
部　方　針　書 1

R4～R8
基本目標３
魅力と賑わ

い
5 64

宇部市文化振興ビジョン
（第三次）

計画期間
前期実行
計画分類

№ 計画名 計画期間 № 計画名

基本目標３
魅力と賑わ

い
2
ときわ公園活性化基本
計画（第三次）

R4～R8
基本目標３
魅力と賑わ

い

年度 部名 部長名

R4 観光スポーツ文化部 冨田　尚彦

1　部の経営方針　部全体を俯瞰したマネジメントの目標

前期実行
計画分類

宇部市観光交流アクショ
ンプラン

R4～R8 R4～R8
基本目標３
魅力と賑わ

い

計画期間

1

2　部が所管する主な個別計画　　前期実行計画に掲げる施策に関連する特定分野における計画

№ 計画名
前期実行
計画分類

3
第2次宇部市スポーツ推
進計画

Ｎｏ

1

2

3

6

項目（業務、組織、人材等に関するマネジメント目標ごとに記載）

本市ならではのオンリーワンの観光・地域資源の発掘・磨き上げにより、市の魅力度・認知度を向上し、観光交流人口の増加を図る。

ときわ公園で様々な施策を展開し、市民も企業もワクワク元気になり、全国に誇れる都市公園を目指す。

誰もがスポーツを楽しむことができ、スポーツを通して共生社会の実現につながる活力ある地域づくりを目指す。

職員1人1人が責任感を持つととももに、いつでも挑戦するという気持ちを忘れないようにして日々の仕事を行なうよう意識の醸成をめざす。

活発なコミュニケーションをおこなうことで常に高いパフォーマンスを出すことができるような職場環境づくりに取り組む。

4 文化活動による地域の活性化やにぎわい創出を図るとともに、歴史あるUBEビエンナーレを市民一人ひとりのシビックプライドに繋げていく。

5 観光・スポーツ・文化を市民に楽しんでもらえるためにも、日々自分たちが楽しい雰囲気でいることができるように環境改善に取り組む。

7
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課　方　針　書 2

課の果たすべき責務、存在理由

3  共創･連携に向けたステークホルダー

年度 課名 課長名

R4 観光交流課 藤井　幹人

1　課の使命

SDGs

・宇部観光コンベンション協会（DMO UBE）や様々な関係団体と連携し、宇部ならではの地域資源やブランド力のある観光資源の付加価値を高めるとともに、その魅力を効
果的に発信することで、本市の認知度、魅力度の向上を図る。
・関係市町との連携を強化し、イベントやレジャー、ビジネス、文化、スポーツなどの分野において、広域的な周遊促進に向けた取組を進めることで観光交流人口の増加を
図り、まちのにぎわい創出や地域経済の活性化につなげる。
・姉妹友好都市と文化、教育、スポーツ、経済など、幅広い分野での交流を通じて相互理解を深め、両市の民間団体や教育機関等の交流を促進するとともに、国際化に対
応できる人材育成を図る。
・在住外国人との交流を通じて、国籍に関わらず、すべての市民が互いの国の文化や習慣を尊重し、地域社会の一員として共に生きる多文化共生を推進する。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

1 本市の観光交流人口
第五次総合計
画

R8 180万人 117.8万人 140万人 交流拡大に伴う、にぎわい創出、地域経済の活性化。

2 本市の延べ宿泊者数 個別計画 R8 30万人 19.4万人 22万人 滞在時間の長期化による観光消費額の増加。

98件
TVや映画のロケ地として取り上げられ話題になることによる
市のイメージアップ、まちのにぎわい創出、市民の地元への
愛着心の向上。

4 宇部市の認知度（全国順位）
第五次総合計
画

R8 270位 366位 300位
市のイメージアップ、まちのにぎわい創出、市民の地元への
愛着心の向上。

3 TV・ロケ地誘致件数（累計）
第五次総合計
画

R8 150件 81件

70% 外国人の地域活動への参加による地域の活性化。

・宇部観光コンベンション協会をはじめとした観光関連団体
・県央７市町や関係自治体

5 宇部市の住みやすさ（外国人アンケート） R8 80% 58%
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課　方　針　書 3
4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

25,000 観光交流人口

うち一財 12,500 3万人

1

交流人口創出事業
（「庵野秀明展」との連携事業）

7月から山口県立美術館で開催される「庵野秀明展」において、8万人以上の来場者が見込まれており、庵野監督の出身地である本市で
も「庵野秀明展」と連携したイベントを実施することで、本市への誘客を図り、交流創出が期待できる。
（まちじゅうエヴァンゲリオン実績）
・JRスタンプラリー：参加者数：約2,000人
・エヴァフィギュア展：入場者数：約25,000人、グッズ売上額：約1,400万円
・グルメフェア：提供数：約8,000食、売上額：約750万円

