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「陳情・要望等」の公表 

陳 情 ・ 要 望 等 令和３年度防府市商工業振興施策に関する要望 

団    体    名 防府商工会議所 

陳情・要望等 の年月 令和２年１２月 

１ 新型コロナウイルス影響長期化を踏まえた対応の継続 

新しいライフスタイルのもと「感染拡大の防止」と「経済活動の維持」とい

う今までに経験したことのない２つの課題の両立が求められており、社会、

経済が進展した今日、感染症の影響は長期化されることが予測されることか

ら下記事項を要望いたします。 

 

（１）予算編成における、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対す

る支援 

 

【回 答】 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、中小・小規模事業者等総合相談

窓口を、早い段階から貴会議所と一体となって開設し、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けた事業者に対し、相談や補助制度の紹介といった支援を

実施してまいりました。 

今後も、県や貴会議所としっかりと連携を図りながら、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けた事業者に対する支援に取り組んでまいります。 

（回答：商工振興課） 

                              予算額 

  １   中小・小規模事業者等総合相談窓口の延長       700万円 

  ２ 新 コロナ対策再就職促進事業            3,000万円 

  ３ 拡 安全・安心・住まい助成事業           5,000万円 

  ４  新 コロナに負けない農業経営実践加速化事業     3,000万円 

５ 新 がんばる事業者応援事業                1億円 

  ６   雇用調整助成金の上乗せ補助           1,000万円 

  ７ 新 防府の元気回復イベント等開催支援事業      1,000万円 

  ８   プレミアム付商品券発行事業 補正          6,800万円 

  ９   ものづくり企業チャレンジ応援事業 補正           2,000万円 
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（２）新型コロナウイルス感染症による一定の影響下においても、持続可能

な経済活動を促進するため消費喚起事業や地域活性化事業への支援 

① 消費喚起と賑わい創出のための情報発信への支援 

   ② 地域活性化イベント事業への支援 

   ③ 産業界でも裾野の広い建設業の受注機会を拡大するため、安全・安

心住まいの助成事業の継続 

 

【回 答】 

 消費喚起につきましては、本市もその必要性を十分に認識しており、消費

の落ち込みが懸念された夏と冬の２回にわたり貴会議所と「プレミアム商品

券」発行事業を実施したところです。 

貴会議所が設置されました防府市中小企業サポートセンター（コネクト２

２）は、中小企業者への支援施策や補助金の情報のＷＥＢ配信をされていま

す。消費喚起や賑わい創出のための情報発信につきましても、コネクト２２

の機能強化を図り、貴会議所と一体となって支援してまいります。 

 イベント事業への支援につきましては、新しい生活様式を踏まえ、新型コ

ロナウイルス感染症の動向を見極めながら実施されるイベント等（マルシェ

など）で、市に活力を呼び戻します。また、イベント等の開催を通じて、頑

張る事業者を支援してまいります。 

安全・安心・住まい助成事業につきましては、安全対策の工事を促進し、

安全・安心な暮らしの確保や地域経済の活性化を図りながら、施工事業者の

受注が増えるよう、引き続き取り組んでまいります。 

（回答：商工振興課） 

                             予算額 

 １   プレミアム付商品券発行事業 補正           6,800万円 

２   チャレンジほうふ中小企業成長発展事業       2,021万円 

３ 新 駅周辺にぎわい創出事業               100万円 

４    商店街等イベント支援事業              400万円 

５ 新 防府の元気回復イベント等開催支援事業       1,000万円 

６ 拡 すごいな！すごいぞ！防府 観光キャンペーン    1,200万円 

 ７ 拡 安全・安心・住まい助成事業            5,000万円 
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２ 中小企業・小規模事業者に対する支援 

地域経済や雇用を支えてきた中小企業・小規模事業者が、新型コロナウイル

スによる大きな経営環境の変化の中、新たなライフスタイルへの対応に向け

たデジタル化など、業務プロセス改革による生産性向上を図るとともに、製

品・サービスの開発やイノベーションに積極的に取り組めるよう、ワンストッ

プでの相談体制の充実を図るため、下記事項を要望いたします。 

 

