
 

 

 

 

 

 

山口市ふるさと産業振興条例 

（逐条解説） 
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山口市ふるさと産業振興条例 

 

山口市は、山口県の中央部に位置し、それぞれ地域特性のある旧

１市５町からなり、南は瀬戸内海から北は島根県境までの広大な市

域を有しており、豊富な緑や清澄な水、農林水産資源に恵まれた自

然豊かなところである。 

また、歴史的には、室町時代に大内氏が繁栄を極め、幕末には維

新胎動の舞台となり、様々な歴史・文化に彩られた史跡と山陽路随

一の湯量といわれる湯田温泉を有するなど、本市特有の地域資源に

囲まれ、これまで歴史文化観光都市として経済発展を遂げてきた。 

このようななか、本市の事業所の大多数を占める中小企業をはじ

めとするふるさと産業は、これまで経済活動全般にわたり重要な役

割を果たすとともに、地域社会の担い手として本市の発展と市民生

活の向上を担ってきたところである。しかし、社会経済環境の変化

が 著 し く 、 本 市 の 経 済 情 勢 は 厳 し く か つ 不 透 明 な 状 況 が 続 い て い

る。 

よって、本市の持続的な発展のためには、ふるさとへの愛着と誇

りを胸に、市、事業者及び関係団体並びに市民が協力して、地域資

源を活用した様々な取組を行うことにより、地域経済の循環を活性

化させ、それにより事業者の発展、所得の向上、雇用の創出及び拡

大、若者の定住などにより、活力ある地域経済の形成及び市民生活

の向上を創り出す必要がある。 

ここに、本市の有する地域資源を活用し、本市のふるさと産業を

振興するため、この条例を制定する。 

【【【【解説解説解説解説】】】】  

本市本市本市本市のおかれているのおかれているのおかれているのおかれている産業構造産業構造産業構造産業構造をををを概観概観概観概観しししし、、、、これらこれらこれらこれら産業産業産業産業がががが果果果果してきたしてきたしてきたしてきた

社会的社会的社会的社会的なななな役割役割役割役割をををを明確明確明確明確にしたにしたにしたにした上上上上でででで、、、、本条例本条例本条例本条例をををを策定策定策定策定するするするする必要性必要性必要性必要性をををを宣言宣言宣言宣言・・・・

周知周知周知周知するためにするためにするためにするために、、、、特特特特にににに前文前文前文前文をををを設設設設けていますけていますけていますけています。。。。    

市内産業市内産業市内産業市内産業をををを「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと産業産業産業産業」」」」とととと総称総称総称総称することによりすることによりすることによりすることにより、、、、まずはまずはまずはまずは「「「「地地地地

元元元元のものをのものをのものをのものを地元地元地元地元でででで消費消費消費消費・・・・利用利用利用利用することすることすることすること」」」」をあらゆるをあらゆるをあらゆるをあらゆる分野分野分野分野でででで進進進進めめめめ、、、、ささささ

らにはらにはらにはらには「「「「地元地元地元地元のものをのものをのものをのものを活用活用活用活用することですることですることですることで地元以外地元以外地元以外地元以外のののの消費消費消費消費をををを呼呼呼呼びびびび込込込込むむむむ」」」」

ことをことをことをことを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めるめるめるめる取組取組取組取組をををを期待期待期待期待しているものですしているものですしているものですしているものです。。。。    

なおなおなおなお、、、、本条例本条例本条例本条例におけるにおけるにおけるにおける地域資源地域資源地域資源地域資源とはとはとはとは、、、、地元生産地元生産地元生産地元生産によるによるによるによる農産品農産品農産品農産品をはをはをはをは

じめとしたじめとしたじめとしたじめとした１１１１次産品次産品次産品次産品のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、大内氏大内氏大内氏大内氏からからからから毛利氏毛利氏毛利氏毛利氏そしてそしてそしてそして明治維新明治維新明治維新明治維新、、、、

現代現代現代現代へとへとへとへと至至至至るるるる歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで彩彩彩彩られたられたられたられた歴史文化資源歴史文化資源歴史文化資源歴史文化資源、、、、湯田温泉湯田温泉湯田温泉湯田温泉をををを中心中心中心中心とととと

したしたしたした観光資源観光資源観光資源観光資源、、、、またまたまたまた、、、、地元地元地元地元のののの消費活動消費活動消費活動消費活動をををを牽引牽引牽引牽引してきたしてきたしてきたしてきた中心商店街中心商店街中心商店街中心商店街、、、、



