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平成 24 年 4 月 

宇部市企画課 



 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、おかげ様で平成 23 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 23 年度に頂いたご寄付に

ついて、ご報告させていただくとともに、あらためてお礼を申し上げます。 

 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」を目指してまいりま

す。 

 さて、昨年は、宇部市が誕生して 90 周年を迎える記念すべき年でありました。

「おいでませ！山口国体・山口大会」や「ＵＢＥビエンナーレ｣をはじめとする

多くのイベントが実施され、市民の方をはじめとする多くの方とお祝いするこ

とができたと感じています。引き続き、市民の方に喜んでいただける市政を推

進することにより、本市の魅力を全国に発信し、地域活性化に繋げていきたい

と思います。 

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、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申し上げます。 

 

平成 24 年 4 月 

 

 

 

 

宇部市長   
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平成 23 年度ふるさと納税寄付状況について 

 

寄付合計金額   4,612,000 円 

ＵＢＥビエンナーレ(現代日本彫刻展)の開催 45,000 円 

ときわ公園の整備､活性化 90,000 円 

産学連携の推進による産業振興 42,000 円 

緑と花の整備によるまちづくり 30,000 円 

未来を担う子どもたちへの教育支援 35,000 円 

市長にまかせる 4,370,000 円 

 

基金合計金額   10,000,000 円 

創舎地域貢献基金（株式会社 創舎） 10,000,000 円 

 

 

寄付頂いた方  

・個人 ２５人 

坂本 友一郎 様 佐々木 淳惠 様 安田 永一 様 是枝 繁行 様 

伊東 秀昭 様 阿部 邦二朗 様 寺田 光一郎 様 三輪 芳久 様 

濱邊 雄樹 様 入江 慎一 様 岡村 浩 様 嶋田 麻唯菜 様 

中谷 人志 様 吉井 静子 様 匿名希望 １１人  

 

法人・団体 

 株式会社 安田建設  

 株式会社 佛陀ほうえい  

 株式会社 創舎  

 第 9 回村重ユリエチャリティーコンサート実行委員会 

 匿名希望 １社  

 

寄付金の使途について 

平成 23 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 24 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 3

件、金額は 45,000 円でした。寄付金については、第 25 回ＵＢＥビエンナーレ

応募作品展開催費用の一部に活用させていただきます。 

平成 23 年秋の第 24 回ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）は、1961 年に

本市で初めて野外彫刻展を開催してから50年目となる記念すべき展覧会として、

市民参加型のイベントや夜間の彫刻ライトアップなど、市民と行政が一体とな

った取り組みを積極的に展開しました。その結果、前回より約１万 4,000 人多

い約 5 万 1,000 人の方々にご来場いただくことができました。 

また、平成 24 年 2 月に、「ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）を考える

会」を設置し、ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）の今後のあり方につい

て議論を深めていただき、意見を集約していく予定です。 

これからも創意工夫を凝らし、皆様により親しんでいただけるＵＢＥビエン

ナーレを開催していきます。 

 

 

 

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 3 件、金額は 90,000

円でした。寄付金については、常盤公園ときめき基金に積み立てさせていただ

いております。 

平成 23 年度は、恒例のさくらまつり、しょうぶまつり、サマーフェスタをは

じめ、１年を通して様々なイベントを実施しました。特に 12 月から 1 月にかけ

て開催したＴＯＫＩＷＡファンタジアでは、イルミネーションコンテストに市

内外から過去最高となる 61 団体の作品が出展され、期間中の来園者も 5 万 3 千

人と最高値を記録しました。 
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平成 24 年度以降は、「常盤公園活性化基本計画」に基づき、動物園ゾーンの

全面改修や「花いっぱい運動メモリアルガーデン」の整備など、園内の施設を

充実させるとともに、動物、植物、彫刻、景観など既存する貴重な資産を有効

に活用し、集客につながるイベントを実施していきます。 

 

 

 

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 2 件、金額は

42,000 円でした。寄付金については、平成 24 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。 

これまで、市内企業と学術研究機関や産業支援機関との連携による新技術・

新製品等の研究開発の中から、実用化、新事業が産み出されております。 

今後も、地域活性化につなげるため、産学連携の推進による産業振興を進め

ていきます。 
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緑と花の整備によるまちづくり 

 