（１）防府市中小企業サポートセンター（以下、コネクト２２）の運営支援 

 ① 中小企業・小規模事業者のワンストップ相談窓口としての機能を十分

に発揮しているコネクト２２が、今後、新たなライフスタイルへの対応

をしようとする企業への支援を強化していくため、専門指導や講習会等

を積極的に実施するための運営支援 

 ② 中小企業・小規模事業者が必要としている情報の収集と発信に対応す

るため、コネクト２２では情報発信強化を図っており、今後、LINE公式

アカウントの取得による、時代に則したツールの積極的な活用や、個々

の企業の通信環境に合った発信手法の指導への支援 

 

【回 答】 

コネクト２２は、ワンストップ相談窓口の機能を活かし、新たなライフス

タイルに対応する中小企業者等を支援する役割を持つ施設として大きな期待

が持たれています。 

このため、コネクト２２が、金融機関・支援機関等と連携を密にして取り

組まれる、時代に則したツールの活用や、通信環境に合った発信手法の指導

などの各種事業につきましては、積極的に支援してまいります。 

（回答：商工振興課） 

                               予算額 

１   チャレンジほうふ中小企業成長発展事業      2,021万円 

２ 新 防府市創業支援モデル事業            1,300万円 
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（２）経営相談機能の一元化 

 ① 経営上の課題を抱える中小企業への課題解決や支援策の助言・指導が

必要とされる中、現在、コネクト２２と（公財）山口・防府地域工芸地

場産業振興センターではそれぞれ同様の相談機能を担っていることか

ら、相談機能を集約し一元化 

 ② コネクト２２の相談機能強化のため、やまぐち産業振興財団などとの

連携強化 

 

【回 答】 

 （公財）山口・防府地域工芸地場産業振興センターは、令和３年１２月末

での解散が決定していることから、相談機能をコネクト２２に一元化する予

定です。 

また、やまぐち産業振興財団等の関係機関との更なる連携の強化により、

コネクト２２の相談機能の強化を図ってまいります。 

（回答：商工振興課） 

                                予算額 

１   チャレンジほうふ中小企業成長発展事業      2,021万円 
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（３）ＩＣＴ活用によるデジタルシフト加速化への支援 

ライフスタイルの変化における社会経済を支えるのはＩＣＴであり、中小企

業においても活用を進め、デジタルシフトを加速化することが求められてい

るとともに、行政手続きや各種補助金・助成金の運用においてもＩＣＴの導

入が進み、利用者としてもＩＴリテラシ―の向上や、テレワーク導入等によ

る業務の効率化を進める必要がある。急激な経営環境の変化と業況悪化に見

舞われた中小企業・小規模事業者には、具体的な活用イメージを持てず、人

材不足、社内体制・機器の整備が不安といった理由から導入に踏み切れない

状況がある中、ＩＣＴ利活用による生産性向上を地域の中小企業・小規模事

業者全体に広げ、デジタルシフトを推進するために、個々の経営課題に応じ

た支援が受けられる制度の構築を要望いたします。 

①経営基盤が脆弱な小規模事業者を対象としたＩＣＴ導入活用促進による

中小企業生産性向上への支援 

②ＩＣＴ活用のＰＤＣＡサイクルを確立するための専門家伴走型支援制度

の創設 

③ＩＣＴ導入や活用を先導する人材の育成・訓練をする生産性向上支援の実

施 

 

【回 答】 

ＩＣＴ活用のＰＤＣＡサイクルを確立するための専門家派遣の支援や、Ｉ

ＣＴ導入や活用を先導する人材の育成・訓練につきましては、デジタル化に

向けた大きな課題であり、コネクト２２での人材育成に関するセミナー等の

開催を後押しするとともに、ＩＣＴ導入により生産性の向上を図る中小企

業・小規模事業者を、がんばる事業者応援補助金やものづくり企業チャレン

ジ応援事業により支援します。 

（回答：商工振興課） 

                                 予算額 

１   チャレンジほうふ中小企業成長発展事業      2,021万円 

２ 新 事業者のデジタル化促進 

     ・がんばる事業者応援事業              1億円 

         ・ものづくり企業チャレンジ応援事業 補正    2,000万円 
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（４）中小企業強靱化法に基づく「事業継続力強化支援計画」作成 