交通結節点交通結節点交通結節点交通結節点としてのとしてのとしてのとしての地域特性地域特性地域特性地域特性、、、、事業者事業者事業者事業者のののの産業技術産業技術産業技術産業技術などなどなどなど、、、、本市本市本市本市のののの地域地域地域地域

特有特有特有特有のののの価値価値価値価値をををを指指指指すものですすものですすものですすものです。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、地域内地域内地域内地域内でのでのでのでの生産生産生産生産・・・・消費活動消費活動消費活動消費活動によるによるによるによる経済循環経済循環経済循環経済循環をををを活性化活性化活性化活性化させさせさせさせ

るのみならずるのみならずるのみならずるのみならず、、、、地域資源地域資源地域資源地域資源をををを利用利用利用利用したしたしたした付加価値付加価値付加価値付加価値のののの高高高高いいいい商品商品商品商品・・・・サービサービサービサービスススス

によるによるによるによる地域外地域外地域外地域外のののの消費消費消費消費のののの取取取取りりりり込込込込みをみをみをみを行行行行うためにもうためにもうためにもうためにも、、、、これらのこれらのこれらのこれらの地域資源地域資源地域資源地域資源

をををを地域地域地域地域ブランドブランドブランドブランドとしてとしてとしてとして磨磨磨磨きききき上上上上げげげげ、、、、地域地域地域地域のののの価値価値価値価値をををを上上上上げげげげ、、、、地域外地域外地域外地域外へのへのへのへの競競競競

争力争力争力争力がががが強化強化強化強化されることをされることをされることをされることを期待期待期待期待していますしていますしていますしています。。。。    

    

またまたまたまた、、、、市市市市、、、、事業者及事業者及事業者及事業者及びびびび関係団体並関係団体並関係団体並関係団体並びにびにびにびに市民市民市民市民がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって、、、、地域地域地域地域

資源資源資源資源のののの活用活用活用活用をををを積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むことによりむことによりむことによりむことにより、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済のののの循環循環循環循環をををを活性活性活性活性

化化化化させさせさせさせ、、、、それによりそれによりそれによりそれにより企業企業企業企業のののの発展発展発展発展、、、、所得所得所得所得のののの向上向上向上向上、、、、雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出・・・・拡大拡大拡大拡大、、、、

若者若者若者若者のののの定住定住定住定住などがもたらされなどがもたらされなどがもたらされなどがもたらされ、、、、ひいてはひいてはひいてはひいては本市本市本市本市のののの自立自立自立自立・・・・持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地地地地

域社会域社会域社会域社会のののの形成形成形成形成にににに寄与寄与寄与寄与するするするする旨旨旨旨をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。    

なおなおなおなお、、、、本条例本条例本条例本条例はははは、「、「、「、「ふるさとへのふるさとへのふるさとへのふるさとへの愛着愛着愛着愛着とととと誇誇誇誇りりりり」」」」をもってをもってをもってをもって行行行行われるわれるわれるわれる

地産地消地産地消地産地消地産地消のののの消費活動消費活動消費活動消費活動をををを期待期待期待期待するものですがするものですがするものですがするものですが、、、、市民市民市民市民やややや事業者事業者事業者事業者のののの自主的自主的自主的自主的

なななな判断判断判断判断でででで行行行行われるものでありわれるものでありわれるものでありわれるものであり、、、、市内産品等市内産品等市内産品等市内産品等のののの選択選択選択選択をををを強要強要強要強要したりしたりしたりしたり、、、、国国国国

外外外外・・・・市外製品市外製品市外製品市外製品をををを差別的差別的差別的差別的にににに取取取取りりりり扱扱扱扱うううう趣旨趣旨趣旨趣旨ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。    

    本市本市本市本市のののの産業構造産業構造産業構造産業構造についてはについてはについてはについては、、、、就業者数就業者数就業者数就業者数のののの割合割合割合割合がががが、、、、第第第第１１１１次産業次産業次産業次産業、、、、第第第第

２２２２次産業次産業次産業次産業ともにともにともにともに減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、第第第第３３３３次産業次産業次産業次産業はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にあにあにあにあ

りりりり、、、、平成平成平成平成 17171717 年年年年にはにはにはには全体全体全体全体のののの約約約約 75757575％％％％をををを占占占占めていますめていますめていますめています。。。。市内総生産市内総生産市内総生産市内総生産はははは、、、、近近近近