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・庵野監督の作品展の開催（ふしぎの海のナディア展）
・「まちじゅうエヴァンゲリオン２」の実施（山口宇部空港、JR西日本、市内事業者との連携）

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●6/10「ナディア展」記者会見

●市広報（割引券の掲載）

まちじゅうエヴァンゲリオン２
（山口宇部空港・JR西日本・市内事業者によるイベント、

航空事業者や旅行事業者による周遊ツアー）

●市広報

●6/10「まちじゅうエヴァンゲリオン２」記者会見

「ナディア展」

山口県立美術館、新山口駅、山口宇部空港、ときわ公園などでのPR

企画内容の調整

●アンケート集計

次年度の事業内容の検討

アンケートに基づく効果検証

次年度の方針の検討

＜まちじゅうエヴァンゲリオン2＞

＜ナディア展＞

入場料の検討

運営管理の検討

●企画内容の確認～契約

●6/12宇部市サンクスデーでのPR

会場設営

ポスター印刷～配布

企画内容の検討

●アンケート集計

次年度事業の準備
（版権事業者との協議調整）

●6/12宇部市サンクスデーでのPR

山口県立美術館、新山口駅、山口宇部空港、ときわ公園などでのPR
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課　方　針　書 4
目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

観光消費額

うち一財 6,151 2,000万円

2

広域観光連携推進事業
観光プロモーションや各種イベントなど、県内の関係市町と協働して実施することで、費用対効果が見込まれる。
（山口ゆめ回廊博覧会のR3実績：宇部市）
・イベント数：28、観客動員数：約8万7千人、観光消費額：約1億7,800万円

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

（県央7市町による連携事業）
・観光文化施設のこども無料化イベント
・７市町の特性を活用したモニターツアー
・周遊型デジタルコンテンツの開発実施
・県央連携プロモーションの実施
（下関市との連携事業）
・観光プロモーションやアウトドア施設のサービス連携の検討

12,302

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

5月 6月 7月 8月 9月 10月4月

●「山口ゆめ回廊 観光推進協議会」の設置（7市町の観光コンベンション協会・観光担当課）

＜こども無料化イベント＞

＜下関市との連携（観光コンベンション協会との連携）＞

広報宣伝

●モニターツアー
（広島・福岡）

＜モニターツアー＞

アンケートに基づく効果検証

次年度の事業内容の検討

仕様検討

実施期間・
対象施設の
選定

運用の検討 こども無料化イベントの開催
（ときわ公園：昆虫展）

モデルコースの選定
（内容、所要時間、費用）

ツアー造成

広報宣伝
（チラシ配布）

参加者募集 参加者募集

●アンケート集計

●モニターツアー
（広島・福岡）

●アンケート集計

＜デジタルコンテンツ＞

景品の検討～選定
開発 実施

●アンケート集計

＜県央連携プロモーション＞

●SNS、インフルエンサーによる情報発信（随時）

●共同プロモーションに向けた協議

●アウトドア施設との協議
共通コンテンツを活用したツアー検討

次年度事業の準備
（事業者との協議調整）

商品化に向けた検討

●山口宇部空港でのPR（10月上旬）
新山口駅でのPR 3/21●

商品化に向けた検討
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課　方　針　書 5

うち一財 27,068 90億円

事業スケジュール

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・ＭＩＣＥ誘致
・フィルムコミッション
・エヴァンゲリオンを活用した観光プロモーション
・まちの魅力づくりに向けた着地型ツアー
・マーケティング調査

29,818 市内の旅行消費額

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

3

観光コンベンション（ＤＭＯ UBE）推進事業

コロナウイルスの影響により、減少した旅行消費の回復を図るため、宇部観光コンベンション協会（ＤＭＯ UBE）が様々な関係団体や旅
行事業者等と連携し、観光プロモーションや観光振興に関する取組を効率的に進めていく必要がある。
（主な実績）
・市内の旅行消費額：R3：80億円、R2：77億円、R元：123億円、H30：117億円
・MICE誘致：R3：2件(270人)、R2：なし、R元：47件(9,184人)、H30：45件(11,362人)、H29：42件(10,012人)
・FC実績：R3：14件、R2：15件、R元：14件、H30：10件、H29：8件

