
 

萩市総合戦略 
 
 

～「萩にあるもの、萩にしかないもの」を

活用した「萩の創生」に向けて～ 

 

 

 
 

 

平成 27年（2015年）10月 

萩   市 



- 1 - 

 

 

目  次 
 

 

第１章 はじめに .......................................................... 2 

１ 総合戦略の策定趣旨 .................................................. 2 

２ 総合戦略の位置づけ .................................................. 2 

３ 総合戦略の構成 ...................................................... 2 

４ 総合戦略の期間 ...................................................... 3 

第２章 基本的な施策の方向 ................................................ 3 

第３章 政策の基本目標 .................................................... 4 

第４章 具体的な施策展開 .................................................. 5 

１ 歴史・文化・自然を活
い

かした観光のまちづくり .......................... 5 

２ 地域資源を活
い

かした「しごと」の創出 ................................. 16 

３ 萩の魅力を活
い

かした移住・定着の促進 ................................. 25 

４ 希望をかなえる結婚・出産・子育て環境の充実 ......................... 29 

５ 誇りと志を抱き未来を拓
ひら

くひとづくり ................................. 32 

６ 生きがいをもち 健康で自立した暮らしの実現 .......................... 35 

７ 地域特性を活
い

かした安全で快適なまちづくり ........................... 39 

第５章 総合戦略の推進体制等 ............................................. 44 

１ 総合戦略の推進体制 ................................................. 44 

２ 総合戦略の進行管理 ................................................. 44 

用語解説 ................................................................. 45 

 

 

 本文中の*がついた用語は、44ページからの用語解説に説明を付けています。 



- 2 - 

 

第１章 はじめに 

 

１ 総合戦略の策定趣旨 

我が国は、平成２０年をピークに人口減少局面に入り、今後も更なる人口の減

少が見込まれています。また、かつてない少子高齢化の進行により、社会を支え

る役割を中心的に担う働き手が不足し、1人当たりの国民所得（生活水準）を維

持することが困難になるなど、少子高齢化とこれに伴う経済停滞の克服は、２１

世紀の大きな課題といわれています。 

 

特に、地方にあって広大な面積を有する本市は、過疎化が著しく、全国の水準

に比べて少子高齢化が先行しており、消費活動の停滞、社会保障費の増大、労働

人口の減少による活力の低下及び行財政運営への多大な影響などの懸念を抱えて

います。 

さらには、人口減少が先行する中山間地域では、担い手不足が深刻化し、農林

業経営の継続をはじめ、集落活動が困難になりつつあり、集落の維持さえも危惧

されるようになってきました。 

 

このような中、国においては、平成２６年末にまち・ひと・しごと創生法（平

成２６年法律第１３６号）に基づき、日本全体の人口の将来展望を示す「まち・

ひと・しごと創生長期ビジョン」と、それを踏まえた今後５か年の「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定し、国・地方を挙げた「地方創生」の取組を進めて

います。 

 

こうした地方創生と本市がこれまで課題解決に向け展開してきた諸施策とを合

わせ、人口定住に向けた取組を更に推し進めるべく、「萩にあるもの、萩にしか

ないもの」を活用した「萩の創生｣に向け、萩市総合戦略を策定し、本市の実情を

踏まえた実効性のある取組を進めていきます。 

 

２ 総合戦略の位置づけ 

この総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法第１０条に基づき、「萩市人口ビジ

ョン」を踏まえ、本市の地方創生に関する基本的な計画として位置づけます。 

 

３ 総合戦略の構成 

この総合戦略では、基本目標と政策の基本的方向を示すとともに、政策分野ご

とに具体的な取組を掲げ、重要業績評価指標（ＫＰＩ）*を設定します。 
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４ 総合戦略の期間 

総合戦略の期間は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間とします。 

 

 

 

 

第２章 基本的な施策の方向 

高度経済成長を契機に、本市の人口は減少し続け、特に若年世代の市外への流出

は顕著となっており、未婚化・晩婚化の進行などを要因とした少子化の流れに歯止

めをかけるだけでなく、若者の流出を食い止めなければ、人口減少は一層進む状況

にあります。 

一方、本市は、我が国でも有数の観光地であるとともに、豊かな自然を活かした

多様な農産物、天然の優良漁場、豊富な森林資源、全国ブランドの萩焼など、多岐

にわたる地域資源を有しており、これらは本市の産業を多年にわたり支えてきまし

た。 

しかしながら、本市で生まれ育った若者の多くは、依然として進学や就職を契機

に都市部に流出する傾向にあります。 

また、既に超高齢社会を迎えた本市は、地域の担い手不足や交通手段の確保など

様々な課題を抱えており、安心して暮らせるまちづくりを進めていく上で、地域の

実情に応じた新たな仕組みづくりが求められています。 

このようなことから、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、「萩市人口ビジョン」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、「萩にあるもの、萩にしかないもの」を活用

した「萩の創生」に向けた取組を進めていきます。 

 

 

「萩にあるもの、萩にしかないもの」を 

活用した「萩の創生」 

① 人口減少の抑制に向け、移住・定住に関する希望を実現 

② 若い世代の働く場を創出し、結婚・出産・子育ての希望を実現 

③ 人口減少・超高齢社会に対応した多様な地域を形成 
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第３章 政策の基本目標 

第２章の３つの基本的な施策の方向に沿って、地方創生の取組を戦略的に進めて

いくため、本市の実情に応じた７つの政策の基本目標を設定し、具体的な取組を進

めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 地域特性を活かした安全で快適なまちづくり 

   目標：交通事故（H26：91 件）、火災（H26：24 件）、 

      犯罪（H26：287 件）の抑制 

６ 生きがいをもち 健康で自立した暮らしの実現 

   目標：健康寿命*の延伸 男性 H24：76.72 歳 ⇒ H31：77.99 歳 

               女性 H24：82.08 歳 ⇒ H31：83.25 歳 

５ 誇りと志を抱き未来を拓くひとづくり 

目標：高校新卒就職者の市内就業率の向上 

           H26：26％ ⇒ H31：28％ 

４ 希望をかなえる結婚・出産・子育て環境の充実 

目標：合計特殊出生率*の向上   1.49（H24～H26 平均） 

                  ⇒ 1.65（H29～H31 平均） 

３ 萩の魅力を活かした移住・定着の促進 

目標：転出超過*の抑制 H26：214 人 ⇒ H31：107 人 

２ 地域資源を活かした「しごと」の創出 

目標：若い世代の就業率の向上 

   20～34 歳の就業率（男女）H22：78.2％ ⇒ H32：80.0％ 

１ 歴史・文化・自然を活かした観光のまちづくり 

目標：観光客数の増加 H26：2,301 千人 ⇒ H31：2,500 千人 
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第４章 具体的な施策展開 

 

 

１ 歴史・文化・自然を活かした観光のまちづくり 
 

 

 

 

 

（１）「萩まちじゅう博物館構想」の推進 

本市は、「江戸時代の地図がそのまま使えるまち」といわれるほど、城下町の

町並みなどが残っており、これらは、日本を代表するかけがえのない都市遺産と

なっています。 

萩のまち全体を屋根のない大きな博物館ととらえ、都市遺産の保存・活用を図

る「萩まちじゅう博物館構想」に基づく取組は、萩博物館を萩まちじゅう博物館

の中核施設とし、地域のサテライトと結び、市民や観光客がゆったりとした時間

と空間の中で、本物の歴史にじっくり触れ、楽しみながら交流できる新たな観光

地づくりとしても推進しています。 

萩まちじゅう博物館は、市民とともに取り組む先駆的なまちづくりの事例とし

て、海外でもその手法が採り入れられるなど高い評価を受けています。 

今後も、世界文化遺産*に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、

造船、石炭産業」の構成資産である萩の遺産群をはじめ、誇るべき城下町などの

町並み保存や歴史的建造物などの保存修理・公開を積極的に行い、様々な萩物語

と併せて後世に継承するとともに、引き続き「萩まちじゅう博物館構想」を推進

し、市民と一体となった観光交流によるまちづくりを一層進めます。 

 

① 「学ぶ観光」の充実による萩物語の継承 

本市の観光においては、大切に受け継がれた萩の資産を見るだけではなく、

その萩物語（ストーリー）に触れる「学ぶ観光」を推進しており、萩を学ぶこ

とができる機会・人・場所を提供するため、ボランティアガイドや語り部等を

充実するなど、市民や関係団体等と一体となった取組を推進します。 

また、萩の子どもたちが「萩を訪れた人々に萩の良さや歴史を、愛着と誇り

をもって伝えること」ができるよう、萩の歴史や文化を学べる環境づくりを学

校等と連携し推進します。 

萩の魅力である「学ぶ観光」の更なる充実を図り、様々な萩物語を後世に継

承していきます。 

目標：観光客数の増加 H26：2,301 千人 ⇒ H31：2,500 千人 
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② 世界文化遺産*の保全・環境整備及び理解増進・情報発信の充実 

市民、事業者と行政が一体となり取り組んできた世界文化遺産登録について

は、萩の５資産を含む「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産

業」が、平成２７年７月にユネスコの世界文化遺産に登録されました。この遺

産群は、幕末から明治末までの僅か半世紀で、日本が産業化を成し遂げ、工業

技術において西洋に肩を並べた道程を証明する８県１１市にわたる２３の資産

で構成されています。 

萩の産業遺産群は、産業技術導入の最初期の遺産群で、幕末に萩藩が自力で

産業の近代化を試みたことを証明する遺産でもあり、その５つの遺産は、洋式

の鉄製大砲を造るための金属溶解炉を試作的に築造した「萩反射炉」、洋式軍艦

を建造した「恵美須ヶ鼻造船所跡」、その軍艦の建造に使用する鉄を供給した「大

板山たたら製鉄遺跡」、その当時の封建社会を示している「萩城下町」、工学教

育の重要性をいち早く提唱し、わが国を近代化、工業化に導いた人材の育成に

重要な役割を担った「松下村塾」です。 

萩に残る遺産群の調査・研究を更に進めるとともに、構成資産の保全・環境

整備を進め、さらには、市民や来訪者が世界文化遺産としての価値や萩の資産

の位置づけを学ぶことができるよう、様々な媒体を活用した理解増進・情報発

信の充実を図り、後世に引き継いでいきます。 

併せて、本市に数多く残る有形・無形の文化財をはじめとする歴史的資産に

ついても、市民と一体となり保存・活用していきます。 

 

③ 歴史的町並みと美しい景観を活かしたまちづくりの展開 

堀内、平安古、浜崎及び佐々並市の４つの重要伝統的建造物群保存地区*をは

じめ、江戸時代の古地図がそのまま使える旧萩城下町の歴史的町並み、各地に

点在する赤瓦の集落やこれらと一体を成す美しい景観は、全国に誇る本市の財

産です。 

この町並みには伝統的な生活が息づき、美しい景観を維持する人々の活動が

あります。これらの町並みや歴史的景観の維持向上を図るため、歴史的建造物

を整備・活用することにより、交流滞在型観光*の促進や地場産業との連携によ

る萩ならではの歴史まちづくりを展開します。 

また、御成道*や萩往還*などの街道風景、特色ある地域の良好な景観の保全・

活用を推進するとともに、北長門海岸国定公園*や山口県立自然公園*長門峡など

の美しい自然や素晴らしい眺望を後世に継承していくため、自然景観の保全活

動を市民や事業者とともに進め、地域の特色ある景観や自然を活かした交流活

動等を推進します。 

さらに、萩の花と緑を守り、育て、後世に継承するとともに、潤いと安らぎ

のある環境を形成するため、市民との協働により、花と緑が織りなす美しいま

ちづくりを推進します。 
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④ 滞在型観光*・体験交流型観光*の充実 

平成２５年から本格実施した都市と農山漁村との交流を図る民泊体験では、

多くの高齢者を含む地域の人々が、各々の役割を担い温かなおもてなしの中心

となって活躍されています。 

引き続き、地域の特性や地域特有の資源を活かし、地域住民自らが主体とな

って都市住民や修学旅行生等と交流する体験型観光、自然や歴史を組み合わせ

た萩ならではの「ふるさとツーリズム*」を推進します。 

また、滞在型観光においては、夜間をいかに楽しめるかが、ポイントとなり

ます。今後も多くの人々に長く滞在していただくために、ライトアップや萩・

竹灯路物語*などの夜間に魅力を発揮するイベント等を積極的に実施します。 

 

⑤ まちの魅力の充実 

賑わいある観光エリアに必要不可欠である「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ります。 

また、遊覧船や海水浴場など海や川に恵まれた「水の都・萩」の魅力の充実

を図るとともに、多種多様な魅力をもつ観光資源を活用した地域主体の取組に

対して必要な支援を行います。 

 

⑥ 萩ジオパーク構想の推進 

ジオパークとは、地球や大地・ジオを中心とした地域の自然に親しみ、その

成り立ちと人々の暮らしの関わりを学び、楽しむ場所です。歴史や伝統的建造

物など文化的な遺産を数多く有する本市は、実は自然遺産の宝庫でもあります。

既にある萩の財産を「ジオ」の切り口で見直すことで、新たな萩の魅力を発見

することができます。 

本市では、平成２８年度の日本ジオパークへの認定を目指し、市民や教育研

究機関等と一体となって萩ジオパーク構想を推進するため、構想の周知を図る

とともに、ジオサイト（見どころ）の調査及び関連施設等の整備、ガイドの養

成をはじめとする交流事業の実施など、「火山に育まれた萩の大地３億年の歴史

を学び、今に活かし、未来へ伝える」取組を進めていきます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

観光施設の利用者数（年間延べ数） 952,488人 1,030,000人 

※観光施設：松陰神社、萩博物館、木戸孝允旧宅、萩反射炉、長門峡、道の駅「ゆとりパークたま

がわ」、萩むつみの恵、須佐ホルンフェルス、萩往還、大板山たたら製鉄遺跡の１０施設 
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（２）明治維新１５０年に向けた取組 

平成３０年（2018年）に「明治維新１５０年」の節目の年を迎えるにあたり近

代日本の扉を開いた先達の歴史をひもとき、「明治維新胎動の地」として、「幕末・

維新の萩物語」を語り広め、次の世代に語り継ぐための記念事業や観光事業を展

開していきます。 

また、１９世紀末の世界史の奇跡と言われた日本近代化の原点となった「萩」

を訪れ、学ぶ多くの方々に理解を深めていただけるよう、関連施設等の整備・活

用を進めるとともに、語り部や案内人の充実などにより受入体制の拡充を図りま

す。 

 

