
  
平成２９年７月山口市長定例記者会見 

記者発表資料    

 

１．概要 

平成２９年度「山口市ふるさと創生推進事業補助金」につきまして、

平成２９年５月２２日（月曜日）から６月３０日（金曜日）までの期間

で事業提案の公募を行いました。   

この期間に申請のありました「しごと創生事業」４事業、「ひとの流れ

創生事業」５事業、「結婚・出産・子育ての希望に応える環境創生事業」

１事業の合計１０事業につきまして、交付審議会での評価などを経て、

７事業を「山口市ふるさと創生推進事業」として認定いたしました。 

 

２．認定事業 ※詳細につきましては資料１「認定事業一覧」参照 

（１）しごと創生事業      ２事業 

（２）ひとの流れ創生事業    ４事業 

（３）結婚・出産・子育ての 

希望に応える環境創生事業 １事業 

 

３．今後について 

 本補助金制度では、「基本補助金」に加えて、ふるさと納税制度を組み

入れた寄附型クラウドファンディングにより集まった寄附金を基準に、

寄附者の意思を反映した「応援補助金」を交付することとしており、 

８月９日（水曜日）より、寄附型クラウドファンディングサイト「KAIKA

ふるさと納税／山口市」にて、認定された事業を掲載の上、９月２９日

（金曜日）までの間、これらの事業に「共感」していただいた方々から

の寄附を広く募ることとしております。 

 １０月上旬には、各事業ごとに集まった寄附金を基準に補助金の交付

金額を決定し、事業者は本格的な事業を開始。平成３０年３月３１日（土

曜日）までに事業を完了し、補助金の交付を受けることとなります。 

 

※寄附型クラウドファンディング「KAIKAふるさと納税／山口市」 

ＵＲＬ https://www.yamaguchi-city.kaika-cf.jp/top.php  

（現在は平成２８年度の認定事業が掲載されています） 

 

件 名： 
寄附型クラウドファンディングを活用した補助金制度における 

認定事業の決定について 

担当課： ふるさと創生部 創生推進課 共創担当 （電話：083-934-2728） 



  
平成２９年７月山口市長定例記者会見 

記者発表資料    

４．プロジェクト発表会の開催 

認定事業者が事業内容をプレゼンテーションし、多くの人々に事業者

の地方創生に対する熱い思い、取り組みを知っていただくためのイベン

トを開催いたします。 

 このイベントにより、多くの方々に「共感」いただき、同日より開始

される寄附型クラウドファンディングでの寄附募集に弾みをつけていき

ます。 

 

日時：平成２９年８月９日（水曜日） １８時～１９時３０分 

場所：やまぐち創業応援スペース「ｍｉｒａｉ３６５」  

山口市米屋町 2-7  TEL:083-902-1365  

 

※どなたでも自由にご観覧いただけます。 
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 事業者 事業名 概要 補助金額（見込） 

１ 

 

【ひとの流れ創生】 

 

一般財団法人 

山口観光コンベンショ

ン協会 徳地支部 

 

“二の宮の石風呂” 

復活とおもてなしで 

地域活性化！ 

プロジェクト 

 

【内容】地域の宝である「二の宮の石風呂」を復活（安全性検査実施）させるとともに、イベント

での地域の人々による「おもてなし」や徳地にある店舗、施設を巡るスタンプラリーを実施。資

料、情報誌等も作成し、歴史や文化、特産物を保存、伝承、公開（ＰＲ）し、徳地の魅力を発

信することで、交流人口を拡大し、地域の活性化を図る。 

【山口市が期待すること】中山間地域における地域振興策として、「石風呂」や「おもてなし」

「特産物」といった魅力的な地域資源を市内外に発信していくことは、都市と地域を結びつけ

るきっかけとなり、交流人口増加、移住促進にもつながり、地域住民にも訪れる人々にも魅力

ある地域づくりが促進されることを期待するもの。 

 

基本補助金 

270 千円 

応援補助金 

270 千円 

 

２ 

 

【ひとの流れ創生】 

 

 