年年年年ほぼほぼほぼほぼ横横横横ばいでばいでばいでばいで推移推移推移推移していますがしていますがしていますがしていますが、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち約約約約 88888888％％％％がががが第第第第３３３３次産業次産業次産業次産業にににに

よるものでよるものでよるものでよるもので、、、、サービスサービスサービスサービス業業業業をををを中心中心中心中心とするとするとするとする本市本市本市本市のののの産業構造産業構造産業構造産業構造のののの特性特性特性特性となっとなっとなっとなっ

ておりておりておりており、、、、農業産出農業産出農業産出農業産出額額額額、、、、製造品出製造品出製造品出製造品出荷額荷額荷額荷額、、、、商品商品商品商品販売販売販売販売額額額額ともともともとも、、、、減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向まままま

たはたはたはたは減少減少減少減少にににに転転転転じているじているじているじている状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。    



 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地域資源の活用によるふるさと産業の振興に

ついて、基本理念を定め、市、事業者及び関係団体の責務並びに

市民の役割を明らかにするとともに、ふるさと産業の振興に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、ふるさと産業を育

成し、もって活力ある地域の経済社会の形成及び市民生活の向上

に寄与することを目的とする。 

【【【【解説解説解説解説】】】】  

条例条例条例条例のののの目目目目的的的的がががが、、、、地域資源地域資源地域資源地域資源のののの活用活用活用活用によりによりによりにより、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを図図図図

るるるる趣旨趣旨趣旨趣旨であることをであることをであることをであることを示示示示していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、市市市市、、、、事業者事業者事業者事業者及及及及びびびび関係団体関係団体関係団体関係団体

並並並並びにびにびにびに市民市民市民市民にもにもにもにも責務責務責務責務やややや役割役割役割役割があることをがあることをがあることをがあることを明明明明らかにしていますらかにしていますらかにしていますらかにしています。。。。    

 

（基本理念） 

第２条 地域資源の活用によるふるさと産業を振興するための取組

は、地域における人、物及び情報の交流により経済の活性化を図

るとともに、事業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を基本と

し、市内産品等の需要拡大や事業者の育成などにより、地域経済

の循環が促進されなければならない。 

【【【【解説解説解説解説】】】】  

条例条例条例条例のののの内内内内容容容容をををを定定定定めるにめるにめるにめるに当当当当たってのたってのたってのたっての基基基基本本本本となるとなるとなるとなる理念理念理念理念をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。    



地域資源地域資源地域資源地域資源のののの活用活用活用活用によるふるさとによるふるさとによるふるさとによるふるさと産業産業産業産業のののの振興振興振興振興のためにはのためにはのためにはのためには、、、、地域資源地域資源地域資源地域資源

のののの基基基基本本本本であるであるであるである人人人人、、、、物物物物だだだだけでけでけでけでななななくくくく、、、、それらをそれらをそれらをそれらを有有有有効効効効活用活用活用活用するためのするためのするためのするための情報情報情報情報

がががが相互相互相互相互にににに交交交交流流流流することですることですることですることで経済経済経済経済のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図ることることることること、、、、またまたまたまた、、、、消費者消費者消費者消費者へへへへ

のののの意識啓意識啓意識啓意識啓発等発等発等発等、、、、市内産品等市内産品等市内産品等市内産品等のののの需需需需要拡大要拡大要拡大要拡大やそのためのやそのためのやそのためのやそのための事業者事業者事業者事業者のののの育育育育成成成成なななな

どをどをどをどを行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより地域経済地域経済地域経済地域経済のののの循環循環循環循環がががが促促促促進進進進されることをされることをされることをされることを基基基基本本本本理念理念理念理念とととと

していますしていますしていますしています。。。。    

 

（定義） 

第３条 この条例において「ふるさと産業」とは、市内で生産活動

を営み、又はサービスの提供を行う産業をいう。 

２  この条例において「地域資源」とは、市内に存在する農林水産

物、温泉、工業製品、技術、自然、歴史、文化などをいう。 

３  この条例において「市内産品等」とは、次の各号のいずれかに

該当するものをいう。 

（１）市内で生産され、採取され、若しくは水揚げされた農林水産

物又は市内で製造され、若しくは加工された物品 

（２）前号に掲げるものを原材料として製造され、又は加工された

物品 

（３）市内で提供されるサービス 

４  この条例において「地域経済の循環」とは、地域内循環（消費

活動が地域内で行われることにより、その所得が地域内に十分に

還元されることをいう。）が活性化することで地域資源を利用し

た商品及びサービスの価値が高まり、又は新たな価値が創出され

ることにより、地域外循環（地域資源を活用して新たな価値を創

出することにより、地域外の住民の消費活動を取り込むことをい

う。）へつながっていくことで、地域経済の発展に結びつくこと

をいう。 

５  この条例において「事業者」とは、事業を行っている個人又は

法人をいう。 

６  この条例において「関係団体」とは、事業者の組織する団体又

はふるさと産業の振興を目的とする団体をいう。 

【【【【解説解説解説解説】】】】  

条例条例条例条例にににに必要必要必要必要なななな用用用用語語語語のののの定定定定義義義義をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。    

