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萩市総合戦略に掲げる平成２９年度の主な取組の実施状況等

数値 割合

①「学ぶ観光」の充実による萩
物語の継承

・ボランティアガイドの育成
・萩博物館で萩藩の法令を読む古文書講座（10回）や天文講座（毎週1回）を開催
・「萩ものしり博士検定」､「萩・幕末維新検定」の実施
・萩博物館で特別展、企画展を開催
・萩博物館の資料収集・保存機能強化のための収蔵庫の整備

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

・世界遺産ビジターセンターの運営
　（明倫学舎2号館で萩の世界遺産5資産の位置付けや松下村塾が日本の工業化に果たし
た役割などを情報発信）
・世界文化遺産等、市内主要観光地をめぐる定期観光バスやシャトルバスの運行
・世界文化遺産の保存修復や周辺整備の実施と情報発信
　（萩反射炉煉瓦補修に向けた計画検討･恵美須ケ鼻造船所遺構確認調査）
・世界文化遺産の修復・公開活用計画の策定

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

・観光施設の維持管理と施設整備を実施
　（自然と歴史情報センターのトイレ洋式化、ふれあいステーション須佐整備着手等）
・歴史的景観保存地区内の建築物や工作物等の修理修景に対する補助を実施
・文化財保存修理の実施や伝統的建造物群保存地区の保存修理等の実施
　（厚狭毛利家門修繕、松陰墓所樹木伐採 等）
・大照院保存修理の実施
　（重要文化財大照院本堂・経蔵の保存修理　平成22年度～平成29年度）
・現代の生活様式に改修した伝統的建造物の再生モデル展示、一般公開を実施
　（梅屋七兵衛旧宅､旧山中家住宅、旧山村家住宅､旧小池家住宅､旧萩藩御船倉、旧小林
家等）

④滞在型観光・体験交流型観
光の充実

・萩市ふるさとツーリズム推進協議会による宿泊体験学習の受入（受入数 830人）
・おもてなし充実事業の展開（｢萩・竹灯路物語｣､｢萩･万灯会｣､｢着物ウィークin萩｣「萩ウィン
ターイルミネーション」等）
・萩版DMOによる多言語音声ガイドアプリの作成
・萩版DMOによる観光地デジタルスタンプラリーの開催（萩反射炉、萩駅舎、明神池、萩・
明倫学舎、萩城跡　参加者数347人）

⑤まちの魅力の充実

・萩市の観光地づくりの舵取り役となる日本版DMOの取組を支援
・観光施設の維持管理と施設整備を実施
　（萩温泉ポンプ取替、阿武川温泉ふれあい会館ボイラー機器改修、萩アクティビティパー
クレンタルカート購入等）
・菊ヶ浜海水浴場開設、萩八景遊覧船及び萩･長門峡観光遊覧船の運航、須佐湾観光遊
覧船の運航

⑥萩ジオパーク構想の推進

・パンフレットの作成や出前講座等による推進活動と必要な備品整備
・ジオマスター講座（全12回）、萩ジオモニターツアーの開催
・日本ジオパークネットワーク加入認定に向けた取組（申請書作成、ＪＧＮ全国大会や研修
への参加）
・萩ジオパーク構想推進協議会及び市民団体等が行うジオパーク活動や研究に対する支
援

①明治維新１５０年に向けた記
念事業の実施及び情報発信

・萩・明治維新150年オープニングイベント
　（開会式、学ぼう萩・学ぼう維新　H30.1.20、27　延べ参加者数　約1,700人）
・市民提案型事業「みんなの150年プロジェクト」の助成　（14事業実施）
・萩･明治維新150年記念事業の実施
　（薩長維新塾キッズ、記念漫画長州ファイブ、奇兵隊パレードの実施､記念フレーム切手
の作成等）
・薩長「志」シンポジウムの開催　（受講数 約900人）
・萩の魅力ＰＲ、観光キャンペーン
　（デスティネーションキャンペーン、明倫学舎ＰＲ、萩魅力ＰＲ大使、デジタルサイネージ
等）

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

・萩・明倫学舎の運営
　（本館）　　観光インフォメーションセンター、多目的復元教室、天井裏見学室、萩藩校明
倫館展示室、明倫小学校展示室、ジオパークビジターセンター、復元教室、カフェ・レストラ
ン、お土産ショップ等
　（２号館）　世界遺産ビジターセンター、幕末ミュージアム
・萩・明倫学舎の活用・誘客促進
　（松陰ミュージカル、紙芝居、ぞうきんがけレース、幕末パン講座、おばけ屋敷、サム・エイ
ベル写真展等）

③萩の歴史・文化・人物等を活
用した記念事業の推進

・萩博物館特別展等を開催
　（｢高杉晋作の決意－明治維新への助走－」､｢萩・夏みかん物語Ⅱ」、「日本工学の父山
尾」「萩の鉄道ことはじめ｣）
・明治維新150年記念事業（再掲）
　（高杉晋作にどっぷり浸かる１日の開催、奇兵隊パレード等）

④大河ドラマプロジェクト推進
事業との連携

－

今後の取組予定
ＫＰＩ数値分析

対目標値

　萩市の知名度を効果的に活用し、
世界遺産をはじめとした歴史的資
源を活用した観光誘客や、ふれあ
いステーション須佐の整備をはじめ
とした地域の観光施設の充実、情
報発信の強化に努める。
　また、H30に日本ジオパークネット
ワークの加入認定に向けた取組と
ともに、認定後は、ジオパークを活
用した地域の活性化の更なる強化
を図る。

　更なる観光施設利用者数の増加
に向け、目標値（KPI）を1,200,000人
に上方修正する。

　明治維新150年記念の取組につ
いては、平成29年度から平成31年
度の3年間を「萩・明治維新150年
祭」と銘打ち、人材の育成を含め未
来に繋がる記念事業を展開する。
　また、明治維新150年を、萩市を
全国に対して発信する絶好の機会
と捉え、食や文化をはじめとした萩
市の魅力を積極的に全国に向けて
情報発信を取組む。

　萩・明倫学舎は、来館者から高い
評価を得ていることから、誘客イベ
ントをはじめ来館者増加への取組を
更に推進するとともに、萩観光の起
点としての機能を強化し、他の観光
地への誘導を行うなど周遊観光の
強化に取り組む。

　更なる利用者増加に向け、目標値
（KPI）を350,000人に上方修正する。

105%
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実績値
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検証分析

対前年
数値

分析（要因等）

（１）「萩まちじゅう博
物館構想」の推進

企画政策課
観光課
文化財保護課
まちじゅう博物
館推進課
ジオパーク推進
課
萩博物館
都市計画課
農林振興課

企画政策課
観光課
文化財保護課
まちじゅう博物
館推進課
萩・明倫学舎推
進課
萩博物館

（２）明治維新１５０
年に向けた取組

　開館直後（H29.3.4開館）の年度
に当たるため、当初の見込みを大
幅に上回る入館者数となったと分
析される。
　一方、大河ドラマ館に匹敵する
入館者数があったものの、入館料
は、本館が無料、2号館が300円と
なっており、大河ドラマ館（500円）
と比較し価格面で有利なことや、
萩観光の起点としての機能を考慮
すると、更なる入館者数の確保が
必要となる。

1,192,160人

35,305人 302,626人－ 202,626人 303%

（参考）
大河ドラマ館

（H27.1～H28.1）
（365日）

312,649人

（参考）
世界遺産ビジ

ターセンター学
び舎

（H28.1～H29.2）
（380日）
51,117人

49,224人

　世界遺産、大河ドラマの効果で
急増したH27から比較し、ブーム
の落着きにより減少しているもの
の、目標である1,030千人を超える
観光施設の利用者数となった。
　H29は、道の駅「ゆとりパークた
まがわ」の改装に伴う本館の休館
（7/11～12/22）による入込客数の
減少及び、元乃隅稲成神社の爆
発的な人気により、観光客が隣接
する自治体に流れたことが前年比
減少の要因と分析される。

1,079,224人

267,321人

所管名目標（平成31年KPI）平成29年度の主な取組（事業）の実施状況具体的な施策展開

▲112,936人
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観光施設の利用者数
(年間延べ数)
　1,030,000人

952,488人 1,556,225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)
　100,000人

新規の取組
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数値 割合

今後の取組予定
ＫＰＩ数値分析
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数値
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所管名目標（平成31年KPI）平成29年度の主な取組（事業）の実施状況具体的な施策展開

①ホームページの充実、ＳＮＳ
等を活用した情報発信

・萩市ホームページの公開運用
・公衆無線LANの維持管理（設置数 市内19箇所）
・萩市観光課Facebookでの情報発信
・萩市公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍの開設（H29.6～）

ホームページ訪問者
数
(年間)
　900,000回

826,889回 1,340,000回 1,042,124回 1,013,207回 ▲28,917回 113,207回 113%

②多様なニーズに対応する情
報発信

・市外在住者向け情報紙「萩ネットワーク」の発行支援（年6回奇数月に発行）
・東京･大阪･福岡等の首都圏での情報発信や新聞･雑誌等の各種媒体を活用した広告宣
伝を実施
・萩･石見空港、山口宇部空港へのポスター･パンフレット等を配置
・萩版DMOによる魅力発信支援事業の実施（市内事業者が広告を行う際に1/2を助成）（17
件）

