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■地域別人口の推移

H22 H27 増減率

山口地域 142,535 144,187 1.2%

小郡地域 24,250 25,517 5.2%

秋穂地域 7,262 6,679 -8.0%

阿知須地域 9,176 9,435 2.8%

徳地地域 6,771 5,910 -12.7%

阿東地域 6,634 5,774 -13.0%

圏域全体 196,628 197,502 0.4%

資料：国勢調査(H27は速報値)

山口市定住自立圏共生ビジョン 

 

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（山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、徳地地域、阿東地域） 

 

２ 定住自立圏の将来像                               

 

（１）圏域の状況 

本圏域（山口市）は、平成１７年に山口市、小郡町、

秋穂町、阿知須町、徳地町、平成２２年に阿東町との

市町合併により誕生した圏域で、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、さらには島根県津和野

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、盆地や南部の臨海平野を経て瀬戸内海に流れ込んでおり、また、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。 

面積は、約１，０２３平方キロメートルであり、東西約４６キロメートル、南北約５

９キロメートルと、県下では最も広い行政区域面積を有しており、圏域の７５．８％に

あたる７７５．４９平方キロメートルが林野となっています。 

  人口は、平成２７年国勢調査（速報値）で１９７，５０２人となり、人口増加に転じ

たことが確認されました。一方で、中山間地域をはじめとする、農山漁村地域において

は、人口が減少しており、今後も農山

漁村地域の人口は減少するものと予測

されます。 

圏域の産業・経済は、第３次産業が

全体の９割近くを占めており、とりわ

け卸売・小売業、不動産業、サービス

業、政府系サービス業の割合が高くな

っています。圏域内総生産は、７，６

山口 
徳地 

阿東 

秋穂 
阿知須 

小郡 
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３６億円（平成２４年度）と横ばいで推移している一方で、第１次、第２次産業の生産

額は減少傾向にあります。 

圏域内の交流人口は、平成２５年に年間４３０万人に達し、その後は、横ばいで推移

しており、宿泊客数は増加傾向にあります。 

 

（２）圏域の課題  

  １，０００平方キロメートルを超える広大な面積を有する本圏域は、都市部から農山

漁村地域まで、特色のある２１の地域（生活拠点）で構成されており、圏域の広域化や

地域特性の多様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、それを取り囲むよ

うに広大な中山間地域、臨海地域といった農山漁村地域が広がっています。 

  人口の減少、少子・高齢化の進展等により、特に農山漁村地域においては、医療・商

業等の生活サービス機能の低下や、地域活力の低下等が懸念される中、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の地域（生活拠点）が、それぞれの特色を生かしながら、各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 

本ビジョンは、圏域の将来像を目指し、山口市総合計画および地方創生の実現に向け

て平成２７年１０月に策定した山口市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく諸政策・

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みの方針を定めます。 

 

■都市核の機能強化と地域を結ぶネットワーク形成                  

山口都市核が有する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、小郡都市核が有する広域高速交通網の結節機能といった高次な都市機能に磨きを

かけるとともに、機能の集約を行うことで、両都市核の広域的な求心力や拠点性を高め

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、メディア芸術など国

内外から高い評価を受ける創造的な芸術文化、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・経済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。 
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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、豊富な地域資源の高付加価値化や新エネルギーの活用、地域資源を活用した都

市と農山漁村地域の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。 

こうした地域特性に応じた適切な機能分担による取組みの推進と同時に、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が有機的に

連携する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くことで、圏域

全体として住民の暮らしを支えるシステムを構築していきます。 

 

■日常生活圏を形成する「協働によるまちづくり」                             

住民自治の仕組みづくりのもとで、市内２１それぞれの地域において、暮らしを守れ

る日常生活圏を形成する「協働によるまちづくり」を通じて、将来に渡って持続可能な

日常生活機能を確立していきます。 

日常生活圏の形成における拠点施設となる「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や、「地域づくり協議会」との協働により、住民ニーズに応

じた決め細やかな地域づくりができる環境整備を進めます。 

 

（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、多くの方に住んでみたい、住み続けたいと

実感できる定住実現都市に向けた取組を通じ、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２８年度から平成３２年度までの５年間とします。 

ただし、毎年度所要の変更を行うものとする。 



＜安心な医療体制の確保＞ 
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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】 

((((アアアア))))    安心安心安心安心なななな医療体制医療体制医療体制医療体制のののの確保確保確保確保    

 （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] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要]  

・綜合病院山口赤十字病院、済生会山口総合病院、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 26 年度実施状況） 

                実施日数 

   綜合病院山口赤十字病院   188 日 

   済生会山口総合病院     146 日 

   小郡第一総合病院    31 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） 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

42,875 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 医療施設・設備整備費助成事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・病院群輪番制病院（公的 3 病院）に対して医療設備整備費を   

助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・医療提供体制推進事業費補助金 

[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。  

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

21,600 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 地域救急医療運営費補助事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・地域医療に携わる看護師養成に対して、補助を行います。 

・病院群輪番制病院に対して、救急病院の機能維持に係る助成を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・地域救急医療提供体制を整えることができま

す。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

77,371 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 休日・夜間急病診療所運営業務 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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、山口県診療

放射線技師会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 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

138,197 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 在宅当番医制事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・山口市医師会、吉南医師会に当番医の調整を委託します。 

・市報に毎月掲載し、日程と当番医を周知します。 

・診療科目及び時間 

【山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域】 

休日昼間（8:30～17:30） 内科、外科：山口市医師会 

 土曜夜間（19:00～22:00） 内科、外科：吉南医師会 

【徳地地域】 

 休日昼間（9:00～17:00）  

外科：防府医師会〔診療業務負担金〕 

【阿東地域】 

 休日昼間（8:30～17:00）内科、外科：山口市医師会 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・休日及び夜間において、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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

29,032 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 産科医等確保支援事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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市内の

病院等に対し、分娩 1件につき上限 1万円を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・医師就業環境整備総合対策事業費補助金 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

7,200 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 へき地診療所事業 [実施地域] 

徳地地域 [事業概要] 

・山口市柚野診療所、山口市串診療所においてそれぞれ週 1 回、診

療業務を実施します。 

・徳地地域の医療の確保について検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・へき地医療対策費補助金 

[期待される成果] 

・地域の住民が身近なところで医療を受ける  

ことができます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

8,105 継続 継続 継続 継続 
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イ 福祉 

【形成方針】 

((((アアアア))))    子育子育子育子育てててて支援環境支援環境支援環境支援環境のののの充実充実充実充実    

 （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、「子育て福祉総合センター」

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] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・児童健全育成のため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） 

＊山口市子ども・子育て会議 

（山口市子ども・子育て支援事業計画の評価・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） 

＊児童遊園の維持管理 

＊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 

 

 

[支援措置の内容等] 

・子ども・子育て支援交付金 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

9,181 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 地域子育て支援拠点事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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 

 

 

[支援措置の内容等] 

・子ども・子育て支援交付金 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

100,597 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 乳幼児医療費助成事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

