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第１ 地域概要 

地理的条件 

長門市は、山口県の西北端に位置している。俵山地区は長門市でも南部の山間地域に位置し、下関市と接している。標高が 2～

300メートル程度で、平地よりも 2～3度気温が低い。一位ヶ岳のふもとに名湯俵山温泉があり、多くの湯治客が訪れる。その周辺

は農山村集落が囲んでおり、水稲のほか、長門ゆずきちや自然薯などの特産品が栽培されている。 

自然的資源 

長門市は、北長門海岸国定公園青海島を中心とした美しい海岸線と 5つの温泉郷が有名である。俵山地区は 5名湯のひとつ俵山

温泉があり、環境省の国民保健温泉に指定されるなどアルカリ単純泉がリウマチや皮膚病に効果があるため、高齢者を中心に多く

の湯治客が訪れる。近年では活性化水素の含有量が豊富で、アンチエイジングに効果があるという発表もされている。 

また、七段の滝やその近くに設置された河川プールには、夏場ともなると多くの親子連れで賑わいを見せる。秋にはぶどうやな

しの観光農園も開設される。 

文化的資源 
俵山温泉では、県の文化財にも指定される女歌舞伎が伝承されている。現在では温泉まつりなど年に数回しか上演されていない

が、小学生による子供歌舞伎でその伝統を受け継ごうという取組みが実践されている。 

 

第２ 地域の現状 

長門市の俵山地域は、保養温泉として全国的にも有名な「俵山温泉」を中心に農林業で発展してきたが、社会経済情勢の変化、医療制度の改革、情報

化、国際化の進展等によりその優位性を失い、経済基盤の脆弱化が見られる。さらには、温泉旅館や農業の後継者も少なく、温泉街や周辺農村は往時の

勢いを失い、過疎高齢化が急速に進行している。 

こうした状況の中、平成 16年に俵山地区発展促進協議会青年部を中心に、俵山グリーンツーリズム推進協議会を設立して、都市住民との交流活動に取

組んできた。都市部の大学生が数週間農家に民泊しながら俵山の文化、産業を体験する地域づくりインターン事業に加えて、水稲、ソバ、自然薯、さつ

まいものオーナー制度や収穫体験などのさまざまな活動を展開してきた。平成 20 年度からは、農林水産省、文部科学省、総務省が連携して新たに始まっ

た「子ども農山漁村交流プロジェクト」のモデル地域にも指定され、小学生の体験活動にも取組んでいる。こうしたグリーンツーリズムの活動に加え、

子育て支援などの福祉事業や地域資源の保全活動、地域資源を活用した特産品の開発など、俵山地域としてまちづくりを主体的に行う活動をより一層発

展させるため、平成 21年に「ＮＰＯ法人 ゆうゆうグリーン俵山」を設立した。 

ＮＰＯ法人では、体験交流施設里山ステーション俵山および、俵山スパスタジアムといった公共施設の指定管理を受託している。加えて俵山公民館に

も指定管理者制度が導入され、俵山地区発展促進協議会が管理運営をしている。 

 



第３ ふるさとづくりの目的、ねらい 

俵山地域には、美しい自然景観と、湯治場として栄えた俵山温泉の外湯文化に加えて、寒暖差の大きい気候を生かした農産物（特別栽培米や長門ゆず

きち、自然薯など）や、名刹能満寺や俵山女歌舞伎などの文化資源、しゃくなげやつつじ、ゲンジボタルなど、さまざまな地域資源がある。このような

地域資源を活用しての都市農村交流、新製品や新サービスの開発等に取組んで地域振興を目指していく。 

俵山スパスタジアムは、2011 年の山口国体でのおもてなしが認められ、2019 年に開催されるラグビーワールドカップのキャンプ地誘致に取り組んでい

る。こうしたスポーツ熱の高まりも考慮し、俵山地域は温泉も絡めた癒しと健康の街として地域全体を一つの商品ととらえた取り組みが求められる。 

長門市においても、俵山温泉の活性化を成長戦略行動計画の重要事項として掲げており、湯治テラスの建設や温泉街の景観整備に取り組む。ラグビー

ワールドカップを見据えて、山陰道の一部区間となる長門俵山道路の建設も加速している。こうしたことを追い風に、住民がこの地域に誇りを持ち、住

み続けたいと思える地域づくりが必要である。 

超高齢化社会が目前に迫り、高齢者のみ世帯や独居老人が増加している。高齢者対策としての買い物代行や配食事業、足の確保にも取組んでいるが、

これらの充実とともに、子育て支援事業など地域課題の解決に取組んでいく。 

 

