
 

下関市定住自立圏形成方針  

 

（目的）  

第１条  この方針は、広域化した市域を一つの圏域としてとらえ、合併により

生み出された連携及び交流をさらに拡大し、それぞれの地域の特性に基づい

た地域ストックの集約とネットワークを促進することにより、市の区域内に

おいて中心地域となる旧下関市並びに近隣地域となる旧菊川町、旧豊田町、

旧豊浦町及び旧豊北町が適切な機能分担のもと、お互いを支え合い、補完し

合う体制を確立し、住民が定住を望む魅力あふれる自立した圏域を形成する

ことを目的とする。  

（圏域）  

第２条  この方針に基づき、住民が定住するための必要な生活機能の確保及び

自立するための経済基盤の整備を行う区域（以下「圏域」という。）は、下関

市の区域とする。  

（基本方針）  

第３条  地域の特性や既存施設の立地状況などを踏まえ、地域別整備の方向性

を明確にするため、次のとおり対象地域、ゾーンの名称及び分担機能を設定

し、圏域全体の活性化を通じて住民の定住を図るものとする。  

対象地域  ゾーンの名称  分担機能  

旧下関市  都市拠点ゾーン  経済産業の中心となる高度な

都市的サービスの提供機能及

び知りたい、行きたい、住みた

い魅力のあるまち「輝き海峡都

市・しものせき」の顔となる市

街地機能  

旧菊川町  

旧豊田町  

 

田園環境共生ゾーン  

 

木屋川・粟野川水系や中国山地

に育まれた豊かな自然と共生

し、その自然の恵みを活かした
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まちづくりを推進する機能  

 

旧豊浦町  

旧豊北町  

海岸環境共生ゾーン  長く美しい山陰海岸を有する

豊かな自然と共生し、海との関

わりを活かしたまちづくりを

推進する機能  

圏域全体  交流促進ゾーン  地域の多様な人材・資源を活か

したまちづくりを推進し、市全

体の価値や魅力を向上させる

ことにより、市外さらには海外

との他分野における交流を展

開する機能  

２  前項の取組においては、集約及びネットワークの考え方を基本として、生

活機能の強化、結びつきやネットワークの強化及び圏域マネジメント能力の

強化の３つの観点から、連携する取組みを市民、企業及び行政が一体となっ

て推進し、市民が誇れる自立した圏域を構築するものとする。  

（取組事項）  

第４条  前条の基本方針に従い、相互に役割を分担し、連携する取組は、次の

各号に掲げるものとし、その具体的な内容は当該各号に定めるところによる

ものとする。  

(1) 生活機能強化のための取組  

ア  医療  

(ｱ) 地域医療体制の充実に係る取組  

ａ  取組内容  中心地域における中核的な医療機能を有する公的４

病院 (関門医療センター、下関市立市民病院、済生会下関総合病院

及び下関医療センターをいう。以下同じ。 )並びに夜間・休日の一

次救急医療の提供・調整を行う医師会等について、設備や機能等を

充実させ、近隣地域の病院・診療所との連携を推進し、圏域内で完

結する地域医療体制の充実を図る。  

ｂ  機能分担  

(a) 旧下関市においては、公的４病院が、地域医療支援病院、地域
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がん診療連携拠点病院、小児医療における連携強化病院、地域周