緑と花の整備によるまちづくりについてのご寄付は、申込件数 3 件、金額は

30,000 円でした。寄付金については、春・秋年 2 回実施しています花壇コンク

ール開催費用の一部に活用させていただきます。 

市民運動の花いっぱい運動から始まった花壇コンクールは、平成 23 年の秋の

コンクールで記念すべき 100 回目を迎えることができました。今後も宇部市の

伝統を絶やすことなく、花であふれるまちづくりの一環として実施していきま

す。 

 

 

 

未来を担う子どもたちへの教育支援 

 

未来を担う子どもたちへの教育支援についてのご寄付は、申込件数 4 件、金

額は 35,000 円でした。寄付金については、小学校図書館の図書購入費用の一部

に活用させていただきます。 
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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 19 件、金額は 4,370,000 円で

した。 

その内、寄付者様から特に指定が無かったもの（申込件数 13 件、金額 960,000

円）については、「花いっぱい運動メモリアルガーデン」の整備工事費の一部に

活用させていただきます。 

 

「花いっぱい運動メモリアルガーデン」は、花壇コンクール 100 回目を記念

して、ときわ公園に整備を行うものです。「市民と共に計画し、市民と共に整備

し、市民が楽しむ」をコンセプトに住民参加のワークショップなどにより、整

備や管理について基本の方針を定めました。完成は、平成２５年を予定してい

ます。 

 

 

 

また、寄付者様のご希望で、体育関係に使用して欲しいと要望があったご寄

付が 3 件金額 2,010,000 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、文化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 200,000 円、観光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 200,000 円ありました。 

 

体育関係の寄付金については、ユーピーアールスタジアム（宇部市野球場）

のスポーツレイキ購入費の一部に活用させていただきます。スポーツレイキは

主に野球場の整地に使用します。 

 

教育関係の寄付金については、宇部市立図書館における図書の整備の一部に

活用させていただきます。宇部市立図書館は、年間約 1,560,000 冊（平成 22 年

度）の貸出があり、市民にとって図書資料を活用して学習するとともに、社会

の進展に応じた情報の収集を行う生涯学習の場となっています。
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まちづくり応援！冠基金 

 宇部市では平成 23 年 10 月 25 日に、今後のさらなる発展と輝かしい未来に

向けたまちづくりを積極的に展開していくため、「まちづくり応援！冠基金」を

創設しました。11 月 14 日には、株式会社 創舎様から初めての寄付があり、

第一号の基金設立の運びとなりました。 

 

創舎地域貢献基金（株式会社 創舎） 

基金状況 

平成 23 年度 10,000,000 円 

寄付者のご紹介 

            社名 株式会社 創舎 

            本社 宇部市西岐波宇部臨空頭脳パーク 5 番 

            業務内容 

            カタログ、パンフレット、リーフレット、ダイレク   

トメール、チラシ、ポスター、POP 等のデザイン・

印刷。ラジオ・テレビの CM 制作。イベントの企画・

運営。 
 

寄付の目的（趣意書より） 

株式会社創舎は、昭和 56 年（1981 年）1 月に、ここ宇部市において社員 3

人でスタートして以来、地域の皆様のご支援とご愛顧に支えられ、平成 23 年

（2011 年）の今年、お陰さまで 30 年の節目を迎えることができました。現在

では、社員も 180 人となり、「印刷工場を持った広告代理店」として、地域の皆

様のご要望にお応えできるよう企業活動を展開しています。 

そこで、弊社では、創立 30 年の節目に、地域の皆様に育てていただいたこと

へのわずかながらのお返しとして、地域貢献ができればという思いから、この

たび、宇部市に寄付をさせていただくこととしました。 
 

寄付の使途 

活動の意欲をお持ちであっても社会的・経済的な事情でそのきっかけがつか

めないでいらっしゃる方や、社会的に弱い方々を表に出ずに懸命に支えておら

れる団体、また、未来を担う青少年のお役に立てていただくことを希望します。 

 

 宇部市では、株式会社創舎様のご寄付の目的と使途をしっかりと受けとめ、

寄付者の思いに沿った施策に寄付金を充てることとし、平成 24 年度から平成

26 年度の 3 年間で実施する事業の予算に活用させていただきます。
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～最後に～ 

 平成 24 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。 

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 

・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 

 

＜協賛企業提供商品＞ 

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 
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