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１ 当初予算の編成方針

令和３年度（２０２１年度）地域交流部の当初予算は、「新型コロナウイルス感染症対策」と
ともに「第５次防府市総合計画」の推進を踏まえて、４つの施策を中心に編成しています。

（１）住み慣れた地域で暮らし続けるための環境整備

「公民館の機能強化」をします。各公民館と市役所窓口をタブレット端末で結び、オンライ
ンによる行政相談ができる環境を整備しており、各種申請手続きの拡大に向けてモデル事
業を実施し、市役所窓口の混雑緩和と利便性の向上に努めてまいります。

地域の移動手段としての交通サービスを守るため、生活バス路線対策やデマンドタクシー
の運行、離島航路の維持・確保を行います。

（２）民間活力を引き出す防府駅周辺の整備推進

地域交流センターを市民が利用しやすい施設に改修し、中心市街地の賑わいを創出する
ため、「市民ギャラリー」を設置し企画展等を開催いたします。
また、市民に親しみやすい愛称を公募します。

（３）文化・スポーツによる交流の推進

新たに創設される総務省の制度を活用し、「地域プロジェクトマネージャー」を任用するこ
とで、「音楽のまち防府」を国内外に向けて情報発信していくとともに、幅広い人脈を活かし
たコンサートの誘致や専門知識を活かした文化芸術団体等の活動の支援に取り組んでま
いります。
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「防府読売マラソン大会」を、本市スポーツ施策の象徴として位置づけ、これから

１００回大会に向けて多くの選手に参加してもらえるよう、また、実業団や学生のスポーツ合
宿の誘致にも取り組みます。

スポーツ人口の拡大を図るため、市民体育祭を見直し、子どもから高齢者まで誰もが安
全で気軽にスポーツを楽しめる、新たな「ほうふスポーツフェスタ」を開催いたします。

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向け、セルビア共和国女子バレーボールチーム
のホストタウンとして、様々な機会を通じて大会機運を盛り上げます。

（４）官民一体で進める観光振興

重源上人生誕９００年や毛利元就公没後４５０年等の歴史的な節目を活かしたイベントを
実施し、「すごいな！すごいぞ！防府」キャンペーンの継続や山口ゆめ回廊博覧会本番な
ど観光コンベンション協会や商工会議所等と一体となった展開で、観光まちづくりを推進し
ます。

「離島振興」については、集中的にイベントを開催する「野島の日」や夏休み期間中に
様々な交流イベントを開催することで交流人口の増加を図り、野島の活性化を促進します。
また、野島海運の所有船舶レインボーのしまによる「クルーズ」を実施します。

「防府元気回復イベント補助金」の創設をします。新型コロナウイルス感染症の影響で暗く
なりがちな市民生活に明るい希望の光を灯すべく、「新しい生活様式」を踏まえ、感染症対
策をしながら実施するイベント等に補助金を交付します。
防府らしい魅力ある「観光看板」を計画的に設置し、魅力ある観光づくりに努めます。

令和３年４月１日
地域交流部長 能 野 英 人
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２ 予算の状況

防府市の一般会計予算額４４，２９０，０００千円のうち、地域交流部の予算額は１，３０８，０８９千円で、
割合は２．９５％となっています。

生活バス路線対策事業やホストタウン推進事業を総合政策部から移管したことに加え、自治会館建設
費の助成や地域交流センター改修工事等の増額により、前年度比＋２３．４％となっています。

観光費については、サイクリングターミナル改修工事が完了したこと等に伴い、予算額１４７，０３７千円
（前年度比▲７．４％）となっています。
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３ 主要事業の概要 【地域振興課】

• 市民の利便性の向上と市役所窓口の混雑緩和を図るため、身近な窓口である公民館（出張
所）の機能を強化します。

公民館機能強化

■主な取組
新規 公民館の機能強化

・タブレット端末で市内各公民館等と市役所関係課を接続することにより、市民に身近な公民館でオンライン相談
ができる環境を整備し、令和３年３月１日（月）から運用を開始しています。
※ 富海・牟礼・勝間・松崎・華浦・新田・向島・中関・西浦・華城・佐波・小野・右田・大道の各公民館、野島漁村センター

・各種申請手続きを拡大します。
※ 公民館（出張所）で可能となる手続き（例）
・自治会防犯灯電気料金助成事業の申請

・公園利用申請 等
・富海・大道・小野公民館（出張所）をモデル公民館として、運営体制の強化を図ります。
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３ 主要事業の概要 【地域振興課】

• 「瀬戸内海国立公園」に位置する、本市唯一の有人離島である「野島」において、住民の生活を支
援するとともに、野島住民と島外の人達との交流を支援することで、野島地域の振興を図ります。