産期母子医療センター、救命救急センター、災害拠点病院、へき

地拠点病院等として機能し、かつ、その他高度先進的な専門医療

や二次救急医療を提供するとともに、在宅当番医により休日およ

び夜間急病診療所により夜間の一次救急医療を提供する。  

(b) 旧菊川町においては、旧菊川町の診療所と旧下関市の公的４病

院の連携体制を構築するとともに、在宅当番医による休日の一次

救急医療を提供する。  

(c) 旧豊田町においては、下関市立豊田中央病院を地域の拠点とし、

旧豊田町内での入院が必要な医療を提供するほか、旧豊田町の診

療所と旧下関市の公的４病院の連携体制を構築するとともに在

宅当番医による休日の一次救急医療を提供する。  

(d) 旧豊浦町においては、下関市立豊浦病院を地域の拠点とし、旧

豊浦町内での入院が必要な医療を提供するほか、旧豊浦町の診療

所と旧下関市の公的４病院の連携体制を構築するとともに在宅

当番医による休日の一次救急医療を提供する。  

(e) 旧豊北町においては、旧豊北町の診療所と旧下関市の公的４病

院の連携体制を構築するとともに在宅当番医による休日の一次

救急医療を提供する。  

イ  土地利用  

(ｱ) 農用地の有効活用に係る取組  

ａ  取組内容  圏域全体に広がる農用地において、各圏域で生産され

ている特色ある農産物等の圏域を越えた生産拡大に取り組むことで、

耕作放棄地の拡大防止と水田等のフル活用を推進し、農業生産力の

向上を図る。  

ｂ  機能分担  

(a) 旧下関市においては、中心部となる市街化区域では地域内農産

物の消費拠点としての役割を果たすとともに、市街化調整区域に

おいては、都市近郊を活かした市民農園や園芸作物等への利用を

推進し、耕作放棄地の拡大防止と農用地の有効活用を図る。  
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(b) 旧菊川町においては、全域が農業振興地域であり、水稲・麦・