「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと産業産業産業産業」」」」はははは、、、、本市本市本市本市にににに住所住所住所住所をををを有有有有するするするする企業企業企業企業、、、、団体及団体及団体及団体及びびびび個人個人個人個人をををを

いいいいいいいい、、、、業業業業種種種種及及及及びびびび事業事業事業事業規模規模規模規模はははは問問問問わないこととしていますわないこととしていますわないこととしていますわないこととしています。。。。    

「「「「市内産品等市内産品等市内産品等市内産品等」」」」はははは、、、、本市本市本市本市のののの地地地地域経済域経済域経済域経済のののの循環循環循環循環をををを活性化活性化活性化活性化するためするためするためするため、、、、ササササ



ービスービスービスービスもももも含含含含めためためためた取組取組取組取組がががが必要必要必要必要であることからであることからであることからであることから、、、、市内市内市内市内でででで提供提供提供提供されるされるされるされるサーサーサーサー

ビスビスビスビスについてもについてもについてもについても「「「「市内産品等市内産品等市内産品等市内産品等」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

「「「「地域内循環地域内循環地域内循環地域内循環のののの範囲範囲範囲範囲」」」」はははは、、、、市内産品等市内産品等市内産品等市内産品等のののの確確確確保保保保がががが困難困難困難困難なななな場場場場合合合合もありもありもありもあり、、、、

さらにさらにさらにさらに近近近近隣隣隣隣市市市市町町町町とととと連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら広広広広域経済域経済域経済域経済・・・・交交交交流圏流圏流圏流圏、、、、広広広広域域域域県央県央県央県央中中中中

核都核都核都核都市市市市のののの形成形成形成形成をををを図図図図るというるというるというるという観点観点観点観点からからからから、、、、おおむおおむおおむおおむねねねね、、、、本市本市本市本市又又又又はははは近近近近隣隣隣隣市市市市町町町町

をををを含含含含めためためためた範囲範囲範囲範囲をををを想想想想定定定定していますしていますしていますしています。。。。    

 

（基本的施策） 

第４条 市は、ふるさと産業を振興するため、次に掲げる施策を講

ずるものとする。 

（１）生産者と消費者の交流及び地産地消（市内産品等を消費し、

又は利用することをいう。）の促進を図ること。 

（２）ふるさと産業を支える幅広い人材及び後継者の育成並びに確

保を図ること。 

（３）地域資源を活用する事業者の育成及び経営支援を図ること。 

（４）産学公や農商工等との連携等による市内産品等の商品開発の

促進及び販路拡大の支援を図るとともに、伝統技術の伝承及び

発展を図ること。 

（５）歴史・文化などの多様な地域資源を活用して観光ブランドの

創出を図るとともに、付加価値の高い観光産業の形成を図るこ

と。 

（６）地域の特性を生かした企業立地を促進し、新たな起業やサー

ビスの創出とともに、次代を担う産業の集積を図ること。 

（７）農林水産業と食品産業との連携により、加工食品、外食及び

学校給食等への利用を促進すること等により、市内産品等の需

要の拡大を図ること。 

（８）市内産品等の需要に応じるための産地の育成及び拡大を図る

とともに、資源の維持及び確保を図ること。 

（９）市内で生産された木材の利用及び間伐材その他の未利用の森

林資源の利用の促進を図ること。 

（ 10）建設工事、物品等の発注に当たり、事業者の地域社会への貢

献の状況、市の施策への協力の状況等に配慮して市内事業者の

受注機会 の確保を 図 る と と も に 、 市 内 産 品 等 の 活 用 を 図 る こ

と。 

【【【【解説解説解説解説】】】】  

地域資源地域資源地域資源地域資源のののの活用活用活用活用によるふるさとによるふるさとによるふるさとによるふるさと産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに係係係係るるるる施施施施策策策策のうちのうちのうちのうち、、、、市市市市



