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１ 定住自立圏及び市町村の名称 

（１）定住自立圏の名称 

山口市定住自立圏 

 

（２）圏域の区域 

山口市（旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿知須町、旧徳地町、旧阿東町） 

 

２ 定住自立圏の将来像 

（１）圏域の状況 

本圏域は、山口県の中央部に位置し、南は瀬戸内海に面し、東は防府市、周

南市、西は美祢市、宇部市、北は萩市、さらに島根県津和野町、吉賀町に接し

ています。地勢は、北部の山地から、山口地域は椹野川が、徳地地域は佐波川

が、盆地、南部の臨海平野を経て瀬戸内海に流れ込んでおり、阿東地域は阿武

川が「名勝長門峡」を経て、萩市より日本海に注いでいます。また、広域交通

網が東西南北に走り、県内の主要な都市に１時間以内で移動できるとともに、

高速自動車道や山陽新幹線、山口宇部空港といった高速交通網との接続の便も

よく、広域交流の拠点としての優位性を有しています。 

圏域は、東西に４６キロメートル、南北に５９キロメートル、面積は、１，

０２３．３１平方キロメートルと広大な面積を有しています。林野が圏域の７

５．９％に当たる７７６．５５平方キロメートルを占め、耕地は９．４％に当

たる９６．４５平方キロメートル、宅地等その他は１４．７％に当たる１５０．

３１平方キロメートルとなっています。 

 本圏域の人口は、平成２２年に１９６，６４３人（平成２２年国勢調査速報

値）で、県全体の人口に占める割合は、１３．５％となっています。平成１７

年国勢調査（１９９，２９７人）と比べると、わずかに減少しています。平成

２２年度以降も圏域の人口は減少傾向となることが予測されており、平成３０

年における人口は、１９５，３２３人と推計されています。 

また、年々、年少人口、生産年齢人口の占める割合が低下し、老年人口の占

める割合が増加していくことが推定されます。 

世帯についても、１世帯あたりの人員が年々減少しており（平成３０年には

約２．２人）、３世代世帯が減少する一方で、単独世帯や夫婦のみ世帯の増加が

顕著となっています。 

圏域の産業・経済に目を向けると、第３次産業が８７．９％と構成比が高く、

なかでも卸売・小売業、運輸・通信業、政府系サービス業の割合が特に高く、

地域別では、卸売・小売業では小郡地域、政府系サービスについては山口地域

でそれぞれ高い割合となっています。圏域内総生産は７，１９９億円（平成 



 

‐2‐ 

１７年）であり、第３次産業は増加傾向にありますが、第１次、第２次産業

については、生産額の減少が顕著であり、就業人口も減少傾向にあります。 

交流人口は、平成１７年以降、年間３００万人を超えて推移していますが、

県外客の割合が減少し、また、湯田温泉においては、宿泊客が減少傾向にあり

ます。 

 

（２）圏域の課題 

本圏域である山口市は、平成１７年１０月の１市４町（旧山口市、旧小郡町、

旧秋穂町、旧阿知須町、旧徳地町）による合併、平成２２年１月の阿東町との

合併により、１，０００平方キロメートルを超える県内一の面積となり、多種

多様な地域資源を有する市となったことから、圏域の広域化や地域特性の多様

化といった、自治体の広域化に伴う都市経営上の諸課題への対応が必要となっ

ています。 

 

都市部と農山漁村地域の共生 

 本圏域は、高次な都市機能を有する山口・小郡の２つの都市核と、その周辺

を取り囲むように広大な中山間地、臨海地域といった農山漁村地域で構成され

ており、少子・高齢化の進展等により、特に周辺部における地域力の弱まりと

生活条件の先行きへの不安が増す中、全ての地域で一定の都市サービスを享受

でき、住民が安心・安全で健やかに生活できる諸機能を確保していくことが求

められています。 

 

地域内分権 

 ２１の特色ある地域で構成される本市においては、各地域がそれぞれの特色

を生かしながら、地域において多様な主体が連携・協力し、自らの判断と責任

により地域づくりに取り組むことができる分権型の社会空間を構築していくこ

とが求められています。 

 

（３）課題への対応 

 本ビジョンにおいては、圏域の将来像を目指し、山口市総合計画に基づく諸

政策・事業と整合を図りつつ、山口市定住自立圏形成方針に基づく各事業を総

合的に推進するとともに、圏域の課題を踏まえ、次のとおり重点的な取組の方

針を定めます。 

 

都市核の機能強化と地域を結ぶネットワーク形成 

人口減少、少子高齢化が進む中、都市部だけではなく、周辺農山漁村地域に
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おいても、誰もが安心して日常生活を送ることのできる生活機能と公共サービ

ス等が維持・確保されているとともに、都市部が有する医療・福祉・教育・情

報などの高次都市サービスを享受でき、豊かな自然環境や暮らしを実感し、地

域の強い絆の中で生活することに誇りが持てるような定住の仕組みづくりを進

めていきます。  

 このため、山口都市核が持つ人々の日常生活や余暇等における多様なライフ

スタイルを支える機能、小郡都市核が持つ広域高速交通網の結節機能といった

都市機能に磨きをかけるとともに、機能の集約を行い、両都市核の中枢性・拠

点性を高めていきます。  

さらに、こうして育む両都市核の力を源に、質の高い生活文化、メディア芸

術など世界に通用する芸術文化、産業化の基となる技術・人材等の創出や大学

等の学術研究機関による知の創造など、まちの文化的価値の創造を通じて個性

的な圏域としての魅力を向上させていきます。 

農山漁村地域においては、各地域核を中心に都市部との補完関係を築く上で

必要な機能を確保・集約するとともに、美しい自然環境の中で国土・環境保全、

食料生産などの役割を果たしながら地域の生活基盤づくりを進めていきます。 

また、豊富な地域資源の付加価値化や新エネルギーの活用、多様な交流の促

進などを通じて産業の活性化を進めていきます。 

そして、圏域全体として住民の暮らしを支えるシステムを構築するため、医

療・福祉・教育・産業などの分野において、都市核と地域核、あるいは地域と

地域など、圏域内を結ぶ多様かつ重層的なネットワーク形成に向けた取組を推

進していきます。 

中でも、それぞれの地域における移動手段の確保や買い物支援など、暮らし

をネットワークで支える取組として今後検討を要するものについては、地域の

力を発揮する新たなシステムも視野に入れながら取り組んでいきます。 

 

協働によるまちづくり 

住民の生活の場である各地域において、行政、住民、ＮＰＯ、事業者といっ

た多様な主体の協力・連携のもとに、地域自治の強化、住民の安心・安全、暮

らし、産業などを地域全体で支えていく仕組みを構築していきます。 

このため、地域交流センターの整備を含め、センターのまちづくり機能を強

化し、「地域づくり協議会」との協働により住民ニーズに応じたきめ細やかなま

ちづくりができる環境整備を進めます。 

こうした「協働によるまちづくり」を通じ、地域の総合力と地域間のネット

ワークで築く圏域の姿を目指すとともに、地域で暮らす人々や様々な担い手が

自らのまちづくりを実感し、このまちに住み続けたいという思いを共有できる
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社会空間を形成していきます。 

 

（４）圏域の将来像 

山口市定住自立圏の将来像は、山口市が目指すまちの姿である「ひと、まち、

歴史と自然が輝く 交流と創造のまち山口」とし、誰もが住みたい、住み続け

たいと思える生活圏域の創造に向けた取組みを通じ、目指すまちの姿の実現に

つなげていくことを目標とします。 

 

３ 定住自立圏共生ビジョンの期間 

 平成２３年度から平成２７年度までの５年間とします。 
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４ 定住自立圏形成方針に基づき推進する具体的取組み 

(1) 生活機能強化のための取組み 

ア 医療 

【形成方針】 

(ア) 安心な医療体制の確保 

 （取組内容） 

地域医療の中核となる公的３病院（綜合病院山口赤十字病院、済生会山口総合病院及

び厚生連小郡第一総合病院をいう。以下同じ。）での輪番制による二次救急の運営及び

医療設備の整備を支援するとともに、山口市休日・夜間急病診療所と公的３病院及び圏

域内外の医療機関との連携を強化し、効率的な機能分担を促進するなど、救急医療の体

制を維持・確保する。また、救急医療について市民への啓発の強化を図る。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、山口市休日・夜間急病診療所において夜間の初期救急医療及

び在宅当番医による休日昼間の初期救急医療を提供する。また、産科・小児科医療等

の担い手の確保に努め、圏域全体の安心・安全な地域医療の充実を図る。 

(ｂ) 山口地域以外の地域においては、在宅当番医による休日昼間の初期救急医療を提供

する。 

 

事 業 名 二次病院群輪番制病院運営支援事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要]  

・綜合病院山口赤十字病院、済生会山口総合病院、厚生連小

郡第一総合病院の三総合病院での輪番制の運営に係る補助

を行います。 

  （平成 21 年度実施状況） 

                実施日数 

   綜合病院山口赤十字病院   185 日 

   済生会山口総合病院     146 日 

   厚生連小郡第一総合病院    34 日 

  

・山口地域救急医療対策協議会との連携を図ります。 

・防府地域病院群輪番制病院運営事業負担金（徳地・秋穂地

域） 

[期待される成果] 

・必要なときに安心して高度医療、専門医

療を受けることができます。 

 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 43,216 継続 継続 未定 未定 

＜安心な医療体制の確保＞
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事 業 名 医療施設・設備整備費助成事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町 

[支援措置の内容等] 

医療提供体制推進事業費補助金 

[事業概要] 

・病院郡輪番制病院（公的３病院）に対して医療機器整備費

を助成します。 

 

 

[期待される成果] 

・救急患者のために老朽化した設備を更新

または新設することにより、病院の機能を

高め、新時代に対応できる良質な医療を提

供することができます。 

・施設の整備により、良質かつ適切な医療

を効率的に提供する体制が確保できます。

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 41,000 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 休日・夜間急病診療所運営業務 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・山口市医師会、山口市歯科医師会、山口市薬剤師会、山口

県放射線技師会山口支部より医師等を派遣します。 

・診療科目・・内科及び外科 

・診療日時・・毎日 午後 7時から午後 10 時まで 

・診療科目・・歯科 

・診療日時・・日曜、祝日、8月 14 日から 16 日、12 月 29 日

から 1月 3日の午前 9時から午後 1時まで 

[期待される成果] 

・早急な治療が必要な患者が迅速かつ適切

な初期医療を受けることができます。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 100,431 継続 継続 未定 未定 

＜安心な医療体制の確保＞ 
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事 業 名 産科医等確保支援事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・医療提供体制推進事業費補助金 

[事業概要] 

・産科・産婦人科医師及び助産師に分娩手当を支給している

病院等に対し、分娩 1件につき上限 1万円を補助します。

[期待される成果] 

・地域でお産を支える産科・産婦人科医師

及び助産師に対し分娩手当を支給するこ

とにより、処遇改善を通じて、産科医療を

継続することができます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 12,000 継続 継続 未定 未定 