① 明治維新１５０年に向けた記念事業の実施及び情報発信 

明治維新胎動の地として、明治維新１５０年の記念事業などを開催するとと

もに、幕末・維新に関連するイベントや案内事業などの実施により観光客の受

入体制を充実させ、「維新胎動の地・萩」を体感できる取組を強化します。 

また、おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会が展開する「やまぐち幕

末 ISHIN 祭」や交通事業者、旅行業者等が行うキャンペーン等と連動し、全国

へ向け「明治維新胎動の地・萩」を発信します。 

 

② 旧明倫小学校の整備と観光起点としての活用、旧萩藩校明倫館*の復元  

旧明倫小学校校舎は、昭和１０年に旧萩藩校明倫館跡に建築された大規模な

木造建築物で、４棟の校舎棟の織りなす景観は萩の町並みと調和し、敷地内に

ある水練池*や有備館*、明倫館碑*などの数多くの遺構とともに文化的価値も高

く、後世に残すべき本市の誇る財産です。 

明治維新１５０年記念事業の一環として、旧明倫小学校跡地利活用基本方針

に基づき、歴史・文化・教育ゾーンとして位置づけ、校舎棟の保存・整備に取

り組みます。 

現在、国の登録有形文化財*となっている本館棟は、その趣を十分に活かし、

萩観光の玄関口となる観光の起点として整備します。 

また、２棟目においては、平成２６年８月に寄附を受けた歴史的価値の高い、

分野も多岐にわたる貴重な幕末歴史資料を順次展示公開するとともに、世界文

化遺産*の構成資産のインフォメーション機能等をもつビジターセンターとし

て保存・整備を進め、「学ぶ観光」の充実を図ります。 

さらに、旧萩藩校明倫館については、江戸時代の藩校の景観を復元すること

を目指し、明治時代初期に市内の寺院本堂として移築された孔子廟*及び史跡指

定地内に現存する明倫館碑・観徳門*・聖賢堂*等を元の位置に移築整備するため、

発掘調査などの整備に着手します。 
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③ 萩の歴史・文化・人物等を活用した記念事業の推進 

萩の歴史、文化、人物、産業や、史実の節目を活用した記念事業等により、

萩情報を発信します。 

 

平成 27年（2015） 武備恭順による萩藩藩論統一 150年 

平成 28年（2016） 薩長同盟締結 150年  四境戦争 150年 

平成 29年（2017） 高杉晋作没後 150年  木戸孝允没後 140年 

王政復古 150年 

平成 30年（2018） 明治維新 150年    萩藩校明倫館*創建 300年 

平成 31年（2019） 吉田松陰没後 160年  伊藤博文没後 110年 

版籍奉還 150年  など 

 

④ 大河ドラマプロジェクト推進事業との連携 

平成２７年１月に放送が始まった大河ドラマ「花燃ゆ」では、吉田松陰の妹

「文」を主人公に、幕末・維新・明治の激動の時代を生き抜いていく志士たち

や杉家の家族の物語が描かれています。 

大河ドラマの舞台は、ここ萩市が中心となっており、全国からも大きな注目

を集めています。１年の期間で開館・運営する大河ドラマ館をはじめ、大河ド

ラマの放送効果との連動により、市民や関係団体とともに萩の魅力を全国に発

信していきます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31) 

観光起点施設（旧明倫小学校跡地）

の利用者数（年間延べ数） 
新規の取組 100,000人 

 

 

（３）観光情報の発信強化 

本市は、毛利氏３６万石の城下町として栄えたまちであり、明治維新胎動の地

でもあることから、近世の都市遺産や維新関連資産、人物、そして豊かな自然な

ど観光資源に恵まれています。これらは萩市固有のものであり、萩ブランドとし

て積極的に情報発信していきます。 

また、「萩にあるもの、萩にしかないもの」を活かし、明治維新胎動の地とし

て大河ドラマ「花燃ゆ」の放送、世界文化遺産*登録の効果を活かし、平成３０年

に迎える明治維新１５０年を見据えた情報発信に取り組みます。 
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① ホームページの充実、ＳＮＳ*等を活用した情報発信 

旅行に行くにあたって参考にする情報源については、インターネットによる

ものが最も多く、シニア層においても、インターネットを利用する割合が高く

なっています。家族・友人の話（口コミ情報）やガイドブック、パンフレット

等も従来どおり重要な情報源ですが、インターネットの重要性は、ますます高

まっています。 

また、スマートフォンの急速な普及に伴い、観光情報の入手手段が大きく変

化しており、ブログ、Facebook、Twitter、LINE など、ユーザー同士が情報を

交換するソーシャルメディア*は、低コストで情報を発信できるメリットがあり、

これらを有効に活用することが求められています。 

このため、ホームページの内容を充実するとともに、Facebookや Twitterと

いったＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）等においても魅力的な

内容を適宜発信していきます。 

 

② 多様なニーズに対応する情報発信 

多様化する観光需要に対応した情報を発信するため、他の観光地と広域連携

するとともに、広報媒体等が求める内容に応じ、適宜、ビジュアル資料の提供

等を行い、記事掲載や旅行商品造成等につながるよう取り組んでいきます。 

また、将来の観光客誘致につながる取組として、知名度やイメージの向上を

目的とした印象的な情報発信と、直接的な観光客誘致を目的とした訴求効果の

高い情報発信を効率的に行っていきます。 

萩出身者や萩ふるさと大使*、萩ネットワーク*愛読者等とのネットワークを強

化するとともに、定期的に本市の情報を届けることにより、連携・協働して観

光情報の発信に取り組みます。 

 

③ 「萩ロケ支援隊（フィルム・コミッション）*」の活用 

城下町の面影を色濃く残し、豊かな自然や食材にも恵まれている本市は、映

画「長州ファイブ」や大河ドラマなどの舞台になるなど、映画やテレビドラマ、

ＣＭの撮影舞台として魅力的なまちとされています。撮影地となることにより、

マスメディア（新聞・雑誌・テレビ・映画等）への露出が大幅に増え、本市へ

の注目度は飛躍的に高まります。 

引き続き、「萩ロケ支援隊（フィルム・コミッション）」を活用し、ロケーシ

ョン誘致に積極的に取り組んでいきます。 

 

④ 萩の歴史・文化・食・花木をテーマとしたイベント等による情報発信  

本市は、近世の都市遺産をはじめ、各方面で活躍した萩出身の人物、伝統文
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化、新鮮な海や山の幸、豊かな自然など魅力ある資源に恵まれています。これ

らの資源をテーマとしたイベントなどの充実を図るとともに、共通のテーマを

もつ全国自治体等との交流活動の展開により、萩の魅力や観光情報を発信しま

す。 

また、観光オフシーズンの素材として、笠山椿群生林*や萩温泉郷*、食、風物、

スポーツイベントなど、萩の魅力を積極的に情報発信し、一年を通じた観光客

誘致に取り組みます。 

 

⑤ 萩物語の伝承による萩ブランドの発信 

本市は、維新の先駆者吉田松陰をはじめ、多くの逸材を輩出した明治維新胎

動の地であり、近代日本の礎を築いた豊富な人材に加えて、近世の都市遺産や

維新関連資産、人物、自然など、魅力的な資源に恵まれています。これらの資

源を萩物語として後世に伝承するとともに、広く発信し、本市の産業や特産品

などの大都市圏への売り込みを強化します。 

また、歴史、自然、民俗、産業、美術工芸などの萩にしかない財産を様々な

切り口から平易に記述し、簡便で読みやすいブックレット形式の「萩ものがた

り」を定期的に出版している「一般社団法人萩ものがたり」などの関係団体と

も連携し、総合的な萩の魅力、萩ブランドの発信強化に取り組みます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

ホームページ訪問数（年間） 

イベント来場者数（年間延べ数） 

826,889回 

794,733人 

900,000回 

860,000人 

※ホームページ：公益社団法人萩市観光協会公式サイト「ぶらり萩あるき」 

※イベント：萩市商工観光部観光課が統計を取っているイベント 
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（４）観光アクセスの向上・受入体制の充実 

本市の観光集客において、最大の課題である観光アクセスについては、小郡萩

道路*が平成２３年５月に美祢市の絵堂インターチェンジまで供用開始され、萩市

街地と高速道路の美祢東ジャンクションまで、約３０分間でアクセスできるよう

になりました。また、平成２６年３月に絵堂から萩までの間の事業化が決定し、

一般国道４９０号絵堂萩道路としてバイパス整備のための測量設計が進められ

ています。さらに、平成２７年度中には小郡ジャンクションが供用開始予定であ

り、山陽方面へのアクセスの向上が見込まれています。 

山陰道*の整備については、国土交通省の社会資本整備審議会道路分科会中国地

方小委員会*において、益田から萩までの間で３つの優先整備区間が選定され、計

画段階評価*の検討が進められています。 

山陰道及び小郡萩道路の自動車道については、地方創生の最も重要な課題の一

つとし、引き続き早期整備に向けて市民や関連団体とともに要望活動を推進して

いきます。 

また、観光客の誘致については、萩への再訪を促す努力が必要なことから、萩

のブランド、イメージを一層高めるよう、観光客の多様なニーズにきめ細かく対

応する「萩のおもてなし」を推進し、受入体制の充実を図ります。 

 

① 高規格幹線道路*等の整備促進・二次交通*及び市内交通の利便性の確保  

人・物・情報などの交流を拡大するため、高速性と定時性を兼ね備えた高規

格道路や地域間連絡道路の整備を促進します。 

また、萩・石見空港については、利用しやすい運航時間帯、運賃の引下げ等

について要望していきます。 

平成２３年の九州新幹線の全線開業により、南九州からのアクセスが向上し、

関東、関西などからの新幹線利用者と併せ、ＪＲ新山口駅から萩への二次交通

の利便性の向上が、観光客誘致においてより重要なものとなっていることから、

ＪＲ新山口駅からの路線バス等の更なる利便性の向上を図ります。 

また、山口宇部空港については、直通の二次交通である直行便タクシー及び

やまぐち観光周遊バスの周知拡大等を図ります。 

市内の交通利便性の確保については、旧萩藩校明倫館*跡地に新たに整備する

萩・明倫センターを起点とした市内を循環する仕組みを検討し、萩市観光の基

本的なコンセプト「ゆったり・じっくり観光」を実現するために、歩行者が安

全に安心して町歩き観光ができる観光地づくりを進めるとともに、観光客が萩

まちじゅう博物館内のサテライト施設や市内に点在する観光地を移動するため

の利便性の向上を図ります。 
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② 広域連携による広域周遊ルートの充実及び整備促進 

滞在型旅行における周遊動向は、津和野や宮島などの県境を越えた広域での

観光の需要が高く、山口県内外の周遊観光地域との連携を強化し、広域周遊ル

ートの充実を図ります。 

山陰本線沿線は、北長門海岸国定公園*をはじめとする優れた観光資源に恵ま

れており、豪華寝台列車「トワイライトエクスプレス」や「瑞風」の運行が決

定されたことから、受入体制の充実を図るとともに継続運行に向け、ＪＲや沿

線自治体と連携した取組を進めていきます。 

また、県道萩・津和野線については、本市と津和野町を結ぶ最短のアクセス

道路ですが、急カーブや狭隘な箇所があり、線形、道路改良などの整備が必要

なため、引き続き早期改良を要望していきます。 

 

③ おもてなし観光の推進 

現在、本市の観光は、観光客へのガイドや観光地の美化活動など多くのＮＰ

Ｏ法人やボランティアのおもてなしによって支えられています。「萩おもてなし

大賞」の開催などにより、市民や事業所のおもてなし意識は向上していますが、

ボランティアガイドや観光関連事業者を対象とした接遇研修によりサービスの

向上を更に図るとともに、引き続き、市民を対象としたおもてなしの啓発に取

り組みます。 

また、食によるおもてなしについては、観光動機の重要な項目であり、萩で

しか食べられないもの、萩で食べてこそ価値のあるものを提供することが重要

です。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

出に取り組みます。 

 

④ 教育旅行・民泊・研修・学会・大会等の受入 

教育旅行・民泊等については、地域の人々自らが主体となって、地域の特性

や地域特有の農林漁業資源を活かした交流を進めています。菊ヶ浜*海水浴場で

は、都市部の学校による臨海学舎*なども行われています。このような萩の自然

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。 

さらには、教育に力を注いだ旧萩藩校明倫館*敷地内にある旧明倫小学校校舎

を活用し、「学ぶ観光」を充実させる施設の整備を行っていきます。 

 

⑤ 観光ニーズに対応したサービスの充実 

これまでの萩まちじゅう博物館の取組に加えて大河ドラマ放送の効果により

平成２７年は観光客数の増加が見込まれますが、更なる好循環につなげるため
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には、宿泊施設や観光施設でのおもてなし、お客様ニーズに対応したサービス

が重要です。 

萩市観光満足度調査*において、平成２６年度の宿泊施設の満足度は、平成 

２２年度と比較し向上していますが、全国的には、ホテルタイプの客室稼働率

が高い中で、本市には旅館タイプの宿泊施設が多い状況です。 

このようなことから、宿泊施設と観光施設との連携によるリピーター*向け割

引制度や泊食分離*を促進する宿泊施設改善のための支援策等についても検討

していきます。 

また、中山間地域等を含む広大な観光エリアを有する本市においては、各ポ

イントでの携帯電話等の不感地帯の解消要望や無料公衆無線ＬＡＮ環境*によ

り通信の利便性向上を図るとともに、仮想現実（ＶＲ）*や拡張現実（ＡＲ）*

などの映像技術を活用した新たな観光案内に取り組みます。 

 

⑥ 萩温泉郷*・道の駅の活用 

平成１６年に掘削された「はぎ温泉」、既存の市有泉、民間の泉源も加えた「萩

温泉郷」を萩観光の魅力として活用し、おもてなしの充実を図るとともに滞在

型観光*を推進します。 

また、本市は７か所の「道の駅」をはじめとする多数の農林水産物直売所を

有しており、多くの観光客で賑わっています。地域資源を活かした特色ある「地

域の逸品」の開発や販売を促進し、更なる観光客の誘致を図るとともに、道の

駅や直売所を核とした観光ルートの情報を発信し、周遊観光を促進します。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

宿泊者数（年間） 418,041人 450,000人 

 

 