第４ ふるさとづくりの目標 

計画期間：平成 28年度～平成 32年度 

目標 

◎俵山の魅力・体験活動等を全国に PR し、俵山地区の観光客数を 32 年度には 27 年度と比較して 20％増加させ 24 万人とする。 

◎ＵＪＩターンを加速させ、5 年間に移住者を 10 組 50 人呼び込む。 

◎農村民泊を加速させるため受入家庭を増加させ、年間 500 人の宿泊を目指す。インバウンドにも取り組み、10％は外国人宿泊者を目指す。 

◎農業経営の集団化を促進し農業法人の統合を加速する。1村 1農場構想から、東西 2法人程度に拡充する。 

【課題】 

人口減少による少子高齢化、観光客の減少、農作物の価格低下や鳥獣害の増加による収入減少などマイナス要因が多い。しかしながら、地域活性化の

取組みは徐々に地域内に浸透し、将来ビジョンの共有が図られてきた。 

温泉旅館は後継者不足による廃業が相次ぎ、空き旅館も増えてきた。これらを活用した新しい事業の導入を図らなければならない。当然農村地域も後

継者不足が顕著であるため、これらに対応するために田園回帰の流れに乗って、地域おこし協力隊や集落支援員といった制度を活用したＵＪＩターンの

促進を図らなければならない。これらの期間終了後に定住に結び付けるために半農半Ｘに向けた仕事の創出も図っていく必要がある。 

都市農村交流を活性化させるため、民泊を中心とした受入家庭の確保が急がれるが、高齢化の波が直撃し逆に減少気味となっている。農村の持つ教育



効果や、受け入れのやりがいなどをアピールすることで、これまで以上に地域内の合意形成を進めていく必要がある。 

高齢者福祉対策は、よりきめ細やかなサービスの提供が求められる。介護制度の改変等により、補助金の打ち切り等財政的に圧迫される展開も見受け

られるが、安心してこの地域で住み続けてもらうためには、事業の切り捨ては考えられない。 

【今後の活動方向】 

 ふるさとづくりの目標を達成するため、俵山に住む人及び近隣都市部の人に対して、俵山の地域資源を活用した地域づくりを行う。そして、その活動

の情報収集、情報発信及び意識啓発を行い、地域資源を守りながら、住民・団体のネットワークの構築や新産業・特産品の創出を図り、俵山の地域活性

化に寄与するため、次の事業を行う。 

① 環境 豊かな自然保全事業 

② 福祉 高齢者対策事業、子育て支援事業 

③ 教育 体験教育旅行受入事業、コミュニティスクール事業 

④ 観光 まつり・イベントの取組、俵山温泉との協働事業 

⑤ 産業 特産品の開発・販売、農業の振興 

⑥ 総務 地域内外への情報の発信、ＵＪＩターンの促進 

【期待される効果】 

少子化・高齢化社会に対応した事業、俵山の自然・農作物・文化を生かしたツーリズム事業などの魅力あるふるさとづくりを展開することで、人口減

少を少しでも食い止めるとともに、ＵＪＩターンによる人口定住を促進する。さらに、交流人口が増加すれば、雇用の創設や、地場産品の販路拡大につ

ながり、経済効果が期待できる。 

そして何よりも、住んでいる自分達が誇りを持って住み続けられる地域、また、魅力的で都市住民との交流の場となることで、住民が元気になり、地域

活性化の一助となる。また、自分達の住んでいる地域の将来を自分達で考えていくことで、地域に愛着を感じ、地域コミュニティの育成に結びつけてい

く。 

 