大豆を中心とした集落営農の法人化や、あいがも米、減農薬野菜

などの環境保全型農業の取組を推進し、耕作放棄地の拡大防止と

農用地の有効活用を図る。  

  また、園芸作物（イチゴ、エビイモ、ナス等）の生産振興策展

開により食料供給基地としての役割を果たす。  

(c) 旧豊田町においては、全域が農業振興地域であり、水稲を中心

に畜産、果樹、野菜等を組み合わせた複合経営に加え、集落営農

の法人化を推進し、耕作放棄地の拡大防止と農用地の有効活用を

図る。  

  また、酒米の生産拡大、黒大豆の特産品化等、生産振興策展開

により食料供給基地としての役割を果たす。  

(d) 旧豊浦町においては、ほぼ全域が農業振興地域であり、水稲を

中心に畜産、果樹、野菜等を組み合わせた複合経営に加え、集落

営農の法人化を推進し、耕作放棄地の拡大防止と農用地の有効活

用を図る。  

  また、酒のオーナー制度や園芸作物の生産振興策展開により食

料供給基地としての役割を果たす。  

(e) 旧豊北町においては、全域が農業振興地域であり、水稲を中心

に畜産、果樹、野菜等を組み合わせた複合経営や、国営農地開発

事業により造成された畑地での酪農など大規模専業経営を営み、

加えて集落営農法人等による農地の集積を推進し、耕作放棄地の

拡大防止と農用地の有効活用を図る。  

  また、耕作放棄地を活用した水田放牧や園芸作物の生産振興策

展開により食料供給基地としての役割を果たす。  

ウ  産業振興  

(ｱ) 企業の投資拡大に係る取組  

ａ  取組内容  地域を支える経済産業基盤の振興と雇用創出による

定住・交流人口の増加のため、市外からの企業誘致と市内企業の設

備投資の促進等を積極的に行う。  
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ｂ  機能分担  

 (a) 旧下関市においては、工業団地への企業誘致を積極的に推進し、

市内立地企業の設備投資を促進するほか、長州出島や長府地区の

港湾用地を物流拠点や産業用地として活用するとともに、産業立

地の基盤整備を促進し、圏域における経済産業基盤の中心として

の機能を担うものとする。  

 (b) 旧菊川町においては、中国自動車道小月インターチェンジ並び

に美祢西インターチェンジからのアクセスや、山陽自動車道によ

る宇部小野田地域との近接性を活用し、工業製品や食品加工等の

製造業を中心に産業が集積する豊東工業団地への企業誘致活動

と立地企業支援を行う。  

(c) 旧豊田町においては、中国自動車道や山陽自動車道からのアク

セスを活用し、木材、農産物及び農産加工品の集積分配機能を活

かした企業誘致活動と立地企業支援を行う。  

(d) 旧豊浦町においては、国道１９１号やＪＲ山陰本線からのアク

セスや中心地域と近隣地域との結節点に位置する地理的特性を

活かした企業誘致活動を行う。  

(e) 旧豊北町においては、国道１９１号やＪＲ山陰本線からのアク

セスを活用し、農水産品、観光関連商品等地域の独自性を活か

した企業誘致活動と立地企業支援を行う。  

(ｲ) 中心市街地の整備及び賑わいの確保に係る取組  

a 取組内容  圏域全体を見据えた利便性の高い都市づくりを行うた

め、中心市街地の都市機能の増進及び経済の活力の向上を図るとと

もに、次期中心市街地活性化基本計画の策定に向けて取り組む。  

また、中心地域が有する既存の都市機能集積を活かし、地域間の適

切な機能分担と、それらが連携する一体的な都市づくりを推進する。 

ｂ  機能分担  

(a) 旧下関市においては、中心市街地において旧下関市はもとより、

近隣地域に居住する市民が圏域内において購買需要を満たすこ

とができるよう、圏域内の各方面からのアクセス性が高いＪＲ下
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関駅を中心に、整備が完了した下関駅にぎわいプロジェクトの各

施設と既存施設との連携を進めるとともに、あるかぽーと開発事

業についても、情報発信やにぎわい創出に向けた事業を実施する

など、圏域におけるより高度なサービスを提供する地域としての

機能を分担する。  

(b) 旧菊川町においては、中心地域との交通アクセスの向上を図る

ため、国道、県道、広域農道などと連携した道路ネットワーク化

を推進するほか、広域移動を担う路線バスの維持・確保を推進す

る。  

(c) 旧豊田町においては、中心地域との交通アクセスの向上を図る

ため、国道、県道、広域農道などと連携した道路ネットワーク化

を推進するほか、広域移動を担う路線バスの維持・確保を推進す

る。  

(d) 旧豊浦町においては、中心地域との交通アクセスの向上を図る

ため、国道、県道、広域農道などと連携した道路ネットワーク化

を推進するほか、ＪＲ主要駅における公共交通の円滑な乗り換え

やパークアンドライド、キスアンドライドなどに対応した駅周辺

整備や交通結節機能の強化を検討する。  

(e) 旧豊北町においては、中心地域との交通アクセスの向上を図る

ため、国道、県道、広域農道などと連携した道路ネットワーク化

を推進するほか、ＪＲ主要駅における鉄道の速達性の向上やパー

クアンドライド、キスアンドライドなどに対応した駅周辺整備や

交通結節機能の強化を検討する。  

(ｳ) ジビエ有効活用推進に係る取組  

a 取組内容  中山間地域において深刻となっているイノシシ、シカ等

野生獣による農林業被害の解消に向け、有害獣捕獲に対する意欲を向

上させ、被害の減少を図るため、これらの有害要素を特産品に変える

取組として、ジビエ有効活用推進事業を推進し、平成２５年４月に供

用開始した、みのりの丘ジビエセンターを有効活用の拠点施設として、

農山村におけるスモールビジネスの創出につなげる。  
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なお、商品化にあたっては圏域外への出荷のほか、地元温泉や道の

