
 

平成２９年７月山口市長定例記者会見 

記者発表資料    

○ 概要 

本市では、地球温暖化対策に係る各種事業を戦略的、体系的に展開

し、年間を通じて広く周知することにより市民・事業者の皆様に対し

て地球温暖化防止等に関する理解、実践を促すとともに、さらなる機

運醸成を目的として、５月１日から「チャレンジエコライフやまぐち

２０１７」の取組を展開しているところです。 

この取組の一つである「クール＆ウォームシェア」のうち「クール

シェア」について、７月２６日から９月３０日まで、「クールシェアス

ポットに出かけよう！」キャンペーンを実施します。 

 

○ クールシェアと本市の取組 

クールシェアとは、一つの場所に集まって冷房をシェアする（分か

ち合う）ことで、家庭の電力消費を抑えるとともに、人と人との交流、

賑わいの創出を目的とした取組です。 

特に、まちなかでのクールシェアについては、平成２７年度から 

「クールシェアやまぐち」と題して重点的な取組を進めており、今年

度は、事業者の皆様の御協力と、株式会社 街づくり山口との連携に 

より、市内の店舗５８箇所・公共施設３６箇所（合計９４箇所）を 

シェアスポットとして設定し、「クールシェアスポットに出かけよ

う！」キャンペーンを展開します。 

このキャンペーンにより、シェアスポットの利用を促進し、クール

シェアのさらなる普及と定着を図るとともに、利用状況の把握等を通

じて、今後の普及啓発活動に役立ててまいります。 

 

○ キャンペーンの実施内容 

・休憩場所の提供、シェアスポットでのひんやりメニューの提供 

（中心商店街の飲食店で実施（㈱街づくり山口との連携事業））など 

・市特産品の贈呈（シェアスポットに配置した応募用紙で応募してい

ただき、抽選で１０名の方に贈呈します。） 

 

○ その他 

・シェアスポットにはステッカーの貼り出しを依頼しています。 

・冬季には「ウォームシェア」に取り組む予定です。 

件 名： 「クールシェアスポットに出かけよう！」キャンペーンについて 

担当課： 環境部 環境政策課 新エネルギー・温暖化対策担当（電話：941-2181） 



【【【【環境部環境部環境部環境部    環境政策課環境政策課環境政策課環境政策課】】】】    

 

 

 

１ 概要 
地球温暖化の原因である「温室効果ガス」には、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスがありますが、 

二酸化炭素（CO２）は地球温暖化に及ぼす影響がもっとも大きな温室効果ガスです。日常生活で、電気や化石

燃料を使⽤すれば大量の二酸化炭素が排出されますが、一⼈ひとりが省エネ・節電に取り組むことにより大きな削減

効果が⾒込まれます。 

山口市では、地球温暖化防止の取組をさらに促進するため、市⺠・事業者を対象とした普及啓発事業を      

キャンペーンとして総合的に展開します。 

 
２ 実施期間 

平成２９年５⽉１日〜平成３０年３⽉３１日（内容毎に期間の設定あり） 

 
３ 実施内容 

 
（１） エコドライブの実践（通年） 

やさしい発進を⼼がける、無駄なアイドリングを止めるなど燃料の節約に努めて１０％の燃費向上を目指します。 

     

        

（２） スマートムーブの推進（通年） 
⾃動⾞から⾃転⾞及び公共交通機関（鉄道、バス）への乗換による温室効果ガスの排出削減に取り組むととも 

に、「エコ」「健康」「快適」に寄与するライフスタイルの定着を図ります。   

   また、本年度は、レノファ山口ＦＣと連携し、ホームゲーム来場者に対して大型スクリーン、ポスター等での広報を⾏

うなど普及啓発に取組ます。  

 
 
（３） クールビズ、ウォームビズの取組み（クールビズ：5 ⽉-10 ⽉、ウォームビズ：11 ⽉-3 ⽉（予定）） 

夏季の軽装、冬の服装の推進について、市⺠・事業者等へ取組みを広げることにより、空調設備等に係る 

エネルギー使⽤量の削減に取組ます。 

      

