
部　方　針　書 1

H27～R6
基本目標５
安心・安全

宇部市立地適正化計画 H30～R17

4
宇部市中心市街地活性
化基本計画

R2～R6
基本目標５
安心・安全

5

1 都市計画マスタープラン H27～R7
基本目標５
安心・安全

2

基本目標５
安心・安全

ガーデンシティうべ構想

7
都市公園施設長寿命化
計画

R3～R12
基本目標５
安心・安全

8
宇部市公営住宅等長寿
命化計画

R4～R13
基本目標５
安心・安全

9

宇部市本庁舎建設基本
計画

H28～R6
基本目標５
安心・安全

6 H30～R9

基本目標５
安心・安全

10
第2次宇部市空家等対策
計画

R3～R7
基本目標５
安心・安全

11
宇部市耐震改修促進計
画

R3～
基本目標５
安心・安全

12

宇部市地域公共交通計
画

R4～R8

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５
安心・安全

3
宇部市にぎわいエコまち
計画

年度 部名 部長名

R4 都市政策部 村上　守

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

計画期間

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

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）

「ひとが輝き　交流ひろがる　わたしたちの宇部」の実現に向け、部内一丸となり、「和衷協同」の精神で、第五次総合計画（前期実行計画）を着実に推進する。

多様なステークホルダーと共創・連携し、人口減少、超高齢化社会においても持続可能で、安心安全で快適に暮らせ、賑いのあるまちづくりを推進する。

政策の立案・ブラッシュアップを行うにあたり、EBPM（エビデンスに基づく政策立案）に取り組み、政策の有効性を高めるとともに、市民の行政への信頼確保に努める。

日常的に管理職から職員に声掛けを行い、コミュニケーションを図ることで、気軽に発言や相談等ができる職場環境づくりに努める。

4 管理職自らが模範となり、「凡事徹底」を実践することで、適正な事務の執行および、市民から信頼される職員を育成する。

5 職員が誰でも新たなことに「挑戦」でき、失敗しても許容することができる組織風土の醸成に努める。
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課　方　針　書 2

課の果たすべき責務、存在理由

年度 課名 課長名

R4 都市計画課 金子　豊

1　課の使命

SDGs

・社会経済情勢の変化に対応した都市計画制度を運用するとともに、持続可能で暮らしやすいコンパクトなまちづくりを進める。
・公共交通を維持・確保していくため、地域住民や交通事業者などと連携を図りながら、「宇部市地域公共交通計画」に基づいた施策を進め、公共交通が持続可能な移動
手段となるように取り組む。
・島地区においては、地元住民の理解と協力を得ながら道路等のインフラ整備を進め、地区内の生活環境水準の向上を図る。

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 地域内交通利用者数【人/年】
第五次総合計
画

R8 12,000人/年 10,128人/年 10,500人/年
公共交通空白地域における住民の日常生活（買物や通院
等）の移動手段が維持・確保できる。

2 路線バス利用者数（交通局）【人/日】
第五次総合計
画

R8 5,500人/日 4,737人/日 4,800人/日 公共交通が維持・確保され、持続可能な移動手段となる。

代替整備計画
(案)の作成

良好な居住環境を形成することで、居住誘導区域として住
み続けることができるまちを構築できる。

4 都市計画道路の見直し（変更・廃止等） 個別計画 R9
都市計画道路
の見直し（変更・
廃止等）

見直し基本方針
の（素案）の作
成

見直し方針の策
定

社会情勢の変化等に応じ、都市計画道路を適正な規模・配
置に見直すことで、効率的なまちづくりを進めることができ
る。

3 島地区の居住環境の改善
第五次総合計
画

R8
居住環境の改
善

地元調整

地区の現況把
握・課題の整理

地域特性を活かした文教エリア等としてのビジョンが明確と
なり、付加価値の高いまちづくりが進む。

6 JR宇部線の利用者数【人/日】 個別計画 R8 4,000人/日 3,400人/日 3,500人/日 公共交通が維持・確保され、持続可能な移動手段となる。

5 常盤台地区まちづくり構想の策定 個別計画 R5
常盤台地区まち
づくり構想の策
定

－
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課　方　針　書 3
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