ＳＮＳフォロワー数
（累計）
　10,000人
《新たなＫＰＩ》

4,660人 ▲5,340人 47%

③「萩ロケ支援隊（フィルム・コ
ミッション）」の活用

・テレビ、映画等のロケーション撮影の誘致と協力を実施

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

・地場産業振興イベントの開催による情報発信（萩の酒まつり、萩ふるさとまつり）
・首都圏への情報発信（旅する新虎マーケット、世田谷幕末維新祭、鎌倉姉妹都市物産
展、世田谷区民まつり）
・観光イベントによる情報発信（萩時代まつり、萩夏まつり、萩・夏みかんまつり、萩･椿まつ
り、萩･大茶会、須佐夏まつり、萩城下の古き雛たち、ひまわりロード等）

⑤萩物語の伝承による萩ブラ
ンドの発信

・一般社団法人萩ものがたりと連携した、歴史や自然などの萩物語を伝える「萩ものがた
り」の出版支援
　（年2回、2冊ずつ発行）

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

・萩小郡道路（絵堂萩道路）の早期整備促進（本線工事の一部着手）
・山陰自動車道の早期整備促進（木与防災に事業着手）
・ＪＲ新山口駅と萩市を結ぶ直行バス（スーパーはぎ号）の運行経費を一部補助

②広域連携による広域周遊
ルートの充実及び整備促進

・萩･石見空港利用拡大促進協議会や萩･津和野イメージアップ協議会､やまぐちＤＣ等､各
種観光関係団体との連携
・津和野町、長門市、下関市等と連携した広域周遊ルートの充実に向けた取組

③おもてなし観光の推進
・萩市の観光地づくりの舵取り役となる日本版DMOの取組を支援（再掲）
・萩市観光協会案内所の運営支援、各種イベントでの郷土芸能を披露
・萩おもてなし推進協議会による萩おもてなし大賞の開催

旅行消費額（年間）
　140.9億円
《新たなＫＰＩ》

133.8億円 - ▲7.1億円 95%

④教育旅行・民泊・研修・学会・
大会等の受入

・萩市ふるさとツーリズム推進協議会による宿泊体験学習の受入（受入数788人）（再掲）
・萩暮らし体験ツアーの実施（参加人数　12人）

来訪者満足度
　おもてなし　4.05
　（５段階評価）

3.86 - ▲0.19 95%

⑤観光ニーズに対応したサー
ビスの充実

・公衆無線LANの維持管理（設置数 市内19箇所）
・萩の世界遺産の過去と現在をタブレット端末等で見ることができる仮想現実ソフトの活用

　宿泊施設　4.05
　（５段階評価）
《新たなＫＰＩ》

3.99 - ▲0.06 99%

⑥萩温泉郷・道の駅の活用

・萩温泉、阿武川温泉、田万川温泉の利用促進
・道の駅等の施設維持管理と各種イベント実施による地域特産物のＰＲ
・道の駅「ゆとりパークたまがわ」のリニューアル施設整備を実施（H30.3リニューアルオープ
ン）

リピーター率
　68.0％
《新たなＫＰＩ》

65.4% - ▲2.6% 96%

①外国人観光客の受入体制の
充実

・国際交流員による外国語パンフレットの編集や翻訳、通訳等のインバウンド対策を実施
・市民を対象とした「英語でおもてなし講座」（59人参加）や異文化交流講座（延べ602人参
加）等を実施
・萩版DMOによる多言語音声ガイドアプリの作成

②外国観光客船の誘致
・外国観光客船寄港時の歓迎セレモニーの開催や外国語パンフレットを作成
・山口県「クルーズやまぐち協議会」と連携した外国観光客船の誘致

③海外向け情報発信の強化

・萩市の観光地や伝統工芸品等の海外向け観光プロモーションを実施（実施数 32件）
・山口県国際観光推進協議会と連携した情報発信
・2020東京オリンピックパラリンピックの英国ホストタウンの活動を展開
・阿武川特設カヌー競技場のオリンピックや世界大会等のキャンプ地誘致活動の展開

宿泊者数(年間)
　450,000人

418,041人 460,639人 428,415人 445,177人 16,762人 ▲4,823人 99%

414%

　明治維新150年記念と連動した情
報発信の強化に取り組む。
　萩市公式Facebookの開設など多
様な情報発信に努める。

　目標値（ＫＰＩ）の項目に萩市関係
ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ等）
のフォロワー数（目標：1万人）を新
たに設ける。
　既存の目標値（ＫＰＩ）を100万回に
上方修正する。

　集客力の向上に向け、効果的な
情報発信に努めるとともに、来場者
に魅力的なイベントとなるよう、内容
の充実に取り組む。
　個々のイベント内容を検証し、好
評なものや改善が必要なものを整
理し、マンネリ化とならないよう廃止
するもの、新たに立ち上げるものな
どイベントのスクラップアンドビルド
に取り組む。
　また、「明治維新150年」等を契機
とした新たな話題づくりや、ターゲッ
トを明確にしたうえでの企画づくりの
ほか、ＤＭＯや明治維新150年記念
事業実行委員会など関連団体と連
携した積極的な情報発信やイベント
企画に取り組む。

　宿泊客は、一人当たりの消費額も
高く、観光産業に与える経済効果も
効果的であることから、DMOと連携
しながら滞在型観光の推進や、観
光施設や観光アクセスの充実強化
を図るなど宿泊客を取り込む取組を
展開する。

　更なるＤＭＯと連携した観光受入
態勢の充実に向け、ＤＭＯに掲げる
目標指標を総合戦略の指標に追加
する。（宿泊者数を46万人に上方修
正、旅行消費額・来訪者満足度、リ
ピーター率の追加）

　他地域のDMOや県と連携した海
外プロモーションの展開や、民間事
業者が実施するWi-Fi環境、客室洋
式化の整備などに対する助成をは
じめ、ソフト、ハード面において外国
人観光客の受け入れ態勢の更なる
充実を図るとともに、外国人目線に
よる魅力ある萩市の観光資源の開
拓など、情報発信力の強化に取り
組む。

　更なる外国人観光客の誘致に向
け、目標値（ＫＰＩ）を2万9千人に上
方修正する。

　世界遺産や大河ドラマの効果の
あったH27と比較すると低いもの
の、対H26、対前年比ともに伸び
ており、目標値に近づいている状
況にある。
　H29は、9月から12月までに開催
された「幕末維新やまぐちディス
ティネーションキャンペーン」が宿
泊客数を押し上げた大きな要因と
分析される。

82%702,060人

7,728人 18,858人

　全国的に外国人観光客数が増
加傾向にある中、萩市でも大きな
伸びを示している。
　山口宇部空港での韓国仁川間
の国際定期便（H28.11～）、台湾と
の国際チャーター便（H28.9～）が
就航され、山口県においても積極
的なプロモーションを展開している
ことが大きな要因と分析される。
　8割以上がアジアからの訪日と
なっており、最も多い国は韓国（約
15千人）となっている。また、観光
客数が特に大きく伸びている国は
中国で前年比約4倍（約2千人）と
なっている。

観光課
商工振興課
土木課
農林振興課
情報政策課

広報課
観光課
商工振興課

　世界遺産、大河ドラマの効果で
急増したH27から比較すると、ブー
ムの落着きにより減少しているも
のの、目標である90万回を超える
閲覧数となった。
　近隣にある元乃隅稲成神社が
ブームとなっていることも減少要
因の一つにはあるが、萩市におけ
る情報発信手法がＩｎｓｔａｇｒａｍな
ど多様化したことにより、情報収
集手段がホームページから分散し
たことも要因と分析される。

イベント来場者数
(年間延べ数)
　860,000人

794,733人 844,163人 ▲35,714人 ▲157,940人

　本来は、萩市への来訪者を増加
させる手段の一つとしてイベントの
開催があるにも関わらず、イベント
を実施することのみが目的となっ
ており、個々のイベントにおいて新
たな話題づくりがされていない状
況にある。
　これまでのイベント来場者の推
移から、テレビ取材等によるマスメ
ディアへの露出と来場者数が相関
傾向にあることが分析されること
から、より多くの人に萩の情報に
接する機会を設けることが課題と
考えられる。
　イベントのマンネリ化やターゲッ
ト設定が出来ていない状況が、マ
スコミをはじめ、来場者の関心を
低下させている要因と分析され
る。

外国人観光客数(年
間)
　6,000人

4,365人 6,524人 17,130人

企画政策課
観光課
商工振興課
スポーツ振興課

737,774人

（３）観光情報の発
信強化

24,858人

１
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・
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た
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（４）観光アクセス
の向上・受入体制
の充実

（５）外国人観光客
の誘致拡大
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数値 割合

今後の取組予定
ＫＰＩ数値分析

対目標値

政策
の

基本
目標

現状値（H26）

実績値

H27 H28 H29

検証分析

対前年
数値

分析（要因等）
所管名目標（平成31年KPI）平成29年度の主な取組（事業）の実施状況具体的な施策展開

①儲かる農業の再構築
・萩酒米とう精工場の整備支援
・「酒造好適米」の生産振興等、需要に応じた品目の推進
・作物の品質向上及び販売方法の工夫に取り組む認定農業者等を支援

