
下関市定住自立圏中心市宣言 
 

 

わが国の総人口は、今後、急速に減少することが見込まれており、「過密なき

過疎」の時代の到来にあって、下関市もその例外ではなく、今後の少子・高齢

化、人口減少の進行に向けた対応は喫緊の課題となっている。 

こうした状況を背景として、人口の流出を食い止め、また三大都市圏から下

関市への人の流れを創出し、市民が安心して暮らせる持続可能な地域、社会を

つくることが肝要である。 

平成 17年 2月 13日に１市４町での広域合併を果たした下関市を概観すれば、

合併前の旧下関市には、中核的な医療機能など、既に都市機能において一定の

集積があり、加えて、現在も大規模図書館、博物館など、都市と地方の住民の

共生や日常生活を支える機能の更なる充実に取り組んでいる。 

また、旧菊川町、旧豊田町、旧豊浦町、旧豊北町の４町（以下、「旧４町」と

いう。）との関係においては、合併以前から旧下関市には旧４町からの通勤、通

学において一定割合以上の住民の移動があり、旧下関市がこの地域において、

経済、社会、文化など住民生活等において中心的な役割を担うなど密接な関係

を継続している。 

このような関係をもって広域合併した本市は、結果として、本市に対する通

勤通学割合が 10%以上である市町村が存しないこととなるなど、周辺自治体か

ら自立した一つの圏域が形成されたところである。このような中にあって、市

民は、完結型の都市機能・生活機能の充足の中で、下関市に生まれ、学び、暮

らしながら、地域の発展に主体的に関わっていくことができる。それはすなわ

ち、市民の定住とその将来的持続に連結する魅力ある地域づくりの基盤となる

ものである。 

こうした観点において、中心市街地の整備・賑わいの確保など、地域住民の

生活を受け止める高次な都市機能を充実させていくべき旧下関市地域と、生活

を守る上で必要不可欠な、生活交通の維持確保、地域間の情報格差解消など、



生活機能の整備を必要とする旧４町地域の住民の生活を、融和、共生させ、「定

住」のための、暮らしに必要な諸機能を確保すると同時に、「自立」のための経

済基盤や地域の誇りを培い、全体として魅力あふれる地域を形成するには、「集

約とネットワーク」による施策の展開が必要である。 

このため、ここに、合併前の旧下関市を中心地域とし、旧４町を周辺地域と

した「下関市定住自立圏」の構築を掲げ、圏域全体の生活機能の集約化・ネッ

トワーク化を促進し、圏域全体の総合的なマネジメントを行い、積極的な各種

サービスを提供していくことにより、その暮らしを支え、魅力を向上させ、新

市の均衡ある発展を目指すことを内外に向けて宣言するものである。 

 

 

 平成 21 年 2 月 16 日 

 

 

                    下関市長 江 島   潔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高度定住自立圏の目指すべき都市機能 施設名 摘要・定義

○ 地域がん診療連携拠点病院 中央病院 厚生労働省指定

○ 高度医療(脳疾患・心臓疾患)対応病院 中央病院、厚生病院、済生会病院、関門医療センター

○ 救急病院
（２次救急）中央病院、厚生病院、済生会病院、関門医療センター
（３次救急）関門医療センター

県指定

○ 24時間対応小児科専門病院 済生会病院 24時間小児科医が常在

○ 母子周産期医療センター 済生会病院
高度な周産期医療を提
供するため、新生児治
療の専用病室を配備

○ 児童相談所 下関児童相談所

児童福祉法に基づく児
童相談所。県内には他
に、中央（山口）、岩国、
周南、萩

○ 大学 水産大学校、下関市立大学、東亜大学、梅光学院大学、下関短期大学

○ 中高一貫校 県立下関中等教育学校

○ 各種専門学校

下関理容美容専門学校、立修館高等専修学校、下関文化産業専門学
校、下関福祉専門学校、下関リハビリテーション学院、さくら国際言語学
院、日本医療専門学校、下関看護専門学校、下関歯科技工専門学校、
下関コンピュータビジネス学院

