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１ 当初予算の編成方針

令和４年度（２０２２年度）地域交流部の当初予算は、「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。

令和４年４月１日 
地域交流部長  杉　江　純　一 

（１）住み慣れた地域で暮らし続けるための環境整備
公民館の行政相談機能を強化するなど、地域で安心して暮らすことができる環境を整備

します。

（２）誰もがいきいきと活躍できる場づくり
市民がより一層、文化・芸術に触れられる機会を充実させるため、アスピラートの１階に

市民ギャラリーを開設するなど、文化・スポーツをはじめ様々な分野において、市民誰もが
参加し活躍できるよう取り組みます。

（３）官民一体で進める観光振興

防府が元気になる様々なイベント開催を支援するとともに、（一社）防府観光コンベンショ

ン協会と一体となって歴史的な節目を活かしたイベントを開催します。

（４）文化・スポーツによる交流の推進
文化活動やスポーツ活動を通じて、健康で心豊かな生活を支えます。
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２ 予算の状況

防府市の一般会計予算額４６，８３０，０００千円のうち、地域交流部の予算額は１，４２０，５４３千円で、 
割合は３．０％となっています。 

人工芝多目的グラウンド夜間照明ＬＥＤ化工事、陸上競技場エントランスの改修、自治会館建設費の助 
成や防府市オリジナルの観光看板への変更等の増額により、前年度比＋８．６％となっています。 

国際交流費については、オリンピック・パラリンピックが終了し、ホストタウン推進事業が完了したことに 
伴い、前年度比▲７６．０％となっています。 

（単位：千円）

区分 令和４年度 令和３年度 前年度比 増減率

一般管理費 5,906 3,519 2,387 67.8%
支所及び出張所費 5,789 722 5,067 701.8%
地域振興費 513,364 489,063 24,301 5.0%
国際交流費 7,862 32,772 ▲ 24,910 ▲76.0%

地域振興課 合計 532,921 526,076 6,845 1.3%
一般管理費 4,000 4,400 ▲ 400 ▲9.1%
文化振興費 9,538 8,276 1,262 15.2%
文化施設費 391,896 417,930 ▲ 26,034 ▲6.2%
スポーツ振興費 43,351 44,275 ▲ 924 ▲2.1%
スポーツ施設費 252,977 156,415 96,562 61.7%

文化・スポーツ課 合計 701,762 631,296 70,466 11.2%
商工総務費 3,870 3,680 190 5.2%
観光費 181,990 147,037 34,953 23.8%

おもてなし観光課 合計 185,860 150,717 35,143 23.3%
地域交流部 総合計 1,420,543 1,308,089 112,454 8.6%
防府市一般会計予算額 46,830,000 44,290,000 2,540,000 5.7%
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○ 主要事業の概要【地域振興課】

• 人と人とがふれあう身近な公共施設である公民館を、アナログによるコミュニケーションを核としつつ、
デジタルで機能補完する、地域住民にとって利便性の高い施設にします。

• 令和３年度にモデル公民館３館で実施した、 「シビックテックチャレンジYAMAGUCHI」 の実証実験
を基に改善点を洗い出し、新たに遠隔相談システムをモデル３館に導入して、公民館（出張所）の
窓口機能を強化します。

公民館機能強化事業（遠隔相談システム） 4,500千円

■主な取組

拡充 １．公民館における窓口機能の強化
・デジタル機能の強化

拡充 ２．公民館における窓口サービスの充実
・公民館でできる手続き・窓口業務の充実

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

タブレット端末によるオンライン相談

「シビックテックチャレンジYAMAGUCHI」

遠隔相談システム

公衆Wi-Fi（生涯学習課）

キャッシュレス決済（デジタル推進課）

デジタル

アナログ

新庁舎供用開始

令和３年３月１日～導入（１５館）

準備

準備

準備

開発
実証実験(３館)

整備（１５館）

導入（モデル公民館３館）

導入（モデル公民館３館）

総合計画 重プロ Ｐ３８
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■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るとともに、地域が主体となった移動
手段について、地域住民と協議を行います。