酒造好適米作付面積
(年間)
　20ha

7.0ha 22.7ha 27.1ha 24.3ha ▲2.8ha 4.3ha 122%

②農業の担い手の育成・確保

・新規就農者の研修期間（2年間）や経営初期段階（最長5年）の支援として支援金を支給
　（支援対象数：準備型2人、開始型18人、定着支援12人、就農体験2名）
・経営規模拡大等、経営の合理化に取り組む認定農業者や新規就農者に対して農業機械
等の導入を支援
・新規就農希望者等へ柑きつ栽培技術研修を実施

飼料用米作付面積
(年間)
　79ha

35.0ha 70.3ha 97.6ha 94.9ha ▲2.7ha 15.9ha 120%

③強い集落営農づくりの推進
・新規就業者を雇用した農業法人を支援（指導支援 2件）
・法人統合等の組織拡大に合わせ、就農希望者を新規雇用し、オペレーターの育成や新規
作物の導入等に取り組む集落営農法人を支援（支援対象数 1法人、法人連合体）

新規就農者数(累計)
　62人

47人 54人 59人 63人 4人 1人 102%

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

・県産農林水産物の製品加工に必要な機器等の導入を支援
・地域の食材を提供するレストラン改修（ゆとりパークたまがわ）及び、地域の恵みを活用し
た食の開発促進
・萩の農林水産物を活用した産品の販路拡大や食のメニューづくりと加工品づくりを支援

飼養頭数20頭以上の
繁殖農家の割合
　10.0％

8.6% 9.7% 14.2% 14.5% .3% 4.5% 145%

⑤萩産和牛の生産拡大と循環
型農業の促進

・堆肥購入を支援し循環型農業を推進
・家畜防疫、飼料作物の生産振興、畜産担い手組織の育成等を実施
・畜産物の品質向上や生産コストの低減に必要な機械、設備等を整備する法人等を支援
（支援対象数 2件）

鳥獣侵入防止柵延長
(累計)
　260ｋｍ

183.2㎞ 217.5㎞ 262.2㎞ 294.2㎞ 32.0㎞ 34.2㎞ 113%

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

・萩の地域ブランド柑きつを育成するため指導員1人を配置
・農業法人と連携し、柑きつのブランド力の強化等産地活性化を実施
・放置園地等のゆずを収穫するゆず生産者と農閑期の農業法人等を支援（支援対象数 4
団体）

地域団体商標の登録
数
(累計)
　4件

1件 1件 7件 7件 3件 175%

⑦持続可能な農業生産活動の
推進

・農地の大区画化や排水対策、農業水利施設等の農業生産の基盤整備
　（田万川地区、堀越地区等）
・農地中間管理機構を活用し、担い手への農地貸付等を実施した地域や個人に協力金を
交付
　（集積農地面積 56.18ha）
・耕作放棄を防止し適正な農業生産活動を行う農家等を支援
・萩阿武地域鳥獣被害防止対策協議会による有害鳥獣侵入防止柵、サル捕獲用大型檻
の設置、アユ被害防止対策等を実施

①木材を供給（素材生産）する
ための取組

・萩市産木材の安定供給のため、地元森林組合と製材業者が連携した活動に対し資金貸
付による支援
・森林施業や林業振興に不可欠な路網の整備として、広域基幹林道の開設･改良整備や
林道の維持管理と作業道の開設･改良整備を実施

②木材流通システムの構築
・森林施業や林業振興に不可欠な路網の整備として、広域基幹林道の開設･改良整備や
林道の維持管理と作業道の開設･改良整備を実施

③地元産木材の利用促進
・萩市産木材の安定供給のため、地元森林組合と製材業者が連携した活動に対し資金貸
付による支援

④林業を支える担い手の確
保・育成

・林業者の経営安定と森林資源の利用拡大のため、原木椎茸栽培に使用する椎茸種駒の
購入に対する支援
・利用期を迎えたくぬぎ･ならの人工林を伐採し、林産収入を得るとともに特用林産物の生
産振興を実施

①水産資源の管理・回復、漁
場の保全

・沿岸漁業の主漁場である見島八里ヶ瀬等の漁場保全や漁業資源保護のため漁場調査
の調査及び漁場等の監視活動を支援
・藻場ブロックを設置した地区のモニタリングや母藻の移設工事等を実施
・白魚産卵漁場の改良造成事業や稚あゆ等の放流事業、アワビ･クルマエビ等の種苗購入
事業への補助支援
・藻場やヨシ帯の保全回復などに取り組む漁業者等の活動を支援
・海底の堆積物除去による漁場環境回復を実施

水産物の生産地市場
平均魚価
　630円/㎏

600円/㎏ 624円/㎏ 547円/㎏ 575円/㎏ 28円/㎏ ▲55円/㎏ 91%

②萩の魚の価値向上、販路の
拡大

・漁村地域の活性化や魚食の普及、萩の魚のブランド化を推進するイベント活動等を支援
　（萩･魚まつり、江崎漁業さかな祭、須佐男命いか祭り）
・地域内外へ活魚の提供を図るため須佐湾の釣り桟橋等施設の維持管理

新規漁業就業者数
(年間)
　10人

6人 － 13人 16人 3人 6人 160%

③水産業の担い手確保・育成

・漁村青年の交流活動や後継者の確保、育成に取り組む団体への支援
・新規漁業就業者の研修期間や経営初期段階の支援、新規漁船乗組員を雇用した会社へ
の支援、新規漁業就業者等の漁船導入経費の支援として支援金を支給
　（支援対象数：定着支援 2人､自立化支援52人､漁船乗組員定着促進 11人､生活･生産基
盤整備2人）

旬の地魚提供店(累
計)
　48店

43店 43店 44店 46店 2店 ▲2店 96%

④収益力の高い経営体の育成
・江崎地区の定置網漁復活に合わせ、鮮魚等の販売機能強化のため「道の駅ゆとりパーク
たまがわ」の施設改修

定置網漁業数(累計)
　7ヶ統

5ケ統 5ケ統 6ケ統 6ケ統 ▲1ケ統 86%

⑤漁村の活性化と漁業の基盤
整備

・玉江漁港の機能向上及び航路の安全確保を図るため防砂堤を整備
・漁港施設の長寿命化を図るため、玉江、大島の漁港施設機能保全計画を策定及び保全
工事の実施
・大井漁港海岸の海岸保全施設の長寿命化のため老朽調査の実施及び保全計画の策定

道の駅鮮魚販売額
(萩、田万川)(年間)
　370百万円

317百万円 293百万円 256百万円 248百万円 ▲8百万円 ▲122百万円 67%

⑥水産業と観光業の連携及び
６次産業化の推進

・「道の駅ゆとりパークたまがわ」の施設改修による鮮魚等の販売機能強化と合わせ、地元
食材を提供するレストランの改修
・水産業の普及と合わせて観光集客イベントの実施（和船競漕、須佐男命まつり等の開催）

99%

　うみかぜ須佐住宅や見島教員
住宅の整備において、県産木材を
活用し、地元産木材の流通促進を
図った。

　とう精工場の整備により酒造好適
米の処理能力の向上が図られたこ
とから、酒造好適米の更なる作付
面積の拡大を図る。

　畜産分野においては、規模拡大
による経営の安定化を図るととも
に、繁殖分野の拡充により収益性
の向上に取り組む。

　新規就農においては、引き続き就
農者対策に取り組むとともに、近年
実績のないＩターンについても、潜在
性の高いターゲットと位置付け、新
規就農に繋がるよう取り組む。

　萩産農産品のブランド化において
は、やまぐちブランドへの登録を推
進するとともに、農産物のみならず
水産物、工芸品等を含めて新たに
「萩ブランド」の構築に取り組む。

　上記のことから、更なる施策の取
組の充実に向け、目標値（ＫＰＩ）を
次のとおり上方修正する。
・酒造好適米作付面積　20ha⇒
30ha
・飼料用米作付面積　79ha⇒90ha
・新規就農者　62人⇒72人
・飼養頭数20頭以上の繁殖農家の
割合　10％⇒15％
・鳥獣被害防止柵延長　260㎞⇒
350㎞
・地域団体商標の登録数　4件⇒8
件

　森林税の導入を見据え、更なる林
業施策の展開に取り組む。
　林業に関わる業界の新たな組織
化に向けた取組に加え、林業の6次
産業化や木材の販路を開拓するた
めの新たな仕組みづくりなど、林業
の再生を目指した取組を展開する。