駅などでの販売を圏域全体で協力して推進する。  

ｂ   機能分担  

(a) 旧下関市においては、有害獣捕獲の体制整備・強化を行い、農

山村での有害獣被害を軽減し、農林業の持続とジビエの安定供給

を図る。  

また、地域の食肉加工会社との連携を構築・強化し、加工した

食肉のさらなる商品化を図る。  

(b) 旧菊川町においては、有害獣捕獲の体制整備･強化を行い、農

山村での有害獣被害を軽減し、農林業の持続とジビエの安定供給

を図る。  

  また、地域の団体等を中心にジビエを活用した調理法や加工品

を開発し、消費拡大を図るとともに道の駅「菊川総合交流ターミ

ナル」を中心とした販路確立の役割を担う。  

(c) 旧豊田町においては、有害獣捕獲の体制整備･強化を行い、農

山村での有害獣被害を軽減し、農林業の持続とジビエの安定供給

を図る。  

  また、地域の団体等を中心にジビエを活用した調理法や加工品

を開発し、消費拡大を図るとともに道の駅「蛍街道西ノ市」や旅

館・温泉地等を中心とした販路確立の役割を担う。  

(d) 旧豊浦町においては、有害獣捕獲の体制整備･強化を行い、農

山村での有害獣被害を軽減し、農林業の持続とジビエの安定供給

を図る。  

  また、地域の団体等を中心にジビエを活用した調理法や加工品

を開発し、消費拡大を図るとともに豊浦自然活用総合管理センタ

ーや旅館・温泉地等を中心とした販路確立の役割を担う。  

(e) 旧豊北町においては、有害獣捕獲の体制整備･強化を行い、農

山村での有害獣被害を軽減し、農林業の持続とジビエの安定供給

を図る。  

  また、地域の団体等を中心にジビエを活用した調理法や加工品
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を開発し、消費拡大を図るとともに道の駅「北浦街道豊北」や旅

館・温泉地等を中心とした販路確立の役割を担う。  

(ｴ) 観光資源・基盤の整備に係る取組  

a 取組内容  圏域内の主要な観光資源である海響館や火の山公園等

の既存施設の再整備とともに、新たな観光資源の開発、豊かな山林や

田園、海岸等を活用した交流型体験観光施設の整備により圏域内での

回遊性を向上させ、滞在型観光地づくりを推進する。  

  また、交流体験型観光施設などの観光資源を効果的に結びつける

広域滞在型の観光ルートの形成や、広域観光キャンペーンなど、全国

に向けての観光客誘致宣伝活動を展開する。  

ｂ   機能分担  

(a) 旧下関市においては、関門海峡、城下町長府などの歴史・文化

資源や、下関港国際ターミナル、国際会議場を有するなど、国際

観光対策を含めた圏域全体の観光振興対策推進の役割を担い、観

光基盤の整備を行う。  

(b) 旧菊川町においては、田園地域における「ゆっくり・やすらぐ

『癒し』の時間」を提供するため、市営宿舎サングリーン菊川な

どを活用し、都市との交流機能を担う。  

(c) 旧豊田町においては、豊田農業公園「みのりの丘」、豊田田園

空間博物館施設などの交流体験型観光施設や温泉等の観光資源

を活用し、都市との交流機能を担う。  

(d) 旧豊浦町においては、川棚温泉交流センター、豊浦自然活用総

合管理センターや温泉等の観光資源を活用することにより、都市

との交流機能を担う。  

(e) 旧豊北町においては、北長門海岸の豊かな自然環境や道の駅

「北浦街道豊北」等の活用により、都市との交流機能を担う。  

(ｵ) 国際複合一貫高速輸送基地としての取組  

a 取組内容  下関港における海上貨物輸送、鉄道貨物輸送、中国自動

車道、山陽自動車道、九州自動車道が交差する道路網によるトラック

輸送など国際複合一貫高速輸送ネットワークの整備・充実に取組み、
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地域を支える基幹産業の育成・振興を図る。  