近年、小規模事業者の事業活動に大きな影響を及ぼす自然災害が多発して

いる状況を踏まえ、小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後のいち

早い復旧を支援するため、中小企業強靱化法に基づく管内の小規模事業者の

自然災害等の事業継続リスクへの対応能力の強化に向けた共同作成となって

いる「事業継続力強化支援計画」への協力を要望いたします。 

①「事業継続力強化支援計画」の共同作成 

 

【回 答】 

小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後のいち早い復旧に、きめ

細やかな支援を行っていくためには、事業継続力強化支援計画は、重要なも

のであると認識しております。 

計画を策定されるにあたりましては、市としてもしっかりと共同して取り

組んでまいります。 

（回答：商工振興課） 
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（５）多様化する創業に対する支援 

コロナウイルス感染拡大は企業経営に大きな影響を及ぼし、今後、倒産や廃

業の増加が懸念されます。企業数の減少に歯止めをかけるには創業者を増や

していかなければならないことから、開業を後押しする創業塾の実施と、創

業するリスクを低減させる新たな取組み、また、新たな事業形態や成長産業

への挑戦、感性や価値観を生かした創業に対する支援をお願いします。 

①創業塾の開催支援 

②創業フォローアップセミナーへの支援 

③多様化する創業への支援と創業リスク軽減のための創業ファンドの創

設 

④街なか出店を促すチャレンジショップ事業への支援 

 

【回 答】 

  創業支援につきましては、様々な支援メニューをパッケージ化した「防府

市創業支援モデル」を、貴会議所や金融機関等と一体となり実施することと

しています。 

 「防府市創業支援モデル」では、創業ノウハウを提供する創業塾及び創業

フォーラム、創業の準備に係る経費の一部を支援する創業準備補助金、地域

課題の解決に資する事業を立ち上げる事業者を、クラウドファンディング型

ふるさと納税を活用して支援するふるさと起業家支援補助金、新規開業資金

の融資、創業ファンド、創業に関する相談窓口等、創業のそれぞれの段階に

合わせた切れ目のない支援を提供します。貴会議所をはじめとする関係機関

とのさらなる連携のもと、この「防府市創業支援モデル」の構築により創業

者を強力に後押ししてまいります。 

 また、街なか出店を促すチャレンジショップ事業への支援につきましては、

中心市街地活性化の支援の中で検討してまいります。 

（回答：商工振興課） 

                                予算額 

  １ 新 防府市創業支援モデル事業            1,300万円 

２   チャレンジほうふ中小企業成長発展事業      2,021万円 

    ３   がんばる中小企業応援資金貸付事業      4億 4,968万円 

  ４ 新 職人・技術力向上推進事業             200万円 
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（６）円滑な事業承継実現に向けた支援 

近年中小企業経営者の高齢化が進み、今後数年以内に経営交代期を迎える

「大事業承継時代」の到来を向かえる中、経営者に事業承継の重要性に気づ

いてもらい、承継の準備を進めてもらうための、講習会の開催、個別相談の

実施、拡充された各種支援制度の活用について周知や、コロナウイルス対応

として新たなビジネスモデルやデジタル化など、若者の革新的な取組みにつ

いての支援をお願いします。 

 ① 事業承継の重要性と承継制度の周知のための広報活動や講習会等実施

への支援 

② ベンチャー型（新たなビジネスモデル展開 経営革新）事業承継ファ

ンドの創設 

 