（５）外国人観光客の誘致拡大 

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」が世界文化遺産*

に登録され、国際的に高く評価されたことは、国内旅行における萩への旅行需要

の喚起のみならず、萩の魅力を海外に向けて発信する好機であり、積極的な情報

発信に取り組みます。 

また、引き続き、外国観光客船の寄港も予定されており、外国語パンフレット

や無料公衆無線ＬＡＮ環境を充実させるなど外国人旅行者の受入対策の強化に

取り組んでいきます。 
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① 外国人観光客の受入体制の充実 

外国人観光客への対応が可能な案内所等の充実を図り、観光案内標識等への

外国語表示を計画的に実施していきます。 

また、外国人旅行者を中心とした観光客の利便性の向上を図り、インバウン

ド観光*を推進するため、市内主要観光施設や道の駅等に無料公衆無線ＬＡＮ環

境を整備します。 

さらに、ＪＥＴプログラム*を活用した国際交流員*の配置により、外国人の視

点を取り入れた外国人観光客の受入体制の充実を図っていきます。 

 

② 外国観光客船の誘致 

外国人観光客の受入にも大きく寄与している国際貿易港*「萩港」の維持に関

係機関と協力して取り組むとともに、「萩港」の機能を十分に活かし、今後も外

国観光客船を積極的に誘致し、外国人観光客の受入れに取り組みます。 

 

③ 海外向け情報発信の強化 

国を挙げたキャンペーンの展開などにより、海外からの誘客戦略が加速する

中、本市は、国内では観光地としての知名度は高いものの、海外においては依

然として知名度が低いのが現状です。 

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みま

す。 

また、知名度の高い観光地との連携や広域的な観光周遊ルートの形成等によ

り、海外に向けたプロモーション等を実施していきます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

外国人観光客数（年間） 4,365人 6,000人 
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２ 地域資源を活かした「しごと」の創出 

 

 

 

 

 

（１）農業所得の向上による農村での定住社会の実現 

農業・農村は、「いのちと暮らし」、さらには経済や社会を支えるという、非常

に大切な役割を果たしています。山口県下で有数の農業地域と位置づけられてい

る本市においては、食糧の安定的な供給をはじめ、国土や環境の保全など多面的

な機能をもつ農業を基幹産業として振興していくことが重要です。 

しかしながら、産地間競争の激化や生産物価格の低迷、農業者の高齢化や深刻

な後継者不足、耕作放棄地の増加など多くの課題に直面しています。 

こうしたことから、農業者の経営安定のため主食用米生産の農業から儲かる作

物への転換をはじめ、新規就業者の確保・育成、中核的農家*や法人経営体の育成

が急務となっています。このため、関係機関の連携による生産体制の強化、販路

拡大、女性グループ等による６次産業化*・農商工連携の推進、生産基盤の整備等

を積極的に推進していきます。 

 

① 儲かる農業の再構築 

米価をはじめ農産物価格の低迷により、主食用米生産からの経営転換が求め

られる中、需要の増加が見込まれる飼料用米など新規需要米の生産拡大、また

地元酒造業者との連携による「酒造好適米*」の生産振興など、消費者・実需  

者*のニーズに応じた売れる米づくりの推進、また、適地適作を基本とした野菜

や果樹の生産振興など、安定した所得が確保できるモデル農業経営体を育成し、

農業を目指す若者が将来を展望できる儲かる農業を再構築します。 

 

② 農業の担い手の育成・確保 

農業の元気と活力の源となる新規就業者の確保・定着を進めるため、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い、農村部の人口の社会

増につなげていきます。また、人・農地プラン*に位置づけられた認定農業者な

ど中核的な農家の育成・支援、農業生産法人の経営力の強化等これからの農業・

農村を支える意欲ある多様な農業者を総合的に支援します。 

 

 

目標：若い世代の就業率の向上 

20～34 歳の就業率（男女）H22：78.2％ ⇒ H32：80.0％ 
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③ 強い集落営農づくりの推進 

本市ではこれまで農業の持続性を重視し、集落営農の法人化を推進してきま

したが、基幹的農業従事者*の平均年齢は７４歳を超え、農業後継者の育成・確

保が喫緊の課題となる中で、集落単位の組織化では課題解決が困難な状況を迎

えています。今後は、既存法人が連携するとともに、組織化が困難な集落を受

け入れるなど経営規模の拡大を図り、将来にわたり持続可能な大型法人（法人

連合体）に誘導し、大型化によるコスト低減を図るとともに、経営の多角化・

複合化による法人所得の拡大、法人による新規就業者の安定した受入れによる、

農村集落への定住促進を図ります。 

 

④ 農山漁村ビジネスの振興と６次産業化*・農商工連携の支援 

農山漁村の豊かな資源を活かした体験型観光交流を推進することにより、農

山漁村地域の新たな経済活動に結びつく取組を展開します。 

また、農山漁村の経済的自立を図るため、インターネット販売、ファーマー

ズマーケットによる産地直接販売、海外輸出、底堅い需要が見込める有機農業

など、多様な仕組みによる農家所得の増大に向けた取組を支援します。 

さらに、萩のブランド農産物生産を担う先進的農家や６次産業化・農商工連

携など企業的な展開を図ろうとする女性グループをはじめとする多様な経営体

等への支援を一体的に推進し、農山漁村ビジネスの取組を支援します。 

 

⑤ 萩産和牛の生産拡大と循環型農業の促進 

担い手が将来の生活設計を描ける畜産経営の確立に向けて、和牛ブランド産

地の確立を目指します。一定規模の飼養頭数確保に向けた取組を進め、優秀牛・

優良牛の維持増頭を図るため、畜舎などの関連施設整備の支援や防疫対策の拡

充、後継者確保対策などに取り組みます。 

また、畜産農家と耕種農家の連携による家畜排せつ物堆肥化や「土づくり」

を基本とした資源循環型農業*を促進するとともに、飼料用稲、飼料用米の作付

拡大及び普及を推進します。 

 

⑥ 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 

特産品の「夏みかん」をはじめ、「川上ゆず」「長門ゆずきち」「千石台だいこ

ん」「萩たまげなす」等、萩にしかない特産物のブランド価値を更に高め、首都

圏や海外への新たな販路開拓に取り組むことにより、農家所得の増加とともに

産業の振興を図ります。 

本市では、地域ブランド認証等を足がかりにした農産物の生産振興を図るた

め、消費拡大につながる市独自の農産物ブランドの確立を目指し、「地域団体商
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標登録」へ向けた取組を推進します。 

また、地元産の柑きつ類の知名度アップと産地再生を目指して、国内では栽

培されていない新品種の導入や地元に残る夏みかんの原種の再生など、地域ブ

ランド柑きつの育成に取り組みます。 

 

⑦ 持続可能な農業生産活動の推進 

将来にわたり父祖伝来の農地を耕作放棄地とせず、農地として次世代に継承

できるよう、耕作放棄地対策、中山間地域等直接支払制度*、多面的機能支払制

度*等により農地を保全・確保します。 

依然として野生鳥獣による被害は甚大であり、有害鳥獣による農作物被害の

拡大を防止するため、地域鳥獣被害防止対策協議会及び地元猟友会との連携に

より、防除と捕獲を両輪とした様々な鳥獣被害対策を強力に進め、農家の営農

意欲の向上を図ります。 

また、力強い農業を支える農業生産基盤の整備として、担い手への農地の集

積・集約化に向けた区画整理、水田高機能化*をはじめ、農業における生産基盤

等を整備するとともに、農道など施設の保全管理を推進します。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

酒造好適米*作付面積（年間） 

飼料用米作付面積（年間） 

新規就農者数（累計） 

飼養頭数 20頭以上の繁殖農家の割合 

鳥獣侵入防止柵延長（累計） 

地域団体商標の登録数（累計） 

7ha 

35ha 

47人 

8.6％ 

183.2㎞ 

1件 

20ha 

79ha 

62人 

10.0％ 

260㎞ 

4件 

 

 

（２）萩市最大の財産を活用した林業再生 

森林・林業を取り巻く環境は、木材価格の低迷、労働力の減少など極めて厳し

い状況にあり、手入れの届かない森林が増加しています。 

本市の面積の約８０％を占める広大な森林を維持し、森林のもつ公益的機能*を

維持強化していくために、林業経営基盤の強化を図り、林業後継者を育成してい

きます。 

 

① 木材を供給（素材生産）するための取組 

輸入材の高騰により国産材の需要が高まる一方で、海外への輸出も期待され

るなど、円安傾向の中で林業を取り巻く状況は大きく変化しようとしています。 
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森林資源の確保のため、阿武萩森林組合等と連携を図り、計画的な造林、保

育、低コスト間伐等を中心とした民有林施業を推進します。 

また、木材の搬出の効率化と生産性の向上を図るため、林道、森林作業道等

の林業用路網の整備及び森林施業の集約化を支援します。 

 

② 木材流通システムの構築 

森林・林業再生の拠点づくりとして、萩市産木材の安定供給体制の再構築と

間伐材利用の促進を図るため、豊富な森林資源を搬出し、天然乾燥と機械乾燥

を併用し、需要に即応できる木材流通システムの構築を目指します。 

また、原木をストックできる貯木場や屋内乾燥施設の整備及び規模拡大を行

うことで、木材の生産調整など市場との連携を構築するとともに、萩市産材の

安定供給体制の再構築と利用・販路拡大を促進します。 

 

③ 地元産木材の利用促進 

戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、豊富な森林資源を循環利

用し、林業の成長産業化を実現するためには、幅広い分野で、新たな木材の利

用拡大に積極的に取り組む必要があります。 

本市では、更なる地元産木材の利用促進を図るため、阿武川流域林業活性化

協議会等と連携し、公共建築物等における木造化・内装木質化や公共土木事業

等での地域産木材の積極的な利用を推進します。 

また、地元産木材を活用した製品の開発を推進するとともに、インターネッ

ト等を活用したＰＲによる地元産木材の新規需要及び販路の拡大を図ります。 

 

④ 林業を支える担い手の確保・育成 

利用期を迎えた人工林資源を循環利用し、地元産木材の安定供給を図るため

には、間伐等の森林整備を安全かつ効率的に行える現場技能者の確保・育成を

加速化することが重要です。 

本市では、林業就業者が高齢化する中、林業を支える担い手を育成するため、

阿武萩森林組合と連携し、作業の機械化・近代化による労働条件の改善及び研

修制度の積極的な利用による林業就業者の技術向上に取り組み、新規就業者の

確保・定着についての支援を行います。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

公共事業等における県産木材使用量（累計） 871㎥ 1,871㎥ 
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（３）地域の柱となる水産業の振興 

本市は、県内屈指の水産都市ですが、水産資源の回復、魚価の安定、漁業の担

い手の確保・育成、漁村の活性化等が喫緊の課題となっています。 

このため、豊かな海を将来にわたり利用するため、主要漁場の調査等による漁

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みます。 

また、関係団体との連携により、更なる本市の魚の付加価値の向上を図るとと

もに、販路及び消費の拡大を図り、漁業経営の安定と担い手の確保・育成に取り

組みます。 

さらに、漁業の生産基盤の整備を図るとともに、観光業等との連携により、水

産業の６次産業化*等を推進し、地域の活性化を目指します。 

 

① 水産資源の管理・回復、漁場の保全 

本市は、沖合に全国有数の漁場を擁し、年間を通して、本市を中心とした沿

岸漁船、県外漁船及び外国の大型漁船団等も操業する国際的な海域となってい

ます。先に締結された萩市等の沿岸漁業と大型まき網漁業との操業協定*が履行

され、漁業資源が回復するよう、監視活動を支援するとともに、関係機関と連

携し、漁場調査による資源状況の把握等よる主要漁場の保全に取り組みます。 

また、藻場*の保全活動を支援するとともに、需要のある水産資源増大の取組

等を支援します。 

 

② 萩の魚の価値向上、販路の拡大 

本市には、全国に誇れるアマダイなど高い商品性をもつ魚の水揚げがありま

す。漁協等の関係団体と連携した萩の魚のブランド化の取組により、魚価の安

定、認知度の向上等、一定の評価を得ていますが、鮮度保持による更なる付加

価値の向上や首都圏を中心とした販路の拡大に取り組むとともに、活（かつ）

イカの流通等の支援により、魚価の向上による漁業経営の安定に取り組みます。 

また、水産加工業の振興を図るため、加工品の開発を促進するとともに消費

拡大を推進します。 

 

③ 水産業の担い手確保・育成 

年々、漁業者の減少とともに高齢化が進み、漁業生産力や漁業地域の活力が

低下していますが、本市では、近年、若い漁業就業者が増加傾向にあります。

漁協、行政が一体となり、新規漁業就業希望者の募集・研修・着業までの一貫

した取組を行い、漁業の担い手に対する経営の自立等を支援するとともに、住

居確保対策等を実施し、担い手の確保・育成及び定着の取組を支援します。 
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④ 収益力の高い経営体の育成 

本市においては、年々、漁業環境が厳しくなっていく中、漁業者は漁業の複

合化を図ることにより、漁業の収益性を高めています。 

また、漁協では国の事業等を活用し、漁業の省エネ、協業化の取組を行って

いますが、今後、更なる漁業の構造改革の取組を加速し、収益力の高い経営体

の育成に取り組みます。 

 

⑤ 漁村の活性化と漁業の基盤整備 

本市では、日本海に面した漁村集落が、重要な漁業生産の基盤であることか

ら、漁業者グループ等が行う水産業・漁村のもつ多面的機能を発揮するための

藻場*、河川の保全活動、漁業の生産力の向上に資する活動や漁業体験等の活動

を支援することにより、水産業・漁村の活性化に取り組みます。 

離島においては、漁業集落の維持・発展を図るため、水産流通対策や漁場監

視活動等を支援します。 

また、漁業の生産基盤である漁港の整備を推進するとともに、近年の高潮等

に対応するための機能強化や漁港施設の延命化を図り、安全安心な漁村づくり

を推進します。 

 