＜安心な医療体制の確保＞
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イ 福祉 

【形成方針】 

(ア) 子育て支援環境の充実 

（取組内容） 

誰もが安心して子どもを産み、子育てができるよう、保育サービスの充実や地域型つ

どいの広場の設置、乳幼児医療費・不妊治療費の助成を行うなど、子育てに関する支援

環境の充実を図る。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、待機児童の解消に向け、保育園や児童クラブの年次的な整備

を進める。また、圏域内における子育て支援サービスの総合的な実施に向け、「子育

て総合支援センター」機能の整備を図るとともに、子育てに関する制度やイベントな

どの情報を発信する。 

(ｂ) 山口地域以外の地域においては、子育てに関する制度やイベントなどの情報を共有

し、積極的な活用を進める。 

 

 

 

事 業 名 児童健全育成事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・次世代育成支援対策交付金 

[事業概要] 

・次世代育成支援行動計画の施策に位置づけられた各種事業

を実施します。 

＊要保護児童対策（要保護児童対策協議会運営等） 

＊次世代育成支援対策協議会（行動計画の評価・推進） 

＊子育て支援短期利用事業 

  （短期の児童の預かりを児童養護施設に委託） 

＊親子ふれあいジャンボリー 

  （子どもたちに集団で遊ぶ機会を提供） 

＊児童遊園（市内６か所）の維持管理 

＊思春期子育て体験事業 

＊お父さんパワーアップ講座事業 

＊赤ちゃんの駅認定事業 など 

[期待される成果] 

・子育て中の保護者の不安感・負担感が減

少します。 

・児童が地域の中で遊ぶことができます。

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 9,353 継続 継続 未定 未定 

＜子育て支援環境の充実＞ 
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事 業 名 地域子育て支援拠点事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・次世代育成支援対策交付金 

[事業概要] 

・保育所等の専門性を活用し、地域の子育て中の親子、特に

未就園時がいる家庭の親子の交流促進や子育てに関する相

談、援助等を行います。 

・拠点施設内において、次の事業等を実施します。 

＊交流広場の提供及び助成 

＊子育て関連情報の収集・提供 

＊子育てに関する相談 

＊子育て支援講座の実施 

＊子育てサークル等の育成支援 

＊地域の子どもと保育園児童との交流 

[期待される成果] 

・子育て中の保護者の子育ての不安感・負

担感が減少するとともに家庭及び地域の

養育機能が向上します。 

・地域住民が子育てに関して主体的に活動

することができ、また子育て支援のノウハ

ウを持った子育て支援（候補）者が増えま

す。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 101,981 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 乳幼児医療費助成事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・医療費の自己負担分を助成することにより、乳幼児を持つ

家庭の経済的負担を軽減します。 

＊申請書を受付、審査します。 

＊医療受給者証を交付します。 

＊県内医療機関での受診の自己負担はなく、後日市から医

療機関に医療費を支払います。 

＊県外医療機関での受診等で発生した医療費の自己負担分

等については、申請により払い戻しします。 

＊高額療養費の請求をします 

＊保険者の過誤を調整します。 

＊平成２３年１０月診療分から５歳未満児まで拡大し、医

療費の自己負担分を助成します。 

[期待される成果] 

・医療費の自己負担分を助成することによ

り、子育て家庭の経済的負担の軽減が図ら

れます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 443,272 継続 継続 未定 未定 

＜子育て支援環境の充実＞
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事 業 名 児童クラブ運営事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・市内の３８箇所において、児童クラブ専用施設、学校や児

童館等の建物の一部利用、その他保育園内において開設し、

運営は、指定管理者または業務受託者が行います。 

【開設時間】 

 平日⇒放課後～18:00 土曜日⇒8：30～18：00 

 長期休業⇒8：30～18：00  

 （全クラブで上記時間で実施予定） 

 

[期待される成果] 

・放課後児童の家庭や地域における遊びの

環境づくり、また健康管理、安全確保も図

ることができ、保護者が安心して就労する

ことができます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 267,737 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 児童クラブ整備事業 [実施地域] 

旧山口市 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

[事業概要] 

・入級児童数の増加に伴う待機児童の発生、学校から遠い、

また入級児童の過大規模等の理由により施設整備を行う必

要があり、年次的に整備を行います。 

 
[期待される成果] 

・留守家庭児童が放課後、健全に過ごすこ

とができます。 

・施設の増改築・新築等により、多くの入

級希望児童を受け入れることができ、待機

児童数を減少させることができます。 

・留守家庭児童の保護者が安心して就労す

ることができます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 16,659 継続 継続 未定 未定 

＜子育て支援環境の充実＞ ＜子育て支援環境の充実＞
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事 業 名 ひとり親家庭医療費助成事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・医療費の自己負担分を助成することにより、母子家庭や父

子家庭の経済的負担を軽減します。 

＊申請書を受付、審査します。 

＊医療受給者証を交付します。 

＊県内医療機関での受診の自己負担はなく、後日市から医

療機関に医療費を支払います。 

＊県外医療機関での受診等で発生した医療費の自己負担分

等については、申請により払い戻しします。 

＊高額療養費の請求をします。 

＊保険者の過誤を調整します。 

[期待される成果] 

・医療費の自己負担分を助成することによ

り、ひとり親家庭の経済的負担の軽減が図

られます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 99,239 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 地域ぐるみ子育て支援推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・地域が持つ教育力を発掘、活用することにより、地域ぐる

みの子育て、地域の生涯学習を推進します。 

＊学校支援地域本部事業により、小中学校(平成 23 年度は 7

校)にコーディネーターを配置し、学校教育に地域ボラン

ティアを導入します。 

＊山口市教育支援ネットワーク「やまぐち路傍塾」事業に

より、市内全域の小中学校・幼稚園教育や市民の生涯学

習の場において、地域ボランティアを広く活用します。

[期待される成果] 

・学校の教育活動が地域全体で支えられて

います。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 11,794 継続 継続 ― ― 
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【形成方針】 

(イ) 健康長寿に向けた環境の整備 

 （取組内容） 

市民一人ひとりの健康づくりを推進するとともに、高齢者が生きがいをもって生活す

ることができ、介護が必要になっても、個々に見合った介護サービスが提供され、地域

住民が支え合って暮らすことのできる環境の整備を進める。また、障がい者がそれぞれ

の適性や能力に応じて、安心して自立した生活が送れ、社会への参加が進むよう、重度

心身障害者医療費の助成や障がい者・人工透析患者等の移動手段の確保を行うととも

に、圏域内の障害者支援施設等との連携を強化する。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、圏域全体において高齢者等が安心して外出できる移動手段の

確保や、統括機能を持つ基幹型地域包括支援センターの整備及び圏域内の地域型地域

包括支援センターとのネットワークの構築を進める。また、介護予防施策や障がい者

等の自立支援に係る体制整備を図るとともに情報を発信する。 

(ｂ) 山口地域以外の地域においては、地域型地域包括支援センターによる支援体制や介

護予防施策に係る情報、障がい者等の自立支援に係る情報の共有により、制度の積極

的な活用を図る。 

事 業 名 健康診査事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・疾病予防対策事業補助金 

[事業概要] 

・各種健診を山口市医師会、吉南医師会、防府医師会等に委

託し、実施します。（個別検診） 

・集団検診を実施します。 

・健康診査の種類 

 胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・肝炎検査 

 乳がん検診（２年に１回）・子宮がん検診（２年に１回） 

 前立腺がん検診（Ｈ２３～新規） 

・実施にあたり、市民健康づくりカレンダー、市報、市ホー

ムページ、テレビ等を活用し広く広報、受診を啓発します。

[期待される成果] 

・健康診査を受けることにより、健康に対

する認識と自覚が高まるとともに、生活習

慣病の早期発見、早期治療をすることがで

きます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 160,490 継続 継続 未定 未定 

＜健康長寿に向けた環境の整備＞ 
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事 業 名 認知症ケア総合推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・介護保険事業補助金 

[事業概要] 

・基幹型地域包括支援センターに、認知症地域支援推進員と

して保健師及び看護師を配置し、次の取り組みを行います。

①認知症疾患医療センター（以下「医療センター」という。）

や権利擁護に関する関係団体等とのネットワークづくり

を行います。 

②医療センターにおいて認知症の診断を受けた方への支援

を行います。 

③委託型の地域包括支援センターや介護支援専門員に対す

る支援を行います。 

④若年性認知症の方への支援を行います。 

⑤認知症ケア体制及び医療との連携体制への取り組みを行

います。 

[期待される成果] 

・認知症の方や家族の方が、地域包括支援

センターに配置された認知症地域支援推

進員に相談することにより、早期の段階か

ら適切な診断を受け、必要な介護サービス

や介護予防サービス等を受けることがで

きます。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 5,260 継続 ― ― ― 

事 業 名 二次予防事業対象者把握事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・地域支援事業交付金 

[事業概要] 

・基本チェックリストを用い、生活機能低下が疑われる高齢

者の方を選定、介護予防の必要な高齢者を早期に把握しま

す。 

[期待される成果] 

・高齢者が自分の生活機能の低下に、早期

に気づくことができます。 

 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 35,056 継続 継続 未定 未定 

＜健康長寿に向けた環境の整備＞
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事 業 名 福祉優待バス乗車証交付事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・７０歳以上高齢者及び障がい者に福祉優待バス乗車証（有

効期間：１年間）を交付します。 

＜交付方法・利用者負担＞  

 ３月に対象者へ一斉郵送します。ただし、当該年度内に 70

歳に到達する者は誕生月に郵送します。 

 ①７０歳以上高齢者…１乗車１００円 

 ②障がい者（障害者介護人付）…無料 

＜対象路線＞ 

 市内生活路線バス 

 （防長バス、ＪＲバス、宇部市、宇部市交通局） 

[期待される成果] 

・バス利用の経済的負担が軽減され、外出

や社会参加がしやすくなります。 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 154,576 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 高齢者タクシー料金助成事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・介護保険要介護認定者（要介護１～５）を対象に、タクシ

ー利用料金の一部を助成します。  

＊タクシー料金１０００円ごとに３００円の助成。  

＊１枚３００円の割引券を１冊（４０枚）交付。 

 

[期待される成果] 

・通院や介護にかかる移動がしやすくなり

ます。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 11,926 継続 継続 未定 未定 

＜健康長寿に向けた環境の整備＞ 
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事 業 名 地域包括支援センター運営事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・地域支援事業交付金 

[事業概要] 

・地域包括支援センターの設置を行い、社会福祉士、主任介

護支援専門員、保健師等の専門職員を配置し、高齢者を包

括的に支援するために、以下の事業を行います。 

 

＊高齢者の総合相談支援 

＊要支援、要介護となるおそれのある高齢者が介護予防サ

 ービスを受けるためのプラン作成と関係機関との調整 

＊権利擁護や虐待防止に関する相談 

＊関係機関とのネットワークの構築 

[期待される成果] 

