
事業番号 施策の種類 事業名 担当課等名 事業内容
事業費

（千円）
事業の成果 備考

1

市民参加型施策
及び協働の推進

ほたるマップＵ
ＢＥ2007

総合政策課 宇部市ブランディングプランとして、市
民と協働で、市内のホタル生息場所の地
図「ほたるマップUBE2007」を作成する。

0 5/15～6/15までの1か月間で45件、26か所
の情報提供があった。
市民には、季節の風物詩として楽しみなが
ら取り組んで頂けた。

2

市民参加型施策
及び協働の推進

2007スーパーウ
ルトラクイズ IN
宇部市ときわ公
園

総合政策課 宇部市ブランディングプランとして、
スーパーウルトラクイズIN宇部実行委員
会主催により、ときわ公園及び山口宇部
空港を会場として、企業の協賛により市
民参加型のイベント「スーパーウルトラ
クイズ」を開催する。

－ 後援メディアの宣伝効果もあり、一般参加
者366人、ボランティアスタッフ及び関係
者を含めると500人近いイベントとなっ
た。県内のTV番組が出場者として参加した
こともあり、開催前後にわたり県内外に本
市の情報を発信できた。

3

市民参加型施策
及び協働の推進

愛を刻むHAPPY
WEDDING

総合政策課 宇部市ブランディングプランとして、ま
た、ときわミュージアム開館記念とし
て、愛を刻むHAPPY WEDDING実行委員会主
催により、ときわ公園彫刻野外展示場を
会場として、企業の協賛により市民参加
型のイベント「愛を刻むHAPPY WEDDING」
を開催する。

－ 募集3組の人前結婚式に、市内外から19件
の応募があった。当日は、第22回現代日本
彫刻展大賞作品の前で3組の挙式を行い、
新郎新婦の親族をはじめ約100人の参加者
が結婚を祝福した。また、ときわミュージ
アムの開館及び第22回現代日本彫刻展の情
報も併せて発信できた。

4

市民参加型施策
及び協働の推進

キャンドルナイ
ト IN 宇宙の部
屋

総合政策課 宇部市ブランディングプランとして、市
民が気軽に取り組める身近な環境行動の
契機となるよう、キャンドルナイト IN
宇部実行委員会主催により、冬至の日に
部屋の電気を消してキャンドルを灯す
「キャンドルナイト IN 宇宙の部屋」を
実施する。

－ １８団体及び個人の方の合計575人が
「ちっちゃなECO会員」に登録した。ま
た、実施日までの各種イベント等におい
て、８つの団体が事業に呼応した独自の取
り組みを実施した。

5

市民参加型施策
及び協働の推進

第九「歓喜の
歌」でHAPPYｶｳﾝﾄ
ﾀﾞｳﾝ IN 渡辺翁
記念会館

総合政策課 宇部市ブランディングプランとして、
HAPPYｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ IN宇部実行委員会主催に
より、国指定の重要文化財である開館70
周年を迎えた渡辺翁記念会館を会場に、
企業の協賛により、市民から公募した合
唱団及び市民オーケストラ有志と、客席
が一体となって演奏する市民参加型のク
ラッシックイベント及びカウントダウン
イベントを開催する。

－ 事前の広報やTVやラジオ等の取材、また当
日のコミュニティFMのサテライト放送の効
果により、市内外からの入場者約600人と
出演者を含め、約800人規模の市民参加イ
ベントとなった。渡辺翁記念会館と市民等
の音楽への情熱を市内外に情報発信でき
た。

6

民・官・産・学
の協働体制の確
立

山口大学との連
携・協力

総合政策課 地域の活性化及び市民サービスの向上を
図る観点から、産業の発展、環境問題、
中心市街地の活性化、医療・福祉などの
諸問題について、山口大学と連携・協力
を進める。

0 委託・共同研究　…　13件
審議会等委員就任　…　延40人
その他連携協力　…　9件
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7

民・官・産・学
の協働体制の確
立

宇部フロンティ
ア大学との連
携・協力

総合政策課 「宇部フロンティア大学連絡協議会設置
要綱」により、生涯学習等への市民への
大学開放による市民貢献等について意見
交換をする。

0 委託　…　6件
審議会等委員就任　…　延18人

8

民・官・産・学
の協働体制の確
立

早稲田大学との
協働・協力

総合政策課 地域社会の活性化に寄与することを目的
に、市民と行政との協働、人材育成、行
財政改革など行政経営のあり方につい
て、協働研究を進める。

2,986 行政経営協働研究会（6回開催）では、宇
部市の最優先課題について各部がそれぞれ
の役割の中で何ができるか、組織一丸とり
達成に向け取り組む仕掛けを研究した。こ
の結果、あらゆる課題に対し、すべての部
が協力できるという確認ができ、組織一丸
となった課題解決への姿勢が見えてきた。