⑥ 水産業と観光業の連携及び６次産業化*の推進 

「和食」が世界無形文化遺産*に登録され、日本の食文化が高く評価されてい

ます。本市においても、市民や観光客に萩の魚を中心とした旬の食材を提供し、

魚食の普及、水産物の消費拡大を推進します。 

また、漁協による定置網漁業*等の振興により、地元道の駅との連携による地

魚の販路拡大や地域の活性化に取り組むとともに、水産関係団体が連携して水

産関係イベント等を実施し、消費者との交流や水産業への理解を深め、「水産の

まち・萩」の認知度の向上を図ります。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

水産物の生産地市場平均魚価 

新規漁業就業者数（年間） 

旬の地魚提供店*（累計） 

定置網漁業数（累計） 

道の駅鮮魚販売額（萩、田万川）（年間） 

600円/kg 

6人 

43店 

5ヶ統 

317百万円 

630円/kg 

10人 

48店 

7ヶ統 

370百万円 
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（４）安定した雇用の創出 

人口減少や観光客の減少、地元での購買力の低下、経営者の高齢化、後継者不

足、廃業による空き店舗の増加など、地元商工業を取り巻く環境は極めて厳しい

状況にあります。 

国内景気は緩やかに回復しつつあるものの、本市では依然として景気は低迷し、

人材の確保等も厳しい状況にあります。一方、雇用機会は恒常的に不足傾向にあ

り、雇用環境の改善に向けた雇用機会の確保が喫緊の課題となっています。 

 こうした状況に対応するため、企業誘致の推進や誘致企業の支援、地元企業の

事業拡大支援を進めていくとともに、起業化の支援、農林漁業の６次産業化*など

の地場産業の振興を支援することにより、地域経済全体の活性化や雇用の創出・

確保に取り組みます。 

 

① 地域の雇用を支える地場産業の振興と創業支援 

農林水産加工業などの地場産業の育成・強化を図るため、萩商工会議所や萩・

阿西商工会、萩阿武商工会など関係団体と協力して、中小企業者への融資制度

等による地元企業の経営安定化及び事業拡大により、地場産業の振興及び雇用

の促進を図ります。 

また、萩商工会議所や地域金融機関と連携した取組である創業支援事業計画*

に基づき、市内での創業支援を行うとともに、固定資産税の免除や雇用奨励金

等の制度により、地元企業の事業拡大等への支援を行います。 

さらに、「萩の木になるモノづくりプロジェクト*」や「萩の地魚もったいな

いプロジェクト*」等による成果を踏まえ、萩の地域資源を活用し、新たな商品

開発を通じた雇用の創出を図ります。 

 

② 萩産品のブランド化及び販路の拡大 

本市は、萩焼や地酒など全国にも通用するブランドを有し、また、豊富な海

の幸、山の幸をベースとした地場産品に恵まれています。萩産品のブランド化

に向けて、優良かつ特色のある萩産品を首都圏などの大消費地にＰＲ・拡販す

る「地産他商」の取組により、第１次産業や第２次産業の従事者の所得向上や

経営改善を図るべく事業を展開していきます。 

販路の確保・拡大については、これまで培ってきた既存販路とのつながりを

活用し、高級食材店舗での物産展の開催などにより、萩産品のブランド化、首

都圏の高質スーパーや飲食店などへの販路開拓、萩ブランドの知名度向上によ

る観光客の誘致を目指す取組を進め、萩産品の流通促進と、「食財」を活用した

「食による観光」を推進します。 

また、台湾での展示・商談会をはじめ、アジア等海外への、萩ブランド産品

の輸出拡大を促進します。 
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③ 萩ブランドを代表する萩焼の魅力発信、販路拡大の支援 

「一楽、二萩、三唐津」と謳われ、茶の湯の世界でひときわ高い評価を得て

きた「萩焼」は、現在では、日常の器や花器、芸術性豊かなオブジェなど多種

多様な分野に発展し、伝統を守りつつも大きな変革を見せています。 

萩焼は、本市を代表する伝統工芸品であるとともに、主要な産業の一つであ

り、経済の活性化にも大きな効果があることから、更なる活力の創出に向けた

取組を支援します。 

伝産法*の指定を受けている「萩陶芸家協会」と行政が連携して、伝統を活用

した商品開発や、国内での展示会等の開催による新市場の創出、萩焼の魅力を

伝える情報発信、後継者の育成に引き続き取り組みます。 

また、海外における展示・商談会の開催を積極的に支援し、“MADE IN 萩”を

ＰＲします。５年後の東京オリンピックの開催を控えた今、国を挙げた「ＪＡ

ＰＡＮ」の世界発信を追い風として、世界市場を視野に入れた萩焼の魅力を発

信し、海外からの観光客の誘致を目指し、裾野の広い萩の観光産業の活性化に

つなげます。 

 

④ 「道の駅」を拠点とした地場産業の振興 

国土交通省から優れた実績を評価され「全国モデル道の駅」に選定された「萩

しーまーと」をはじめ、市内に７つある道の駅は、観光拠点であるとともに、

地域の雇用創出や経済の活性化にも大きな効果があることから、更なる活力の

創出に向けた取組を支援します。 

道の駅は各地物商材を中心に品揃えした地産地消の拠点施設です。地産地消

の実践により「地域の生産者を支える」という道の駅の取組を支援し、地場産

業の振興に取り組みます。 

また、「道の駅」の観光拠点機能、雇用創出機能、経済活性化機能の充実を図

るとともに、外国語表記等により案内サインやＷＥＢサイト情報を充実し、観

光客の利便性の向上を図ります。 

 

⑤ 企業誘致の推進 

企業誘致については、家族を含めた従業員の定住による市内での消費拡大等、

経済波及効果は大きく、引き続き、地場産業の活性化につながる企業誘致を推

進します。 

また、本市が整備を推進してきた情報通信基盤を活用するとともに、空き家

情報バンク制度*等との連携により既存ストックを活用し、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ます。 

このほか、自然エネルギーを活用したメガソーラー等の誘致を推進するとと

もに、再生可能エネルギーやエネルギー利用率が高い設備等の導入に向けた効
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果的な手法を研究します。 

 

⑥ 高齢者や障がい者の就業の促進 

地域で産業を興し、必要な人材を確保するためにも、高齢者、障がい者、若

者、女性等の多様な人材が、持てる能力を存分に発揮し、定着して活躍できる

よう、魅力的な働き方やライフスタイルなどの実現に向けた支援を行います。 

近年、特に障がい者の就労意識が高まっており、農業やサービス業など様々

な分野において地域の中で活躍できるよう、支援していきます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

創業支援件数（年間） 

創業件数（年間） 

就職者数（年間） 

やまぐち障がい者雇用推進企業（累計） 

30件 

5件 

1,158人 

8社 

45件 

16件 

1,273人 

14社 

※就職者数：ハローワーク萩（萩公共職業安定所）で新規に求人募集をした市内事業者（市内に本

社を置く事業所に限る）に就職した人のうち、市内に住所を有する人の人数 
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３ 萩の魅力を活かした移住・定着の促進 

 

 

 

 

 

（１）移住促進に向けた萩の魅力の発信 

本市では、定住支援サイトの運営や、都市部で開催される移住相談会を通じて、

移住に関する情報を発信してきましたが、萩への新しいひとの流れを創るために

は、今まで以上に広く積極的に萩の魅力を発信していく必要があります。 

地方への移住を考える方が、萩に興味をもってもらえるよう、歴史、文化、豊

かな自然、食材など萩の魅力を様々な手段によって全国に発信するとともに、移

住者の視点に立ち、住まい、仕事、生活環境などの情報をわかりやすく提供して

いきます。 

また、都市部等に在住する萩出身者や萩暮らしに関心のある方などに対し、ふ

るさと萩の情報を発信することで、幅広い世代を対象としたふるさと回帰の流れ

を促進します。 

 

① 「萩暮らし」情報の発信の強化 

地方への移住希望者が、萩暮らしをより具体的にイメージできるよう、「萩市

定住支援サイト」の充実を図るとともに、地方移住のための国の情報提供シス

テム「全国移住ナビ」など誰もが閲覧可能なウェブサイトの活用により、移住

希望者に対し、必要な情報をわかりやすく提供していきます。 

また、テレビ・雑誌などの各種メディアを活用しつつ、さらには、県等が主

催する首都圏や関西圏等の移住希望者を対象とした移住フェア等に参加するな

ど、「萩暮らし」の魅力を積極的にＰＲし、幅広い世代を萩に呼び込みます。 

 

② ふるさと回帰に向けた取組の推進 

本市への移住希望者を対象とした移住相談会やお試し暮らしツアーを開催す

るなど、参加者等が「住みたい、住んでみたい」と実感でき、「萩暮らし」への

動機づけとなる効果的な取組を推進します。 

都市部等で開催される市内高校出身者の同窓会や本市出身者が集う場を活用

するとともに、萩の最新情報や各分野で活躍されている本市出身者などを紹介

している「萩ネットワーク*」を定期刊行する萩ネットワーク協会や萩の情報発

信に取り組む諸団体との連携を強化し、ふるさと萩の魅力や移住に関する情報

を発信し、萩へのＵターンを促進します。 

目標：転出超過*の抑制 H26：214 人 ⇒ H31：107 人 
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また、医療・福祉の職場を支える看護師・介護福祉士や深刻な後継者不足を

抱える農業の担い手を確保するため、奨学金の給付により、大学・専門学校等

での資格や技術の取得を支援し、ふるさと回帰と萩への定着を図ります。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

移住相談件数（年間） 
353件 

（H22～H26平均） 

400件 

（H27～H31平均） 

 

 

（２）円滑な移住と定着を支援する受入体制の充実 

本市では、平成１８年度に定住相談総合窓口を開設し、さらには、移住希望者

の相談に対して、きめ細かく対応できるよう、平成２４年度から移住支援員*を定

住総合相談窓口に配置し、１１７世帯２２９人の移住を支援してきました。 

一方で、都市部から地方への移住ニーズが高まるにつれ、本市への移住希望者

も年々増加傾向にあり、また、移住希望者からの相談内容はますます多様化する

中で、様々なニーズに応えることができる受入体制の充実が求められています。 

移住希望者の移住・定住に関する不安を軽減するため、関係機関及び民間事業

者等との連携により、本市での仕事、子育て、住宅、教育、文化、福祉など暮ら

しに必要な情報をきめ細かく提供する相談窓口や地域との連携による移住後の支

援体制を充実させることで、円滑な移住と定着を支援します。 

 

① 移住のための支援体制の充実 

多様化する移住希望者からの相談に、きめ細かく対応するため、引き続き、

定住総合相談窓口に移住支援員を配置するとともに、人口流出が著しい周辺地

域においては、地域の実情に詳しい地域移住サポーター*を配置し、移住支援体

制の充実を図ります。 

萩での暮らしに必要な情報を関係機関との連携により提供することで、萩へ

の移住を促進します。 

 

② 移住後の支援体制の充実 

慣れない土地で暮らす移住者の不安を軽減するとともに、移住者が１日も早

く地域に溶け込むことができるよう、移住支援員と地域移住サポーターが、地

域とのパイプ役を担い、円滑な定着に向けて支援します。 

さらには、地域のコミュニティ団体等との連携により、移住者の支援体制を

充実するなど、地域が一体となって受入意識の高揚を図ります。 
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【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

定住総合相談窓口を通じた移住世帯数（累計） 117世帯 200世帯 

 

 

（３）既存ストックの有効活用による定住支援 

本市では、平成１８年度から空き家情報バンク制度*を開始し、現在まで１２３

件の成約実績がありますが、都市部への就業、後継者不足等により、空家は年々

増加し、市内には、約４，５００戸の空家が存在するといわれています。 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、「空家等対策計画」を作成

し、特定空家等*への対応方針を検討するとともに、有効活用が可能な空家につい

ては、移住者等の住居として活用ができるよう、空き家情報バンク制度などの取

組を充実していきます。 

また、急速に進む少子化や人口減少に伴い、学校施設等の遊休施設や空き店舗

など既存ストックの活用については、地域の課題解決と「まち」の活性に資する

よう、官民が連携して取り組んでいきます。 

 

① 空き家情報バンク制度の充実 

空家に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市内の空家をデータ

ベース化することにより、空家の正確な情報を把握するとともに、移住希望者

等からの住まいに関する様々なニーズに対応できるよう、空き家情報バンク制

度を充実し、登録物件数の増加を図ります。 

また、市内の空家物件の流動化と有効活用を図るとともに、移住者の経済的

負担の軽減と円滑な定着を図るため、空き家情報バンクに登録された物件の改

修等にかかる費用の一部を支援します。 

 

② 定住・定着に向けた環境整備 

移住者等が、本市に定住・定着するために必要な住居を確保できるよう、市

営住宅をはじめ、ＵＪＩターン促進住宅*、担い手定住促進住宅*、子育て世帯向

け定住促進住宅等による住環境を整備するとともに、空家を活用したお試し暮

らし住宅*等を整備していきます。 

また、国が示す「日本版ＣＣＲＣ*」については、民間事業者等との連携によ

り導入を検討します。 

人口減少や高齢化、人口密度の低下に伴い、賑わいの喪失やコミュニティ活

動の停滞等の問題が深刻化する中、交流人口の増加と住みよい居住空間を創出

するとともに魅力ある地域づくりを推進するため、遊休施設や空き店舗などの
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既存ストックの有効活用を図ります。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名   称 現状値（H26） 目標値（H31） 

空き家情報バンク登録物件数（累計） 235件 400件 

 

 

（４）交流を通じた移住・定着の促進 

本市では、観光振興をはじめ、体験型教育旅行*の受入れなどによる都市農村交流

を行うことで萩の魅力を発信し、交流人口を拡大してきました。 

交流から移住・定着に結びつけるためには、萩暮らしをより具体的にイメージで

きるよう、人と人が触れ合う仕組みづくりが必要です。 

萩の地域資源を余すところなく活かし、新たな「萩ファン」をつくることで、将

来の移住・定着につなげていきます。 

 

① 交流・体験による魅力のＰＲ 

歴史、文化、自然、人、食など萩の魅力を肌で感じることができる地域資源

を活用したグリーン・ツーリズム*など体験型交流の取組を一層推進するととも

に、萩暮らしを体験できるイベント等を実施するなど、交流から移住・定着に

つながるよう、人と人のつながりを大切にした取組を進めていきます。 

また、本市を訪れる外国人に対し、日本語や日本文化だけでなく萩について

学ぶ機会を設けるとともに、海外姉妹都市等との文化交流の推進などにより、

国際交流の担い手となる人材の育成を図り、海外に向けて萩の魅力発信に取り

組みます。 

 

② 外部人材の活用と定着の促進 

「地域おこし協力隊*」や学生等による地域協力活動など外部人材を活用した

取組を推進するとともに、官民一体となった受入機運の醸成により、人材の移

住・定着を促進します。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

名   称 現状値（H26） 目標値（H31） 

民泊体験・萩暮らし体験ツアー参加者数（年間） 

地域おこし協力隊員の委嘱数（累計） 

780人 

新規の取組 

900人 

16人 
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４ 希望をかなえる結婚・出産・子育て環境の充実 

 

 

 

 

 

