
取組 事業の概要 事業の実績見込み　（●は実施済み、○は実施中、△は実施予定、■コロナの影響による中止）

ア　経済戦略の策
定及び推進

1
山口県央連携都市圏域ビジョ
ンの推進

山口県央連携都市圏域推進協議会・ビ
ジョン懇談会の開催

△山口県央連携都市圏域ビジョン懇談会の開催（3月頃）
△山口県央連携都市圏域推進協議会の開催（2/4）
○山口県央連携都市圏域推進協議会幹事会の開催
　　・第１回幹事会（5/22）、第２回幹事会（10/1５）、第３回幹事会（1/28）

2 起業・創業支援
起業家支援事業・起業後のフォローアップ
セミナーの開催等

○産業交流拠点施設における産業支援機能の調整
△圏域内企業の課題解決や新事業創出に向けたニーズ調査、モデル事業の実施【新規】
○うべ産業共創イノベーションセンターにおける起業創業、経営などの相談、事業者間の交流促
進、セミナーなどの開催
△成長志向の高い事業所リーダーの育成を目的とするセミナーの開催

3
ビジネスマッチング・連携の支
援

圏域内の企業をマッチングするセミナー等
の開催や、マッチング事業の支援
地場産品等の販売促進事業、販路開拓に
向けた支援

〇レノファホームゲームスタンプラリーを通じた７市町の特産品等のPR事業（８月～１月）
■圏域特産品販売イベントの実施　（山口オクトーバーフェストで山口ゆめ回廊ブースを設置
（4/26～5/6）　山口市、宇部市、萩市、防府市、美祢市）
△圏域特産品販路拡大事業（圏域内・首都圏）（11/13・14 FOOD STYLE、12/5・6 三井住友
銀行は中止）
〇ふるさと納税返礼品の圏域版商品の造成【新規】（山口市×防府市：お米、山口市×山陽小野田
市：お酒）
△共同開発促進セミナーの開催
〇山口市新商品等共同開発支援補助金の募集（10/5～募集開始予定）
〇海外販路開拓・事業展開オンラインセミナー・ワークショップの開催（10/14、10/28、11/9）

4 産業人材の育成及び確保
圏域内の産業を担う人材を育成、確保す
る取組を推進

○中小企業の事業承継支援事業
　　・圏域内の商工団体が締結している連携協力協定による担当者会議及び会頭・会長会議の開
催
　　・圏域内企業に対し、士業等による専門家派遣支援を実施
　　・圏域版プラットフォームの形成に向けた各市町の事業承継支援に関するヒアリングを実施
●中高生を対象とした圏域中小企業職業体験イベント「やまぐち未来のしごとフェスタ」の実施【新
規】（11/26.27　維新百年記念公園アリーナ・レクチャールーム）
○人手不足の企業と求職者を繋ぐ新しいサービスの構築や業界団体による人材確保への取組に
対して人材確保応援補助金により支援　・交付件数：２件
〇人材確保に向けた多様な働き方導入セミナーの開催、業務棚卸等のアドバイザー派遣
△子育て女性向けのセミナーの開催・マッチング事業
△外国人材受入企業支援セミナーの開催
△デザイン経営を学ぶ人材育成セミナー・ワークショップの開催【新規】
○地元大学生の県内就職の促進
　　・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）における取組との連携
○連携中枢都市人材育成事業費補助金の募集
　　・経済団体等の次世代の人材が交流人口の創出を目的に行う事業を支援し、
　　　人材育成を図る(交付件数：1件)

5 企業連携・企業誘致等の推進
山口テクノ、宇部テクノの進出企業間の連
携促進

△山口・宇部テクノパーク連絡協議会の開催
　・山口テクノパーク、山口テクノ第２団地、宇部テクノパークの３団地に立地する企業が一体的な
産業団地として連携（団地内企業情報の共有化、公共交通等導入の検討など）

ウ　 地域資源を活
用した地域経済の
裾野拡大

6
農林水産物の販路拡大と農山
漁村の交流創出

圏域内における６次産業化や農商工広域
連携への支援
マルシェの開催や相互出店、道の駅等の
ネットワーク化などを検討

●道の駅等連携事業
　　・うまいもんブックの配布
■農林水産物新たな販路確保・拡大事業（直売イベントへの出店）
△プロジェクトチームによる検討会議：感染拡大の状況を見ながら開催予定
　　・令和２年度の連携事業推進に向けた協議、令和３年度に向けた取組の検討

都市間ツーリズムの促進

△圏域を周遊するモデルルートの造成・モニターツアーの実施（10/23　SLモニターツアー開催予
定）
〇効果的な情報発信・プロモーション事業の実施
○地域ガイドのスキルアップ研修
〇博覧会開催に向けた観光地域づくりの取組の推進【拡充】
△ジオパーク資源を活用した連携事業
△萩往還ブランド３市（山口市、萩市、防府市）、せとうちＤＭＯとの連携事業

