバーカードの普及と活用 

■都市・国際交流事業の参加者数 

■マイナンバーカード交付率 

 

全般事項 

○市政情報の発信強化 

○未来技術の推進 

○ＳＤＧｓの推進 