（１）出会い・結婚の機会の充実 

本市における未婚率は全国平均より低いものの、平成１２年から平成２２年まで

の１０年間では、２５歳から４４歳までの未婚率は約７％上昇しており、未婚化の

進行が見られます。 

本市では、独身男女の出会いの場づくりとして、平成２０年から結婚相談所を開

設し、これまでの成婚件数は２０組を超えています。また、漁協との連携により漁

業後継者を対象とした出会いの場づくりも支援してきました。 

結婚を希望する独身男女が、一人でも多く出会いの場に恵まれるよう、市内企業

等とも連携し、結婚情報の提供、サポート人材による支援体制づくりなど、これま

で以上に機会の拡充を図ります。 

 

① 結婚サポート体制の充実 

県内では先駆的な取組でもある公設公営の結婚相談所を引き続き運営すると

ともに、相談所を通じた成婚件数の増加に向け、相談員のスキル向上の研修を

行い、併せて、結婚相談所登録促進に向けたＰＲを積極的に実施します。また、

結婚をサポートする人材を養成・配置するなど、地域の人材を活用し、地域社

会全体で結婚を応援する仕組みを構築します。 

 

② 事業所連携等による出会いの場づくり 

異業種間交流による婚活イベントの開催や支援をするとともに、市外在住の

萩市出身者を交えた同窓会の開催を促進するなど、若い世代が少ない本市にお

いても、様々な機会を活用し、出会いの場を創出します。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

結婚支援制度を活用した成婚件数（累計） 30件 60件 

 

 

目標：合計特殊出生率の向上   1.49（H24～H26 平均） 

              ⇒ 1.65（H29～H31 平均） 
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（２）出産・子育て環境の充実 

本市においては、若年世代の流出と出生率の低下の影響により出生数が減り続

け、平成２５年の出生数は２９２人で、昭和６０年と比較すると約６１％減少して

おり、昭和６１年以降は自然減の状態が続いています。 

全国的にも、核家族化の進行やひとり親家族の増加などにより、「家庭」を取り

巻く環境は変化し、子育てに対する不安感や負担感が増大するなど、安心して子ど

もを生み育てることが難しい環境となっています。 

本市では、これまでも２４時間保育の実施や同時入所第２子目以降の保育料無料

化など、保護者の経済的負担の軽減をはじめとする子育てしやすい環境づくりに力

を注いできました。 

今後も引き続き、若い世代が、安心して子どもを生み、育てることができるよう、

切れ目のない支援を行うなど子育て環境づくりに取り組むとともに、子どもは「地

域の宝」「地域のかすがい」として、子育て家庭を地域社会全体で支える仕組みを

構築します。 

 

① 妊娠期から子育て期までの包括支援 

様々な機関と機能の連携・情報の共有を図り、妊娠期から子育て期まで切れ

目のない支援を実施するため、総合的な相談窓口機能を有し、継続的な支援を

提供するワンストップ拠点として「子育て世代包括支援センター」を設置する

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します。 

 

② 産後の育児初期にある親子の支援強化 

女性が精神的に不安定になりがちな出産初期は、良好な母子の愛着形成を促

進する上で最も大切な時期であるといわれています。産後うつ病の予防を推進

するとともに、早期に発見し、治療や支援につなげるため、出産初期に集中的

な支援を行います。 

また、育児放棄や児童虐待などを未然に防ぐとともに、子育てに自信が持て

るよう、育児初期に特化した育児支援プログラム*を実施し、子育て中の母親の

イライラ感や育児不安を低減させ、第２子目以降の妊娠・出産の促進につなげ

ます。 

 

③ 子どもの健やかな成長を促す地域づくり 

子どもの健やかな成長を促す仕組みが地域にあることは、子育て世代の安心

育児を推進する要因として極めて重要です。地域の子育て支援関係団体とも連

携し、乳幼児期の健康診査、健康相談や健康教室、赤ちゃん訪問、保健師など

の専門職による家庭訪問、就学につなぐ５歳児相談会の開催など、乳幼児の成
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長に合わせた様々な側面からの健康保持増進システムの充実を図ります。 

 

④ 子育て世帯等の経済的支援と負担軽減 

本市は、保育料を県内でも低く設定していることに加え、保育所等同時入所

第２子目以降の保育料無料化及び第３子以降の保育料助成など多子を育てる世

帯を経済的に支援します。また、乳幼児医療費助成に加えて小学生までを対象

とした子ども医療費助成の拡充や育児に必要な備品購入支援の実施などにより、

子どもをもつ親が安心して子育てできるよう支援します。 

一方、「子どもが欲しいけど、なかなか授からない」という夫婦の経済的負

担を減らすため、県との連携により不妊治療費等の助成を行います。 

 

⑤ 仕事と子育ての両立支援 

多様なニーズに対応する保育サービスを展開するとともに、放課後児童クラ

ブ*と放課後子ども教室*の一体化により、地域が一体となった学習やスポーツ活

動の支援に取り組むなど、放課後児童の安全・安心な居場所を確保し、子育て

に伴う負担の軽減を図ります。 

また、女性が安心して妊娠・出産、子育てができるよう、男女が共に行う「ワ

ーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」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

くりを促進します。 

 

⑥ 子どもを守る取組の推進 

子どもの安全確保、健全育成を推進するため、児童虐待防止対策や社会的擁

護の充実に取り組むとともに、相談支援機能の充実・強化を図ります。また、

コミュニティ・スクール*等との連携により地域が一体となり、子どもを犯罪や

交通事故から守るための対策を総合的に推進します。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名  称 現状値（H26） 目標値（H31） 

児童館の利用者数（年間） 

育児に必要な備品購入等支援数（累計） 

乳児のいる家庭の訪問割合 

53,384人 

新規の取組 

92.8% 

55,000人 

50件 

100% 

 ※乳児のいる家庭の訪問割合：保健推進員や保健師が４ヶ月未満の乳児がいる家庭を訪問した割合 
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５ 誇りと志を抱き未来を拓くひとづくり 

 

 

 

 

 

（１）ふるさと萩を誇りとし、志を抱き生きる力をもった子どもの育成 

ふるさと萩を愛し、夢や目標を実現しようとする人材を育成するため、小中学校

が連携し、必要とされる様々な角度からの教育活動に取り組みます。 

また、地域や学校の特色を活かした教育を推進するために、コミュニティ・スク

ール*を設置・充実するとともに、特色ある教育活動推進拠点校（コアスクール）*

を設定し、創意と活力に満ちた学校づくりを推進していきます。 

さらには、学校施設の整備等、教育環境の充実を図ります。 

 

① ふるさとへの誇りと志を育む教育 

小中学生を対象に、「松陰読本*」や「わたしたちのふるさと 萩*」、「郷土 萩*」

を配布し、松陰先生の志を大事にする生き方や教えを学ぶとともに、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ま

す。 

また、小中学校で田植えや稲刈りなどの農業体験を実施するなど、体験活動

を多く取り入れ、幅広く将来の夢や目標を考える子どもを育てます。 

「キャリア教育*」と志を育む「志教育*」を結びつけ、幼保・小・中・高まで

一貫して、ふるさと萩を誇りとし、志をもつ子どもを育てます。 

本市で生まれ育った若者の多くは、進学や就職を契機に都市部に流出する傾

向にありますが、長州ファイブジュニア派遣事業*の第１期生の６割は萩市及び

県内で就職するなど、次代の萩を担う人材育成に一定の成果が出ていることか

ら、引き続き、長州ファイブジュニア派遣事業を実施していきます。 

 

② 学力向上に向けた取組 

「萩市の学力向上をめざして－萩市重点取組事項チェックリスト－」を作成

し、教師が指導において守るべき、実践すべき項目を確認し、授業の質を高め

ます。また、授業の目標を明確にし、授業評価を実施することで、児童生徒の

学力向上を図っていきます。 

また、全教職員が必ず校内で研究授業を実施し、学力向上推進教員・リーダ

ー*、英語教育推進教員*、教育力向上指導員*などを活用して授業改善に取り組

んでいきます。 

目標：高校新卒就職者の市内就業率の向上 H26：26％ ⇒ H31：28％ 
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さらに、学習活動や様々な体験・交流活動等の機会を提供するため、放課後

子ども教室*の機能拡充を図るとともに、放課後児童クラブ*との連携により、子

どもへのきめ細かな学習支援を行います。 

 

③ 豊かな心と健やかな体の育成 

週１回のアンケート調査を実施し、悩みや困ったことはないかなど常に児童

生徒に寄り添った指導を行います。また、進んであいさつをするなど相手や集

団全体のことを考えて行動するチャレンジ目標を設定し、児童生徒の自己肯定

感を高めていくことで不登校、いじめなどの発生率・出現率を毎年減少させて

いきます。 

家庭と協働して望ましい生活習慣の構築を図るとともに、各校において、基

礎体力の向上を図る「一校一取組」を確実に実践し、適切な運動量を確保する

ともに、運動の楽しさや心地よさを体感できるようにしていきます。また、栄

養教諭や栄養士と連携し、すべての児童生徒によりよい食習慣を育む指導をし

ていきます。 

 

④ 地域の核となる学校づくりと地域の特色を活かした教育の充実 

市内の全小中学校にコミュニティ・スクール*を設置・充実し、地域に開かれ

た学校づくりを進めるとともに、地域や学校の特色を活かした教育を推進しま

す。 

地域から支援してもらうこと、地域に貢献することを明確にし、地域ととも

に目指す子ども像の具現化を図っていきます。 

また、特色ある教育活動推進拠点校（コアスクール）*を設定し、創意と活力

に満ちた学校づくりを推進していきます。 

 

⑤ 教育環境の整備と就学支援の充実 

学校施設の耐震化を完了するとともに、計画的に改修するなど適切な維持保

全により安心・安全な教育環境の確保を図ります。また、無線ＬＡＮ、タブレ

ット端末機器等情報教育基盤を整備し、情報教育の充実を図ります。 

遠距離通学する高校生への通学費の支援や寮の整備などを行い、地元高校へ

進学しやすい環境を整えるとともに、経済的な理由により就学が困難な高校

生・大学生に対して奨学金による支援を行います。 
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【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名   称 現状値（H26） 目標値（H31） 

将来の夢や目標をもっている児童生徒

の割合 

いじめ、不登校の減少（児童・生徒 100

人当たりの出現率・発生率） 

 

 

 

 

コミュニティ・スクール*設置率 

学校施設の耐震化率 

小学校 89.6％ 

中学校 72.8％ 

いじめ 

小学校 1.33 

中学校 4.14 

不登校 

小学校 0.19 

中学校 2.12 

89％ 

80％ 

向上させる 

向上させる 

 

減少させる 

減少させる 

 

減少させる 

減少させる 

100％ 

100％ 

※将来の夢や目標をもっている児童生徒の割合：小学校６年、中学校３年を対象とした全国学力・

学習状況調査の「将来の夢や目標をもっていますか」の問いに対して、「当てはまる」「どちらか

といえば、当てはまる」のいずれかを回答した割合 

 

 

（２）次代を担う心豊かなひとづくり 

若年層の流出傾向が続くことにより、担い手や後継者不足が生じる中、社会経済

情勢の変化に対応できる、次代の萩を担うひとづくりが急務とされています。 

若年層をはじめ市民等が創意と工夫を凝らし主体性をもって、様々な分野におい

て活躍できる環境づくりを推進します。また、心豊かなひとづくりを推進するため、

学校・家庭・地域社会の連携のもと、地域の歴史、文化、自然などを活かした生涯

学習メニューを拡充し、豊富な知識や経験、専門性をもつ人材の育成に取り組みま

す。 

また、博物館、図書館、公民館など社会教育施設において、ＮＰＯ等と連携しつ

つ、生涯学習活動を通じて、地域を担う人材を育成するとともに、学習成果を地域

の課題解決やまちづくりにつなげます。 

さらに、健康で豊かな人間性を育むため、文化・芸術活動の推進やスポーツ・レ

クリエーション活動の普及に取り組みます。 

 

① 教育機関との連携・協働による若者の定着促進 

大学等の教育機関が主体的に実施する高度産業人材の育成や新規学卒者の県

内定着等の取組と連携し、学生等の市内就職等を促進するとともに、教育機関

の地域貢献を促進します。 

また、将来において市内での就職の契機となるよう、地元企業と市内の大学・

高校等との連携によるインターンシップ*の拡大に取り組み、若者の定着を促進

します。 
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② 生涯学習機会の充実 

生涯にわたる学習活動を推進するため、各年齢期において、学習内容や方法

を自ら選び、自分にふさわしい学習活動が積極的に実施できるよう、大学等教

育機関とも連携し、教養や趣味、芸術文化、スポーツなどの学習機会の充実を

図ります。 

また、市報、ホームページ、ＣＡＴＶ、コミュニティＦＭ等の広報媒体を活

用し、生涯学習や文化・芸術に関する情報の発信を行います。 

 

③ 生涯学習を支えるひとづくりの推進 

様々な分野において豊富な知識・経験・専門性を有する人材を発掘するとと

もに、指導者やボランティアを養成することにより、市民が様々な立場から参

加し、一人ひとりの力を発揮しやすい仕組みをつくります。 

 

④ 文化・芸術の振興と生涯学習・文化施設の充実 

市民が自主的・主体的に文化・芸術活動を行うことができる環境づくりを進

めるとともに、萩市民館、萩博物館、山口県立萩美術館・浦上記念館などの各

種文化施設を活用し、文化・芸術に触れる機会の充実を図ります。 

また、生涯学習やコミュニティ活動の拠点となる博物館、図書館、公民館や

文化施設など生涯学習施設の整備・改修や設備の充実を図ります。 

 

⑤ スポーツの振興を通じた人材の育成とスポーツ環境の充実 

各種スポーツ・レクリエーション大会、教室、出前講座などの実施によるス

ポーツ・レクリエーションの振興を図るとともに、体育協会など各種団体と連

携し、子どもから高齢者までの世代や実情に応じた指導体制の強化を図ります。 

また、スポーツ活動の拠点となる社会体育施設の整備・改修や設備の充実を

図るとともにバリアフリー化*を進め、市民が自主的・主体的にスポーツ活動に

取り組むことができる環境づくりを行います。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名   称 現状値（H26） 目標値（H31） 

学生のインターンシップ*参加者数（年間） 

公民館等が実施する学級・講座等の開設・開催数（年間） 

市民の講師・指導者の登録数（累計） 

全国大会出場団体（者）数（年間） 

144人 

175件 

新規の取組 

74団体 

160人 

200件 

100人 

85団体 

※学生のインターンシップ参加者数：至誠館大学の学生及び萩高等学校、萩商工高等学校、萩光塩

学院高等学校の生徒による市内事業所でのインターンシップ参加者数 
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６ 生きがいをもち 健康で自立した暮らしの実現 