　更なる木材の流通拡大に向け、目
標値（ＫＰＩ）を2,000㎥に上方修正す
る。

　水産資源を中心とした萩市食材の
都市部等への情報発信を強化し、
萩市食材の認知度の向上を図ると
ともに、ブランド化による魚価の向
上に取り組む。また、旬の地魚提供
店の加盟店の拡大及び提供品の充
実を図り、市外からの地元住民及
び来訪者に魅力のある魚料理の提
供を促進する。
　担い手の育成は水産業振興に対
する最大の課題の一つと捉え、更
なる新規就業者の確保に取り組
む。
　道の駅「ゆとりパークたまがわ」の
リニューアルにより鮮魚販売機能が
強化された状況を踏まえ、定置網漁
等による漁獲量の拡大と合わせ、
購買者のニーズに合わせた販売促
進を展開し、鮮魚販売額の拡大に
取り組む。

（３）地域の柱とな
る水産業の振興

　漁価単価においては、前年より
増加したものの、目標金額に対し
は下回っている状況にある。これ
は、魚価単価の高い魚（あまだ
い、ふぐ、けんさきいか等）の全水
揚げに占める割合が低下したこと
が大きな要因と考えられる。
　新規就業者については、目標を
上回る実績となっているものの、
離職者も多く、漁業従事者の高齢
化等、担い手不足は深刻な状況
であり、更なる後継者の確保が課
題となっている。
　旬の地魚提供店は、萩の魚ブラ
ンド化推進協議会等の取組によ
り、目標達成に向け順調に増加し
ている。
　道の駅鮮魚販売額においては、
平成29年度に道の駅「ゆとりパー
クたまがわ」の改装に伴い本館が
休館（7/11～12/22）をし、仮設店
舗での営業となったことが影響し
販売額を押し下げたと分析され
る。

水産課
商工振興課

　収益性の高い酒造好適米の作
付面積は、阿武萩地区で作付け
調整を行っているため、萩市と阿
武町の法人に対する作付面積の
割り振り調整により前年比で減少
した。しかし、H29に酒米とう精工
場を整備したことから、酒米処理
能力の向上により全体的な拡充
が見込まれると分析される。
　また、飼料米の作付は、生産調
整の機能はあるものの、飼料米は
安価であり、適度な生産面積を保
つことが必要なこと、また、主食用
米との作付けバランスもあること
から、現状値程度が適切と分析す
る。
　畜産業の安定した経営規模拡
大の取組として飼養頭数の一定
規模以上の農家割合は、目標値
を上回った実績となった。

　農業に関する全ての分野に大き
な影響を持つ後継者育成につい
て、新規就農者数は、計画を上回
る伸びをしているものの、出身者
や縁故者の繋がりによるＵＪター
ン者が中心となっており、Ｉターン
による新規就農が少ない状況で
ある。

　安定した農業環境への取組の
一つとして掲げられる有害鳥獣侵
入防止柵については、計画的に
延長の増加が図れているものの、
依然として農家からの需要は高い
ものとなっている。

公共事業等における
県産木材使用量(累
計)
　1,871㎥

871.0㎥ 1,248.3㎥ 1,726.9㎥ 農林振興課▲22.0㎥1,849.0㎥

（１）農業所得の向
上による農村での
定住社会の実現

農林振興課
商工振興課

122.1㎥

２
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（２）萩市最大の財
産を活用した林業
再生
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今後の取組予定
ＫＰＩ数値分析

対目標値

政策
の

基本
目標

現状値（H26）

実績値

H27 H28 H29

検証分析

対前年
数値

分析（要因等）
所管名目標（平成31年KPI）平成29年度の主な取組（事業）の実施状況具体的な施策展開

①地域の雇用を支える地場産
業の振興と創業支援

・中小企業融資、起業化支援融資にかかる保証料の補給を実施（対象数 40件）
・市内で新たに事業を開始しようとする者が事務所開設等に必要とする費用に対して補助
支援
　（支援対象数：起業化支援 6件、情報通信事業立地促進 1件）
・市内に工場を設置し、従業員を雇用した事業者に奨励金を交付

創業支援件数(年間)
　45件

30件 16件 11件 23件 12件 ▲22件 51%

②萩産品のブランド化及び販
路の拡大

・首都圏での販路拡大や友好都市や姉妹都市等が開催する物産展に参加する関係団体
を支援
　（旅する新虎マーケット、萩なつみかんフェア、世田谷区民まつり、鎌倉姉妹都市物産展、
萩･世田谷幕末維新祭り）
・東京浅草「まるごとにっぽん」に開設したアンテナショップの運営支援

創業件数(年間)
　16件

5件 6件 6件 13件 7件 ▲3件 81%

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

・友好都市や姉妹都市等が開催する物産展に参加する関係団体を支援
　（世田谷区松陰神社境内の物産展で萩焼ろくろ体験を実施）
・萩陶芸家協会が実施する各種展示会等の開催に係る経費の一部を補助

就職者数(年間)
　1,273人

1,158人 1,277人 1,031人 935人 ▲96人 ▲338人 73%

④「道の駅」を拠点とした地場
産業の振興

・道の駅等の維持管理と経年劣化した設備の改修を実施
　（うりぼうのさとkatamna通路屋根整備、ハピネス福栄スチームオーブンレンジ更新等）
・道の駅「ゆとりパークたまがわ」のリニューアル工事を実施

やまぐち障がい者雇
用推進企業(累計)
　14社

8社 8社 8社 8社 ▲6社 57%

⑤企業誘致の推進
・山口県企業誘致推進連絡協議会と連携し､誘致の可能性のある企業情報の収集と積極
的な誘致促進を実施
・「ひと」と「しごと」のマッチングシステムの構築

市内高校生等の市内
就職者数（年間）
　60人
《新たなKPI》

50人 ▲10人 83%

⑥高齢者や障がい者の就業の
促進

・「障がい者就業・生活支援センター」やハローワークと連携した就労支援

①「萩暮らし」情報の発信の強
化

・「空き家情報バンク」等の情報提供
・定住支援ホームページの充実や都市部の移住相談会を活用して萩暮らしの魅力を広く周
知

353件

②ふるさと回帰に向けた取組
の推進

・市外向け情報発信紙「萩ネットワーク」の発行支援（年6回奇数月に発行）
・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（参加数 12人）

(Ｈ22～Ｈ26平均)

①移住のための支援体制の充
実

・移住希望者の相談にきめ細かく対応するための移住支援員及び各地域に１人ずつ地域
移住サポーターを配置

②移住後の支援体制の充実
・移住希望者の相談にきめ細かく対応するための移住支援員及び各地域に１人ずつ地域
移住サポーターを配置

①空き家情報バンク制度の充
実

・「空き家情報バンク」等の情報提供
・若い世代のＵＪＩターンを促進するため、空き家改修費用や賃借費用に対する補助支援
　（支援対象数：改修費補助 4件、家賃補助 12件）
・空き家情報バンクに登録された物件の家財道具処分費用に対する補助支援（支援対象
数 16件）

②定住・定着に向けた環境整
備

・須佐地域において、少子化・定住対策として市外在住者を対象とした子育て世帯向け市
営住宅を整備
　（建設戸数 4戸）
・ＵＪＩターン希望者を対象とした賃貸住宅の維持管理と改修等を実施（管理戸数 17戸）

①交流・体験による魅力のＰＲ

・萩市ふるさとツーリズム推進協議会による宿泊体験学習の受入（受入数 830人）（再掲）
・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（参加数 12人）
・ＪＩＣＡ等海外研修員及び海外の大学生の研修を受入（受入数 38人）

民泊体験・萩暮らし体
験ツアー参加者数(年
間)
　900人

780人 808人 896人 842人 ▲54人 ▲58人 94%

　萩市への宿泊体験学習に、参加
した学校や生徒の評価は好評で
あるが、教育旅行は春・秋に集中
するため、現在の受入家庭数では
一度に受入れられる人数に限りが
あり、参加者数が増えない要因と
なっている。

　近隣の自治体（長門市、阿武町、
山口市阿東地域）とも連携した受入
れ家庭の掘り起こしのほか、教育旅
行に限らず、日帰り向けの体験プロ
グラムの開発や、小規模なインバウ
ンド旅行の受入など新たな客層の
開拓等にも努め、民泊体験者数の
増加に取り組む。

②外部人材の活用と定着の促
進

・地域おこし協力隊の設置
　（H29年度退任者１名が、むつみ地域で新規就農者として定着）

地域おこし協力隊員
の委嘱数(累計)
　16人 新規の取組

8人 16人 18人 2人 2人 113%

　民間企業の求人状況が改善し
ていることに加え、地域おこし協力
隊制度を導入する自治体が増加
し、応募者が少ない状況にある。

　引き続き、隊員の効果的な募集や
活動支援に取り組むとともに、目的
が明確化してい活動内容（ミッション
型）を提示するなど、隊員の確保に
努める。
　また、３年の活動任期を終える隊
員も出てくるため、任期終了後も萩
市に定着するよう支援を行う。

　更なる地域おこし協力隊の活動の
活性化に向け、目標値（ＫＰＩ）を28
人に上方修正する。

移住相談件数(年間)
　400件(Ｈ27～Ｈ31平
均)