・高齢者及び家族が地域包括支援センター

の役割を理解し、必要時に相談すること

で、個々の状態に応じた保健・医療・福祉

サービスを総合的に受けることができま

す。 

・高齢者サービス提供機関や関係団体が連

携することができます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 170,391 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 日中一時支援事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・地域生活支援事業費補助金 

[事業概要] 

・障がいのある人の日中における活動の場を確保し、介護者

や介護している家族の一時的な休息を図ります。 

 

[期待される成果] 

・障がい者が日中の活動の場を得ることが

できます。 

・障がい者の家族が一時的な休息を得るこ

とができます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 13,582 継続 継続 未定 未定 

＜健康長寿に向けた環境の整備＞
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事 業 名 重度心身障害者医療費助成事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・医療費の自己負担分を助成することにより、重度の障がい

がある方の経済的負担を軽減します。 

＊申請書を受付、審査します。 

＊医療受給者証を交付します。 

＊県内医療機関での受診の自己負担はなく、後日市から医

療機関に医療費を支払います。 

＊県外医療機関での受診等で発生した医療費の自己負担分

等については、申請により払い戻しします。 

＊高額療養費の請求をします。 

＊保険者の過誤を調整します。 

[期待される成果] 

・医療費の自己負担分を助成することによ

り、対象者の経済的負担の軽減が図られま

す。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 796,600 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 障害者タクシー料金助成事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・タクシー利用料金の一部を助成します。 

タクシー料金１０００円ごとに３００円の助成を行いま

す。 

１枚３００円の割引券を１冊（４０枚）交付します。 

＊タクシー利用券を２冊交付する者 

 身体障害者手帳１級～３級、療育手帳 A、 

 精神障害保健福祉手帳１級 

＊タクシー利用券を１冊交付する者 

 身体障害者手帳４級～６級、療育手帳 B、  

 精神障害保健福祉手帳２～３級 

＊人工透析による追加交付 

 （自動車税減免措置を受けていない者） 

 週２回通院・・・・４冊 週３回通院・・・・６冊 

[期待される成果] 

・タクシー利用の経済負担が軽減され、社

会参加しやすくなります。 

 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 31,505 継続 継続 未定 未定 

＜健康長寿に向けた環境の整備＞ 
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ウ 教育 

【形成方針】 

(ア) 教育環境の充実 

（取組内容） 

子どもたちが、豊かな心と確かな学力、たくましく生きる力を身に付け、郷土愛を育

み、いつまでも住み続けたいと思うことができるよう、学校教育に地域の人材等を活用

するなど、地域性を生かした活力ある学校づくりを展開するとともに、安心して学ぶこ

とができるよう、学校施設の耐震化等の教育環境の充実を図る。また、圏域内の高等教

育機関との連携により、地域に開かれた学習環境の拡充を図る。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、学校施設をはじめとする教育施設の整備とともに、学校教育

活動における人的配置の拡充や学習を支援する地域の人材の発掘・育成により、圏域

全体の教育・学習環境の充実を図る。また、市立中央図書館を拠点に、圏域内図書館

ネットワーク機能を生かした図書の流通や学校図書館への図書の貸出しなど、多様な

連携を進めるとともに、圏域内４大学（山口大学、山口県立大学、山口学芸大学及び

山口芸術短期大学をいう。以下同じ。）との連携を強化し、大学の人的・知的資源が、

地域やまちのニーズに即して活用される環境の創出を図る。 

(ｂ) 山口地域以外の地域においては、教育施設の充実や学校教育活動における人的配

置、地域の人材の活用を拡充する。また、圏域内図書館や学校図書館とのネットワー

クの活用を図るとともに、圏域内４大学との連携を進め、学校や地域における教育・

学習環境の充実を図る。 

 

＜教育環境の充実＞
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事 業 名 マイタウンスクール推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・各学校の提案方式により様々な特色ある学校づくり、学校

経営の研究・実践について支援を行います。 

（研究内容） 

①各学校の特色を生かした授業や行事の公開 

②地域の人々による、教育活動についての自由な意見交換

③保護者や地域の人々の、授業やその準備・検討会への協

力・参画 

 ④その他 

（委託期間） 

 １年間 

（Ｈ２３年度委託件数） 

 小学校８校、中学校４校 

[期待される成果] 

・保護者や地域の人々の理解と協力を得

て、開かれた学校になっています。 

・いじめ、不登校、問題行動など様々な教

育課題の解決に向け、地域ぐるみで子ども

を育てていく雰囲気になっています。 

 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 1,200 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 学校図書館整備推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・国の地方財政措置に基づき図書の整備を行うとともに、図

書館指導員を配置します。 

 

[期待される成果] 

・児童生徒が読書を通じて豊かな心を育ん

でいます。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 47,903 継続 継続 未定 未定 

＜教育環境の充実＞ 
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事 業 名 学校図書館ＩＴ化推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・市内小中学校図書館の蔵書をデータベース化し、検索シス

テムを整備します。 

 

[期待される成果] 

・学校図書館の管理の効率化により、児童

生徒の利用が促進されています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 0 ― ― ― ― 

 （注）平成 22 年度予算の繰越：24,800 千円

事 業 名 学校図書館支援サービス事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・学校図書館指導員と連携し、学校図書館の機能強化を図り

ます。 

＊学校へ定期配送することで学校図書の充実を図ります。

＊学校に団体貸出用新刊図書案内を配布します。 

＊モデル校で実施している読書活動の取組みについて広報

します。 

＊学校からの依頼に応じてブックトークを行います。 

＊施設見学の受入れをします。 

＊調べ学習や読み聞かせの資料相談を受け付けます。 

[期待される成果] 

・市立図書館及び学校図書館が活用されて

います。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 7,874 継続 継続 未定 未定 

＜教育環境の充実＞

（注）
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事 業 名 移動図書館管理運営業務 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・図書館に来館したくてもできない市民にも図書館サービス

を提供するため市内全域のサービスステーションを巡回

し、資料の貸出・返却・予約を行います。 

・平成２３年度は、移動図書館２号車を導入し、阿東や徳地

地域において、読書活動の推進を図るとともに、サービス

ステーションの見直しを行います。 

[期待される成果] 

・市内のどこに住んでいても、図書館サー

ビスが活用できます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 18,859 継続 継続 ― ― 

事 業 名 阿東図書館建設事業 [実施地域] 

旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・過疎債 

[事業概要] 

・阿東地域における図書館サービスの拠点となる図書館を新

たに建設します。 

[期待される成果] 

・多くの市民が図書館を利用し、本を

読んでいます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 153,600 継続 ― ― ― 

事 業 名 学校施設増改築・耐震補強事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・公立学校施設国庫負担金 

・安全･安心交付金 

[事業概要] 

・耐震性の確保されていない学校施設について補強を行うと

ともに、老朽化が進行した施設について増改築を行います。

 

 

[期待される成果] 

・児童・生徒に安全で快適な教育環境が提

供されています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 457,253 継続 継続 ― ― 

＜教育環境の充実＞ 
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エ 産業振興 

【形成方針】 

(ア) 広域的視点に立った経済基盤の構築 

 （取組内容） 

経済活動を牽引する山口・小郡都市核の機能強化等により、圏域内経済の基盤整備を

図る。また、経済活動の実態を把握しつつ、圏域内と近隣都市等との連携・補完関係を

築いていき、より広域的な視点から、観光振興、企業誘致の推進及び新産業や雇用の創

出を図る。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、山口都市核を中心とした行政、商業、文化、観光等、人々の

生活に関わる高次都市機能の集積を生かし、中心商店街、湯田温泉の宿泊機能、歴史

や文化といった豊富な地域資源の活用を通じて、圏域内外にわたる広域的な経済循環

の創出とネットワークの強化を図る。 

(ｂ) 小郡地域においては、広域高速交通網の結節点としての広域アクセスの利便性を生

かし、流通業や業務支援機能等の集積を促進し、圏域内外にわたる広域的な産業振興

及び産業活動の円滑化を図る。 

(ｃ) 山口地域及び小郡地域以外の地域においては、それぞれの地域特性を生かした一次

産品の付加価値化や生産・加工・流通の連携を促進するほか、山口・小郡都市核や他

地域との連携及びネットワークの形成により地域経済の活性化を図る。 

 

 

 

事 業 名 中心市街地活性化対策事業 [実施地域] 

旧山口市 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・山口市中心市街地活性化基本計画に記載された事業の推進、

進行管理、事業の実施、フォローアップ、山口市中心市街

地活性化協議会との協議等を行います。 

 

[期待される成果] 

・中心市街地が利便性の高いまちになり、

人が集まり、にぎわっています。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 42,414 継続 継続 未定 未定 

＜広域的視点に立った経済基盤の構築＞
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事 業 名 湯田温泉まちなか整備事業 [実施地域] 

旧山口市 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

[事業概要] 

・湯田温泉拠点施設整備事業や地域で取り組まれるソフト事

業などと一体となって、公共部分について景観に配慮した

整備を行うことで、訪れてみたいまちの魅力を高めます。

＊湯田温泉駅周辺駐輪場、公衆トイレ、観光案内板整備等

＊高田公園園路整備、ライトアップ等 

＊周辺市道・路地道路美装化等 

[期待される成果] 

・山口都市核及び湯田温泉ゾーンの活性化

により、湯田温泉の魅力が高まっていま

す。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 426,500 継続 継続 未定 ― 

事 業 名 立地等奨励事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・山口市企業立地促進条例に基づき本市に立地した企業に対

し奨励金を交付します。 

＊企業用地取得補助金（土地の取得価格の 100 分の 30～40）

＊立地奨励金（固定資産税相当額 3～5年間） 

＊雇用奨励金（山口市民の雇用 1人につき 20～30 万円） 

＊基盤整備奨励金（基盤整備に要した費用の 1/2） 

＊情報関連産業等支援補助金 

 （回線通信料の 1/2、事業所の賃借料の 1/2 を 3 年間） 

＊情報関連産業等雇用促進補助金 

 （山口市民の雇用 1人につき 30 万円）  

※要件として、事業所の規模、立地する地域、産業分類、

雇用人数などがあり、交付限度額も設定しています。 

[期待される成果] 

・企業が本市に立地します。 

・雇用が促進されます。 

 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 128,061 継続 継続 未定 未定 

＜広域的視点に立った経済基盤の構築＞ 
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事 業 名 ターミナルパーク整備事業 [実施地域] 

旧小郡町 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

[事業概要] 

・「ターミナルパーク整備」は、「新山口駅ターミナルパーク

整備（基盤整備）」と「新山口駅北地区重点エリア整備（市

街地形成）」の２つからなる、小郡都市核づくりのリーディ

ングプロジェクトです。 

・「新山口駅ターミナルパーク整備基本計画」に基づき、新山

口駅周辺の施設整備を行います。 

・「新山口駅北地区重点エリア整備方針」に基づき、新たな市

街地形成を促す都市機能の導入に向けた具体的な調査・研

究等を行います。 

 