9

民・官・産・学
の協働体制の確
立

宇部工業高等専
門学校との連
携、協力

総合政策課 地域社会の発展に向け支援・協力するこ
とを目的に、地域産業の創造、育成、教
育力の向上、生涯学習の推進などについ
て、協働研究を進める。

0 共同研究　…　1件
審議会等委員就任　…　延6人
その他連携協力　…　2件

10
行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

国際活動イベン
トの共催、後援

国際課 国際活動団体等が行うイベントの共催、
後援を行う。

0 ５つの国際イベントの共催、後援を行った。

11

民・官・産・学
の協働体制の確
立

宇部市協働のま
ちづくり審議会
の設置・開催

市民活動課 公募市民、市民活動団体関係者、地域コ
ミュニティ関係者、事業関係者、学識経
験者等で構成する宇部市協働のまちづく
り審議会を設置・開催し、協働の機会促
進のための仕組み等の検討を行う。

90 宇部市協働のまちづくり条例に基づき、今
後の協働推進施策の審議等を主な役割とす
る協働のまちづくり審議会を設置し、第1
回会議において審議会の今後の運営方法等
について協議した。

12

市民活動支援及
び協働推進のた
めの庁内組織の
整備

市民活動推進本
部会議の開催

市民活動課 市民活動の推進及び協働のまちづくりの
総合的かつ計画的な推進を全庁的に進め
るため、必要に応じて市民活動推進本部
会議を開催し、庁内の総合的な企画及び
調整を図る。

0 開催実績無し

13

職員の協働への
理解促進

協働のまちづく
り職員講演会の
開催

市民活動課 市民との協働のまちづくりについて、職
員の意識の高揚及び知識の習得を図るこ
とを目的に、外部講師を招いて協働のま
ちづくり職員講演会を開催する。

0 平成２０年２月６日に開催した協働のまち
づくり職員講演会は、庁内各課から約５０
名の参加があり、参加職員にとって、協働
の意義や必要性について認識を深める機会
となった。

14
職員の協働への
理解促進

庁内研修会の開
催

地域コミュニ
ティ推進室

地域で活躍している人を講師に招き、職
員を対象とした庁内研修会を開催する。

0 職員を対象とした研修会を開催し、地域活
動への意識啓発を行った。

15

民・官・産・学
の協働体制の確
立

宇部市地球温暖
化対策ネット
ワーク支援事業

環境共生課 宇部市地球温暖化対策ネットワークが実
施する事業等のための経費の一部を助成
する。

2,500 ネットワークとして、民生・家庭部門にお
ける事業の展開、各種キャンペーン等を実
施するなど、普及啓発に努めた。

再掲（４）
－１７
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16

民・官・産・学
の協働体制の確
立

宇部市環境審議
会

環境共生課 学識経験者、市議会議員、企業の代表
者、民間団体等の代表者で構成する審議
会を設置し、宇部市の環境保全に関して
審議を行う。

385 宇部市の環境保全について審議を行った。
（平成１９年度実績：環境審議会１回、産
業公害部会２回）

再掲（２）
－３

17

行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

宇部市環境国際
協力協会との共
催事業

環境共生課 宇部環境国際協力協会（宇部IECA）と市
とで共同で各種事業を行う。

0 海外からの環境分野に携わる研修生の受入
や環境国際セミナーなどを宇部ＩＥＣＡと
の協働で実施した。（平成１９年度実績：
研修生受入３０名、環境国際セミナーの開
催２回、環境保全技術講座の開催２回）

18

行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

宇部市地球温暖
化対策ネット
ワークとの共催
事業

環境共生課 宇部市地球温暖化対策ネットワークと市
とで共同で各種事業を行う。

0 宇部まつりでの「エコ広場」、リサイクル
フェア、うべソーラー・マイレージクラブ
事業セミナーなど各種啓発事業を共同で
行った。

19

行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

グローバル500賞
受賞１０周年記
念事業

環境共生課 環境共生都市の実現に向け、10周年の取
組みをアピールしながら新たな方策と方
向性を定める記念事業を実施する。

2,000 平成19年11月に「環境首都をめざす自治体
全国フォーラムin宇部」を開催した。関連
事業として、ecoサイクル事業（自転車利
用促進事業）、地域連携による省エネ電球
促進事業『換えると変るeco』を実施し
た。