     
（４） クールシェア、ウォームシェアの推進（クールシェア：7 ⽉-9 ⽉、ウォームシェア：12 ⽉-2 ⽉） 

４つのクール（ウォーム）シェア（おうち、ご近所、まちなか、⾃然）の普及啓発を進めるとともに、市内公共施設

や⺠間事業所等をクール（ウォーム）シェアスポットとして登録し、市⺠がひとつの場所に集まり、冷房（暖房）をシェ

ア（分かち合う）する取組を進めることにより、無理のない節電等省エネの実践、⼈と⼈との交流による、まちの賑わ

いの創出を図ります。 

本年度も引続き、全市的なエコライフキャンペーンを展開します！ 

資料１資料１資料１資料１    



【【【【環境部環境部環境部環境部    環境政策課環境政策課環境政策課環境政策課】】】】    

 

   

（５） 緑のカーテンの生育（5 ⽉-9 ⽉） 
⾒た目にも涼しく、夏の日差しを遮り、室温が３℃くらい下がるといわれている「緑のカーテン」について、緑のカーテン

コンテストを開催するとともに、市有施設での取り組みを継続し、市⺠・事業所等への普及拡大を図ります。 

          

 
（６） ライトダウンキャンペーンへの参加（前期：6 ⽉下旬-7 ⽉上旬、後期：12 ⽉） 

県が主催する「ぶちエコやまぐち〜ＣＯ２削減県⺠運動〜ライトダウンキャンペーン」に合わせて、夜間の屋外照明 

施設や家庭の不要な電気の消灯を呼びかけます。 

◎重点取組日：６⽉２１日（夏至）、７⽉７日（クールアースデー）、１２⽉２１日（冬至） 

 
 

（７） 環境川柳コンテストの実施（11 ⽉中旬-1 ⽉） 
市⺠を対象とした環境川柳コンテストを開催し、環境問題をより身近に感じ、考える機会の創出を図ります。 

 
 
（８） エコワットの貸し出し（通年） 

家庭等のコンセントにつなぐだけの簡易型使⽤電⼒量表示器「エコワット」を貸し出し、市⺠の節電意識の向上を 

図ります。 

 

 

４ 周知方法等 
   市報、市ウェブサイト、各種イベントでの啓発、報道への情報提供など 

 



 

クールクールクールクール＆＆＆＆ウォームシェアウォームシェアウォームシェアウォームシェアについてについてについてについて                                                                環境部環境政策課    

    

        

クール（ウォーム）シェアは、一つの場所（おうち、ご近所、まち、自然）に集まり、冷房（暖房）をシ

ェア（共有）することにより、地球温暖化防止に寄与する節電などの実践につなげるとともに、人と人

との交流、賑わいの創出を目的として実施するものです。   

    

    

    

   本市では、下記４つのクール（ウォーム）シェアの概念を幅広くＰＲし、市域の取組推進を図りま

す。中でも、「まちなか」でのクール（ウォーム）シェアについては、市内の民間事業所や公共施

設をシェアスポットとして登録、公表し、当該スポットの利用促進を図る「クール（ウォーム）シェア

やまぐち」の実施により、節電等の地球温暖化対策及びまちの賑わいの創出、地域の活性化に

重点的に取り組みます。 

 

    

    ◆◆◆◆クールシェアについてクールシェアについてクールシェアについてクールシェアについて    ～    ４つのクールシェア 

 

 

 

     

 

 

 

 

        

      

    

    

    

    

 

 

事業事業事業事業のののの目的目的目的目的 

事業事業事業事業のののの概要概要概要概要 

 

自宅のエアコンを止め、ご近所のお宅に

集まってご近所同士のコミュニティを深

めよう。 

 

商店街やカフェなど、身近で涼しい場所に

集まって、楽しい時間を過ごそう。 

 「「「「クールクールクールクール（（（（ウォームウォームウォームウォーム））））シェアやまぐちシェアやまぐちシェアやまぐちシェアやまぐち」」」」でででで推進推進推進推進    

まちでクールまちでクールまちでクールまちでクール（（（（ウォームウォームウォームウォーム））））シェアシェアシェアシェア    

ごごごご近所近所近所近所でクールでクールでクールでクール（（（（ウォームウォームウォームウォーム））））シェアシェアシェアシェア    

例えば 3 台のエアコンをつけていたら

2 台を止め、1 部屋に集まり家族団ら

んで過ごそう。 

おうちでクールおうちでクールおうちでクールおうちでクール（（（（ウォームウォームウォームウォーム））））シェアシェアシェアシェア    

自然自然自然自然でクールでクールでクールでクール（（（（ウォームウォームウォームウォーム））））シェアシェアシェアシェア    

木陰や水辺といった、自然が多く涼し

い場所に行き、ゆったりとした時間を

過ごそう。 
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◆◆◆◆クールクールクールクールシェアシェアシェアシェアやまぐちやまぐちやまぐちやまぐち＆＆＆＆ウォームシェアウォームシェアウォームシェアウォームシェアやまぐちやまぐちやまぐちやまぐち実施実施実施実施までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    

