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萩市総合戦略の検証について



萩市総合戦略に掲げる平成３０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」の実施
・萩博物館で特別展、企画展を開催

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

＜新規＞･大板山たたら製鉄遺跡の表示遺構の保存等のため劣化状況を調査
＜新規＞・恵美須ケ鼻造船所の史跡整備のため絵図を基に遺構所在の確認調査
・萩反射炉煉瓦補修に向けた計画の検討
・大板山たたら製鉄遺跡観光用乗換シャトルバスの運行
・世界遺産ビジターセンターの運営
　（明倫学舎2号館で萩の世界文化遺産5資産の位置付けや松下村塾等が日本の工業
化に果たした役割などを情報発信、松下村塾の様子や長州ファイブを詳しく説明するＶ
Ｒコーナーを新たに設置）

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

＜新規＞・産業振興と景観形成の調和のため萩市景観計画の基準内容の見直しを実
施
・観光施設の維持管理と施設整備を実施（指月公園観桜灯設置 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（口羽家住
宅門扉・板塀等修繕、旧周布家長屋門東門・塀修繕 等）
・伝建地区文化財建造物の管理運営業務を地元団体に委託し公開活用を実施（梅屋
七兵衛旧宅､旧山中家住宅、旧山村家住宅､旧小池家土蔵､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

＜新規＞・着物と町並みを活用し、年間着物パスポートの発行、首都圏旅行会社や空
港等でのフリーペーパーの配布、着物イベント等を1年を通して実施
・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等の受入（受入数 898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萩プレミ
アム｣「萩ウィンターイルミネーション」等）
・萩版DMOによる民間事業者のWi-Fi整備費の補助
・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、笠山・明
神池、萩・明倫学舎、萩城跡、須佐ホルンフェルス、萩阿武川温泉、田万川温泉憩いの
湯、萩往還、むつみひまわりロード　参加者数337人）

⑤まちの魅力の充実

＜新規＞・ふれあいステーション須佐整備工事（いかマルシェ）
・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の整備（萩八景遊覧船航路浚渫工事、田万川温泉給水
加圧ポンプユニット更新、阿武川温泉ふれあい会館ボイラー更新、道の駅ハピネスふく
え空調機修理等）
・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

・萩ジオパークが日本ジオパークネットワークの正会員に加盟認定（平成30年9月20
日）
・萩ジオパーク構想の普及啓発（ジオアカデミー講座、出前講座・講演会、萩ジオパー
クフェア等）
・ジオガイド・案内人の養成（養成講座、ジオツアーの実施等）
・道の駅等の情報発信拠点施設に萩ジオパーク構想の紹介パネルを設置
・笠山山頂展望台施設をジオパーク活動拠点とするため備品を整備

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年記念式典（記念アトラクション、幕末・明治の歴史解説、「志」作文
の表彰等、モザイクアートの披露等、参加者 約1,000人）
・第73期本因坊戦の第一局を萩市で開催（大盤解説参加者 122人）
・萩･明治維新150年記念事業の実施
　（旧萩藩校明倫館「有備館」剣道大会、薩長維新塾キッズ、萩・食の祭典、テレビアニ
メ「BAKUMATSU」とのコラボレーション企画の実施、記念漫画「長州ファイブ」の発行、
記念フレーム切手の作成、奇兵隊パレードの実施 等）
・市民提案型事業「みんなの150年プロジェクト」の助成
　市民提案型の自主企画事業を募集（15事業実施）
・地域ぐるみの明治維新150年フェスティバル事業の助成
　各地域で、明治維新150年を盛り上げるイベントを開催（16団体実施）

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
　＜新規＞松下村塾の様子や長州ファイブを詳しく説明するＶＲコーナーを設置
　＜新規＞展示映像室での幕末維新歴史ドラマ「疾風怒涛・明治維新」の上映
　＜新規＞Wi-Fiとスマートフォンを利用した5ヵ国語音声ガイドシステムを整備
・萩・明倫学舎の活用・誘客促進
　＜新規＞ふるさと紙芝居全国大会in萩の誘致
　各種イベントの実施　（松陰ミュージカル、山口県内の木造校舎イラスト展、ぞうきん
がけレース、おばけ屋敷等）
＜新規＞・旧明倫小学校３号棟、４号棟の活用案に関する市民アンケートを実施

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
　（「萩博　美のイッピン！」、「深海魚大行進」、「手塚治虫が描いた明治維新」、「長州
ファイブ－幕末・海外留学生の軌跡－」、「萩博　美のイッピン！（第2期）」）
・須佐歴史民俗資料館にて企画展を開催

④大河ドラマプロジェクト推進
事業との連携
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（１）「萩まちじゅう博
物館構想」の推進

観光施設の利用者数
(年間延べ数)
　1,200,000人

952,488人 1,556,225人

（参考）
大河ドラマ館

（H27.1～
H28.1）

（365日）
312,649人

　萩市の知名度を効果的に活用し
た観光誘客や、ホームページ・SNS
等による積極的な情報発信に努め
るとともに、周遊観光を促進するた
め、電動アシスト付自転車やスポー
ツサイクル等のレンタサイクルを導
入する。また、滞在型観光・体験交
流型観光の推進のため、萩版DMO
等との連携により、世界遺産をはじ
めとする文化財、従来の観光イベン
ト、おたからマップなど多種多様な
地域資源を活用した体験コンテンツ
の開発とブラッシュアップに取り組
む。
　平成30年に日本ジオパークへの
加盟が認定された萩ジオパークに
おいては、ジオツアー体験プログラ
ム等の商品化と定番化を図るなど、
来訪者の増加に繋がる取組を強化
する。

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
農政課

　萩・明倫学舎は、開館初年度に
おいては大きな話題性が集客に
繋がったものの、2年目以降となり
話題性が減少したこと、平成30年
7月豪雨等の影響による萩市への
観光客数の減少、また、団体予約
や学校行事での入館の減少等が
要因と分析される。
　多くのイベントを開催したが十分
な集客につながっておらず、冬季
の観光閑散期への対策と併せ
て、集客に効果的なイベントの充
実が課題として挙げられる。

（２）明治維新１５０
年に向けた取組

観光起点施設(旧明
倫小学校跡地)の利
用者数
(年間延べ数)
　350,000人

新規の取組 － 35,305人

1,192,160人 1,079,224人 1,064,793人 ▲14,431人 ▲135,207人 89%

（参考）
明治維新150祭
イベント来場者

H29：15,988人

（参考）
明治維新150祭
イベント来場者

H30：62,904人

243,586人 ▲59,040人 ▲106,414人 70%

（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

302,626人

政策
の

基本
目標

具体的な施策展開 平成30年度の主な取組（事業）の実施状況 目標（平成31年KPI）
現状値

基準年（H26）

実績値

H27 H28 H29 H30

ＫＰＩ数値分析

分析（要因等）対前年
数値

対目標値

　明治維新150年記念の取組につ
いては、記念事業の最終年度とな
る令和元年度を「萩・明治維新150
年祭NEXT～新しい萩と時代を切り
拓こう～」と銘打ち、新たな萩の魅
力発信、次代を担うひとづくりなど、
未来につながる記念事業を展開す
る。
　また、旧萩藩の藩校「明倫館」の
創建300 年記念事業として、全国か
ら旧藩主の子孫が一堂に会する
「全国藩校サミット」の開催により、
萩市の魅力を全国に積極的に発信
し、新たな誘客に繋げる。
　新たな観光客の獲得に向けた取
組として、手ぶらで観光できるよう荷
物を宿泊施設へ届けるサービスを
実施する。また、市内や県内からの
利用者増加に向け、関係団体や民
間事業者との連携により、萩・明倫
学舎の魅力を生かした誘客イベント
の企画等に取り組むとともに、県内
各所の観光案内所とのネットワーク
化によるリアルタイムの情報発信に
より、県内観光地からの誘客を図る
など、萩の観光起点施設としての機
能強化を図る。