 

 

 

 

 

（１）若い頃から高齢期にいたるまでの健康の維持増進 

高齢期を迎えても、こころ豊かで健やかに、安心して快適に暮らしていくために

は、若い頃から高齢期にいたるまでの全ライフステージを通じて、あらゆる分野で

健康の維持増進や生きがいづくりを推進することが重要です。県内では、萩市民の

健康寿命は男女ともに低い水準にあり、健康寿命を延ばす「健康長寿」のための取

組が急務となっています。 

「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ます。 

 

① 生活習慣病*の発症予防と重症化予防の徹底、こころの健康づくり 

長生きをするだけではなく、いつまでも健康で元気に暮らす健康長寿を目指

し、生涯現役でいるためには、健康の維持増進は欠かせません。 

生活習慣は、乳幼児期にその基礎がつくられ、全ライフステージを通じて、

運動・食生活・口腔ケアなどの望ましい生活習慣の意識づけが重要になります。

萩市健康づくり応援隊*や保健推進員*の活動、ラジオ体操の普及や地域健康教室

の開催による運動習慣の定着、食生活改善推進員*の減塩活動など、本人、地域、

関係機関との連携と協働により、若い頃から生活習慣病の予防に取り組み、健

康寿命の延伸を図ります。 

また、こころの健康は、いきいきと自分らしく生きるための重要な条件であ

り、生活の質に大きく影響するものです。市民のこころの健康づくり、働き盛

りの労働者が安心して働ける環境づくりを目指します。悩んでいる人に対し「気

づく」「声をかける」「見守る」「つなぐ」を実践していく「萩市こころの健康づ

くり見守り隊*」を養成・増員し、こころの健康づくりを支援する地域づくりを

目指します。 

 

② 生きがいのもてる活動の促進 

萩まちじゅう博物館のまちづくりを行政とともに推進し、萩博物館の協働運

営を行うＮＰＯ萩まちじゅう博物館や、市内各史跡の観光案内を行うＮＰＯ萩

観光ガイド協会では、現在、定年退職された市民有志を中心に、約３００人の

会員が元気に生きがいをもって活動しており、会員が行う各種活動を引き続き

目標：健康寿命*の延伸 男性 H24：76.72 歳 ⇒ H31：77.99 歳 

            女性 H24：82.08 歳 ⇒ H31：83.25 歳 
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支援していきます。 

また、各地域の放課後児童クラブ*や放課後子ども教室*において、地域の高齢

者等が先生役となり、子どもたちに世代間交流*を通じた学びの場を提供するな

ど、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。 

各種スポーツ活動は、子どもから高齢者までの世代間交流や地域住民のつな

がりを強固にし、地域の活性化が期待できることから、市民を対象とした様々

なスポーツ教室の開催や、子どもから高齢者まで誰もが親しめる「グラウンド

ゴルフ」などのニュースポーツ活動、障がいの有無に関係なく参加できるスポ

ーツ活動を推進します。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名   称 現状値（H26） 目標値（H31） 

糖尿病患者の割合（50歳代） 

こころの健康づくり見守り隊員数 

週１回以上スポーツや運動をしている市民の割合 

26.4％（H25） 

1,138人 

23.6％（H25） 

20％以下 

1,500人 

65.0％ 

※週１回以上スポーツや運動をしている市民の割合：萩市スポーツ推進計画（平成 26 年 3月策定）

の萩市民のスポーツ活動に関するアンケート調査結果。調査対象は、市内に在住する 20歳以上の

者 1,500 人を性別・年齢別に層化抽出 

 

 

（２）地域包括ケアシステム*の構築 

本市の現在の高齢化率は３８％を超え、既に超高齢社会を迎えており、今後、医

療・介護の体制整備に加え、地域で高齢者を支える仕組みづくりが急務となってい

ます。 

高齢者等が重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。 

 

① 地域包括支援センター*の機能強化 

総合相談窓口となる地域包括支援センターは、行政機能の一部として地域の

最前線に立ち、地域包括ケアシステムにおける中核的な機関として期待されま

す。このため、在宅介護支援センター等の関係機関と連携しながら、高齢者等

に対する効果的・効率的な支援を行うことができる体制づくりに取り組みます。 

また、地域ケア会議*の活用等により、地域の関係者や多様な職種が連携し、

調整を図りながら、地域包括ケアを推進します。 

 

② 在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らし
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い暮らしを続けることができるよう、医療機関と介護サービス事業者による情

報共有やサービス提供体制等の構築に向けて、関係機関が連携し、在宅医療と

介護の一体的な提供について取り組みます。 

 

③ 認知症施策の推進 

認知症の早期発見、早期対応に向けた仕組みをつくるとともに、認知症サポ

ーター*養成講座等により、認知症に対する理解を醸成します。また、地域の見

守りや支え合いにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、認知症の人

やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる社会の実

現を目指し、医師会や関係機関とともに取り組みます。 

 

④ 生活支援サービス*の体制整備 

単身世帯等が増加し、軽度の支援を必要とする高齢者が増加する中、生活支

援の必要性が増加しています。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合等

の多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構

築を支援します。 

そのため、地域課題やニーズの把握、地域の社会資源の掘り起こし、ニーズ

と取組の調整などを行う「地域ささえあい推進員」を配置し、その活動を支援

します。 

 

⑤ 介護予防の推進 

介護予防は、高齢者が要介護状態等になることの予防や要介護状態等の軽減、

悪化の防止を目的として行うものです。 

高齢者本人が行う機能回復訓練*等にとどまらず、生活環境の調整や、地域の

中で生きがい・役割をもって生活できるような居場所と出番づくりなど、高齢

者本人を取り巻く環境を整えることが重要となります。 

リハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、高

齢者が要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現

を目指します。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名   称 現状値（H26） 目標値（H31） 

認知症サポーター養成数（累計） 

地域ささえあい協議体*の設置数（累計） 

地域住民主体のサービス提供団体*の創出（累計） 

75 歳以上介護保険被保険者に占める要介護認定

者の割合 

6,031人 

新規の取組 

1団体 

25.3％ 

 

7,000人 

16地区 

10団体 

25.0％以下 
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７ 地域特性を活かした安全で快適なまちづくり 

 

 

 

 

 

（１）地域特性を活かした萩らしい拠点づくり 

住宅や店舗等の郊外立地が進み、市街地が拡散するとともに、過疎化が進み、低

密度な市街地が形成されつつあり、生活サービス機能の維持が困難になることが懸

念されています。こうしたことから、市街地を中心拠点とし都市機能を集約すると

ともに、周辺地域においては、買い物や通院等の日常生活に必要な機能を地域拠点

として集約することによって、誰もが暮らしやすいまちづくりを進め、地域活性化

を図る必要があります。 

このため、日常生活に必要な医療、福祉、商業等の生活サービス機能の集約化、

公共交通網の再構築及び利便性の高い交通ネットワークの形成により、中心拠点と

各地域拠点が相互に機能を補完し合う、地域特性を活かしたネットワーク型のコン

パクトで、持続可能な萩らしい拠点づくりを推進します。 

 

① 賑わいのある中心拠点の整備 

萩まちじゅう博物館構想のもと、市民と一体となって歴史的文化遺産とその

景観の保存に取り組み、歴史的町並みを活かしつつ、効率的な都市活動や安全

性、利便性の高い生活環境を確保し、都市機能を集約したまとまりのある市街

地の整備を推進することによって、賑わいのある中心拠点を形成します。 

 

② 地域特性を活かした中山間地域づくりの推進 

集落崩壊が危惧される中で、地域の課題は地域で解決できるよう、住民相互

の話し合いや地域づくり意識の醸成によって、集落の維持・活性化を図ること

が求められています。このため、総合事務所や福祉施設、道の駅等がある一帯

を地域拠点とし、地域内交通ネットワークを充実するとともに、集落の枠組み

を越えて、広域的に支え合うコミュニティ組織やＮＰＯなどによる多様な取組

を支援するなど、地域力*の維持・向上を図ります。また、農林水産業等におけ

る取組を支援することにより、地域特性を活かした萩らしい拠点づくりを推進

します。 

 

 

目標：交通事故（H26：91 件）、火災（H26：24 件）、 

   犯罪（H26：287 件）の抑制 
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③ 魅力ある島づくりの推進 

見島・大島・相島・櫃島は、地理的条件が不利な状況の中で、離島ならでは

の多様で特色のある資源や文化などの活用により、活力ある地域づくりが求め

られています。このため、医療・福祉・交通等の生活基盤や第１次産業基盤*の

整備を進め、生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、本土との格差の是正

に取り組みます。また、離島航路については、島しょ部と本土をつなぐ唯一の

交通機関であることから、航路維持のための利用促進を図るとともに、国や県

に対して財政支援を強く要望していきます。 

 

④ 保健・医療・福祉ネットワークの構築 

市民が健やかに安心して暮らせるよう、医療連携体制の充実を図るとともに、

保健・医療・福祉のネットワークを構築し、予防・治療・リハビリテーション・

介護などのサービスを切れ目なく継続して受けられる体制を推進します。 

また、健康・保健・福祉サービスの利用等において、関係部署並びに関係機

関と横断的な連携により、子育て、高齢、障がい、健康等のあらゆる面で、保

健・福祉の相談及び支援を行う総合相談窓口を設置します。 

 

⑤ 道路交通・公共交通ネットワークの充実 

山陰道*及び小郡萩道路*の自動車道の早期整備により、安全性、利便性に優れ

た道路網の構築を推進するとともに、中心拠点と地域拠点を結ぶ国県道等の整

備も計画的に進め、地域間連絡道路網の充実を図り、地域間の連携強化や交流

を促進します。併せて、幹線道路と集落との連絡、集落内の生活道路等の整備

も進めます。 

また、市民の誰もが自由に移動できるよう、既存バス路線の存続や地域内交

通の確保により、日常生活に必要な移動手段を維持します。多様な交通手段を

提供することで、利用者の利便性の向上を図るとともに、利用促進に取り組み、

交通空白地域*の解消を図ります。 

 

⑥ ライフライン*の確保 

水道施設は、重要なライフラインであるため、災害に強い施設の構築及び老

朽管の更新を進め、安定した水道水の供給を図ります。 

下水道施設については、汚水処理施設整備構想による効率的な整備促進を図

るとともに、老朽化した施設の機能低下を予防するため、下水道長寿命化計画

を策定し、これに基づいた施設の更新を行うことにより、下水道施設の機能保

全と延命化を計画的に推進します。 

また、雨水対策については、堀内ポンプ場を整備することにより、川内地区
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の浸水被害の軽減を図ります。 

 

⑦ 市民に優しい環境づくりの推進 

子どもも大人も、若者も高齢者も、障がいのある人もない人も、健康な人も

そうでない人も、互いに助け合い、ともに平等な社会の一員として生活し、活

動できる環境づくりに取り組みます。 

高齢者や障がい者だけでなく、全ての歩行者が安心してスムーズに移動でき

る公共施設及び歩行空間のユニバーサルデザイン*の推進並びに情報保障*の拡

充を図ります。また、災害時において必要となる福祉避難所*の整備について、

社会福祉施設等との連携により推進します。 

 

⑧ 民間活力を活用した新たな行政サービスの展開 

本市においては、厳しい財政状況の中、職員人件費を抑制するため、職員の

計画的な削減を進めていますが、職員が減少しても行政サービスを維持・向上

させる体制を確立するため、地域貢献意欲のある個人や団体が行政サービスの

一端を担う市民と協働した地域づくりを進めます。また、市民と直接関わりが

あり、市の業務と密接に関わりのある各種サービスを提供する農協や社会福祉

協議会等の事業所を総合事務所内に結集し、地域住民にとって利便性の高い総

合的なサービス提供体制を構築します。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名   称 現状値（H26） 目標値（H31） 

地域の夢プラン*作成数（累計） 

新たな行政サービスの実施地域の数（累計） 

5件 

新規の取組 

8件 

6地域 
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（２）市民の生命や財産を守るための体制の構築 

萩市東部に甚大な被害をもたらした集中豪雨災害等、異常気象による被害が続く

中で、市民と行政が相互に連携し、「命を守るための防災・減災」を実効性のある

ものにしていくことが急務となっています。 

このため、先例から想定事例や早期発見・早期対策の必要性などを学び、市民と

行政がすべきことを明確にするとともに、事故の発生の未然防止や被害を最小限に

とどめるための対策を講じ、市民生活の安全確保に向けた地域防災力*の強化を図

り、市民の生命や財産を守るための体制を構築することを目指します。 

また、複雑多様化する犯罪や交通事故の増加など、日常生活における市民の様々

な不安を払拭するため、市民、警察、行政等の連携による地域に密着した防犯活動

や交通安全対策を推進するとともに、市民が気軽に相談できる体制と安心して生活

できる地域社会を形成し、犯罪や交通事故防止等に対応していきます。 

 

① 災害時に命を守る消防・防災対策の推進 

萩市東部に甚大な被害をもたらした集中豪雨災害等、被災した経験を教訓と

して、災害時に備え「自分の身は自分で守る」という市民の防災意識の高揚を

図り、一方で、初動体制や情報管理、地域防災組織*との連携方法を確立し、市

民生活の安全確保に向けた地域防災力の強化を図ります。 

また、被害を食い止め、拡大しないための防災施設や、火災等に対応できる

防火施設・消防体制の充実強化に取り組むとともに、消防職員や消防団員の資

質向上を図り、市民の生命や財産を守るための体制を構築していきます。 

 

② 医療従事者の確保及び医療環境の充実 

医師をはじめとする医療従事者の確保に取り組むとともに、医療機器等の効

率的な維持管理・更新を行います。また、市民の健康不安の解消や医師などの

負担軽減のため、医師や看護師など専門スタッフによる２４時間無料電話相談*

を引き続き実施します。 

 

③ 救急体制の充実・強化 

市民が安心して生活を送るためには、緊急時に命を救うための医療提供体制

の確立が重要です。 

このため、休日急患診療センター*の運営とともに、在宅当番制による軽症の

救急患者に対する初期救急対応、輪番制*による重症救急患者を治療する二次救

急*対応等の救急医療体制の確保に取り組みます。また、救命率*の向上を図るた

め、応急手当の普及啓発に取り組むとともに、真に必要な緊急出動に備えるた

め、市民に対し救急車の適正利用を啓発します。 
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離島等の交通不便地域などにおいて、救急搬送から医療機関への受入れまで