【コミュニティタクシー】

運行中の6地域で運行ダイヤの見直し・更なる利用促進等。新規コミタク（西岐波）導入検討。

● ● ●

協議会 運行ダイヤ申請（運輸局） 新運行ダイヤの実施

【デマンドバス】

楠地域、小野地域、二俣瀬地域で、地域と公共交通を考える場を設定

＜楠地域＞ 地元調整 意見交換（コミュ会長、自治会連合会長など）

●

説明会（民生委員会議）

＜小野・二俣瀬地域＞ 地元調整 意見交換（コミュ会長、自治会連合会長など）

地域住民、交通事業者、地域運営組織、高等教育機関関係者

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

地域内交通利用者
数

うち一財 21,991 10,500人/年

1

地域内交通対策事業
路線バス等が運行されていない公共交通空白地域は、日常の買物が困難な状況に置かれている高齢者等が多いことから、地域内交通
（コミュニティタクシー、デマンドバス）を運行することで、移動手段を確保する必要がある。
（路線バスと鉄道による宇部市の公共交通カバー人口比率：74.0%、地域内交通を含めると 82.8%〈8.8%増〉となる。）

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

コミュニティタクシーでは、運行ダイヤの見直しを含めた利用促進に取り組むとともに、新規導入（西岐波）を検討する。
デマンドバスでは、地域とともに公共交通の利用促進等について考えていく仕組みづくりを検討する。
地域運営組織や運行事業者、地域支援チームと連携し、地域に密着し、地域に愛される地域内交通となるように取り組む。

25,933

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

3 



課　方　針　書 4

【運行ダイヤの見直し】

● ● ●

協議会 運行ダイヤ申請（運輸局） 新運行ダイヤの実施

MaaS参加準備の調整 交通デジタルチケット、「うべ食楽」の食事割引

● ●

運用開始 宇部ラーメンの食事割引（庵野秀明展） ＜4つの交通デジタルチケット（宇部市交通局）＞ 終了

● ①山口宇部空港⇔新山口　　③宇部新川⇔新山口

報道発表 ②山口宇部空港⇔宇部新川　④1日乗車券

当初予算額(千円) R4年度目標

利用者の利便性を図るため、交通事業者と連携し、バス路線の運行ダイヤの見直しなどの調整を行うともに、補助金を支出し、バス路線
を維持する。

367,527
路線バス利用者数
（交通局）

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

2

生活バス路線確保維持事業
地域住民にとって、暮らしを支える公共交通は欠かせない存在であるが、人口減少社会の到来やコロナ禍などを背景に、利用者数の減
少など、公共交通を取り巻く環境は厳しさを増しており、将来にわたって持続可能な公共交通として確保する必要がある。
（総合計画策定時の市民意識アンケートでは「公共交通の整備」は、重要な取組と認識されているものの、満足度が低くなっている。）

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 296,884 4,800人/日

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月

やまぐちMaaS「ぶらやま」実証事業に参加し、4つの交通チケットのデジタル化、宇部観光コンベンション「うべ食楽」の食事割引の特典、
庵野秀明展の期間にあわせた宇部ラーメンの食事割引の特典により、宇部市への誘客などにつなげ、公共交通の利用を促進するとと
もに、今後のMaaSの可能性をさぐる。

2,500
路線バス利用者数
（交通局）

うち一財

3月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

9月 10月 11月 12月 1月 2月

11月 12月 1月 2月 3月

1,250 4,800人/日

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2

やまぐちMaaS「ぶらやま」実証事業
山口県・山口市が先行実施している、やまぐちMaaS「ぶらやま」に、山口宇部空港がある本市が参画することで、より広域でのモビリティ
サービスの提供が可能となり、山口県央連携都市圏域の取組に寄与できる。
（「ぶらやま」のアカウント登録数　R3.7～R4.1…2,503件、R2.12～R3.2…251件）

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

4 



課　方　針　書 5

関係者地権者への個別説明 代替整備計画（案）の作成

 現地測量 地下埋設物等関係者協議

● ● ● ●

整備方針決定 議会報告 議会報告 完了

R3繰越事業　見直し基本方針作成

パブコメ ● ● ●

審議会 ● 議会報告 公表 見直し方針（各路線の変更、廃止等）作成

基本方針策定 ● ● ● ● ● ● パブコメ・説明会 ● ● ●

審議会 分科会 議会報告 分科会 審議会 ● 議会報告 審議会 ● 議会報告　　　　公表

素案作成 方針策定

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

0 居住環境の改善

うち一財 0 整備計画案の策定
3

島地区環境整備事業

島地区は中心市街地に隣接しているものの、土地区画整理事業認可後60年以上未着手である。下水道未整備や接道条件（建築物の
敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない等）を満たしていない土地が存在するなど居住環境が十分に整っていない
ため、早急に居住環境の改善を図る必要がある。（下水道未整備率：約2割、接道条件を満たしていない敷地：地区内の建築物の約1
割）