[期待される成果] 

・乗り換えの利便性・快適性向上、駅南北

の交流促進、賑わいの空間形成、バリアフ

リー化を図り、交通結節点機能が強化され

ます。 

・駅北地区の賑わいや広域経済・交流圏に

おける多様な都市活動が創出されます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 1,897,050 継続 継続 未定 未定 

 

 

施設整備の全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜広域的視点に立った経済基盤の構築＞
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【形成方針】 

(イ) 魅力的な農林業の再生 

 （取組内容） 

農業においては、集落営農の法人化及び担い手への農地集積を図るとともに、特定農

業法人等の経営効率化・多角化を促進する。また、水稲をはじめとする多様な農産物の

生産性の向上や、地勢や気候条件の違いを利用したリレー産地化等を通じ、市場への安

定供給体制を構築するとともに、農畜産物のブランド化を進める。林業においては、素

材生産の効率化や人材育成により、持続可能な経営の確立を図るとともに、適切な管理

による森林の多面的機能の保全に努める。また、豊富な木質資源を 大限に活用するシ

ステムの構築や、それに向けたビジョンの策定に取り組み、地域産業の再生・創造によ

り新たな雇用の創出を図る。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、圏域内で 大の消費地として農林業の基盤を支え、生産、加

工から販売にわたるネットワークの形成において中心的な役割を果たす。また、圏域

内の農産物生産の多様な担い手や経営体の育成に努める。 

(ｂ) 山口地域以外の地域については、安定した供給体制の構築に向け、地域の特性に応

じた生産・経営基盤の強化を図る。 

事 業 名 中山間地域組織活性化促進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・組織育成にかかる障壁が多い中山間地域において、既存組

織の強化や将来的な組織育成を目指すための生産条件整備

（機械導入等）支援を実施します。 

 

[期待される成果] 

・営農集団の農業経営が健全化します。 

・特定農業法人や特定農業団体の設立に向

けた組織活動が活発化し、設立後の農業経

営が健全化します。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 20,000 継続 ― ― ― 

＜魅力的な農林業の再生＞ 
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事 業 名 集落営農貢献認定農業者支援事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・集落、地域における担い手であり、利用権設定による農地

の借り入れ及び農作業受託を広く行う個人認定農業者が、

営農の引き受けのために必要な農業用機械の導入に対して

支援を行います。（対象農機具：コンバイン及び田植機、補

助率：１０％以内、限度額：３０万円） 

 

[期待される成果] 

・集落の実情や地域のビジョンを考えた農

業経営を展開する個人認定農業者を支援

し、地域農業の担い手として確保・育成し

ます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 8,000 継続 ― ― ― 

事 業 名 農作業受委託システム調査研究事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・農作業受委託のシステム構築に向けた調査・研究について、

担い手育成総合支援協議会に対し事業委託します。 

・平成２３年度は、農家等の要望も踏まえ、「田植え」作業の

受委託について調査・研究します。 [期待される成果] 

・農作業受委託を希望する農業者を結びつ

ける、広域的なシステムができます。  

・農作業受委託が新たな担い手の手法とし

て普及します。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 200 ― ― ― ― 

＜魅力的な農林業の再生＞
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事 業 名 畜産農家支援事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・阿東地域産の優良雌牛地域内保留や肥育素牛導入等を促進

し、繁殖から肥育までの地域一貫体制の確立を通じて、「あ

とう和牛」のブランド力向上を図ります。 

・園芸農家へ貸し出す花粉交配用みつばちの飼養を推進する

ことにより、蜂群の安定供給を図ります。 

 

[期待される成果] 

・畜産業の振興及び畜産物の価値が向上し

ています。 

 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 9,042 継続 継続 未定 未定 

 

 

事 業 名 単市土地改良補助事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・単市土地改良事業補助金交付要綱に基づき、国庫、県費の

補助対象とならない小規模な土地改良事業に対して補助金

を交付します。 

（阿東地域を除く地域は法定外公共物を除く） 

＊補助率 

 かんがい排水、農道・農道舗装 ７０％ 

 ため池安全施設等 ５０％ 

 ため池改修事業 ７５％ 

 

[期待される成果] 

・営農基盤が整備され、営農環境が改善さ

れます。 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 15,000 継続 継続 未定 未定 

＜魅力的な農林業の再生＞ 
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事 業 名 （仮称）山口市森林マスタープラン策定事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・本市の森林・林業に関する施策を推進していく上で基本方

針となる（仮称）山口市森林マスタープランを策定します。

 

平成 22～23 年度 

 ・現況調査 

 ・現状分析と課題等の抽出 

 ・計画策定委員会 

 ・マスタープランの策定 

[期待される成果] 

・森林・林業に関する施策が計画的に推進

され、森林・林業の抱える課題が整理され

ています。 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 10,000 ― ― ― ― 

事 業 名 新規林業就業者・森林施業プランナー等育成支援事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・森林組合が行う新規林業就業者や森林施業プランナー等の

育成に要する経費の一部を助成します。 

 

[期待される成果] 

・森林整備の中核的な担い手である森林組

合に、新規就業者が確保されています。 

・提案型集約化施業の推進に寄与する「森

林施業プランナー」が育成されています。

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 1,000 継続 継続 未定 未定 

＜魅力的な農林業の再生＞
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事 業 名 造林等補助事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・森林所有者等が行う造林事業等に要する経費の一部を助成

します。 

 

[期待される成果] 

・個人負担が軽減し、施業意欲と生産効率

が高まります。 

・森林が健全な状態で保たれています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 18,000 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 特定農業法人設立促進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・新たに特定農業法人の認定を受けた法人が、特定農用地利

用規程の市の承認を受けた後１年以内（経営体育成基盤整

備事業実施地区内においては事業完了年度まで）に６年以

上の期間の利用権設定により集積を行った農地 10a 当り 10

千円の補助金を交付します。 

[期待される成果] 

・特定農業法人化が促進されるとともに、

法人設立初期の経営が安定化しています。

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 25,000 継続 継続 ― ― 

＜魅力的な農林業の再生＞ 
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【形成方針】 

(ウ) 新産業・交流産業の創造 

 （取組内容） 

ライフスタイルの変化や環境意識の高まり、低炭素社会への対応等を踏まえ、圏域内

の地域資源の付加価値化による事業化に向けた調査や、新エネルギーを活用した「地域

内スマートグリッド」の構築等を通じ、地域経済構造の変革を促す新産業の創出を図る。

また、都市部と農山漁村地域との連携・補完により観光、交流産業の活性化を図る。さ

らに、 先端のメディア芸術のほか、固有の文化を通じた多様な連携により圏域内外の

交流人口の拡大を図る。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、中心市街地や湯田温泉街での宿泊・滞在期間の拡大に努め、

圏域内における観光・消費機会の拡大を図る。また、山口情報芸術センターの芸術文

化創造・発信機能を強化し、観光、交流産業との連携により交流人口の拡大を図る。

さらに、地域資源の付加価値化や新たな経済循環の創出に向け、圏域内の異業種連携

を図る。 

(ｂ) 小郡地域においては、ターミナルパーク整備（新山口駅ターミナルパーク整備及び

新山口駅北地区重点エリア整備）を通じ、交通結節点及び観光拠点としての機能を強

化し、アクセスの向上による広域観光・交流の推進を図る。 

(ｃ) 秋穂地域においては、海洋資源を生かしたレクリエーション機能等を活用し、小郡

都市核との連携により広域観光の推進及び交流人口の拡大を図る。 

(ｄ) 阿知須地域においては、きらら浜のスポーツレクリエーション機能等を活用し、小

郡都市核との連携により広域観光の推進及び交流人口の拡大を図る。 

(ｅ) 徳地地域においては、森林セラピー基地、重源の郷等の観光資源を活用し、山口都

市核との連携により広域観光・交流の推進を図る。また、森林資源の保全に努め、間

伐材、林地残材などの未利用バイオマスの圏域内における新エネルギーとしての活用

を図る。 

(ｆ) 阿東地域においては、長門峡、りんご園等の観光資源を活用し、山口都市核やＪＲ

山口線沿線上の都市との連携により広域観光・交流の推進を図る。また、森林資源の

保全に努め、間伐材、林地残材などの未利用バイオマスの圏域内における新エネルギ

ーとしての活用を図る。 

＜新産業・交流産業の創造＞
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事 業 名 山口情報芸術センター企画運営事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・市民参画型事業と国内外への情報発信をする創造・発信事

業をバランスよく行うとともに、ワークショップやレクチ

ャーなどの教育普及・人材育成のための活動を行います。

・平成２０年度に策定した山口情報芸術センター事業計画に

基づき、平成２３年度は、年次主要テーマを「進化するＹ

ＣＡＭインターラボ」としており、ＹＣＡＭの特徴的な機

能であり、将来の本市の独自性を担うＹＣＡＭインターラ

ボの今後の研究方針やあり方についての提案を行います。

＜事業内容＞ 

（１）アート事業 

（２）パフォーミングアーツ事業 

（３）教育普及事業 

（４）シネマ事業 

（５）情報発信事業 

[期待される成果] 

・事業に参加・参画する市民・団体が増え、

文化意識が高まります。また、施設を誇り

に思う市民が増えるとともに来場者が増

えます。 

・教育機関や文化施設等と連携（共同）し

た事業が増え、人材育成が図られるととも

に、観光客が増えます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 200,000 継続 継続 未定 未定 

＜新産業・交流産業の創造＞ 
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事 業 名 特産品開発等支援事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・山口らしい特産品の開発・研究や展示会・見本市出展など

の販路拡大にかかる経費の補助を行います。 

・山口市物産事業者連絡協議会に業務委託して、申請受付か

ら審査、補助金交付を行います。 

・阿東特産品振興連絡協議会に業務委託して、セミナー等を

開催します。 

[期待される成果] 

・協議会会員が特産品開発を行うことがで

きます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 1,500 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 地旅推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・平成２２年度に設立された山口地旅の会を核として、やま

 ぐちの「らしさ」湧き立つ旅づくり推進ネットワーク等と

 連携を図りながら、地域の特性を活かした「地旅づくり」

 を推進し、滞在・交流型の観光体験メニューの開発・発信

 に取り組みます。 

・平成２２年度に地旅をテーマに公募した「観光まちづくり

プラン」の採用プランを旅行商品として造成・実施します。

[期待される成果] 

・魅力的な滞在・交流型の観光体験メ 

ニュー（地旅）が商品化されています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 4,500 継続 継続 未定 未定 

＜新産業・交流産業の創造＞
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事 業 名 観光ブランド創出事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・新たな観光ブランドの創出 

 ブランドマーケティングの実行による観光ブランドの確立

・既存観光資源の高付加価値化 

 伝統産業を核とした個性的な商品や特産品の開発支援 

・食のブランドづくり 

山口ならではの食材等を利用した商品開発 

[期待される成果] 

