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 最初に、このたびの平成 23 年（2011 年）3 月 11 日に発生いたしました東北

地方太平洋沖地震に際して、亡くなられました方々のご冥福をお祈り申し上げ

ますとともに、被害を受けられました皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。

一日も早く平常の生活に戻れますようお祈り申し上げます。 

 本市では、宇部市議会、宇部商工会議所、宇部市自治会連合会とともに、「東

北関東大震災被災地支援宇部市民協働会議」を設立し、官民共働で一日も早い

復興のため力を尽くしています。 

 さて、本市へのふるさと納税ですが、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。平成 22

年度にいただ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。その

想いを胸に「みんなで築く 活力と交流による元気都市」を目指していきます。 

本市としましても引き続き皆様にご支援ただけるようなまちづくりに努めて

まいりますので、これからもふるさとの未来のために多くの皆様からのご支援

をいただきますようお願いします。 

 

平成 23 年 4 月 

 

 

 

 

宇部市長   
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平成 22 年度ふるさと納税寄付状況について 

寄付合計金額   7,232,000 円 

[内訳] 

ＵＢＥビエンナーレ(現代日本彫刻展)の開催 402,000 円 

ときわ公園の整備､活性化 176,000 円 

産学連携の推進による産業振興 109,000 円 

旧宇部銀行の保存・活用 22,000 円 

第 66 回国民体育大会「おいでませ！山口国体」の開催 137,000 円 

市長にまかせる（事業は指定しない） 6,386,000 円 

 

寄付頂いた方  

・個人 ３５人 

佐々木 淳惠 様、阿部 邦二朗 様、藤井 尚善 様、藤永 秋夫 様、 

是枝 繁行 様、花柳 津由宏 様、坂本 友一郎 様、伊東 秀昭 様 

村岡 眞史 様、寺田 光一郎 様、岡村 浩 様、廣澤 典子 様、 

下坂 大司 様、入江 慎一 様、宗山 遼太郎 様、日髙 清 様、 

瀬口 惠子 様、中谷 人志 様、国井 浩之 様、木藤 都留子 様 

・匼名希望の方 １５人 

 

法人・団体 

株式会社ジャネックス  

藤田三保子シャンソンの夕べ実行委員会  

株式会社 創舎  

宇部北高会（昭和 25 年卒業生）  

株式会社 清 

 

寄付金の使途について 

平成 22 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、主に平成 23 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いただきます。 
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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 8

件、金額は 402,000 円でした。寄付金については、第 24 回ＵＢＥビエンナーレ

の作品買上げ（予算額 550 万円）の一部に活用させていただきます。 

平成 23 年秋に実施するこの度のＵＢＥビエンナーレ(現代日本彫刻展)は、

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。市制施行 90 周年記念事業として実施することもあり、多く

の人に来場いただきますよう様々な創意工夫を加え実施しますので、皆様のお

越しをお待ちしています。 
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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 12 件、金額は

176,000 円でした。寄付金については、このたび新たに創設した常盤公園とき

めき基金に積み立てさせていただいています。 

平成 22 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３回ＴＯＫＩＷＡファンタジアでは、イルミネー

ションコンテストに多くの市民や団体の作品が出展され、市内外から多くの来

園者で賑わいました。平成 22 年 5 月に「常盤公園活性化基本計画」を策定し、

今後、動物舎等の改修など、人の心がときめく公園づくりを進めていくことと

しています。 

また、ときわ公園の高病原性鳥インフルエンザ対策については、皆様に深い

悲しみとご心配をおかけしましたが、感染拡大を防ぐことができ、3 月 12 日に

全面開園と一つの区切りをつけることができました。再び多くの人に来園して

いただくように、公園の魅力をさらに高めていきます。 
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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 9 件、金額は

109,000 円でした。寄付金については、平成 23 年度に産学連携推進基金に積み

立てさせていただいています。 

基金の状況は、平成 22 年度末で 225 万 7 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 4 件、金額は 22,000