を迅速化するため、自衛隊・海上保安庁等の協力のもとに救急搬送体制を確立

するとともに、医師会をはじめ関係医療機関との連携を強化し、救急受入体制

の充実を図ります。 

 

④ 不安を解消するための相談体制の充実 

近年、悪質業者の手口はますます悪質・巧妙化し、被害は未成年者から高齢

者まで幅広い世代に及んでいます。特に、高齢者世帯に被害が集中しているこ

とから、被害防止対策として、専門の相談員の配置や悪質勧誘電話等の抑止効

果が高い「警告メッセージ付き通話録音装置*」の普及促進、地域ぐるみで高齢

者を見守るネットワークの構築及び強化などに取り組みます。 

また、引き続き、女性相談窓口において、相談員が夫（ＤＶ）や恋人（デー

トＤＶ）からの暴力、その他女性が抱える様々な悩みについて相談を受け、必

要に応じて関係機関と連携し、解決に向けた支援を行います。 

 

⑤ 防犯の推進と交通安全の確保 

複雑多様化する犯罪を未然に防止し、犯罪のない安全で住み良いまちを目指

して、地域の連帯意識の高揚を図るとともに、市民、警察、行政等の連携によ

る地域に密着した活発な防犯活動を展開します。 

交通量の増大、運転者層の広がり、交通行動の多様化により交通事故発生の

危険性が増加していることから、交通安全意識の高揚を図るとともに、道路状

況に応じてガードレールやカーブミラーなどの交通安全施設の整備を進めます。

また、安全な道路環境のため、通行規制等についても働きかけます。 

 

⑥ 老朽危険空家対策 

老朽化や自然災害等により、周辺に悪影響を与えると思われる空家について

は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、所有者等を調査し、適

切な指導を行うとともに、老朽化したまま放置される空家については、行政代

執行法*の規定に基づき、必要な処置を行います。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）*】 

名   称 現状値（H26） 目標値（H31） 

住民への防災研修・訓練の実施件数（年間） 

消防団員の教育・訓練の実施件数（年間） 

救急救命講習の実施件数（年間） 

市内の老朽危険空家解消件数（累計） 

49回 

92回 

79回 

39件 

60回 

101回 

95回 

60件 
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総 合 戦 略 の 策 定 

《施策・事業の予算化》 

第５章 総合戦略の推進体制等 

 

１ 総合戦略の推進体制 

総合戦略の着実な推進を図るため、市長を本部長とする「萩市地方創生推進本

部」において、総合的な進行管理を行います。 

また、住民代表や産官学金労言*等で構成する「萩市総合戦略推進委員会」や各

地域に設置する「萩市総合戦略地域懇話会」等において、外部の知見を活用した

成果検証と、今後の施策展開についての意見聴取を行います。 

 

２ 総合戦略の進行管理 

総合戦略の進行管理は、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、施策や事業の改善を図る仕組み（ＰＤＣＡサイクル*）の導入に

より、毎年、実施した施策・事業の効果を検証します。また、「萩市地方創生推進

本部」及び「萩市総合戦略推進委員会」などの意見等も踏まえながら、必要に応

じて総合戦略の改訂を実施します。 

 

【総合戦略の進行管理（イメージ）】 
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用語解説 

 

 

ＩＣＴ【P23】 
Information＆Communications Technology の略。コン

ピュータや情報通信ネットワークなど情報通信技術の

こと。 

 

空き家情報バンク制度【P23,27】 

空家所有者等から空家に関する登録の申し込みを受け、

登録を行った空家の情報を公開するとともに、利用登

録を行った者に紹介する仕組み。 

 

 

 

育児支援プログラム【P30】 
科学的理論に基づく専門研修を受けた保健師が実施す

るプログラムで、育児に関する知識や技術、親の役割

などを参加者が学び合う。乳児期の母子向け、幼児期

の母親向けの２種類のプログラムがある。 

 

移住支援員【P26】 
本市への移住希望者に、きめ細かに対応するため、定

住総合相談窓口に配置した支援員。 

 

インターンシップ【P34,35】 
大学生や高校生などが働くことに関する理解を深める

ため、在学中に、企業等で一定期間、就業体験を行う

こと。 

 

インバウンド観光【P15】 
海外から日本へ訪れる外国人旅行。 

 

 

 

英語教育推進教員【P32】 
児童生徒の英語力の向上を積極的に推進するため、地

域内の学校を継続的に訪問して、授業提供や授業改善

への指導・助言を行う教員。 

 

ＳＮＳ【P10】 
Social Networking Service の略で、登録された利用

者同士がインターネット上で交流できる会員制サービ

ス。 

 

 

 

小郡萩道路【P12,40】 
県央の交通拠点である山口市小郡と県の主要観光地で

ある秋吉台、山陰の中心都市である萩市を結び、高規

格幹線道路を補完する地域高規格道路。 

お試し暮らし住宅【P27】 
萩暮らしを体験してみたい方にむけて、短期間での利

用ができる住宅。 
 

御成道（おなりみち）【P6】 
萩藩主が参勤交代で通った道のこと。萩城を起点とし、

瀬戸内の港三田尻（防府市）に至る。唐樋札場から三

田尻までの 53kmは「萩往還」と重なっている。 

 

 

 

拡張現実（ＡＲ）【P14】 
Augmented Reality の略で、人が知覚する現実環境を

コンピュータにより拡張する技術、及びコンピュータ

により拡張された現実環境そのもののこと。 

 

学力向上推進教員・リーダー【P32】 
児童生徒の学力向上を積極的に推進するため、地域内

の学校を継続的に訪問して、授業提供や授業改善への

指導・助言を行う教員。 

 

笠山椿群生林【P11】 
笠山の北端にあたる虎ヶ崎に、約 10ha の広さに約

25,000本自生しているヤブツバキのこと。 

開花期間は、12月上旬から 3月下旬。 

 

仮想現実（ＶＲ）【P14】 
Virtual Reality の略で、コンピューターグラフィッ

クスや音響効果を組み合わせて、人工的に現実感を作

り出す技術。 

 

観徳門（かんとくもん）【P8】 
藩校明倫館の遺構で、孔子を祀る聖廟の前門のこと。

形式は木造瓦棒銅板葺き、左右に唐破風を備えた平唐

門で両袖に連子格子の塀を付け、出入口は一間一戸、

扉は上部に連子を入れた桟唐戸で両開きになっている。 

 

 

 

基幹的農業従事者【P17】 
農業就業人口のうち、ふだんの主な状態が「仕事が主」

の者をいう。 

 

菊ヶ浜【P13】 
北長門海岸国定公園内にあり、国指定史跡の萩城跡か

ら萩湾に沿って、浜崎商港まで続く「快水浴場百選」

に選ばれている白砂青松の海岸。 

 

北長門海岸国定公園【P6,13】 
日本海に面した山口県北部の萩市、阿武町、長門市、

下関市の約 90km に及ぶ海岸線を中心に指定された国
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定公園。昭和 30年指定。 

 

機能回復訓練【P38】 
損なわれた身体機能を回復するために行う訓練。 

 

キャリア教育【P32】 
一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤と

なる能力や態度を育てることを通して、社会の中で自

分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現し

ていくことを促す教育。 

 

休日急患診療センター【P42】 
萩保健医療圏の医師不足や医師自身の高齢化などから

現行の一次救急医療体制を守るため、休日における一

次救急を担う診療所として萩市民病院横に整備され、

平成25年10月から診療を開始したセンター。 

 

救命率【P42】 
心肺停止して 1ヶ月後の生存率。 

 

教育力向上指導員【P32】 
専門的な力量を、所属校のみならず、全県下の学校教

育活動全般に生かすことにより、本県教育の充実を図

ることを目的に委嘱された、教育に関する高い専門性

を有する教員。 

 

行政代執行法【P43】 
行政的な義務を果たさない人たちの代わりに行政機関

が撤去・排除などを行う強制的な行動（行政代執行）

の要件と手続きを定めた法律。 

 

郷土 萩【P32】 
萩市教育委員会が発行し、市内の中学校で副読本とし

て使用されている郷土読本。 

 

 

 

グリーン・ツーリズム【P28】 
農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽

しむ滞在型の余暇活動。 

 

 

 

計画段階評価【P12】 
国土交通省が新規の直轄事業を採択する前段階で、課

題や背景を把握し政策目標を明確にした上で、複数案

の比較評価を行い、計画案の妥当性を検証し、対応方

針案を決定する手続きのこと。 

 

警告メッセージ付き通話録音装置【P43】 
呼び出し音が鳴る前に、「この電話は被害防止のため、

会話内容を録音します」というメッセージが発信者側

に流れ、その後、会話を自動録音する装置。メッセー

ジ中に電話を切った場合は、受信者側には呼び出し音

が流れない。 

 

健康寿命【P4,36】 
健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間。 

 

 

 

高規格幹線道路【P12】 
一般的に自動車が高速で走れる構造で造られた自動車

専用道路。ここでは、山陰道を指す。 

 

合計特殊出生率【P4,29】 
15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの

で、1 人の女性が一生の間に産む子どもの数を近似す

る指標。 

 

孔子廟（こうしびょう）【P8】 
藩校明倫館の聖廟のこと。嘉永 2年(1849年)明倫館が

江向に再建された時、敷地の中心部に南面して造営さ

れ、宣聖殿と称した。建物は木造入母屋造り本瓦葺き

で桁行 17.28m、梁間 9.6m、中央部正面に入母屋造り本

瓦葺きの入口のある前室が張り出している。現在、総

源山海潮寺の本堂となっている。 

 

交通空白地域【P40】 
鉄道や路線バスなどの撤退等により公共交通機関がな

い地域。 

 

国際交流員【P15】 
母国の生活文化や習慣などの紹介を通して、地域の皆

様と交流し、国際感覚を磨いたり、国際理解を進めた

りするため山口県国際交流員派遣要領に基づいて派遣

された者。 

 

国際貿易港【P15】 
関税法第 2条第 1項第 11号に規定する港。 

 

志教育（こころざしきょういく）【P32】 
目的や信念をもった生き方や教えを学ぶ教育。 

 

コミュニティ・スクール【P31,32,33,34】 
学校と保護者や地域の方がともに知恵を出し合い、学

校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しなが

ら子どもたちの豊かな成長を支え、「地域とともにある

学校づくり」を進める仕組み。 

 

コンベンション【P13】 
国内外の人達が行う各種大会や会議、見本市、イベン

トなどの催しのこと。 
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サテライトオフィス【P23】 
本社とは離れた場所にあり、本社機能の一部をもつ事

務所。 

 

山陰道【P12,40】 
鳥取県鳥取市を起点とし、山口県下関市を終点とする、

鳥取、島根、山口の主要都市を東西に結ぶ、総延長 380

㎞の高規格幹線道路。 

 

産官学金労言（さんかんがくきんろうげん）【P44】 
「産」は産業界、「官」は官公庁、「学」は学校、「金」

は金融、「労」は労働、「言」は地方の状況を良く知っ

ているマスコミのこと。 

 

産業基盤【P40】 
産業の育成、発展にとって不可欠な施設の総称。 

 

 

 

ＪＥＴプログラム（ジェットプログラム）【P15】 
The Japan Exchange and Teaching Programme（語学指

導等を行う外国青年招致事業）の略。外国語教育の充

実や地域レベルでの国際交流を推進することを目的と

して世界各国の外国青年を各地域に招致する、世界最

大級の国際交流事業。 

 

資源循環型農業【P17】 
農業が本来有する自然循環機能を生かし、有機質資源

等の循環利用や化学肥料・化学農薬の使用を低減した

安全で質の高い農産物の安定生産及び環境への負荷低

減を図る農業生産活動。 

 

実需者（じつじゅしゃ）【P16】 
量販店、昼食・外食産業、食品加工業者など、生産者

から仕入れた商品を消費者に提供している実際に需要

のある業者のこと。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

【 P2,7,9,11,14,15,18,19,21,24,26,27,28,29,31,34, 

35,37,38,41,43,44】 
Key performance Indicator の略。で目標の達成度合

いを計る定量的な指標。 

 

重要伝統的建造物群保存地区【P6】 
文化財保護法に基づき市町村が定める町並み保存地区

のうち、特に価値が高いものとして国が選定した地区

のこと。本市では、堀内地区、平安古地区、浜崎、佐々

並市の 4地区を指す。 

 

酒造好適米【P16,18】 
清酒醸造に適した醸造用玄米のこと。一般に、大粒で

心白粒が多く、タンパク質含量が少なくて、麹がつく

りやすく酒母や醪で酵素作用を受けやすい米。 

 

旬の地魚提供店【P21】 
萩沖で採れた旬の地魚を提供する飲食店、ホテル、旅

館で、萩の魚ブランド化推進協議会が認定した店。 

 

松陰読本【P32】 
一般財団法人 山口県教育会が発行する書籍。 

 

情報保障【P41】 

様々な手段を用いて、高齢者も障がいのある人もない

人も全ての方に同じように情報を提供すること。 

 

食生活改善推進員【P36】 
住民の健康増進と食生活改善思想の普及実践を図るた

め、行政と住民のパイプ役としてボランティアで活動

する人。 

森林のもつ公益的機能【P18】 
水源のかん養機能、土砂流出防止機能、土砂崩壊防止

機能、保健休養機能、大気保全機能など森林のもつ様々

な機能。 

 

 

 

水田高機能化【P18】 
従来の暗渠排水に比べて高い機能をもった浅層暗渠や

地下水位制御システムによる排水対策により、水田へ

の畑作物の導入を可能にすること。 

 

水練池（すいれんいけ）【P8】 
国指定史跡で、藩政時代、遊泳術や水中騎馬が行われ

た、日本最古のプール。水源は地下水で、東西 39ｍ、

南北 16ｍ、深さは 1.5ｍで、周囲は玄武岩の切石で築

かれている。 

 

 

 

生活支援サービス【P38】 
地域住民の日常生活を支えるために必要な買い物支援

や配食サービス、見守り・安否確認、身近な生活交通

の確保などの各種サービス。 

 

生活習慣病【P36】 
食事や運動、喫煙などの生活習慣がその発症及び進行

に関わりの深い病気のこと。糖尿病、高血圧症、脂質

異常、肥満などがある。 

 