【回 答】 

喫緊の課題である事業承継問題につきましては、本市におきましては、山口

県事業承継ネットワーク会議への参加における事業承継支援事業などによ

り、広域で連携して課題解決に取り組んでいるところであり、貴会議所の取

組につきましても、引き続き支援してまいります。 

また、ベンチャー型事業承継につきましては、国等の各種補助金等につい

て周知に努めるとともに、コネクト２２と連携して行う、本市の事業承継サ

ポート資金などにより支援してまいります。（回答：商工振興課） 

                                 予算額 

１   チャレンジほうふ中小企業成長発展事業     2,021万円 

  ２    がんばる中小企業応援資金貸付事業     4億 4,968万円 

事業承継・引継ぎ補助金（国）  

 Ｍ＆Ａ等を通じた事業承継・事業引継ぎを契機に、経営革新等に挑戦する

中小企業に、設備投資・販路拡大に必要な経費を支援するもの。 

支援類型 補助率 

補 助 

上限額 

上乗せ額 

※廃業を伴う場

合 

①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助 

経営者交代

型 

親族内承継等により経営資源

を引き継いだ事業者への支援 
1/2 250万円 ＋200万円 

Ｍ＆Ａ型 
Ｍ＆Ａにより経営資源を引き

継いだ事業者への支援 
1/2 500万円 ＋200万円 

②事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助 

専門家活用型 1/2 250万円 
200万円 

（売り手のみ） 
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（７）販路開拓に対する支援 

中小企業が生産性を高めるには、自社の強みを生かした付加価値の高い商

品やサービスを生み出すことだけでなく、安定した販路を見つけ出すことが

重要であることから、インターネット通販をはじめとするＥＣサイト活用の

取組みへの支援をお願いします。 

① インターネット通販（ＥＣ）など非対面型ビジネスモデル導入への支援 

② 防府市ふるさと納税返礼品サイトを活用した販路拡大への支援 

③ 消費喚起と賑わい創出のための情報発信への支援(再掲) 

  ④ 幸せますブランド戦略による販売戦略への支援 

 

【回 答】 

現在のコロナ禍の状況において、事業者がＥＣ（電子商取引）など非対面

型ビジネスモデルを導入しやすくなるよう、貴会議所と一体となって、支援

してまいります。 

 本市のふるさと納税につきましては、ポータルサイトを追加するとともに、

多様な返礼品を用意することにより、寄附金獲得に力を入れていくこととし

ています。販路拡大につきましては、ふるさと納税返礼品サイトの利用拡大

や、魅力的な返礼品の造成により本市を全国へＰＲすることで、支援してま

いります。 

貴会議所が設置されました防府市中小企業サポートセンター（コネクト２

２）は、中小企業者への支援施策や補助金の情報のＷＥＢ配信をされていま

す。消費喚起や賑わい創出のための情報発信につきましても、コネクト２２

の機能強化を図る上で、貴会議所と一体となって支援してまいります。 

幸せますブランド戦略による販売につきましては、幸せます商品をふるさ

と納税返礼品に登録できるよう、貴会議所と一体となって検討し、支援して

まいりたいと思います。 

（回答：商工振興課） 

                              予算額 

  １ 新 がんばる事業者応援事業              1億円 

２   ふるさと寄附金推進事業            9,667万円 

３   チャレンジほうふ中小企業成長発展事業     2,021万円 
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（８）雇用確保への支援 

新型コロナウイルス感染拡大の深刻な影響を受けながらも、中小企業は事

業と雇用の維持に必死に取り組んでいる中、コロナウイルスの影響は長期化

が予想されていることから、現在１２月末までとなっている「雇用調整助成

金」の延長と事業維持のためやむなく解雇された人材を、積極的に雇用して

いこうとする企業への「新型コロナウイルス離職者雇用事業者奨励金」の延

長及び積極的推進を要望します。 

① 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長 

②「新型コロナウイルス離職者雇用事業者奨励金」の延長と積極的推進  

③ 新卒者向け企業ガイドブック「Hofull(ホウフル)」の発信 

 

