資料②

徳山地区地域審議会提言一覧（要約）
テーマ

内容

現状及び課題

要望・改善策等

徳山港の問題点

① 既存フェリー・客船利用を促す
１）周南観光スポットの周知：ふるさとカルタの作成。
商品物流と比較して人的交流が不足してい ２）案内板の設置：外国語の説明も必要。
る。
３）地元メーカーの「モノづくり体験と工場見学」の促進：集客に貢献、
フェリーの利用者が減少傾向にある。
コンビナートの夜景。
主に「団塊の世代」と」「外国人旅行者（若者も ４）周南を中継基地とした観光ルートの開拓：大分（竹田津） 周南 岩
含む）」の2世代に注目し、観光意欲を刺激す 国、大分（竹田津） 周南 山口・萩。
観光の 海の玄関の活性 るような魅力ある環境を作り出すべき。
５）格安ホテル（国際観光格安ユースホステル等）の新設：両世代に好
振興
化案
印象。フェリーターミナル近辺への設置が良い。
６）国際観光ビル（仮称）の建設：入居者は、フェリー会社等の一般会
社、ユースホステル、市役所の一部移転、その他周南を代表する者。
７）ビル屋上にヘリポート新設：観光用ヘリポートを新設。宇部・岩国ま
での交通機関として。県内空港の利用促進も期待。
②新規開設（案）
１）周南 鹿児島：明治維新になぞらえ「薩長航路」とする。
２）周南 神戸：瀬戸内海クルーズの起点･終点。
徳山駅整備事業
「遊びや観光地 駅は、発着以外に乗り継ぎや時間待ちをする ①お土産、ご当地料理の開発が必要。
観光の の拠点の要素を ので、その際の待ち時間に食事や買物ができ お土産としてのお菓子。例えば孝女｢お米」の『およね餅』の復活。
振興
取り入れる」
る『駅なか』やまちづくりが必要。
～お土産、ご当
地料理の開発～
徳山駅整備事業 観光都市宣言をすべき。
「遊びや観光機
観光の
の拠点の要素を
振興
取り入れる」
～岩徳線沿線～

②JR岩徳線にSLを走らせては。
沿線や始点終点駅の観光資源の活性化に役立つ。岩徳線沿線（八
代の鶴や三丘温泉）の観光資源も活用でき、岩国には、錦帯橋他の
観光資源があるので連携もできる。徳山動物園や美術館や回天基地
や孝女「お米」の碑や毛利藩墓地もある。
毛利徳山藩城下町構想。

1 / 7 ページ

資料②

徳山地区地域審議会提言一覧（要約）
テーマ

内容

現状及び課題

要望・改善策等

観光の
動物園の活性化 動物園内のマンネリ化・行く気がいまいち起こ 動物園のリニューアル。
振興
らない。
観光開発への取組が弱く、しかも分散し、全
体として大きな力になっていない。
徳山には、注意深く探せば、規模は小さいが
隠れた観光資源が数多く存在する。それらを
積極的に発掘し連携・ネットワーク化すれば大
観光資源の積極 きなパワーになる。
観光の
的発掘と連携・ 問題は、観光資源の発掘・ネットワーク化をど
振興
ネットワーク
の組織が、誰が中心になって進めるかであ
る。

岩本氏（防衛大学を経て陸上自衛隊及び防衛庁勤務をされ、ロシア
関連の任務を経験されたＯＢ）が、昨年スタートし今後２年間に渡って
ＮＨＫで放映される「坂の上の雲」にちなみ、周南地区に縁の深い登
場人物を取り上げ、ゆかりの施設・事象を多角的に捉え、これらをテー
マとした文化活動、観光案内などの市民活動やイベントを推進し街お
こしするという構想を進めておられる。具体的には、児玉源太郎、与謝
野鉄幹、長岡外史、弘中又一などの交友関係や逸話などを発掘し組
み合わせ、大きな広がりのある活動に展開しようというものである。
こういった取り組みと、徳山が有する他の観光資源（例えば、徳山動物
園、毛利公ゆかりの史跡、飯島様、孝女お米など）をうまく組み合わせ
れば、大きな観光パワーになる可能性がある。
全体の調整・推進役としての市の役割を期待。

観光の
動物園について 動物園が開設５０周年を向かえるにあたり、記 ・子どもと小動物とのふれあい事業
振興
念事業の効果的運営を図る必要がある。
・動物の生態について観察する方法（対象：児童・生徒）
徳山駅整備事業
中心
「遊びや観光機 観光都市宣言をすべき。
市街地 の拠点の要素を
活性化 取り入れる」
～駅南側開発～
中心
市街地 商店街の活性化 商店街に空室テナントがある。
活性化

