
～「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～ 「萩市人口ビジョン」と「萩市総合戦略」【全体像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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 

・生きがいのもてる活動の促進 

歴史・文化・自然を活か

した観光のまちづくり 

《観光客数の増加》 

2,301 千人（H26） 

⇒ 2,500 千人（H31） 

地域資源を活かした「し

ごと」の創出 

《若い世代の就業率の向上》 

20～34 歳の就業率（男女） 

78.2％（H22） 

⇒ 80.0％（H32） 

萩の魅力を活かした移

住・定着の促進 

《転出超過の抑制》 

214 人（H26） 

⇒ 107 人（H31） 

希望をかなえる結婚・出

産・子育て環境の充実 

《合計特殊出生率の向上》 

1.49（H24～26 平均） 

⇒1.65（H29～31 平均） 

誇りと志を抱き未来を拓

くひとづくり 

《高校新卒就職者の市内就業率の向上》 

26％（H26） 

⇒ 28％（H31） 

生きがいをもち 健康で

自立した暮らしの実現 

《健康寿命の延伸》 

（H24） （H31） 

男性 76.72 歳⇒77.99 歳 

女性 82.08 歳⇒83.25 歳 

地域特性を活かした安

全で快適なまちづくり 

《交通事故、火災、犯罪の抑制》 

（H26） （H31） 

交通事故 91 件⇒抑制 

火 災 24 件⇒抑制 

犯 罪 287 件⇒抑制 

「萩まちじゅう博物館構想」

の推進 

明治維新１５０年に向けた

取組 

観光情報の発信強化 

観光アクセスの向上・受入体

制の充実 

外国人観光客の誘致拡大 

農業所得の向上による農村

での定住社会の実現 

萩市最大の財産を活用した

林業再生 

地域の柱となる水産業の振

興 

安定した雇用の創出 

移住促進に向けた萩の魅力

の発信 

円滑な移住と定着を支援す

る受入体制の充実 

既存ストックの有効活用に

よる定住支援 

交流を通じた移住・定着の促

進 

出会い・結婚の機会の充実 

出産・子育て環境の充実 

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 

次代を担う心豊かなひとづ

くり 

若い頃から高齢期にいたる

までの健康の維持増進 

地域包括ケアシステムの構

築 

市民の生命や財産を守るた

めの体制の構築 

地域特性を活かした萩らし

い拠点づくり 

・「学ぶ観光」の充実による萩物語の継承 

・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 

・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 

・滞在型観光・体験交流型観光の充実 

・まちの魅力の充実 

・萩ジオパーク構想の推進 

・明治維新１５０年に向けた記念事業の実施及び情報発信 

・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 

・萩の歴史・文化・人物等を活用した記念事業の推進 

・大河ドラマプロジェクト推進事業との連携 

・ホームページの充実、ＳＮＳ等を活用した情報発信 

・多様なニーズに対応する情報発信 

・「萩ロケ支援隊（フィルム・コミッション）」の活用 

・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 

・萩物語の伝承による萩ブランドの発信 

・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 

・広域連携による広域周遊ルートの充実及び整備促進 

・おもてなし観光の推進 

・教育旅行・民泊・研修・学会・大会等の受入 

・観光ニーズに対応したサービスの充実 

・萩温泉郷・道の駅の活用 

・外国人観光客の受入体制の充実 

・外国観光客船の誘致 