がががが取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべきききき具具具具体的体的体的体的なななな事事事事項項項項をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。    

第第第第１１１１号号号号はははは、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消のののの促促促促進進進進のためのためのためのため、、、、生産者生産者生産者生産者とととと消費者消費者消費者消費者のののの交交交交流流流流によるによるによるによる

相互理相互理相互理相互理解解解解のののの増進増進増進増進をををを図図図図るるるる施施施施策策策策をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。    

第第第第２２２２号号号号はははは、、、、産業全産業全産業全産業全般般般般においてにおいてにおいてにおいて就業就業就業就業機機機機会会会会とととと労働労働労働労働力力力力をををを確確確確保保保保するためするためするためするため、、、、

１１１１次産業次産業次産業次産業のののの担担担担いいいい手手手手づくづくづくづくりりりり、、、、女女女女性性性性・・・・高高高高齢齢齢齢者者者者・・・・障障障障がいがいがいがい者者者者のののの活用活用活用活用、、、、伝統工伝統工伝統工伝統工

芸芸芸芸におけるにおけるにおけるにおける後継後継後継後継者者者者のののの育育育育成成成成、、、、若者若者若者若者のののの市内就市内就市内就市内就職職職職、、、、次次次次世世世世代技能者代技能者代技能者代技能者のののの育育育育成成成成なななな

どどどど、、、、各種対各種対各種対各種対策策策策をををを図図図図るるるる施施施施策策策策をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。    

第第第第３３３３号号号号はははは、、、、中中中中小小小小企業及企業及企業及企業及びびびび個人個人個人個人事業者事業者事業者事業者はははは、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済をををを支支支支ええええるるるる重重重重要要要要なななな

役割役割役割役割をををを担担担担っていることからっていることからっていることからっていることから、、、、地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用したしたしたした創業創業創業創業・・・・新事業展新事業展新事業展新事業展開開開開

やややや資資資資金調達金調達金調達金調達などなどなどなど企業企業企業企業ニニニニーーーーズズズズをををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、中中中中小小小小企業企業企業企業、、、、個人個人個人個人事業者事業者事業者事業者のののの育育育育成成成成

及及及及びびびび支援支援支援支援をををを図図図図るるるる施施施施策策策策をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。    

第第第第４４４４号号号号はははは、、、、産産産産学公学公学公学公やややや農商農商農商農商工工工工等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる商品商品商品商品開開開開発発発発のののの取組取組取組取組やややや６６６６

次産業化次産業化次産業化次産業化法法法法（（（（地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用したしたしたした農農農農林漁林漁林漁林漁業者等業者等業者等業者等によるによるによるによる新事業新事業新事業新事業のののの創出創出創出創出

等及等及等及等及びびびび地域地域地域地域のののの農農農農林水林水林水林水産産産産物物物物のののの利用利用利用利用促促促促進進進進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律））））によるによるによるによる生産生産生産生産、、、、加加加加

工工工工、、、、販売販売販売販売までのまでのまでのまでの一体的一体的一体的一体的なななな取組取組取組取組によりによりによりにより、、、、特産品特産品特産品特産品をををを開開開開発発発発育育育育成成成成しししし、、、、地域資地域資地域資地域資

源源源源のののの付加価値付加価値付加価値付加価値をををを高高高高めてめてめてめてブランドブランドブランドブランド化化化化をををを図図図図りりりり、、、、またまたまたまた、、、、国内国内国内国内ではではではでは首都圏首都圏首都圏首都圏なななな

どのどのどのどの大消大消大消大消費地費地費地費地やややや、、、、東東東東アジアアジアアジアアジアをををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした国外国外国外国外へのへのへのへの販路販路販路販路拡大拡大拡大拡大へのへのへのへの支援支援支援支援

をををを図図図図るるるる施施施施策策策策をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、地域地域地域地域のののの風土風土風土風土とととと長長長長いいいい歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで培培培培われたわれたわれたわれた伝統伝統伝統伝統のののの匠匠匠匠のののの技技技技をををを後世後世後世後世

にににに伝伝伝伝ええええるためにるためにるためにるために、、、、伝統工芸伝統工芸伝統工芸伝統工芸品品品品（（（（山口萩焼山口萩焼山口萩焼山口萩焼、、、、大内大内大内大内塗塗塗塗などなどなどなど））））のののの振興振興振興振興をををを図図図図