➣生活に必要なバス路線の運行にかかる経費の一部補助（国や県と一体となって実施）
➣公共交通の利用促進に向けた取組（バス乗り方教室など）

新規 ➣地域が主体となった移動手段の検討（小野地域・上右田地域）
新規 ➣公共交通の利便性向上に向けた交通系ＩＣカードの整備促進（対象：防長交通）

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）

• 地域の移動手段として大切な路線バスなどの公共交通サービスを守りながら、交通弱者対策も
含めた、地域における新たな交通サービスについて検討を行います。

総合計画 重プロ Ｐ３９
分野別 Ｐ９８

○ 主要事業の概要【地域振興課】

公共交通対策事業（離島航路は除く） 107,297千円
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○ 主要事業の概要【地域振興課】

• 子どもが安心して登下校ができるよう、小学校又は中学校に隣接した道路及び通学路で、住居・店舗
等がなく、自治会等では設置困難な場所に、公費で「地域安心防犯灯」を設置します。

「地域安心防犯灯」設置事業 7,474千円

■主な取組

新規 地域安心防犯灯の設置
・設置基準

➣小学校又は中学校隣接道路
・防犯灯を設置する場所から概ね５０メートル以内に防犯灯その他の道路照明及び住居がなく防犯上
必要な場所であること。

➣隣接道路以外の通学路
・防犯灯を設置する場所から概ね５０メートル以内に防犯灯その他の道路照明がなく防犯上必要な
場所であること。
・道路から５０メートル以内に住居のない区間が２００メートル以上連続していること。
・概ね３人以上の通学が見込まれること。
・小学校、中学校の通学路で必要と認められること。

➣共通
・設置予定箇所に隣接する農地等について、照明による影響が生じるおそれがあると認められるとき
は、農地等の所有者又は管理者の同意が得られていること。

総合計画 重プロ Ｐ３６ Ｐ３９
分野別 Ｐ６６ Ｐ９６

ＬＥＤ照明具

防犯灯イメージ
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○ 主要事業の概要【地域振興課】

• 市内で行われる多種多様な地域貢献活動を支援するため、現行の自治会保険加入助成金制度を
見直し、新たな補償制度を創設します。

地域貢献活動保険 2,000千円

■主な取組

新規 地域貢献活動保険制度の創設
・市内の自治会、市民活動団体等が行う地域貢献活動に安心して参加できるよう、市が保険料を負担する、地域
貢献活動保険を創設します。

総合計画 重プロ Ｐ３９
分野別 Ｐ９６

現制度（自治会保険加入助成金） 新制度（地域貢献活動保険制度）

対象団体
自治会保険に加入する地域自治会連合会又は
市長が特に必要と認めた単位自治会

自治会活動、市民活動、その他 これらに類する
公益的な活動を自主的、継続的に実施している
市内の団体

対象活動 自治会活動
地域で行われる作業や
市内で行われるレクリエーション活動 など

保険の対象
となる人

自治会の会員
自治会・市民活動団体等の会員以外（対象自治
会外に住む子どもや孫など）の参加者も対象
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○ 主要事業の概要【地域振興課】

• 地域活動の拠点や災害時の地区一時避難場所等となる自治会館の建設費用の一部を助成すること
で、自治会館の建替えを促進し、地域活動を支援します。

地区公共用施設整備（自治会館新築）事業 20,000千円

■主な取組

自治会館（下河内自治会）の新築
・市独自の地区公共用施設補助金 （自治会館を新設する場合、補助率 ： 5/10、補助限度額 ： 500万円） 及び
(一財)自治総合センターが実施するコミュニティセンター助成事業 （補助率 ： 3/5以内、上限 ： 1,500万円）を
活用し、下河内自治会館の新築に対し、補助を行います。

総合計画 重プロ Ｐ２８
分野別 Ｐ９６

若宮きづな会館
（令和３年度整備）

自治会負担 市補助金 コミュニティセンター助成金

自治会負担の圧縮

総事業費

建設予定地
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■主な取組

自治会館の改修
・地区公共用施設補助金 （自治会館の改修、補助率 ： 4/10、補助限度額 ： 100万円）

➣改修の概要：屋根・外壁・建具等の改修、
トイレの改修・バリアフリー化、下水道接続、浄化槽設置、
自治会館のバリアフリー化、等

○ 主要事業の概要【地域振興課】

• 地域コミュニティ活動の充実と地域住民の福祉向上を図るため、 (一財)自治総合センターが実施
するコミュニティ助成事業を活用し、活動に必要な備品の整備に対して助成を行います。