学校教育法に定める専
門学校（専門課程を置く
専修学校）

早鞆自動車学校、山口県下関自動車学校、山陽自動車学校、山口朝鮮
初中級学校、下関西南ドレスメーカー女学院、宇原ドレスメーカー女学
院、下関和裁学院、西日本和裁学院、下関文化服装学院、藤川編物技
芸学院、下関華道学院

学校教育法に定める各
種学校

○ テレビ主要５局視聴

【テレビ朝日系列】ｙａｂ山口朝日放送、ＫＢＣ九州朝日放送
【テレビ東京系列】ＴＶＱ九州放送
【フジテレビ系列】ＴＮＣテレビ西日本
【日本テレビ系列】ＫＲＹ山口放送、ＦＢＳ福岡放送
【ＴＢＳ系列】ｔｙｓテレビ山口、ＲＫＢ毎日放送

○ 美術館 下関市立美術館

○ 博物館
下関市立長府博物館、下関市立考古博物館
※新博物館（建設中）

博物館法に定める施設

○ 大型文化ホール
下関市民会館、山口県国際総合センター(海峡メッセ下関)
※社会教育複合施設（建設中）

○ 大規模図書館 ※社会教育複合施設（建設中）

○ 高速道路 中国自動車道・九州自動車道、山陽自動車道

○ ターミナル駅 下関駅
列車の起点、終点とな
る鉄道駅

○ 新幹線駅 新下関駅

○ 長距離バス
下関←→神戸・大阪線
下関←→福岡線

○ 空港アクセスバス
下関←→山口宇部空港線
下関←→福岡空港線
下関←→北九州空港線

 交通

 医療・福祉

 教育

 情報・娯楽・
 文化・スポーツ

定住自立圏形成の背景と取り組み 

中心地域となる旧下関市が、周辺地域である旧４町を含めた合併後の下関市に居住する

住民の生活機能を確保し、地域の魅力を向上させていくための基盤となる都市機能の集積

状況、及び旧４町との連携・交流の状況、また、「集約とネットワーク」の考え方により展

開しようとする取り組みは以下のとおりである。 

 

■１. 旧下関市における都市機能の集積状況 

 公共施設等による各種サービス機能、中核的な医療機能、大規模商業・娯楽機能その

他行政及び民間分野における都市機能の集積状況は概ね以下のとおりであり、より高

次な定住自立圏を形成する中心地域としての機能が確保されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



男子洋服
婦人服
子供服類

呉服
服地
ふとん類

靴・かばん
小間物
身の回り品類

時計

メガネ類

電気器具

ミシン類
外食

旧菊川町 69.7% 70.1% 69.9% 65.1% 82.0% 63.0%

旧豊田町 64.4% 63.6% 66.8% 64.8% 57.2% 56.3%

旧豊浦町 48.5% 41.9% 49.0% 41.9% 49.6% 54.1%

旧豊北町 38.8% 39.5% 44.6% 49.9% 37.0% 42.3%

注) 平成14年買物動向調査

(外来患者)
(単位：人)

(入院患者)
(単位：人)

7,666 4.9% 753 7.1%

141,528 90.1% 9,354 87.7%

157,002 100.0% 10,670 100.0%

注) 平成19年患者数 注) 平成19年患者数

旧下関市

全外来患者数

入院患者数 割合

旧４町 計

旧下関市

全入院患者数

外来患者数 割合

旧４町 計

(単位：人)

旧菊川町 2 2.9%

旧豊田町 2 2.9%

旧豊浦町 7 10.1%

旧豊北町 3 4.3%

14 20.3%

55 79.7%

69 100.0%

注) 平成20年入学者数全534名のうち下関市内入学者数

入学者数 割合

旧４町 計

旧下関市

計

 ■２. 旧４町住民の都市機能利用状況 

   次表のとおり、旧４町の住民も旧下関市に集積された都市機能を活用しているなど、

旧下関市の都市機能は周辺地域にも及んでおり、旧下関市がこの地域で、経済、社会、

文化など住民生活等において中心的な役割を担うなど旧４町とは密接な関係を継続し

ている。 
 
  ① 下関市立中央病院地区別患者数 

 

 

 

 

 

 

② 下関市立大学地域別入学者数（市内入学者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 買物動向（旧下関市における吸引率） 