ＤＭＯ体制構築の推進
○ＤＭＯの運営支援
○ＤＭＯの経営人材の育成

インバウンド誘客推進事業
○インバウンド誘客プロモーション事業（プロモーション活動、パンフレット作成・印刷等）
△二次交通利用促進事業（インバウンド受入再開時に直ちに対応できるよう準備中）
〇観光施設の多言語化対応・ICT環境の整備

産業観光の推進 ■産業観光推進事業の推進

8 アートツーリズムの推進等 デジタルアートを活用したイベントの開催

○山口情報芸術センター（ＹＣＡＭ）による企画事業
　　・YCAMスポーツハッカソン＋未来の山口の運動会、爆音映画祭等
○おいでませ！アート圏域の形成事業
　　・COC+ テクノロジー×アート講座及びときわ公園を実践フィールドにした
　　　テクノロジー×アートイベント（ときわミュージアム世界を旅する植物館）の開催
　　・TOKIWAファンタジア×光と音楽を融合させたメディアアート（TOKIWAファンタジア
　　　の拡充）

9 スポーツツーリズムの推進等 サイクルイベントの開催
■サイクルイベントの開催
△サイクルマップの作成

10 ＭＩＣＥ誘致の推進 MICE誘致に向けた検討

　ＭＩＣＥ誘致用ユニークベニュー版パンフレットの制作【新規】
○新山口駅北地区拠点施設における多目的ホール、会議室等の整備による、ＭＩＣＥ等の誘致の
実施。
  ・平成31年度建設工事着手、令和3年度供用開始予定

11 博覧会の開催 博覧会の開催に向けた取組

〇博覧会開催に向けた広報宣伝・ＰＲ活動の実施
（ウェブサイトの開設、ポスター・リーフレット等の作成、公式ガイドブックの作成、ＰＲ動画の作成
等）
●オープニングセレモニー（10/4）山口宇部空港
○博覧会プレイベントの実施
・リアル宝探しゲーム「うちら！ななゆめ調査団！」・まち歩きプログラム「ゆめ散歩」・「デジタルス
タンプラリー」の実施、「ユニークベニューでのアート×食イベント」の実証
〇地域通訳案内士の育成
○山口ゆめ回廊博覧会実行委員会の開催
　・第5回（5/14書面会議）、第６回（10/26）、第７回（３月予定）
○プロジェクトチームによる検討会議（4/18、7/24、10/29）

オ　その他 12 圏域情報の発信
地域情報誌を活用し、山口市内全域に圏
域の交流イベント等の情報を発信

○山口市・宇部市の地域情報紙へ圏域内の交流促進に資するイベント、地域資源等の情報を掲
載
　　・サンデー山口、サンデー宇部・山陽小野田への紙面「山口ゆめ回廊」の掲載
　　・圏域市町のホームページにイベント情報等を掲載「ナナシマチ」
○FM山口における情報発信
　テレビ番組を活用した情報発信【新規】
○新山口駅南北自由通路を活用した情報発信
　　・デジタルサイネージ（電子看板）、マルチディスプレイ
○山口宇部空港を活用した情報発信
　　・デジタルサイネージ（電子看板）、PRコーナーの設置
○各市町広報誌等を活用した情報発信
○プロジェクトチームによる検討会議（5/31、10/4）
　　・令和元年度事業に関する情報共有、令和２年度の取組の方向性　等

エ　戦略的な観光
施策の展開
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令和2年度連携事業概要及び実績見込み

事業名

圏域全体の経済成長のけん引

イ　戦略産業の育
成
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広域観光連携

資料１-2



ア　高度な医療
サービスの提供体
制構築の支援

13
高度な医療サービスの提供に
向けた連携

高度な医療サービスの提供、医療

○二次救急医療体制の確保に向けた運営支援
○休日及び夜間における救急患者の医療を確保するための診療業務委託
○夜間の地域医療を確保するため山口市休日・夜間急病診療所の運営委託
○二次救急病院の機能維持を図るための経費に補助

14
広域交通拠点の活用・機能強
化

新山口駅ターミナルパークの整備
新山口駅・山口宇部空港を活用した情報
発信

○新山口駅南北自由通路を活用した情報発信【再掲】
　　・デジタルサイネージ（電子看板）、マルチディスプレイ
○山口宇部空港を活用した情報発信【再掲】
　　・デジタルサイネージ（電子看板）、PRコーナーの設置

15
広域交通ネットワーク機能の強

化
広域交通機能強化に向けた検討 〇新たなモビリティサービスの調査・実証事業【新規】

企業と連携した新産業を創出する事業
○地元大学生の県内就職の促進【再掲】
　　・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）における取組との連携

大学や地元産業と連携したイベントの開催 ○COC+ テクノロジー×アート講座の開催【再掲】

17
文化・芸術機能の強化と対流創
出

学校と連携した教育普及活動事業
○山口情報芸術センターにおける教育普及活動
　　・教育普及プログラム「アートってどうみたらいいの？と思ったことがある人へ」等

ア　地域医療・福
祉

18 地域医療提供体制の確保 産科医等確保支援事業

○産科医等確保支援事業
　　・産科医確保に向けて、病院、診療所、及び助産所に対する分娩手当を支援
　　・産科医の新規開設・事業承継に対する支援
○地域医療に携わる看護士の養成支援
　小児初期救急医療体制の確保に向けた運営支援【新規】