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

検証分析

今後の取組予定 所管名

　道の駅「ゆとりパークたまがわ」
では、平成29年度の改修工事に
より利用者が減少していたが、リ
ニューアルオープンにより改修前
の水準に回復しつつある。観光施
設の利用者数減少の要因として、
平成30年7月豪雨（西日本豪雨災
害）や台風接近による悪天候によ
り、観光客数が減少したことが考
えられる。
　また、「山口ゆめ花博」の人気に
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
の一つと分析される。

－ 1 －



数値 割合

政策
の

基本
目標

具体的な施策展開 平成30年度の主な取組（事業）の実施状況 目標（平成31年KPI）
現状値

基準年（H26）

実績値

H27 H28 H29 H30

ＫＰＩ数値分析

分析（要因等）対前年
数値

対目標値

検証分析

今後の取組予定 所管名

①ホームページの充実、ＳＮ
Ｓ等を活用した情報発信

・萩市ホームページの公開運用及び萩市観光協会ホームページの運用支援
・公衆無線LANの維持管理（設置数 市内19箇所）
＜新規＞・萩市公式Facebook
・萩市観光課Facebookでの情報発信
・萩市公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍでの情報発信

ホームページ訪問者
数
(年間)
　1,000,000回

826,889回 1,340,000回 1,042,124回 1,013,207回 1,011,550回 ▲1,657回 11,550回 101%

ＳＮＳフォロワー数
（累計）
　10,000人

4,660人 5,959人 1,299人 ▲4,041人 60%

（参考）Twitter
「＃萩市」の

フォロワー数
384,352人 1,388,982人

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（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

＜新規＞・バスの運行情報をスマートフォン等でリアルタイムに確認できるバスロケー
ションシステムについて運行事業者による導入を支援
＜新規＞・小型電気自動車、IOTシェア自転車の実証事業を実施
・小郡萩道路（絵堂萩道路）の早期整備促進（本線工事の一部着手、要望活動の実
施、山陰観光シンポジウムの開催等）
・山陰自動車道の早期整備促進（木与防災に事業着手、要望活動の実施、山陰観光
シンポジウムの開催、アンケート調査の実施等）
・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
・山口県央連携都市圏域（7市町）によるイベント情報の発信

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
・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グランドチャンピオン・大賞の開催
・萩市観光協会による瑞風、「○○のはなし」等への歓迎イベントの開催

旅行消費額（年間）
　140.9億円

133.8億円 131.5億円 ▲2.3億円 ▲9.4億円 93%

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等の受入（受入数 898人）
（再掲）
・MICE誘致（７団体、799人）

来訪者満足度
　おもてなし　4.05
　（５段階評価）

3.86 4.38 0.52 0.33 108%

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）
・萩の世界文化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）

3.99 4.30 0.31 0.25 106%

⑥萩温泉郷・道の駅の活用
＜新規＞・阿武川温泉の湯量確保のため目詰まりしている管等のスケールを除去
・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

リピーター率
　68.0％

65.4% 65.4% 0% ▲2.6% 96%

①外国人観光客の受入体制
の充実

＜新規＞・萩・明倫学舎に多言語Wi-Fiガイドシステムを整備
・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」（144人参加）や異文化交流講座（延べ763
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運用

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

＜新規＞・駐日外交団等に対して地域の施策や魅力を発信する「地域の魅力発信セミ
ナー」に参加
・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 55件）
・台湾旅行会社への訪問、情報発信会の開催
・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

737,774人 702,060人 702,650人 590人 ▲157,350人 82%

▲35,143人 92%
　対前年比は減少しているもの
の、基準年と比較すると増加して
いる。減少の要因として、年初の
寒波などの悪天候による観光客
数の減少、市内宿泊施設の改修
に伴う休業が影響したと考えられ
る。
　観光客数・宿泊客数の減少に伴
い、旅行消費額も減少している。
　来訪者満足度は、おもてなし、宿
泊施設ともに高い水準であり、お
もてなしに関する講演会等の取組
の成果が表れてきているものと考
えられるが、リピーター率には変
動がないため、おもてなしの充実
と併せてリピーターの更なる確保
に向けた取組が必要である。

　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、今後も萩版
DMOと連携しながら滞在型観光の
推進に努めるとともに、全国から会
議や研修を誘致するＭＩＣＥ誘致や
宿泊を伴う団体バス旅行への助成
など、宿泊者数と消費額の増加を
図る。
　また、観光列車の運行や体験プロ
グラムツアーなど近隣自治体と連
携した周遊観光の仕組みづくり、道
の駅を拠点としたサイクリング観光
の確立、食や市内移動の充実のほ
か、市内ホテル客室の洋式化やフ
リーWi-Fi等の整備を行う事業者へ
の補助による環境整備を図るととも
に、萩ならではの様々な素材を生か
した魅力ある滞在型・体験型の観
光プログラムを構築するなど、更な
るおもてなしの実践により宿泊客を
取り込む取組を展開する。

観光課
商工振興課
土木課
農政課
情報政策課

広報課
観光課
商工振興課

　イベント来場者数については、
秋のイベントでの天候不良等によ
り、前年と比較し減少しているイベ
ントがあるものの、萩夏まつりにお
けるディズニーパレードの招致
や、萩時代まつりの芸能人の参加
など、集客性のある企画に取り組
んだ結果、両イベントについて大
幅な来場者の伸びを見せ、年間
延べ来場者数は増加している。
　更なる集客には個々のイベント
での新たな話題づくりとテレビ等
のマスメディアへの露出など、マス
コミや来場者の関心を取り込む企
画と効果的な情報発信が必要。

　集客力の向上に向け、個々のイ
ベントの内容の検証と課題の把握
を行い、来場者にとって魅力的なイ
ベントとなるよう内容の充実を図る
とともに、ＧＷや夏休みなど期間を
限定したイベント情報のパンフレット
を作成し、効果的な情報発信と各イ
ベントの周遊の促進を図る。
　情報発信においては、観光PR動
画や地域の魅力ある写真を活用し
たパンフレットの作成、SNSを活用
するなど、視覚的かつ効果的な情
報発信に努めるとともに、マスメディ
アに取り上げられるよう、個々のイ
ベントにおいて新たな話題づくりを
行い、積極的にマスコミにPRを行っ
ていく。
　また、萩版DMOなどの関係団体と
連携したイベント企画や積極的な情
報発信に取り組む。

　　近年、情報収集の手段がホー
ムページ以外に、個人のブログや
Instagramなどに分散化しているも
のの、明治維新150年のホーム
ページを開設したことにより、引き
続き目標値を上回る実績となっ
た。
　萩市観光課のFacebook、
Instagram、萩市公式Facebookの
フォロワー数については、多様な
情報発信に努めた結果、前年比
で増加しており、萩市への関心を
集めている。萩市ではその他に
も、萩ジオパークや萩博物館等多
くの公式アカウントを開設してお
り、様々な情報をＳＮＳにより発信
している。

インターネット上のメディアで影響力
の大きい人物のブログやSNS等に
萩の情報を掲載してもらうための仕
組みづくりなど、効果的な情報発信
に取り組む。また、萩市観光協会
ホームページの多言語化を行い、
外国人閲覧者の増加を図る。
　また、情報収集の手段が個人の
ブログ等に分散化している状況を鑑
み、萩市が実施しているSNSにおい
ても、多様な情報発信に努めるとと
もに、効果的な情報発信によりフォ
ロワー数の増加に取り組む。

（４）観光アクセス
の向上・受入体制
の充実

宿泊者数(年間)
　460,000人

418,041人 460,639人 428,415人 445,177人 424,857人 ▲20,320人

（５）外国人観光客
の誘致拡大

外国人観光客数(年
間)
　29,000人

4,365人 6,524人 17,130人 24,858人 19,203人 ▲5,655人
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イベント来場者数
(年間延べ数)
　860,000人

794,733人 844,163人

（３）観光情報の発
信強化

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
・首都圏･大阪･福岡等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等の設置
・萩版DMOによる魅力発信支援事業の実施（市内事業者が行う広告に1/2を助成）
・萩・魅力ＰＲ大使240名によるＳＮＳ等を通じた萩の魅力発信