【回  答】 

  雇用調整助成金は、国の動向を注視しているところですが、雇用調整助成

金の上乗せとなる本市の雇用安定補助金と「中小・小規模事業者等総合相談

窓口」での社会保険労務士による雇用調整助成金の申請サポートをあわせて

周知することで、利用を促進してまいります。 

 また、令和２年度に実施しております「新型コロナウイルス離職者雇用事

業者奨励金」については、雇用対象となる労働者の要件等が厳しく、利用が

進んでいません。令和３年度は、事業者の皆様により利用していただけるよ

う、要件を緩和した「コロナ対策再就職促進補助金」を創設いたします。 

 更に、「Hofull(ホウフル)」の発信等の企業の魅力発信事業により、企業の

魅力や特長を、中学生や高校生へ効率的に情報を発信することで、若者等の

地元定着率の向上を図ります。 

（回答：商工振興課） 

                              予算額 

  １   中小・小規模事業者等総合相談窓口の延長       700万円 

  ２   雇用調整助成金の上乗せ補助            1,000万円 

    ３ 新 コロナ対策再就職促進事業             3,000万円 

  ４   企業の魅力発信事業                  560万円 
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３ 地域づくりの推進と社会資本整備に関する支援 

（１）中心市街地活性化における官民連携強化について 

  中心市街地活性化については、我々、経済団体も市が策定する総合計画

の実現に向け防府市と連携し取り組んでいきたいと考えており、中心市街地

活性化協議会や当所のまちづくり戦略会議において、将来の需要に対する不

足機能を洗い出し、それらの機能を防府らしさという観点でマネジメントで

きるような具体的な提案を行っていきます。また、銀座商店街では若手経営

者を中心に「未来の街をつくる会」が立ち上がり、今後のまちの姿について、

具体的なビジョンづくりの取り組みを始めました。「明るく豊かで健やかな

防府」の早期実現のため、官民が一体となったこうした取組への支援・協力

をお願いします。 

①防府市中心市街地活性化協議会への支援 

②アスピラート・ルルサスをはじめとした駅周辺エリアの活性化 

③南北道路早期整備と銀座商店街エリアの魅力づくりに向けた検討への協

力 

④防府天満宮～天神商店街の歩きたくなるエリアづくり 

⑤駅北公有地への民間活力導入に向けての環境整備 

⑥まちづくりを効率的に進めるための狭あい道路の拡幅と対象用地の買収 

 

【回  答】 

本市の中心市街地は、これまで多額の投資が行われている高いポテンシャ

ルを有するエリアであり、このポテンシャルを活かして、令和の時代にふさ

わしい活力あるまちづくりを行っていくためには、民間と行政が一緒になっ

て活性化に取り組む必要があります。このため、本市といたしましては、第

５次総合計画において、「活力ある中心市街地の形成」を重点プロジェクトの

一つと位置付け、民間活力の導入や、まちの利便性向上を図るための諸事業

とスケジュールをお示しし、これを契機として民間の投資につながっていく

ことを期待しているところです。また、駅周辺の整備を推進していくことで、

市街地の更なる活性化と都市機能の増進、経済活力の向上を図り、魅力ある

まちづくりに取り組んでまいります。（回答：政策推進課） 

                             予算額 

１ 新 駅北公有地利活用事業                350万円 

    ２ 新 地域交流センター(アスピラート)整備事業      6,000万円 

３ 新 文化福祉会館機能の移転                1億 7,800万円 

４   市道栄町藤本町線道路改良事業          8,305万円 

５ 新 駅周辺にぎわい創出事業               100万円 

６   商店街等イベント支援事業                 400万円 
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（２）産業力強化のための社会資本整備 