 

 

 



第５ 事業計画 総括表 

区      分 活動事項 
活 動 内 容 実    施 

スケジュール  現在の活動状況 

１．環境 

◎地域景観づくり・環境保

全推進事業 

 

 

 

 

 

 

◎花いっぱい運動 

・しゃくなげ園の環境整備 

 （草刈り、花柄つみ） 

・桜天狗巣病の駆除 

 

・熊野山公園草刈り（温泉と協働） 

 

・植樹（桜、芝桜） 

 

・プランターに花を植え俵山を彩る。 

※実施中 

 

※開花前に作業実施 

 

※未実施 

 

※実施中 

 

※未実施 

28 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 

２．福祉 

◎デイサービス事業 

 

◎福祉車輌の運行 

 

◎買い物代行サービスの

展開 

 

◎情報伝達サービスの展

開 

 

◎配食サービス 

・閉じこもり予防デイサービス 

 

・交通弱者に配慮した福祉車輌の運行 

 

・高齢者に対して買い物代行 

 

 

・地域外居住家族に対して地域内高齢

者の状況を伝える 

 

・希望された高齢者に対し弁当を配る 

※実施中 

 

※実施中 

 

※実施中 

 

 

※取組み無し 

 

 

※実施中 

28 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 

 

 

30 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 



３．教育 

◎子ども農山漁村交流プ

ロジェクト 

 

◎山口大学公開講座 

 

・小中学校の長期宿泊体験活動 

 

 

・山口大学公開講座受講者に対して地

域体験・住民交流を提供 

※実施中 

 

 

※実施中 

 

28 年度～32 年度 

 

 

28 年度～32 年度 

 

４．観光 

◎修学旅行の誘致 

 

◎グリーンツーリズムの

展開 

 

◎交流イベント事業 

 

・学校や旅行代理店に PR 活動。 

 

・既存プログラムの改善と新たなプロ

グラムの開発 

 

・自然・温泉を活用したイベント開催 

・音楽コンサート 

※実施中 

 

※実施中 

 

 

※実施中 

※実施中 

28 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 

 

 

28 年度～32 年度 

28 年度～32 年度 

５．産業 

◎特産品開発と直売事業 

 

 

◎一村一農場構想の推進 

 

 

・特産物のふるさと宅配便 

・祭りやイベントへの出店 

 

・農地水環境保全の一本化 

・中山間直支の一本化 

・農業法人の統合・拡大 

※実施中 

※実施中 

 

※実施中 

※取組み無し 

※取組み無し 

28 年度～32 年度 

28 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 

32 年度 

32 年度 



６．総務 

◎地区内外への情報発信 

 

 

◎視察、研修 

 

 

◎ＵＪＩターンの促進 

・ホームページの作成、維持管理 

・広報誌の作成 

 

・研修会参加、先進地視察研修の実施 

 

・空き家の確保 

・移住の促進、定住対策 

※実施中 

※実施中 

 

※実施中 

 

※実施中 

※実施中 

28 年度～32 年度 

28 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 

 

28 年度～32 年度 

28 年度～32 年度 



第６ 地区の組織体制 

（１）地域協議会の概要 

地域協議会の名称 代表者氏名 事務局所在地 

俵山地区発展促進協議会 藤 野 忠次郎 山口県長門市俵山２３０２番地１ 

設立年月日 
主な活動内容  

会員数 

 主な活動地域 

昭和４７年９月１日 
俵山地区における総合的施策の発案と、行政に対する支援・

協力及び要望に関する活動を行う 
長門市俵山 

人 

 

１，０６８ 

 

地域協議会の名称 代表者氏名 事務局所在地 

特定非営利活動法人 ゆうゆうグリーン俵山 村 田   保 山口県長門市俵山４４９７番地 

設立年月日 
主な活動内容  

会員数 

 主な活動地域 

平成２１年５月２５日 
地域資源を活用した体験・交流活動 

（ツーリズム推進活動） 
長門市俵山 

人 

 