                                

    

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

◆◆◆◆利用利用利用利用いただくいただくいただくいただく際際際際のののの目印目印目印目印    

スポットとして御協力いただいている事業所、施設には、入口等にシェアスポットステッ

カーの表示をいただき、市民の皆様に利用いただきやすい環境づくりをお願いしています。 

 

  シェアスポットステッカーシェアスポットステッカーシェアスポットステッカーシェアスポットステッカー    

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆登録登録登録登録シェアスポットシェアスポットシェアスポットシェアスポット及及及及びびびびスポットスポットスポットスポット利用時間利用時間利用時間利用時間    

登録シェアスポット：別紙シェアスポット一覧のとおり 

利  用  時 間：クールシェア・・・・・原則１３～１７時（電力需要が集中する時間帯のピークカットにも！） 

ウォームシェア・・・各事業所、施設の営業、開館時間 

  

◆◆◆◆シェアスポットのシェアスポットのシェアスポットのシェアスポットの公表公表公表公表    

シェアスポットの詳細は、環境省特設サイト「シェアマップ」（http://sharemap.jp/）、市ウェブサイト

（クールシェア/クールシェアスポット一覧）で確認いただけます。 

8～10 月 スポットの募集（企業、団体） 

広報：市報、ｳｪﾌﾞｻｲﾄ 

↓ 

シェアスポットの確定 

 

１２～２月 ウォームシェアの実施 

 

11 月 スポットの公表 

対象：事業所、公共施設 

広報：市報、ｳｪﾌﾞｻｲﾄ 

 

７～９月 クールシェアの実施 

６月 スポットの公表 

対象：事業所、公共施設 

広報：市報、ｳｪﾌﾞｻｲﾄ 

    

４～５月 スポットの募集（企業、団体） 

広報：市報、ｳｪﾌﾞｻｲﾄ 

↓ 

シェアスポットの確定 ク
ー
ル
シ
ェ
ア

 

ウ
ォ
ー
ム
シ
ェ
ア

 



シェアマップはこちらからシェアマップはこちらからシェアマップはこちらからシェアマップはこちらから！！！！

↑↑↑↑「「「「山口市山口市山口市山口市」」」」でででで検索検索検索検索！！！！！！！！

うどん処　地蔵庵 店内
要オーダー

11:00-17:00
なくなり次第終了

不定休
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市道場門前2-1-6 083-902-5520

お好み焼き　水音 店内
要オーダー

(平日・昼)11:00-14:00
(土日祝･昼)11:00-15:00

(夜)17:00-21:00
第2月曜日、火曜日

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0086 山口市中市町7-22 083-922-3710

お茶の鴻雪園
店内

要オーダー
10:00-18:00

(日曜のみ　11:00-17:00)
10月～3月日曜定休

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0046 山口市本町2-4-14 083-902-1710

 ottobar(ｵｯﾄﾊﾞﾙ) 店内
要オーダー

11：30-16：00
18：00-22：00

毎週水曜日、第1・第3木曜日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0048 山口市駅通り2-1-8 トキワビル1F 083-902-8880

オニオン座
店内

要オーダー
11:00-17:00 日曜日、第4月曜日

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0086 山口市中市町5-15 083-923-8553

 GAHNA kitchen BAOBAB(ｶﾞｰﾅｷｯﾁﾝ ﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞ) 店内
要オーダー

11:00-15:00
17:30-22:00(日曜日以外)

水曜日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0048 山口市駅通り1-7-10 083-921-2811

カフェテリア　シンセリティ
店内

要オーダー
7:00-18:30 不定休

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市道場門前2-3 083-928-8369

Cafeぷらり 店内
要オーダー

10:00-18:30 水曜日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0087 山口市米屋町3-19　2F 083-922-2180

カフェ　ラ･アンカー
店内

要オーダー
10:00-18:00

水曜日
月一不定休

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0033 山口市大市町1-21 083-929-3582