るるるる施施施施策策策策をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。    

第第第第５５５５号号号号はははは、、、、観光産業観光産業観光産業観光産業のののの裾裾裾裾野野野野はははは広広広広くくくく、、、、他他他他産業産業産業産業へのへのへのへの波波波波及及及及効効効効果果果果もももも期待期待期待期待ささささ

れることかられることかられることかられることから、、、、歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化をををを活用活用活用活用したしたしたした滞在滞在滞在滞在・・・・交交交交流型流型流型流型観光観光観光観光メニュメニュメニュメニューーーーのののの

開開開開発発発発やややや回遊回遊回遊回遊性性性性をををを促促促促進進進進するするするする仕仕仕仕組組組組みみみみづくづくづくづくりをりをりをりを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、農商農商農商農商工連携工連携工連携工連携

によるによるによるによる食食食食文化文化文化文化のののの継承継承継承継承・・・・創造創造創造創造、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、体体体体験験験験・・・・交交交交流流流流のののの取組取組取組取組をををを進進進進めるめるめるめる

などなどなどなど、、、、本市本市本市本市のののの基幹基幹基幹基幹産業産業産業産業のののの一一一一つであるつであるつであるつである観光産業観光産業観光産業観光産業のののの振興振興振興振興をををを図図図図るるるる施施施施策策策策をををを意意意意

味味味味しますしますしますします。。。。    

第第第第６６６６号号号号はははは、、、、交通交通交通交通のののの結節点結節点結節点結節点などをなどをなどをなどを生生生生かしたかしたかしたかした産業産業産業産業基盤基盤基盤基盤やややや産業産業産業産業集集集集積積積積によによによによ

りりりり、、、、環環環環境境境境、、、、新新新新エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー、、、、次次次次世世世世代自動代自動代自動代自動車部車部車部車部品品品品、、、、バイオテクノロジバイオテクノロジバイオテクノロジバイオテクノロジーーーー

分野分野分野分野のののの企業企業企業企業、、、、研究機研究機研究機研究機関等関等関等関等のののの誘致誘致誘致誘致のののの促促促促進進進進をををを図図図図ることでることでることでることで、、、、新新新新たなたなたなたな起起起起業業業業やややや

サービスサービスサービスサービスのののの創出創出創出創出、、、、またまたまたまた事業者事業者事業者事業者によるによるによるによる既存既存既存既存事業事業事業事業ののののブラブラブラブラッシュアップッシュアップッシュアップッシュアップをををを

支援支援支援支援するなどするなどするなどするなど、、、、本市本市本市本市のののの持続的持続的持続的持続的なななな経済発展経済発展経済発展経済発展のためののためののためののための産業産業産業産業集集集集積積積積をををを図図図図るるるる施施施施

策策策策をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。    

第第第第７７７７号号号号はははは、、、、市内産農市内産農市内産農市内産農林水林水林水林水産産産産物物物物をををを原材料原材料原材料原材料としたとしたとしたとした食材食材食材食材、、、、生産生産生産生産とととと加加加加工工工工・・・・

流流流流通通通通がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって、、、、市民市民市民市民のののの食食食食生活生活生活生活へのへのへのへの浸透浸透浸透浸透をををを図図図図りりりり、、、、需需需需要拡大要拡大要拡大要拡大をををを図図図図

るるるる施施施施策策策策 をををを意味意味意味意味しますしますしますします 。。。。食食食食品産業品産業品産業品産業 とはとはとはとは 、、、、食食食食品品品品 をををを 扱扱扱扱 うううう ２２２２ 次次次次 、、、、 ３３３３ 次産業次産業次産業次産業



（（（（流流流流通通通通、、、、加加加加工工工工、、、、小売小売小売小売、、、、外外外外食食食食等等等等））））をいいますをいいますをいいますをいいます。。。。    

第第第第８８８８号号号号はははは、、、、需需需需要要要要にににに対対対対しししし安安安安定的定的定的定的にににに応応応応ええええるためにるためにるためにるために、、、、産地産地産地産地づくづくづくづくりやりやりやりや、、、、森森森森

林林林林・・・・水水水水産資源産資源産資源産資源などのなどのなどのなどの資源資源資源資源のののの維持維持維持維持、、、、確確確確保保保保をををを図図図図るるるる施施施施策策策策をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。    

第第第第９９９９号号号号はははは、、、、民民民民間間間間住住住住宅宅宅宅やややや公共施公共施公共施公共施設設設設におけるにおけるにおけるにおける木材木材木材木材のののの地産地消地産地消地産地消地産地消とととと、、、、木質木質木質木質