３３３ 

 



（２） 地区の有形無形の資源リスト 

番号 資源の名称 内容 分類 所在地 管理方法 備考 

1 農産物 

俵山の気候を生かした特産品。特別栽培米、長

門ゆずきち、自然薯等が栽培され俵山特産品と

なっている。 

農 林漁業  俵山 

 

 

２  俵山温泉 

延期16年（916年）、この辺りに住む一匹の白い

猿がおり、その猿を狙っていた猟師が、ついに

川で傷を洗っている猿を射止めました。そのと

たん、猿と思っていたものが消え、紫色の光に

包まれ、白雲に乗る薬師如来の姿が現れました。

驚いてかけよると、薬師如来の化身の跡から温

かい湯が湧きいでたという言い伝えがありま

す。古くから効能の高い療養本位の湯治場とし

て知られており、正川沿いに旅館が建ち並び、

素朴でレトロな風情が漂います。ほとんどの旅

館には内湯がなく、朝な夕なに浴衣姿の湯治客

が下駄の音を響かせながら共同浴場に通う光景

が見られます。 

伝統文化 俵山 湯町地区 

 

 

３  俵山女歌舞伎 

俵山女歌舞伎は、戦後衰退していた「雛勝芝居」

という全国でも極めて珍しい女子衆のみの芝居

組を、1962年、雛勝師匠から芸を受け継いでい

た人たちが協力して復興させ、現在でも地元の

人びとによって受け継がれている伝統芸能。 

伝統文化 俵山 俵 山女歌 舞保存 会  

 

 