カワイ山口ショップ 店内 10：00-18：00
月曜日（祝日除く）

年末年始（12月30日-1月6日）
クールシェアスポット利用の方
店内楽譜全品10％ＯＦＦです。

753-0074 山口市中央1丁目3番7号 083-924-5955

ガレ 店内 11:00-19:00 水曜日 ー 753-0047 山口市道場門前2-4-12 083-928-2900

OliveOil&Café   CHIACCHIERA（ｷｱｯｹﾗ） 店内
要オーダー

11：00-17：30
水曜日

（臨時休業の有無：未定）

「エアコンを消してきました」の合言
葉で、アイスコーヒー\380
14時以降、ひんやりメニューを提供
中！

753-0074 山口市中央1丁目6番11号 083-920-8335

珈琲館　Ｈ２Ｏ
店内

要オーダー
11:30－16:00 不定休

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0046 山口市本町１ 083－921-0003

１１１１．．．．民間施設(民間施設(民間施設(民間施設(あいうえおあいうえおあいうえおあいうえお順順順順））））

備考備考備考備考

○○○○シェアシェアシェアシェア実施期間実施期間実施期間実施期間：：：：平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（土土土土））））※※※※個別個別個別個別にににに「「「「シェアシェアシェアシェア実施期間実施期間実施期間実施期間」」」」をををを設定設定設定設定されているされているされているされている施設施設施設施設をををを除除除除きますきますきますきます。。。。

郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地 TELTELTELTEL

■■■■平成29年度平成29年度平成29年度平成29年度：：：：クールシェアやまぐちクールシェアやまぐちクールシェアやまぐちクールシェアやまぐち　　　　スポットスポットスポットスポット一覧一覧一覧一覧　　　　　　　　（6（6（6（6月30日現在月30日現在月30日現在月30日現在））））

名称名称名称名称 クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポット シェアシェアシェアシェア可能時間可能時間可能時間可能時間 休業日休業日休業日休業日
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COFFEEBOY 山口店 店内
要オーダー

10:00-18:00 年中無休
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市道場門前2-2-5 083-922-0528

コープ　ここと　いずみ店 レストスペース
9：00-22：00

【日曜日は9：00-21：00】
1月1日～1月2日

【上記以外で年間3日間】

店内でご購入いただいた食料品、飲料
（コーヒー他）を、テーブル席でお召
し上がりください。

753-0066 山口市泉町150番1号 083-923-2371

コープ　ここと　どうもん店 レストスペース 9：00-21：00
1月1日～1月3日

【上記以外で年間3日間】

店内でご購入いただいた食料品、飲料
（コーヒー他）を、テーブル席でお召
し上がりください。

753-0047 山口市道場門前1丁目1番18号 083-901-0055

心味
店内

要オーダー
11:30-14:00(LO13:30)

17:30-22:00
日曜日

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0048 山口市駅通り1-5-17 083-920-3315

西京げんや
店内

要オーダー
11:00-14:30
17:00-21:30

水曜日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市道場門前2-5-11 083-920-0908

魚屋　波柄 店内
要オーダー

7月20日から9月13日までの

9：00-18:00
不定休 ー 753-0086 山口市中市町1-20 083-923-7773

酒家鶏処　炭大
店内

要オーダー

ﾗﾝﾁ11:30-13:30夜17:00-
23:00(金土祝日前日は

24:00まで)
なし

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0046 山口市本町1-1-16 083-920-9439

さわらぎ
店内

要オーダー
11:30－21:00
(LO 20:40)

毎週水曜日
（祝祭日の場合は営業)

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0087 山口市米屋町3－22 083－922-1196

ザ・ビッグ大内店 店内休憩コーナー 8：00-21：00 なし
冷房が効いた店内でゆっくりお過ごし
ください。

753-0211 山口市大内長野581番地 083-927-8190

茶房ちょこっと 店内 13:00-17:00 不定休 カラオケが有ります。 753-0214 山口市大内御堀2051-7 083-932-2051

サンパークあじす 全館（1、2階の休憩ｽﾍﾟｰｽなど） 10：00-20：00 なし 館内全体にベンチを増設いたします。 754-1277 山口市阿知須4825番地1 0836-65-0001

清香園茶店 茶房まちなか庵 店内
要オーダー

9:30-19:00 水曜日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市道場門前1-3-14 083-922-0304