419件 409件 128%

103%

100%

206世帯

401件

　H30年度から新たな中小企業向け
の補助制度や、起業化支援の事
業、ブランド化や販路拡大事業を展
開しており、産業を活性化し、雇用
の促進を図る。
　また、IT企業のサテライトオフィス
などの誘致施策を更に推進するとと
もに、インキュベーション施設の整
備などにより、創業支援体制の強
化を図る。
　更に、市内企業説明会の開催や、
地方創生交付金により整備した求
職と求人のマッチングシステムを効
果的に活用し就業者数の増加に取
り組む。

　更なる雇用の場の創出及び人材
確保、また、若者の市外流出の抑
制に向け、目標値（ＫＰＩ）の項目に
市内高校生等の市内就職者数（目
標：60人）を新たに設ける。

　萩暮らし応援ガイドブックのリ
ニューアルによる萩暮らしの更なる
魅力発信や、都市部における移住
イベント等での積極的な情報発信
に取り組むとともに、移住相談が移
住に結び付くよう、空き家バンクに
よる住宅支援に加え、産業振興策、
子育て支援策と連携して移住促進
に取り組む。

　萩市は年間200人を超える社会減
の人口流出がある状況を鑑み、今
後も更なる移住者の獲得を目指す
べく、萩暮らし応援センターの相談
体制の充実を図るとともに、円滑な
移住を支える地域移住サポーター
の増員など定住支援体制の充実も
図る。

　更なる移住世帯の増加に向け、目
標値（ＫＰＩ）を280世帯に上方修正す
る。

　活用可能な空き家の更なる掘り起
こしによる空き家バンクへの登録を
促進する取組とともに、家賃補助等
の各種補助制度を子育て世代に手
厚くするなど、空家バンク登録物件
が効果的に賃貸・売買に結びつくよ
う取り組む。

　更なる空き家バンク登録物件数の
増加に向け、目標値（ＫＰＩ）を500件
に上方修正する。

　創業支援件数については、市の
起業化支援制度に加え、金融機
関の新たな支援制度の創設など
が、起業意識の向上に繋がったと
考えられ、前年に対し大きく増加し
たが、目標値には及ばなかった。
　就職者数については、企業の求
人と就業希望者とのミスマッチも
あり、低い水準で推移している。

103件 112件

　都市部から地方へのヒトの流れ
を進める国の政策とともに、萩市
においても積極的な移住支援へ
の取組により、県内最多の移住相
談を受けている。

３
　
萩
の
魅
力
を
活
か
し
た
移
住
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進

（１）移住促進に向
けた萩の魅力の
発信

235件 288件

512件

定住総合相談窓口を
通じた移住世帯数(累
計)
　200世帯

117世帯 146世帯 177世帯

（３）既存ストック
の有効活用による
定住支援

空き家情報バンク登
録物件数(累計)
　400件

（４）安定した雇用
の創出

341件

（４）交流を通じた
移住・定着の促進

商工振興課

29世帯 6世帯
　きめ細かな移住相談体制によ
り、単年度で29世帯、累計で目標
となる200世帯に到達した。

60件 1件

　活用できる空き家を掘り起こし、
空き家バンクへの登録への呼び
かけや各種支援制度の活用によ
り、単年度で60件、累計で目標と
なる400件に到達した。
　しかしながら、萩市内には、依然
として多くの空き家が存在してお
り、今後も転出等の事由により増
加する傾向にある。

地域づくり推進
課
広報課
農林振興課

（２）円滑な移住と
定着を支援する受
入体制の充実

２
　
地
域
資
源
を
活
か
し
た

「
し
ご
と

」
の
創
出

－ 4 －



数値 割合

今後の取組予定
ＫＰＩ数値分析

対目標値

政策
の

基本
目標

現状値（H26）

実績値

H27 H28 H29

検証分析

対前年
数値

分析（要因等）
所管名目標（平成31年KPI）平成29年度の主な取組（事業）の実施状況具体的な施策展開

①結婚サポート体制の充実
・結婚相談所の運営（相談件数 252件）
・萩市で新生活をスタートする新婚世帯を支援（支援対象数 16件）

②事業所連携等による出会い
の場づくり

・結婚を希望する男女の出会いの場づくり（婚活イベント）を実施する団体を支援
　（イベント実施数 3企画、イベント参加数 78人）
・漁村青年の交流活動や後継者確保、育成に取り組む団体を支援（イベント参加数 31人）

①妊娠期から子育て期までの
包括支援

・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うワンストップ拠点として子育て世代
包括支援センターＨＡＧＵの開設
　（平成29年10月からから開設。　相談件数229件）
・乳幼児健診や母子相談･乳幼児健康相談、妊産婦訪問等の母子保健事業を実施
　（各種健診件数 1,120件、各種相談件数 1,405件、訪問件数 335件）
・思春期出前講座を実施（実施数 市内小中学校20校、受講者数 延べ1,588人）
・妊婦の健診費用に対する助成や離島に居住する妊婦の健診等にかかる交通費助成を実
施
　（健診助成件数　妊婦健診 2,573件、妊婦歯科健診 97件、交通費支援件数 14件）

②産後の育児初期にある親子
の支援強化

・産後うつ病等の対策として、育児初期にある親子を支援するため産婦訪問を実施（訪問
数 113人）
・乳児期や幼児期の子育て教室、ママ友の会の開催等切れ目のない乳幼児期の母子支援
の実施
　（各種子育て教室等の参加数 延べ571人）

③子どもの健やかな成長を促
す地域づくり

・児童館において、子どもの諸活動の支援事業や子育て支援事業、広報活動を実施すると
ともに、未就園児と保護者の集いの場を提供。H29年度から夏季休業中の火曜日も開館
（児童館年間利用者数 53,140人）
・保健推進員による妊婦、乳幼児の家庭訪問や健康教室の開催（家庭訪問：延1,159件）
・子育てまつりをはじめ、地域の子育て輪づくり活動イベント等を開催（延べイベント参加者
数　2,999人）
・母子の正しい食生活の普及啓発活動をはじめ、朝ごはんコンテストの開催（応募総数
693点）

育児に必要な備品購
入等支援数(累計)
　50件

新規の取組
－

166件 543件 377件 493件 1086%

　子育て世代の多くから好評との
声があり、制度利用者も当初の見
込みに対して大きく上回るものと
なっており、子育て世代のニーズ
に合った施策と分析される。

　制度の周知をしっかり行い、引き
続き事業の継続を図る。
　また、様々な子育て施策を広く周
知することにより、市内外に萩市が
子育てをしやすいまちとして認識さ
れるよう取り組む。

　更なる事業の充実に向け、目標値
（ＫＰＩ）を1,000件に上方修正する。

④子育て世帯等の経済的支援
と負担軽減

・育児に必要な備品や新生児のおむつの購入費用の助成支援
　（助成支援数：チャイルドシート 97件､ベビーカー 56件､ベビーベッド 13件､おむつ購入
211件）
・第３子以降の児童を保育所等へ入所させた場合、その保育料の全額又は半額を助成
　（助成支援数：全額助成 26人、半額助成 107人）
・乳幼児医療費と子ども（小学生）医療費の自己負担額を助成
　（助成支援数：乳幼児医療費 1,241人、子ども医療費 1,239人 ※年間の平均人数）

乳児のいる家庭の訪
問割合
　100％

92.8% 92.6% 94.2% 91.0% ▲3.2% ▲9.0% 91%

　生後4か月未満の乳児がいる全
ての家庭に対しての訪問を実施し
ているが、市外への里帰り出産
後、４か月を過ぎても里帰りをして
いる家庭があること及び、他人の
訪問を拒否する家庭が増えている
ことが訪問割合100％とならない
要因となっている。

　切れ目ない子育て支援の充実に
向け、乳幼児期の子どもを持つ家
庭に対して、保健師訪問の必要性
の理解に努め、育児初期にある親
子を支援する家庭訪問を全ての対
象家庭に実施できるよう取り組む。

⑤仕事と子育ての両立支援

・母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、就業に必要となる資
格を取得する修業期間中の生活費負担軽減支援や資格取得に要する受講料の一部を支
援（支援対象数 13人）
・延長保育や24時間保育の実施により、保護者の仕事と子育ての両立を支援
　（延長保育利用数 285人、24時間保育利用児童数 233人）
・地域での子育て環境づくりを推進するため、会員制による育児の相互援助活動を支援
　（会員数 525人、活動件数 967件）

萩市子育て世代包括
支援センターＨＡＧＵ
利用件数
600件 （年間）
《新たなKPI》

－ － － 229件 － ▲371件 38%

　更なる子育て支援の向上に向け、
妊娠期から子育て期にわたるまで
の様々なニーズに対して、総合的
相談支援を提供するワンストップ拠
点である萩市子育て世代包括支援
センターＨＡＧＵ利用件数を目標値
（ＫＰＩ）の項目として新たに設ける。
（目標600件）

⑥子どもを守る取組の推進

・家庭児童相談室の運営（相談件数 9件、児童虐待対応実践トレーニング 年2回実施･38
人参加）
・子ども相談･支援室の設置と支援員を配置
　（学校訪問262回、ケース会議80回、電話相談28件、児童生徒宅訪問66回）

53,140人

70%

　結婚を希望する方に、より多くの
出会いの場を創出する取組を充実
するとともに、山口県が主体となっ
て運営する「やまぐち結婚応縁セン
ター（H27.9開設）」とも連携した取組
を行う。