自治宝くじ一般コミュニティ助成事業 2,900千円

■主な取組

自治宝くじ一般コミュニティ助成
・一般コミュニティ助成事業を活用し、地域コミュニティ団体が購入する備品に対して
補助を行います。

➣整備する備品 ：会議用テーブル・椅子、刈払機、等

総合計画 重プロ Ｐ２８
分野別 Ｐ９６

• 地域活動の拠点や災害時の地区一時避難場所等となる自治会館の修繕等の費用の一部を助成
することで、自治会の地域活動を支援します。

地区公共用施設整備（改修）事業 6,600千円
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○ 主要事業の概要【地域振興課】

• 文化福祉会館のルルサス防府への機能移転やルルサス防府とアスピラートの一体化に合わせて、
地域協働支援センターの持つ機能の維持と、 より一層の利便性向上を図ることにより、 活力ある
中心市街地の形成を目指します。

地域協働支援センター運営事業 117,407千円

■主な取組

新規 １．多目的ホール映像設備の更新
・地域協働支援センター多目的ホール設置の液晶プロジェクターが経年劣化し、また映像設備が現在のデジタル
規格に対応していないため、最新の映像設備一式に更新します。

➣課題：既設液晶プロジェクターの老朽化による不具合の発生、交換部品の調達困難、
アナログ仕様のため、最新のデジタル機器との接続に制限。

➣効果：最新のデジタル規格に対応した映像設備に更新することにより、オンライン等を併用した会議
や研修会等の開催も容易になり、多目的ホール利用者の増加につながる。

拡充 ２．ルルサス・アスピラートエリアの駐車場利用料金一本化
・駅周辺の駐車場利用料金の一本化に伴い、市民活動支援センターの利用者、親子ふれあい広場の利用者は、
駐車場の利用が２時間無料になります。

➣利用者見込み： 15,000人

総合計画 重プロ Ｐ４１
分野別 Ｐ９６ 9



○ 主要事業の概要【地域振興課】

• 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるホストタウン交流を活かした取組を、
日本セルビア友好１４０周年を記念した事業として実施します。

日本セルビア友好140周年記念事業 1,000千円

■主な取組

新規 １ ．ホストタウン感謝の会
・これまでのホストタウン交流を、動画放映などで振り返ります。
・功労者への特別表彰、感謝状贈呈を行います。

新規 ２．駐日セルビア共和国特命全権大使による記念講演

３．西洋スモモ記念植樹

４．セルビア杯バレーボール大会

５．セルビア給食
向島運動公園 セルビアの森

セルビア杯バレーボール大会キリンレモンスタジアム セルビアコーナー

総合計画 重プロ Ｐ３４
分野別 Ｐ９４10
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防府読売マラソン大会開催事業 22,238千円

拡充 ■主な取組【ＪＭＣシリーズとして開催】

【12月第１週目開催へ日程変更】
３０００人規模の大会を想定 ※令和3年約８００人

• 「する」「みる」「ささえる」スポーツとして、競技性を重視したマラソン大会を開催すること
により、全国から多くの参加者を迎えるなど、交流人口の拡大を図るとともに、メディアを
通じて防府市を全国へPRします。

第52回大会前日記者会見

第52回大会スタート

総合計画 重プロ Ｐ５１
分野別 Ｐ９３ Ｐ９４

JMC（ジャパンマラソンチャンピオンシップ）
シリーズとして開催、12月の第1週目開催へ

日程を変更し、昨年よりも有力ランナーの
参加が見込まれ、MGC（マラソン グランド

チャンピオンシップ）出場権獲得者の誕生、
大会記録更新の可能性が高まります。

⇓

メディアを通じて防府市を全国へＰＲすること
ができます。防府ファンの獲得。

※ふるさと寄付金（5万円）での出走権200人。

○ 主要事業の概要【文化・スポーツ課】
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〇 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。地域活性化センター助成金を活用。

