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～はじめに～ 

 平成 20 年 4月の地方税法の改正に伴い、平成 20年 5月から始まった「ふる

さと納税制度」ですが、おかげ様で本年度も多くの皆様からふるさと宇部を想

われるお気持ちとたくさんのご寄付をいただきました。この度、平成 21年度に

頂いたご寄付についてのご報告をさせていただくとともに、あらためてお礼を

申し上げさせていただきます。 

 今日の宇部市の発展は「共存同栄・協同一致」の精神が基礎となっています。

この言葉は「みなが心を一つにして、ともに栄えていこう」という意味で、大

正 10年の市制施行日にあわせて宣言されたものです。皆様のふるさとを想うお

気持ちは、これからの宇部市が栄えていくための大切な支えとなります。 

 平成 22 年度からは、「みんなで築く 活力と交流による元気都市」を目指し

た新しい総合計画に基づくまちづくりが始まります。ふるさと納税制度は、未

来へと続く制度であり、本市といたしましても引き続き皆様にご支援いただけ

るようなまちづくりに努めてまいりますので、ふるさとの未来のためにこれか

らも多くの皆様からのご支援をいただきますようお願い申し上げます。 

 

平成 22年 4月 

 

 

 

宇部市長   
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平成 21 年度ふるさと納税寄付状況について 

寄付合計金額   6,389,935 円 

[内訳] 

ＵＢＥビエンナーレ(現代日本彫刻展)の開催 13,000 円

ときわ公園の整備､活性化 106,000 円

産学連携の推進による産業振興 56,000 円

旧宇部銀行の保存・活用 1,010,000 円

第 66回国民体育大会「おいでませ！山口国体」の開催 23,000 円

市長にまかせる（事業は指定しない） 5,181,935 円

寄付頂いた方  

・個人 ２９人 

岡村  浩 様、佐々木 淳惠 様、日髙  清 様、安田 永一 様、 

坂本 友一郎 様、阿部 邦二朗 様、小林 正之 様、伊東 秀昭 様、 

蔵重 有利 様、西村 知美 様、古谷 榮識 様、山田 直起 様、 

藤田 忠夫 様、後藤 剛史 様、入江 慎一 様、石原  秀 様 

大畑  仁 様、厚見 靖之 様、俵田 忠 様、西村 信夫 様 

匿名希望 ９人 

・宇部高東京三四会 １０人 

赤川 渓悟 様、杉本 隆夫 様、戸崎 紘一 様、中村 碩之 様 

伊藤 隆夫 様、吉村 博実 様、宮木 芳大 様、平澤 眞一郎 様、 

末吉 昇 様、小西 孝蔵 様 

・宇部高三四会 ２５人 

寄付頂いた法人 ２社 

株式会社 安田建設、大永商事株式会社 

 

寄付金の使途について 

平成 21 年度に篤志者の皆様から頂いた寄付金については、市予算に計上し、

一旦「ふるさと応援基金」に積み立て、平成 22年度予算でご指定のありました

事業の財源として使わせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 



 4

ＵＢＥビエンナーレ(現代日本彫刻展)の開催について 

ＵＢＥビエンナーレ(現代日本彫刻展)の開催についてのご寄付は、申込件数 2

件、金額は 13,000 円でした。寄付金については、UBE ビエンナーレ公募用ポス

ター・チラシ印刷代（予算額 468 万円）の一部に活用させていただきます。 

ＵＢＥビエンナーレ(現代日本彫刻展)は、平成 21 年 10 月 3 日から 11 月 15

日まで開催され多くの方に来場いただきました。平成 22 年度には、第 24 回応

募作品展が開催され、本展は、平成 23 年秋を予定していますが、1961 年に宇

部市野外彫刻展を開催してから50周年の節目を迎える記念すべき彫刻展となり

ます。 

 

 

 

ときわ公園の整備､活性化について 

ときわ公園の整備､活性化についてのご寄付は、申込件数 7件、金額は 106,000

円でした。寄付金については、平成 22年度の常盤公園にぎわい創出事業の、 

ときわ公園のまつりを開催するための市からの助成金（予算額 900 万円）の一

部に活用させていただきます。 

平成 21年度は、恒例のさくらまつり、しょうぶまつり、ときわサマーフェス

タに加え、12 月に実施した第２回ＴＯＫＩＷＡファンタジア イルミネーショ

ンコンテストでは、多くの市民や団体の作品が展示され、ときわ公園が幻想的

な雰囲気に包まれ、市内外から多くの来園者で賑わいました。 

今後もときわ公園が魅力ある施設であり続けるために、新たな活性化の方針

の作成や更なる集客対策への取り組みに努めて参りたいと考えております。 
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産学連携の推進による産業振興について 

産学連携の推進による産業振興についてのご寄付は、申込件数 7 件、金額は

56,000 円でした。寄付金については、平成 22 年度に産学連携推進基金に積み

立てさせていただいております。 

基金の状況は、平成 21年度末で 99万 4千円となっています。 

基金の使い道としては、地域企業の新技術・新製品等の研究開発から実用化、

事業化など新規産業創出のための経費として充てさせていただきます。 

 