ｂ  機能分担  

(a) 旧下関市においては、国際複合一貫高速輸送ネットワークによ

る経済活動の中核を担う機能を分担し、下関港新港地区（長州出

島）及び長府地区において港湾機能及び連絡する道路網の強化を

図り、連携する鉄道・トラック貨物輸送について輸送力高度化の

あり方を検討するなど、さらなる物流拠点としての基盤を整備・

充実し、圏域内で発生する貨物の輸送基地としての役割を果たす。 

(b)  旧菊川町においては、地場企業に対し、地域から発生する自動

車部品などの製造品の輸送について、下関港新港地区（長州出島）

及び長府地区の物流機能活用を働きかけるほか、港湾に連絡する

道路整備を推進し、輸送時間短縮や輸送コスト軽減を図る。  

(c) 旧豊田町においては、地場企業に対し、地域から発生する建築

建材などの輸送について、下関港新港地区（長州出島）及び長府

地区の物流機能活用を働きかけるほか、港湾に連絡する道路整備

を推進し、輸送時間短縮や輸送コスト軽減を図る。  

(d) 旧豊浦町においては、地場企業に対し、地域から発生する衣料

品などの輸送について、下関港新港地区（長州出島）及び長府地

区の物流機能活用を働きかけるほか、港湾に連絡する道路整備を

推進し、輸送時間短縮や輸送コスト軽減を図る。  

(e) 旧豊北町においては、地場企業に対し、地域から発生する船舶

部品などの製造品の輸送について、下関港新港地区（長州出島）

及び長府地区の物流機能活用を働きかけるほか、港湾に連絡する

道路整備を推進し、輸送時間短縮や輸送コスト軽減を図る。  

エ  その他  

上記アからウまでに掲げるもののほか、健康づくりに関する広域的な

推進体制の整備、高齢者や障害者、児童、ひとり親家庭などの福祉充実

のための施設整備や人員の確保及びきめ細かい福祉サービスの提供、ま

た、教育環境の整備等に向けた連携や、生涯学習活動の拠点施設整備、

芸術、文化及びスポーツにおける圏域内交流促進など、圏域内の生活機
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能強化に取組むものとする。  

(2) 結びつきやネットワーク強化のための取組  

ア  地域公共交通  

(ｱ) バス交通対策に係る取組  

ａ  取組内容  近隣地域内で実施されてきた、民間事業者による広域

運行路線（道路運送法第４条）及び旧菊川町、旧豊田町及び旧豊北

町による地域内運行路線（同法第７８条）について、日常生活に不

可欠な交通手段を確保するとともに、デマンド運行やコミュニティ

タクシーなどの運行形態にも取組むこととし、旧下関市も含めた地

域間の交流及び福祉の増進を図るため、効率的な路線の維持及び確

保を図る。  

ｂ  機能分担  

(a) 旧下関市においては、圏域内の各方面からアクセス性の高いＪ

Ｒ山陽本線、ＪＲ山陰本線の主要駅を対象に、乗り継ぎ利便性向

上、待合環境向上及びバリアフリー化を促進し、交通結節点機能

の向上を図る。  

(b) 旧菊川町においては、民間路線の維持・確保に努めるとともに、

市生活バスの運行及び路線・ダイヤなどの見直し検討を行い、バ

ス利用を促進する。  

また、乗り継ぎ利便性向上、待合環境向上及びバリアフリー化

を目的として交通バスターミナルを整備し、交通結節点機能の向

上を図る。  

(c) 旧豊田町においては、民間路線の維持・確保に努めるとともに、

市生活バスの運行及び路線・ダイヤなどの見直し検討を行い、バ

ス利用を促進する。  

(d) 旧豊浦町においては、民間路線の維持・確保に努めるとともに、

バス利用を促進する。  

(e) 旧豊北町においては、民間路線の維持・確保に努めるとともに、

市生活バスの運行及び路線・ダイヤなどの見直し検討を行い、バ

ス利用を促進する。  
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   (ｲ) 鉄道の利便性向上に係る取組  

    ａ  取組内容  圏域全体において鉄道の利用促進に取組み、JR 山陽本

線、JR 山陰本線における交通環境の充実を図り、各方面へアクセス

性の高い都市づくりを目指す。  

    ｂ  機能分担  

(a) 旧下関市においては、 JR 山陽本線、 JR 山陰本線の主要駅にお  

いて、他の交通機関との安全かつ快適な乗り継ぎなど交通環境の  

充実を図る。  

(b) 旧豊浦町においては、JR 山陰本線における交通環境の充実を図  

り、鉄道の利用を促進し、運行本数の維持・確保に努める。  

(c) 旧豊北町においては、JR 山陰本線における交通環境の充実を図

り、鉄道の利用を促進し、運行本数の維持・確保に努める。  

イ  デジタル・ディバイドの解消へ向けたＩＣＴインフラ整備  

(ｱ) 情報通信基盤格差是正に係る取組  

ａ  取組内容  圏域内の情報通信基盤が、進展する情報通信技術に対

応した情報網となるよう、民間通信事業者とともにＩＣＴインフラ

整備を促進する。  

ｂ  機能分担  

         (a) 旧下関市においては、圏域全体の情報通信基盤の充実を図る観点

から、民間通信事業者の進出が容易になるよう、旧下関市のＩＣＴ

基盤を活用し、民間通信事業者とともにＩＣＴインフラ整備を促進

する。  

(b) 旧菊川町においては、超高速モバイル通信が利用できない地域に

おいても、サービスが利用可能となるよう民間通信事業者とともに

環境整備の取組みを促進する。  

(c) 旧豊田町においては、超高速モバイル通信が利用できない地域に

おいても、サービスが利用可能となるよう民間通信事業者とともに

環境整備の取組みを促進する。  

(d) 旧豊浦町においては、超高速モバイル通信が利用できない地域に

おいても、サービスが利用可能となるよう民間通信事業者とともに
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環境整備の取組みを促進する。  