●国際MICEエキスポ出展

●中四国コンベンション推進協議会（商談会）

＜MICE誘致＞

●エヴァ聖地連携会議
（毎月開催）

●山口県MICE誘致推進協議会（11月・12月）

●WEB、SNSでの情報発信 ●全国ロケ地フェア（商談会）

●FC九州山口実務者会議（情報交換会）

エヴァプロモーション動画作成（宇部版）

＜エヴァンゲリオンを活用した観光プロモーション＞

＜フィルムコミッション＞

●コンベンション部会
（誘致方針の検討）

●山大工学部への訪問
（要望調査、情報交換）

問い合わせ対応

●エキストラ、ボランティア募集（随時）

●宇部FC総会
（パンフレット配布・事業報告・事業計画）

●市内企業への訪問

●山大医学部への訪問

●撮影隊の支援
（ロケ地案内、地元や企業との調整）

●山口市との連携協議 ●山口市と連携した企業訪問

●ＯＡ実績の市民周知（WEBなど）

●全国ロケ地フェア（商談会）

ロケ候補地の情報収集

●インバウンド向けのPR

＜着地型ツアー＞

●オープンガーデンツアー
●玉川ポンプ場見学ツアー

観光地域資源の
情報収集

企画の検討

●
分析結果報告

現地視察
（発掘・磨き上げ）

●撮影隊の支援

ロケ候補地の発掘・磨き上げ

インターネット調査●調査委託

誘客コンテンツの検討

＜マーケティング調査＞

各種イベント、ときわ公園等でのアンケート調査

＜事業進捗状況の確認＞

●定例会（毎月開催）

市事業と連動を検討

5 



課　方　針　書 6
目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

ジュニアグローバル交流の満足度

うち一財 0 100%

4

姉妹・友好都市交流促進事業

姉妹友好都市との交流を通じて相互理解を深め、民間団体等の交流促進を図るため、引き続き、経済や教育、文化等で交流する意向
を確認する。
・威海市：友好都市締結30周年。周年行事として25周年(H29)に訪問団の派遣・受入。
・カステジョ市：姉妹都市提携3周年。
・ニューカッスル市：R2年度に姉妹都市提携40周年。周年行事として30周年(H22)に訪問団の派遣・受入。R3年度にジュニアグローバル
のオンライン交流を実施（参加者10人）。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・威海市：オンライン対談（経済、教育分野での交流の確認）
・カステジョ市：オンライン対談（経済交流の確認）
・ニューカッスル市：ジュニアグローバル交流（宇部市内の中学生とニューカッスル市内ハイスクール生徒によるオンライン交流）

6,073

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

●5/13カステジョ市オンライン対談

●威海市オンライン対談

●ニューカッスル市オンライン対談（予定）

＜威海市＞

●オンライン交流
ジュニアグローバル交流内容の協議

●国際交流委員会の開催（報告）

●オンライン協議

●オンライン協議

対談内容の協議 ●オンライン協議

関係団体との調整

●記者会見

内容協議・調整

＜カステジョ市＞

対談内容の協議

●報道発表

＜ニューカッスル市＞

参加者募集

威海市訪問に向けた調整（県との連携）

対談内容の協議 内容の協議・調整

ジュニアグローバル

研修派遣に向けた協議・準備

アンケート集計
●
アンケートに
基づく効果検証

次年度の方針の検討

●訪問団派遣 （予定）

●オリエンテーション

●姉妹都市交流に関する確認書の交換

withコロナ期における交流事業に係る調整～実施

6 



課　方　針　書 7
目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

5

多文化共生推進事業
市内には約2千人の外国人が在住しており、年々増加傾向にある。R4年3月に実施した外国人を対象とした市民アンケートでも「外国人
が参加できる行事を増やしてほしい」、「日本の文化・生活習慣やルールを学ぶ機会を増やしてほしい」との意見が6割を占めるなど、日
本人住民との関わりを求める声が多く、多文化の共生を図る必要がある。

うち一財 0 70%以上

事業スケジュール

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・日本人と外国人の交流会の実施
・外国人住民を対象とした日本語講座の開催
・外国人アンケートの実施

750 住みやすさ満足度

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

＜日本語講座＞

●交流会

春講座（5/11～7/13：10回）

アンケート集計

参加者の募集
（自治会、商工会議所、NPOとの連携）

●交流会
参加者の募集

●交流会
参加者の募集

＜交流会＞

交流内容の検討

自治会や関係団体との調整
アンケート集計

●アンケートに
基づく効果検証

次年度の
方針の検討

秋講座（9/28～12/7：10回）
冬講座（1/11～3/15：10回）委託準備

企画検討～仕様作成

●委託契約

アンケート集計
●

＜在住外国人アンケート＞ 事業評価

アンケート項目の検討 実施 集計

7 



課　方　針　書 8

課の果たすべき責務、存在理由

世界を旅し、感動する植物館というコンセプトを強化すること
で、社会見学をはじめ観光交流人口の拡大が進み、地域の
活性化が図られる。

700,000人

119,000人

45,000人

観光交流人口の拡大が図られることで、にぎわいにあふれ
る公園となる。また、イベントや花づくりなどにおいて共創の
取組が進むことで、住みたくなるまちづくりにつながる。