＊申請書の受付、審査、医療受給者証の交付、高額療養費の請求、

保険者の過誤を調整します。 

＊自己負担分について、県内受診は直接医療機関へ、県外受診は、

申請により申請者へ払い戻しします。 

・県が導入した医療費の一部自己負担金についても全額助成しま 

す。 

・所得制限の撤廃を段階的に拡大してきたことにより、平成 25 年

10 月からは、すべての未就学児が保険診療による医療を自己負担

なしで受診することができています。 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

485,732 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 こども医療費助成事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・医療費の自己負担分を助成することにより、小中学校に就学する

子どもを持つ家庭の経済的負担を軽減します。 

＊申請書の受付、審査、医療受給者証の交付、高額療養費の請求、

保険者の過誤を調整します。 

＊自己負担分について、原則、県内受診は直接医療機関へ、県外

受診は、申請により申請者へ払い戻しします。 

・平成 26 年度から小学１年生から小学３年生を対象に事業を開始

し、平成 27 年度は対象学年を小学６年生まで拡大し、平成 28 年

度は対象を中学３年生まで拡大します。 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

26,179 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 ひとり親家庭医療費助成事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・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

的負担を軽減します。 

＊申請書の受付、審査、医療受給者証の交付、高額療養費の請求、

保険者の過誤を調整します。 

＊自己負担分について、県内受診は直接医療機関へ、県外受診は、

申請により申請者へ払い戻しします。 

・県が導入した医療費の一部自己負担金についても全額助成します。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

126,087 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 放課後児童クラブ運営事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・市内の 41 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） 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・子ども・子育て支援交付金 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

497,540 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 放課後児童クラブ整備事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域 [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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・合併特例債、過疎債 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

70,630 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 地域ぐるみ子育て支援推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

＊地域協育ネットを推進し、その実効性をより高めるため、コー

ディネート機能のさらなる充実に努めます。 

＊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。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・学校･家庭･地域の連携による教育支援活動  

促進事業費補助金 

[期待される成果] 

・子どもたちの学びや育ちを、学校・家庭・地  

域が連携して支えます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

24,364 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 私立保育園運営事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、徳地地域 [事業概要] 

・私立認可保育園に対して、国・県・市からその運営費に係る補助

を行います。 

【補助率】 

国：1/2、県：1/4、市：1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・子ども･子育て支援法に基づく運営費国庫、県負担金 

[期待される成果] 

・待機児童解消対策としての定員増、安定した 

保育の継続実施が可能となることから、保護者

が安心して子どもを預けることができるよう

になります。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

2,429,452 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 私立保育園整備費助成事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、徳地地域 [事業概要] 

・社会福祉法人等が市内で設置経営する私立認可保育園の施設整備

を国・県の補助で実施する場合に、市からもその費用を補助しま

す。 

 【補助率】 

 国・県：1/2、市：1/4 

※「待機児童解消加速化プラン」対象事業の場合 

 国・県：2/3、市：1/12 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・保育所緊急整備事業費補助金 

[期待される成果] 

・補助により、私立保育園または市立保育園の 

民営化後の施設整備が進むとともに、施設面積

拡大に伴う受入児童数の増加により待機児童

の解消を図ることができます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

189,033 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 認定こども園運営事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、阿知須地域 [事業概要] 

・認定こども園に対して、国・県・市からの園の運営に係る補助を

行います。 

【補助率】 

国：1/2、県：1/4、市：1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・子ども･子育て支援法に基づく運営費国庫、県負担金 

[期待される成果] 

・待機児童対策としての定員増、安定した保育 

の継続的実施が可能となることから、保護者が

安心して子どもを預けることができるように

なります。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

181,096 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 子育て福祉総合センター管理運営事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・人材の育成と子ども・子育て支援の向上を目指し、山口保育園２

階に「やまぐち子育て福祉総合センター」を設置し、事業展開を

していきます。 

* 研修メニューの構築により、保育の質の向上を図ります。 

* 関係者が気軽に集い、情報交換が行えるサロン機能により、保育

現場関係者の顔の見える連携と活性化を図ります。 

* 子育て家庭への情報提供・広報を相談機能も含め一元的に実施し

ます。 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・子ども・子育て支援交付金 

[期待される成果] 

・研修や顔の見える連携により、保育の質が  

向上します。 

・子育て中の保護者の不安感、負担感が減少  

します。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

9,571 継続 継続 継続 継続 
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【形成方針】 

((((イイイイ))))    健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿にににに向向向向けたけたけたけた環境環境環境環境のののの整備整備整備整備    

 （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] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・各種検診を山口市医師会、吉南医師会、防府医師会に委託し、実

施します。（個別検診） 

・集団検診を実施します。 

・検診の種類 

 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（偶数年齢で受診） 

・実施にあたり、健康づくりガイド、市報、市ホームページ、テレ

ビ等を活用し、受診を啓発します。 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・疾病予防対策事業費補助金 

[期待される成果] 

・がん検診等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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

149,584 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 認知症ケア総合推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・山口市基幹型地域包括支援センターに、認知症地域支援推進員を

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や地域の医療機関、介護サービス提供

事業者等と連携し、医療とケアの体制作りの充実を図ります。 

②認知症疾患医療センターや地域の医療機関において認知症の診

断を受けた人を相談支援者につなぎます。 

③認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応を図

ります。 

④認知症の人と家族、地域の人など誰もが一緒に集える場として

「認知症カフェ」の活動を支援します。 

⑤若年性認知症の人への支援を行います。 

⑥相談支援者や介護サービス提供事業者に対する支援を行い  

ます。 

[支援措置の内容等] 

・地域支援事業交付金 

[期待される成果] 

・認知症の人や家族が状況に応じて、必要な  

医療や介護を受けることができます。 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

12,140 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 予防接種事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・定期予防接種として、高齢者インフルエンザ及び成人用肺炎球菌

ワクチンの予防接種を実施します。なお、成人用肺炎球菌ワクチ

ンについては、定期接種対象外の方への接種費用の一部を助成し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・高齢者のインフルエンザ及び肺炎の重症化を 

防止することができます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

683,320 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 福祉優待バス乗車証交付事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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（障がい者介護人付）…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） 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

147,438 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 高齢者タクシー料金助成事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・介護保険要介護認定者（要支援 1・2、要介護 1～5）及び介護予防・

日常生活支援総合事業 通所型サービス利用者を対象に、タクシー

利用料金の一部を助成します。 

 ＊タクシー料金 1,000 円ごとに 300 円の助成。 

＊1枚 300 円の割引券 40 枚を 1冊にして交付。 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・タクシー利用の経済負担が軽減され、通院や 

介護にかかる移動、外出がしやすくなります。 

 また、生きがいづくりや地域づくりへの参加の

機会が広がります。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

18,554 継続 継続 継続 継続 
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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] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・地域包括支援センターを設置し、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。 

 ＊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 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・地域支援事業交付金 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

250,615 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 地域リハビリテーション活動支援事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・リハビリテーション専門職等が、地域包括支援センターと連携し

ながら、通所・訪問サービス、地域ケア会議、住民運営の通いの

場等の取組みを総合的に支援することにより、介護予防の機能強

化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・地域支援事業交付金 

[期待される成果] 