野島地域の振興

■主な取組

新規 １．交流活動の促進
・野島の活性化を図るため、実行委員会を組織して、交流人口を増加させ
るための様々なイベントを実施します。
●集中的にイベントを開催する「野島の日」や夏休み期間中に様々な
交流イベントを開催することで交流人口の増加を図ります。

●野島海運の予備船「レインボーのしま」を活用したクルーズを、野島
海運、観光コンベンション協会等と連携して実施します。

２．生活機能の確保
・買い物や野島からの移動など、日常生活に不可欠なサービスを維持す
るため、引き続き、離島航路旅客運賃助成・移動販売車両貨物運賃等助
成を行い、地域に寄り添った支援を行います。

野島～三田尻航路主船「レインボーあかね」 予備船「レインボーのしま」
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３ 主要事業の概要 【地域振興課】

• 厳しい経営状況に置かれている路線バスなどの公共交通サービスを守る一方、地域の実情に応
じた交通サービスの検討を行います。

公共交通対策事業

■主な取組

１．生活バス路線対策事業
・バス路線の再編など、交通事業者と連携し、公共交通サービスの確保を図ります。

●生活に必要なバス路線の運行にかかる経費の一部を補助
●交通弱者対策も含めた地域における交通サービスの検討
●公共交通の利用促進に向けたモビリティ・マネジメントの実施

２．デマンドタクシー運行事業
・利用者の予約に応じて運行するデマンド型乗合タクシーを
切畑地区と玉祖地区で運行します。

●運行日：週３日（月・水・金、12/29～1/3は運休）
●便数：６便／日（３往復）
●運賃：２００円（障害者・小学生１００円、未就学児は無料）
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３ 主要事業の概要 【地域振興課】

• 高齢者等が外出しやすい環境を創出するため、バス又はタクシーの運賃の一部を助成します。

高齢者等バス・タクシー運賃助成事業

■主な取組

高齢者等バス・タクシー運賃助成
・運転免許を持たない高齢者等を対象に、バス又はタクシーの運賃の一部を助成します。
●対象者：７０歳以上で運転免許を持っていない人、６５歳以上で運転免許を自主返納した人、

福祉タクシー利用券の交付対象の人
●助成内容：バス・タクシー共通助成券･･･バス２００円引／タクシー２割引バス専用助成券･･･ １００円引
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ホストタウン推進事業

• 東京２０２０オリンピック・パラリンピックで金メダル獲得を目指すセルビア共和国女子バレーボー
ルチームのホストタウンとして、事前合宿受入れをはじめ、様々な機会を通じて大会機運を盛り上
げます。

■主な取組

１．オリンピック事前合宿
・新型コロナウイルス対策を徹底し、選手が最高の状態で大会に臨めるよう
最大限の支援を行います。

２．オリンピック全力応援
・セルビアチームや防府市に縁のある選手を市を挙げて応援するため、パブ
リックビューイングを実施します。



４ 主要事業の概要 【文化・スポーツ課】

音楽のまち防府創造

新規■主な取組
（地域プロジェクトマネージャーの取組）
１．「音楽のまち防府」を国内外に向け情報発信
２． 幅広い人脈を活かしたコンサート等の誘致
３． 専門的知識を活かした事業等への助言
４． 地域・学校等での文化芸術活動

【田中 雅弘氏 プロフィール】

山口県防府市出身。東京芸術大学卒業。霧島国際音楽
祭賞受賞。１９８１年安宅賞受賞。第５２回日本音楽コ
ンクールチェロ部門第２位。第９回ガスパール・カサド
国際チェロコンクール第３位。第１３回若い芽のコン
サートに出演。第９回チャイコフスキー国際コンクール
チェロ部門ファイナリスト、ディプロマ賞受賞。２００
３年山口県芸術文化振興奨励賞受賞。２０２０年山口県
文化功労賞受賞。元東京都交響楽団首席チェロ奏者、霧
島国際音楽祭企画運営委員、防府音楽祭音楽監督として
活躍している。

• 地域の文化芸術団体等の活動を支援するため、新たに創設される総務省の制度（地域プロジェ
クトマネージャー、音楽のまち創造プロデューサー）を活用し、文化芸術を振興します。

• 防府市の特徴として定着している「音楽のまち防府」を促進するため、音楽等の専門知識を持っ
た人材を任用し、音楽のまち防府の発信力を強化します。

地域・学校等での文化芸術活動

専門知識を活かした事業等

8



（スケジュール）

５月～７月 駅周辺施設活性化推進会議
(アスピラート)