第五次総合計
画

659,000人

103,000人

36,000人

R8

3 個別計画

ときわ公園の年間入園者数

ときわ動物園の年間入園者数

世界を旅する植物館の年間入館者数

800,000人

160,000人

60,000人R8

年度 課名 課長名

R4 ときわ公園課 東原　隆

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

SDGs

1　課の使命

生息環境展示という全国でも特色ある施設の強みを活か
し、社会見学をはじめ観光交流人口の拡大が進むことで、
地域の活性化が図られる。2

市民が誇れる都市公園になることをめざして、多様化する観光ニーズや「新たな日常」に合わせた取組を柔軟かつ迅速に推進し、「市民の憩いの場」と感染症にも負けない
元気な「観光交流の拠点」の両立を実現するとともに、企業が新たなビジネスにチャレンジできる場を創出することで、地域経済の活性化につなげていく。

目標・成果指標
目標達成に伴うアウトカム

（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）
R3年度末の
実績見込値

目標
Ｎｏ

目標
年度

目標値

R8

R4年度末
の目標値

計画種別

個別計画

1

8 



課　方　針　書 9
3  共創･連携に向けたステークホルダー

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

当初予算額(千円)

12月 1月

ときわ公園内で活動するボランティア団体、公園施設の管理者等（園内店舗、遊器具事業者、障害福祉サービス事業所指定管理者、常盤動物園協会）、プレミアムサポーター、
ときわ公園チャレンジで採択された民間事業者等

目標№

1

●ハッピーハロウィン ●梅酒まつり

●花盛りスタンプラリー ●サマーフェスティバル

イベント集客数
160,000人

●謎解きラリー ●さくらライトアップ

施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

コロナ禍前のR元年度のイベント集客数は年間200,000人であったのに対し、R3年度のイベント集客数は年間112,000人で、44％減少し
たことが、入園者数の減少に大きく影響。一方、公式サイト等へのアクセス数はR元年度の2,500,000件からR3年度は3,600,000件に増加
していることから、引き続き、魅力的なイベントの開催と効果的な情報発信により、入園者数の増加を実現することが期待される。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） R4年度目標

うち一財 15,143

ときわ公園ブランド推進事業

事業名

フラワーフェスティバル フラワーフェスティバル

11月

ポストコロナを見据えた新たな日常のなかで、様々なイベントを実施し、ときわ公園の魅力向上及び誘客を図る。また、新たな取組とし
て、ときわ公園の景観（四季折々の表情）を活かした撮影の場の提供により、人生の節目（結婚式の前撮り・入学・卒業等）に訪れる思い
出の場となるような取組を民間企業との連携による企画・立案で共創を図る。さらに、撮影に使用した写真や映像を民間企業等が広告
媒体としても活用することも期待できる。

TOKIWAファンタスティックサマー TOKIWA　THE AUTUMN PARK TOKIWAファンタジア

●さくらライトアップ ●BBQリレーマラソン

2月 3月

50,232

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

民間企業との企画・立案及び撮影場所の提供

10月

●ゴルデンウィークイベント ●不思議の海のナディア展 ●石炭まつり ●トレジャーハンター

●海洋堂フィギュア展 ●ホビーフェス

雑誌広告掲載（広島） 雑誌広告掲載（県内） 雑誌広告掲載（広島） ＴＶCM（県内）

TVCM（県内）

新聞広告掲載（県内、福岡、広島） フリーペーパー掲載（北九州）

民間企業（ブライダル関係等）への宣伝活動 民間企業（ブライダル関係等）への宣伝活動

雑誌広告掲載（北九州） TVCM（県内） 新聞広告掲載（県内）

ときわ公園公式ウェブサイト、SNS（Facebook、Instagram、Twitter、Youtube、TikTok）を活用し旬な情報をリアルタイムに発信

〔人流データ分析〕 「位置情報ソリューション商圏分析ツール」を用いて、企画ごとの来場者情報を分析 → 次年度企画や情報発信に反映
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課　方　針　書 10

事業スケジュール

4月 5月 1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月 12月

目標№

2

ときわ動物園推進事業
R2年度の動物園入園者数が、85,000人に対し、R3年度が103,000人と若干回復傾向にはあるが、平成27年度開園当初の入場者数約
210,000人とは遠くかけ離れている現状がある。このため、誘客力のある動物とのふれあいイベントの拡充や体験学習館「モンスタ」を活
用することで、ときわ動物園の集客増を図る必要がある。