・介護予防の機能強化を図ることにより、日常 

生活の活動を高められ、高齢者の社会参加が促

進されます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

10,533 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 生活支援・介護予防体制整備事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・高齢者の生活支援、介護予防サービスの体制整備を推進していく

ことを目的とした生活支援コーディネーター及び協議体を設置し

ます。 

・生活支援コーディネーターと協議体は連携し、生活支援の担い手

の養成やサービスの開発を行います。 

・生活支援コーディネーターは関係者間のネットワークの構築やニ

ーズとサービスのマッチングを行います。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・地域支援事業交付金 

[期待される成果] 

・支援が必要な高齢者に生活支援、介護予防  

サービスを適切に提供することができます。 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

12,343 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 日中一時支援事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・地域生活支援事業費補助金 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

23,400 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 移動支援事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・屋外で移動が困難な障がい者に対し、外出のための支援を行い、

地域における自立した生活及び社会への参加を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・地域生活支援事業費補助金 

[期待される成果] 

・障がい者が外出するときの負担が軽減されま

す。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

20,463 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 重度心身障害者医療費助成事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

＊申請書の受付、審査、医療受給者証の交付、高額療養費の請求、

保険者の過誤を調整します。 

＊自己負担分について、県内受診は直接医療機関へ、県外受診は、

申請により申請者へ払い戻しします。 

・県が導入した医療費の一部自己負担金についても全額助成します。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

889,069 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 福祉タクシー料金助成事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

35,848 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 相談支援事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・障がい者が障害福祉サービスの円滑な利用ができ、地域で安心し

て生活するための環境を整えるため、重層的な相談支援体制を確

立していきます。 

 ＊基幹相談支援センターの運営 

 ＊相談支援機能強化事業の充実 

 ＊一般相談支援体制の強化 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・地域生活支援事業費補助金 

[期待される成果] 

・障がい者が、自立した日常生活または社会  

生活を営むことができるようになります。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

58,718 継続 継続 継続 継続 
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ウ 教育 

【形成方針】 

((((アアアア))))    教育環境教育環境教育環境教育環境のののの充実充実充実充実    

 （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。 

 

 

事 業 名 情報教育環境整備事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

ＩＣＴを活用した教育の推進、校務の情報化を進める為に小中学 

校の教育用及び校務用コンピュータを計画的に整備更新します。 

また、人的なサポートとして引き続き情報教育支援員などを必要 

に応じて増員配置していきます。 

さらにプロジェクト事業としているタブレットの導入実証実験事

業の成果を踏まえ５年計画でタブレット端末と電子黒板等を各小中

学校に導入します。その際、授業支援ソフト導入による先生と児童・

生徒双方間での問題、回答のやり取りやその内容等を電子黒板へ一

斉提示する仕組みづくりを目指します。 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・ＩＣＴ機器を活用することにより、児童・生徒

に必要な情報を主体的に収集・判断・処理・編

集・創造・表現し、発信・伝達できる情報活用

能力が身につきます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

207,702 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 コミュニティスクール推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

6,758 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 学校図書館整備推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

51,276 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 学校図書館支援サービス事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

＊学校等へ定期配本サービスを実施することで学校図書館の支援

を行います。 

＊学校に団体貸出用新刊図書案内を配布します。 

＊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・職場体験の受入れをします。 

＊調べ学習や読み聞かせの資料相談を行います。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

5,066 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 移動図書館管理運営業務 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・来館困難者に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。 

・移動図書館 2台体制で全市域 39 箇所を巡回し、読書活動の推進を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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 

が利用できます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

1,501 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 図書館活用推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・市民の誰もが日本一図書館を活用するようになるため、将来に向

け図書館利用層の拡大を図るための活動を行います。 

＊イベントや各種講座、行事を行います。 

＊電子図書館サービスや他機関との連携など、新たなサービスの 

調査研究を行います。 

＊山口市ならではの地域資料を充実させ、レファレンスに活かし 

ます。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・市民の誰もが、日本一図書館を活用しています。 

 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

2,966 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 学校施設増改築・長寿命化事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・児童数の増加が見込まれる施設について、増改築を行うととも 

に、校舎をはじめ、プールや遊具等を計画的に改修することによ

り、学校施設の長寿命化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・公立学校施設整備費負担金 

・学校施設環境改善交付金 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

1,142,953 継続 継続 継続 継続 
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エ 産業 

【形成方針】 

((((アアアア))))    広域的視点広域的視点広域的視点広域的視点にににに立立立立ったったったった経済基盤経済基盤経済基盤経済基盤のののの構築構築構築構築    

 （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] 

山口地域 [事業概要] 

・山口市中心市街地活性化に資する事業の推進、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やまちづ

くり関係者との協議等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

・公共事業等債 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

353,019 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 湯田温泉まちなか整備事業 [実施地域] 

山口地域 [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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

63,000 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 立地等奨励事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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 40） 

 ＊立地奨励金（固定資産税相当額 3～7年間） 

 ＊雇用奨励金（山口市民の雇用 1人につき 15～100 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、事業所の賃借料、研修費の 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 30～50 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。 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

341,072 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 ターミナルパーク整備事業 [実施地域] 

小郡地域 [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。 

・「小郡都市拠点の機能強化に向けた整備基本計画」、「新山口駅北地

区重点エリア拠点施設整備実施計画」に基づき、新たな市街地形

成を促す都市機能の整備を図ります。 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

2,762,000 継続 継続 継続 継続 
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【形成方針】 

((((イイイイ))))    魅力的魅力的魅力的魅力的なななな農林業農林業農林業農林業のののの再生再生再生再生    

 （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

木質資源を最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、圏域内で最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 もうかる農業創生事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要]  

・集落、地域における担い手である認定農業者、人・農地プランの

中心経営体等が、高度な農業生産工程管理に必要な ICT 機器、営

農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。 

＊ICT 機器  

補助率：事業費の 1/3 以内 

＊コンバイン及び田植機等営農に必要な農業用機械 

補助率：1/5 以内、限度額：30 万円 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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 

営を展開する認定農業者等を支援し、地域農業

の担い手として確保・育成します。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

6,300 継続 継続   
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事 業 名 単市土地改良補助事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。（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％ 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

14,335 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 畜産農家支援事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

・資源循環型肉用牛経営育成事業、畜産・酪農収益力強化整備等特

別対策事業に取り組む畜産農家の支援を行います。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・資源循環型肉用牛経営育成事業費補助金 

・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費 

補助金 

[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ます。 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

43,789 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 日本型フォレスター等育成支援事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・森林組合が行う新規林業就業者から森林施業プランナー等に至る

日本型フォレスターとしての育成に要する経費の一部を助成しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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、森林施業プランナーに

至る階層ごとのスキルアップが図られます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

2,149 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 造林等補助事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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ます。 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

18,000 継続 継続 継続 継続 
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【形成方針】 

((((ウウウウ))))    新産業新産業新産業新産業・・・・交流産業交流産業交流産業交流産業のののの創造創造創造創造    

 （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、最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。 
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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] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・先端的なアート作品の創造発信を通じて蓄積した技術・知見・ネ