 防府市の臨海部は我が国有数の自動車メーカーをはじめ、化学、ゴム製品

など多くの企業が立地しています。第二テクノタウンの共用が始まり、臨海

工業地帯として防府市の産業の中核的役割を担っていくことができるよう、

幹線道路ネットワークの整備への支援をお願いします。 

近年、激甚化・頻発する災害に対しても、三田尻港に整備された防災広場

のような機能をさらに増やすことや、防災拠点が孤立しない信頼性の高い幹

線道路ネットワークを確保することでの、有事の際にいち早い産業の復興と

各エリアで働く人々や市民にとっての安全・安心の確保を要望いたします。 

 ① 防府環状線の牟礼地区における国道 2号への早期接続 

 ② 防府環状線の新築地から防府テクノタウンの４車線化 

 ③ 国道２号富海拡幅の事業促進 

 ④ 国道２号台道地区４車線化の早期事業化 

 ⑤ 防災広場・防災拠点の整備と幹線道路ネットワークの早期整備   

 

【回  答】 

市内の幹線道路ネットワークの整備を行うことは、防府市の産業振興に寄

与する重要な取り組みであると認識しております。 

県道防府環状線につきましては、牟礼地区において県事業で平成３１年２

月に牟礼柳交差点までの区間を部分開通したところです。 

この道路は国道２号に接続することにより事業効果を最大限に発揮するこ

とから、牟礼柳交差点から国道２号（防府バイパス）までの区間の早期完成

に向けて、要望してまいります。 

新築地から防府テクノタウンの４車線化につきましては、県事業で横入川

交差点からクリーンセンター入り口までの区間の測量設計が今年度実施され

ており、来年度以降用地取得、工事に着手する予定となっております。 

この道路は本市臨海部の工業地帯と周南市方面へ向かう国道２号とを繋ぐ

重要な路線であることから早期完成に向けて、要望してまいります。 

国道２号の富海拡幅につきましては、平成２９年度から本格着手された工

事も順調に進捗しており、令和元年１２月に国土交通省 中国地方整備局に

おいて、令和７年度開通見通しが示されていることから、今後も早期完成に

向け要望してまいります。 

台道地区の４車線化につきましては、平成３０年度に山口市とともに山口

県国道２号整備促進期成同盟会山防部会を発足させ、今年度は新型コロナウ

イルスの影響から書面要望となりましたが、両市の市長、市議会議長、地元

選出県議会議員の方々と合同で早期事業化の要望を国に対して行っていると

ころです。 
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今後も、台道・鋳銭司間の早期事業化に向け、山口市及び地元経済界と一

体となって、より積極的に要望してまいりたいと考えておりますのでご協力

をお願いいたします。 

防災広場・防災拠点の整備につきましては、第５次総合計画において、「防

府のまちの防災ネットワーク」として、佐波川右岸や文化福祉会館跡地での

防災広場の整備や消防署や山口県立総合医療センター、防災広場などの防

災・医療拠点を繋ぐ防災ネットワークの構築を重点プロジェクトに位置付け、

事業を推進してまいりたいと考えております。 

市内の道路ネットワークにつきましては、第５次総合計画において、「防

府・未来へのネットワーク構想」として、産業力の強化に資する交通インフ

ラの整備、また災害時や緊急医療における市民の安全・安心を確保するため

各輸送拠点と防災拠点や医療拠点を繋ぐ幹線道路ネットワークの構築に向け

て、国道・県道・市道の他、農道牟礼小野線も含めて一体的に考えながら重

点プロジェクトと位置付けて、その事業スケジュールをお示ししてまいりた

いと考えております。 

（回答：道路課） 

                                   予算額 

１    環状一号線（新田地区）整備事業【県事業負担金】  2,000万円 

２ 新 広域防災広場整備事業                900万円 

３   農道牟礼小野線整備事業【県事業負担金】      4,000万円 

【市道整備事業】      2,400万円 
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（３）三田尻中関港の機能強化 