▲9,797人 66%

　欧米各国からの観光客は前年と
同水準または増加している国が多
いが、多くの割合を占める韓国と
中国からの観光客が減少してい
る。
　中でも、韓国からの観光客の減
少が大きく、山口宇部空港と韓国
仁川間で就航した国際定期便を
利用した団体ツアーが、韓国経済
の低迷や日本の災害等の影響に
より県全体として減少していること
が要因と考えられる。

　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、萩版
DMOと連携したホームページの多
言語化による情報発信の強化、外
国人観光客用のパンフレット作成な
どの受入環境の更なる充実を図
る。また、クルーズ船の寄港情報な
ど、萩市観光協会メールマガジン等
により広く市民に周知することで、
歓迎イベント等によるおもてなしの
充実を図るとともに、外国人目線で
の観光資源の開拓や萩ならではの
素材を生かした観光プログラムの
提案などにより、団体ツアー客だけ
でなく個人旅行客の誘客に取り組
む。

企画政策課
観光課
商工振興課
スポーツ振興課

－ 2 －



数値 割合

政策
の

基本
目標

具体的な施策展開 平成30年度の主な取組（事業）の実施状況 目標（平成31年KPI）
現状値

基準年（H26）

実績値

H27 H28 H29 H30

ＫＰＩ数値分析

分析（要因等）対前年
数値

対目標値

検証分析

今後の取組予定 所管名

①儲かる農業の再構築
＜新規＞・見島共同乾燥調整施設の改修を支援
・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（支援対象数：
認定農業者3人、新規就農者3人）

酒造好適米作付面積
(年間)
　30ha

7.0ha 22.7ha 27.1ha 24.3ha 62.5ha 38.2ha 32.5ha 208%

②農業の担い手の育成・確
保

＜新規＞・新たな人材確保・育成と生産拡大を一体的に取り組む組織に対し、農業機
械の導入を支援（支援対象数：3組織）
・新規就農者の研修期間（2年間）や就農直後（最長5年）の支援として補助金を交付
　（支援対象数：準備型2人、研修生(45歳以上)1人、開始型25人、指導農家1組織）
・農業後継者として自営農地等を維持するUターン者等へ補助金を交付（対象者4人、
指導農家1人）
・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（支援対象数：認定農業者7人、認定新規就農者2人）
・市内法人と連携し就農希望者等を対象とした就農ガイダンスを実施

飼料用米作付面積
(年間)
　90ha

35.0ha 70.3ha 97.6ha 94.9ha 91.0ha ▲3.9ha 1.0ha 101%

③強い集落営農づくりの推進

・新規就業者を受け入れた農業法人を支援（支援対象数：9法人）
・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）
・集落営農法人連合体の大規模経営の確立を図るため、連合体による規模拡大、低コ
スト化等に向けた農業機械の導入を支援（支援対象数：2連合体、6法人）

新規就農者数(累計)
　72人

47人 54人 59人 63人 70人 7人 ▲2人 97%

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

＜新規＞・認定農業者、新規就農者等の行う農産物の販路拡大・販売促進への取組
や、特産品開発に向けた取組を支援
・萩市の地域資源を活用した、お土産づくりコンテストを開催
・林業の６次産業化に向け、市内の第1次～第3次産業事業者へのヒアリングを実施し
実態と課題を整理

飼養頭数20頭以上の
繁殖農家の割合
　15.0％

8.6% 9.7% 14.2% 14.5% 17.5% 3.0% 2.5% 117%

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
・肉用牛の増頭・飼料作物の栽培・良質たい肥の供給による耕畜連携を推進するた
め、畜舎の新増改築等を支援

鳥獣侵入防止柵延長
(累計)
　350ｋｍ

183.2㎞ 217.5㎞ 262.2㎞ 294.2㎞ 343.4㎞ 49.2㎞ ▲6.6㎞ 98%

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

＜新規＞・「萩ブランド」再構築のため、萩市の地域資源の調査等の実施（地域ブラン
ド調査の考察による地域評価）
・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

地域団体商標の登録
数
(累計)
　8件

1件 1件 7件 7件 8件 1件 0件 100%

⑦持続可能な農業生産活動
の推進

＜新規＞・大規模経営体が存在しない地域において個別経営体（認定農業者、認定就
農者）が行う農地の集積を支援
・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 23.55ha）
・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（再掲）

③地元産木材の利用促進

＜新規＞・林業の６次産業化に向け、市内の第1次～第3次産業事業者へのヒアリング
を実施し実態と課題を整理
・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（再掲）

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
・大型漁礁の測量を実施
・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
・稚魚の放流や藻場造成等の漁場の生産力向上に取り組む離島の漁業集落の活動を
支援

水産物の生産地市場
平均魚価
　630円/㎏

600円/㎏ 624円/㎏ 547円/㎏ 575円/㎏ 529円/㎏ ▲46円/㎏ ▲101円/㎏ 84%

②萩の魚の価値向上、販路
の拡大

＜新規＞・「萩ブランド」再構築のため、萩市の地域資源の調査等の実施（地域ブラン
ド調査の考察による地域評価）（再掲）
・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 7人 ▲9人 ▲3人 70%

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 7人､漁船乗組員定着促進 5人､生活･生産基盤整備
6人）

旬の地魚提供店(累
計)
　48店

43店 43店 44店 46店 46店 0店 ▲2店 96%

④収益力の高い経営体の育
成

＜新規＞・市内中小企業等の事業拡大のため販路の拡大・設備の充実・広告宣伝等
を支援

定置網漁業数(累計)
　7ヶ統

5ケ統 5ケ統 6ケ統 6ケ統 6ケ統 0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のため須佐漁港施設機能保全計画を策定及び保全工事の実
施
・三見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 243百万円 ▲5百万円 ▲127百万円 66%

⑥水産業と観光業の連携及
び６次産業化の推進

＜新規＞・「萩ブランド」再構築のため、萩市の地域資源の調査等の実施（地域ブラン
ド調査の考察による地域評価）（再掲）
・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）

1,849.0㎥ 1,949.0㎥
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（１）農業所得の向
上による農村での
定住社会の実現

（２）萩市最大の財
産を活用した林業
再生

（３）地域の柱とな
る水産業の振興

　平均魚価については、魚価単価
の低いさば類の水揚量が前年比
で441トン増加したこと等の理由か
ら平均魚価が下がっている。総水
揚量については507トン増加し、魚
価単価の高い魚（あまだい、ふ
ぐ、けんさきいか等）の水揚量、水
揚金額については、ほぼ前年度
並みであった。

　新規就業者については、漁業従
事者の担い手不足は深刻であり、
引き続き確保対策に努めている
が、新規就業者の個別事情にもよ
るため、年度によるばらつきが生
じている。

　旬の地魚提供店は、萩の魚ブラ
ンド化推進協議会等により、店舗
数の拡大に向けて取り組んでいる
が年度内の新規提供店の増加に
は至らなかった。

　定置網漁業数は、見島での操業
を計画していたが、冬季の輸送手
段・人員確保等の諸課題が解決
できていない。

　道の駅鮮魚販売額については、
リニューアルオープンした道の駅
ゆとりパークたまがわの鮮魚販売
額は増加しているものの、近隣市
に新たな施設が開業したこと等が
減少につながった要因として考え
られる。

　平均魚価の向上に向け、萩のブラ
ンド産品の紹介動画の作成・配信
や都市部で行われる販売促進イベ
ントへの参加による萩市食材の認
知度の向上に取り組むほか、　萩
産の水産物を活用した商品開発や
販路拡大に取り組むグループの支
援を行う。

　また、旬の地魚提供店の加盟店
舗数の拡大を目指し、「旬の地魚グ
ルメガイド」の作成による加盟店舗
のPR等の取組を継続し、市外から
の来訪者に魅力のある魚料理の提
供を促進する。

　担い手の確保・育成は、水産業振
興に関する最大・喫緊の課題であ
り、新たな助成制度（スタートアップ
応援事業）を設けるなど引き続き新
規就業者の確保に取り組む。

　道の駅鮮魚販売額については、
道の駅萩しーまーとの大規模な改
修による来場者の利便性の向上を
図り、販売額の拡大に取り組む。

水産課
商工振興課
産業戦略室

100.0㎥ ▲51.0㎥ 97%

　ふれあいステーション須佐、うみ
かぜ田万川住宅、冨川家住宅の
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。