・山口観光ブランドが創出され定着してい

ます。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 6,050 継続 ― ― ― 

事 業 名 住宅用太陽光発電導入支援事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・二酸化炭素排出量削減を目的として、市内の住宅に太陽光

発電システムを設置する市民に対して設置費用の一部を補

助します。 

 [期待される成果] 

・住宅用太陽光発電システムを設置する市

民が増加しています。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 13,700 継続 継続 未定 未定 

＜新産業・交流産業の創造＞ 
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事 業 名 新事業創出チャレンジ事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・同業、異業種との連携により、付加価値の高い新しいサー

ビス・商品等を提供しようとする事業展開に要する経費等

を助成します（Ｈ22～ビジネス連携支援補助金）。 

 [期待される成果] 

・中小事業者相互の連携や農林漁業者、大

学等と共同での共同研究、共同開発が行わ

れています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 6,030 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 東アジア観光誘客推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・東アジア地域を重点市場と位置づけ、旅行会社等のツアー

や修学旅行によるインバウンド（訪日外国人観光）を対象

とした受入態勢を整備します。また、県国際観光推進協議

会への負担金を支出し、連携を図って行きます。 

＊インバウンド受入業務委託事業 

  従来のインバウンドの受入全般や誘致プロモーション活

動、着物着付け体験をはじめとする日本文化体験事業な

どの下記事業を委託にて行います。 

・誘客助成事業 

・誘客プロモーション事業 

・観光大使事業 

・受入人材育成事業 

・受入環境整備事業 

＊アートツーリズム造成事業 

  ＹＣＡＭと連携したインバウンド向けコンテンツの拡充

及び開発を行います。 

[期待される成果] 

・山口市を訪れやすい環境が整います。 

・インバウンドの満足度を高め、山口市（山

口県）へのリピーター化が促進されます。

 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 7,500 継続 継続 未定 未定 

＜新産業・交流産業の創造＞
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事 業 名 フィルムコミッション推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・全国フィルムコミッション協議会への加入 

映画撮影計画などの情報収集、連携強化 

・情報発信 

市内撮影場所などの情報収集と整理、発信 

・誘致・セールス活動 

個別に製作会社などへのアプローチ 

 

[期待される成果] 

・効果的なコンベンション誘致宣伝活動を

展開した結果、市内におけるコンベンショ

ン誘致件数、実施が増えています。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 1,000 継続 継続 ― ― 

事 業 名 複業化支援事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・新分野進出に必要な市場調査、販路拡大、開業準備、人材

育成に係る経費に対し補助金を支出します。 

・成長分野や積極的に転業を支援する必要のある建設業など

については、特別枠として、補助率、補助上限額の優遇を

行い、地域経済の活性化のために効果的な運用を図ります。

[期待される成果] 

・一般的に経営基盤が不安定とされる中小

事業者が、補助により、転業や複業化を行

うことで、新たな収益の柱が生み出されま

す。 

・産業構造の変化等により不況となった業

種から成長する業種へ転向を促すことに

より、市内中小事業者の経営基盤の安定化

及び事業の拡大が図られます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 0 継続 継続 ― ― 

 （注）平成 22 年度予算の繰越：6,000 千円

＜新産業・交流産業の創造＞ 

（注）
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事 業 名 （仮称）新成長戦略ビジョン推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・本市の「強い経済」を実現するために、民間団体と連携し

て、任意組織（仮称）新成長戦略会議を設置するとともに、

新たな新成長戦略ビジョンを策定します。 

[期待される成果] 

・「広域経済・交流圏」の形成を進めると

ともに、圏域内のけん引役として、本市の

「強い経済」が実現しています。 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 1,400 継続 ― ― ― 

事 業 名 新成長戦略産業創出・活性化事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・新成長戦略分野における企業・研究機関・地域等への調査

やネットワーク化、情報発信を進めます。また、事業化等

が可能な資源については、研究や実証実験を共同で行って

いきます。 

 

[期待される成果] 

・生産年齢人口減少・高齢人口増加に合わ

せて円滑に産業構造が転換され、成長分野

を中心に持続的な経済活動が営まれてい

ます。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 5,000 継続 継続 ― ― 

＜新産業・交流産業の創造＞
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事 業 名 戦略的成長産業集積特別事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・スマートハウス、次世代自動車または自然エネルギーなど、

今後、成長が見込まれる分野の産業（成長産業）の企業誘

致を目指し、本市独自の取組みを展開します。 

＊新聞広告を活用し、本市の優遇制度や産業団地、地域資

源等を積極的に広報することにより、能動的な企業誘致

のアプローチを行っていきます。 

＊ダイレクトメール等を活用し、ターゲット企業へ本市か

らの情報発信を行うとともに、今後の設備投資や進出意

向に関するアンケート調査を実施し、積極的な誘致活動

を展開します。 

＊成長産業の誘致に向けた各種調査及び資料収集、並びに

誘致活動を進めます。 

 

 

[期待される成果] 

・成長産業分野企業が本市に立地していま

す。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 5,691 継続 継続 ― ― 

＜新産業・交流産業の創造＞ 
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(2) 結びつきやネットワーク強化のための取組み 

ア 地域公共交通 

【形成方針】 

(ア) 利用しやすい地域公共交通体系の構築 

 （取組内容） 

市民や事業者との協働のもと、市民生活を支え、自立的な地域づくりを推進するとと

もに、交流を促して街のにぎわいを創出する効率的で利便性の高い公共交通体系を整え

る。中でも、地域に密着したコミュニティ交通については、地域の特性や需要を踏まえ、

効率的で機動性の高い交通体系の整備を進め、日常生活の質的向上を図る。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、圏域内外を結ぶとともに、小郡都市核、山口地域及び小郡地

域以外の地域とを結ぶ公共交通ネットワークの充実を図り、山口地域へのアクセスの

向上を図る。また、山口地域内を快適に回遊できる交通環境づくりを行う。 

(ｂ) 小郡地域においては、交通結節機能の強化を図る。また、圏域内外を結ぶとともに、

山口都市核、秋穂・阿知須地域とを結ぶ公共交通ネットワークの充実を図る。 

(ｃ) 山口地域及び小郡地域以外の地域においては、山口・小郡都市核へのアクセスを向

上させるとともに、公共交通ネットワークの維持・充実を図り、地域間交流を促進す

る。 

 

 

 

 

＜利用しやすい地域公共交通体系の構築＞



 

‐38‐ 

 

 

 

 

 

事 業 名 コミュニティバス実証運行事業 [実施地域] 

旧山口市 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・コミュニティバスの実証運行等を実施し、利用実態の把握、

効果と課題を検証し、よりよい交通システムの確立を目指

します。 

＊大内ルート・・・住民とともに、地区全体にとって相応

しい交通体系の構築を目指して協議検討を行います。 

＊吉敷・湯田ルート・・・バス事業者、住民及び利用者等

と協議検討を行う場づくりを行います。 

[期待される成果] 

・基幹交通までの交通手段が確保され、移

動制約者が容易に移動できます。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 47,000 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 コミュニティタクシー実証運行事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・コミュニティタクシーの実証運行に取り組む地域組織に対

して、必要な財政支援を行います。 

・専門家のアドバイスを受けながら、交通事業者、行政も一

緒になって、本格運行化へ向けた検討・改善を行います。

＊平成１９年度～平成２１年度 

  小鯖、宮野、嘉川、小郡、秋穂、佐山、阿知須地域での

実証運行 

＊平成２２年度 

  島地地域での実証運行を開始 

＊平成２３年度 

  各地域での検討会等を踏まえ新たな地域での実証運行を

開始 

[期待される成果] 

・基幹交通にアクセスして、日常生活に必

要な通院や買い物などへの移動が容易に

できるようになります。 

・実証運行の効果検証を行いながら改善を

実施し、本格運行へ向けた体制が整ってい

ます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 6,000 継続 継続 未定 未定 

＜利用しやすい地域公共交通体系の構築＞ 
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事 業 名 コミュニティタクシー運行促進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・コミュニティタクシーを運行している地域組織に対して財

政支援を行います。 

・専門家によるアドバイスを受けながら、行政と地域住民の

責任分担のラインである本格運行基準（乗車率・収支率）

の達成に向けて、交通事業者と行政も地域住民と一緒にな

って持続性の高い運行へと改善していきます。 

平成２０年度～ 

  小鯖、宮野、嘉川、小郡、秋穂地域 

平成２１年度～ 

  佐山、阿知須地域 

平成２３年度～ 

  島地地域 

[期待される成果] 

・基幹交通との結節点や日常生活に欠かせ

ない行先まで容易に移動できるようにな

ります。 

・将来にわたって持続的に運行可能なコミ

ュニティ交通を実現します。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 38,000 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 グループタクシー実証実験事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・交通不便地域の高齢者グループを対象に、タクシー利用券

を交付します。 

 

[期待される成果] 

・買物や通院など日常生活に必要な 低限

の移動手段が確保され、交通弱者の移動に

かかる負担が軽減されるとともに、地域コ

ミュニティが活性化しています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 8,000 継続 継続 未定 未定 

＜利用しやすい地域公共交通体系の構築＞
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事 業 名 交通結節点整備事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・基幹交通である鉄道・バス路線とコミュニティ交通の乗り

継ぎ場所や、利用者の多いバス停に上屋を設置するなどの

快適な乗り継ぎ環境の整備を行います。 

・停留所等周辺でのパークアンドライド用駐車場やサイクル

アンドライド用駐輪場の整備を行い、公共交通との円滑な

乗り換えの促進を図ります。 

[期待される成果] 

・バス停や駅舎での乗り継ぎ利便性、快適

性が向上しています。 

・マイカーや自転車から公共交通への

乗り換え環境が向上しています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 800 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 生活バス路線維持費補助事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・赤字となっている生活交通バス路線を運行するバス事業者

に対し、運行欠損金の補助や利用負担金を支出し、当該バ

ス路線を維持します。 

・利便性を高める等の系統改善を交通事業者とともに実施し

て利用促進を図り、運賃収入向上に努めます。 

＊補助対象バス路線を運行しているバス事業者 

   防長交通 

   中国ジェイアールバス 

   宇部市交通局 

＊利用負担対象バス路線を運行している自治体 

   宇部市 

（対象路線：宇部市小野～嘉川・中田畑～嘉川駅・新山口駅）

[期待される成果] 

・バス事業者等が不採算生活路線を維持で

きます。 

・路線が維持され、住民がバスを利用でき

ます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 93,000 継続 継続 未定 未定 

＜利用しやすい地域公共交通体系の構築＞ 
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イ 道路等の交通インフラの整備 

【形成方針】 

(ア) 広域的な交通ネットワークづくり 

 （取組内容） 

経済活動や圏域内外でのさまざまな交流がより活発に行われるよう、都市間や地域間

を結ぶ広域的な交通ネットワークの形成に向け、国道、県道などの整備を促進する。ま

た、住民の日常生活に密接な生活道路の整備を進め、幹線道路等への円滑な接続及び安

全な歩行者空間の確保を図る。さらに、都市部と農山漁村地域との回遊を促すアメニ 

ティ道路網等の整備を進める。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、周辺地域からのアクセスの向上に向けて、主要幹線道路であ

