
（７）協働体制の整備

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）
備考

1
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

2
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

3
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

4
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。

1,991

5
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

6

審議会委員等への参加
機会の提供

宇部市総合計画審議会委員
の選任

新総合計画策定室 第三次宇部市総合計画に替わる新たな総合計画の策定にあ
たり、下記により市民との協働を図る。
１　市長の諮問機関である「宇部市総合計画審議会」の委
員を公募する。
　公募委員：２名／２０名
２　地域コミュニティや市民活動団体から同審議会の委員
を選定する予定。

504 （新規）

7

ワークショップなど市
民参加機会の提供

市民ワークショップの開催 新総合計画策定室 第三次宇部市総合計画に替わる新たな総合計画の策定にあ
たり、市民の意見を反映した計画とするために下記により
市民ワークショップを開催する予定。
　実施時期：２０年１１月～２１年1月
　実施回数：３回程度
　参加者数：３０人程度

519 （新規）

8

ワークショップなど市
民参加機会の提供

まちづくり講演会の開催 新総合計画策定室 新総合計画の策定にあたり、これからの社会経済情勢を踏
まえ、本市の将来に向けてどのような計画を描いていくべ
きか、どのようなまちづくりを進めていくかについて、市
民の皆様と一緒に考え、意識を高めていくため、「まちづ
くり講演会」を開催する。
　日時：９月５日（金）１８時３０分～
　場所：宇部市文化会館３F文化ホール
　講師：早稲田大学大学院　公共経営研究科教授
　　　（前三重県知事）　北川　正恭　氏

0 （新規）
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9

市民参加型施策及び協
働の推進

2008スーパーウルトラクイ
ズ IN 宇部市ときわ公園

ブランド戦略室 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で、ときわ公園及び山口宇部空
港を会場とし、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。

0

10

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

ブランド戦略室 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で、夏至及び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。

0

11
市民参加型施策及び協
働の推進

宇部ブランド構築事業 ブランド戦略室 宇部市ブランディングプランとして、平成19年度に行った
イベントについて、関係機関等と協力、連携しながら実施
する。

0

12

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
くり審議会を開催し、協働のまちづくり推進施策等につい
て審議を行う。

290

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

14

市民活動団体との事業
共催

小野湖交流ボート大会の開
催

市民活動課 小野湖を中心とした北部地域の活性化、地域交流、環境へ
の理解促進等を目的に、実行委員会形式により、小野湖交
流ボート大会を開催する。

2,430

15
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
課

校区で活躍している人を講師に招き、職員を対象とした研
修会を開催する。

30

16
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 再掲（４）
－２２

17
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。

1,374 再掲（２）
－３

18
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

19
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
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20
市民参加型施策及び協
働の推進

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。

252 再掲（２）
－５

21
市民参加型施策及び協
働の推進

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。

44

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。

169

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

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

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。

－

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

27

市民活動団体との事業
共祭、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

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。

－

29

市民参加型施策及び協
働の推進

旧街道街並み景観保全事業 都市計画課 　船木の旧街道沿いにおいて、歴史的な街並みの保全を図
り、歴史的な景観を創出する方針であり、このためには住
民参加が不可欠である。
　住民の意識高揚を図るため、船木まちづくりサークルと
連携し、勉強会、ワークショップ等の実施を予定してい
る。

－ （新規）
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30
市民参加型施策及び協
働の推進

まちづくり活動支援 まちづくり推進課 中心市街地内において、地域住民によるワークショップ等
の取組みを支援する。

3,800

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

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 １７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。

5,601

33
市民活動団体との事業
共催、事業協力

つつじまつり 市民生活課 ふれあいネットワークの会が主催となり、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てい
る「つつじまつり」への事業協力を行う。

0

34
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。

1,159 再掲（７）
－３５

35
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。

1,159 再掲（７）
－３４

36
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。

2,706 再掲（４）
－３５

37
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。

3,000 再掲（４）
－３６

38

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。

479 再掲（１）
－２２