ゆだを明るくする会 
ゆだを明るくする 

プロジェクト 

【内容】湯田温泉のほろよいエリアに「湯田モダン」を取り入れた統一的なデザインの提灯を

2,500 個設置。プロモーション活動の一環としてほろよいエリアでのイベントも開催する。灯り

の設置により、安全・安心な街とするとともに、そぞろ歩きしたくなるまちづくりを行うことで、経

済効果の高い夜の待ち歩きを促進し、湯田温泉の活性化を図る。 

【山口市が期待すること】湯田温泉の事業者による自発的な取組みが、明るく安心・安全な温

泉街というイメージアップに寄与するとともに、新しい湯田温泉の魅力となる空間づくりにより、

観光客をはじめとする交流人口の増加に期待するもの。 

基本補助金 

1,000 千円 

応援補助金 

1,000 千円 

資料１ 
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 事業者 事業名 概要 補助金額（見込） 

３ 

 

【ひとの流れ創生】 

 

 

湯田温泉酒まつり実

行委員会 

ＳＬやまぐち地酒号を

走らせて観光客を増

やす事業 

【内容】平成 29 年秋頃を目処に、ＳＬやまぐち号の客車 5 両の内 3 両を借り上げ、新山口から

津和野を往復するツアーを開催する。車内では山口の地酒を振舞い、山口の食材を利用し

た酒の肴セットを配布。新山口駅、湯田温泉駅でおもてなし事業を実施し、津和野では酒蔵

を巡るイベントも開催。ＳＬと地酒、二つの魅力の相乗効果により、湯田温泉を中心に観光客

増加を図る。 

【山口市が期待すること】年配者、家族向けに人気の高いＳＬやまぐち号と全国的にも知名度

の高い山口の地酒を組み合わせることで、話題性を呼び山口市の知名度向上に寄与すると

ともに、湯田温泉を中心に新たなひとの流れを創出することを期待するもの。 

基本補助金 

800 千円 

応援補助金 

800 千円 

４ 

 

【ひとの流れ創生】 

 

 

株式会社 

グリーンヒル・アトー 

「新山口駅北口駅前

広場」賑わい創出 

プロジェクト 

【内容】船方農場グループの１社で、平成 30年3月に新山口駅北口駅前広場にてカフェをオ

ープン。カフェだけでなく駅空間に賑わいを創出するため、オリジナルアイスを作る体験イベ

ントや山口の植物を植えるワークショップ、地産池消コラボメニューの総選挙など様々なイベ

ントを開催する。多くの人々に駅空間を身近に感じてもらい、継続的に足を運んでもらうことで

駅空間に賑わいを創出し、交流人口の増加を図る。 

【山口市が期待すること】広域交流拠点にある駅前広場の賑わいは、都市としての魅力向上

につながる重要な要素であり、人々を惹きつける様々なイベントや情報発信を行っていくこと

で、駅前広場が「集う、憩う、滞留する空間」となり、出張、旅行客とともに地域住民にも親しみ

を持っていただける地域交流拠点としての役割を担うことに期待するもの。 

基本補助金 

700 千円 

応援補助金 

700 千円 
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 事業者 事業名 概要 補助金額（見込） 

５ 

【しごと創生】 

【結婚・出産・子育て

環境創生】 

 

一般社団法人 

美杜里 

雇用を増やす！ 

小規模保育施設 

「もりもり保育園」 

立ち上げ事業 

【内容】山口市嘉川に 0～2 歳児を預かる「もりもり保育園」の開設を目指す。ナチュラルな子

育て（おむつなし育児等）や自然とのふれあい、地域との連携を大切にし、小規模保育だか

らこそのきめ細やかな対応で付加価値を提供。潜在保育士の雇用創出、待機児童減少によ

る働く親世代の子育て支援、地域高齢者との関わりによる地域活性化に貢献する。 

【山口市が期待すること】子育て世代が安心して子供を預けられる環境の整備に向けて、新

山口駅周辺の民間企業等と連携を図り、新しいタイプの保育所を立ち上げることを期待する

もの。 

基本補助金 

698 千円 

応援補助金 

698 千円 

６ 

 

【しごと創生】 

 

株式会社 

ＤＥＲＥＳＩ 

「ぶち山口市」新たな

ローカル情報配信ツ

ールの構築事業 

 