る国道２号、国道９号、国道１９０号、国道３７６号などへ接続する幹線道路の整備

を進める。 

(ｂ) 小郡地域においては、広域県央中核都市における産業交流拠点の形成、広域高速交

通網の結節点としての機能強化及び中心地域へのアクセスの向上に向けて、主要幹線

道路である国道２号、国道９号などへ接続する幹線道路の整備を進める。 

(ｃ) 秋穂地域においては、海洋資源を生かした交流拠点の形成及び中心地域へのアクセ

スの向上に向けて、主要幹線道路である国道２号、国道９号などへ接続する幹線道路

の整備を進める。 

(ｄ) 阿知須地域においては、きらら浜を中心とした躍動交流拠点の形成及び中心地域へ

のアクセスの向上に向けて、主要幹線道路である国道２号、国道９号、国道１９０号、

山口阿知須宇部線などへ接続する幹線道路の整備を進める。 

(ｅ) 徳地地域においては、中山間地域の生活拠点の機能向上及び中心地域へのアクセス

の向上に向けて、主要幹線道路である中国自動車道、国道３７６号、山口鹿野線な

どへ接続する幹線道路の整備を進める。 

(ｆ) 阿東地域においては、中山間地域の生活拠点の機能向上及び中心地域や徳地地域へ

のアクセスの向上に向けて、主要幹線道路である国道９号、国道４８９号などへ接続

する幹線道路の整備を進める。 

 

＜広域的な交通ネットワークづくり＞
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事 業 名 湯田温泉周辺地区整備事業 [実施地域] 

旧山口市 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

[事業概要] 

・湯田温泉周辺地区（若宮町計画エリア）の市道の整備・拡

幅、生活道路の整備・拡幅を行い、利便性の高い道路を整

備し行き止まり道路の解消も行います。 

 
[期待される成果] 

・周辺生活道路の利便性・安全性が向上し

ています。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 32,686 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 東山通り下矢原線街路整備事業 [実施地域] 

旧山口市 

[支援措置の内容等] 

・地域活力基盤創造交付金 

・合併特例債 

[事業概要] 

・矢原町土地区画整理事業区域から都市計画道路泉町平川線

までの未整備区間を整備し、住民の利便性、安全性を向上

し、近隣一帯の交通混雑を緩和します。 

 
[期待される成果] 

・周辺地域の交通混雑が緩和され、利便

性・安全性が向上しています。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 316,748 継続 継続 未定 未定 

＜広域的な交通ネットワークづくり＞ 
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事 業 名 道路改築事業 [実施地域] 

旧山口市 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

[事業概要] 

・御堀平井線 

・山口大学動物医療センター付近から県道山口小郡秋穂線ま

 での未整備区間を整備します。 

・平井西岩屋線 

 椹野川左岸堤防敷である市道平井西岩屋線の浄水センター

あ付近から秋穂渡瀬橋までの区間について、拡幅改良を行い

あます。 

[期待される成果] 

・移動所要時間が減少します。 

・地区内道路の交通混雑が緩和します。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 438,700 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 幹線道路関連整備事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

[事業概要] 

・国道等の幹線道路に関連する市道整備を行います。 

国道９号小郡改良関連 

山口宇部道路関連 

スマートインターチェンジ（調査） 
[期待される成果] 

・道路利用者の利便性、快適性、安全性が

確保されます。 

 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 66,000 継続 継続 未定 未定 

＜広域的な交通ネットワークづくり＞
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事 業 名 生活道路改良事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

・過疎債 

[事業概要] 

・地元要望等により市道の整備を行い、市民の生活環境の向

上を図ります。 

＊道路拡幅改良（幅員５ｍ以上）、待避所設置、交差点改良

＊舗装新設・改良、側溝設置・改良 

＊ゆずりあい道路の整備 

 

 

 

[期待される成果] 

・地区内道路の通行が円滑になります。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 562,800 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 道路整備計画道路改良事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

・過疎債 

[事業概要] 

・山口市道路整備計画に基づいて、位置づけられた路線を計

画的かつ効率的に整備します。 

 

 

[期待される成果] 

・道路利用者の利便性、快適性、安全性が

確保されます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 439,655 継続 継続 未定 未定 

＜広域的な交通ネットワークづくり＞ 
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ウ デジタル・ディバイドの解消に向けたＩＣＴインフラ整備 

【形成方針】 

(ア) ＩＣＴを活用した生活支援サービス等の提供 

 （取組内容） 

市民が居住地にかかわらず等しくさまざまなサービスを享受できるよう、災害時等の

早期の避難行動や買物不便地区への支援等に必要なＩＣＴインフラの整備・活用を進

め、情報格差（デジタル・ディバイド）の解消を図る。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、山口地域の情報関連産業の集積を生かした生活支援情報等の

配信を行う。 

(ｂ) 山口地域以外の地域においては、インターネット等を活用した日用品配送や地域資

源についての情報発信のためのネットワークの構築を進める。 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 暮らしの潤い確保対策事業 [実施地域] 

旧山口市、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・中山間地域における買い物支援や生活交通の確保といった

課題に対し、地域ＩＣＴを利用した商品注文の一括受取に

よる持続可能な日用品配送ネットワークの形成や、交流の

場の創出を検討することで、生活機能の確保や地域コミュ

ニティの維持を目指します。  

また、農産物の流通の仕組みにも活用し、高齢者の所得向

上について、地域と協議を行います。 

・中山間地域の住民の健康・診療情報を、都市部の医療機関

と共有し、健康管理や疾病予防を効率的に行うＩＣＴネッ

トワークの構築について、調査・研究を行います。 

[期待される成果] 

・人口減少・高齢化に即した、持続可

能な地域社会をめざし、新たな仕組み

を構築します。  

・交流人口が増加し、地域経済が活性

化されます。 

・健康管理や疾病予防が効率的に行わ

れています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 500 継続 継続 ― ― 

＜ＩＣＴを活用した生活支援サービス等の提供＞
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事 業 名 防災マップ作成事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・平成２３年度 

防災マップデータ（洪水・高潮・土砂災害危険個所、避難

場所）及び新たに指定された土砂災害警戒区域を、市ホー

ムページ内の iマップへ掲載します。 

・平成２５年度 

防災マップを印刷し、全戸配布します。 

[期待される成果] 

・地域の危険箇所、避難場所を認識し、

災害発生時に、迅速かつ適切な行動が

とれるようになっています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 1,533 継続 継続 ― ― 

事 業 名 デジタル防災行政無線等整備事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・広域市町村合併支援特別交付金 

・合併特例債 

[事業概要] 

・平成２３年度 

市内全域への同報系防災行政無線の整備に向け、基礎調

査・基本設計を行います。 

[期待される成果] 

・災害情報等を、市内全域に同時に発信す

ることができ、被害の未然防止や軽減、早

期の避難行動につながります。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 19,000 継続 継続 ― ― 

＜ＩＣＴを活用した生活支援サービス等の提供＞ 
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エ 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消 

【形成方針】 

(ア) 地産地消の拡大 

 （取組内容） 

第一次産業における県内 大規模の生産地としてのスケールメリットを生かした地

産地消の拡大に向けて、圏域内外の連携強化による農産物の生産性の向上、市場への安

定供給体制の構築を図るとともに、地元産食材の導入拡大及び地元産材の地域内利活用

を進める。また、農水畜産物のブランド化、第一次産業の第六次産業化に向けた、各地

域の第二次・第三次産業基盤の活用及び人材の育成を図る。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、圏域内 大の消費地として、学校給食、医療機関、福祉施設、

宿泊施設等での地元産食材の使用率向上及び庁舎や住宅での地元産材の利用促進を

図る。 

(ｂ) 山口地域以外の地域においては、学校給食、医療機関、福祉施設等での地元産食材

の使用率向上及び庁舎や住宅での地元産材の利用促進に向けた生産性の向上を図る。

 

 

 

 

 

 

事 業 名 山口市内産木材利用促進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・森林整備の基本となる林業・環境・消費といった循環にお

いては現在停滞した状態にある。この循環エネルギーの一旦

となる「消費」における加速の一つとして、市内産木材を使

用し住宅を建築した施主へ建築費の一部を補助します。 [期待される成果] 

・市内産木材の需要増加によって、林業経

営者の生産意欲と生産性が向上していま

す。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 11,000 継続 継続 未定 ― 

＜地産地消の拡大＞
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事 業 名 朝一から朝市人だかり推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・市内の朝市や直売所にオリジナルの幟を配布し、道沿いか

ら特産品が販売されていることをＰＲできるようにしま

す。 

・朝市などの直売所に対して、地元の小規模農家、とりわけ

高齢な農家でも負担の少ない集荷システムの構築や、わか

りやすい出荷販売管理や農産物の陳列、加工品などの特産

品づくりといった取組みを支援します。 

 

[期待される成果] 

・農産物を出荷する地元の農家が増えてい

ます。 

・客や売り上げが増えて、地産地消が推進

されています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 4,500 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 園芸作物振興事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・栽培管理施設整備・共同利用施設整備・共同利用機械整備

事業への補助や、技術普及のための研修、実証ほの設置等

への補助を行います。 

・野菜価格が水準以下に低下した場合、価格差補給金を交付

します。 

 

[期待される成果] 

・栽培管理施設・共同利用機械・共同利用

施設の導入により、対象作物の栽培面積が

拡大しています。 

・労働時間が低減され、生産・流通コスト

が削減しています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 50,000 継続 継続 未定 未定 

＜地産地消の拡大＞ 
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オ 地域内外の住民との交流・移住促進 

【形成方針】 

(ア) 交流の拡大による定住の促進 

 （取組内容） 

定住・移住に必要となる、地域の自治、安心・安全、暮らし等を地域全体で支えてい

く仕組みを構築するきっかけとして、大都市圏や圏域内外の都市部と農山漁村地域との

交流を進める。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、山口都市核における情報通信産業の集積を生かし、圏域内に

おける交流人口の拡大に向けた農山漁村等の魅力の効果的な情報発信に取り組むと

ともに、人材の育成を図る。 

(ｂ) 小郡地域においては、圏域内における交流が円滑に進むよう、小郡都市核における

広域交通結節機能の強化に取り組む。 

(ｃ) 山口地域及び小郡地域以外の地域においては、山口・小郡地域との連携のもと、中

山間地域や農山漁村地域等への地域おこし協力隊等の導入、都市・農村交流イベント、

流域連携による生態系の保全活動等に取り組む。 

 

 

 

＜交流の拡大による定住の促進＞
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事 業 名 中山間地域活力サポート事業 [実施地域] 

旧山口市、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・都市住民との交流を通じて、新たに地域コミュニティを支