　林業の儲かる仕組を構築し、林業
で生活できる人を増やすため、モデ
ル団地の取組による団地化の推
進、主伐から再造林までの循環型
林業経営の推進、６次産業化に向
けた具体的な制度設計・体制の構
築、担い手の確保・育成のための
林業経営体への就業促進、森林の
維持管理における適正な整備等の
推進を柱に、萩の林業再生に取り
組む。

林政課
産業戦略室

871.0㎥ 1,248.3㎥ 1,726.9㎥

公共事業等における
県産木材使用量(累
計)
　2,000㎥

　酒造好適米については、 今後も
消費者ニーズや酒造会社の生産拡
大等を考慮し、需要に見合った供給
量を確保していく。

　新規就農においては、引き続き市
内外からの新規就農・就業者確保
対策に取り組むとともに、新規就農
者が地域に定着し、着実な経営確
立を促進するためのサポート体制を
強化する。

　畜産分野においては、県・市の補
助事業を活用した牛舎増築や改築
により、規模拡大や経営体質強化
に取り組む。

　有害鳥獣侵入防止柵の延長につ
いては、依然として農家からの需要
が高いため、今後も計画的に増加
に取り組む。

　萩市産品のブランド化において
は、萩のブランド産品の紹介動画の
作成・配信により、認知度の向上と
誘客に繋げ、産業の活性化を図る。

農政課
商工振興課
産業戦略室

　酒造好適米については、酒造会
社の需要の高まりや酒米とう精工
場の整備に伴う精米処理量の増
加により作付面積を大幅に拡大し
た。

　飼料米の作付については、作付
面積を飼料用米から酒造好適米
へシフトする等の調整を行ったた
め減少している。

　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、新規就農者数は伸びており目
標に近づいている。H30年度は、
出身者や縁故者の繋がりによるＵ
Ｊターンに加え、就農ガイダンス・
移住相談窓口を通じたＩターン就
農者及び就農研修生が増加し
た。

　畜産業の安定した経営のための
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
については、大規模農家数に変
動はないものの、小規模農家の
減少に伴い飼養農家の全体戸数
が減少したため割合が増加したも
のである。

　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。
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数値 割合

政策
の

基本
目標

具体的な施策展開 平成30年度の主な取組（事業）の実施状況 目標（平成31年KPI）
現状値

基準年（H26）

実績値

H27 H28 H29 H30

ＫＰＩ数値分析

分析（要因等）対前年
数値

対目標値

検証分析

今後の取組予定 所管名

①地域の雇用を支える地場
産業の振興と創業支援

＜新規＞・旧山口銀行萩支店浜崎出張所を、山口大学のサテライト研究所、起業者等
を支援するインキュベーション施設として改修
＜新規＞・市内中小企業等の事業拡大のため販路の開拓・設備の充実・広告宣伝等
を支援（62事業所）
＜新規＞・ビジネスプランコンテスト、学生ビジネスプランコンテストの実施
＜新規＞・地域資源を活用したお土産コンテストを実施
＜新規＞・市内高校卒業予定者を対象とした合同企業説明会を開催
＜新規＞・新規採用者を対象とした研修の実施
＜新規＞・市内の空き店舗等を活用し出店する事業者に対して経費の一部を補助
・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63件）
・市内に情報通信関連事業所等を開設した事業者に不動産賃借料、通信運搬費等を
支援（1事業者）

創業支援件数(年間)
　45件

30件 16件 11件 23件 166件 143件 121件 369%

創業件数(年間)
　16件

5件 6件 6件 13件 6件 ▲7件 ▲10件 38%

（参考）
融資件数

1件 0件 1件 8件

就職者数(年間)
　1,273人

1,158人 1,277人 1,031人 935人 883人 ▲52人 ▲390人 69%

（参考）
就職率

93.6％ 93.4％ 93.7％

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
　（道の駅萩往還空調取替、こいこいがんこ村豆腐パックシーラー購入、ハピネスふく
えガスフライヤー、製氷機・空調修理等）

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 8社 0社 ▲6社 57%

⑤企業誘致の推進
＜新規＞・首都圏でのIT展示会に参加しサテライトオフィス誘致を推進
・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

市内高校生等の市内
就職者数（年間）
　60人

50人 32人 ▲18人 ▲28人 53%

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
・山口県央連携都市圏域（7市町）による首都圏での移住イベントの開催

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（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 8人）（再掲）

(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、地域移住サポーターを各地域に配置
している２人ずつに加え、三見・大井地区に1人ずつ配置

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、地域移住サポーターを各地域に配置
している２人ずつに加え、三見・大井地区に1人ずつ配置（再掲）

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を助成（支援対
象数：改修費補助 1件、家賃補助 19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 10件）

②定住・定着に向けた環境
整備

・田万川地域において、少子化・定住対策として子育て世帯向け市営住宅を整備（建
設戸数 3戸）
・ＵＪＩターン希望者を対象とした賃貸住宅の維持管理や改修等（管理戸数 17戸）

①交流・体験による魅力のＰ
Ｒ

・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等の受入（受入数 898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 8人）（再掲）
・ＪＩＣＡ等海外研修員及び海外の大学生の研修を受入（受入数 10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 906人 64人 6人 101%

　民泊体験では、受入家庭軒数に
よる受け入れ人数に制限がある
が、日帰り体験では1箇所で10～
20人の受入が可能であり、教育旅
行における大規模校の受入も可
能となる。平成30年度は、民泊体
験のほか日帰り体験の受入を
行ったことから、参加者数が増加
し目標値に達した。

　平成29～30年度にかけて、新たな
体験プログラムの作成・商品化を
行っており、今後も引き続き民泊体
験だけでなく、市内ホテルを利用し
た日中のみの体験受入にも取り組
む。また、インバウンド旅行等の需
要も増えていることから、教育旅行
以外の新たな客層の受入にも努め
る。

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
　（H30年度退任者のうち2名が起業し、萩市に定住）

地域おこし協力隊員
の委嘱数(累計)
　28人 新規の取組

8人 16人 18人 26人 8人 ▲2人 93%

　民間企業の求人、待遇の改善
及び地域おこし協力隊制度に取り
組む自治体の増加により応募者
数が減少しているが、合同募集セ
ミナーへの参加や、目的が明確化
している活動内容（ミッション型）を
提示するなど、積極的な情報発信
や効果的な募集により、一定の応
募者数が確保できている。

　引き続き、効果的な隊員の募集や
活動支援に取り組むとともに、ホー
ムページやSNS等で活動状況や萩
市の魅力を発信し、隊員の確保に
努める。
　また、「お試し地域おこし協力隊」
として、応募前に萩の人や場の空
気に触れてもらい、応募者、地域、
自治体の意思疎通を図り、スムー
ズに活動が開始できるように取り組
む。
　併せて、３年の活動任期を終えた
隊員が、任期終了後も萩市に定着
できるように支援を行う。

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

＜新規＞・駐日外交団等に対して地域の施策や魅力を発信する「地域の魅力発信セミ
ナー」に参加（再掲）
・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（合同物産展への参加、協会会員が実施する販路拡大事
業等）事業の経費の一部を補助

（４）交流を通じた
移住・定着の促進

326件 182%

146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)
　500件

235件 288件 341件 401件 468件 67件 ▲32件 94%

　活用できる空き家を掘り起こし、
空き家バンクへの登録の呼びか
けや各種支援制度の活用により、
単年度で67件、累計で468件とな
り目標の500件に近づいている。

　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、空き家改修
費用の補助や家賃補助等の各種
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。

251世帯 45世帯177世帯 206世帯

定住総合相談窓口を
通じた移住世帯数(累
計)
　280世帯

117世帯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

移住相談件数(年間)
　400件(Ｈ27～Ｈ31平
均)