(e) 旧豊北町においては、超高速モバイル通信が利用できない地域に

おいても、サービスが利用可能となるよう民間通信事業者とともに

環境整備の取組みを促進する。  

ウ  道路等の交通インフラの整備  

(ｱ) 流通経路整備に係る取組  

ａ  取組内容  圏域内の農畜産物の生産、加工及び流通を、有効的か

つ一体的に連結し、消費者ニーズに対応した安全な食料を供給し、

市場競争力を向上させるため、輸送体系の効率化を図る。  

ｂ  機能分担  

 (a) 旧下関市においては、豊関広域農道と連絡する道路整備を推進

し、近隣地域に分離している農畜産物生産団地及び農業近代化施

設等を連結させ、市場に入荷する農畜産物の安定供給と市場競争

力の向上を図る。  

 (b) 旧菊川町においては、中心地域と共同して豊関広域農道と連絡

する道路整備を推進し、農畜産物生産団地及び農業近代化施設等

を連結させ、輸送時間短縮や輸送コスト軽減により農畜産物の安

定供給と市場競争力の向上を図る。  

 また、流通経路網の整備にあわせ、消費者ニーズの変化に対応

した多品目・高品質農産物の生産にも取組む。  

(c) 旧豊田町においては、中心地域と共同して豊関広域農道と連絡

する道路整備を推進し、農畜産物生産団地及び農業近代化施設等

を連結させ、輸送時間短縮や輸送コスト軽減により農畜産物の安

定供給と市場競争力の向上を図る。  

 また、流通経路網の整備にあわせ、消費者ニーズの変化に対応

した多品目・高品質農産物の生産にも取組むほか、観光農園、農

業公園等への都市部からの人の流れを創出し、中心地域と近隣地

域の共生・対流を進める。  

(d) 旧豊浦町においては、中心地域と共同して豊関広域農道と連絡

する道路整備を推進し、農畜産物生産団地及び農業近代化施設等
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を連結させ、輸送時間短縮や輸送コスト軽減により農畜産物の安

定供給と市場競争力の向上を図る。  

  また、流通経路網の整備にあわせ、消費者ニーズの変化に対応

した多品目・高品質農産物の生産にも取組む。  

(e) 旧豊北町においては、中心地域と共同して豊関広域農道と連絡

する道路整備を推進し、農畜産物生産団地及び農業近代化施設等

を連結させ、輸送時間短縮や輸送コスト軽減により農畜産物の安

定供給と市場競争力の向上を図る。  

 また、流通経路網の整備にあわせ、消費者ニーズの変化に対応

した多品目・高品質農産物の生産にも取組むほか、観光農園等へ

の都市部からの人の流れを創出し、中心地域と近隣地域の共生・

対流を進める。  

 (ｲ) 基幹道路ネットワーク及び生活幹線道路整備に係る取組  

ａ  取組内容  広域合併による日常生活圏の拡大に伴い、圏域内外の

往来を活発化し、往来時間を短縮する等、市民生活、産業及び経済

を支える交通ネットワーク強化のため、地域間の広域交通の円滑な

処理を行う主要幹線道路と地域内の生活圏相互を結ぶ幹線道路な

ど交通インフラの整備充実を図る。  

ｂ  機能分担   

(a) 旧下関市においては、圏域全体の道路ネットワーク化を目的と

して、国道、県道、広域農道などとの連携を図り、近隣地域から

中心地域へのアクセスを確保するため、国道２号、国道１９１号、

国道４９１号線（下小月バイパス）、下関長門線などの主要幹線

道路について、公共交通による連携強化や交通処理機能の強化を

推進するほか、連携する下関川棚線、豊浦清末線などの幹線道路

と主要幹線道路との円滑な接続と道路機能の充実を推進し、基幹

道路ネットワークを構築する。  

  また、住民の日常生活に身近な生活道路については、安全な歩

行者空間の確保を進め、幹線道路等までの円滑な接続が可能な道

路環境の整備を図る。  
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    (b) 旧菊川町においては、中心地域と旧豊田町を結ぶ国道４９１号