県 指定無 形民俗

文 化財  

４  金銅薬師如来立像 

俵山温泉の薬師堂の本堂である。金銅製で、像

高は43.1cm。県下唯一、中世の銘文のある金銅

仏。彫刻史金工史の資料として価値が高い 

伝統文化 俵山 湯町地区 俵山温泉合名会社 
県指定有形文化財 

彫刻 

５  紙本着色八幡縁起絵巻 

桃山時代、1581（天正9）年の作品。上巻には神

功皇后の新羅（しらぎ）出兵を、下巻には応神

天皇の誕生、その神格化と宇佐八幡宮の由来を

詞書と絵で描いている。大江就時の母が施主と

なり奉納された絵巻。在銘作品として県下では

15番目に古い。内容表現は飯山八幡宮本に近い。 

伝統文化 俵山 大羽山地区 俵山八幡宮 
市指定文化財 

絵画 

６ 俵山温泉まつり 

毎年4月に開催されるまつりで、俵山温泉の小学

生や中学生が俵山温泉の伝統芸能の歌舞伎を演

じたり、子供みこし、綱引き大会、餅まきなど

が行われます。また地元で採れた農産品の販売

も行われます。 

生活 俵山 湯町地区   



７ 手作り蛍祭in俵山 

蛍の観賞、バザーなどが開催される。祭の会場

は頭振川緑の砂防公園駐車場、ほたる鑑賞場所

は七重川河川公園周辺。 

生活 俵山 湯町地区   

８ 俵山温泉ひなめぐり 

今年で5回目をむかえる俵山温泉のひなめぐり。

俵山温泉街にある各旅館の玄関先に手作りを含

む様々なひな飾りが展示されており、誰でも自

由に玄関先で楽しむことができます。また、展

示期間中はひなめぐりスタンプラリーも開催さ

れています。 

生活 俵山 湯町地区   

９ 俵山温泉納涼祭 

俵山温泉湯町の夏のイベント輪踊りのほか、カ

ラオケ大会やジャンケン大会、福引などが実施

され、夜店も出て賑わいます。 

生活 俵山 湯町地区   

１０ 能満寺 

俵山温泉の西約2㎞、田園の中にある真言宗の古

刹です。大同元年（806年）、弘法大師が唐から

の帰朝の折、この地に立ち寄って創建したと伝

えられています。石段を登ると鮮やかな朱色の

山門や本堂、宝物殿などが立ち並んでいます。

花や鳥などが描かれた本堂の天井画は雪舟作と

いわれ、宝物殿には木造聖観音菩薩立像などが

納められています。裏山にはシイノキの巨木が

群生し、山頂には奥の院を安置、新四国八十八

か所の霊場ともなっています。 

生活 俵山 郷地区   

１１ 西念寺 俵山温泉の西に位置する浄土真宗のお寺 生活 俵山 木津地区   

１２ 麻羅観音 

湯本の大寧寺で最期を遂げた大内義隆公の遺児

が女装して俵山に潜んでいたところ、捕らえら

れて殺害され、男児であった証拠に男根を切り

取られたということです。これを哀れんだ里人

が霊をなぐさめるために建てたものです。 

子孫繁栄、精力増強、良縁、恋愛成就、夫婦円

満などに利益があると言われており、観音様を

祭ってある小さな祠の辺一面には沢山の巨大な

男根が立っています。願い事を唱えながらこの

頭をなでるとよりご利益が増すそうです。 

生活 俵山 下安田地区   

１３ 熊野神社 

温泉街のはずれにある古社で、湯町の氏神、俵

山温泉の守護神です。1000年ほど前に紀州の熊

野から勧請したと伝えられています。 

生活 俵山 湯町地区   

１４ 白猿の湯 俵山温泉にある日帰り入浴施設。足湯や飲泉の 生活 俵山 湯町地区   



ほかにペット湯もある。 

１５ 町の湯 
俵山温泉街の中ほどにある源泉かけ流しの共同

浴場です。 
生活 俵山 湯町地区   

１ ６  
長門市一位ガ岳のベニドウ

ダン自生地 

ベニドウダンはベニドウダンツツジの略称。ツ

ツジ科の落葉小木。自生地は俵山温泉西方約

3km、一位ガ岳の北側斜面で、標高600m附近の低

い林の中に数千株が群生している。高さ4～5m。

5月上旬から6月上旬にかけて小枝の先端に花が

まとまってつき、紅色で、大きさ6～8mmの釣鐘

型の花を開く。指定地域面積は3ha。 

自然 俵山 七重地区  
県指定文化財 

天然記念物 

１７ 金ノ口の連理のサカキ 

大羽山の北側斜面の神祠の前にあり、地上60cm

の幹周は1.4m。樹高は15mほどあり、サカキとし

ては巨樹である。連理現象は一枝だけでなく、

数枝にわたってみられる点に特徴があり、地元

の金の口講の神木としてまつられている。また、

近接してタブノキとイチイガシが生育し、樹冠

が互いに交錯しているので、こんもり盛りあが

り、山麓からもこれを遠望することができる。 

自然 俵山 大羽山地区 連理の榊保存会 