6月

うち一財

ポストコロナを見据えた新たな日常の中で、ときわ動物園利用への広報活動を行うとともに、関係機関と連携を図りながら、学校や旅行
会社等にセールス活動を行う。また、全国でも特色ある生息環境展示を活かしたイベントの実施や、動物園の早朝開園、体験学習館「モ
ンスタ」を活用した企画や展示を通年で実施することで、集客を図る。

7,370 動物園入園者数

0 119,000人

R4年度目標取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円)

事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

【団体利用者に対するアンケート実施】

〔通年開催企画〕 園長ガイド、飼育員ガイド（早朝開園も含む） 〔随時開催企画〕 各種ワークショップ、生物観察会等

ときわ公園体験型

プログラムの配布

社会見学、園内行事等での利用 修学旅行等での利用

ときわ公園体験型

プログラムの配布
利用者アンケートによる体験型プログラムの見直し

● ●

海洋堂フィギュア展 カピバラ写真展 骨ホネときわ動物園 動物写真コンテスト展 干支展 動物写真展

【体験学習館「モンスタ」】

●

どうぶつ粘土コンクール

クリスマス

イベント
正月

イベント

【ふれあい動物広場（どうぶつとのふれあい体験）】

〔人流データ分析〕 「位置情報ソリューション商圏分析ツール」を用いて、企画ごとの来場者情報を分析 → 次年度企画や情報発信に反映
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課　方　針　書 11

　Ｒ２年度の植物館入館者数26,000人に対し、Ｒ３年度は36,000人と回復傾向にあるものの、リニューアルオープン当初のH29年度の
120,000人からは大きく減少している。植物の見せ方の工夫や魅力的な企画展の開催等により、何度も訪れたくなる魅力ある植物館する
必要がある。

　ポストコロナを見据えた新たな日常の中で、世界を旅する植物館としてリニューアルオープンから5周年を迎えることを契機に、新たな
魅力を創出するため、各種企画展の開催やワークショップ・植物講習会等を実施するほか、植物館内で生物を導入することについて調
査、検討する。
　また、小学生等を対象とした環境学習の内容を充実させることで、植物に対する意識の醸成を図る。

植物館入館者数

12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月

45,000人

事業スケジュール

3

博物館企画推進事業

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

9月 10月 11月

うち一財 3,035

10,990

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

海洋堂フィギュア展

プリザーブドフラワー展

バラめぐりｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ

●熱帯植物観察会

ラ・ラ・ラ展（中南米展）

〔通年開催企画〕 植物館回遊アプリクイズ、ストリートピアノ 〔随時開催企画〕 コンシェルジュ・温室スタッフほかワークショップ、園芸相談、講習会

植物館ラボ(ワークショップ等）

昆虫展

ﾅｲﾄﾐｭｰｼﾞｱﾑ（ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ）

熱帯植物友の会文化作品展

アジア展

ドライフラワーリース展

七夕飾り作り 植物選挙（選挙啓発） 小学校環境学習（49校）
●サンタイベント

【世界を旅する植物館 ５周年記念事業】

植物館での生物の導入検討

●新規植物の導入

〔人流データ分析〕 「位置情報ソリューション商圏分析ツール」を用いて、企画ごとの来場者情報を分析 → 次年度企画や情報発信に反映
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課　方　針　書 12

課の果たすべき責務、存在理由

年度 課名 課長名

R4 スポーツ振興課 荒武則弘

1　課の使命

SDGs

「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに親しむことができる環境を整備するとともに、「する、みる、ささえる」スポーツの推進により、「誰もがスポーツを楽し
むことができる　笑顔でつながるまち・宇部市」の実現をめざす。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

80.0%
誰もがスポーツを楽しむことができる環境づくりを進めること
により、共生社会の実現につながる活力ある地域づくりを進
める。

1 恩田スポーツパーク構想の推進
第五次総合計
画

R6
構想に基づく計
画的整備

整備の要求水
準書作成

業者選定

恩田運動公園の再整備により、子どもから大人まで多くの
市民がスポーツに触れる機会を創出することで、交流人口
の拡大をはかり、経済効果や地域活性化へ繋げていく。ま
た、設計・建設・運営において民間企業のノウハウを最活用
できるDBO方式を採用し、効率的・効果的な事業実施を行
う。

3 スポーツを通じて交流する人の割合
第五次総合計
画

R8 25.00% 11.00% 14.50%

トップアスリートやプロスポーツチームの活躍により、多くの
観戦者の来場や交流人口の増加がもたらす経済効果への
期待に加えて、地域住民の連帯感やシビックプライドの醸成
を図る。