・海外向け情報発信の強化 

・儲かる農業の再構築 

・農業の担い手の育成・確保 

・強い集落営農づくりの推進 

・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 

・萩産和牛の生産拡大と循環型農業の促進 

・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 

・持続可能な農業生産活動の推進 

・木材を供給（素材生産）するための取組 

・木材流通システムの構築 

・地元産木材の利用促進 

・林業を支える担い手の確保・育成 

・水産資源の管理・回復、漁場の保全 

・萩の魚の価値向上、販路の拡大 

・水産業の担い手確保・育成 

・収益力の高い経営体の育成 

・漁村の活性化と漁業の基盤整備 

・水産業と観光業の連携及び６次産業化の推進 

・地域の雇用を支える地場産業の振興と創業支援 

・萩産品のブランド化及び販路の拡大 

・萩ブランドを代表する萩焼の魅力発信、販路拡大の支援 

・「道の駅」を拠点とした地場産業の振興 

・企業誘致の推進 

・高齢者や障がい者の就業の促進 

・「萩暮らし」情報の発信の強化 

・ふるさと回帰に向けた取組の推進 

・移住のための支援体制の充実 

・移住後の支援体制の充実 

・空き家情報バンク制度の充実 

・定住・定着に向けた環境整備 

・交流・体験による魅力のＰＲ 

・外部人材の活用と定着の促進 

・結婚サポート体制の充実 

・事業所連携等による出会いの場づくり 

・妊娠期から子育て期までの包括支援 

・産後の育児初期にある親子の支援強化 

・子どもの健やかな成長を促す地域づくり 

・子育て世帯等の経済的支援と負担軽減 

・仕事と子育ての両立支援 

・子どもを守る取組の推進 

・ふるさとへの誇りと志を育む教育 

・学力向上に向けた取組 

・豊かな心と健やかな体の育成 

・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 

・教育環境の整備と就学支援の充実 

・教育機関との連携・協働による若者の定着促進 

・生涯学習機会の充実 

・生涯学習を支えるひとづくりの推進 

・文化・芸術の振興と生涯学習・文化施設の充実 

・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 

・地域包括支援センターの機能強化 

・在宅医療・介護連携の推進 

・認知症施策の推進 

・生活支援サービスの体制整備 

・介護予防の推進 

・賑わいのある中心拠点の整備 

・地域特性を活かした中山間地域づくりの推進 

・魅力ある島づくりの推進 

・保健・医療・福祉ネットワークの構築 

・道路交通・公共交通ネットワークの充実 

・ライフラインの確保 

・市民に優しい環境づくりの推進 

・民間活力を活用した新たな行政サービスの展開 

・災害時に命を守る消防・防災対策の推進 

・医療従事者の確保及び医療環境の充実 

・救急体制の充実・強化 

・不安を解消するための相談体制の充実 

・防犯の推進と交通安全の確保 

・老朽危険空家対策 

政策の基本目標 具体的な施策展開 主な事業と主要業績評価指標（ＫＰＩ）  【H26 ⇒ H31】 

人口ビジョン 

の概要 

 

人口の現状分析 

◎平成 22年の国勢調査

人口は 53,747 人で、

昭和 30 年のピーク人

口 97,744 人から 45%

減少 

◎平成 26年の出生数は

過去最低の 246人で、

昭和 30 年の出生数

1,918人から 87%減少 

◎合計特殊出生率は、全

国平均を上回ってい

るものの、国民希望出

生率(1.8)に届いてい

ない 

◎昭和 61年から、死亡

数が出生数を上回る

自然減の状態 

◎大学進学や就職等に

より、都市部を中心に

若者人口が大幅に流

出 

●自然減と社会減が同

時に進行し、既に本格

的な人口減少局面を

迎えている 

 

人口の将来展望 

１．目指すべき将来

の方向 

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 

 