ットワークを地域資源と結びつけ、新たな価値の創造を行います。

アートの視点を活かして地域の活性化に資する事業に取り組み交

流人口の増加や地域経済の活性化につなげます。 

・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。 

＜事業内容＞ 

（1）アート事業    （2）教育普及事業 

（3）シネマ事業    （4）アーカイブ事業 

（5）情報発信事業   （6）連携事業 

 

[支援措置の内容等] 

・文化芸術振興費補助金 

・過疎地域等自立活性化推進交付金 

[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。 

・教育機関と連携（協働）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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

250,862 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 ふるさと産品営業推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要]  

・ふるさと産品の営業体制を強化し、ふるさと納税倍増を目指すと

ともに、売り上げの底上げを図るため、WEBやメディア等を活用

した情報発信事業や、多様な関係機関との連携・人的ネットワー

クを活用した営業活動事業、ターゲットを明確にした出展事業、

ふるさと産品の魅力向上に資する事業や支援等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・ふるさと産品が域内外で認知され、知名度が 

向上します。 

・売り上げが増大すると共に、事業拡大により 

雇用が増大します。 

・ふるさと寄付金額が増額し、財源の確保が  

見込まれます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

240,174 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 大内文化観光ブランド創出事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・大内文化という本市固有の歴史、文化を活用して、「景観」「特産

品」「温泉」などの多様なブランド要素と融合・連携させ、奥深い

歴史と新しい文化がひとつとなった都市（まち）ならではの観光

ブランドを創出します。 

＊日本のクリスマスは山口からへの補助 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

1,800 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 インバウンド観光誘客推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・東アジア地域やビザの緩和措置がなされた東南アジア地域を重点

市場と位置づけ、インバウンド（訪日外国人観光）を対象とした

誘客プロモーション及び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。 

＊誘客プロモーション事業 

＊留学生観光大使事業 

＊日本文化体験事業 

＊東南アジア地域観光誘客事業 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・山口市を訪れやすい環境が整います。 

・インバウンドへの満足度を高め、山口市（山口

県）へのリピーター化が促進されます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

1,230 継続 継続 継続 継続 
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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] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・情報収集 

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 

・エキストラや運営に係るサポートスタッフの募集、組織化 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・本市を舞台にした映画や番組が製作されるこ 

とにより、本市の観光の魅力を効果的に発信で

き、その結果、多くの観光客が訪れるようにな

ります。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

1,715 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 新事業創出チャレンジ事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・ビジネスマッチングを促進し、企業同士や産学公の連携による事

業活動や、業績の改善・事業拡大に向けた専門家指導の利活用、

新商品・新サービスなどの販路拡大、販促等に要する経費を助成

します。 

・セミナー開催や商談会ブースの借上等を通じて中小企業者の海外

展開を支援します。 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・中小事業者相互や農林漁業者、大学等との  

連携が進むとともに、市内事業者の事業活動が

活性化します。 

・市内事業者の海外進出が促進されることによ

り、事業活動が活性化します。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

12,452 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 戦略的成長産業集積特別事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・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。 

＊ｗｅｂ広告を活用するとともにホームページのレイアウト変更

及びコンテンツの充実を図るなど、両者の連携強化による効果

的なＰＲ活動を推進します。 

＊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。 

・平成 27 年度に策定した「今後の企業誘致施策の推進に関する基 

本的な方針」に基づき、企業誘致の受け皿確保対策として、新た

な産業団地整備に関する適地調査を行います。 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・成長産業分野の企業が本市に立地します。 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

16,645 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 地方創生戦略推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・山口市まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進するため、「若い人

たちをターゲットに、山口に”しごと”をつくる」、「山口に新た

な”ひと”の流れをつくる」、「若い世代の結婚、出産、子育ての

希望に応える環境整備」、「都市、農山漁村が共生する、地域の特

性に応じた生活圏、都市圏の形成」という４つの政策の方向性の

もとで、産官学金労言の連携のもと、人材や資本を本市に呼び込

むための施策展開をマネジメントします。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・総合戦略に掲げる、やまぐち地方創生１００ 

プロジェクト等の各種取組みを通じて、若い人

たちを対象とした新たな雇用の場や新たなひ

との流れが創出されています。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

15,000(※) 継続 継続 継続 継続 

(※) 平成 27 年度 3 月補正で計上した予算（55,000 千円）を平成 28 年度に繰越して実施します。 
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事 業 名 交流資源共創事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要]  

・山口市、宇部市の都市間連携により、アート・観光・スポーツ・

教育等、両市における比較優位な資源を活用し、交流人口創出や

新たな事業創出などを展開します。 

＊産学官金等によるワーキンググループを編制して、比較優位で

域内経済循環を高め、稼げる分野を特定します。 

＊専門的なプロジェクトマネージャを選任し、具体的なプロジェ 

クトを実施します。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・連携中枢都市圏内発的自立発展推進事業費補助金 

[期待される成果] 

・両市の連携による交流人口や新た事業を創出

し、自立発展できる都市圏となることが期待で

ます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

30,000 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 情報産業人材育成強化事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・付加価値獲得の成長分野であるＩＴ関連産業人材、また、多様化

する課題に対応できる人材育成のため、特に若い年齢層における

世代に応じたプログラミングなど情報産業人材育成カリキュラム

を開発、実施します。 

＊ＩＴ教育プログラム開発のノウハウを有する者との連携や、ＹＣ

ＡＭ等市内の教育環境を生かし、ＩＴ関連能力開発の必要性の理

解を深め、世代・能力に応じてステップアップできるワークショ

ップや講座を開発し、実証的に取り組みます。 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・創造力とＩＴ技術が養成され、生活環境の向 

上や付加価値の高い産業を創出できる市民が

増えることが期待できます。 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

0(※) 継続 継続 ― ― 

(※)平成 27 年度 3 月補正で計上した予算（10,000 千円）を平成 28 年度に繰越して実施します。 
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事 業 名 食の交流促進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・本市の食資源を生かした商品、メニュー、サービスの開発、付加

価値化や販路拡大、情報発信を支援することで、交流人口の創出

と地域経済の循環を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・圏域内での産品活用や商品開発が進み、生産 

者の所得向上と本市の食資源の魅力創造・訴求

力向上が期待できます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

2,500 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 生薬の郷づくり推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・生薬メーカー、山口県、市内事業者と共同し、クロモジ（生薬名

「烏樟」）の産地確立に向けた検討会の開催や研究に取り組みま

す。 

・平成 28 年度より新たに、生薬メーカーと連携して甘草の産地化に

向けた取り組みを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・薬用作物の産地化により、農業者及び加工事 

業者の所得向上が期待できます。 

・生薬の郷としての地域イメージ向上や、新た 

な特産商品の開発が期待できます。 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

3,000 継続 継続 継続 継続 
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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】 

((((アアアア))))    利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい地域公共交通体系地域公共交通体系地域公共交通体系地域公共交通体系のののの構築構築構築構築    

 （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。 
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事 業 名 コミュニティバス実証運行事業 [実施地域] 