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

多大な事業費と長期に渡る事業期間を要する土地区画整理事業を見直し、地元住民や土地所有者と共創を図りながら地区の課題や
ニーズを把握することで、必要最小限の代替整備計画（案）を作成する。

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

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

都市計画道路の見直し

うち一財 6,796(繰越2,596) 見直し方針の策定

4

宇部市都市計画道路見直し事業
本市の都市計画道路44路線のうち、県の見直しガイドラインに基づく対象路線（計画決定から30年以上経過した未着手区間を有する路
線）は23路線あり、社会情勢などが変化してきていることから、計画の必要性などを再検証する必要がある。

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

見直し基本方針に基づき、長期未着手都市計画道路の見直し方針（各路線の変更、廃止等）を策定する。その後、見直し対象路線の都
市計画の変更手続きを進める。

10,194(繰越3,894)

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 11月 12月

5 



課　方　針　書 6

基本方針の検討 現況調査、データ収集・分析 課題の整理・とりまとめ 次年度取組の準備

関係者協議（山大、高専等）

まちじゅうエヴァンゲリオン第2弾のイベント期間

【駅スタンプ】

台紙の新デザイン作成 印刷 設置（宇部新川駅）

【JRスマホスタンプラリー】

内容の検討・関係者との協議 実施（JR宇部線・小野田線、関係施設）

【JR西日本がトリコロールカラーに塗装する車両（105系、2両編成）への利用促進】

車両でJRスマホスタンプラリー実施、イベント関連ポスター掲示

トリコロールカラー車両の運行（4年間予定）

5

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

常盤台地区まちづくり構想の策定

共創によるまちづくりを推進するためには、大学等と地域の将来ビジョンなどを共有し、連携することが求められている。その中でも常盤
台地区は、約5,000人の学生・教職員が在籍している山口大学工学部、宇部工業高等専門学校を中心とした地区であることから、文教エ
リア等としてビジョンを明確にし、まちづくりを進めていく必要がある。また、山口大学では工学部周辺を地域の共創拠点として創出する
ため事業を推進していることから、山口大学と緊密に連携し進めていく。

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

文教のまちとしての価値を高めるまちづくりを促進するため、山口大学と共創・連携し、地区の現況把握など課題の整理を行い、まちづく
り構想の策定に取り組む。

1,500 まちづくり構想策定

うち一財

11月 12月 1月 2月 3月

1,500
地区の現況把握・課
題の整理

事業スケジュール

1,300
JR宇部線の利用者
数

うち一財 1,300 3,500人/日

事業スケジュール

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

6

鉄道活性化促進等事業
JR西日本単独でのローカル路線の維持に課題（利用者の減少、赤字体質等）があるなか、ＪＲ西日本と連携して、公共交通の維持に向
け、地域住民や来訪者の移動手段を確保する必要がある。
（JR宇部線の1kmあたりの平均乗客数<平均通過人員>　R2：1,904人/日、R元：2,528人/日、H30：2,539人/日）

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

まちじゅうエヴァンゲリオン第2弾の取組をJR西日本や関係部署と連携しながら実施し、JR宇部線の利用促進を図る。

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

6 



課　方　針　書 7

課の果たすべき責務、存在理由

年度 課名 課長名

R4 中心市街地活性化推進課 渡辺 一正

1　課の使命

SDGs

・R2年3月に認定を受けた「宇部市中心市街地活性化基本計画」に基づき、これまで集積された都市施設などのポテンシャルを活かすとともに、民間活力を取り入れなが
ら、都市機能、居住の誘導を図り、多くの人でにぎわい、誰もが安心・快適に暮らせるまちづくりに取り組む。

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

2
第五次総合計
画

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
第五次総合計
画

歩行者通行量が増加することで、多くの交流や出会いが生
まれ、中心市街地が活性化し、にぎわいの創出に繋がる。

市役所周辺地区における1日当たりの
歩行者通行量

R8
平日　5,400人 平日　4,060人

営業店舗が増加することで、中心市街地の経済活動が盛ん
になり、にぎわいの創出に繋がる。

営業店舗数（新天町地区ほか4地区の合計） R8 515件 489件 491件

平日　5,050人

休日　4,400人 休日　2,791人 休日　3,800人

4
第二期総合戦
略

新型コロナウイルスの影響により、イベント等の休止や延期
が相次ぐ中で、新型コロナウィルス感染症対策を実施したイ
ベントの開催・支援を行うことで、多世代の交流が促進し、
にぎわいの創出に繋がる。