419件 409件 512件 726件 214件

２
　
地
域
資
源
を
活
か
し
た

「
し
ご
と

」
の
創
出

（４）安定した雇用
の創出

　創業支援件数については、起業
化支援融資の条件を緩和したこと
により、金融機関等への相談件数
が増加し目標を大幅に上回ってい
る。

　創業件数については、平成29年
度は比較的起業しやすい小規模
の事業者による起業が集中したた
め創業件数が多くなっている。平
成30年度は前年比では減少して
いるものの、起業化支援融資の利
用数が増加していることから、今
後も継続した支援策を実施するこ
とで、起業・創業へ繋がることが期
待される。

　就職者数は減少しているもの
の、求職者数も減少しているた
め、求職者における就職率は、最
近の3年間では横ばい状態で推移
している。求人数も近年横ばいで
あり、求職者数の減少により人手
不足が生じているため、市外から
の人材確保や求人と求職者のミ
スマッチの解消が必要である。

　市内高校生等の市内就職者数
の減少については、卒業予定者
数の減少と、全国的な人手不足に
より市外県外からの求人が積極
的に行われたことが要因として分
析される。

　地場産業の振興や創業支援とし
て、引き続き中小企業向けの補助
制度や販路拡大事業等を継続し産
業活性化と雇用促進を図るととも
に、萩市ビジネスチャレンジサポー
トセンター「Hagi-Biz」を開設し、中
小企業の経営サポートや起業支援
に取り組む。

　創業支援の取組として、山口県等
と連携して県外から萩市に移住して
起業・創業等を行う方に経費の一
部を支援し、多様なビジネスの創出
を図る。

　市内就職者の増加に向け、イン
キュベーション施設を活用したIT企
業サテライトオフィス等の誘致を推
進し雇用の創出を図るとともに、山
口県マッチングサイトと連携し東京
圏から萩市へ移住して就業された
方に費用の一部を支援し、都市部
からの人材の確保を図る。また、企
業の求人と求職者とのミスマッチの
解消のため、引き続き合同企業説
明会を開催する。

　障がい者雇用の促進のため、や
まぐち障がい者雇用推進企業の増
加に向けて取り組む。

　市内高校生の人材流出の対策と
して、高校生を対象にキャリア形成
やビジネスマインド育成のための授
業を実施し地元定着等を図るほか、
市内高校卒業予定者等を対象とし
た合同企業説明会の開催により、
市内企業を学生にＰＲし、市内就職
者の増加に取り組む。

商工振興課

（２）円滑な移住と
定着を支援する受
入体制の充実

　全国版空き家・空き地バンクへ
の情報掲載、萩暮らし応援セン
ターFacebookの開設、「田舎暮ら
しの本」への情報掲載等、様々な
媒体を活用した情報の発信に努
めた結果、移住相談件数の大幅
な増加に繋がったと分析される。

　今後もSNSや様々な媒体を活用し
た更なる情報発信に努めるととも
に、都市部における移住イベント等
への参加やリニューアルした萩暮ら
し応援ガイドブックによる萩暮らしの
魅力とわかりやすい移住情報の発
信に取り組む。
　また、都市部の大学生などが一定
期間働きながら地域住民と交流し
田舎暮らしを学ぶ、国内版ワーキン
グホリデーを実施し、都市部からの
人の流れを生む取組を実施する。

地域づくり推進
課
広報課
農政課

②萩産品のブランド化及び販
路の拡大

＜新規＞・「萩ブランド」再構築のため、萩市の地域資源の調査等の実施（地域ブラン
ド調査の考察による地域評価）（再掲）
・首都圏での販路拡大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
（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）

▲29世帯 90%

　きめ細かな移住相談体制によ
り、単年度で45世帯と大きな伸び
をみせており、目標の280世帯に
近づいている。

　更なる移住者の獲得を目指し、萩
暮らし応援センターに新たに地域お
こし協力隊を配置し、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を島しょ部
に3人配置する。また、一定期間、
萩の風土や日常生活を実際に体験
してもらうため「お試し暮らし住宅」
を整備し、スムーズな移住の促進、
関係人口の増加に取り組む。

－ 4 －



数値 割合

政策
の

基本
目標

具体的な施策展開 平成30年度の主な取組（事業）の実施状況 目標（平成31年KPI）
現状値

基準年（H26）

実績値

H27 H28 H29 H30

ＫＰＩ数値分析

分析（要因等）対前年
数値

対目標値

検証分析

今後の取組予定 所管名

①結婚サポート体制の充実 ・結婚相談所の運営（相談件数 211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 2企画、イベント参加数 51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 22人）

①妊娠期から子育て期まで
の包括支援

＜新規＞・スマートフォン用無料アプリによる子育て世代に必要な情報の配信サービ
スを開始
＜新規＞・子育てに関する情報をまとめた萩市子育て応援ガイドブックの作成
・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の運営（相談件数567件、産後ショートステイ2件、産後
デイケア6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 1,050件、各種相談件数 1,830件、訪問件数 243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1,428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を助
成（健診助成件数　妊婦健診 3,006件、妊婦歯科健診 81件、交通費支援件数 3件）
・保険適用の不妊治療費用の一部を助成

萩市子育て世代包括
支援センターＨＡＧＵ
利用件数
600件 （年間）

－ － － 229件 567件 338件 ▲33件 95%

　概ね目標としている件数に達し
ている。保健師、助産師、管理栄
養士による丁寧な対応により、利
用者からは好評であり、リピー
ターも多い。
　開設後1年半が経過し認知度も
高まっているため、更なる利用者
の増加が予想される。

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 96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350人）

乳児のいる家庭の訪
問割合
　100％

92.8% 92.6% 94.2% 91.0% 92.5% 1.5% ▲7.5% 93%

　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
いること及び他人の訪問を拒否す
る家庭があることから訪問割合が
100％となっていない。

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。
・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957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　3,039人）
・母子へ正しい食生活についての普及啓発活動（参加延者1,619人）
・朝ごはんメニューコンテストの開催（応募総数　715点）

児童館の利用者数
(年間)
　55,000人

53,384人 51,953人 51,086人 53,140人 50,872人 ▲2,268人 ▲4,128人 92%

　児童館で開催される各種イベン
トへの参加者及びスタジオ等の児
童館施設の貸館としての利用者
が減少していることにより、年間の
利用者数が減少している。

　子どもや保護者の集いの場となる
児童館の魅力向上に向け、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。
　また、利用者数の増加に向け、季
節の行事や創作活動をはじめ、集
客性のある魅力的なイベントを充実
させるとともに、児童館だより、ホー
ムページ、ＳＮＳなどの多様な媒体
を活用した広報により、児童館の魅
力を発信していく。

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 90件､ベビーカー 42件､ベビーベッド 13件､おむつ購入 192件）
・第３子以降の児童を保育所等へ入所させた場合、保育料の全額又は半額を助成（助
成支援数：全額助成 19人、半額助成 109人）
・乳幼児医療費の自己負担額を助成（助成支援数： 1,519人 ※年間の月平均人数）
・子ども医療費の自己負担額を助成
　平成30年8月から対象者を高校生等まで拡充し、中学生までは所得制限を撤廃（助
成支援数： 2,553人 ※年間の月平均人数）

育児に必要な備品購
入等支援数(累計)
　1,000件

新規の取組
－

166件 543件 880件 337件 ▲120件 88%

　前年に引き続き単年度で300件
を超える利用がある。子育て世代
から好評であり、子育て世代に需
要の高い制度であるといえる。

　今後も、多くの子育て世代に利用
してもらえるよう引き続き制度の周
知に努め、事業の継続を図る。
　また、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、
様々な子育て施策を広く周知してい
く。

⑤仕事と子育ての両立支援

＜新規＞・病児保育機能を備える施設整備を実施した医療機関を支援
＜新規＞・就業していない潜在的な保育士の就業への不安解消のため短時間での就
労支援を実施
＜新規＞・大井保育園の廃園に伴い大井地区へ新たな保育園を整備
・ひとり親家庭の父又は母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 15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 284人、24時間保育利用児童数 88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 524人、活動件数1,597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 11件）
・子ども相談･支援室の設置と支援員を配置（学校訪問305回、ケース会議96回、電話
相談21件、児童生徒宅訪問28回）