山口地域 [事業概要] 

・コミュニティバスの実証運行の結果をふまえ、利用者にとって最

適な交通システムの確立に向けて取り組みます。 

・大内ルート＜若宮病院～大内地域～山口駅～米屋町～香山公園 1

日 23 便（土日祝 22 便）＞  

地域にとって最適かつ将来にわたって持続可能な交通体系の構築

に向け、継続して検討をします。 

・吉敷・湯田ルート＜東山通り大橋まわり 1日 13 便（土日祝 11 便）、

旧道・朝倉まわり 1日 12 便（土日祝 11 便）＞  

地域にとって最適かつ将来にわたって持続可能な交通体系の構築

に向け、継続して検討をします。 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

・実証運行の状況を効果検証し、持続可能な交 

通システムが確立されます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

44,800 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 コミュニティタクシー実証運行事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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  小鯖、宮野、嘉川、小郡、秋穂、佐山、 

～平成 22 年度  阿知須、徳地（島地）地域 

○平成 24 年度  宮野地域（運営組織と経路を大幅に拡大し 

(10 月～)   たため、再度実証運行を実施） 

○平成 25 年度  宮野地域＜～25 年 9月＞ 

○平成 28 年度  新たな地域 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

5,000 継続 継続 継続 継続 
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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] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域 

[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 

※宮野地域は、24 年 10 月に運営組織や経路を大幅に拡大したた

め、再度実証運行を実施（25 年 9月まで） 

○平成 21 年度～ 佐山、阿知須地域 

○平成 23 年度～ 島地地域 

○平成 25 年度～ 宮野地域 

○平成 27 年 8月末 秋穂地域運行終了 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

40,000 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 グループタクシー利用促進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・一般タクシーを共同利用する仕組みづくりを目指し、交通不便地

域にお住まいの高齢者グループ（原則として 4人以上）を対象に、

タクシー利用券を交付します。 

○対象者 

・最寄の公共交通機関から自宅まで原則として 1.0km 以上離れて

いる  

・65 歳以上で他のタクシー利用助成措置を受けていない方 

○交付するタクシー利用券  

 ・1 人あたり 60 枚（利用者負担を考慮し、最寄の公共交通機関ま

での距離に応じて利用券額を設定）   

○利用要件  

 ・1 乗車につき 1人 1枚のみ利用可能 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・買物や通院など日常生活に必要な最低限の  

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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

8,006 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 交通結節点整備事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

1,479 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 幹線バス確保維持事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・基幹交通に位置づける赤字の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。また、空港アクセス強化のため空港連絡バスの運行を

支援します。併せて、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） 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

160,727 継続 継続 継続 継続 
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イ 道路等の交通インフラの整備 

【形成方針】 

((((アアアア))))    広域的広域的広域的広域的なななな交通交通交通交通ネットワークづくりネットワークづくりネットワークづくり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。 
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事 業 名 湯田温泉周辺地区整備事業 [実施地域] 

山口地域 [事業概要] 

・湯田温泉周辺地区（若宮町計画エリア）の市道や生活道路の整備・

拡幅を行い、利便性の高い道路を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

133,000 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 東山通り下矢原線街路整備事業 [実施地域] 

山口地域 [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、周辺の交

通混雑を緩和します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

84,000 ― ― ― ― 
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事 業 名 道路改築事業 [実施地域] 

山口地域 [事業概要] 

・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、拡幅改良を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・合併特例債 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

97,400 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 幹線道路関連整備事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域 [事業概要] 

・国道等の幹線道路に関連する市道整備等を行います。 

・中国縦貫自動車道「(仮称)湯田 PA スマート IC」の整備を行いま

す。（工事委託、詳細設計、用地測量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・社会資本整備総合交付金 

・合併特例債 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

191,200 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 生活道路改良事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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） 

＊ゆずりあい道路（待避所、交差点）の整備 

＊舗装新設・改良 

＊地区道路の整備 

 

 

 

 

 

 

[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 

・地方道路等整備債 

・公共事業等債 

[期待される成果] 

・地区内道路の通行が円滑になります。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

516,500 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 道路整備計画道路改良事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

380,900 継続 継続 継続 継続 
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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】 

((((アアアア))))    ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴをををを活用活用活用活用したしたしたした生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス等等等等のののの提供提供提供提供    

 （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 デジタル防災行政無線等整備事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・デジタル防災行政無線を整備します。 

〔第 1次整備〕Ｈ24～Ｈ27 年度 

＊山口・小郡地域同報系無線整備、既存 4 地域（秋穂・阿知須・ 

徳地・阿東地域）同報系無線を含めた統制システムの整備 

 

〔第 2次整備〕Ｈ27～Ｈ28 年度 

＊移動系無線整備（デジタル化） 

実施設計 → 施工 

 

〔第 3次整備〕Ｈ29 年度以降 

＊阿東・徳地・秋穂・阿知須同報系無線の再整備 

 

[支援措置の内容等] 

・緊急防災・減災事業債 

[期待される成果] 

・災害情報等を、市内各地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。 

 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

367,000 継続 継続 継続 継続 
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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】 

((((アアアア))))     地産地消地産地消地産地消地産地消のののの拡大拡大拡大拡大    

 （取組内容） 

第一次産業における県内最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、圏域内最大の消費地として、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] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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。 

・公共建築物や一般建築物への市内産木材の利用をＰＲしていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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ます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

10,000 継続 継続 継続 継続 
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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] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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、地元の小規模な第一次産業従事者、

とりわけ高齢の第一次産業従事者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林水産物の陳列、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。 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・農林水産物を出荷する地元の第一次産業従事 

者が増えます。 

・客や売り上げが増えて、地産地消が推進され 

ます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

2,700 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 園芸作物振興事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・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。 

・加工品開発やブランド化を目的に、生産拡大を目指す園芸作物の

種苗代等に対する支援を行います。 

・園芸用機械、施設の導入経費に対する補助を行います。 

・青果市場や道の駅等への出荷を増やすため、少量多品目用のハウ

ス資材費の補助を行います。 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・園芸用機械、施設の導入により、対象作物の  

栽培面積が拡大します。 

・労働時間が低減され、生産・流通コストが   

削減します。 

・地域特産物の生産が拡大します。 

・青果市場等への野菜の出荷が増えます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

170,294 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 ６次産業化推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・第一次産業者が、新規に加工品開発を行う際にかかる開発費等の

補助を行います。 

・地元農林水産物を使用した加工品を製造する施設を新築または改

築する事業者に補助を行います。 

・市内の商工業者と市内の農林水産業者が一緒になって農商工連携

のプロジェクトを行うのに必要な加工設備の整備費用の補助を行

います。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・第一次産業者の収入が増加します。 

・地域内の経済循環が活性化します。 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

3,710 継続 継続 継続 継続 
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オ 地域内外の住民との交流・移住促進 

【形成方針】 

((((アアアア))))     交流交流交流交流のののの拡大拡大拡大拡大によるによるによるによる定住定住定住定住のののの促進促進促進促進    

 （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。 

 

 

 