中心市街地イベント参加者数 R8 6.5万人 5.1万人 約5.4万人3
第五次総合計
画

都市拠点である中心市街地の居住人口が増加することで、
持続可能なコンパクトなまちへ転換できる。

中心市街地居住人口 R6 6,200人 5,709人 6,110人

歩行者通行量が増加することで、多くの交流や出会いが生
まれ、中心市街地が活性化し、にぎわいの創出に繋がる。

中心市街地の休日1日当たりの通行者数 R6 16,100人 6,647人 15,900人5
第二期総合戦
略
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課　方　針　書 8
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

宇部市中心市街地活性化協議会、宇部商工会議所、宇部市商店街連合会、山口大学（医学部、工学部）、民間事業者、宇部市常盤通りウォーカブル推進協議会（にぎわい創出検討部
会）、㈱にぎわい宇部、まちなかイベント実行委員会

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

歩行者通行量

うち一財 5,379
平日5,050人
休日3,800人

1.2.3.
4.5

まちなかウォーカブル推進事業
国道190号（常盤通り）は、広い歩道空間と副道を有しているが、その空間がまちづくりに十分に活用されていない。そのため、これまで
の車中心から、ひと中心の空間へと、既存の道路空間の再配分を実施することで、「居心地がよく歩きたくなる」まちなかを形成し、常盤
通り全体に絶え間なく人が集まる仕組みを作る必要がある。

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

「居心地がよく歩きたくなる」まちなかの形成に向けて、共創によるまちづくりを目的に設立した「宇部市常盤通りウォーカブル推進協議
会」と、専門的事項を検討する「にぎわい創出検討部会」において、現状分析や課題、将来ビジョンを共有し、将来の利活用・整備・運営
方針等を検討・決定していく。併せて、決定した内容を実現させるための、設計業務を行う。

30,379

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

推進協議会 推進協議会（整備方針決定） 推進協議会

報告 報告 報告 報告

基本設計 実施設計「推進協議会」で決定した内容を「実施設計」へ反映

★報道発表 ★報道発表【宇部市常盤通りウォーカブル推進協議会】

【設計業務】

推進協議会 全体の方針確認

【にぎわい創出検討部会】

8 



課　方　針　書 9
目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

官民連携事業

うち一財 136,225 事業候補者公募

1.2.3.
4.5

大型空き店舗等利活用推進事業
（旧山口井筒屋宇部店跡地の利活用）

中心市街地では、誰でも気軽に立ち寄れる休憩スペースやイベント広場などが少ないことや、カフェ・日用品販売施設、さらには子育て
支援・教育施設等の設置を望む声が多いことから、旧山口井筒屋宇部店跡地を活用し、多世代が交流するにぎわいの拠点づくりや、多
くの人が滞在し歩きたくなるような魅力ある空間を一体的に整備する必要がある。

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

アドバイザリー業務の中で、確実な事業公募の成立に向けた「実施方針書」及び「要求水準書（案）」の作成を行い、「宇部市中心市街地
活性化協議会」や「民間事業者」などと意見交換や調整を行ったうえで、募集要項を作成・公表し、事業候補者の公募を行う。併せて、旧
山口井筒屋宇部店の解体工事に着手する。

228,850

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

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

解体工事・建築設計

うち一財 54,300 完了・完了1.2.4.
5

優良建築物等整備補助事業
中心市街地では居住人口の減少に歯止めがかからないことから、解消のための対策が必要である。その対策として、民間事業者が主
体的に実施する土地利用の共同化、高度化などに寄与する優良建築物等の整備が効果的なことから、その費用の一部を国と地方公共
団体が支援していく、官民連携による取り組みが必要である。

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

民間事業者が実施する、老朽化した「旧松井家具」の建替え等に伴い、必要となる経費の一部を支援する。住居、医療施設、駐車場等
を整備することで周辺地区の利便性向上による居住人口の増加やにぎわい創出を図っていく。R4年度は、既存施設の解体工事及び建
物設計に着手し、R6年度の完成に向けて取り組んでいく。

108,600

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

庁内関係機関等との調整 民間事業者との意見交換

R5年度

本要望（国）

【議決事項 】

・債務負担

・施設設置

条例

・工事契約

【議決事項】財産取得

解体設計（繰越事業） 入札手続 仮契約 契約起工設計完了 解体工事（継続事業）

地元説明会

交付決定

解体工事及び建物設計（民間事業者）

完成

検査

★報道発表 ★報道発表

◇広報掲載【設計業務】 【解体工事】

【旧山口井筒屋宇部店跡地利活用アドバイザリー業務】

●契約 ●選定委員会設立
●実施方針書

●要求水準書（案）

の公表

●募集要項

の公表

●契約

事業候補者公募

支払

完了

■R5年から建築予定

■R5年から、選定した

事業者と事業実施予定

R5年度

本要望（国）
民間事業者との事業計画の調整
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課　方　針　書 10
目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