４
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（１）出会い・結婚
の機会の充実

結婚支援制度を活用
した成婚件数(累計)
　60件

30件 37件 38件
企画政策課
水産課

（２）出産・子育て
環境の充実

子育て支援課
健康増進課

42件 4件 ▲18件

　前年と比較し、成婚件数は伸び
ているものの、目標数値まで至っ
ていない。
　結婚相談所の登録者の平均年
齢が上昇していること、また、新規
登録者が減少していることから成
婚に結び付く割合が低くなってい
る状況と分析される。

児童館の利用者数
(年間)
　55,000人

51,953人53,384人 51,086人 2,054人 ▲1,860人 97%

　多くの利用が見込まれる夏休み
期間中を無休（通常の休館日は
毎週火曜日）にしたことが、7月、8
月の利用者の増加となり、年間の
利用者数を押し上げたと分析され
る。
　また、ＳＮＳ、ホームページ、エフ
エム萩などでの広報の取組や、児
童館だよりの発行などでの活動内
容の周知も利用者の増加につな
がったと分析される。

　四季の行事や創作活動をはじめ、
イベント内容を充実させるとともに、
利用者や運営ボランティアの意見を
取り入れながら、利用しやすい施設
となるよう取り組む。

－ 5 －



数値 割合

今後の取組予定
ＫＰＩ数値分析

対目標値

政策
の

基本
目標

現状値（H26）

実績値

H27 H28 H29

検証分析

対前年
数値

分析（要因等）
所管名目標（平成31年KPI）平成29年度の主な取組（事業）の実施状況具体的な施策展開

小学校89.6% 小学校88.4% 小学校90.6% 小学校86.4% ▲4.20% － －

中学校72.8% 中学校79.6% 中学校80.0% 中学校77.7% ▲2.30% － －

いじめ：小学校1.28% いじめ：小学校2.18% いじめ：小学校1.74% いじめ：小学校1.65% ▲.09% － －

中学校4.23% 中学校4.86% 中学校4.31% 中学校4.90% .59% － －

不登校：小学校.19% 不登校：小学校.05% 不登校：小学校.05% 不登校：小学校.31% .26% － －

中学校2.12% 中学校2.25% 中学校1.38% 中学校1.15% ▲.23% － －

学校施設の耐震化率
　100％

80% 100% 100% 100% 100%
　市内全ての学校の耐震化整備
を行い、耐震化率100％の目標を
達成した。

　安全安心で快適な学校環境を整
備するため、必要な施設改修等に
取り組む。

学校トイレの洋式化
　全ての学校
　H31まで：3校（累計）
《新たなKPI》

　更なる教育環境の充実に向け、学
校トイレの洋式化を新たな目標値
（ＫＰＩ）として設ける。

①教育機関との連携・協働に
よる若者の定着促進

・インターンシップの実施による職場体験の促進
・県内の大学等と県及び市町村の連携による「地（知）の拠点大学による地方創生推進事
業（ＣＯＣ＋）」の推進
・山口大学及び至誠館大学と人材育成・地域活性化等に関する包括連携協定の締結

学生のインターンシッ
プ参加者数(年間)
　160人

144人 － 174人 216人 42人 56人 135%

②生涯学習機会の充実
・各種学級、萩市民大学教養講座、スポーツ教室等の開催
・市報、ホームページ、コミュニティＦＭ等による各種講座等の情報発信

③生涯学習を支えるひとづくり
の推進

・各公民館で社会教育関係団体が実施する生涯学習活動を支援

④文化・芸術の振興と生涯学
習・文化施設の充実

・文化芸術活動を実施する団体への助成（2件）及び全国大会等の出場団体用に対する助
成（4件）
・自然・歴史・民俗等の資料収集や資料の適切な保存管理
・読書普及活動として、読書週間に子どもを中心とした行事を開催
・幅広い年齢層に向けた歴史講座等を開催
・大井公民館の整備及び福栄コミュニティセンターの整備着手

市民の講師・指導者
の登録数(累計)
　100人

新規の取組 70人 73人 78人 5人 ▲22人 78%

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

・全国大会等への出場者を支援（激励会 6回）
・各種スポーツ大会や教室を開催（大会数 8回、教室 5回）
・スポーツ少年団等指導者や育成母集団の研修会を開催（1回）

全国大会出場団体
(者)数
(年間)
　85団体

74団体 67団体 60団体 77団体 17団体 ▲8団体 91%

8.86%(Ｈ25) 7.46% 7.95% 7.95% ▲.45% 94.3%

＜26.4％（H25）＞ ＜23.3％＞ ＜21.4％＞ －

こころの健康づくり見
守り隊員数
　1,500人

1,138人 1,188人 1,443人 1,741人 298人 241人 116%

②生きがいのもてる活動の促
進

・地域の高齢者等による放課後子ども教室等での世代間交流と学びの場づくり
・ＮＰＯ等による市民活動の推進
・高齢者の技や知恵を活用した体験交流活動の実施

週1回以上スポーツ
や運動をしている市
民の割合
　65.0％

23.6%(Ｈ25) － － －

①地域包括支援センターの機
能強化

・地域の高齢者の援助･支援を包括的に行う地域包括支援センターの運営と地域における
高齢者の相談窓口となる在宅介護支援センターの運営（地域包括支援センター 2箇所、在
宅介護支援センター 16箇所）
・地域ケア会議（推進会議、生活圏域別会議、個別会議）の開催

②在宅医療・介護連携の推進
・介護支援専門員や在宅介護支援センター相談員、サービス提供事業所職員等、多職種
の共同研修を実施
　（研修会 7回 519人、事例検討会 7回開催）

③認知症施策の推進
・認知症サポーターと認知症ボランティアの養成
・認知症家族支援講座を開催（講座開催 5回）
・認知症地域支援推進員の配置

地域ささえあい協議
体設置数(累計)
　16地区

新規の取組 6地区 15地区 16地区 1地区 100%

④生活支援サービスの体制整
備

・地域ささえあい協議体及び地域ささえあい推進員の配置による生活支援サービス体制の
整備
・地域住民主体の高齢者生活支援サービス提供団体の活動に要する環境整備を実施
　（拠点施設整備：田万川、旭地域　活動車両整備：川上、須佐､福栄地域に各1台）
・離島における高齢者の外出を支援（渡船場までの送迎　延べ233回）

地域住民主体のサー
ビス提供団体の創出
(累計)
　10団体

1団体 5団体 5団体 13団体 8団体 3団体 130%

⑤介護予防の推進
・介護予防教室の実施（参加数 延べ7,051人）
・介護予防出前講座の実施（参加数 延べ1,275人）
・介護予防指導者の派遣（派遣数 5回）

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
　25.0％以下

25.30% 25.10% 25.30% 25.01% ▲.29% .01% 100%

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

・各種検診や健康相談、健康教室等を実施
・生活習慣病予防の取組に合わせ、節塩プロジェクトを実施し、出前講座や企業等と協力し
た節塩運動を展開
　（健康相談 44回 延べ621人、各種健康教室  534回 延べ7,846人）
・特定の年齢に達した方に対して、がん検診の無料クーポン券や健康手帳を交付し受診促
進を実施
・心の健康づくりとして中学生･保護者･教職員を対象に講演会の実施、教職員や地元企業
を対象にゲートキーパー養成講座を実施（養成講座 16回 504人）

糖尿病患者の割合
(50歳代)
　7.5％以下
＜20％以下＞

6,530人 7,252人 7,523人

　前年と比較し、割合は減少して
いるものの、小学校では85％以上
の児童が夢や目標を持っているこ
とは評価できると分析している。
　中学校においては、H26より5％
上回っており、各学校のキャリア
教育の充実が結果に繋がってい
るものと分析される。

　  いじめについては、一見、増え
ているように見えるが、学校のい
じめの早期発見に対する取組が、
いじめの認知率（児童生徒100人
あたりの発生件数）を引き上げた
と捉えている。認知率の向上は、
いじめを早期発見し初期段階での
いじめを解消する取組につながっ
ていると分析される。

　市内の全ての学校においてコ
ミュニティスクールを設置し、目標
で掲げた設置率100％を達成し
た。

公民館等が実施する
学級・講座等の開設・
開催数
(年間)
　200件

175件 185件 188件 229件 41件 29件 115%

100% 100%

認知症サポーター養
成数
(累計)
　7,000人

　いじめを早期発見し、初期段階で
のいじめを解消する取組を行うとと
もに、学校と教育委員会が連携し
て、児童生徒ひとりひとりに合わせ
た、きめ細かい対応に取り組む。

　インターンシップは、学生の社会
体験による人材育成としての面の
みならず、企業側においても人材確
保の有効な機会であることを鑑み、
市内の企業と連携し、積極的な受
入体制の整備に取り組む。
　文化・スポーツ分野においても、
魅力ある講座の開設や、スポーツク
ラブの充実強化など、より環境が充
実したものとなるよう各種取組を展
開していく。