事 業 名 外部人材活用事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要]  

・人口減少や高齢化等の進行が著しい地域において、地域力の維持・

強化を図るためには、担い手となる人材の確保が特に重要な課題

となっています。 

こうした課題解決のため、市全域を対象に地域おこし協力隊事業

として、都市部の都市部の若者の長期受入（最大３年間）を行い、

都市農村交流や６次産業化といったビジネスモデル構築（雇用の

受け皿づくり）の調査研究や地域活動に従事してもらいます。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・特別交付税措置（地域おこし協力隊） 

[期待される成果] 

・外部人材の生業づくりによる定住を支援する 

ことで、地域活動や産業の担い手が確保され、

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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

80,000 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 やまぐち定住実現プロモーション事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、  

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・東京圏や都市圏からの地方移住の促進するため「情報発信・情報

提供」「相談対応」において国、県と連携を強化し実施していきま

す。ホームページ、冊子、チラシの作成、東京圏や都市圏で行わ

れる移住フェアへの参加やセミナーの開催し、移住希望者に本市

の魅力を伝えていきます。 

・本市へ移住を具体的に考えられている方を対象に、お試し暮らし

ツアーを開催します。 

・移住者のライフスタイルを確立するお手伝いを地域住民の方々な

どと連携して相談を受ける専門の移住コーディネーターを配置し

ます。 

 

 

[支援措置の内容等] 

・特別交付税措置 

[期待される成果] 

・国主導で地方への移住が進められる中で、  

他の自治体との差別化を図り、本市の魅力的な

情報を発信することで本市への移住・定住が促

進されます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

6,000 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 空き家利活用事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・市内全域を対象地域とした空き家バンク制度を確立し、まずは、

人口減少地域から展開します。併せて、山口市空き家バンク改修

補助制度を拡充し移住促進を図るとともに、山口市空き家バンク

家財等処分費補助制度を空き家バンクに登録した時点から対象と

することで、空き家の登録促進を図ります。 

・地域の空き家をお試し暮らし住宅を確保し、空き家バンクの見学

や就労体験時の宿泊先として活用します。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・特別交付税措置 

[期待される成果] 

・空き家を活用し移住者を受入れられる環境を 

整備することで、持続可能な地域社会の担い 

手を確保することができます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

9,874 継続 継続 継続 継続 
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事 業 名 UJI ターン就労支援事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、  

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・過疎地域（阿東・徳地）地域の商工業者の３分の１が廃業を検討

している状況であり、新たな事業継承者を探す必要があることか

ら、事業継承を希望する商工事業者と県外からの UJI ターン希望

者のマッチングを行い、お試し就労への支援を行います。 

・農林水産業、事業継承（継業）については、事業開始後すぐに収

入が見込まれないため就業開始時から居住に係る費用の助成を行

います。 

・移住フェア等に参加された方が本市で仕事を体験できるよう旅費

の助成を行います。 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・移住希望者の仕事のマッチングが図られ、長 

期的な定住に繋がり、持続可能な地域社会の担

い手が確保されます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

3,170 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 新規漁業就業者支援事業 [実施地域] 

・山口地域、秋穂地域 [事業概要]  

・新規就業をめざす漁業研修生への研修経費に対する支援及び経営

基盤が脆弱な経営開始直後の新規就業者への経済的支援を県と連

携して行うことにより、新規就業者の確保を図ります。 

・近隣市町にない、漁業研修生に対する本市独自の家賃助成により、

漁業研修生の安定的確保及び就業後の市内定着を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・新規漁業就業者生活・生産基盤整備事業費補 

助金（県補助金） 

[期待される成果] 

・近隣市町にない本市独自の支援制度により、 

他地域からの研修生の受入れが期待できます。 

・一般的には研修先で就業するため、漁業就業 

者の増加が期待できます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

4,928 継続 継続 継続 継続 

 

 

 

 



＜交流の拡大による定住の促進＞ 

 

- 54 - 

事 業 名 漁業体験・交流事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・本市の地域資源（人的資源・産業資源・環境資源）を生かした地

域間の交流促進をめざし、地域交流センターや関係団体の協力を

得て、海川の豊かな恵みをとりまく産業、生活、食、文化、環境

をテーマに、主に子どもを対象とした漁業体験及び交流事業を実

施します。 

・事業を通じて、市内産水産物の消費拡大、漁業従事者の所得向上

及び交流人口の増加を図ります。 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・参加者に漁業に対する関心、水産物の知識を 

深めてもらうことで、水産物の消費拡大につな

げます。 

・漁業従事者と参加者、参加者同士の人的交流が

図られます。 

・漁業体験の観光漁業化をめざすことにより、 

漁業従事者の新たな収入源となります。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

578 継続 継続 継続 継続 
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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] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・広域的・国際的視野に立った地域経済基盤である「広域経済・交

流圏」において、圏域内の各都市が有する高次都市機能や地域資

源等を活用・共有を図っていくことで、圏域内における経済的な

価値や雇用の創出につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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

携関係が図られます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

2,000 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 やまぐち瀬戸内魅力創出事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域 [事業概要]  

・南部地域ニューツーリズムの形成として、アウトドアフィットネ

スの将来的な事業展開と拠点構築の検討や、近隣市との連携につ

いて、検討を行います。 

・南部の地域資源を生かした既存イベントの継続的な実施の支援や

地域団体等の体制強化を行います。 

・民間事業者や地域団体等による南部地域の地域資源を活用したス

モールビジネスの構築や周遊性創出に向けた取り組みや提案の実

証研究を行います。 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・広大な瀬戸内海や田園、里山といった自然環 

境を生かしたツーリズムや近隣市との連携に

よる情報発信の実施により、域内外からの交流

人口の拡大が図られます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

5,000 継続 継続 継続 継続 

(※) 平成 27 年度 3 月補正で計上した予算（5,000 千円）を平成 28 年度に繰越して実施します。 
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事 業 名 中山間地域資源利活用事業 [実施地域] 

山口地域の一部、阿知須地域、徳地地域、阿東地

域 

[事業概要] 

・中山間地域における地域資源の利活用を促進することで地域経済

の活性化を図ります。 

・中山間地域広域的価値創造発信事業として、地域ぐるみによる地

域資源を活かした新たな価値（魅力）の創造・発信による調査研

究を行います。 

・中山間地域資源付加価値創造支援事業として、地域の資源を活用

した地域経済循環の新たな流れの構築や都市農村交流の実施を行

う地域団体や個人に対し、事業補助（上限 50 万円）を実施します。 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・中山間地域の地域資源の掘り起こしを行い、 

資源の活用に取組む地域団体等の活動の立ち

上げを支援することで、交流人口が増加し、地

域経済が活性化されます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

3,000 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 大学連携推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・大学等の高等教育機関との連携を図ることで、産学官民が連携・