公衆トイレ整備

うち一財 0 供用開始

2.3.4.
5

宇部新川駅周辺地区整備事業
（公衆トイレの新設）

ウォーカブルなまちづくりを進めるためには、安心で快適に利用できる公衆トイレの適切な配置が必要である。現在、宇部新川駅周辺地
区では公衆トイレが少ないことから、新たに整備することでウォーカブルなまちづくりに取り組む必要がある。

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

多くの人が集まる宇部新川駅周辺に新たな公衆トイレを整備するにあたり、市民との共創によりコンセプトやデザイン案を検討し、その
後、設計・工事を実施する。

25,000

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

うち一財 12,150 8件

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

中心市街地の空き物件の有効活用を促進するとともに、中心市街地に必要な商業機能などの都市機能の誘導・維持を図り、にぎわい
の創出を図るため、空き物件をリノベーションするための改修費の一部を助成する。

24,300 リノベーション件数等

5月 6月 7月 8月 9月 10月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

4月

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月1.2.3.
4.5

中心市街地都市機能居住誘導事業
中心市街地では居住人口や店舗等の減少に歯止めがかからないことから、その解消のための対策が必要である。そのため、都市機能
誘導区域である中心市街地の建物の新増築やリノベーション等を支援することで、人や店舗を中心市街地に集め、持続可能なコンパク
トなまちづくりとにぎわい創出に取り組む必要がある。

【設計業務】

調査・設計
●

完成

【整備工事】
庁内関係課協議

ＪＲ協議
●

起工
●

完成

入札手続 工事

リノベーション

事業者募集（一次）

リノベーション

事業者募集（二次）

審査会

交付決定 交付決定

審査会
民間事業者によるリノベーション実施

完成

報告 支払

完了

建築促進助成金、空き家リフォーム支援、空き家リセット・活用支援、各申請者へのアンケートの実施・検証

供用開始

★報道発表

◇広報掲載

◇広報掲載

●整備方針

決定

●提案者

選定

提案公募 ●設計者

選定

★報道発表
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課　方　針　書 11
目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

事業進捗率
（事業費ベース）

うち一財 1,139 85.6%

2.4.5

住宅市街地総合整備事業
中心市街地では居住人口や店舗等の減少に歯止めがかからないことから、解消のための対策が必要である。そのため、老朽建築物が
密集している中央町地区の老朽建築物の除却や公共施設の整備を行い、防災面等の住環境改善と建物再築を促すことで、定住人口
の回復と商業の活性化を図る必要がある。

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

中央町三丁目第二地区において、建築物等の除却及び建物再築を促していく。併せて、当該事業の今後の事業方針について地元関係
者と協議を行い、事業の方向性について合意形成を図っていく。

19,589

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

うち一財 11,188 34店舗

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

中心市街地のにぎわいや活力を取り戻すため、都市再生推進法人である「（株）にぎわい宇部」とともにエリアマネジメントを行い、新規
店舗開業や建物新増築、空き家の解消の促進などを図る。また、中心市街地の通行量調査については、庁内関係課と連携して、新たな
計測方法との比較を行い、今後、実施する調査手法を決定する。

11,940 新規出店数

5月 6月 7月 8月 9月 10月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

4月

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月
1.2.3.
4.5

まちづくり推進事業
中心市街地の価値を維持向上させるためには、「地域の良好な環境や価値を維持・向上させるために民間が主体となってまちづくりや
地域経営を積極的に行う取組み」である、「エリアマネジメント」が重要なことから、都市再生推進法人である「㈱にぎわい宇部」と一体と
なった取り組みが必要である。

●調査 ●調査 ●調査
携帯電話の位置情報サービスの活用（行革推進課）携帯電話の位置情報サービスの活用（行革推進課） ●効果検証

【市役所周辺地区】・宇部新天町名店街区再生事業の検討

【中央町地区】 ・出店サポートセンター事業の推進 ・女性起業、創業サポート事業の推進

【区域全域】 ・エリアマネジメントの実施 ・広域情報集約発信事業の推進 ・人材育成講座の開催 など

補償金・用地費算定

【建物補償・用地買収】

権利者交渉（2名） 建物除却（3棟）、登記手続き
●

契約【事業の方向性について地元説明会】

●説明会実施 ●説明会実施
関係者協議・調整

●方針伺い

【工事R3繰越工事】

●完成

【通行量調査】

【㈱にぎわい宇部が実施する事業】

■R5以降、引き続き

関係者と協議
R5年度

本要望（国）
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課　方　針　書 12
目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