及び下関長門線、旧菊川町と旧豊浦町を結ぶ豊浦菊川線及び豊浦

久野線などの主要幹線道路について、公共交通による連携強化や

交通処理機能の強化を推進するほか、広域農道などの幹線道路と

主要幹線道路との円滑な接続と道路機能の充実を推進する。  

      また、住民の日常生活に身近な生活道路については、安全な歩

行者空間の確保を進め、幹線道路等までの円滑な接続が可能な道

路環境の整備を図る。  

(c) 旧豊田町においては、中心地域へのアクセスとなる旧菊川町を

結ぶ下関長門線や旧豊北町を結ぶ国道４３５号などの主要幹線

道路について、公共交通による連携強化と交通処理機能の強化を

推進するほか、豊浦豊田線などの幹線道路と主要幹線道路との円

滑な接続と道路機能の充実を推進する。  

  また、住民の日常生活に身近な生活道路については、安全な

歩行者空間の確保を進め、幹線道路等までの円滑な接続が可能

な道路環境の整備を図る。  

(d) 旧豊浦町においては、中心地域と旧豊北町を結ぶ国道１９１号、

旧菊川町を結ぶ豊浦久野線などの主要幹線道路について、公共交

通による連携強化や交通処理機能の強化を推進するほか、豊浦清

末線、宇賀山陽線、下関川棚線などの幹線道路と主要幹線道路と

の円滑な接続と道路機能の充実を推進する。  

また、住民の日常生活に身近な生活道路については、安全な歩

行者空間の確保を進め、幹線道路等までの円滑な接続が可能な道

路環境の整備を図る。  

(e) 旧豊北町においては、中心地域へのアクセスとなる旧豊浦町を

結ぶ国道１９１号、粟野二見線及び旧豊田町を結ぶ国道４３５号

の一部などの主要幹線道路について、公共交通による連携強化と

交通処理機能の強化を推進するほか、国道４３５号の一部路線な

どの幹線道路と主要幹線道路との円滑な接続と道路機能の充実

を推進する。  
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また、住民の日常生活に身近な生活道路については、安全な歩

行者空間の確保を進め、幹線道路等までの円滑な接続が可能な道

路環境の整備を図る。  

エ  地域の生産者や消費者等の連携による地産地消  

(ｱ) 地産地消推進に係る取組  

ａ  取組内容  広域合併によるブランド力の向上を背景に、圏域一体

での特産品ＰＲの推進及び特色ある農林水産物を活用した高付加

価値化の取組や地域資源を活用した新商品開発等の支援を行う。さ

らに道の駅や直売所を活用した地産地消の取組や、これに資する栽

培施設等の生産基盤整備を進める。  

ｂ  機能分担  

(a) 旧下関市においては、圏域全体で行う農水産物・加工品の販売

促進や、ロット拡大に伴う安定出荷体制の構築に取組む。また特

産品ＰＲのほか、地域農業者への支援を通じた生産基盤の整備を

促進する。  

      (b) 旧菊川町においては、道の駅「菊川総合交流ターミナル」等を

活用して地場産品の販売を促進し、また地域農業者への支援を通

じた生産基盤の整備を促進する。  

(c) 旧豊田町においては、道の駅「蛍街道西ノ市」等を活用して地

場産品の販売を促進し、また地域農業者への支援を通じた生産基

盤の整備を促進する。  

(d) 旧豊浦町においては、豊浦自然活用総合管理センター等を活用

して地場産品の販売を促進し、また地域農業者への支援を通じた

生産基盤の整備を促進する。  

(e) 旧豊北町においては、道の駅「北浦街道豊北」等を活用して地

場産品の販売を促進し、また地域農業者への支援を通じた生産基

盤の整備を促進する。  

オ  地域内外の住民との交流・移住促進  

(ｱ) 都市農村交流に係る取組  

 ａ  取組内容  中心地域の都市部から、近隣地域を中心とする農山漁
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村部での農林漁業体験などを通じて、両地域間の連携を促進し、中