える活動をする団体等を支援します。  

・過疎地域を対象とした地域おこし協力隊事業やＵＪＩター

ン促進事業を実施します。 

・ＵＪＩターン促進事業を実施、都市部へ向けた情報発信等

のイベントに参加します。 

[期待される成果] 

・人口減少・高齢化に即した持続可能な地

域社会の仕組みが構築されます。 

 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 4,412 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 農山漁村交流促進事業 [実施地域] 

旧秋穂町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・漁業体験などを通して、中山間地域（阿東、徳地）の子ど

もと臨海地域（秋穂）の生産者や子ども等の交流を促進し、

魚食の普及促進に取り組みます。 
[期待される成果] 

・生産者と消費者の交流により、未来の消

費者へ魚食がアピールされ、水産物の消費

が拡大しています。 

・圏域内の人的交流が図られています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 500 継続 継続 ― ― 

＜交流の拡大による定住の促進＞ 
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カ その他 

【形成方針】 

上記に掲げるもののほか、幅広い分野での都市連携の推進、産学官民連携による地域課題

の解決や地域資源を活用した地域横断型の地域振興を図るなど、圏域内外の結びつきやネッ

トワークの強化に取り組む。 

 

 

 

事 業 名 都市連携推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・広域的・国際的視野に立った地域経済基盤の形成を目的と

する「広域経済・交流圏の形成」とその拠点となる「広域

県央中核都市づくり」を進めることとしており、今後、近

隣市町と協議を行い、国際観光など幅広い分野における都

市連携を推進します。 

・九州新幹線の全線開通等といった動きを踏まえ、広域的な

都市間連携の協議・検討をしていきます。 

[期待される成果] 

・広域経済・交流圏の形成のために近隣市

町の連携関係が図られています。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 472 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 地域間交流促進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・山間地域と臨海地域、山間地域と都市部の地域など、異な

る特性をもつ地域間の交流を促進し、相互の資源活用や地

域間の連携により、一地域にとどまらない相対的な地域力

の向上を図ります。 

・平成２２年度から平成２４年度までの３年間で、モデル地

区を選定し、青少年育成事業、各種イベント、体育行事な

ど既存の事業の拡大も含め、地域間の交流を深める事業を

実施します。 

[期待される成果] 

・異なった資源をもつ地区の住民同士が、

交流し、地域づくり活動を協力しながら実

施しています。 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 1,000 継続 ― ― ― 

＜その他＞
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事 業 名 地域資源発掘事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・各地区地域担当職員を中心として、地区内の関係者と協働

により地域に眠っている資源を掘り起し、産業としての展

開の可能性について調査・研究を行います。 

＊会議等の開催 

＊資源調査 

＊試作品等の研究 

 

[期待される成果] 

・地域において、産・学・官・民が連携し

て、地域課題の解決や地域資源を活用した

地域振興等に取り組んでいます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 3,150 継続 ― ― ― 

事 業 名 中山間地域資源利活用事業 [実施地域] 

旧山口市、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・中山間地域の地域資源の棚卸調査事業を実施します。  

・地域資源付加価値創造支援事業、産官学連携事業により、

地域資源の利活用や都市農村交流を促進し、地域経済循環

の仕組みの構築を図ります。 

 

[期待される成果] 

・産官学の連携により、中山間地域の交流

人口が増加し、地域経済が活性化されま

す。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 3,170 継続 継続 未定 未定 

＜その他＞ 
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事 業 名 学園都市推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・山口まち大学会議の開催 

  産学官民の連携推進に向けた体制や事業について、山口

商工会議所、市内３大学、山口市の各長が一堂に会して、

意見交換や提言を行います。 

・やまぐち街なか大学による取組 

  産学官民連携のもと、「いつでも、だれでも、おおいに、

学べる」をコンセプトに、まち全体が大学のキャンパスと

なり、地域課題の把握や解決に向けて、ゼミナールや研究

会を企画・運営します。 

・地域課題の解決に向けた調査・研究 

[期待される成果] 

・産学官民による、地域の課題解決や地域

住民の交流を進めるための連携体制が構

築され、大学、地元産業界、行政、住民が

日常的に連携し、ネットワークによる事業

が展開されています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 3,460 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 東アジア都市間交流推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・22 年度～24 年度に自治体国際化協会に派遣される職員と連

携し、東アジア間で新たな物的人的交流につながるプログ

ラム作成、実施に取組みます。 

＊22 年度：情報収集・連携機関との協議 

＊23 年度：協議、プログラム作成 

＊24 年度：プログラム実施、海外でのＰＲ事業。 

＊20 年度から引き続き済南市・昌原市・山東大学・昌原大

 学・山口大学と共同でシンポジウムを開催し、姉妹友好

 都市間の情報交換や連携を密にし、諸課題への共同の取

 り組みや市民間の協力を推進します。23 年度開催地は昌

 原市の予定。（H20 昌原市・H21 山口市・H22 済南市） 

[期待される成果] 

・東アジア各都市との物流・人的交流を拡

大します。 

 

 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 798 継続 継続 ― ― 

＜その他＞



 

‐54‐ 

(3) 圏域マネジメント能力強化のための取組み 

ア 中心市等における人材の育成 

【形成方針】 

(ア) 人材育成機能の充実 

 （取組内容） 

住民自治や暮らし、産業を支える「新たな公」の担い手の育成・確保を進めるととも

に、広く圏域内外の人材を活用し、未来を担う次世代の育成に努める。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域においては、「（仮称）地域活性化センター」設置構想の推進等を通じ、

地域が主体となった「やまぐち式協働」のまちづくりの担い手となる人材の育成を進

める。 

(ｂ) 山口地域以外の地域においては、各地域の個性を生かした地域づくり及び互いの地

域の個性が相乗効果を生むまちづくりが進むよう、人材のネットワーク化を図る。 

 

 

 

事 業 名 地域活性化センター設置調査事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・地域交流センターを中心とした、様々な産学官民連携の活

動において、人材や活動場所の提供など各地域外の外部資

源との連携を進める上で、地域活性化センターが果たすコ

ーディネート機能のあり方等を検討します。 [期待される成果] 

・地域活性化センターの機能及び施設

のあり方を決定するための調査が完了

しています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 1,000 ― ― ― ― 

 

 

 

＜人材育成機能の充実＞ 
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イ 地域内分権の推進 

 

【形成方針】 

(ア) 協働によるまちづくりの推進 

 （取組内容） 

各地域における地域交流センターの整備を含め、行政・民間・市民活動団体・民間事

業者等の多様な主体が、それぞれの特性を発揮し、相互に支え合う協働によるまちづく

りを進める。 

 （機能分担） 

(ａ) 山口地域及び小郡地域においては、地域自治の強化及び地域全体で暮らしや産業を

支える体制の整備に向け、各地域交流センターと住民自治組織「地域づくり協議会」

との協働により各地域で実施される協働推進施策を検討・実施する。また、都市化に

伴い希薄化する地域におけるつながりの再生及び地域力の強化に向け、圏域内外との

連携の強化を図る。 

(ｂ) 秋穂地域及び阿知須地域においては、地域自治の強化及び地域全体で暮らしや産業

を支える体制の整備に向け、各地域交流センターと地域づくり協議会との協働により

協働推進施策を実施する。また、高齢化の進展に伴い弱まる地域力の補完・強化に向

け、圏域内外との連携の強化を図る。 

(Ｃ) 徳地地域及び阿東地域においては、地域自治の強化及び地域全体で暮らしや産業を

支える体制の整備に向け、各地域交流センター及び地域交流センター分館と地域づく

り協議会との協働により、広大な農山村地域におけるきめ細やかな協働推進施策を実

施する。また、高齢化の進展に伴い弱まる地域力の補完・強化に向け、圏域内外との

連携の強化を図る。 

事 業 名 地域交流センター建設事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

・合併特例債 

・過疎債 

[事業概要] 

・施設が老朽化し、狭あいな地域交流センターの用地を確保

し、建て替えを実施します。 

（平成２３年度実施施設） 

 ＊阿東地域交流センター 

 ＊嘉川地域交流センター 

 ＊宮野地域交流センター 

 

[期待される成果] 

・市民活動や地域コミュニティ活動が

しやすい環境が整っています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 1,182,714 継続 継続 未定 未定 

＜協働によるまちづくりの推進＞
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事 業 名 協働のまちづくり推進事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・協働のまちづくり推進委員会の開催（条例の運用管理、協

働推進施策の検討等） 

・協働推進プランの進行管理 

・広報活動（市報、ＨＰ等の活用、パンフレット作成、出前

講座等） 

・協働推進体制の確立（地域交流センターを中心とした地域

づくり支援） 

・協働推進施策の研究（地域活性化センター設置の検討等）

[期待される成果] 

・市民と行政が協働を共通理解し、市

民と行政がお互いの役割や特性を認

識・尊重しつつ、協働したまちづくり

が行われています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 831 継続 継続 未定 未定 

事 業 名 地域の個性を活かす交付金事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・地域づくり交付金 

 交付対象者：地域づくり協議会 

 地域づくり計画に基づき行う活動を支援します。 

・自治会等自治振興交付金 

 交付対象者：自治会等 

 自治会等が地域社会の維持・発展のために行う自主的かつ

持続的な活動を支援します。 

[期待される成果] 

・地域づくりを担う自治会、子ども会、

婦人会、ＰＴＡなどの地域の各種団体

が横断的に連携し、また、市民活動団

体とも連携しながら、地域における生

活課題を統一的に考え、その解決に向

けた自主的な活動を活発に行っていま

す。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 344,000 継続 継続 未定 未定 

＜協働によるまちづくりの推進＞ 



 

‐57‐ 

 

 

地域自治の方向性 

 

 

事 業 名 やまぐち式提案型協働モデル事業 [実施地域] 

旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿

知須町、旧徳地町、旧阿東町 

[支援措置の内容等] 

 

[事業概要] 

・地域づくり協議会より提案された各地域の課題について、

市民活動団体のノウハウを活用し、協働により解決するモ

デル事業を実施します。  

 [期待される成果] 

・地域と市民活動団体の連携強化及び

連携における課題が抽出されます。 

・市民活動団体の活動が活性化します。

・協働のまちづくりにおける中間支援

機能が強化されます。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 事 業 費 

（単位：千円） 600 継続 継続 ― ― 

＜協働によるまちづくりの推進＞
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（１）生活機能の強化に係る政策分野
ア　医療