Sou Café
店内

要オーダー
10:00-20:00 なし

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0087 山口市米屋町2-7 083-902-1365

㈱TAMARU 店内 8:00～19:00 日祭日、第二・第四土曜日

エンジンオイルをリッターあたり100円引きで交
換。交換予定にない方は、ドリンクを一杯サービ
スします。自動車・自転車修理の予定がなくて
も、本を読みながらの休憩スペースとしてもご利
用いただけます。

753-0241 山口市大内問田3丁目23-23 083-923-2026

タンドリマハル
店内

要オーダー
11:00-22:00 なし

「山口街中+」とクールシェアやまぐちとの
コラボでひんやりメニューを提供中！

753-0048 山口市駅通り2-1-11 083-932-4071

大衆天ぷら　しらいし
店内

要オーダー
11:30-21:30 なし

「山口街中+」とクールシェアやまぐちとの
コラボでひんやりメニューを提供中！

753-0047 山口市道場門前2-2-3 083-976-4614

郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地 TELTELTELTEL名称名称名称名称 クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポット シェアシェアシェアシェア可能時間可能時間可能時間可能時間 休業日休業日休業日休業日 備考備考備考備考

１１１１．．．．民間施設(民間施設(民間施設(民間施設(あいうえおあいうえおあいうえおあいうえお順順順順））））
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デザートパーラー　トリコロール　山口井筒屋店
店内

要オーダー
井筒屋同様 山口井筒屋に準ずる

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0086 山口市中市町3-3　3F 083-902-1111

鉄板食堂テンホウ
店内

要オーダー

11:00-15:00(LO
14:30)/18:00-23:00(LO

22:30)/日祝10:00-22:00(LO
21:30)

水曜日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0087 山口市米屋町3-19 083-920-5015

東天閣
店内

要オーダー
11:00－15:00
17:00－21:00

水曜日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0033 山口市大市町3－6 083－922-3339

特産品ショップ　やまぐちさん 店内 10：00-18：00 第1、第3水曜日
地産地消、ふるさとのパワーに出会え
る場所です。
是非一度お越しください。

753-0047 山口市道場門前1丁目3番16号 083-934-9120

ドマーニ
店内

要オーダー
8:00-19:00 水曜日

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0086 山口市中市町1-21 083-924-2577

TOMBO とんぼ 店内
要オーダー

17:30-23:30(LO23:00) 不定休
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0048 山口市駅通り1-7-5 083-920-2114

有限会社　ナカタ時計店 店内ソファ
11月10から2月28日までの

9：30-18：30
水曜日

人生の時を刻む大切な時計を通じて、
お客様とのご縁を大切にしています。
お気軽にお越し下さい。

753-0047 山口市道場門前1丁目3番5号　2Ｆ 083-925-3456

753カフェ 店内
要オーダー

9:00-18:30
(土日19:00)

山口井筒屋に準ずる
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0086 山口市中市町3-3 083-932-7530

日本茶専門店　八十八
店内

要オーダー
10:00-19:00 水曜

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0087 山口市米屋町2-39 050-5316-1213

BAR　SPEYSIDE
店内

要オーダー
18:00-25:00 日曜・祝日

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0087 山口市米屋町1-2 083-922-1307

花ちゃん食堂
店内

要オーダー
11:30－14:00
17:30－23:30

毎週火曜日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市道場門前2－2－2 083-922-5137

原口珈琲
店内

要オーダー
11:00-18:00 火曜日・水曜日

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0087 山口市米屋町2-35 mambo2F 090-2808-4466

フジグラン山口 店内
（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ、食品館、生活館入口横ｽﾍﾟｰｽ等）

9：30-20：00 なし 館内にベンチを設置します。 753-0851 山口市黒川3736番地 083-995-0611

Fútbol&Café Corazón(ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ&ｶﾌｪｺﾗｿﾝ) 店内
要オーダー

11:00-17:00
水曜日

（不定休）

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市道場門前1丁目3-10 2F 083-902-5725

フルーツJ 山口井筒屋店 山口井筒屋共有休憩スペース 山口井筒屋と同様 山口井筒屋に準ずる
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0086 山口市中市町3-3　B1F 083-902-1057

１１１１．．．．民間施設(民間施設(民間施設(民間施設(あいうえおあいうえおあいうえおあいうえお順順順順））））

名称名称名称名称 クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポット シェアシェアシェアシェア可能時間可能時間可能時間可能時間 休業日休業日休業日休業日 備考備考備考備考 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地 TELTELTELTEL
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ベーカリー・カフェ Apricot (アプリコット) 店内
要オーダー