中関港３号岸壁は、主に自動車運搬船の積出を中心に利用されており、海

上輸送の分野においては今後積載量増大のため船舶の大型化が予想されま

す。さらに、防府テクノタウンを始め県央部への企業進出も相次いでおり、

船舶輸送ユーザーの増加が見込まれます。現在、コンテナターミナルの拡張

工事が実施されており、コンテナ量の増加も見込まれるため、県央に位置し、

自然災害の少ない港として、防災面での対応可能な港湾として機能強化への

支援をお願いします。 

一方で、港湾作業における生産性向上のために各岸壁の一体運営化や港湾

手続きの効率化、テロ対策の強化のための整備の必要性等からの県の中央に

位置し海上交通における要衝である三田尻中関港の機能強化を要望いたしま

す。 

① ３号岸壁の延伸と倉庫移設による機能強化 

② 港湾関係官庁の三田尻中関港への集約 

③ １号岸壁と２号岸壁の橋梁での一体化による生産性の向上 

 

【回  答】 

三田尻中関港は従来から完成自動車の輸出港として全国有数の規模を持つ

港であり、防府テクノタウンや現在整備中の防府第２テクノタウンについて、

多数の企業進出が期待されることから今後ますますの利用量の増加が見込ま

れます。 

 港湾管理者である山口県では現在、コンテナターミナルの再編整備を進め

ていますが、船舶の大型化や増加に対応できるように３号岸壁の延伸と倉庫

移設及び、港湾機能充実のため港湾関係官庁の三田尻中関港への集約につき

まして引き続き国・県に対して要望してまいります。 

 また、生産性向上のための 1 号岸壁と 2 号岸壁の一体化につきましても県

に対し要望してまいります。 

（回答：河川港湾課） 

                              予算額 

  １  産業基盤施設整備事業【県事業負担金】         1億 390万円 
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４ 地域振興・観光振興・にぎわい創出に関する支援  

（１）新たな拠点を中心とした産学公連携の推進 

県が計画されている農業大学校や農業試験場、林業指導センターを統合し

た「農林業の知と技の拠点」の形成は、地域の活性化はもちろんのこと、農

商工連携や６次産業化に向けた新たな機会を生み出す可能性を大いに含んで

います。また、本拠点が中心となり、各団体がその枠組みを超え協力してい

くことで、地域振興・産業振興につながってくると思います。  

つきましては、新たな拠点が、地元の産業界、大学、農業関係団体等が一

体となって活用できる産学公連携の場となるよう要望いたします。 

 

【回  答】 

山口県が令和２年１２月に発表された「農林業の知と技の拠点における重

点取組方針（素案）」では、新たな拠点が中心となって「農林業産学公連携プ

ラットフォーム」体制を構築し、民間企業や大学などとの産学公連携を一層

強化していくことが示されました。 

 本市といたしましても、新たな拠点が、地元の民間企業、大学及び農業関

連団体等が一体となって活用できる場となるよう県に要望するとともに、本

市農林業はもとより、産業全般の振興につながるよう、民間企業や農業関連

団体等の皆様と連携し、効果的な活用方法を検討してまいります。 

（回答：農林水産振興課） 
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（２）幸せますフェスタへの支援 

新型コロナウイルス感染拡大により、イベントは密をつくり、感染リスク

が非常に高まることから本年度の幸せますフェスタは全て中止とさせていた

だきました。コロナ感染拡大が少し落ち着きをみせていることから、当所で

は、落ち込んだ地域経済を活性化させ、地域に元気を与えるため、感染対策

には十分注意を払い、幸せますフェスタを開催していきたいと思いますので

引き続きのご支援・協力をお願いします。 

 