６月～７月 設計

１０月 入札

１２月～３月 改修工事

令和４年４月 供用開始

４ 主要事業の概要 【文化・スポーツ課】

• 防府駅前に立地する地域交流センター（アスピラート）の機能を向上させ、市民が利用しやすい
施設へ改修し、中心市街地の更なる賑わいを創出します。

中心市街地の賑わい創出

新規■主な取組
１．１階展示室（大村能章の部屋及び山頭火の部屋）を
市民ギャラリーにリニューアルします。

２．大村能章の部屋の移設及び２階展示ホールの展示
壁を更新します。

３．市民ギャラリーにて、市内文化団体による定期的な
企画展等を開催します。

市民団体による工芸展地域交流センター（アスピラート）
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４ 主要事業の概要 【文化・スポーツ課】

• 防府読売マラソン大会を、本市の「する・みる・ささえるスポーツ」の象徴とし、１００回大会に向け
て継続して開催することにより、スポーツの力を活用した交流を促進します。

• 参加者をおもてなしの心でお迎えするとともに、様々なメディアを通じて、本市を全国にPRします。

防府読売マラソン大会開催

■主な取組

１．防府読売マラソン大会運営費補助

２．第５２回大会
・世界陸連（WA）認証のエリート・ラベル大会として開催
（大阪国際女子マラソン・福岡国際マラソン等と同等）
・歴史、伝統ある大会を盛り上げるため、ふるさと寄附金を
活用

第５１回大会 スタート
第５１回大会優勝者

大会ボランティア
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４ 主要事業の概要 【文化・スポーツ課】

• 子どもから高齢者まで、誰もが気軽に参加し様々なスポーツを体験することができる「スポーツ
フェスタ」を開催することにより、スポーツの楽しさや関心を深め、市民の体力向上や生涯スポー
ツの実施人口の拡大を図ります。

ほうふスポーツフェスタ開催

会場図(案）■主な取組
新規
１．実行委員会によるプログラム等の企画・運営

２．ニュースポーツ・体験コーナー・ソフトボール・バレーボール等の開催
・陸上競技場で開催するプログラム（案）
ニュースポーツ ・トップアスリート体験
かけっこ対決・靴飛ばし・もちまき 等

輪投げでゴルフ

ソフトボール バレーボール

各種ニュースポーツ ストラックアウト

【運動広場】

ソフトボール

【ソルトアリーナ】
バレーボール

【人工芝多目的グランド】

ソフトボール

【陸上競技場】
ニュースポーツ

レクリエーションスポーツ
かけっこ対決

など

会場図(案）

ほうふ
スポーツフェスタ2021
R3.11.7開催予定！
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５ 主要事業の概要 【おもてなし観光課】

• 観光コンベンション協会と防府市が一体となって、本市の観光を「観光地」「おもてなし」「食」の３つのテーマで徹底
的に磨き上げ、「住みたくなる訪ねたくなるまちほうふ」を創造します。

• 「すごいな！すごいぞ！防府」キャンペーンを国内外に向けて発信します。SNSやデジタルサイネージ等を積極的
に活用し、動画配信を強化します。テレビや新聞等の既存メディアも今まで以上に活用します。

• 市内で開催される各種イベント等へ観光コンベンション協会から「賑わい創出補助金」を交付します。
• 「新たな生活様式」に配慮しながら、旅行商談会等に積極的に参加し、旅行会社等へ本市の観光資源を売り込み
ます。新山口駅などの交通拠点へのポスター等掲示もきめ細やかに実施します。

• ＪＡＬ日本航空と観光コンベンション協会との連携協力を活かして、首都圏等での物産販売や企画ツアー等へのＪＡ
Ｌ社員の参加を実現します。

観光コンベンションの推進及び観光プロモーションの強化

■主な取組
１．まちの賑わい創出
・「賑わい創出イベント開催支援事業補助金」の継続

拡充 ・歴史的な節目を迎える毛利博物館、阿弥陀寺との連携や観光コンベンショ
ン協会による「すごいぞ！防府４観光施設」を活かした観光の推進

２．情報発信の強化
拡充 ・民間視点での観光情報の発信、「たびたびほうふ」の更なる充実
新規 ・ＳＮＳ（インスタグラム、ツイッター、フェイスブック）や主要駅デジタルサイ