　更なるインターンシップへの取組
の充実に向け、目標値（ＫＰＩ）を240
人に上方修正する。

　糖尿病の初期は自覚症状がない
ため危機感がなく、治療を始めるタ
イミングを逃す人や治療を中断する
人が少なくない状況であるため、医
療機関と連携し、健診後のフォロー
体制の充実など重症化を防ぐ取組
を展開する。
　こころの健康づくり見守り隊員に
おいては、引き続き各種養成講座
などに積極的に取り組み、隊員数
の拡大を目指す。

　更なるこころの健康づくり見守り対
隊の取組の充実に向け、目標値（Ｋ
ＰＩ）を2,000人に上方修正する。

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

　住民による共助の取組の浸透に
より、各地域において協議体の立ち
上げに繋がっており、今後は、活動
内容の充実を図り、行政と地域の
連携による住民共助の更なる体制
強化に取り組む。

　更なる地域包括ケアシステムの深
化・推進に向け、目標値（ＫＰＩ）を上
方修正する。
・認知症サポータ養成数　8,000人
・地域住民主体のサービス提供団
体の創出　16団体

　50歳代の糖尿病患者の割合に
ついて、被保険者数を分母とする
ところを、生活習慣病対象者を分
母としていたことから、KPIの数値
を目標値、実績値の修正を行う。
（下段＜　＞が修正前数値）
　糖尿病患者の割合については、
当初より下がってはいるものの、
前年に対し横ばいで、目標値にも
達していない現状にある。
　こころの健康づくり見守り隊員
は、学校や企業に対し積極的に養
成講座等を実施した結果、大きな
伸びを示している。

（２）次世代を担う
心豊かなひとづく
り

企画政策課
商工振興課
教育委員会
文化・生涯学習
課
スポーツ振興課

　認知症サポーター養成数及び地
域ささえあい協議体設置数は、養
成講座の開催や地域との調整に
より、前年から増加し、目標に達し
た。
　地域住民主体のサービス提供
団体においては、平成27年度から
随時各地域で協議体を立ち上げ、
各地域で話し合いを重ねた結果、
平成29年度は多くのサービス提
供の創出に結びついたと分析され
る。
　要介護認定者においては、医
師、歯科医師とも連携した介護予
防の取組を展開した結果、介護認
定者の割合の上昇を抑えている
状況にあると分析される。

健康増進課
文化・生涯学習
課
市民活動推進課
など

（２）地域包括ケア
システムの構築

教育委員会
子育て支援課
企画政策課

②学力向上に向けた取組

・全国学力・学習状況調査の結果分析を学校と共有し、全教職員が具体的対策を協議する
場を設置し、共通的な取組を実践
・学力向上チェックリストを用いての授業改善
・放課後「児童クラブ」の子どもたちへの学習支援を実施

③豊かな心と健やかな体の育
成

・萩市いじめ問題対策連絡協議会の設置
・児童生徒の不登校･いじめ、虐待等困難な問題に対応するため、子ども相談･支援室の設
置と支援員を配置し、カウンセリングが必要な学校に臨床心理士やスクールソーシャル
ワーカーの派遣を実施
　（学校訪問･相談等数 516回）

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

・全ての学校にコミュニティ･スクールを導入し、地域住民との交流活動に関する経費を補
助
・学校と地域をつなぐ「コミュニティ･スクールコンダクター」を配置
・地域との結びつきを強めるとともに、地域の実態に応じた特色ある学校づくりを推進

⑤教育環境の整備と就学支援
の充実

・相島小、大島小、川上小、小川小、育英小、相島中、大島中、川上中、むつみ中学校の校
内LAN無線化整備を実施
・明倫小、むつみ小、川上中学校屋内運動場の吊り天井対策工事や須佐中、萩西中学校
施設の予防保全工事等を実施
・見島教員住宅整備（新築　2戸）
・離島や遠隔地等の通学困難な高校生を対象とした女子寮の運営

58%

①ふるさとへの誇りと志を育む
教育

・農作業や野菜栽培等の農業体験学習と農業の職業講話を実施
・自分の志を言葉で表明する1/2（二分の一）成人式（小４）、立志式（中２）を実施
・世界遺産関連施設やジオパーク関連施設等、萩市の地域資源を活用した体験学習を実
施
・「松陰読本」「わたしたちのふるさと萩」「郷土　萩」等を活用した萩の歴史や文化の学習
・長州ファイブジュニアとして、中学生5名をロンドンに派遣

将来の夢や目標を
もっている児童生徒
の割合
　向上させる

　各学校において職場体験などキャ
リア教育を推進するとともに、郷土
愛や「志」を持った人材育成に取り
組む。

コミュニティ・スクール
設置率
　100％

いじめ・不登校の減
少
　減少させる

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

　学生のインターンシップ参加者
数においては、市内高等学校の
積極的な取組により、前年を大き
く上回る参加数となったものの、イ
ンターシップの受入企業が不足し
ている。
　生涯学習環境やスポーツ環境
の充実においては、掲げた目標に
向けて各種取組を効果的に展開
している状況にある。
　また、教育機関との連携におい
ては、包括連携協定の締結などに
より高等教育機関との連携を行う
環境の充実に取り組んでいる。

高齢者支援課
地域包括支援セ
ンター

89%

　コミュニティスクールでの活動の展
開において、より地域、学校、教育
委員会の連携を密にするとともに、
活動内容においても地域の特色を
いかした、より充実したものとなるよ
う取り組む。

271人 523人 107%6,031人

100%

－ 6 －



数値 割合

今後の取組予定
ＫＰＩ数値分析

対目標値

政策
の

基本
目標

現状値（H26）

実績値

H27 H28 H29

検証分析

対前年
数値

分析（要因等）
所管名目標（平成31年KPI）平成29年度の主な取組（事業）の実施状況具体的な施策展開

①賑わいのある中心拠点の整
備

・都市機能や居住機能等の充実に関する包括的なマスタープランとなる立地適正化計画の
策定（H28～H30）

②地域特性を活かした中山間
地域づくりの推進

・旧町村地域の地域コミュニティ組織による主体的かつ効果的な地域づくりを支援

③魅力ある島づくりの推進

・離島の各種イベントを支援
・離島の戦略産品の本土移出に係る輸送費の一部を支援
・有人国境離島に指定された見島において、航路運賃の引き下げや地元産品や生活物資
に係る輸送費の補助
・大島地区の高速インターネット接続サービスの維持に係る支援

④保健・医療・福祉ネットワーク
の構築

・福祉関係機関を集約したワンストップ機能を含めた新総合福祉センター整備

⑤道路交通・公共交通ネット
ワークの充実

・持続可能な公共交通を形成するためのマスタープランとなる「萩市公共交通網形成計画」
の策定に着手
・交通空白地域の外出支援サービスの実施や地域住民が主体となり運行する巡回バス運
行支援
　（外出支援送迎運行 延べ233回、巡回バス運行支援 三見地区）
・地方バス路線の維持、まぁーるバスや各地域の巡回バスを運行
・萩小郡道路（絵堂萩道路）の早期整備促進
・山陰自動車道の早期整備を要望

⑥ライフラインの確保

・飲料水供給施設の運営管理･施設修繕と水道給水区域外で行う飲用水確保工事等の実
施経費に対して補助支援
（飲用水確保工事補助：旭地域2件、水質検査補助：川上地域１件、田万川地域１件、飲料
水供給施設改修補助：川上地域１件）
・市内各所の給配水管等の更新工事の実施
・老朽化した飲料水供給施設の更新に合わせ、配水（連絡）管敷設により須佐水道を統合
し、給水区域の拡張を実施
・水道事業の財政・技術基盤や維持管理体制の強化のため、簡易水道事業と上水道事業
の経営統合
・椿東、椿、山田地区の汚水処理整備と堀内雨水ポンプ場を整備
・椿南地区、下田万地区の農業集落排水施設整備と大井浦地区の漁業集落排水施設整
備

⑦市民に優しい環境づくりの推
進

・市主催の講演会等において手話通訳者や要約筆記の配置
・乗降困難で広い駐車場スペース（身体障がい者用駐車場）を必要とする方に利用証を交
付
　（交付件数 157件）

⑧民間活力を活用した新たな
行政サービスの展開

・全地域で公民館長の民間委嘱による市民主体の公民館活動を推進
・農協や社会福祉協議会等を総合事務所内に配置し、総合的なサービス提供体制を構築
・各地域に地区社協（ボランティア団体）を設置

①災害時に命を守る消防・防
災対策の推進

・防災メールの管理運用（登録者数　約9,000件）
・防災メール未登録の高齢者世帯･視覚障がい者･聴覚障がい者へ防災情報を提供
・土砂災害ハザードマップを作成し川内地区を除く全戸へ配布
・新たな防災行政無線の整備に向けた実施設計
・ＮＴＴオフトーク通信サービスの終了に伴い、代替の情報伝達設備として見島に地域コミュ
ニティ無線を整備
・大島地区において大規模火災を想定した訓練を実施
・地域防災マネージャーの設置
・避難用敷材（簡易トイレ袋等）の整備や非常食（H29～H33にかけて被災想定人員の3日
分の非常食を備蓄　災害用レトルト食品8,400食等）の備蓄
・災害時等における緊急用連絡手段の確保（川上地域笹尾地区の携帯電話不感地区の解
消）