円でした。寄付金については、平成 23 年度に旧宇部銀行保存基金へ積み立てさ

せていただいています。 

旧宇部銀行は、平成 22 年 9 月に「宇部市旧宇部銀行館 ヒストリア宇部」と

して、市民によるコンサート・発表会などのイベントの開催や会議など多目的に利用でき

るほか、市の近代化の歴史や情報などを発信する中心市街地活性化の拠点施設へと

生まれかわりました。 

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 9 件、金額は 137,000 円でした。寄付金については、平成 23 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 2 億 1,922 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 126 名で構成

されています。 

 今年は、いよいよ大会の実施となります。 

 全国から来宇される皆様をおもてなしの心でお迎えするため、花いっぱい運

動や環境美化など市民総参加で取り組むとともに、各競技会の運営や宿泊、交

通手段の手配など、万全な準備を進めます。 

 また、本市の魅力を全国に発信する絶好の機会として、広報啓発活動を積極

的に推進していきます。 
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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 31 件、金額は 6,386,000 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 27 件、金額

2,886,000 円）、ご本人様のご希望で、市制施行 90 周年記念事業に使用して欲し

いと要望があったご寄付が 1 件金額 1,000,000 円については、市制施行 90 周年

記念事業に使用させていただくこととしました。 

今年は、宇部市が誕生して 90 周年を迎える記念すべき年にあたります。「お

いでませ！山口国体」及び「おいでませ！山口大会」が開催され、「ＵＢＥビエ

ンナーレ｣が 50 年を、｢花壇コンクール｣が第 100 回を迎えるなど大きなイベン

トや節目の行事が開催されるイベントイヤーです。市民ミュージカル、ＪＡＸ

Ａの講演会など公募により選定したイベントの実施や、既存イベントについて

も 90 周年ならではの工夫を加えて実施することにより、本市の魅力を全国に発

信するとともに、この度の東北関東大震災の募金活動を行い、被災者への支援

を行いたいと思います。 

また、ご本人様のご希望で、医療又は福祉関係に使用して欲しいと要望があ

ったご寄付が１件金額 1,000,000 円、教育関係に使用して欲しいと要望があっ

たご寄付が１件金額 1,000,000 円、東北関東大震災の被災地支援に使用として

欲しいと要望があったご寄付が 1 件金額 500,000 円ありました。 

医療又は福祉関係の寄付金については、ヒブワクチン接種医療機関への委託

料（3,807 万円）の一部に活用させていただいています。 

教育関係の寄付金については、中学校の教具整備に係る経費（1,552 万円）の

一部に活用させていただきます。 

東北関東大震災の被災地支援の寄付金については、東北関東大震災被災地支

援協働プロジェクトチームの支援活動経費（2,000 万円）の一部に活用させてい

ただきます。 
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～最後に～ 

 平成 23 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ます

が、用途指定の申込先については一部事業が完了することもあり、このたび見

直しを行いました。なお、用途指定以外の事業についての寄付についても、引

き続き受け付けています。 

また、昨年と同様 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。 

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。 

 

商品をご提供いただいた協賛企業 

・澤産業株式会社 

宇部市大字船木 170 番地 

電話 0836-67-0113 

＜提供商品＞ 

抗酸化緑茶 

黒大豆ココア 

 

・宇部マテリアルズ株式会社 

宇部市相生町 8 番 1 号 宇部興産ビル 5F 

電話 0836-31-0156 

＜提供商品＞ 

無添加宣言 洗顔パウダー 

薬用クリーム セラミドプラス 

薬用はみがき 天然優選 Dr.Apa15 

 

宇部市総合政策部企画課 

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/shisei/shoukai/furusatonouzei/ 

ふるさと納税に係る寄付採納状況 

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/shoukai/furusatonouzei/sainoujoukyou.html 