10:30-17:30 水曜日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0087 山口市米屋町3-19 083-922-2158

ほっとさろん中市「まちのえき」 施設内 10：00-16：00
水曜日、土曜日
お盆、年末年始

商店街の交流の場、休憩所として気軽
に利用いただける憩いのスペースで
す。

753-0086 山口市中市町3番14号 083-934-0811

本多屋　懐古庵 店内
要オーダー

7月20日から9月13日までの

9：00-18:00
水曜日 ー 753-0048 山口市駅通り1-4-5 083-925-1600

meat experts Ｂ団
店内

要オーダー

11:00-14:30/平日17:30-
22:00(LO21:30)/金･土
17:30-22:30(LO22:00)/

日･祝17:30-
21:30(LO21:00)

水曜日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市道場門前2-1-7 083-941-5929

ミスターマックス山口店 店内 10：00-21：00 なし
冷房が効いた店内でゆっくりお過ごし
ください。

753-0851 山口市黒川82番地1 083-921-8300

宮脇書店　コープ湯田店 レストスペース 10：00-22：30 なし
書籍と雑貨に囲まれた空間でおくつろ
ぎ下さい。コーヒー（100円）もご利
用いただけます。

753-0077 山口市熊野町5番20号 083-922-0118

みんなの居酒屋　おなかま
店内

要オーダー
灯りがついてから～灯り

が消えるまで
日曜日

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市道場門前2-4-23 070-6623-1192

山口井筒屋 店内各休憩スペース
平日  /10:00-18：30
土日祝/10：00-19：00

詳細はＨＰを御確認くださ
い。

店内各所に休憩スペースを増設いたし
ます。

753-0086 山口市中市町3番3号 083-902-1111

 山口合同ガス株式会社山口支店体験ハウス「ひまわり館山口」
1階ショールーム内
指定休憩スペース

10：00-17：00 水曜日及び年末年始、お盆他 指定休憩スペースをご利用下さい。 753-0214 山口市大内御堀1705番地 083-933-0880

ゆめタウン山口 １階、２階各休憩スペース 9：30-21：00 なし
冷房が効いた店内でゆっくりお過ごし
ください。

753-0214 山口市大内御堀1302番地1 083-928-9500

レストランスズキ
店内

要オーダー
11:00-20:00 不定休

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市道場門前1-3-3 083-922-6912

レストラン柚香菊
店内

要オーダー
山口井筒屋同様 山口井筒屋に準ずる

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0086 山口市中市町3-3　5F 083-925-8914

和菜遊彩　叶
店内

要オーダー
11:30-14:00
17:30-23:00

日曜日、祝日
「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0047 山口市米屋町1-3 083-923-7033

Burgers&steaks 1WAY 店内
要オーダー

11:00～19:00
水曜日

（水曜日が祝日の場合
は営業します。）

「山口街中+」とクールシェアやまぐ
ちとのコラボでひんやりメニューを提
供中！

753-0033 山口市大市町1番16号 083-924-1129

１１１１．．．．民間施設(民間施設(民間施設(民間施設(あいうえおあいうえおあいうえおあいうえお順順順順））））

所在地所在地所在地所在地 TELTELTELTEL郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号名称名称名称名称 クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポット シェアシェアシェアシェア可能時間可能時間可能時間可能時間 休業日休業日休業日休業日 備考備考備考備考
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山口県立大学　地域交流スペース
「Ｙｕｃｃａ」

施設内
7月19.26日
8月2.4.11.16.23.30日
　　10：00-15：00

左記以外の期間

おもちゃ、ベビーベッドがありますの
で、お子様も一緒にご利用いただけま
す。また、電子レンジや冷蔵庫、食器
等も使用でき、持込で飲食も可能で
す。

753-0021 山口市桜畠3丁目2番1号 083-934-8011

　　　　大殿地域交流大殿地域交流大殿地域交流大殿地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0093 山口市大殿大路120番地4 083-924-5592

　　　　白石地域交流白石地域交流白石地域交流白石地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0046 山口市本町一丁目1番25号 083-922-0381

　　　　小鯖地域交流小鯖地域交流小鯖地域交流小鯖地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0212 山口市下小鯖2519番地 083-927-0021

　　　　大内地域交流大内地域交流大内地域交流大内地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0221 山口市大内矢田北一丁目10番11号 083-927-0473