駅南側に水族館を作ってみては。そして、魚市場と連携しての萩の
シーマートのようなものなど。フェリー乗り場や離島の観光資源も活
用。
商店街地区の再開発。
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・商店街の家賃が非常に高く、新しく事業を始
めようとするベンチャー企業などにとっては
ハードルが高い。
・活動のための拠点確保に困っている団体
（ＮＰＯ法人やボランティア団体）があるが、家
賃が高く利用できない。
・貸主側に家賃を下げてでも貸そうという発
中心
徳山商店街の空 想・意欲がない。
市街地
・空き店舗が増えて町が寂れるため、ますます
き店舗活用
活性化
空き店舗が増える、という悪循環が生じてい
る。

中心
駅前～動物園ま
市街地 でのルートの整 駅前～動物園までのルートの整備
活性化 備

公的資金投入による家賃の一時的な（５～１０年）値下げをすることに
より、以下のような好循環が期待される。
①ベンチャー企業やＮＰＯ法人、ボランティア団体などの活用が増え、
町が賑やかになる。
②街が賑わえば店舗需要が高まり、多少家賃が高くても借りる人が出
てくる。
③多少家賃が高くても借りる人が出てくれば、徐々に公的資金の投入
を減らすことが可能になる。
公的資金の調達方法として、市予算からの捻出の他、合併特例債の
活用や企業からの寄附、コミュニティ・ファンドの活用などが考えられ
る。
必要な資金は、100万円／年×１００店舗＝１億円／年、１０億円／１０
年である。（１００億円を超える合併特例債の投入が計画されている駅
周辺再開発費用の１／１０）
ただし、どのような街づくりを目指すかが大事であり、徳山の強み・弱
みと将来展望に基づく街づくり（例えば高齢者に優しいコンパクトシ
ティ）でなければならない。
駅前から御幸通、岐山通を経て、動物園にいたる道路の整備、併せて
バスの循環を確保。

中心
夜の街は結構にぎやかである。近隣からも多 ・ライブハウス、飲食店等の情報の積極的な発信。
市街地 夜の街について くの人が集まるようにオシャレな夜の街を演
・夜の街の文化発信拠点の設置。
活性化
出。
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生涯
学習

図書館の開館時 職業を持っている人たちが利用するには困難 ・開館時間の延長：9：30～18：00を9：30～21：00へ。
・地域に根ざした専門書の充実（或いは特長）。
間の延長及び充 な状況。
・新規雇用の創出：時間が延長されれば、図書館職員の増員が必要。
実

生涯
学習

業務として、シニア団塊世代を対象とした講座 ・徳山大学を活用しシニアを対象とした大学院をつくる。
を月に１回・１年間コースを２階ほど開催した。
受講者の能力の高さ、地域への愛着の深さに
感銘を受けた。
シニアを対象とし 彼らの能力を活かすには、一緒に学び、お互
た大学院
いが協力し合える環境をつくることが必要であ
る。
周南はシニア層の割合が高い地域なので、
しっかりと学びあうことで、将来、地域を支える
重要な担い手の育成にもつながる。

生涯
学習

児童センターに
児童関連施設が少ない
ついて

児童センターの建設。

ふるさとカルタを作成し、周南市の良さをア
ピールする。
教育・
文化

「周南ふるさとカ
ルタ」の作成

１、老若男女は応募作品を町内会長に提出。
①町内会は応募委員会を設け、広く応募させること。②町内のよさを
アピールすること③しっかり時間かけること④「うまいへた」は問わない
こと。
２、町内会長は応募作品を作成委員会に提出。
３、作成委員会は良い作品を選択。
４、故郷を知ることから始まり、愛する心を育てるため、学校・団体等で
広く流布させる。
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文化面での魅力 伝統的な建物の保存や文化の継承、新しい
芸術活動を生み出せないか。
向上

・文化伝統創造モデル地区を指定し、集中的に文化財の掘り起こしや
イベントを行う。
・案内板等の統一。

・子育て支援センターという楽しい場へ足を向
けていただく手だてを模索中。（母子手帳交
付時の家庭訪問自体を望まないケース、訪問
子育て 子育て支援セン 時に拒否するケース有。）
・子育て支援センターの実情と、子育て中の
支援
ターについて
お母さんのニーズがあっていない：親の休養
により、一時預かりしたくても、どこも満員状態
で、現実は難しい。もっと調査が必要では。