心地域と近隣地域との共生・対流を進める。  

ｂ  機能分担  

(a) 旧下関市においては、圏域内の共生・対流を推進する観点から、

近隣地域への流入人口拡大のためのＰＲ活動の充実を図る。  

      (b)  旧菊川町においては、「歌野清流庵」や「貴和の宿」等旧家を活

用した都市農村交流事業を促進するなど、中心地域からの流入人

口の受け皿としての機能を充実させる。  

(c)  旧豊田町においては、豊田農業公園「みのりの丘」や「観光梨

狩り園」等の施設を活用し、中心地域からの流入人口の受け皿と

しての機能を充実させるとともに、地域外住民の移住促進に効果

のある緑のふるさと協力隊事業をはじめとする都市農村交流事業

を実施する。  

(d)  旧豊浦町においては、「豊浦自然活用総合管理センター」等の

施設を活用した農業・水産業両面にわたる都市農村交流事業を促

進するなど、中心地域からの流入人口の受け皿としての機能を充

実させる。  

(e)  旧豊北町においては、「観光梨狩り園」等の施設や豊富な水産

資源を活用した農業・水産業両面にわたる都市農村交流事業を促

進するなど、中心地域からの流入人口の受け皿としての機能を充

実させる。  

カ  その他  

上記アからオまでに掲げるもののほか、地域におけるコミュニティ活

動の場の確保支援、ＵＪＩターン用住宅の整備及び二地域居住機会の提

供など、圏域内の結びつきやネットワークの強化に係る取組を行うもの

とする。  

(3) 圏域マネジメント能力強化のための取組  

ア  宣言中心市等における人材の育成  

(ｱ) 下関市立大学における人材育成の取組  

ａ  取組内容  下関市立大学の「公共マネジメント学科」において、
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広域合併を果たした圏域の地域課題に向き合い、その解決に向けた

方法論を開発し、公共的な解決力及び調整力を有する人材（地域コ

ーディネーター )を育成及び輩出するとともに、公開講座等市民の生

涯学習の場において、蓄積した知識及びノウハウの活用を図る。  

ｂ  機能分担  

(a) 旧下関市においては、まちづくりや地域問題等解決のための公共

空間や地域コミュニティの運営に関する専門知識の習得を目指す、

下関市立大学の「公共マネジメント学科」を圏域における地域イノ

ベーション推進拠点として活用する。  

     (b)  旧菊川町においては、旧下関市に隣接し、農村地帯とまとまった

市街地が形成され、一体的な地域活動が行なわれている地域特性を

下関市立大学の調査研究対象として捉え、調査研究成果を活用した

地域課題の解決に向けた取組を推進する。  

(c)  旧豊田町においては、過疎化と高齢化率の著しい進展に対処する

ため、蛍、温泉、道の駅などの地域特性をテーマとして地域振興に

取組み、これらを下関市立大学の調査研究対象として、調査研究成

果を活用した地域課題の解決に向けた取組を推進する。  

(d)  旧豊浦町においては、旧下関市に隣接し、海岸沿いに細長い市街

地及び農村・漁村が形成され、温泉などの資源を有する地域特性を

下関市立大学の調査研究対象として捉え、調査研究成果を活用した

地域課題の解決に向けた取組を推進する。  

(e)  旧豊北町においては、過疎化と高齢化率の著しい進展に対処する

ため、豊富な漁業資源や、多くの観光客が訪れる海洋リゾートとし

ての特性を活かした地域振興に取組むこととし、こうした地域特性

を下関市立大学の調査研究対象として、調査研究成果を活用した地

域課題の解決に向けた取組を推進する。  

イ  その他  

上記アに掲げるもののほか、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を推進するほか、官民共同でまちづくりを総合的

に推進する中心市街地活性化協議会の運営など、圏域内のマネジメント
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を担う人材育成に係る取組を行うものとする。  

（その他）  

第５条  この方針に掲げる取組について必要な事項は、市長が定める。  
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