ネージ等の積極活用と動画配信の強化、松崎天神絵巻立体動画配信など
３．地域おこし協力隊員の観光コンベンション協会への派遣継続

拡充 ４．オリンピックやホストタウンの賑わいを取り込んだ春夏フェスタの実施
拡充 ５．首都圏物産販売や近海クルーズ、主要イベント等へのＪＡＬの参加

観光情報ポータルサイト
「たびたびほうふ」

万灯の夕べ
「ブルーライト」

コンベンション協会と
ＪＡＬの連携協力
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• 山口ゆめ回廊博覧会の本番イベントを７市町合同で開催します。（令和３年７月１日～１２月３１日）
• 防府市は魅力的な３つのプログラムを提供して、山口県央部の広域観光に貢献します。

山口県央連携都市圏域プロジェクト

パワースポット巡り

５ 主要事業の概要 【おもてなし観光課】

■主な取組

拡充 広域博覧会「ゆめ散歩PREMIUM」 ３つの体験型コンテンツの展開
・防府市、山口市、宇部市、萩市、美祢市、山陽小野田市、津和野町合同開催
・ 「重要文化財旧毛利家本邸・名勝毛利氏庭園を隅から隅まで楽しむガイド付きツアー」、
「防府幸せますパワースポット巡り２０２１」、「鋳造体験でオリジナル盃づくりと山口の地
酒飲み比べ」

・ＪＡＬ日本航空社員による毛利氏庭園の特別おもてなし解説など

７つのまちの、ゆめ散歩

重要文化財旧毛利家本邸名勝毛利氏庭園 錫製の容器づくり 長州鋳物記念館

13



５ 主要事業の概要 【おもてなし観光課】

• 毛利敬親公没後150年、毛利元就公没後450年、重源上人生誕900年の歴史的節目を活かして、
毛利博物館や東大寺別院阿弥陀寺で開催されるイベント等を充実させます。

歴史的な節目を活かしてイベント等充実

■主な取組
拡充 １．毛利博物館での企画展を観光コンベンション協会と協力して充実強化
拡充 ２．東大寺別院阿弥陀寺を舞台に加えた「すごいぞ！防府秋の大イベント」の開催
新規 ３．重源上人の事績を分かりやすい形にして、ＳＮＳ等で積極的に発信
新規 ４．飲食業組合と協力して日英饗応料理を基礎にした新しい弁当の開発

東大寺別院阿弥陀寺
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• 大型観光看板の安全点検を規則に従い実施し、更新看板を魅力あふれる「防府ならでは」のものと
します。

魅力ある観光地づくり

■主な取組
新規 １．市民の安全を守る観点から、大型看板４５基４０か所の点検を実施
新規 ２．修繕等が必要な看板が生じた場合、サイン計画を所管する都市計画課等

と協議し、「防府らしい」「防府ならでは」の看板等へ更新
新規 ３．新たな観光看板のデザインを公募し、防府市観光振興推進協議会で選定

４．市境のやぐら状大型観光看板のうち、富海地区に設置してあるものは、
国道２号の別ルート整備が完了し、現在使用する国道が市道に変更された
後に撤去 市道にかかる観光看板



５ 主要事業の概要 【おもてなし観光課】

• 新型コロナウイルス感染症の影響で沈みがちな市民の心に、イベント等の開催で希望の光を灯します。
• 新しい生活様式を踏まえ、感染症対策をしながら実施されるイベント等で、市に活力を呼び戻します。
• 観光分野のみならず、教育や文化、スポーツなど、市の様々な分野の元気を回復させるイベント等に
「防府の元気回復イベント補助金」を交付します。

• 観光コンベンション協会「賑わい創出補助金」との２本柱で、まちの元気を回復します。
• 大小様々なイベント等の開催を通じて、コロナ禍の中でも頑張る産業や事業者を応援します。

危機を乗り越え明るく豊かで健やかな防府を取り戻す
賑わい創出・元気回復イベント補助金

■主な取組
新規 １．観光分野のみならず、教育や文化、スポーツなど、市

の様々な分野を元気にするイベント等の実施計画を募
り、 審査の上、補助金の交付を決定
１団体５０万円の限度額

新規 ２．「元気回復イベント補助金」と「賑わい創出補助金」の
２つの補助金で、市民等の主催するイベント等を支援
賑わい創出と元気回復の２本柱

新規 ３．感染症ワクチンの接種状況や患者数の増減等の動向
を見極めながら催事等を開催。市の賑わいを守ること

で観光や経済の状況のみならず、市民の気持ちを明る
く前向きに転換
Ｗｉｔｈコロナ Ａｆｔｅｒコロナ マイクロツーリズム

おんなみこし連合渡御

美食フェスティバル

市内全ての催しをおもてなし観光課が
把握してパッケージ化するなど
催事の活性化を支援します！！

旧毛利家本邸でのハンドメイド市

愛情防府フリーマーケット
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