【内容】アプリケーション及びＷＥＢサイト「ぶち山口市」を構築し、山口市内外の人々へ市内

のお店や企業、観光・イベント情報を発信。同時に発行する地域情報ＢＯＯＫ「維新 150 年 

ＢＯＯＫ」と連動させ、ＰＲすることで利用促進を図る。今までなかった新しい情報配信ツール

の創造により、地域、人、企業を盛り上げ、新たな雇用やビジネスの創出に繋げる。 

【山口市が期待すること】本市のポータルアプリ・ＷＥＢサイトとして、市内のお店や企業、観光

等の情報を集約し、これまでにない特徴的な企画や情報配信により、地域の事業者の集客

力、所得向上に貢献することを期待するもの。 

基本補助金 

1,500 千円 

応援補助金 

1,500 千円 
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【補助金交付予定額】 

基本補助金：５，２４２千円 

応援補助金：５，２４２千円   合計合計合計合計    ：：：：１０１０１０１０，，，，４８４４８４４８４４８４，，，，００００００００００００円円円円 
 

 

 

 

 

 

 事業者 事業名 概要 補助金額（見込） 

７ 

 

【結婚・出産・子育て

環境創生】 

 

結婚生活支援協会 

 

今どきの花嫁・花婿 

修行道場  

明るい結婚生活支援

プロジェクト 

【内容】地域課題の解決に取組む宇部市の「ひとづくりネットワーク」の代表としての経験を活

かし、山口市にて一般社団法人を設立し、婚活事業を展開する。従来のカップリング形式で

はない会員制の婚活クラブとして、結婚生活で必要となる知識やスキルを学ぶ講座やオフ

会・交流会を開催し、山口市の婚姻率アップ、少子化抑制に貢献する。 

【山口市が期待すること】出会いから結婚に至るまでの各シーンに応じたアフターフォローを

民間らしい創意工夫にあふれた取組みにより充実させ、成約率を高め、未婚化、晩婚化への

対策、ひいては少子化対策につながることを期待するもの。 

基本補助金 

274 千円 

応援補助金 

274 千円 



平成29年度山口市ふるさと創生推進事業補助金 

認定プロジェクト発表会認定プロジェクト発表会   
 平成２９年度「山口市ふるさと創生推進事業補助金※１」の認定事業（７事業）が 

決定しました。 

 そこで、多くの人々に認定事業者の地方創生に対する熱い思いや取り組み内容を

知っていただくため、認定事業者によるプロジェクト発表会を開催します。 

日時：平成２９年８月９日（水）日時：平成２９年８月９日（水）日時：平成２９年８月９日（水）   
181818時時時000000分～分～分～191919時時時303030分分分   

場所：場所：場所：やまぐち創業応援スペースやまぐち創業応援スペースやまぐち創業応援スペース『『『ｍｉｒａｉ３６５ｍｉｒａｉ３６５ｍｉｒａｉ３６５
ミ ラ イ サ ン ロ ク ゴミ ラ イ サ ン ロ ク ゴミ ラ イ サ ン ロ ク ゴ

』』』   
山口市米屋町２－７山口市米屋町２－７山口市米屋町２－７               

ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：083083083---902902902---136613661366   
   

※観覧自由（無料）※観覧自由（無料）※観覧自由（無料）      

※事前申込不要※事前申込不要※事前申込不要   

               

※１「山口市ふるさと創生推進事業補助金」とは 

  民間主導の地方創生に関する様々なアイデアを実現に結びつけるため、昨年度創設した補助金制度。 

  ８月９日より「ＫＡＩＫＡふるさと納税/山口市」のサイト内で認定された７事業を掲載し、ふるさと納税 

による寄附を募集。基本補助金に加え、集まった寄附金を基準に応援補助金として事業者へ交付します。 

  

 「ＫＡＩＫＡふるさと納税/山口市」 

   https://www.yamaguchi-city.kaika-cf.jp/top.php 

山口市ふるさと創生部創生推進課（担当：河内
コ ウ チ

） 
〒７５３－８６５０  山口市亀山町２番１号    

ＴＥＬ：０８３－９３４－２７２８ 

《認定事業者》 

 (一財)山口観光コンベンション協会徳地支部    ゆだを明るくする会 

 (一社)美杜里    結婚生活支援協会    (株)グリーンヒル・アトー 

 (株)ＤＥＲＥＳＩ    湯田温泉酒まつり実行委員会    （７社、順不同） 
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