 

 

旧宇部銀行の保存・活用について 

旧宇部銀行の保存・活用についてのご寄付は、申込件数 2件、金額は 1,010,000

円でした。寄付金については、平成 22年度に旧宇部銀行保存基金へ積み立てさ

せていただきます。 

旧宇部銀行は、今年の 9 月のオープンを予定しており、開館を記念した様々

なイベントが開催される予定です。 

基金の使い道としては、旧宇部銀行本店の建物を保存・活用するための経費

に充てさせていただきます。 
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第 66 回国民体育大会「おいでませ！山口国体」の開催について 

第 66 回国民体育大会「おいでませ！山口国体」の開催についてのご寄付は、

申込件数 3件、金額は 23,000 円でした。寄付金については、平成 22 年度のお

いでませ！山口国体宇部市実行委員会への補助金（予算額 1,949 万円）の一部

に活用させていただきます。 

 おいでませ！山口国体宇部市実行委員会は、平成 23 年 10 月に開催される山

口国体及び山口大会（第 11回全国障害者スポーツ大会）に向けて、本市で開催

される競技会の円滑な運営を期するために、必要な準備を行うことを目的とし

て設立された組織で、市長を会長とし、市内各界から委嘱された 127 名で構成

されています。 

 今年は、国体のリハーサル大会として、６月に春季中国地区高等学校野球大

会と７月に全日本実業団ソフトテニス選手権大会を開催することとしています。 

 各競技会の運営や宿泊、交通手段の手配など、万全な準備を進めるとともに、

市民総参加の国体となるよう、また本市の魅力を全国に発信するため、広報啓

発活動を積極的に推進していくことにしています。 
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事業は指定しないとされた寄付金について 

事業は指定しないとされたご寄付は、申込件数 60件、金額は 5,181,935 円で

した。 

その内、ご本人様から特に指定が無かったもの（申込件数 51 件、金額

1,570,750 円）については、鋭意検討しました結果、本市で春と秋に開催してい

る花壇コンクールで配布する花苗種代、ときわ公園内の花壇の肥料、農薬代や

中心市街地のフラワースポットの更新など本市における緑と花に関係する事業

（予算額 227 万円）へ充てさせていただきます。 

 本市は、緑と花と彫刻のまちをキャッチフレーズとしており、本市にとって

象徴的な事業であります。 

 

 

また、ご本人様のご希望で、体育関係に使用して欲しいと要望があったご寄

付が 4 件金額 2,000,000 円、福祉関係の充実に使用して欲しいと要望があった

ご寄付が１件金額 100,000 円、音楽の振興に使用して欲しいと要望があったご

寄付が１件金額 10,000 円、市制施行 90 周年記念事業に使用させていただくこ

とにしたご寄付が 3件金額 1,501,185 円ありました。 

体育関係の寄付金については、野球場グランド整備の備品購入（予算額 176

万 4千円）に活用させていただきます。 

福祉関係の寄付金については、社会事業基金積立金へ積立させていただきま

す。社会事業基金は、社会事業の推進のための事業費に活用されます。 

音楽振興の寄付金については、11 月 4 日開催予定の中学校合唱祭、11 月 11

から12日まで開催予定の小学校音楽祭に係る経費の一部に活用させていただき

ます。 

市制施行 90 周年記念事業の寄付金については、平成 23 年度予算の市制施行

90周年記念事業に関する費用に活用させていただきます。平成 23年（2011 年）

は、宇部が村から市となって 90 年を迎える年です。この記念すべき年を皆様と

お祝いするとともに記念となる事業を行うため、平成 22年度から委員会を発足

し検討を行ってまいります。 
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～最後に～ 

 平成 22 年度においても、「ふるさと納税制度」を利用した寄付を募集し、本

市が重点的に取り組んでいる事業の充実のために使用します。 

ふるさと納税として 1 万円以上ご寄付をいただいた方に、ふるさと納税の趣

旨に賛同頂いた地元協賛企業から提供された商品をお礼の品としてお贈りして

います。平成 22 年度のお礼の品は、平成 21 年度のものと一部商品を変えてい

ます。 

ふるさと宇部の未来のために、これからも多くの皆様からのご支援を、引き

続きよろしくお願い申し上げます。 

 

 

＜協賛企業提供商品＞ 

左から、 

黒大豆ココア、 

抗酸化緑茶、 

ふぐ麺ラーメン 

 

商品をご提供いただいた協賛企業 

澤産業株式会社 

〒757-0216 

宇部市大字船木 170 番地 

Tel 0836-67-0113 

http://www.ymg.urban.ne.jp/home/sawas/ 

 

宇部市総合政策部企画課企画係 

TEL：０８３６－３４－８１１６ 

E-mail：furusato@city.ube.yamaguchi.jp 

ふるさと納税応援ホームページ（宇部市を応援してください） 

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/seisaku/furusato/ 

ふるさと納税に係る寄付採納状況 

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/seisaku/furusato/ichiran.html 