ほうふスポーツフェスタ開催事業 1,200千円

会場図(案）■主な取組
１．誰もが参加可能なニュースポーツや体験コーナーなどを開催します。

陸上競技場で開催する楽しいプログラム （自衛隊ファンシードリルなども）

輪投げでゴルフ ・かけっこ対決・靴飛ばし・トップアスリート体験・もちまき等
２．市スポーツ協会加盟団体による種目を開催します。
※種目については、毎年検討していきます。

輪投げでゴルフ
防府市スポーツセンター

キックターゲット ゆるキャラかけっこ

ほうふスポーツフェスタ２０２２
R4.10.16（日）開催予定 「市民の体力向上」や

「生涯スポーツの
実施人口の拡大」【加盟団体種目】

・ソフトバレー（案）
・ラグビー体験（案）

【誰もが参加可能】
・ニュースポーツ
・レクリエーションスポーツなど

実行委員会（スポーツ推進委員・スポーツ協会・指定管理者等）

総合計画 重プロ Ｐ３９
分野別 Ｐ９３

会場図（案）

加盟団体種目

加盟団体種目

加盟団体種目

ニュースポーツ
体験コーナー
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（夜間照明ＬＥＤ化スケジュール）
１月 スポーツ振興くじ

助成金申請手続き

６月～７月 設計
１０月 入札
１月～３月 改修工事

令和５年４月 供用開始

○ 主要事業の概要【文化・スポーツ課】

• 市民が安全・安心にスポーツ施設を利用できるようにするため、施設の整備を図ります
スポーツ振興くじ助成金を活用

体育施設運営事業（指定管理料は除く） 121,677千円

■主な取組
１．人工芝多目的グラウンド夜間照明をＬＥＤ化します。

陸上競技場エントランス人工芝多目的グラウンド 野球場

総合計画 重プロ Ｐ５２
分野別 Ｐ９３

照明器具ＬＥＤ照明化工事
（カーボンニュートラル）

省エネ性の向上
安全・安心なスポーツ施設環境
施設の長寿命化

２．陸上競技場エントランスを改修し、防府市ゆかりの競技者コーナー
をリニューアルします。

３．野球場施設整備検討委員会を立ち上げ、野球場の計画的な施設整
備の方針について検討します。 （第１回会議6月開催予定）

４．卓球台 30台（国際規格）を更新します。
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○ 主要事業の概要【文化・スポーツ課】

拡充 中心市街地の賑わいの創出 4,800千円

■主な取組
１．新たに設置される市民ギャラリーにて、防府市文化協会と連携して市内文化団体による作品展示や発表等を通じて、
人の流れを創出することで、駅前の活性化に繋げます。

２．新たに命名されたエリア愛称「笑顔満開通り」を広く周知し、定着させることで、エリア一帯の魅力の向上と賑わいの
創出を図ります。

• 魅力ある「まちなか」を目指して、市民ギャラリーのオープンなど地域交流センター（アスピラート）の
魅力を向上させます。また、文化福祉会館から文化機能の一部が移転されたルルサス防府と併せ
て、活力ある中心市街地の形成を目指します。

総合計画 重プロ Ｐ４１ Ｐ５２
分野別 Ｐ８７ Ｐ９３

市道栄町藤本町線の開通ルルサス・アスピラートの一体化
エリア愛称「笑顔満開通り」

アスピラートの市民ギャラリーより多彩な
文化活動の発信

ルルサス防府に文化機能の一部を移転すること
により生涯学習拠点施設としての賑わいを創出

駅周辺駐車場の料金を一本化
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○ 主要事業の概要【文化・スポーツ課】

拡充 音楽のまち防府創造事業 8,961千円

• 「音楽のまち防府」の国内外に向けた発信力を強化するため、魅力的なコンサート等のイベントを
開催します。

総合計画 重プロ Ｐ５２
分野別 Ｐ９３ Ｐ９４

■主な取組

１．防府市音楽のまち創造プロデューサーである田中雅弘氏の企画による魅力的なコンサート等を開催します。

２．児童・生徒等に優れた音楽家による生の演奏に触れる機会を与えることにより、音楽への興味や関心を育み、
文化・芸術の振興や発信力の強化に繋げます。

令和４年度の活動予定

【鑑賞事業】

《魅力的なコンサートのプロデュース》

・国内オーケストラトッププレイヤーによる演奏会

・東京メトロポリタン等による演奏会

（ネーミングライツ事業）

・山口県交響楽団演奏会

・第22回防府音楽祭（ほうふニューイヤーコンサート2023）

【育成、普及事業】

《指導・講師》

・防府GENKIコンサート

・音楽セミナー

・管打楽器特別公開クリニック（防府音楽祭関連イベント）
一流の音楽家による演奏会
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○ 主要事業の概要 【おもてなし観光課】