聖賢堂（せいけんどう）【P8】 
藩校明倫館の聖廟前、観徳門の左右にあった東塾・西

塾の遺構である。明倫館廃校の後、両塾を合わせて 1

棟とし、市内東田町の阿呼社境内に移築されていたが、

大正 7年（1918年）に再び元の地の明倫館跡へ移され

た。 
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世界文化遺産【P5,6,8,9,14,15】 

ユネスコの世界遺産条約に基づいて世界遺産リストに

登録された顕著な普遍的価値をもつ、人類共通の資産

である世界遺産の種類の一つで、記念物、建造物、遺

跡、文化的景観などの遺産。 

 

世界無形文化遺産【P21】 
ユネスコの無形文化遺産保護条約に基づいて認定され

た民俗芸能や伝統工芸技術などの無形文化財。 

 

世代間交流【P37】 
世代の異なる人が相互に交流し、互いの生活文化や価

値観の理解を深めるために行われる活動。 

 

 

 

創業支援事業計画【P22】 
産業競争力強化法に基づき策定された、地域における

操業を促進するため、行政と民間事業者が連携して創

業支援を行う取組のこと。本市は平成 27年 5月に国の

認定を受けている。 

 

ソーシャルメディア【P10】 
インターネットを利用して個人間のコミュニケーショ

ンを促進するサービスの総称。 

 

 

 

多面的機能支払制度【P18】 
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るた

めの地域の共同活動を支援を行う農林水産省の交付金。 

 

体験型教育旅行【P28】 
児童・生徒が農山漁村でホームステイをしながら行う

農林漁業体験をはじめとした様々な体験活動を取り入

れた修学旅行等のこと。 

 

体験交流型観光【P7】 
歴史、文化、自然などの地域資源を活用した体験プロ

グラムを取り入れた旅行の形態。 

 

滞在型観光【P6,7,14】 
一箇所に滞在し、滞在地で静養や体験型を始めとした

レジャーを楽しむこと、また、そこを拠点に周辺の観

光を楽しむレジャーの形態。 

 

 

 

地域移住サポーター【P26】 
移住相談にきめ細かく対応するとともに、移住後の円

滑な地域定着を図るため、平成 27年度から各地域に配

置された。 

 

 

地域おこし協力隊【P28】 
都市地域から過疎地域等の条件不利地域に、生活の拠

点を移した者を市が「地域おこし協力隊員」として委

嘱し、一定期間、地域おこし活動の支援や住民の生活

支援など地域協力活動に従事してもらいながら、その

地域への定住・定着を図る取組。 

 

地域ケア会議【P37】 
地域包括ケア実現のため、地域の実情にそって、地域

資源をどのように構築していくべきか、課題を的確に

把握し、解決していく手段を導き出すための会議。 

 

地域ささえあい協議体【P38】 
高齢者の生活支援体制を整備するため、話しあい活動

などを行う地域住民を中心とした組織。 

 

地域住民主体のサービス提供団体【P38】 
地域の住民が主体となって生活支援サービス等の提供

を行う団体。 

 

地域の夢プラン【P41】 
地域住民自らが、相互の話し合いやワークショップ等

を通じて、自主的・主体的に地域の将来像や具体的な

目標、行動計画等を定めた地域の将来計画。 

 

地域包括ケアシステム【P37】 
重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、

医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供

される体制。 

 

地域包括支援センター【P37】 
地域の高齢者の保健医療の向上と福祉の増進を包括的

に支援することを目的として設置されている施設のこ

と。介護予防のマネジメントや、高齢者等に対する総

合相談・支援、高齢者の権利擁護などの事業を行う。 

 

地域防災組織【P42】 
地域における防災活動の主体となる自主防災組織。 

 

地域防災力【P42】 
住民や消防団等の地域の団体、公共機関の適切な役割

分担及び相互の連携協力によって行う防災活動が確保

される地域における総合的な防災の体制及びその能力。 

 

地域力【P39】 
地域社会の問題について、住民や企業など地域の構成

員自らが、地域の問題を把握し、解決する力、また、

地域の価値を創造していく力。 

 

中核的農家【P16】 
16 歳以上 60 歳未満の男子で年間農業従事日数が 150

日以上の者がいる農家。 
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中国地方小委員会【P12】 
直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率

的な実施に関し、意見を聴取すること等を目的として

設置された委員会。 

 

中山間地域等直接支払制度【P18】 
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等

を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め

を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場

合に、面積に応じて一定額を交付する仕組み。 

 

長州ファイブジュニア派遣事業【P32】 
国際的視野の広い人材を育成することを目的に毎年5

人の中学生を長州ファイブジュニアとして英国語学研

修に派遣する事業。 

 

 

 

定置網漁業【P21】 
沿岸の海中に網を固定し回遊性の魚を待ち受けて獲る

漁法。 

 

伝産法【P23】 
伝統的工芸品産業の振興に関する法律の略。伝統的工

芸品の産業の振興のために昭和 49 年に制定された法

律。 

 

転出超過【P4,25】 

転出数が転入数を上回っている状態。 

 

 

 

登録有形文化財【P8】 
文化財保護法に基づき、国の文化財登録原簿に記載さ

れた、築後 50年以上がたち、歴史的景観や造形に優れ、

再現が容易でない建造物などのこと。 

 

特色ある教育活動推進拠点校（コアスク

ール）【P32,33】 
地域や学校の特色を鮮明にした教育の実現のため、地

域や学校の特色を活かして各学校が取り組む事業。 

 

特定空家等【P27】 
空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律

第 127号）に規定される倒壊の恐れがある空家等のこ

と。 

 

 

 

二次救急【P42】 
入院や手術を必要とする患者への医療提供のこと。複

数の病院が当番日を決めて実施する病院群輪番制病院

や、病院の施設や機能を地域の医師に開放し、地元医

師会の協力により実施する共同利用型病院によって行

われる。 

 

二次交通【P12】 
空港や鉄道の主要駅から観光目的地までの交通のこと。 

 

２４時間無料電話相談【P42】 
市民の方の不安を解消するとともに、医療従事者の負

担を軽減するために平成 23年 10月から実施している

電話による健康医療相談。 

 

担い手定住促進住宅【P27】 
第一次産業の新規就業者参入を促進し、担い手の確保

と集落の自治機能を強化するために設置した定住住宅。 

 

日本版ＣＣＲＣ【P27】 
Continuing Care Retirement Community の略。高齢者

が地方に移り住み、健康時から介護・医療が必要とな

る時期まで継続的なケアや生活支援サービス等を受け

ながら生涯学習や社会活動等に参加するような共同体。 

 

認知症サポーター【P38】 
認知症に関する正しい理解や認知症の人に対する接し

方を学ぶ講座を修了し、認知症の人やその家族を地域

で温かく見守り支援する者。 

 

 

 

萩往還【P6】 
慶長 9年（1604年）萩城築城後、毛利公の「お成り道」

として開かれた萩と瀬戸内の港三田尻（防府市）をほ

ぼ直線で結んだ、全長およそ 53kmの交通路。 

 

萩温泉郷【P11,14】 
はぎ温泉、萩本陣温泉、萩温泉弘法寺の湯、千春楽泉、

萩指月温泉、萩阿武川温泉、田万川温泉、長門峡温泉

の 8つの泉源を総称したもの。 

 

萩市観光満足度調査【P14】 
平成 26年 9月から 12月に萩城城下町周辺を観光する

観光客 4,000人を対象に、萩市商工観光部観光課が実

施したアンケート調査。 

 

萩市健康づくり応援隊【P36】 
平成 21年 8月に発足。「萩だいだい体操」の普及やウ

ォーキングなどを通じて、自身の健康だけでなく、健

康についての知識や実践方法を広め、萩市全体の健康

づくりを応援する。平成 26 年度末現在の隊員は 133

人。 

 

萩市こころの健康づくり見守り隊【P36】 
こころの病気について正しく理解し、悩んでいる人に

「気づく」「声をかける」「見守る」、専門の人に「つな

ぐ」ことをしていただける方で、平成 22年 8月に開始
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した本市が主催するこころの健康づくり見守り隊養成

講座を受講された方。 

 

萩市等の沿岸漁業と大型まき網漁業と

の操業協定【P20】 
山口県日本海沖合海域における沿岸漁業及び大中型ま

き網漁業の操業が、安全でかつ円満・円滑に行われる

ことを願い、締結した協定。 

 

萩・竹灯路物語【P7】 
萩博物館から城下町周辺にかけての総延長約 1km強の

通りに約 2,000基の竹灯を設置し、竹の中で揺れる炎

でぼんやり照らし出された江戸情緒あふれる歴史の町

並み楽しむイベント。 

 

萩ネットワーク【P10,25】 
萩ネットワーク協会が発行するふるさと情報誌。ふる

さと萩の最新情報、全国で行われる萩関係の催し物の

情報、各分野で活躍されている本市出身の方々や萩に

ゆかりの方々の紹介、テレビ・雑誌等の萩情報の紹介

などをしている。 

 

萩の木になるモノづくりプロジェクト 

【P22】 
厚生労働省の地域雇用創造推進事業の取組として、萩

の木になるモノづくり協議会が実施した、萩の地場産

品を活用し、産業育成・雇用創出を図る事業。 

 

萩の地魚もったいないプロジェクト【P22】 
農林水産省及び経済産業省の農商工等連携対策支援事

業の取組として、道の駅萩しーまーとが実施した、低

利用魚・低価格魚を加工し付加価値をつけ、首都圏で

の販路開拓を行い、漁業従事者の所得向上を目指す事

業。 

 

萩藩校明倫館【P8,9,12,13】 
享保 3年（1718年）に 5代藩主吉元が毛利家家臣の子

弟教育のために萩城三の丸（堀内）に建てた藩校を約

130年後、嘉永 2年（1849年）に城下の中心地へと移

転したもの。現在敷地内には、旧明倫小学校本館（昭

和 10年に建てられた木造 4棟の校舎）があり、平成 8

年に国登録有形文化財に登録されている。 

 

萩ふるさと大使【P10】 
様々な分野で活躍されている人たちを通じて、本市の

歴史、文化、芸術、豊かな自然、特産品等を全国に情

報発信するとともに、まちづくりに有益な情報及び助

言を得ることにより、本市のイメージアップと観光、

産業振興を図るため委嘱された人。 

 

萩ロケ支援隊（フィルム・コミッション） 

【P10】 
映画やドラマ、情報番組等の撮影場所誘致や撮影支援

をする機関。 

 

 

泊食分離（はくしょくぶんり）【P14】 
旅行の個人化、多様化により、宿泊料金と食事料金を

別にすること。 

 

バリアフリー化【P35】 
高齢者や障がい者が日常生活や社会生活を送るうえで

心理的な障害や、情報に関わる障壁となるものを取り

除いていくこと。 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクル【P44】 
Ｐ（plan）計画、Ｄ（do）実行、Ｃ（check）評価、Ａ

（act）改善の略で、繰り返し行なうことで、継続的に

プロセスを改善していく手法。 

 

人・農地プラン【P16】 
集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するため、

それぞれの集落・地域において徹底的に話し合いを行

い作成する「未来の設計図」となる計画。 

 

 

 

福祉避難所【P41】 
災害時に高齢者や障がい者等、一般の避難所では生活

に支障があり、特別な配慮を必要とする人を受け入れ

る避難所。 

 

ふるさとツーリズム【P7】 
本市における、農林漁業者の新たな所得や生きがいを

創出するため、多様な資源を有する第 1次産業との組

み合わせによる民泊等の体験型観光を推進する取組。

平成 22年 6月に推進母体として「萩市ふるさとツーリ

ズム推進協議会」が設立。 

 

 

 

放課後子ども教室【P31,33,37】 
学校や公民館を活用し体験活動などを行う、放課後の

居場所づくりの場。 

 

放課後児童クラブ【P31,33,37】 
児童の健全育成を図ることを目的として、小学生で、

保護者が家庭にいない場合等に、授業終了後に適切な

遊び場及び生活の場を提供すること。 

 

保健推進員【P36】 
市民の健康管理の向上を目指し、住民と行政のパイプ

役として地域ぐるみでの活動を推進する者。 
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無料公衆無線ＬＡＮ環境【P14,15】 
無線通信を利用してインターネットへの接続を提供す

る環境。 

 

 

 

明倫館碑【P8】 
元文 6年（1741年）6代藩主毛利宗広が創建の由来を

記して建てたものを旧明倫館から移設したものと、嘉

永 2年（1849年）13代藩主毛利敬親が新明倫館の開校

を記念して建てたもの。 

 

 

 

藻場（もば）【P20,21】 
海藻が茂る場所。 

 

 

 

山口県立自然公園【P6】 
優れた景観や植物・野鳥などの自然環境を保護し、人々

が日常生活を離れて大自然 のもとでレクリエーショ

ンを楽しめるように、自然公園法や山口県立自然公園

条例によって指定された地域。 

 

 

 

有備館（ゆうびかん）【P8】 
旧明倫館の剣術場と槍術場を移して拡張したもので、

木造平屋建入母屋造桟瓦葺、桁行 37.8ｍ、梁間 10.8

ｍの南北に長い建物。内部の北側半分は板の間で 39

畳の剣術場、南側半分は土間で 54畳の槍術場、各その

西側を藩主の上覧場とし、中間に藩主臨場などの場合

に使う控室がある。 

 

ＵＪＩターン促進住宅【P27】 
UJI ターンを促進し、集落の自治機能を強化すること

を目的に設置された住宅。 

 

ユニバーサルデザイン【P41】 

高齢者や障がいのある人などを含めたすべての人がは

じめから利用しやすいように施設、物、サービスなど

に配慮を行うという考え方。 

 

 

 

ライフライン【P40】 
電気、水道、ガス、電話など日常生活に不可欠な線や

管で結ばれたシステムのこと。 

 

 

リピーター【P14】 
繰り返す人のこと。ここでは、繰り返し本市へ旅行さ

れる人を指す。 

 

臨海学舎（りんかいがくしゃ）【P13】 
数日から 1週間程度の日程で、海を体験することを目

的に実施される学校行事。 

 

輪番制【P42】 
物事を順番を決めてかわるがわるすること。 

 

 

６次産業化【P16,17,20,21,22】 
農林漁業者が、1次産業としての生産に加え、2次産業

としての製造業、3 次産業としてのサービスや販売業

を総合的に展開することで新たな付加価値を生み出し、

所得の向上や地域雇用の創出により、農山漁村地域の

活性化を目指す取組。 

 

 
 

わたしたちのふるさと 萩【P32】 
萩市教育委員会が発行し、市内の小学校で使用されて

いる社会科副読本のこと。
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萩市総合戦略 

萩市総合政策部企画政策課 

〒758-8555 

山口県萩市大字江向 510番地 