　　　　宮野地域交流宮野地域交流宮野地域交流宮野地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0011 山口市宮野下3054番地 083-928-0250

　　　　吉敷地域交流吉敷地域交流吉敷地域交流吉敷地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0816 山口市吉敷佐畑一丁目4番1号 083-922-3915

　　　　大歳地域交流大歳地域交流大歳地域交流大歳地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0861 山口市矢原1407番地5 083-922-2461

　　　　平川地域交流平川地域交流平川地域交流平川地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0831 山口市平井1665番地 083-922-4235

　　　　陶地域交流陶地域交流陶地域交流陶地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

754-0891 山口市陶2595番地 083-972-1318

　　　　鋳銭司地域交流鋳銭司地域交流鋳銭司地域交流鋳銭司地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

747-1221 山口市鋳銭司5435番地1 083-986-2360

　　　　名田島地域交流名田島地域交流名田島地域交流名田島地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

754-0892 山口市名田島1218番地1 083-972-6720

２２２２．．．．公共施設公共施設公共施設公共施設

名称名称名称名称 クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポット シェアシェアシェアシェア可能時間可能時間可能時間可能時間 休業日休業日休業日休業日 備考備考備考備考 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地 TELTELTELTEL
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　　　　二島地域交流二島地域交流二島地域交流二島地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

754-0893 山口市秋穂二島5990番地 083-987-2059

　　　　嘉川地域交流嘉川地域交流嘉川地域交流嘉川地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

754-0897 山口市嘉川4651番地1 083-989-2018

　　　　佐山地域交流佐山地域交流佐山地域交流佐山地域交流センターセンターセンターセンター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

754-0894 山口市佐山2726番地1 083-989-3525

　　　　阿知須地域交流阿知須地域交流阿知須地域交流阿知須地域交流センターセンターセンターセンター 学習室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

754-1277 山口市阿知須2743番地 0836-65-2022

　　　　徳地地域交流徳地地域交流徳地地域交流徳地地域交流センターセンターセンターセンター島地分館島地分館島地分館島地分館 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

747-0522 山口市徳地島地96番地2 0835-54-0001

　　　　徳地地域交流徳地地域交流徳地地域交流徳地地域交流センターセンターセンターセンター八坂分館八坂分館八坂分館八坂分館 図書室 8：30-17：15　 土日祝

スポット（図書室）を御利用の際は、
職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

747-0344 山口市徳地八坂975番地 0835-56-0301

    　　　　陶陶陶陶ふれあいセンターふれあいセンターふれあいセンターふれあいセンター　（　（　（　（山口市陶隣保館山口市陶隣保館山口市陶隣保館山口市陶隣保館）））） 来館時に利用されていない部屋 8：30-17：15 土日祝
スポットを御利用の際は、職員にお声
かけください。

754-0891 山口市陶4713番地1 083-972-6170

山口南総合センター エントランスホール 12：00-17：00
月曜日

（祝日の場合は翌平日）

椅子とテーブル、自動販売機を設置し
ており、Wi-fiも利用いただけます。
不定期ですが喫茶コーナーで、うどん
などの販売もございます。

754-0892 山口市名田島1218番地1 083-972-8333

山口市立中央図書館 館内
平日　10:00-19:00
土日祝10:00-17:00

火曜日（火曜日が祝日の場合は翌

日）、図書整理日、
特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

753-0075 山口県山口市中園町7番7号 083-901-1040

山口市立小郡図書館 館内
平日　10:00-19:00
土日　10:00-17:00

火曜日、祝日、
図書整理日、特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

754-0002 山口市小郡下郷609番地1 083-973-0098

山口市立阿知須図書館 館内
　　平日　10:00-18:00
　　土日 　9:00-17:00

月曜日、祝日、
図書整理日、特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

754-1292 山口県山口市阿知須2737番地1 0836-66-0001

山口市立徳地図書館 館内
    平日　10:00-18:00
    土日　 9:00-17:00

月曜日、祝日、
図書整理日、特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

747-0231 山口市徳地堀1527番地3 0835-52-0043

TELTELTELTEL

２２２２．．．．公共施設公共施設公共施設公共施設

名称名称名称名称 クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポット シェアシェアシェアシェア可能時間可能時間可能時間可能時間 休業日休業日休業日休業日 備考備考備考備考 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地
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山口市立阿東図書館 館内
平日 10:00-18:00
土日　9:00-17:00