19 福祉サービスの充実
病児保育事業の実施
高齢者等の経済的負担を軽減し、外出を
促す。

〇高齢者の健康づくり・介護予防事業【新規】
○病児・病後児保育事業
○子育てに関する相談や情報提供 、子育て親子の交流の場等の運営
○男女間における暴力（ＤＶ等）の被害者に対する保護及び自立支援
○福祉優待バス乗車証交付事業

20 教育文化施設などの連携 市立図書館の相互利用について協議 ○山口市立図書館の資料貸し出しサービス対象者を圏域全域に拡大

21 スポーツの振興 スポーツ活動の機会充実
■サイクルイベントの開催、サイクルマップの作成
〇レノファホームゲームスタンプラリーを通じた７市町の特産品等のPR事業（８月～１月）【再掲】

22 若者の交流の場づくり 若者の交流の場づくり △若者の交流の場づくりの検討

23 農林水産業の振興 農林水産業の振興
○家畜診療体制の運営支援
●道の駅等連携事業（うまいもんブックの配布）【再掲】
■農林水産物新たな販路確保・拡大事業（直売イベントへの出店）【再掲】

エ　災害対策 24 災害対策 消防団員の育成
■消防団大学による若手消防団員の育成
〇消防防災設備の共同運用（十種ヶ峰中継局）
■圏域職員の重機操作合同訓練

オ　環境 25 環境保全の推進 広域水源涵養事業
△広域水源涵養
　　・厚東川水系上流部における水源涵養事業に対し助成（宇部市・美祢市）

ア　地域公共交通 26 地域公共交通対策 地域公共交通の利用促進について検討

〇公共交通の利用促進を図る取組の実施
　　・ＪＲ宇部線・小野田線スマホスタンプラリーを実施（11月以降に実施予定）
　　・ノーマイカーデーにおける連携事業の実施（山口市・防府市）
○交通系ＩＣカードの導入促進【新規】

　イ　地域内外の住
民との交流･移住促
進

27 移住・定住の促進
移住定住フェアの共同開催
移住促進支援事業

△山口県央連携都市圏移住イベント（11/29、2/20予定）
　　・オンラインによる移住定住ツアーの開催
●圏域企業訪問バスツアー（1/8）
○おためし暮らし賃貸住宅家賃補助金（圏域への移住定住を考えている方を対象とし、仕事や住
居等を探すための長期滞在に対する支援）
○プロジェクトチームによる検討会議（8/19、9/16、10/23、12/22、3月予定）
　　・山口県央連携都市圏移住イベント共同開催に向けた協議など令和2年度事業
　　　計画の確認

経済団体の青年部組織等の取組支援
○連携中枢都市人材育成事業費補助金の募集【再掲】
　　・経済団体等の次世代の人材が交流人口の創出を目的に行う事業を支援し、人材育成を図る
　　（交付件数：2件）

圏域内で活躍する若者の情報発信 ○ＦＭ山口における情報発信（7/3～3/26予定）【再掲】

宇部市志立市民大学授業料の入学要件
の緩和

●宇部志立市民大学授業料の市外枠の廃止

自治体クラウドの推進

○自治体クラウド協議会における基幹系業務システムの共同利用
（協議会構成市町：宇部市・山口市・防府市・美祢市・山陽小野田市+長門市・周防大島町・和木
町）
○情報系システムのクラウド化の推進（宇部市・山口市）

スマート自治体の推進 〇ＲＰＡ等を活用した事務の効率化・改善【新規】

消防通信指令業務の共同運用

○消防通信指令業務の共同運用に向けた調整会議（3消防本部）の開催
　　　第１回（6/2）、第２回（7/16）
〇消防通信指令業務の共同運用に向けた検討委員会（3市）
　　　第1回（10/13）、第2回（12/23）

30
プロジェクトチーム設置や人材
交流等の推進

プロジェクトチームの設置
職員合同研修を開催

○プロジェクトチームの設置
　　・８つの重点プロジェクトにかかるプロジェクトチームの運営
■職員研修
　　・圏域職員合同政策形成研修
■職員研修
　　・ドクターカーによる救急救命士研修
　　・圏域職員の重機操作合同訓練【再掲】
　　・消防団大学による若手消防団員の育成【再掲】

イ　高度な中心拠
点の整備･ 広域
的な交通網の強

化

　高次の都市機能の集積・強化　

次世代の人材育成

29 圏域内での共同事業の展開

イ　教育・文化・ス
ポーツ

大学等との連携

(2) 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

ウ　地域振興

　圏域全体の生活関連機能サービスの向上

３
 
圏
域
全
体
の
生
活
関
連
機
能
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

　ア　人材育成・圏
域マネジメント能
力の強化に係る連
携

(3) 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

(1) 生活機能の強化に係る政策分野

28

２
　
高
次
の
都
市
機
能
の
集
積
・
強
化 16ウ　高等教育・研

究開発の環境整
備