バイオマバイオマバイオマバイオマススススのののの利活用利活用利活用利活用のののの促促促促進進進進などなどなどなど間伐材間伐材間伐材間伐材やややや竹林竹林竹林竹林などのなどのなどのなどの未未未未利用資源利用資源利用資源利用資源のののの活活活活

用用用用をををを図図図図るるるる施施施施策策策策をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。    

第第第第１１１１００００号号号号はははは、、、、市内事業者市内事業者市内事業者市内事業者はははは地域経済地域経済地域経済地域経済、、、、雇用雇用雇用雇用をををを支支支支ええええるるるる重重重重要要要要なななな役割役割役割役割をををを

担担担担っていることからっていることからっていることからっていることから、、、、建建建建設設設設工工工工事等事等事等事等のののの発発発発注注注注やややや物物物物品品品品、、、、役役役役務務務務のののの調達調達調達調達にににに当当当当たたたた

ってはってはってはっては、、、、事業者事業者事業者事業者のののの地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献やややや本市本市本市本市のののの施施施施策策策策へのへのへのへの協協協協力力力力のののの状況状況状況状況なななな

どどどど、、、、価価価価格格格格以外以外以外以外のののの要要要要素素素素もももも加加加加味味味味したしたしたした発発発発注注注注方法方法方法方法等等等等によりによりによりにより受注機受注機受注機受注機会会会会のののの確確確確保保保保とととと

市内産品等市内産品等市内産品等市内産品等のののの活用活用活用活用をををを図図図図るるるる施施施施策策策策をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。たたたただだだだしししし、、、、市内産品等市内産品等市内産品等市内産品等のののの

活用活用活用活用をををを図図図図ることがることがることがることが困難困難困難困難なななな場場場場合合合合（（（（市内産品等市内産品等市内産品等市内産品等のののの調達調達調達調達がががが出出出出来来来来ないないないない場場場場合合合合やややや

競争競争競争競争とならないとならないとならないとならない場場場場合合合合などなどなどなど））））はははは、、、、近近近近隣隣隣隣市市市市町町町町、、、、県県県県産品等産品等産品等産品等をををを活用活用活用活用しますしますしますします。。。。    

    

 

（市の責務） 

第５条 市は、国及び県と連携を図り、事業者及び関係団体並びに

市民と協力し、前条に掲げるふるさと産業の振興に関する施策を

総合的かつ計画的に講ずるよう努めるものとする。 

【【【【解説解説解説解説】】】】  

市市市市はははは、、、、国国国国やややや「「「「山口県山口県山口県山口県ふるさとふるさとふるさとふるさと産業産業産業産業振興振興振興振興条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成２２２２００００年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２

４４４４日施日施日施日施行行行行））））」」」」をををを施施施施行行行行しているしているしているしている山口県山口県山口県山口県とととと連携連携連携連携をををを図図図図るととるととるととるとともにもにもにもに、、、、事業者事業者事業者事業者

及及及及びびびび関係団体並関係団体並関係団体並関係団体並びにびにびにびに市民市民市民市民とのとのとのとの協協協協力力力力をををを図図図図ることによりることによりることによりることにより、、、、統統統統一一一一感感感感をををを持持持持っっっっ

たたたた施施施施策策策策をををを講講講講ずることとしていますずることとしていますずることとしていますずることとしています。。。。    

またまたまたまた、、、、そのそのそのその施施施施策策策策のののの実施実施実施実施にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、多面多面多面多面的的的的かつかつかつかつ広範囲広範囲広範囲広範囲でででで総合的総合的総合的総合的

なななな取組取組取組取組がががが求求求求められるためめられるためめられるためめられるため、、、、部局部局部局部局横断的横断的横断的横断的なななな組組組組織織織織（（（（連絡連絡連絡連絡会会会会議議議議やややや推進会推進会推進会推進会議議議議

などなどなどなど））））によりによりによりにより、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを図図図図ることとしていますることとしていますることとしていますることとしています。。。。    

なおなおなおなお、、、、これらをこれらをこれらをこれらを計画計画計画計画的的的的かつかつかつかつ着着着着実実実実にににに実実実実行行行行するためにするためにするためにするために、、、、議議議議会会会会ではではではでは、、、、予予予予

算審議算審議算審議算審議、、、、決算審査決算審査決算審査決算審査、、、、本会本会本会本会議議議議でのでのでのでの一一一一般質問般質問般質問般質問等等等等をををを通通通通してしてしてして進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況のののの検証検証検証検証、、、、