2 週１回以上スポーツをする成人の割合
第五次総合計
画

R8 80.0% 67.5%

5

4

12 



課　方　針　書 13
3  共創･連携に向けたステークホルダー

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

体育協会、スポーツコミッション、スポーツ推進委員、総合型地域スポーツクラブ、レノファ山口、山口ペイトリオッツ、ミネルバ宇部

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

民間提案公募による再整備

うち一財 42,703 DBO協定締結

1・2

恩田スポークパーク整備事業

恩田運動公園は、開園後60年を経過し、施設の老朽化により現在は市民ニーズへの対応が困難な状況となっている。体育館、野球場、
陸上競技場、補助競技場の4施設の平均利用率は25.7%(R2)であり、H27年（29.4%)と比較すると、3.7%の減となっている。
特に陸上競技場は戦前に整備された施設で、利用率6.5%(R2)と低くなっている。これらを民間のアイデアを活用した多機能複合型施設を
整備することで、トップレベルのスポーツイベントや合宿の誘致等を行い経済効果や地域活性化に繋げていく必要がある。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

恩田スポーツパーク整備の設計・施工・運営について民間提案公募を実施し、基本協定および設計業務委託の締結
陸上競技場を第4種ライト公認競技場へ更新するためのレーンの補修工事および備品整備

58,903

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

5月 6月 7月 8月 9月 10月4月

●審査
●民間提案公募

●基本協定（DBO) ●契約（設計業務・随意契約）

年度協定（指定管理）

●備品整備

●要求水準書・募集要項の確定

◆恩田スポーツパーク整備事業

◆恩田運動公園 陸上競技場整備事業

●工事期間

●4種認定検査

●仕様書の作成 ●募集期間
●選定委員会

●契約

13 



課　方　針　書 14

うち一財 5,000 36%(R4：4面、累計8面）

事業スケジュール

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

劣化したテニスコートの人工芝4面を張り替え
20,000 年次的整備（22面）

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

2

中央公園テニスコート整備事業
H23山口国体に併せて整備して11年が経過し、利用頻度の高いコートの劣化が進んでいる。収支はR1実績で9,325千円の黒字となるな
ど、良好な状況が続いているため、現状の利用水準を維持するためにも年次的に整備し、スポーツに親しむ環境の整備充実を行う。

●選定委員会

●契約

●募集期間●仕様書の作成

●工事期間

14 



課　方　針　書 15
目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

3

プロ・トップスポーツチーム連携事業

R3に実施した市民アンケートにおいて、直近3年間に、プロスポーツを観戦した人の割合は14.0%と低い水準にある。
他自治体で実施された実証実験等において、プロスポーツ観戦に対する関与が高いファンほど地域への愛着が向上することや観客等
の関係人口の増加による経済波及効果が報告されており、宇部市がホームタウンのプロ・トップスポーツチームが活躍することで、シ
ビックプライドの醸成や地域活性化が期待できる。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

子ども夢教室の実施、こども・若者チャレンジ応援イベント開催、アーバンスポーツ大会開催（3X3)、「みる」スポーツ促進のためプロリー
グ公式観料の補助、スタジアムやアリーナへ行くことが難しい方への観戦支援、プロスポーツアスリートの地域イベントへの参加等の地
域との連携、俵田体育館の観戦環境改善整備。

17,300

うち一財 6,200
アーバンスポーツ

大会観客数4,000人

事業スケジュール

みるスポーツ促進

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●アーバンスポーツ大会開催 8/6,8/7

3X3EXE開催 会場：渡辺翁記念会館前

●子ども夢教室 小学校12校 講師：山口ペイトリオッツ選手等 ●子ども・若者応援チャレンジイベント開催 2回 講師：オリンピアン

●クラウドファンディング等を活用した俵田体育館における、スポーツ観戦環境の整備

●プロスポーツ等観戦事業

（レノファ山口：サンクスデー6/12 、山口ペイトリオッツ：10月～、ミネルバ宇部）

●アーバンスポーツ（中心市街地） ●

アーバンスポーツ体験

●パラリンピアン交流教室（中学校２校）

●パラスポーツ大会
ボッチャ教室 ●ボッチャ審判講習① ●ボッチャ審判講習②

●パラスポーツ体験会
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課　方　針　書 16

課の果たすべき責務、存在理由

3  共創･連携に向けたステークホルダー

宇部市文化創造財団、宇部文化連盟、文化活動団体、学校、宇部観光コンベンション協会、

うべ彫刻ファン倶楽部、UBEビエンナーレ世界一達成市民委員会、宇部市ふるさとコンパニオンの会、なでしこ会

2,100人
彫刻教育を受けることで、我がまちの野外彫刻について知
ることができ、シビックプライドが醸成されるとともに、アート
教育としても想像力や豊かな感性が育まれる。