• テレビや新聞等の既存メディアへの露出がこれまで以上に増えるよう、「すごいな！すごいぞ！防府」４名所や、観
光イベント等の情報をメディアへ積極的に提供します。

• SNSやデジタルサイネージ等を積極的に活用し、動画配信をさらに充実します。
• 防府ならではのノベルティグッズの制作やお土産を開発します。
• 日本航空と（一社）防府観光コンベンション協会との連携協力を活かした本市の観光PRを引き続き実施します。

①情報発信の強化 【予算名：「情報発信・おもてなし力強化事業」「観光コンベンション推進事業」】

■主な取組

拡充 情報発信の強化
⇒「たびたびほうふ」ウェブサイトのリニューアル公開
⇒チャンネル登録者が千人を超えた「たびたびほうふ」公式

Youtubeチャンネルの登録者数がさらに増えるよう、地域
おこし協力隊を起用した動画の制作と配信を随時実施

拡充 防府ならではのノベルティグッズの制作や、コンテスト形式
による、「すごいぞ！防府」土産を開発

防府ならではのノベルティグッズ（「すごいぞ！防府」４名所ポストカードなど）地域おこし協力隊（右）出演のYoutube動画

総合計画 重プロ Ｐ４９
分野別 Ｐ９１

祝！「たびたびほうふ」公式
Ｙｏｕｔｕｂｅチャンネル登録者

千人突破！

17,677千円
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○ 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拡大の影響により、２年連続で開催が見送られた春夏秋冬の「幸せますフェスタ」期間
中の主要イベントを、３年ぶりに開催します。特に、「防府おどり」については、防府商工会議所や（一社）防府観光
コンベンション協会、その他関係の団体と一体となって『盛大』に開催します。

②防府おどりの充実 【予算名：「観光コンベンション推進事業」】 9,000千円

■主な取組

防府観光コンベンション協会や防府商工会議所などと連携・協力し、３年ぶりの開催となる「防府おどり」をはじめとする
「幸せますフェスタ」期間中の各種イベントを実施。特に「防府おどり」については、多くの市民や観光客の参加で盛り上が
るよう、内容を充実させて盛大に実施

総合計画 重プロ Ｐ４９
分野別 Ｐ９２

（春）花回廊 （夏）防府おどり （秋）愛情防府フリーマーケット （冬）イルミネーション

春夏秋冬「幸せますフェスタ」代表イベント
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○ 主要事業の概要 【おもてなし観光課】

• 令和４年は、種田山頭火生誕140年及び山頭火ふるさと館開館５周年の節目にあたることから、記
念のイベント等を実施し、種田山頭火及び山頭火ふるさと館をPRします。

• 防府天満宮やうめてらすからの山頭火ふるさと館への誘客促進のため、山頭火ふるさと館の東側に
デザイン性に富んだ門扉を設置します。

③山頭火生誕１４０年記念事業 【予算名：「山頭火ふるさと館管理事業（文化・スポーツ課予算）」】

■主な取組

拡充 種田山頭火生誕１４０年及び山頭火ふるさと館開館５周年を記念した有料特別展を開催
（開催期間：令和４年９月４日～１２月5日予定）

拡充 山頭火や自由律俳句の魅力を多くの市民に知ってもらうため、有料特別展の開催期間中、「句碑拓本ワークショップ」
や「山頭火ふるさとシールラリー（仮称）」などの地域交流イベントを実施

新規 山頭火ふるさと館東側に、天満宮側からの分かりやすさと施設のワクワク感向上を目的に、デザイン性に富んだ門扉
を設置

13人

山頭火ふるさと館東側門扉設置（イメージ）展示室

総合計画 重プロ Ｐ４９
Ｐ５２

分野別 Ｐ９１
Ｐ９４

3,600千円

3,630千円
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○ 主要事業の概要 【おもてなし観光課】