②医療従事者の確保及び医療
環境の充実

・研修医や医学生等の研修宿泊施設の運営（延べ利用日数　465日）
・24時間無料電話相談（萩阿武健康ダイヤル24）の実施

③救急体制の充実・強化

・在宅当番医制による軽症救急患者への初期救急体制と輪番制による重症救急患者の救
急体制の維持
・休日急患診療センターの運営（医科 3,700人、歯科 935人）
・離島の救急患者を指定船舶で搬送する際の輸送費用を助成（対象件数：大島13件、相島
1件、見島2件）
・無医地区である相島へ山口県立総合医療センター医師による巡回診療を実施
　（診療回数 47回、受診者数 延べ365人）

消防団員の教育・訓
練の実施件数(年間)
　101回

92回 93回 81回 155回 74回 54回 153%
　消防操法訓練を強化したため教
育・訓練の実施件数が前年及び
目標件数を大きく上回った。

　新人消防団員の礼式、操法を中
心に消防団の教育・訓練の実施に
取り組む。

④不安を解消するための相談
体制の充実

・女性相談窓口に女性相談員を配置
・出前講座等を通じた消費者への啓発強化（講座実施数 26回）

⑤防犯の推進と交通安全の確
保

・町内会に対する防犯灯のＬＥＤへの改善または新設に係る補助（新設 27基、改善 350基）
・市及び関係団体での青色防犯パトロールの実施
・関係機関と連携した交通安全キャンペーンや高齢ドライバーのシルバー安全運転コンテ
ストを実施（2回）
・防災メール、ケーブルテレビ、防災行政無線等を利用した交通安全啓発の実施（14回）

⑥老朽危険空家対策

・空家等対策協議会の運営
・「萩市空家等対策計画」に基づく特定空家等の認定や、空家所有者等へ適切な管理の助
言、老朽危険空家の所有者等の調査を実施
　（特定空家等の認定 8件、助言実施数 23件、調査実施数 1件）

市内の老朽危険空家
解消件数(累計)
　60件

39件 53件 76件 94件 18件 34件 157%

　「萩市空家等対策計画」に基づく
所有者等による空家等の適切な
管理などの周知が図られたことに
より、助言件数等が増加した。
　また、市街地においても空家の
増加に伴い老朽化が進む危険空
家に対する相談が増加しているこ
とも件数が増加した要因と分析さ
れる。

　老朽危険空家に対する除却費用
の補助制度の創設など、空家の解
消に取り組むとともに、空家対策を
進めていくうえでの実態把握などに
取り組む。

　更なる老朽危険空家の解消に向
け、目標値（ＫＰＩ）を150件に上方修
正する。

　住民への防災研修・訓練の実施
は、町内会等からの申込による出
前講座等が中心となっているが、
年々、申込件数が減少しており、
これは、萩市東部集中豪雨災害
から年数が経過し、災害直後に比
べ、防災意識が薄れてきたことに
伴うものと分析される。

34回

75%

新たな行政サービス
の実施地域の数(累
計)
　6地域

新規の取組 4地域 5地域

　九州北部豪雨に対する山口県
緊急消防援助隊としての出動が
長期間に渡ったことにより、7月に
講習を実施出来なかったことが減
少要因の一つと分析される。

　救急救命講習は、消防職員によ
る出前講座の形式で実施している
が、消防職員が直接指導する手法
では実施件数に限りがあるため、救
急救命講習の受講生の中から指導
者を認定する、指導員制度等の導
入を検討するなど、幅広い講習手
法による救急救命講習の充実に取
り組む。

救急救命講習の実施
件数
(年間)
　95回

79回 89回 82回 79回 ▲3回 ▲16回 83%

57%

　地域を問わず大規模な集中豪雨
等の災害が発生し得る状況である
ことを地域住民に十分に周知し、町
内会等に対し防災研修・訓練の実
施を積極的に促し、非常時におい
て、どのように行動しどのような準
備が必要かなど、防災意識及び防
災力の向上に取り組む。
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（１）地域特性を活
かした萩らしい拠
点づくり

（２）市民の生命や
財産を守るための
体制の構築

住民への防災研修・
訓練の実施件数(年
間)
　60回

49回 51回 44回 ▲10回 ▲26回

地域の夢プラン作成
数
(累計)
　8件

防災危機管理課
消防本部
地域医療推進課
市民病院
市民活動推進課
建築課

地域づくり推進
課
都市計画課
市民活動推進課
商工振興課
福祉政策課
福祉支援課
高齢者支援課
土木課
上下水道局総務
課
下水道建設課
総務課
企画政策課
情報政策課

6地域 1地域 100%

　現在、萩市総合戦略の目標値
（KPI)に掲げている地域の夢プラ
ンについては、山口県が進める
「やまぐち元気生活圏」づくりの一
環として、中山間地域で生活する
住民自身による地域の将来計画
を想定していたが、萩市基本ビ
ジョン（H30.7策定）において、地域
振興計画となる「夢プラン」による
地域づくりに取り組むころろした。
　地域振興計画「夢プラン」は、住
民が主体となって、地域資源の活
用や地域の課題解決について議
論し、元気な地域を再生するため
に必要な取組を定めることとして
おり、平成30年度から順次策定す
るもの。

　新たな行政サービスの実施地域
数については、H29をもって全ての
総合事務所での実施を行うことと
なった。

　地域振興計画「夢プラン」は、平成
30年度から平成31年度にかけて総
合事務所及び三見・大井・大島・見
島・相島地域それぞれで策定を行
う。ワークショップなどの手法により
地域と行政が連携しての計画策定
を行う。
　平成30年度は、川上、田万川、須
佐、旭地域及び大島地区の策定に
取り組む。

　新たな行政サービスの実施につ
いては、全ての総合事務所で社会
福祉協議会の機能を集約したが、
より充実した総合的なサービスの展
開のため、地域の意見を聞きなが
ら、真に必要なサービスの洗い出し
とその選択と集中的な投資により、
サービス機能の充実・強化に取り組
む。

5件 5件 6件 6件 ▲2件
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№
交付金事業の

名称
交付金額
（千円）

萩市の事業名 事業内容
事業費
（千円）

重要業績評価指標
（KPI）

目標年月 目標値 実績値 所管名

道の駅の改修による販売
額の増加

538,000千円 232,520千円

雇用の場を確保すること
で道の駅で働く従業員数
の増加

26人 20人

道の駅への来館者数の
増加

30万人 16万人

１．ジオガイド・案内人養成事業
　ジオガイド、及びジオツアーを組み立てジオツーリズムを総合的にコーディネートする「ジ
オプランナー」を養成するため、養成講座６回、モニターツアー２回を開催した。

ジオパークビジターセン
ターの来訪者数

100,000人 302,626人

２．ウェブサイト構築事業
　「萩ジオパーク構想推進協議会」公式ウェブサイトの充実を図るため、既存システムの改
修を行った。

ジオツアーをコーディネー
トする「案内人」の養成者
数

3名 14名

３．普及啓発事業
　「萩ジオパーク構想」の一層の周知を図り、機運を醸成するため、マップやパンフレット、
ポスター、幟など啓発グッズ等を作成するとともに、地域への出前講座を実施した。

新たなジオツアーの実施
回数

1回 2回

54,268

【地方創生拠点
整備交付金】

定置網復活！雇
用の創出と地域
の拠点づくりプロ
ジェクト

地方創生拠点整備交付金、地方創生推進交付金　効果検証シート

H32.3

H30.3 ジオパーク推進課2

【地方創生推進
交付金】

萩ジオパーク構
想による「萩らし
さ」が”見える”・”
伝わる”まちづく
り事業～ふるさと
萩が萩らしくあり
続けるために～

2,057 ジオパーク推進事業 4,155

1 商工振興課145,818

（改修工事）
・定置網鮮魚、地域の農林水産物や特産品等の販売のため、「物販ゾーン」の拡張及びレ
イアウト変更、機械設備や電気設備等の改修を実施、平成30年2月17日にリニューアル
オープン（約364.04㎡）。
・地魚をはじめとした地域の食材を活用したメニューを提供するため、レストランを改修（平
成30年1月11日開業）
・周辺の観光地への誘導を促すための地域情報や道路情報等の充実のための改修ととも
に、来訪者が訪れやすいインフォメーション用のカウンターを設置。
・世代間の交流を推進するため、サロン（休憩コーナー）や、母親や子どもたちが集うため
の授乳室やキッズコーナーを設置。
・地域の伝統料理等を継承するための食材研究室の改修（約284.74㎡）
（その他）
・地元婦人と地域おこし協力隊が協働して試作していた、柑橘等のジャム開発のテスト販
売を実施
・まず顧客満足度レベルアップ及び視覚的に伝えることができる店舗構成の研修を実施。
・、施設のリニューアルオープンや先行オープンのイベントへの補助や業務委託により、地
域の道の駅としての賑わいを生み出すとともに、情報発信のため、道の駅のリーフレット
（4,000部）を作成。

道の駅「ゆとりパークたまが
わ」整備事業
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