　児童虐待に対する取組として、
子ども家庭総合支援拠点を新総合
福祉センター内に設置し、HAGUと
の連携を強化することにより相談支
援体制の更なる充実を図る。また、
家庭児童相談員が各保育園を訪問
し、心配のある家庭の聞き取りを行
うとともに、児童虐待に関する情報
交換のための会議に警察署からも
参加してもらい、連携の強化を図
る。

（２）出産・子育て
環境の充実

42件 46件 4件 ▲14件 77%

　毎年度成婚があり、累計件数は
伸びている。
　一方、結婚相談所の相談者が
成婚に結び付く件数は低い状況
であり、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
減少していることが要因と分析さ
れる。

子育て支援課
健康増進課

　萩市子育て世代包括支援セン
ターＨＡＧＵを令和元年7月から新総
合福祉センターへ移転し、関係機関
との連携強化や子育て窓口のワン
ストップ化等により子育て支援の機
能向上を図る。また、ＨＡＧＵに母子
保健コーディネーター1名を増員し、
来所での相談が難しい家庭に対す
る訪問支援を実施するとともに、乳
幼児期の子どもを持つ家庭に対し、
母子保健コーディネーターを活用し
た訪問支援の強化を図る。
　更に、不妊症治療費用（保険適用
外）の助成金額の上乗せ、不育症
治療費の助成を新たに実施する。

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

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

　新たに民間事業者のノウハウを活
用したイベントを実施するなど、結
婚を希望する方に、出会いの場を
創出する取組を充実する。

企画政策課
水産課
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数値 割合

政策
の
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目標

具体的な施策展開 平成30年度の主な取組（事業）の実施状況 目標（平成31年KPI）
現状値

基準年（H26）

実績値

H27 H28 H29 H30

ＫＰＩ数値分析

分析（要因等）対前年
数値

対目標値

検証分析

今後の取組予定 所管名

小学校89.6% 小学校88.4% 小学校90.6% 小学校86.4% 小学校87.1% 0.70% － －

中学校72.8% 中学校79.6% 中学校80.0% 中学校77.7% 中学校84.3% 6.60% － －

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% いじめ：小学校2.59% 0.94% － －

中学校4.23% 中学校4.86% 中学校4.31% 中学校4.90% 中学校4.22% ▲0.68% － －

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% 不登校：小学校.48% 0.17% － －

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 588回）

中学校2.12% 中学校2.25% 中学校1.38% 中学校1.15% 中学校2.51% 1.36% － －

学校施設の耐震化率
　100％

80% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 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
達成している。

　安全安心で快適な学校環境を整
備するため、今後も必要な施設改
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）

1校 1校 ▲2校 33%
教育環境の充実のため、市内学校1
校について洋式化の改修を実施し
た。

　文部科学省の方針により、全普通
教室のエアコンの設置を優先的に
取り組むため、学校トイレの洋式化
は後年に実施する。

①教育機関との連携・協働に
よる若者の定着促進

＜新規＞・地域課題の解決に資する事業を大学と連携し実施（4事業）
＜新規＞・市内高校卒業予定者を対象とした合同企業説明会を開催
・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

学生のインターンシッ
プ参加者数(年間)
　240人

144人 － 174人 216人 168人 ▲48人 ▲72人 70%

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
・広報はぎ、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

＜新規＞・木間小中学校の校舎を文化・生涯学習課の木間分室とし、地域コミュニティ
活動の拠点施設として利活用
・文化芸術活動を実施する団体への助成（8件）及び全国大会等の出場団体用に対す
る助成（3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、読書週間等に子どもを対象とした行事を開催
・幅広い年齢層に向けた歴史講座等を開催

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 100人 22人 0人 100%

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

＜新規＞・英国カヌー選手２名を招聘し子どもたちとの交流事業等を実施
＜新規＞・パラリンピアンによる小中学生を対象とした競技体験・講演会や市民を対象
としたスポーツ教室の実施
・全国大会等への出場者を支援（激励会 12回）
・各種スポーツ大会や教室を開催（大会数 9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・個人

74団体・個人 67団体・個人 60団体・個人 77団体・個人 85団体・個人 8団体・個人 0団体・個人 100%

175件 185件 188件 229件 220件 ▲9件 20件

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

①ふるさとへの誇りと志を育
む教育

＜新規＞・萩市の人材育成の指針となる「萩市ひとづくり構想」を策定
・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
・「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

　小学校、中学校ともに前年と比
較して増加しており、小学校にお
いては、夢や目標をもっている児
童が85％以上という高い水準を維
持している。中学校においては、
夢や目標をもっている生徒が大幅
に増加しており、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・不登校の減
少
　減少させる

＜新規＞・小学校に学習指導員を配置し少人数指導や放課後の補充学習を実施
＜新規＞・小学校の英語授業の拡大
＜新規＞・グローバルな人材の育成のため英語検定料の補助や夏休み英語教室を実
施、外国語指導員を配置
＜新規＞・教員の業務を支援するため教員業務補助員、学校環境整備支援員を配置
・学校図書館司書補助員を2人から4人に増員
・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

②学力向上に向けた取組

110%

（２）次世代を担う
心豊かなひとづく
り

　学生のインターンシップ参加者
数については、市内高等学校のカ
リキュラムによる変動があるほ
か、職種によっては実施のタイミン
グや調整が難しく、生徒の希望に
添えない場合があり、前年と比べ
参加者数が減少した。

　生涯学習環境やスポーツ環境
の充実については、各種取組が
効果を上げており、目標を達成し
ている。特に全国大会出場者はス
ポーツ団体の出場者が増加して
いる。

58% 89%
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「地域連携教育アドバイザー」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

コミュニティ・スクール
設置率
　100％

公民館等が実施する
学級・講座等の開設・
開催数
(年間)
　200件

⑤教育環境の整備と就学支
援の充実

＜新規＞・椿西小、多磨小、萩西中、田万川中の空調機設置、市内全小中学校普通
教室の空調設備基本計画の策定
・相島小中のトイレ改修
・萩西中の道場床・校舎屋根の改修、須佐中、萩西中の屋内運動場ＬＥＤ照明改修等
・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
・島を離れて進学している離島の高校生の保護者に対し、通学費や居住費を補助

　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、また、
市内就職の増加を図るため、更な
る充実に取り組むとともに、市内の
企業の積極的な受入体制の整備に
取り組む。

　文化・スポーツ分野についても、
魅力ある講座の開設や、スポーツク
ラブの充実強化とともに、各種講座
や教室等の周知のための情報発信
に取り組む。

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

　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。

教育委員会
子育て支援課

0% 100%

　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％を達成して
いる。

　コミュニティスクールでの活動の展
開について、地域、学校、保護者の
連携をより密にするとともに、活動
内容につ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。

0%100% 100% 100%

　いじめの発覚は、学校の教職員
等の現認や児童生徒対象のアン
ケートによるものが多く、教員の危
機意識が高いことが、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。

　いじめの認知件数の減少は、いじ
めの減少と捉えるのではなく、いじ
めの認知を確かなものにしていく必
要があると捉え、早期発見し、初期
段階でのいじめ解消に取り組む。ま
た、不登校については、関係機関と
連携して継続的な支援を行い、学
校復帰に向けて適応指導教室（萩
輝きスクール）での支援等を行う。
不登校の初期対応として、早期の
家庭訪問や一時的な個別指導等、
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。

－ 6 －



数値 割合

政策
の

基本
目標

具体的な施策展開 平成30年度の主な取組（事業）の実施状況 目標（平成31年KPI）
現状値

基準年（H26）

実績値

H27 H28 H29 H30

ＫＰＩ数値分析

分析（要因等）対前年
数値

対目標値

検証分析

今後の取組予定 所管名

糖尿病患者の割合
(50歳代)
　7.5％以下

8.86%(Ｈ25) 7.46% 7.95% 7.95% 8.03% 0.08% ▲0.53% 93.4%

こころの健康づくり見
守り隊員数
　2,000人

1,138人 1,188人 1,443人 1,741人 2,559人 818人 559人 128%

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

＜新規＞・切れ目のない在宅医療・介護サービス提供体制の構築推進 （市の連携拠
点（相談窓口）の設置、医師会・市・町による協議会の設置・運営等）
・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 5回 333人、事例検討会 6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 4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 16地区 0地区 0地区 100%