協働したまちづくりに取組んでいきます。 

 ＊地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）と連携

し、大学生等の地元就職促進を図る取組や、まちづくりへの参

画を促す取組を展開していきます。 

＊山口県立大学との包括的な連携協力のもと、徳地地域の主体的

な地域づくり活動を担うための知識習得を目的とした「地域リ

ーダーキャリアアップ講座」を開催します。   

＊産学官民で構成された「やまぐち街なか大学実行委員会」に、

アクティブなシニア等が人生の新たなステージで輝くための教

育プログラムの開発のほか、市民の知識向上を図る生涯学習、

まちづくりを牽引する人材育成、健康都市宣言・明治維新 150

周年等の本市の取組みと関連した講座の開催を委託します。 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・大学と地域の人的・知的資源の交流により、地

域の課題解決や教育・文化の振興、観光・教育

政策の研究、人材育成、人材定着、保健福祉の

向上、地域づくり、産業の振興が図られていま

す。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

5,000 継続 継続 継続 継続 

 

 

 



＜その他＞ 
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事 業 名 東アジア都市間交流推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・組織横断的に連携を図り、グローバルな視点に立ち、アジア間で

新たな物的人的交流につながるプログラムの作成、実施に取組み

ます。 

＊20 年度から引き続き済南市・昌原市・山東大学・昌原大学校・

山口大学と共同で 3 都市・3 大学国際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。平成 28 年度開催地は済

南市の予定。（H20,23 昌原市・H21,24 山口市・H22 済南市・H25,26，

27 は延期） 

＊英語でのコミュニケーションが可能であるマレーシア・シンガ

ポールでの青少年派遣交流を計画・実施します。 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・東アジアとの物流・人的交流を拡大します。 

 

 

 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

3,146 継続 継続 継続 継続 

 

 

 

事 業 名 学生消防団員育成事業 [実施地域] 

山口地域 [事業概要] 

・市内大学へ通学する学生を消防団活動に取り込むことで、消防団

の活性化を図るとともに、地域防災力の向上を図ります。 

・「学生消防団員」は、通常の災害等には出場せず、広報活動や大規

模災害時の支援活動など、あらかじめ指定する消防団活動を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・大学生の就職活動支援や企業の人材確保等に 

繋がる仕組みを構築し、本市への定住促進を図

ります。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

58,427 継続 継続 継続 継続 

 



＜人材育成機能の充実＞ 
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（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】 

((((アアアア))))    人材育成機能人材育成機能人材育成機能人材育成機能のののの充実充実充実充実    

 （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 地域づくりリーダー育成事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・地域づくりの活動主体である地域づくり協議会等の地域コミュニ

ティのリーダーを対象に、座学やワークショップ等の人材育成研

修を実施します。 

・計画策定会議など、地域での会議等に地域アドバイザーを派遣 

し、必要なアドバイスを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・地域づくりの実践の手法など地域づくり活動 

に必要なノウハウを習得し、習得したノウハウ

を活かし地域づくりが実践されます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

2,799 継続 継続 継続 継続 

 

 



＜協働によるまちづくり＞ 
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イ 地域内分権の推進 

【形成方針】 

((((アアアア))))    協働協働協働協働によるまちづくりのによるまちづくりのによるまちづくりのによるまちづくりの推進推進推進推進    

 （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 持続可能な日常生活圏研究事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・人口減少が進む農山漁村地域を中心に、「協働によるまちづくり」

のもとで、住民の日常生活が維持できる地域のあり方を検証しま

す。 

＊集落点検等による地域課題の抽出・分析 

＊人材育成 

＊コミュニティビジネス等の研究 

＊遊休施設等の利活用にかかる研究・検討 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[期待される成果] 

・人口減少が進む地域においても、協働によるま

ちづくりを通じて、日常生活に必要なサービス

が提供されます。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

3,441 継続 継続 継続 継続 



＜協働によるまちづくり＞ 

 

- 60 - 

事 業 名 地域交流センター建設事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・施設が老朽化し、狭隘な地域交流センターの用地を確保し、建替

えを実施します。 

（平成 28 年度実施施設） 

 ＊宮野地域交流センター   ＊小郡地域交流センター 

 ＊二島地域交流センター   ＊鋳銭司地域交流センター 

 ＊佐山地域交流センター 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

・緊急防災・減災事業債 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

465,400 継続 継続 継続 継続 

 

 

事 業 名 協働のまちづくり推進事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[事業概要] 

・山口市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） 

 

 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

1,546 継続 継続 継続 継続 

 

 

 

 



＜協働によるまちづくり＞ 
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事 業 名 地域の個性を活かす交付金事業 [実施地域] 

山口地域、小郡地域、秋穂地域、阿知須地域、 

徳地地域、阿東地域 

[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われる地域振興、地域福祉、安心･安全、

環境づくり、地域個性創出に関する地域主体の活動を支援します。 

・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。 

 

 

 

 

[支援措置の内容等] 

 

[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。 

事 業 費 

（単位：千円） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

387,558 継続 継続 継続 継続 
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５ 山口市定住自立圏共生ビジョン事業一覧表                    

 

（（（（１１１１））））生活機能生活機能生活機能生活機能のののの強化強化強化強化にににに係係係係るるるる政策分野政策分野政策分野政策分野

ア　医療

　（ア）安心な医療体制の確保

事業名 事業費（Ｈ28） 支援措置等

1 二次病院群輪番制病院運営支援事業 42,875

2 医療施設・設備整備費助成事業 21,600 ・医療提供体制推進事業費補助金

3 地域救急医療運営費補助事業 77,371

4 休日・夜間急病診療所運営業務 138,197

5 在宅当番医制事業 29,032

6 産科医等確保支援事業 7,200 ・医師就業環境整備総合対策事業費補助金

7 へき地診療所事業 8,105 ・へき地医療対策費補助金

イ　福祉

　（ア）子育て支援環境の充実

事業名 事業費（Ｈ28） 支援措置等

8 児童健全育成事業 9,181 ・子ども・子育て支援交付金

地域子育て支援拠点事業 78,637

地域型つどいの広場設置助成事業 21,960

10 乳幼児医療費助成事業 485,732

11 こども医療費助成事業 26,179

12 ひとり親家庭医療費助成事業 126,087

13 放課後児童クラブ運営事業 497,540 ・子ども・子育て支援交付金

14 放課後児童クラブ整備事業 70,630 ・合併特例債、過疎債

15 地域ぐるみ子育て支援推進事業 24,364
・学校・家庭・地域の連携による教育
　支援活動促進事業費補助金

16 私立保育園運営事業 2,429,452
・子ども・子育て支援法に基づく運営
　費国庫、県負担金

17 私立保育園整備費助成事業 189,033 ・保育所緊急整備事業費補助金

18 認定こども園運営事業 181,096
・子ども・子育て支援法に基づく運営
　費国庫、県負担金

19 子育て福祉総合センター管理運営事業 9,571 ・子ども・子育て支援交付金

　（イ）健康長寿に向けた環境の整備

事業名 事業費（Ｈ28） 支援措置等

20 健康診査事業 149,584 ・疾病予防対策事業費補助金

21 認知症ケア総合推進事業 12,140 ・地域支援事業交付金

22 予防接種事業 683,320

23 福祉優待バス乗車証交付事業 147,438

24 高齢者タクシー料金助成事業 18,554

25 地域包括支援センター運営事業 250,615 ・地域支援事業交付金

26 地域リハビリテーション活動支援事業 10,533 ・地域支援事業交付金

27 生活支援・介護予防体制整備事業 12,343 ・地域支援事業交付金

28 日中一時支援事業 23,400 ・地域生活支援事業費補助金

29 移動支援事業 20,463 ・地域生活支援事業費補助金

30 重度心身障害者医療費助成事業 889,069

31 福祉タクシー料金助成事業 35,848

32 相談支援事業 58,718 ・地域生活支援事業費補助金

地域子育て支援拠点事業 100,597 ・子ども・子育て支援交付金

備考

備考

備考

9

（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）
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ウ　教育