２．将来人口推計 

◎社人研の推計による

萩市の将来人口 

⇒平成 52年：29,866人 

⇒平成 72年：18,388人 

◎出生率が段階的に上

昇し、平成 52 年には

2.07を実現 

⇒平成 52年：31,584人 

⇒平成 72年：21,376人 

◎さらに、平成 37 年ま

でに人口移動ゼロ（転入

と転出の均衡）を実現 

⇒平成 52年：34,414人 

⇒平成 72年：27,480人 

【観光施設の利用者数（年間延べ数）】 

952,488 人⇒1,030,000 人 

【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 

【ホームページ訪問数（年間）】826,889 回⇒900,000 回 

【イベント来場者数（年間延べ数）】794,733 人⇒860,000 人 

【宿泊者数（年間）】418,041 人⇒450,000 人 

【外国人観光客数（年間）】4,365 人⇒6,000 人 

【公共事業等における県産木材使用量（累計）】 

871 ㎥⇒1,871 ㎥ 

【創業支援件数（年間）】30 件⇒45 件 

【創業件数（年間）】5 件⇒16 件 

【就職者数（年間）】1,158 人⇒1,273 人 

【やまぐち障がい者雇用推進企業（累計）】8 社⇒14 社 

【移住相談件数（年間）】 

353 件（H22～H26 平均）⇒400 件（H27～H31 平均） 

【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 

 

 
【空き家情報バンク登録物件数（累計）】235 件⇒400 件 

【児童館の利用者数（年間）】53,384 人⇒55,000 人 

【育児に必要な備品購入等支援数（累計）】 

新規の取組⇒50 件 

【乳児のいる家庭の訪問割合】92.8％⇒100％ 

【地域の夢プラン作成数（累計）】5 件⇒8 件 

【新たな行政サービスの実施地域の数（累計）】 

新規の取組⇒6 地域 

【住民への防災研修・訓練の実施件数（年間）】49 回⇒60 回 

【消防団員の教育・訓練の実施件数（年間）】92 回⇒101 回 

【救急救命講習の実施件数（年間）】79 回⇒95 回 

【市内の老朽危険空家解消件数（累計）】39 件⇒60 件 

【結婚支援制度を活用した成婚件数（累計）】30 件⇒60 件 

【酒造好適米作付面積（年間）】7ha⇒20ha 

【飼料用米作付面積（年間）】35ha⇒79ha 

【新規就農者数（累計）】47 人⇒62 人 

【飼養頭数 20 頭以上の繁殖農家の割合】8.6％⇒10.0％ 

【鳥獣侵入防止柵延長（累計）】183.2 ㎞⇒260 ㎞ 

【地域団体商標の登録数（累計）】1 件⇒4 件 

【水産物の生産地市場平均魚価】600 円/㎏⇒630 円/㎏ 

【新規漁業就業者数（年間）】6 人⇒10 人 

【旬の地魚提供店（累計）】43 店⇒48 店 

【定置網漁業数（累計）】5 ヶ統⇒7 ヶ統 

【道の駅鮮魚販売額（萩、田万川）（年間）】 

317 百万円⇒370 百万円 

【民泊体験・萩暮らし体験ツアー参加者数（年間）】 

780 人⇒900 人 

【地域おこし協力隊員の委嘱数（累計）】新規の取組⇒16 人 

 

【将来の夢や目標をもっている児童生徒の割合】 

小学校 89.6％、中学校 72.8％⇒向上させる 

【いじめ・不登校の減少】 

いじめ：小学校 1.33、中学校 4.14⇒減少させる 

不登校：小学校 0.19、中学校 2.12⇒減少させる 

【コミュニティ・スクール設置率】89％⇒100％ 

【学校施設の耐震化率】80％⇒100％ 

【学生のインターンシップ参加者数（年間）】144 人⇒160 人 

【公民館等が実施する学級・講座等の開設・開催数（年間）】 

175 件⇒200 件 

【市民の講師・指導者の登録数（累計）】新規の取組⇒100 人 

【全国大会出場団体（者）数（年間）】74 団体⇒85 団体 

【糖尿病患者の割合(50 歳代)】26.4％（H25）⇒20％以下 

【こころの健康づくり見守り隊員数】1,138 人⇒1,500 人 

【週 1 回以上スポーツや運動をしている市民の割合】 

23.6％（H25）⇒65.0％ 

【認知症サポーター養成数（累計）】6,031 人⇒7,000 人 

【地域ささえあい協議体設置数（累計）】新規の取組⇒16 地区 

【地域住民主体のサービス提供団体の創出（累計）】 

1 団体⇒10 団体 

【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】 

25.3％⇒25.0％以下 