④生活支援サービスの体制
整備

＜新規＞・高齢者生活支援サービスガイドブックを作成
＜新規＞・田万川地域の空き店舗を改修しカフェの営業、訪問型サービス、交流イベン
ト等を行う拠点として整備
・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：川上総合事務所に流し台を設置　活動車両整備：大井地区に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312回）

地域住民主体のサー
ビス提供団体の創出
(累計)
　16団体

1団体 5団体 5団体 13団体 22団体 9団体 6団体 138%

⑤介護予防の推進

・介護予防教室の実施（参加数 延べ6,001人）
・介護予防出前講座の実施（参加数 延べ1,245人）
・介護予防指導者の地域サロン等への派遣（派遣数 5回）
・医師・歯科医師等との連携による認知症予防・転倒予防・口腔ケア等の指導の実施

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% 23.93% ▲1.08% ▲1.07% 104%

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～R1）

②地域特性を活かした中山
間地域づくりの推進

＜新規＞・住民主体で地域再生のために必要な取組を定めた地域振興計画「夢プラ
ン」を策定
・コミュニティ組織による集会施設建設や備品整備を補助
・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

やまぐち元気生活
圏「夢プラン」
　5件 　5件 　6件 　6件

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（現地でのニーズ調査、計画の素案作成等）
・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312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
・小郡萩道路（絵堂萩道路）の早期整備促進（本線工事の一部着手、要望活動の実
施、山陰観光シンポジウムの開催等）（再掲）
・山陰自動車道の早期整備促進（木与防災に事業着手、要望活動の実施、山陰観光
シンポジウムの開催、アンケート調査の実施等）（再掲）

⑥ライフラインの確保

＜新規＞・萩市水道事業計画の策定に着手
＜新規＞・上野配水池、目代・上津江水源地の耐震化に着手
＜新規＞・市が管理しているトンネルの状況を点検し長寿命化修繕計画を策定
・市が管理している橋りょうについて破損状況等の点検を実施
・携帯電話の不感地域の解消のため福栄高坂南部地区に基地局と伝送路を整備
・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3件、水質検査補助：須
佐地域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）管布設により須佐水道を
統合し、給水区域の拡張を実施
・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

＜新規＞・災害時に配慮が必要な方のため福祉避難所の開設及び運営に関する協定
を市内社会福祉法人（8法人）と締結
＜新規＞・障がい者等の社会参加促進のため創作的活動や生産活動等の提供を行う
地域活動支援センターを運営
＜新規＞・会話が聞こえにくい方のため卓上型対話支援機器を窓口に設置
・手話奉仕員養成講座の開催、市職員を対象とした手話研修会の実施
・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 168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

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 6地域 6地域 0地域 0地域 100%
　新たな行政サービスの実施地域
数については、平成29年度より全
ての総合事務所で実施している。

地域振興計画
「夢プラン」

5件

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
環境衛生課
水道工務課
下水道建設課
人事課
企画政策課
情報政策課

高齢者支援課
地域包括支援セ
ンター

　糖尿病は初期の自覚症状がない
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
ついては、「こころの健康」の必要性
の理解が広まっていることから、引
き続き養成講座を積極的に開催す
るなど隊員数の拡大を目指す。
　また、萩市自殺対策推進計画（仮
称）について、令和2年度末の策定
に向け取り組む。

（１）地域特性を活
かした萩らしい拠
点づくり

地域の夢プラン作成
数
(累計)
　8件

認知症サポーター養
成数
(累計)
　8,000人

6,031人 8,311人 788人 311人 104%

　住民による共助の取組の浸透に
より、認知症サポーター養成数や地
域住民主体のサービス提供団体の
増加につながっている。
　萩市では、日常生活圏域ごと（概
ね小学校区）に設置している第２層
協議体については、順調に立ち上
がり機能している地域が多いが、第
２層で把握された地域課題を集約
し、市全域の取り組みや施策を検
討、協議する場である第１層協議体
については、現時点では十分に機
能していないため、今後は、第１層
の体制を強化していく必要がある。
　また、今後も引き続き、新たな第２
層協議体の立ち上げや住民主体の
サービス創出への支援を行うとも
に、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。
　更に地域包括支援センターの機
能強化として、認知症や障がいなど
で判断能力が不十分な方が、安心
して生活できるよう、成年後見制度
をはじめとした権利擁護に関する相
談窓口として権利擁護支援センター
を設置する。

　地域の夢プランについて、平成
29年度までは、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ととした。
　地域振興計画「夢プラン」の策定
にあたっては、ワークショップなど
の手法を用い地域住民と行政が
連携し、川上、田万川、須佐、旭
地域及び大島地区の４地域１地
区で「夢プラン」を策定した。

　地域振興計画「夢プラン」につい
て、平成31年度は、むつみ、福栄地
域及び三見、大井、見島、相島地区
の策定に取り組む。
　また、平成30年度に策定した夢プ
ランの取組の実施について、スター
トアップのフォローを行う。

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

（２）地域包括ケア
システムの構築

　認知症サポーター養成数は、積
極的な養成講座の開催により前
年から大きく増加し、目標に達し
た。
　地域ささえあい協議体設置数に
ついては、平成30年度での設置
には至らなかったものの、新たな
設置に向けた動きがある。
　地域住民主体のサービス提供
団体については、これまで各地域
の協議体で検討や準備を行ってき
た結果、平成30年度に多くのサー
ビスの立ち上げが実現した。
　要介護認定者については、医
師、歯科医師とも連携した介護予
防の取組により、介護認定者の割
合が減少していると分析される。

6,530人 7,252人 7,523人

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 42回 延べ473人、各種健康教室  516回 延べ6,523
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
・児童生徒やその保護者、教員、地域、職域、地元企業を対象にゲートキーパー養成
講座、教職員を対象にハイリスク児童生徒を見守る支援者養成講座を実施（養成講座
27回 899人）

７
　
地
域
特
性
を
活
か
し
た
安
全
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り

5件 ▲3件 63%

　糖尿病患者の割合については、
ほぼ横ばい状態が続いており、目
標値に達していない現状である
が、基準年より改善している。

　こころの健康づくり見守り隊員
は、学校や各職域と連携した取組
に力を入れており、積極的に養成
講座を実施した結果、実施校・実
施件数の増加や、職域分野の広
がり等を見せており、隊員数の大
幅な増加となった。

健康増進課
文化・生涯学習
課
市民活動推進課
など

－ 7 －



数値 割合

政策
の

基本
目標

具体的な施策展開 平成30年度の主な取組（事業）の実施状況 目標（平成31年KPI）
現状値

基準年（H26）

実績値

H27 H28 H29 H30

ＫＰＩ数値分析

分析（要因等）対前年
数値

対目標値

検証分析

今後の取組予定 所管名

①災害時に命を守る消防・防
災対策の推進

＜新規＞・河川洪水ハザードマップを作成し阿武川水系５河川のハザードマップは関
係エリアの全戸へ配布
・新たな防災行政無線の整備に向けた実施設計
・防災メールの管理運用（登録者数　約9,200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
・既設消防救急デジタル無線中継局を利用した空中線ネットワークの整備、萩・川上地
域の防災行政無線のデジタル化
・土原地区において河川洪水を想定した訓練を実施
・大井地区において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（継続）
・避難用敷材（簡易トイレ袋等）の整備や非常食（H29～R3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16,400食等）の備蓄
・常備消防車両及び消防団車両を計画的に更新

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　441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3,492人、歯科1,119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11件、
相島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 50回、受診者数 延べ347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 113回 ▲42回 12回 112%

　主に消防操法訓練を実施してお
り、前年比では減少しているもの
の、目標値を上回る件数となっ
た。

　引き続き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 31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 39基、改善
323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、防災行政無線等による交通安全啓発の実施（13回）