【回  答】 

本市の交流人口の拡大は、地域の活性化に繋がるとともに、経済的波及効

果も期待できることから、重要なことと考えております。 

貴会議所が事務局を務める「幸せますフェスタ実行委員会」では、春は「防

府天満宮大石段花回廊」、夏は「防府おどり」、秋は「愛情防府フリーマーケッ

ト」、冬は「光と音のページェント」などの「幸せますフェスタ事業」を開催

し、本市の年中行事として定着し、市民の皆様から大いに喜ばれているとこ

ろです。コロナに負けず、今後も「幸せますフェスタ事業」が継続・発展し

ていくように、本市も貴会議所や様々な団体と一緒に取り組み、防府が一つ

になった交流人口の増加を推進してまいります。 

観光客を対象とした交流イベントにつきましては、市と（一社）防府観光

コンベンション協会が一体となって、市内各地で開催されるイベント情報を

一元的に管理し、イベント間連携による賑わいの創出や、効果的な情報発信

等に留意して、誘客に繋げてまいります。 

特に、今年は１年延期となった東京オリンピック、パラリンピックや、山

口ゆめ回廊博覧会が開催されます。また、毛利敬親公没後１５０年、毛利元

就公没後４５０年、俊乗房重源上人生誕９００年の歴史的節目でもあります

ので、こうした機運を利用して幸せますフェスタの更なる盛り上げを、貴会

議所を始め関係各所と協力して行ってまいります。 

（回答：おもてなし観光課） 

                              予算額 

  １ 新 防府の元気回復イベント等開催支援事業      1,000万円 

  ２ 拡 すごいな！すごいぞ！防府 観光キャンペーン    1,200万円 

 

 

 

 

 

 



 17 

（３）防府観光コンベンション協会との連携強化 

防府観光コンベンション協会が行っている観光事業の振興及び発展を図る

諸施策、さらには大都市圏で開催されるイベントや見本市・展示会等への参

加は、われわれ経済界においても直接効果が非常に大きいと考えています。

また、交流人口の増加を図ることは、観光を通じて、魅力溢れる“幸せます”

のまち防府を知っていただくことに繋がり、ひいては定住人口の増加に寄与

するものと考えております。 

つきましては、当所も防府観光コンベンション協会事業と連携・協力して

参りますので、引き続きの支援をお願いします。 

 

【回  答】 

（一社）防府観光コンベンション協会は設立からおよそ３年が経過し、本市

の観光事業の振興・発展、観光客及びコンベンションの誘致等その役割は多

岐に渡り大きな期待が寄せられています。市では、協会の組織を強靭なもの

とするため、昨年６月から市が採用した地域おこし協力隊員１名を協会に派

遣し、イベント等の企画立案やシステム改修等の支援を行ってまいりました。

本市といたしましては、（一社）防府観光コンベンション協会と一体となり、

幸せますフェスタをはじめとした大規模交流イベント等によって賑わいを創

出することで、『「住みたくなる」「訪ねたくなる」まち ほうふ』の実現に努

めてまいります。 

（回答：おもてなし観光課） 

                           予算額 

１ 拡 観光コンベンション推進事業            3,868万円 

２  地域おこし協力隊受入事業               249万円 
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(４）みなとオアシス三田尻への支援 

三田尻港はウォーターフロントの市民憩いの場として、また港の賑わい創

出に向 けた交流機能の場として整備が進められています。この度、防災広場

として整備された公園には、防災施設として使用できる大型遊具が設置され、

新たな層の誘客につながると考えられます。今後、道の駅「潮彩市場ほうふ」

と山口県漁協防府地方卸売市場と合わせてさらに魅力的なエリアとなってい

き、積極的な広報活動やイベント事業が展開できるよう支援をお願いします。 

 

【回  答】 

みなとオアシス三田尻のエリアについては、第５次防府市総合計画のなか

で重点的に取り組む施策の一つに「強みを活かした産業力の強化」を掲げ、

潮彩市場防府を中心とした水産市場エリアのにぎわいを創出することとして

おります。 

 また、令和２年１１月には新築地町防災広場（通称メバル公園）がオープ

ンし、これまでにない年齢層の方が来場されるなど、潮彩市場ほうふと新築

地町防災広場（通称メバル公園）の相乗効果により利用者が大幅に増加して

いる状況です。今後も、山口県や山口県漁協、みなと振興会などのほか、観

光関係団体ともしっかりと連携し、みなとオアシス三田尻の更なる賑わいを

創出してまいります。 

（回答：河川港湾課） 

 

                           予算額 

  １   潮彩市場防府運営事業              3,031万円 

２  港湾整備関連事業                 421万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