市指定文化財 

天然記念物 

１８ 能満寺のシイノキ巨樹群 

俵山の能満寺は唐から帰国した空海（弘法大師）

が建てたと伝えられる真言宗の古刹（こさつ）。

シイノキ巨樹群は寺の裏山にある。そのすべて

が巨樹とはいいがたいが、目通り幹周4.62m、

3.49m、3.3mのものがある。これら群叢は、山頂

へ連なる八十八か所巡拝路を挾んで広がってお

り、亜高木層にツバキ、カゴノキ、タブノキ、

低木層にアオキ、ヤブニッケイ、シロダモ、草

本層にはテイカカズラが多い。 

自然 俵山 郷地区 能満寺 
市指定文化財 

天然記念物 

１９ しゃくなげ園 

個人が長年かけて植えつける。西洋しゃくなげ、

日本しゃくなげが山の中腹1.5haに150種類約2

万本を栽培。４月の中旬から５月の連休にかけ

てが見頃となる。 

自然 俵山 大羽山地区  

（社）日本観光協会

が主催する「花の観

光地づくり大賞」受

賞 

２０ 熊野山公園 

俵山温泉街を見下ろす高台にあり、ツツジとサ

クラの名所です。特にツツジは洋種・和種合わ

せて約１万本が植栽され、4月下旬から5月上旬

の開花期には全山が濃淡の紅色に染めあげられ

ます。園内には近松門左衛門の碑もあります。 

自然 俵山 湯町地区   



２１ 千代の滝 

俵山温泉から長門湯本温泉へ向むかう県道沿

い、木津川に落ちる。長門市では最大の滝で高

さ13m、幅約3m。道路建設で以前の景観はそこな

われたが、県道の下側に落下する様が見られ、

遊歩道などもある。 

自然 俵山 小原地区   

２２ 七段の滝 

この滝の淵には雨蛇という鰻に似た魚がいて大

きい耳がついているといわれる。むかし干天が

続いて雨乞いが行われるとき、雨蛇を扇子に載

せてある祝詞とあげるとたちまち雨が降ったと

いう。この滝は下の方から見ると七段に見え美

しい景観を作っている。 

自然 俵山 七重地区   

２３ ゲンジボタル 
木屋川本流をはじめ、地域内の河川はゲンジボ

タルの発生地としての指定を受けている。 
自然 俵山   

２４ 紅葉 

俵山は昼と夜の寒暖の差が大きいため、特に色

鮮やかな紅葉を楽しむことが出来ます。（能満

寺、西念寺など） 

自然 俵山   

２５ 頭振川みどりの砂防公園 

土砂災害を防ぐためにつくられた砂防えん提の

下流にある公園。小高い芝生広場にはローラー

滑り台やターザンロープといった遊具や展望棟

があり、遊歩道には休憩所や野鳥観察小屋があ

る。 

観光 俵山 湯町地区 市  

２６ 
七重川河川公園 

（河川プール） 

緑に囲まれた憩いのスポットです。メインプー

ルは長さ25m、幅9m、深さ1m。伝説の白猿をイ

メージした深さ30cmの幼児用ミニプールや更

衣室、東屋、トイレなどがあります。プールの

水は七重川の清流を汲み上げ貯水し、木炭を使

ってろ過したものです。 

観光 俵山 七重地区   

２ ７  長門市俵山多目的交流広場 

スポーツ等を通じて市民の健康づくり、コミュ

ニティづくりを推進するとともに、各種イベン

トの誘致により広く都市住民との交流を促進

し、もって地域の活性化に資するため多目的交

流広場を設置している。 

観光 俵山 湯町地区 市  

２８ 俵山温泉旅館・民宿 

古くから効能の高い療養本位の湯治場として知

られており、正川沿いに旅館が建ち並び、素朴

でレトロな風情が漂います。 

広島屋旅館・田中旅館・平下旅館・うみべ旅館

・はやし旅館・八万堂・福隅旅館・はな旅館・

紺屋旅館・冨士屋・翠明園旅館・菊屋旅館・旅

館ふじの・民宿にしだ・糸永旅館・松屋旅館・

観光 俵山 湯町地区 民間  



竹翠園たけや・吉田屋・保養旅館京屋・泉屋・

山下旅館・山田屋・亀屋旅館・藤井旅館・重村

荘・明治屋旅館・さくま旅館・山口屋別館・と

しま苑・民宿みかど屋・俵屋旅館・坂倉旅館・

たまや旅館・さくら屋 

２９ 中島巨峰園 

ぶどう収穫体験（巨峰、藤稔、ゴールドフィン

ガー、竜宝、伊豆錦、多摩ゆたか、安芸クィー

ン、高妻、シナノスマイル等） 

観光 俵山 大羽山地区 民間  

３０ 津田農園 

ぶどう、梨収穫体験 

・梨（20世紀）  

・ぶどう（巨峰、ジャスミン、安芸クィーン、

ピオーネ、伊豆錦） 

観光 俵山 木津地区 民間  

３１ 農業体験 

俵山の特産農産物を活かした農業体験 

さつまいもの植え付け、収穫体験 

自然薯植え付け、収穫体験（オーナー制） 

水稲植え付け、収穫体験（オーナー制） 

観光 俵山   

 