⑥老朽危険空家対策

＜新規＞・市内の建設業者等を利用した空き家の解体工事等に必要な経費の一部を
支援（交付件数：9件）
・老朽化が著しく周辺への悪影響が高い空き家について適正管理を行うよう所有者へ
の助言を実施

市内の老朽危険空家
解消件数(累計)
　150件

39件 53件 76件 94件 128件 34件 ▲22件 85%

　老朽危険空き家の所有者に対
する適正管理についての助言等
を行うとともに、老朽危険空き家に
対する除却費用の補助制度を平
成30年度に創設したことが、解消
件数の増加の要因と分析される。

　引き続き、老朽危険空き家に対す
る除却費用の補助を実施するなど、
空き家の解消に取り組むとともに、
空き家の有効活用等のため、所有
者に対する空き家の意向調査の実
施を検討する。

（２）市民の生命や
財産を守るための
体制の構築

89回 82回 79回

救急救命講習の実施
件数
(年間)
　95回

79回

52%

　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いる。
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
意識が薄れてきていることが要因
と分析される。
　町内会による自主防災組織の
組織率は90.5％と高いものの、活
動している組織は限られているた
め、自主防災組織による活動の
促進が必要である。

　近年、全国的に豪雨災害が多発
していることから、地域を問わず大
規模な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、
防災意識及び防災力の向上に取り
組むとともに、出前講座について広
報はぎ等で周知を図る。
　また、自主防災組織が自発的に
訓練や講習会等の防災活動を実施
できるように、旧小学校区単位で自
治会長等を対象とした自主防災組
織の育成・構築のための講座の実
施に取り組む。

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

51回 44回

　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
を継続的に検討するなど、幅広い
講習手法による救急救命講習の充
実に取り組む。

34回 31回 ▲3回

住民への防災研修・
訓練の実施件数(年
間)
　60回

49回

７
　
地
域
特
性
を
活
か
し
た
安
全
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り

▲29回

88回 9回 ▲7回 93%

　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、平成30年7月豪雨の際に消防
援助隊としての出動があったた
め、講習の実施件数は目標には
至らなかったものの、前年比では
増加となった。
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№
交付金事業の

名称
事業費
（千円）

交付金額
（千円）

萩市の事業名 事業内容
重要業績評価指標

（KPI）
目標年月 目標値 実績値 所管名

ジオパークビジターセン
ターの入館者数

200,000人 243,586人

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「案内
人」の人数

15人 17人

新たに事業化した「ジオツ
アー」の実施回数

7回 6回

萩市企業の新規雇用者数 927人 883人

萩市での起業者数 10件 6件

新たに開発された地域ブ
ランド数

4件
※次年度からの目標設定

実績：0件

萩市への観光客数 2,680,000人 2,377,000人

企業立地推進事業
【企業立地推進事業】
　都市部でのIT展示会に出展しPR活動を実施。

企業誘致推進課

ジオパーク推進課

2

【地方創生推進
交付金】

～維新の風を再
び！！～萩市雇
用・就業環境改
革総合強化事業

【事業開始：H30】

31,013 8,803

勤労者等支援事業
就業促進支援事業
起業化支援事業
中心商店街賑い創出店舗
活用事業
萩市産品開発販路拡大事
業

【人材育成研修事業】
　新規採用者を対象とした研修を実施。

【就業促進事業】
・萩・維新ふるさと企業説明会
　企業説明会を実施し、高校卒業予定者と市内企業のマッチングの場を提供する。
・萩市ものづくりイベント支援事業
　萩市産業フェスタのものづくりブース出展を支援し、ものづくりの技能をアピールする。

【賑い創出店舗活用事業】
　市内の空き店舗等を活用して出店する事業者に対し、店舗改装費及び開店広告費等、
出展に要する経費の一部を補助。

【創業セミナー等支援事業】
　創業者・予定者に対する相談、指導及びフォローアップを実施。

【起業化支援事業】
・萩ビジネスプランコンテスト実施事業
　独創性や地域貢献性の高い事業内容により起業する者や、他分野へ事業拡大を図る
事業者を募集し、ビジネスプランコンテストを実施。
・萩・学生ビジネスプランコンテスト実施事業
　学生の仕事や起業に対する意識向上のため、ビジネスプランコンテストを実施。

【萩市産品販路拡大事業】
・萩ブランド再構築プロジェクト作成業務
　萩市の地域資源を調査・選定し、萩ブランドを再構築。
・中小企業等事業拡大（チャレンジ）補助金制度
　事業拡大や販路拡大を行う事業者に対し、対象経費の1/2を補助。
・萩・新お土産コンテスト実施事業
　地域資源を活用したお土産づくりの促進のためのアイデアの募集を実施。

R3.3

商工振興課

地方創生推進交付金、地方創生拠点整備交付金　効果検証シート

1

【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～

【事業開始：H29】

17,294 3,977 ジオパーク推進事業

【ジオガイド・案内人養成事業】
　ジオガイドを養成するため、養成講座全８回とモニターツアーを全４回開催した。

【サテライト・拠点施設機能強化事業】
　「萩ジオパーク」に関する情報発信を行うため、道の駅等の情報発信拠点施設に萩ジオ
パーク構想を紹介するパネルを制作し、設置した。
　また、萩ジオパークの主要な見どころのひとつである笠山山頂展望台施設をジオパーク
活動の拠点とするため、ミーティングテーブル及び椅子を設置した。

【イベント開催事業】
　萩ジオパークの日本ジオパークネットワーク加盟認定記念及び地域内外に萩ジオパー
クの活動を発信するため、平成31年3月8日（金）から10日（日）の３日間、「萩ジオパーク
フェア2019」を開催した。

【普及啓発事業】
　「萩ジオパーク」の一層の周知を図り、機運を醸成するため、萩ジオパークのマップやガ
イドブック、啓発グッズ等を作成するとともに、市民に萩ジオパーク内のジオサイトが持つ
地形・地質的特徴や生態系、人の暮らしにつながるサイト等を学ぶ「萩ジオアカデミー講
座」を全5回開催した。また、これまでの萩の観光資源にジオパーク的視点を盛り込んだ体
験プログラムを造成し実施した。

【モニタリング事業】
　ジオパーク推進事業の効果検証のため、萩の主要ジオサイト等の見どころである２か所
で、ジオツーリズムに関する観光動態調査を実施した。

R2.3
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№
交付金事業の

名称
事業費
（千円）

交付金額
（千円）

萩市の事業名 事業内容
重要業績評価指標

（KPI）
目標年月 目標値 実績値 所管名

本事業に関連した林業産
出額

41,500千円 10,679千円

新たな林業６次産業化事
業体（地域商社）及びその
準備組織における売上高

6,500千円
※次年度からの目標設定

実績：0円

本事業に関連した新規就
業者数

8人
※次年度からの目標設定

実績：0人

地域の森林資源を利用し
た体験・交流プログラムへ
の参加人数

60人
※次年度からの目標設定

実績：0人

■過去に実施した事業（ＫＰＩの検証）

道の駅の改修による販売
額の増加

538,000千円 237,837千円

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 9人

道の駅への来館者数の増
加

30万人 18.2万人

R3.3 商工振興課1

【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

【事業開始：H28】
※Ｈ29年度事業
終了

145,818 54,268
道の駅「ゆとりパークたまが
わ」整備事業

（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。

3

【地方創生推進
交付金】

「萩・林業再生」
林業６次産業化
による循環型の
地域づくり事業

【事業開始：H30】

9,949 4,974 林業６次産業化推進事業

【地域商社を通じた林業６次産業化による循環型の地域づくり事業】
　地域商社設立に向けた、市内の第１次～第３次産業事業者へのヒアリングを通じた実体
把握。実態調査の結果を踏まえた林業６次産業化の仮説の構築。
【地域林業体験プログラム事業】
　市内学校向けの林業体験プログラム構築のためのヒアリングを通じた授業の実態調
査。
【地域森林資源の多様な利用促進事業】
　地域住民が有する木竹製民具、道具づくり（材料・人材・モノ）の実態調査。
【林業６次産業化検討委員会運営業務】
　林業の６次産業化に向けた事業の進捗の把握及び方向性の検討を行う検討委員会を
開催。

R3.3 林政課
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