　（ア）教育環境の充実

事業名 事業費（Ｈ28） 支援措置等

32 情報教育環境整備事業 207,702

33 コミュニティスクール推進事業 6,758

34 学校図書館整備推進事業 51,276

35 学校図書館支援サービス事業 5,066

36 移動図書館管理運営業務 1,501

37 図書館活用推進事業 2,966

小学校施設増改築事業 224,680

中学校施設増改築事業 71,000

大内小学校校舎増築事業 365,923

小学校施設長寿命化事業 270,700

中学校施設長寿命化事業 129,100

小学校施設安心安全推進事業 51,050

幼稚園施設安心安全推進事業 22,500

中学校施設安心安全推進事業 8,000

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（Ｈ28） 支援措置等

中心市街地活性化対策事業 5,900

【中活】 中心市街地活性化整備事業 1,500

316,099 中心市街地活性化事業 17,970

【商工振興課】 中心市街地活性化計画策定・推進事業 1,789

36,920 中心市街地核づくり推進事業 241,350

【合計】 中心市街地住環境総合整備事業 67,060

353,019 あきないのまち支援事業 15,000

にぎわいのまち支援事業 2,450

40 湯田温泉まちなか整備事業 63,000
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債

41 立地等奨励事業 341,072

新山口駅ターミナルパーク整備事業 2,357,000

新山口駅北地区重点エリア整備事業 405,000

　（イ）魅力的な農林業の再生

事業名 事業費（Ｈ28） 支援措置等

43 もうかる農業創生事業 6,300

44 単市土地改良補助事業 14,335

45 畜産農家支援事業 43,789
・資源循環型肉用牛経営育成事業費補助金

・畜産競争力強化対策整備事業費補助金

46 日本型フォレスター等育成支援事業 2,149

47 造林等補助事業 18,000

　（ウ）新産業・交流産業の創造

事業名 事業費（Ｈ28） 支援措置等

48 山口情報芸術センター企画運営事業 250,862
・文化芸術振興費補助金
・過疎地域等自立活性化推進交付金

49 ふるさと産品営業推進事業 240,174

50 大内文化観光ブランド創出事業 1,800

51 インバウンド観光誘客推進事業 1,230

52 フィルムコミッション推進事業 1,715

53 新事業創出チャレンジ事業 12,452

54 戦略的成長産業集積特別事業 16,645

55 地方創生戦略推進事業 15,000

56 交流資源共創事業 30,000

57 情報産業人材育成強化事業 0

58 食の交流促進事業 2,500

59 生薬の郷づくり推進事業 3,000

平成28年度当初予算額　15,000千円
平成27年度3月補正による繰越額　55,000千円

平成28年度当初予算額　0千円
平成27年度3月補正による繰越額　10,000千円

備考

備考

中心市街地活性化対策事業

備考

備考

1,142,953
・公立学校施設整備費負担金
・学校施設環境改善交付金

・社会資本整備総合交付金
・合併特例債
・公共事業等債

39

42 ターミナルパーク整備事業 2,762,000
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債

学校施設増改築・長寿命化事業38
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（（（（２２２２））））結結結結びつきやネットワークのびつきやネットワークのびつきやネットワークのびつきやネットワークの強化強化強化強化にににに係係係係るるるる政策分野政策分野政策分野政策分野

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（Ｈ28） 支援措置等

60 コミュニティバス実証運行事業 44,800

61 コミュニティタクシー実証運行事業 5,000

62 コミュニティタクシー運行促進事業 40,000

63 グループタクシー利用促進事業 8,006

64 交通結節点整備事業 1,479

65 幹線バス確保維持事業 160,727

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（Ｈ28） 支援措置等

66 湯田温泉周辺地区整備事業 133,000
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債

67 東山通り下矢原線街路整備事業 84,000
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債

68 道路改築事業 97,400 ・合併特例債 平井西岩屋線道路改築事業

69 幹線道路関連整備事業 191,200
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債

「(仮称)湯田PAスマートIC」整備

70 生活道路改良事業 516,500

・社会資本整備総合交付金
・合併特例債
・過疎債
・地方道路等整備債
・公共事業等債

71 道路整備計画道路改良事業 380,900
・社会資本整備総合交付金
・合併特例債
・過疎債

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（Ｈ28） 支援措置等

72 デジタル防災行政無線等整備事業 367,000 ・緊急防災・減災事業債

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（Ｈ28） 支援措置等

73 山口市内産木材利用促進事業 10,000

74 朝一から朝市人だかり推進事業 2,700

75 園芸作物振興事業 170,294

76 ６次産業化推進事業 3,710

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（Ｈ28） 支援措置等

77 外部人材活用事業 80,000 ・特別交付税措置(地域おこし協力隊)

78 やまぐち定住実現プロモーション事業 6,000 ・一部特別交付税措置

79 空き家利活用事業 9,874 ・一部特別交付税措置

80 ＵＪＩターン就労支援事業 3,170

81 新規漁業就業者支援事業 4,928
・新規漁業就業者生活・生産基盤整備事
業費補助金（県補助金）

82 漁業体験・交流事業 578

備考

備考

備考

備考

備考
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カ　その他

事業名 事業費（Ｈ28） 支援措置等

83 都市連携推進事業 2,000

84 やまぐち瀬戸内魅力創出事業 5,000

85 中山間地域資源利活用事業 3,000

86 大学連携推進事業 5,000

87 東アジア都市間交流推進事業 3,146

消防団管理運営業務 8,612

消防団員災害等活動事業 49,815

（（（（３３３３））））圏域圏域圏域圏域マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント能力能力能力能力のののの強化強化強化強化にににに係係係係るるるる政策分野政策分野政策分野政策分野

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（Ｈ28） 支援措置等

89 地域づくりリーダー育成事業 2,799

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（Ｈ28） 支援措置等

90 持続可能な日常生活圏調査事業 3,441
宮野地域交流センター建設事業 237,800

二島地域交流センター建設事業 124,600

小郡地域交流センター建設事業 32,000

鋳銭司地域交流センター建設事業 39,000

佐山地域交流センター建設事業 32,000

92 協働のまちづくり推進事業 1,546

93 地域の個性を活かす交付金事業 387,558

平成28年度当初予算額　5,000千円
平成27年度3月補正による繰越額　5,000千円

備考

・緊急防災・減災事業債

備考

備考

91 地域交流センター建設事業 465,400

学生消防団員育成事業88 58,427
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