月曜日、祝日、
図書整理日、特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

759-1512 山口市阿東徳佐中3425番地1 083-956-0785

山口市立秋穂図書館 館内
    平日　10:00-18:00
    土日　 9:00-17:00

月曜日、祝日、
図書整理日、特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

754-1101 山口県山口市秋穂東6823番地1 083-984-0065

海眺の宿　あいお荘 温泉。大展望浴場、無料休憩所
※温泉利用は入浴料が必要です

10：00-15：00
【毎週水曜日12：00-15：00
（祝日の場合は木曜日）】

１月中旬の5日間程度
（詳細は施設へお問い合わせください）

温泉につかって、ごゆっくりお過ごし
下さい。

754-1101 山口市秋穂東768番地13 083-984-2201

大路ロビー 施設内 10：00-17：00
火曜日

（祝日の場合は翌平日）

大路ロビーは、まち（大殿大路）とい
う家のリビングです。
気軽にお越し下さい。

753-0093 山口市大殿大路133番1号 083-920-9220

願成就温泉
温泉、ロビー、休憩所、レストラン

※温泉利用は入浴料が必要です
レストランは要オーダー

温泉　9：00-20：30
（最終受付：20：00）

レストラン
11：30-15：00

（毎週水曜日は休業）

毎月第3水曜日
温泉につかって、ゆっくりとお過ごし
下さい。

759-1511 山口市阿東徳佐上2番地95 083-957-0118

山口市菜香亭
大広間

（有料：大人　100円/小人　50円）
9:00-17:00

毎週火曜日
年末年始（12月29日-1月3日）

期間中には、市民ギャラリーや館内お
茶会等も開催します（日時はＨＰ等で
御確認ください）。
是非、足をお運び下さい。

753-0091 山口市天花1丁目2番7号 083-934-3312

 山口市市民活動支援センター「さぽらんて」 前スペース
1月14日から19日までの

10：00-17：00
水曜日

市民活動団体の情報がたくさんおいて
あります。
さぽらんて利用の市民活動団体とふれ
あうチャンスもありますよ！

753-0047 山口市道場門前1丁目2番19号 083-901-1166

山口情報芸術センター[YCAM] 館内   10:00〜20:00
（イベント開催時は22：00閉館）

火曜日（祝日の場合翌日）
施設中央に広がるホワイエや中庭等で
ゆっくりとお過ごしください。

753-0075 山口市中園町7番7号 083-901-2222

山口ふれあい館
１階エントランスホール

和室、カラオケ室（有料：１００
円）

10：30-17：30

月曜日
（祝日の場合は翌平日）

祝日の翌日
（土日祝日は開館）

年末年始
（12/29-1/3）

ワンコイン（100円）で天然温泉に入
浴いただけます。
また、和室、カラオケ室でもおくつろ
ぎいただけます。
テレビ、囲碁、将棋は無料で、カラオ
ケ、マッサージ器は有料ですが、御利
用いただけます。

753-0001 山口市宮野上1222番地 083-923-3351

山口市リサイクルプラザ 館内随時 9:00-17:00

  月曜日
　祝日の翌日
（祝日の翌日が日曜日、祝日
にあたる場合は開館します）

山口市リサイクルプラザは、みんなで
つくる「循環型都市やまぐち」をめざ
して、市民と企業と行政が互いに連携
しながら、誰もがいつでも気軽に参加
し、行動をおこしていく広場です。
是非お越し下さい。

753-0214 山口市大内御堀４８９番地８ 083-927-7122

やまぐちリフレッシュパーク
トレーニングルーム

※施設使用料が必要です。

9：00-21：00
※受付は20：30まで

※月曜が祝日の場合は

18時に閉館
※気温、利用状況により
変更する場合があります

月曜日
※月曜が祝日の場合は18時に閉館

トレーニングルームで汗を流して、
クールシェアしませんか！
お一人様１回　4時間まで　200円
※お得な回数券をあります。

753-0211 山口市大内長野1107番地 083-927-7211

 湯田温泉観光回遊拠点施設「狐の足あと」 館内
※足湯施設は使用料が必要です。

8：00-22：00 なし
「狐の足あと」で、ゆっくりとお過ご
しいただいた後は、おもいっきり湯田
温泉をお楽しみください！

753-0056 山口市湯田温泉二丁目1番3号 083-921-8818

２２２２．．．．公共施設公共施設公共施設公共施設
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