（新規）

20

市民参加型施策
及び協働事業の
推進

宇部市廃棄物減
量等推進審議会
の開催

ごみ減量推進課 市民代表者、学識経験者、事業者等で構
成する「廃棄物減量等推進審議会」を設
置し、一般廃棄物の減量化、再利用の促
進等の施策を検討、審議する。

321 審議会での調査・審議を通じて、一般廃棄
物の減量、再利用の促進等に関する事項に
ついて、施策等への反映を図った。（委員
20名中、市民代表7名、平成19年度は3回開
催）

再掲（２）
－４

21

市民参加型施策
及び協働事業の
推進

宇部市ごみ減量
等推進員連絡会
議の開催

ごみ減量推進課 環境衛生連合会各支部のごみ減量等推進
員の代表者で構成する「ごみ減量等推進
員連絡会議」を設置・開催し、推進員が
行う活動に関する連絡・調整等を図る。

18 推進員が行う活動に関する連絡、調整を図
るため、連絡会議を開催し、地域と行政の
密接な連携を図った。（環境衛生連合会各
支部長24名、平成19年度は1回開催）

22

施設見学者への
説明、案内

環境保全セン
ター施設見学案
内業務

ごみ減量推進課 民間のボランティアガイドを導入するこ
とで、行政にはない知識や経験を生かす
ことができ、見学者のニーズにより対応
した説明，案内等が可能になる。

102 2,495人（55件）の見学者に対して案内業
務を行った。

23
行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

宇部市リサイク
ルフェア

ごみ減量推進課 廃棄物に対する市民の理解や関心を高
め、ごみ減量やリサイクルの必要性・重
要性の意識高揚を図る。

0 約2,000人の市民参加のもと、フリーマー
ケット、各種イベントを行い、意識啓発を
図った。
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24

行事・イベント
等の共催、後援
事業協力

障害者の祭典開
催費助成

障害福祉課 障害のある人もない人も、共にレクリ
エーションに参加することにより、お互
いの理解を深め、ノーマライゼーション
の理念を広めるなど、障害者の暮らしや
すいまちづくりをめざして開催される
「障害者の祭典」への助成を行う。

680 平成19年9月15日、文化会館において、ス
テージイベント、「暮らしやすい地域っ
て？」をテーマにしたパネルディスカッ
ション等を実施し、ノーマライゼーション
の理念の啓発を図った。

25

行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

自主子育てサー
クルネットワー
クの開催イベン
トへの共催

こども福祉課 自主子育てサークルネットワークが開催
する乳幼児とその保護者を対象としたイ
ベントに対して共催する。

－ 乳幼児とその親等を対象としたイベントを
自主子育てサークルネットワークと協同で
開催し、子育て情報の提供や啓発を図っ
た。
開催日　平成19年9月13日
参加者数　702人
（大人329人　子ども373人）

26

市民活動支援及
び協働推進のた
めの庁内組織の
整備

宇部市健康づく
り推進班会議の
開催

健康推進課 各課における市民の健康づくりに関する
施策の効果的な実施を図ることを目的に
宇部市健康づくり推進班を設置し推進班
会議を開催する。

0 １回開催。宇部市健康づくり計画（アクティブラ
イフ宇部）の中間評価の結果報告と今後の事
業や情報共有への協力体制を依頼した。

27

市民活動団体と
の事業共催、事
業協力

「アクティブラ
イフ宇部☆楽し
む」会議の開催

健康推進課 市民活動団体（彫刻ボランティア）代表
者、学識経験者（山口大学医学部教
授）、市学芸員、行政等で構成する「ア
クティブライフ宇部☆楽しむ」会議を設
置し、「アクティブライフ宇部」の推進
について、検討を行う。

0 ２回開催。常盤公園でのウオ－キングイベント
『みて、感じて彫刻めぐり」（10/20実施）と真締
川周辺の「彫刻ウオーク　楽しみ再発見」
（11/14実施）について検討した。