3 彫刻教育受講者数 R8 2,300人 2,071人

1 文化を鑑賞した人の割合
第五次総合計
画

R8 80.0% 55.7% 70.0%
市民が文化に触れることで、心を豊かにし、日々の暮らしに
潤いをもたらすとともに、人と人、人と社会のつながりがより
深まり、市民生活の向上や活力ある社会づくりにつながる。

2 「UBEビエンナーレ」に対する市民の理解度
第五次総合計
画

R8 80.0% 73.4% 75.0%
市民に「UBEビエンナーレ」を継承していく大切さが再認識さ
れることで、シビックプライドが醸成されるとともに、まちの魅
力向上や交流人口の拡大、にぎわいの創出にもつながる。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

年度 課名 課長名

R4 文化振興課 田中　弓子

1　課の使命

SDGs

文化を通して享受する楽しさや感動は、市民の心を豊かにし、日々の暮らしに潤いをもたらすとともに、文化やアートは、人と人、人と社会のつながりを深め、市民生活や活
力ある社会の基礎となるものであるため、市民への効果的な文化施策に取り組むとともに、文化施設についても計画的な維持管理を行いながら、人と地域がきらめく文化
の薫るまちづくりを推進する。
また、歴史あるUBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）を、市民一人ひとりのシビックプライドにつなげ、我がまちにある彫刻をより身近に感じてもらう機会を創出するとともに、
人が集う魅力ある地域づくりを目指す。
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課　方　針　書 17
4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

5月 6月 7月 8月 9月 10月

57,595
文化を鑑賞した市民
の割合　70.0％うち一財 54,595

1

文化活動推進事業

新型コロナウイルスの影響により、市民の文化を鑑賞した割合が低下したことから、「新たな日常」に対応した文化活動への参加・鑑賞
機会を充実させ、特に未来を担う子どもたちが良質な文化やアートに触れる機会を創出するとともに、文化活動の指導者の育成にも取
り組んでいく必要がある。
（ 文化を鑑賞した市民の割合：R元 76.8%　　R2 49.8%　　R3 55.7% ）

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

文化創造財団と連携し、市民の文化活動の支援を行うとともに、市民が良質な文化に触れるための公演等の開催や次代を担う世代へ
の鑑賞や体験の機会の提供、誰もが楽しめる文化事業等を実施する。また、アートと人をつなぐ人材も育成しながら、アート活動を支援
する。

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

4月

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

● 宇部市芸術祭（団体主管・展示・文芸部門）

●「第九『歓喜』でHAPPY END 2022 in 渡辺翁記念会館」

■市委託事業（委託先：宇部市文化創造財団）
● 子ども文化夢教室

クラシック系2本、演劇・ミュージカル系1本、ポップス・ジャズ系2本

■財団事業：市補助事業 次世代育成事業、多文化共生イベント、フィジカルディスタンス（旧：心とアートのバリアフリー）、社会包摂事業等

記念会館利用促進事業（記念会館見学ツアー、ミステリーツアー、貸切記念会館等）

●アートコミュニケーター育成
3期募集

シンポジウム●

面接
●講座①●講座② ●講座③ ●講座④ ●講座⑤ ●講座⑥

実施（12校）募集 講師及び実施校との協議・調整、実施準備

開催準備、団体主管部門の調整、展示・文芸部門の作品募集等 実施（広報、審査会を含む。）

●12/18 演奏会

■財団自主文化事業

実行委員会の開催（年3回程度）、広報、チケット販売、公演準備等

●全国小中学校箏曲コンクールin宇部 （令和4年度はコロナの影響を鑑み、大会は中止とし、箏を通じて文化資源に触れる子どもたちのワークショップ等を開催）

企画、参加者募集準備 ワークショップ等の開催

●アートパフォーマーバンクの管理運営

募集準備
UBEビエンナーレ会場での対話型鑑賞等を実践（１、２期）

講座準備

17 



課　方　針　書 18

■渡辺翁記念会館

■文化会館

10月 11月 12月 1月 2月 3月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

2

文化施設整備事業

渡辺翁記念会館は、昭和12年に落成以来、築85年経過。平成4～6年に建築改修工事を行ったが、現在、空調機器等の老朽化が進むと
同時に、耐震基準を満たしていない状態である。記念会館は、平成17年に国指定重要文化財の認定を受けたことから、大規模な改修を
行う際は文化庁と協議するために、「文化財保存活用計画」を策定する必要がある。
また、文化会館は、昭和54年に落成以来、築43年経過。避難所に指定されている施設であるが、耐震基準を満たしておらず、また老朽
化も進んでいる。平成26年度に外壁改修工事を行っているが、令和3、4年度に外壁が一部剥落しており、耐震改修工事や空調設備等
の修繕工事も必要である。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載）