駅ビルのスペースを、子育て交流に開放し、専門職員を常駐してほし
い。
内容は、サークル情報の提供、仲間作り、相談窓口、絵本の読み聞か
せ等を実施（駐車場の無料化or駐車券配布）。
※ぞうさんの家Ｎｏ．２を駅ビル内に設置して欲しい。

１０年前から、高齢者や子ども達が集う「ふれ
あいサロン」を始めており、要望も踏まえて月1
回から週1回となった。もっと増やすという声も
あるが、担い手の負担を考えるとできない。ま
た、集会所を利用しているが、鍵を開ける当
番がいる。

公民館のように、毎日空いていて自由に出入りできるような場所がある
とよい。
高齢者にとっては、介護予防に、子ども達には、見守り対策として、お
互いに良い効果が期待できる。

子育て ふれあいサロン
支援
について

食育

地産地消の浸透やメタボリックシンドロームの 各地区で料理教室を開催。
料理教室の開催 予防をめざし、各地で開催されている健康料 小中学校に食育推進委員会が参加しやすい行事を入れるとよい。
について
理教室に子育て中の母親の参加が少ない。
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内容
食育ついて
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要望・改善策等

「まちいこ」に参加。活気があったが、こういう
場所に出てこない人が問題。

（各教育機関の方）親に対する食育の時間をとってほしい。１年に１日
でよいので働きかけをしてほしい。

都市公園の有効 都市公園は市民の憩いの場のみならず防災 １ 街路樹の落ち葉を肥料にする。
快適な
利用
の要でもある。日頃から「集い・利用し・楽し
２ その肥料を再利用して親子で畑を作る。
都市
「肥料作り・親子 む」事が肝要。
（効果）都市公園という近くの自然に親しむ機会を親子で創造。自ら汗
空間
交流の場」
して見のなる野菜、果物の栽培に取り組む機会の創造。
秋になると銀杏の実が落下し街路で悪臭を発 １ 銀杏の木の適当な位置に網をかけ、落下時にはその網で受ける。
快適な
銀杏の実の積極 生させ、道行く人に不快を与えている。
２ 網の底に穴を設ける。
都市
利用
３ 穴の下に受け皿を用意し、銀杏の実を集める。
空間
４ 観光客、市民に提供する。植物を大切にする事でエコに貢献。
徳山中心市街地の活性化はもとより周辺部の ・少子高齢化の進展により、周辺農村部（中山間地域）では土地の荒
活性化対策をする必要がある。
廃が激しく、ＵJIターン等、容易に住める策を講じる必要がある（農振
周辺
法の改正）
周辺地域の活性
地域
・都市・農村部を結ぶ道路網の整備、公共交通機関の拡充を図り安心
化対策
活性化
して住める村づくりを目指す。
・乗合タクシー制度の実施（１部実施）。
・都市・農村交流通じて地域活性化を図る（体験農業等）。
・市北部は須々万を除き、少子高齢化が進
・市民農園の設置。
み、人口も減少している。
・美しい農村風景の創出。
周辺
少子高齢化・人 ・高齢者の暮らしをきちんとサポートするととも ・高齢者を支援するサポートセンターの設置。
地域
口減少への対策 に、環境保全と市街地の人の農作業体験を
活性化
目的に休耕地を活用する。
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福祉

障害者の雇用に 障害を持つ人たちが働く場が無い。また、周 市役所に支援する担当者をおいてほしい。
応支援のサポート体勢が不十分であるため、
ついて
働く環境を整備できない。

その他

地域審議会の運 地域審議会をより効果的に運営する必要があ ・研究部会の設置。
営について
る。
・研究部会の自主的会合の機会をより多くする。

周南市の危機的状況の打開にとって、次の３ １ ボランティア団体のひとつひとつを知っておくこと。
市民の力の活か つの要素が必要である。
２ 分野別の人材を発掘し、利用すること。
その他
し方
３ それらを結び付け機能するため、役所の力が必要とされているこ
と。
その他 小学校の耐震化 小学校の施設が老朽化している。
耐震が心配である。

小学校の耐震化工事（早急に）。

その他

都市計画図につ
都市計画図の公開
いて

その他

地域審議会につ 地域審議会から出された意見や提案が、市で 地域審議会での提言について、市としてはどのような方向で、どのよう
どのような形で反映されたのか、結果がわから な形での考え方を持っているのかについて、説明をして欲しい。
いて
ない。
そうすることで、意味のある地域審議会となるのではないか。

都市計画図を市のＨＰで見れるようにして欲しい。
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