イベント開催・支援

うち一財 2,656 50回

1.2.3.
4.5

まちなかイベント創出事業
各種イベントの開催時には、一定の集客効果があるが、その効果は限定的であり、恒常的なまちのにぎわい創出には至っていない。ま
た、市民アンケート結果からは、魅力あるイベントの開催を望む声が多い。恒常的なにぎわいに繋げていくため、イベント支援のあり方や
開催手法等について、関係者と協議を行いながら、引き継イベント開催・支援を行う必要がある。

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

恒常的なまちのにぎわいを創出するため、ステークホルダーである「㈱にぎわい宇部」や「まちなかイベント実行委員会」と定期的な情報
交換を行うとともに、各種市民団体や商店街と連携した、来街者のリピーターを増やす取り組み等の検討を行う。

5,312

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

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

歩行者通行量

うち一財 3,404 15,900人
2.3.4.

5

多世代交流スペース活用事業
中央町地区の低未利用不動産を利用して、様々な活動や気軽に集える交流の場として活用しているが、新型コロナウィルス感染症の影
響もあり、まちのにぎわい創出には至っていない。一方で、多世代交流スペース周辺では、新たに2店出店するなど、中央町地区の様々
な活動拠点としての成果も見え始めていることから、引き継き、にぎわいの創出に向けたまちづくりに取り組む必要がある。

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

「山口大学×宇部SDGsクリエイティブ人材育成講座」の一つとして、宇部市常盤通りウォーカブル推進協議会や若者クリエイティブコンテ
ナの運営、まちづくり活動など、多様な主体と課題の抽出から解決までのプロセスを共有し、にぎわい創出を図るための研究を行ってい
く。

6,807

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

【市役所周辺地区】

【宇部新川駅周辺地区】

多世代交流スペースにて「ガーデンフェスタ」の開催（1回/月）

○キッズ関連（民間への支援）

○サンタクロスロード

●イルミネーション

●まちなかwakuwakuフェスタ（アーバンスポーツ同時開催）○マルシェ（民間への支援） ○マルシェ（民間への支援）

●トキワイコット。

宇部市常盤通りウォーカブル推進協議会の運営、まちづくり研究、若者クリエイティブコンテナの運営、多世代交流スペース等でのイベント参画

成果発表会

セミナー等

成果発表会

セミナー等
成果発表会

セミナー等

◇広報掲載

◇広報掲載

【中央町地区】

●アーバンスポーツ(3X3EXE)
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課　方　針　書 13

課の果たすべき責務、存在理由

年度 課名 課長名

R4 住宅政策課 髙下秀秋

1　課の使命

SDGs

・住宅セーフティネットとして、住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で住宅を供給するため、市営住宅の計画的な建替、保全、管理を行うとともに、関係部局と連
携し、地域課題の解消や地域力の向上を図る。
・周辺地域への環境衛生の観点から、空き家等の適正管理及び所有者（管理者）への発生未然防止の指導などを推進し、良好な生活環境の確保を図る。
・新型コロナウイルス感染症対応として、「新しい生活様式に対応したリフォーム補助金」支援制度を実施するとともに、地域経済の活性化に取り組む。

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 高齢者に配慮した市営住宅の整備割合
第五次総合計
画

R8 65% 52% 54%
既設住宅において、段差部に手摺を設置し、一定のバリア
フリー化を行うことで、高齢者に配慮した市営住宅が供給で
きる。

2 海南団地建替事業の計画的な推進
第五次総合計
画

R8
生活基盤に配
慮した住宅の建
替

事業手法の決
定

基本計画の策
定

高齢者向けや子育て向けなど、年齢や家族構成に対応した
住宅を整備することで、快適な生活基盤を構築でき、安心で
安全な市営住宅が供給できる。

100%
新しい生活様式に対応した住宅リフォーム工事の一部を支
援することで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止促進
と社会経済の活性化が図れる。

4
空き家等の適正な管理指導　（適正な管理
が行われていない空き家等の改善率）

第五次総合計
画

R7 50% 27.3% 40%
空き家の所有者や管理者に対して、適正な管理指導や未
然防止対策を推進することで、地域や近隣住民の不安を解
消し、安全で安心な生活環境を確保できる。