• 市内海水浴場（富海・野島）開設期間中の安心・安全体制を強化します。
• 老朽化が著しい野島海水浴場のトイレ・シャワー室を、来場者が安心して利用できるよう更新します。

④おもてなし環境の整備Ⅰ 【予算名：「海水浴場管理事業」】 29,178千円

■主な取組

拡充 富海・野島の両海水浴場開設期間中、救助員を新たに配置する
ほか、レスキューボードや浮環等の救助器具を設置

拡充 老朽化した野島海水浴場の既存トイレ、シャワー室を撤去し、ユ
ニットタイプのトイレ及びシャワー室を設置

ユニットタイプトイレ海水浴場救助器具（レスキューボードと浮環）

総合計画 重プロ Ｐ５０
分野別 Ｐ９２

富海海水浴場

野島海水浴場
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○ 主要事業の概要 【おもてなし観光課】

• 市道にかかる観光看板を、魅力あふれる防府らしい看板に順次更新します。

⑤ おもてなし環境の整備Ⅱ 【予算名：「観光施設等管理事業」】 20,000千円

■主な取組

拡充 防府天満宮をはじめ「すごいな！すごいぞ！防府」の４つの観光拠点周辺の市道にかかる観光看板を、
「防府らしい」「防府ならでは」の看板に更新

「防府らしい」梅色の看板（イメージ）
総合計画 重プロ Ｐ５０

分野別 Ｐ９２
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○ 主要事業の概要 【おもてなし観光課】

• 本市が誇る防府天満宮・周防国分寺・毛利氏庭園・阿弥陀寺の「すごいな！すごいぞ！防府」４名所を核とした市
内観光施設のさらなるＰＲと誘客拡大を目的に、令和４年の大河ドラマの放送を契機として、回遊性あるイベントの
ほか、毛利博物館、文化財郷土資料館、防府天満宮と連携した企画展等を実施します。

⑥新規 「いざ防府」 すごいぞ！歴史観光推進事業 7,000千円

■主な取組

① 大河ドラマを契機としたイベントの展開
大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」にも登場する毛利の祖・大江広
元ほか、防府にゆかりのある歴史上の人物に焦点を当てた
イベントを実施

② 回遊性のあるイベント
「すごいな！すごいぞ！防府」４名所を中心に、鎌倉時代に
関連する観光スポット・文化財などを巡るスタンプラリーや小
中学生向けクイズラリーなど、回遊性のあるイベントを実施

③ 毛利博物館、文化財郷土資料館、防府天満宮連動企画展
誘客拡大に向け３館が連携し、毛利博物館では、毛利の祖・
大江広元（鎌倉殿１３人の１人）に関する展示を、文化財郷土
資料館では鎌倉時代の企画展を開催するほか、防府天満宮
歴史館においては、鎌倉時代に制作された重要文化財の松
崎天神縁起絵巻をはじめ、多数の収蔵宝物等を展示

13人

総合計画 重プロ Ｐ４９、分野別 Ｐ９１

防府天満宮歴史館（宝物館）

文化財郷土資料館

毛利博物館
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• 令和３年度開催の「山口ゆめ回廊博覧会」を通じた山口県央連携都市圏域７市町のつながりを活か
し、新たな広域連携の取組を推進します。 1,720千円

• 特に山口市とは関係を密にし、観光コンベンション協会と連携して、両市への誘客及び周遊促進に
向けた取り組みを推進します。

⑥ 山口県央連携都市圏域プロジェクト 【予算名：「情報発信・おもてなし力強化事業」】

○ 主要事業の概要 【おもてなし観光課】

■主な取組

新規 山口、防府両市の特徴を活かしたインパクトのあ
る情報発信・プロモーションを、山口市及び両市の
観光コンベンション協会と協力して展開

拡充 ドライブスタンプラリーやリアル宝探しゲームをは
じめとする圏域周遊イベントなど、アフター博覧会
事業を７市町合同で実施の予定

山口市と連携した新たな情報発信（案）

令和３年の山口ゆめ回廊博覧会で人気となったリアル宝探しゲーム「ななゆめ調査団」

山
口
市
・防
府
市
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ポ
ス
タ
ー

案

総合計画 重プロ Ｐ４９
分野別 Ｐ９２

相乗効果を狙った戦略的な発信！
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