うち一財 42,772

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

当初予算額(千円) R4年度目標

令和5、6年度に「渡辺翁記念会館保存活用計画」を策定するための準備を行う。
令和5、6年度に文化会館の耐震改修工事及び大規模改修工事を行うための準備や設計を行う。

42,772 記念会館保存活用
計画策定への補助
金申請
文化会館改修実施
設計

設計業務委託サウンディング調査の実施、方針決定

国庫補助申請（県経由）

●
要望資料作成・概算金額の見積 申請書作成要望書提出（県経由）

●

補助金活用意向調査（県経由）

●

（仮）渡辺翁記念会館保存活用検討委員会設置 ●

調整手法検討

18 



課　方　針　書 19

■出前講座等（随時）

5月 6月 7月 8月 9月

彫刻教育受講者数
2,100人うち一財 3,674

事業スケジュール
4

彫刻教育推進事業
（アートのまちづくり推進事業）

令和3年度は2,071人（子ども 1,800人、大人 271人）が彫刻教育を受講し、「好きな彫刻が見つかった」「彫刻に関心を持った」など、アー
トについて考え、感じるきっかけとなっていることから、引き続き、彫刻教育を推進する必要がある。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

小中学校を対象に、彫刻を活用した様々な教育プログラムを行うとともに、生涯学習としても、地域や団体、大学での講座開催を実施す
る。

13,985

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

「UBEビエンナーレ」
に対する市民の理
解度　75％うち一財 17,533

事業スケジュール

3

UBEビエンナーレ推進事業
60年続く、世界で最も歴史あるUBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）は、回を重ねる毎に来場者数は増加しており、引き続き、野外彫刻
展を継続開催し、本市独自の文化を継承する必要がある。（来場者数：第26回90,024人、第27回98,450人、第28回102,663人）

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）本展や作家等のワークショップを開催し、本市独自の文化を発信する。また、次回展（第30回展）の
開催についても内容を検討する。併せて、市制100周年記念彫刻プロジェクト作品（新庁舎広場設置）の制作も進める。

51,098

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

第29回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）本展開催

10/2～11/27

UBEビエンナーレ作家によるワークショップ開催作品設置

構築及びテスト等

次回展方針策定、運営委員会開催準備

■UBEビエンナーレ公式ウェブサイト構築等
公募型プロポーザル

九州国立博物館 瀬戸内国際芸術祭2022■UBEビエンナーレPR

■市制100周年記念彫刻プロジェクト作品制作（令和6年度完成予定）

開会式等の開催方法決定・調整
10/1 2次審査会、開会式（表彰式）

修景業務（芝張・電気工事等）

審査会、開会式、表彰等準備

基礎工事

公開

■美術大学等の実習生受け入れ（大学連携）

調整

実施

コミュニティスクールや学童、子育てサークル等に案内

彫刻・模型鑑賞授業案内・公募、調整（バス手配等）企画・準備

■第29回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）

■小学4年生（24校）彫刻鑑賞授業や小中学校の模型鑑賞授業等
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課　方　針　書 20

景観に合った彫刻作品の市内設置や定期点検を実施し、経年劣化している彫刻の修繕等を優先順位をつけながら計画的に実施する。

■彫刻維持管理（修繕・撤去等）

■市内への彫刻設置

「天地を巡るもの」 「雲の上にあるもの」

■新庁舎建設に係る彫刻移設

9月 2月

5

彫刻のまちづくり推進事業
（アートのまちづくり推進事業）

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円)

10月 11月 12月 1月

19,215

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 3月

うち一財 14,130

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

市内には約200点の野外彫刻を設置しており、令和2年度に全作品を点検し、経年劣化により56点が要修繕であった。令和3年度までに
22点を修繕・撤去し、現在34点が修繕等の必要があるため、安心安全のまちづくりのために計画的に対応する。また、地区要望や新庁
舎建設のための彫刻移設も必要である。

R4年度目標

彫刻5点を修繕

彫刻点検・巡回 結果検証

厚東川中学校彫刻設置工事 昭和町街区公園彫刻設置工事準備・調整 準備・調整

準備・調整 恩田運動公園彫刻設置工事

優先順位付け 修繕・撤去・銘板修繕等実施

「DREAMER」
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