3
新しい生活様式に対応した住宅リフォーム工
事に対する支援（補助金執行率（交付金
ベース））

第五次総合計
画

R4 100% 99%

13 



課　方　針　書 14
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

54%

高齢者に配慮した市
営住宅の整備割合

海南団地建替事業
の推進

基本計画の策定

R4年度目標

宇部市公営住宅等長寿命化計画に基づき、シルバーリフォーム工事や住戸内手摺設置工事を実施する。
30,700

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

1

市営住宅整備事業
（高齢者に配慮した住戸整備）

市営住宅の高齢者世帯の割合は、H23年度は44.9%、H28年度は56.1%、R3年度は63.9%と増加傾向にあるが、段差の解消や手すりの設
置など高齢者に配慮した住戸の整備割合は、R3年度現在、52.2％に留まっていることから、高齢者に配慮した住戸の供給を増やす必要
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)

うち一財 0

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 3月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

9月 10月 11月 12月 1月 2月

うち一財 6,000

事業スケジュール

2

市営住宅整備事業
（海南団地建替事業）

H30～R2年度の3年間で定期募集に応募された高齢者は681件で、全体の63.8%を占めており、そのほとんどが商業施設が近くにあるエ
リアの市営住宅を希望されている。しかしながら、利便性の高いエリアに立地した市営住宅の数が少ないことから、見初住宅や鵜の島住
宅などに応募が集中し、応募倍率が10倍以上と高いため、ニーズに対応した住戸の供給が必要である。

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

市街地及びその周辺に整備された市営住宅の利便性や敷地の広さ、設備の状況など、様々な観点から建替、改修等による整備手法の
検討を行い、今後の市営住宅の整備方針を決定する。その方針に基づき、海南団地の建替基本計画を策定する。

6,000

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

市営住宅入居者、地元自治会、宇部市営住宅審議会、宇部市空き家等対策協議会

シルバーリフォーム工事（6戸）
●

住戸内手摺設置工事（42戸）

整備手法の検討 海南団地建替事業基本計画策定業務委託

方針伺

契約 完了

契約 完了

●

● ●

●●● ●

契約 完了

14 



課　方　針　書 15

住宅リフォーム工事の
支援（交付金ベース）

100%

空き家相談の改善
率

40%

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

うち一財 0

事業スケジュール
3

住宅リフォーム等総合支援事業

過去3ヵ年の助成金制度の利用者アンケートでは、約4割の方が助成金があったからリフォームを実施したと回答。また、3ヵ年の工事総
額は約3億9700万円となっており、一定の経済効果もある。また、R2年度には、予算額2,000万円に対し144件もの申請があり、受付開始
から4～5ヵ月で予算額に達するなど市民ニーズが高い事業となっている。また、市議会や民間団体から事業の継続や拡充などの要望
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

市内に居住形態のある「住宅」において、新型コロナウイルス感染症対応工事（必須工事）や健康・省エネ住宅に資するリフォーム工事
（選択工事）を実施する者に対し、市内の工事業者が施工することを要件に、工事に係る経費の一部を補助する。（補助率1/2　補助上
限額15万円）

30,000

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

うち一財 116

事業スケジュール
4

空き家対策推進事業
（空き家110番）

本市における空き家の状況は、H28年度が2,075戸が、R2年度には2,588戸となるなど年々増加しており、空き家に関する苦情・相談も
H28年度が77件だったものが、R2年度には210件と急増している。空き家は、近隣の衛生環境に影響を与えるだけでなく、犯罪の温床に
もなることから、防犯上の観点からも、その対策が重要である。

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

管理不全な空き家に対する苦情や相談に対しては、現地確認を行い、その所有者に対し、空き家の適切な管理について指導・助言を行
うことにより、改善を図り、周辺地域の安全性の確保、公衆衛生の向上に取り組む。
また、県との協働により空き家問題の普及啓発を目的とした空き家対策セミナーを開催する。

126

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

宇部市公式ウェブサイト

掲載（4/18）

広報掲載

申請受付終了

（11/30）
工事完了報告（1/31）

空き家対策セミナー

申請受付開始（5/23）

●

●

● ● ●

●
（ 相談 → 現地確認 → 管理指導・助言 ）

空き家に関する相談受付（空き家110番）

15 



課　方　針　書 16

特定空家の措置

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

所有者が不存在で周囲に危険を及ぼす可能性のある空き家として、R2年度に特定空家等の認定を行った空き家の解体を実施し、土地
の処分などを進めていくために、相続財産管理人を選定する。