　（ア）安心な医療体制の確保

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

1 二次病院群輪番制病院運営支援事業 43,216

2 医療施設・設備整備費助成事業 41,000 ・医療提供体制推進事業費補助金

3 休日・夜間急病診療所運営業務 100,431

4 産科医等確保支援事業 12,000 ・医療提供体制推進事業費補助金

イ　福祉

　（ア）子育て支援環境の充実

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

5 児童健全育成事業 9,353 ・次世代育成支援対策交付金

6 地域子育て支援拠点事業 101,981 ・次世代育成支援対策交付金
地域子育て支援拠点事業
地域型つどいの広場設置助成事業

7 乳幼児医療費助成事業 443,272

8 児童クラブ運営事業 267,737

9 児童クラブ整備事業 16,659 ・社会資本整備総合交付金

10 ひとり親家庭医療費助成事業 99,239

11 地域ぐるみ子育て支援推進事業 11,794 新規

　（イ）健康長寿に向けた環境の整備

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

12 健康診査事業 160,490 ・疾病予防対策事業補助金

13 認知症ケア総合推進事業 5,260 ・介護保険事業補助金

14 二次予防事業対象者把握事業 35,056 ・地域支援事業交付金

15 福祉優待バス乗車証等交付事業 154,576

16 高齢者タクシー料金助成事業 11,926

17 地域包括支援センター運営事業 170,391 ・地域支援事業交付金

18 日中一時支援事業 13,582 ・地域生活支援事業費補助金

19 重度心身障害者医療費助成事業 796,600

20 障害者タクシー料金助成事業 31,505

ウ　教育

　（ア）教育環境の充実

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

21 マイタウンスクール推進事業 1,200

22 学校図書館整備推進事業 47,903

23 学校図書館ＩＴ化推進事業 0 ※平成22年度予算の繰越：24,800千円

24 学校図書館支援サービス事業 7,874

25 移動図書館管理運営業務 18,859

26 阿東図書館建設事業 153,600 ・過疎債 新規

27 学校施設増改築・耐震補強事業 457,253
・公立学校施設国庫負担金
・安全・安心交付金

小学校施設耐震補強事業
中学校施設耐震補強事業
小学校施設増改築事業
中学校施設増改築事業
大殿中学校校舎増改築事業

エ　産業

　（ア）広域的視点に立った経済基盤の構築

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

28 中心市街地活性化対策事業 42,414
中心市街地活性化対策事業
中心市街地活性化整備事業
中心市街地活性化事業

29 湯田温泉まちなか整備事業 426,500
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債

30 立地等奨励事業 128,061

31 ターミナルパーク整備事業 1,897,050
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債

新山口駅ターミナルパーク整備事業
新山口駅北地区重点エリア整備事業

（事業費及び支援措置等については、変更になる場合があります。）
（単位：千円）

 
 

５ 山口市定住自立圏共生ビジョン事業一覧表
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　（イ）魅力的な農林業の再生

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

32 中山間地域組織活性化促進事業 20,000

33 集落営農貢献認定農業者支援事業 8,000

34 農作業受委託システム調査研究事業 200

35 単市土地改良補助事業 15,000

36 畜産農家支援事業 9,042

37 （仮称）山口市森林マスタープラン策定事業 10,000

38 新規林業就業者・森林施業プランナー等育成支援事業 1,000

39 造林等補助事業 18,000

40 特定農業法人設立促進事業 25,000 新規

　（ウ）新産業・交流産業の創造

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

41 山口情報芸術センター企画運営事業 200,000

42 特産品開発等支援事業 1,500

43 地旅推進事業 4,500

44 観光ブランド創出事業 6,050

45 住宅用太陽光発電導入支援事業 13,700

46 新事業創出チャレンジ事業 6,030

47 東アジア観光誘客推進事業 7,500

48 フィルムコミッション推進事業 1,000 新規

49 複業化支援事業 0
新規
※平成22年度予算の繰越：6,000千円

50 （仮称）新成長戦略ビジョン推進事業 1,400 新規

51 新成長戦略産業創出・活性化事業 5,000 新規

52 戦略的成長産業集積特別事業 5,691 新規

（２）結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
ア　地域公共交通

　（ア）利用しやすい地域公共交通体系の構築

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

53 コミュニティバス実証運行事業 47,000

54 コミュニティタクシー実証運行事業 6,000

55 コミュニティタクシー運行促進事業 38,000

56 グループタクシー実証実験事業 8,000

57 交通結節点整備事業 800

58 生活バス路線維持費補助事業 93,000

イ　道路等の交通インフラの整備

　（ア）広域的な交通ネットワークづくり

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

59 湯田温泉周辺地区整備事業 32,686
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債

60 東山通り下矢原線街路整備事業 316,748
・地域活力基盤創造交付金
・合併特例債

61 道路改築事業 438,700
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債

御堀平井線道路改築事業
平井西岩屋線道路改築事業

62 幹線道路関連整備事業 66,000
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債

63 生活道路改良事業 562,800
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債
・過疎債

64 道路整備計画道路改良事業 439,655
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債
・過疎債  
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ウ　デジタル・ディバイドの解消へ向けたＩＣＴインフラ整備

　（ア）ＩＣＴを活用した生活支援サービス等の提供

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

65 暮らしの潤い確保対策事業 500 新規

66 防災マップ作成事業 1,533 新規

67 デジタル防災行政無線等整備事業 19,000
・広域市町村合併支援特別交付金
・合併特例債

エ　地域の生産者や消費者等の連携による地産地消

　（ア）地産地消の拡大

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

68 山口市内産木材利用促進事業 11,000 新規

69 朝一から朝市、人だかり推進事業 4,500

70 園芸作物振興事業 50,000

オ　地域内外の住民との交流・移住促進

　（ア）交流の拡大による定住の促進

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

71 中山間地域活力サポート事業 4,412

72 農山漁村交流促進事業 500 新規

カ　その他
事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

73 都市連携推進事業 472

74 地域間交流促進事業 1,000

75 地域資源発掘事業 3,150

76 中山間地域資源利活用事業 3,170

77 学園都市推進事業 3,460

78 東アジア都市間交流推進事業 798

（３）圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野
ア　中心地域等における人材の育成

　（ア）人材育成機能の充実

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

79 地域活性化センター設置調査事業 1,000

イ　地域内分権の推進

　（ア）協働によるまちづくりの推進

事業名 事業費（Ｈ２３） 支援措置等 備考

80 地域交流センター建設事業 1,182,714
・合併特例債
・過疎債

阿東地域交流センター建設事業
嘉川地域交流センター建設事業
宮野地域交流センター建設事業

81 協働のまちづくり推進事業 831

82 地域の個性を活かす交付金事業 344,000

83 やまぐち式提案型協働モデル事業 600 新規  
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用語説明（五十音順） 

用 語 説 明 

ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略。「情報通信技術」とも呼ばれ

る。IT とほぼ同義の意味を持つが、コンピュータ関連の技術を IT、コンピュータ

技術の活用に着目する場合を ICT と、区別して用いる場合もある。 

アメニティ道路 
交通上の利便に加え、自然、景観、余暇、保健、休養などの快適さの享受につな

がる機能を持つ道路 

新たな公 

地域住民、NPO、ボランティア、団体・企業など民間の人たちを地域づくりの担

い手としてとらえ、相互にあるいは、行政と有機的に連携する仕組みを作ることに

より、地域づくりの上での課題に的確に対応していくという考え方 

ＮＰＯ 
Non Profit Organization の略。営利を目的としないで社会的使命の実現を目

的とする民間組織。「民間非営利組織」と呼ばれる。 

コミュニティ交通 
コミュニティバスやコミュニティタクシーなど、地域の特性やニーズに合った移

動手段。地域をきめ細かく回り、地域の中心地や基幹交通に接続する交通 

新エネルギー 

再生可能なエネルギーのうち特に導入を促進すべきエネルギー源として整理さ

れているもの。熱利用分野では、太陽熱、温度差熱利用等、発電分野では太陽光、

風力、バイオマス発電等がある。 

新成長戦略 

日本経済を成長させるための政策のことで、２００９年１２月に政府が基本方針

を発表。環境およびエネルギー大国戦略、健康大国戦略、アジア経済戦略、観光立

国および地域活性化戦略、科学技術立国戦略、雇用人材戦略の６つの戦略分野を上

げている。 

森林セラピー 森の地形や自然を利用して健康増進やリハビリテーションに役立てる森林療法 

スマートグリッド 

情報通信技術を駆使して電力供給量を最適化する次世代の送電網。天候により大

きく変動する太陽光や風力などの自然エネルギーによって発生した電力を蓄電池

などを利用し、安定供給できるよう制御するシステム 

スマート 

インターチェンジ 

高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降

りができるように設置されるインターチェンジであり、通行可能な車両（料金の支

払い方法）を、ＥＴＣを搭載した車両に限定しているインターチェンジ 

第六次産業化 

 

第一次産業（農業、林業、畜産業等）と第二次産業（食品加工等）と第三次産業

（販売等）の三つを組み合わせた総合的な産業の名称で、第一次産業の一、第二次

産業の二、第三次産業の三を乗ずる（足す）と六になることからつくられた用語。

各産業の連携による農村の活性化や農業経営の多角化等に資する産業間連携のあ

り方として推進されている。 

地域核 
歴史、文化、経済的に一定の都市機能を有しており、都市核の機能を補完 

するとともに、地域の中心として住民の日常生活を支えていく拠点 

中心市街地活性化 

基本計画 

中心市街地の活性化に関する法律に基づき、市町村が定める中心市街地の活性化

に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画。本市は山口都市

核内にある中心商店街一帯の約 75ha について計画を定め、平成 19 年 5 月に内閣総

理大臣による認定を受けている。 
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用 語 説 明 

デジタル・ディバイド 
パソコンやインターネットなどの情報技術を使いこなせる人と使いこなせない

人の間に生じる格差のこと。情報格差とも呼ばれる。 

都市核 

行政、業務、商業、文化などの高次都市機能が集積し、人々の生活文化や事業所

の経済活動等に対して広域的に質の高い都市的サービスを提供する拠点。広域県央

中核都市の核となるエリア 

二次救急 入院や手術を要する症例に対する医療 

バイオマス 
生物資源の量を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で

化石資源を除いたもの」とされている。 

パフォーミングアーツ 演劇・舞踊など、肉体の行為によって表現する芸術、公演芸術、舞台芸術 

フィルムコミッション 
映画やテレビ、CM などの撮影を誘致する組織。ロケ地において撮影を円滑に進

めるため地元と制作側のパイプ役を務める。現在は全国で１００を超える。 

メディア芸術 

芸術表現に新しい技術的発明を利用する、もしくは新たな技術的発明によって生

み出される芸術の総称的な用語。特に、ビデオやコンピュータ技術をはじめとする

新技術の使用を積極的に志向する芸術 

ＹＣＡＭ 山口情報芸術センター 

ＹＣＡＭ 

インターラボ 

YCAM で滞在制作されるアート・シアター作品の制作、教育プログラムの技術開

発に携わる制作プロダクションであり、また、技術スタッフとして招聘作品の展示

や上演をサポートするセクション 

ＵＪＩターン 

都市部から地方へ移住する現象で、地図上の動きをアルファベットになぞらえた

表現。Ｕターンは生まれ故郷から都会へ出てきた人が再び出生地へ戻ること。Ｊタ

ーンは一度都会へ移った後に出生地に近い中規模の街などへ戻ること。Ｉターンは

出生地とは別の地方へ移り住むこと。 

リレー産地化 農作物等を季節ごとに栽培に適した産地から供給すること。 
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