必要必要必要必要にににに応応応応じたじたじたじた施施施施策策策策提案提案提案提案をしていをしていをしていをしていくくくくこととしていますこととしていますこととしていますこととしています。。。。    

 

（事業者及び関係団体の責務） 

第６条 事業者及び関係団体は、経営基盤の強化、人材の育成、雇

用の安定等に努めるとともに、市が掲げるふるさと産業の振興に

関する施策に協力するよう努めるものとする。 

【【【【解説解説解説解説】】】】  



第第第第４４４４条条条条でででで掲掲掲掲げたげたげたげた基基基基本的本的本的本的施施施施策策策策をををを行行行行うにうにうにうに当当当当たりたりたりたり、、、、事業者及事業者及事業者及事業者及びびびび関係団体関係団体関係団体関係団体

とのとのとのとの協協協協力力力力がががが不不不不可可可可欠欠欠欠であるためであるためであるためであるため、、、、協協協協力力力力をををを求求求求めるものですめるものですめるものですめるものです。。。。    

またまたまたまた、、、、ああああくくくくまでもまでもまでもまでも事業者事業者事業者事業者はははは、、、、自自自自助努助努助努助努力力力力とととと創創創創意工夫意工夫意工夫意工夫によるによるによるによる取組取組取組取組がががが基基基基

本本本本であるであるであるである旨旨旨旨をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

（市民の役割） 

第７条 市民は、ふるさと産業の振興が、地域経済の発展と市民生

活の向上に寄与するものであることを理解し、地域資源が有する

魅力とその活用について関心を持つよう努めるものとする。 

２  市民は、生産者としてのみならず、地域経済の循環を担う消費

者として、市内産品等を利用するよう努めるものとする。 

【【【【解説解説解説解説】】】】  

第第第第４４４４条条条条でででで掲掲掲掲げたげたげたげた基基基基本的本的本的本的施施施施策策策策をををを行行行行うにうにうにうに当当当当たりたりたりたり、、、、市民市民市民市民のののの協協協協力力力力がががが不不不不可可可可欠欠欠欠

でありでありでありであり、、、、理理理理解解解解とととと協協協協力力力力をををを求求求求めるものですめるものですめるものですめるものです。。。。    

なおなおなおなお、、、、市民市民市民市民へのへのへのへの意識啓意識啓意識啓意識啓発発発発をををを行行行行いいいい、、、、自発的自発的自発的自発的なななな取組取組取組取組をををを促促促促すものでありすものでありすものでありすものであり、、、、

強強強強制制制制やややや規制規制規制規制をををを課課課課すすすす目目目目的的的的ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。    

 

（広報活動） 

第８条 市は、ふるさと産業の振興に資するため、地域経済の循環

に対する事業者及び関係団体並びに市民の理解と関心を深めるた

めの広報その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

【【【【解説解説解説解説】】】】  

地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用したふるさとしたふるさとしたふるさとしたふるさと産業産業産業産業のののの振興振興振興振興及及及及びびびび地域経済地域経済地域経済地域経済のののの循環循環循環循環へのへのへのへの

理理理理解解解解にはにはにはには、、、、事業所及事業所及事業所及事業所及びびびび関係団体並関係団体並関係団体並関係団体並びにびにびにびに市民市民市民市民のののの意識意識意識意識をををを高高高高めるめるめるめる必要必要必要必要があがあがあがあ

りりりり、、、、市市市市のののの広報広報広報広報はははは大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを担担担担うことからうことからうことからうことから、、、、各担当部局各担当部局各担当部局各担当部局においてにおいてにおいてにおいて、、、、

必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずるものとしていますずるものとしていますずるものとしていますずるものとしています。。。。    

 

（財政上の措置） 

第９条 市は、ふるさと産業の振興に関する施策を推進するため、

必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

〔〔〔〔説明説明説明説明〕〕〕〕     

ふるさとふるさとふるさとふるさと産業産業産業産業をををを振興振興振興振興するためのするためのするためのするための施施施施策策策策のののの推進推進推進推進にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、財政財政財政財政上上上上

のののの裏裏裏裏付付付付けがけがけがけが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、必要必要必要必要なななな予算措置予算措置予算措置予算措置にににに努努努努めるめるめるめるべべべべきききき旨旨旨旨をををを示示示示していしていしていしてい

ますますますます。。。。    

 



附  則  

この条例は、公布の日から施行する。 

 