28

行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

商業・観光振興
につながるイベ
ント等の共催な
ど

商業観光課 　商業及び観光振興につながるイベント
等の共催、後援、事業協力を行う。

0 市内で行われる、観光イベントや文化団体
の行事等12件に対して、共催や後援を行
い、観光事業の振興を図った。

29

市民参加型施策
及び協働事業の
推進

まちづくり推進
事業

まちづくり推進課 市民によるまちづくりの活動を、アドバ
イザーの派遣や協働での検討会を行うこ
とにより支援するとともに、市役所内に
おいてもまちづくりに関する計画作成や
事業化に向けた調査、検討を行う。

2,940 中心市街地において、地域住民によるワー
クショップ等の取組みを支援した。（実施
回数：３回）

30

行事・イベント
の事業協力

つつじまつり 市民生活課 万倉地区住民のふれあいの場及び生涯学
習の発表の場として開催されるふれあい
ネットワークの会主催の「つつじまつ
り」への事業協力を行う。

0 今年度で１８回目を数え、校区内外から
３，０００人の参加者があり、郷土の文化
向上と住みよいまちづくりの推進が図られ
た。
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31

市民参加型施策
及び協働事業の
推進

楠の農業と温泉
を考える会

経済課 市民及び関係団体を対象として開催。宇
部北部地区等との連携を含めた楠地区の
農業振興と温泉の利活用を考える会を開
催する。

4,000 楠こもれびの郷事業推進の中期段階とし
て、本会議５回、各分科会を２３回開催
し、計画・管理・運営までの幅広い項目を
協議調整した。

32

行事・イベント
の事業協力

くすのき芸文
フェスタ

経済課 １６回目となる楠地域を代表するイベン
ト。くすのき芸文フェスタ実行委員会が
主催で当課が事務局を有しているが市民
主導で開催する。

4,221 楠地域において、農業振興や生涯学習、健
康福祉等を総合的に取り入れたフェスタを
行い、楠地域をＰＲするとともに、商業振
興を図った。

33

市民参加型施策
及び協働事業の
推進

宇部市芸術祭開
催事業

文化振興課 芸術文化活動の成果の発表の場として文
化会館等で公開展示等を主催行事として
行い、市民の鑑賞機会を設ける。

1,109 各団体の発表活動の支援を行うことにより
協働事業を促進し、公開展示等に伴う市民
の参加により活動内容の相互理解を図っ
た。
〔開催部門：25部門／参加者：2,150名／
　入場者数：14,021名〕

再掲（７）
－３５

34

行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

宇部市芸術祭開
催事業

文化振興課 芸術文化活動の成果の発表の場として文
化会館等で公開展示等を主催行事として
行い、市民の鑑賞機会を設ける。

1,109 各団体の発表活動の支援を行うことにより
協働事業を促進し、公開展示等に伴う市民
の参加により活動内容の相互理解を図っ
た。
〔開催部門：25部門／参加者：2,150名／
　入場者数：14,021名〕

再掲（７）
－３４

35

行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

文化団体育成事
業

文化振興課 芸術文化活動団体の引受開催行事や全国
大会出場などへの助成、後援による活動
支援を行う。

2,306 芸術文化活動団体の活動成果の発表機会に
対する支援により活動の活性化を図った。
〔助成団体：11団体〕
〔後援：220件〕

再掲（４）
－３４

36

行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

自主文化事業 文化振興課 市民に優れた芸術文化を鑑賞する機会を
提供し、また市民活動促進の一助とし
て、文化事業実施団体との行事の共催及
び事業に対する助成を行う。

2,187 文化事業実施団体との行事の共催及び事業
の助成を行うことにより、活動の促進を図
り、団体間の連携を促進した。
〔共催事業：3事業〕〔入場者数：1,173
人〕

再掲（４）
－３５

37

行事、イベント
等の共催、後
援、事業協力

文化財活用推進
事業

文化振興課 校区の郷土史研究会等の協力による校区
文化財マップの作成及び地方史研究団体
との共催による文化財展を開催する。

492 校区の郷土史研究会等の協力により「校区
文化財マップ」を作成し地域の文化財を紹
介することで、地域内及び地域間の相互理
解を図り、また、地方史研究団体との共催
により文化財展を開催し宇部市の歴史に対
する理解を深めることで、地域コミュニ
ティづくりを推進した。
〔校区文化財マップ：川上、船木校区〕
〔文化財展入場者数：1,188名〕

再掲（１）
－２５