 

 

 

 

 

 



周辺市からの状況
(単位：人)

うち下関市での
従業･通学者数

山陽小野田市 34,457 1,839 5.3%

長門市 22,989 442 1.9%

美祢市 16,732 466 2.8%

宇部市 94,439 903 1.0%

計 168,617 3,650 2.2%

注) 平成17年国勢調査数値

割合
常住就業者･通学
者数

旧４町からの状況
(単位：人)

うち旧下関市で
の従業･通学者数

旧菊川町 5,020 1,652 32.9%

旧豊田町 4,125 590 14.3%

旧豊浦町 11,148 3,803 34.1%

旧豊北町 7,499 669 8.9%

計 27,792 6,714 24.2%

注) 平成12年国勢調査数値

常住就業者･通学
者数

割合

■３. 下関市に対する通勤通学割合 

 ① 周辺市からの通勤・通学者数の状況 

次表のとおり、平成 17 年 2 月 13 日に広域合併した本市に対し、従業又は通学す

る就業者数及び通学者数を、常住する就業者数及び通学者で除して得た数値（以下、

「通勤通学割合」という。）が 10%以上である周辺市は、結果として存しないことと

なり、本市は周辺自治体から自立した一つの圏域を形成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 周辺地域(旧４町)から中心地域(旧下関市)への通勤・通学者数の状況 

    旧４町からの中心地域である旧下関市に対する「通勤通学割合」は、次表のとおり

一定割合以上の住民の移動があり、旧下関市はこの地域における住民生活等において

中心的な役割を担っている。 

    そうした中、旧豊北町については通勤通学割合が 8.9%と、10%を下回るものの、広

域合併の構成団体のひとつであり、合併１市圏域を形成する一体不可分な地域として

連携して定住自立圏を形成するものである。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



■４. 展開しようとする取組 

広域合併を果たした本市は、合併後の面積が 716k ㎡という広大な市域の中に、都

市部である旧下関市と、中山間地域である旧４町という行政態様の異なる地域を抱え

行政運営を行っている。 

広域合併により、旧４町を含む本市地域では、少子高齢化社会の進展や、介護保険、

ゴミ処理など、適切な運営に一定の人口集積が必要となる住民サービスの維持、確保

について、基礎自治体としての役割を果たすための基盤が整備されたところであるが、

行政態様の異なるそれぞれの地域において、地域住民の生活を受け止める高次な都市

機能の整備と、生活を守り維持していくため不可欠な生活機能の整備を両立させ、も

って住民の生活を融和、共生させることが必要である。 

こうした観点から、定住自立圏全体の活性化を通じて人口の定住を図り、「集約と

ネットワーク」の考え方を基本として展開しようとする取組は、以下のとおりである。 

 

 

① 生活機能強化のための取組 

a) 産業振興 

中心市街地の整備・賑わいの確保(下関駅にぎわいプロジェクトなど)、農山漁村

スモールビジネス創出(有害獣肉有効活用推進事業など)、農海産物品ブランド化 

b) 教育 

 地域イノベーション推進拠点としての下関市立大学の充実(新学科設立など)、サ

テライトキャンパス活用や大学コンソーシアム推進 

c) 医療 

地域医療ネットワーク整備 など 

 

②  結びつきやネットワーク強化のための取組 

a) 地域公共交通 

生活交通の維持確保 

b) デジタル・ディバイドの解消へ向けた ICT インフラ整備 

地域間の情報格差解消(ブロードバンド整備等) 

c) 道路等の交通インフラの整備 

生活幹線道路整備、生活交通の維持確保 

d) 地域内外の住民との交流・移住促進 



人口定住促進、UJI ターン希望者に対するトライアングル居住の機会提供 な

ど 

 

③  圏域マネジメント能力強化のための取組 

a) 人材の育成・交流 

韓国釜山広域市、中国青島市、及び国内周辺市も含めた人材交流の推進、次世

代若者交流事業の推進 

b) 外部からの行政及び民間人材の確保 

再開発プランナーによる街なか《通り再生》プログラムの推進、中心市街地に

おけるまちづくりセンター設置・運営事業 など 

 

 