4,508

1件

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

うち一財 2,673

事業スケジュール4

空き家対策推進事業
（特定空家解体）

本市における空き家の状況は、H28年度が2,075戸が、R2年度には2,588戸となるなど年々増加しており、空き家に関する苦情・相談も
H28年度が77件だったものが、R2年度には210件と急増している。空き家は、近隣の衛生環境に影響を与えるだけでなく、犯罪の温床に
もなることから、防犯上の観点からも、その対策が重要である。

公告

相続財産管理人の選定
契約 完了

●

●

●

●
選定

特定空家解体工事（略式代執行）

16 



課　方　針　書 17

課の果たすべき責務、存在理由

・庁舎前広場、真締川公園と常盤通りとの一体的に整備し、
魅力的で快適な滞在空間を創出することで、、市役所周辺
地区のにぎわいに繋がる。

1 本庁舎建設事業進捗率（事業費ベース）
第五次総合計
画

R6 100% 75.3% 81.6%
・防災や、まちづくりの拠点の整備により、市民の安心安全
や市民活動を支える。
・ユニバーサルデザインにより、誰もが安心して利用できる。

2
市役所周辺地区整備事業進捗率（事業費
ベース）

第五次総合計
画

R8 100% 2.6% 2.8%

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

年度 課名 課長名

R4 新庁舎建設課 沖永　靖行

1　課の使命

SDGs

・災害発生時の防災拠点や市民交流を促すまちづくりの拠点として、市民の安心安全や市民活動を支える庁舎を目指す。
・共生社会ホストタウンとしてユニバーサルデザインを徹底し、誰もが安心して快適に利用できる庁舎を目指す。
・市役所周辺地区のにぎわい創出を図るため、面的整備の一環として、庁舎前広場や真締川公園の再整備を先導的に推進する。

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）

17 



課　方　針　書 18
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

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

【新庁舎1期棟】

新庁舎1期棟への移転4/16～5/5

★報道発表

5/6 1期棟オープンイベント

R3年度繰越事業　1期棟省エネ効果検証業務委託 ZEB（省CO2）化チューニング（R4～R6)

データ収集開始
【旧庁舎解体】

宇部市既存庁舎解体工事 （R5年債務負担・R5年6月完了予定）

入札公告 　入札仮契約 議会承認 契約

不要什器転用・処分

転用等の募集 有価物売却、処分

宇部税務署既設庁舎解体工事

契約 完了

81.6%

うち一財 508(繰越0) +6.3%

1

本庁舎建設事業

旧庁舎は築60年以上経過し、老朽化や耐震性、バリアフリーの観点から多くの課題を抱えており、また東日本大震災により、防災拠点と
しての重要性が認識されてたことから、新庁舎1期棟では防災拠点としての機能強化により市民の安心安全や、再生可能エネルギーの
活用等により人にも環境にも優しく、またユニバーサルデザインにより快適に利用できる庁舎としている。また、市民委員会等からの要
望として、市民活動支援機能やまちづくりの拠点機能が求められていることから、2期棟では市民活動支援機能を備え、隣接する真締川
公園との一体整備により、中心市街地のにぎわい創出の拠点としていく。

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

・新庁舎1期棟を令和4年5月に供用開始し、省CO2化を図るため、使用開始後のZEBチューニングを行う。
・あり方検討委員会等の意見を踏まえ、執務室の増床や仕上げの変更等、2期棟の変更実施設計を行う。
・平成31年3月に取りまとめた新庁舎広場・外構実施設計について、その後、令和2年1月に策定した宇部市役所周辺地区基本設計（真
締川公園整備）と整合を図るため、変更実施設計を行う。

880,429(繰越115,935)

事業スケジュール

市民活動団体、事業者（食堂、飲食スペース）

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

18 



課　方　針　書 19

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

【附属棟(職員駐輪場)】 附属棟(職員駐輪場)新築工事 （R5年債務負担・R5年6月完了予定）

契約

【新庁舎2期棟】

R3年度繰越事業　宇部市新庁舎2期棟実施設計変更業務委託

 事業者、活動団体等 変更平面計画 完了 ●12月補正

ヒアリング の確定 予算計上

運営方法、セキュリティー面等検討 事業者選定方法検討

【新庁舎広場・外構】

新庁舎広場・外構実施設計修正業務委託

契約 完了 R5年当初予算計上

開発行為に関する変更申請業務委託

契約 完了・申請

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 11月 12月

1

事業スケジュール

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

2

市役所周辺地区整備事業

宇部市役所周辺地区の真締川公園は、樹木が密集して暗く、人が集まらない、川沿いにある公園としての優位性が活かせていないと
いった課題があるが、まちなかの良好な景観形成に対するニーズは高く、市役所本庁舎建替と合わせ、真締川公園、庁舎前広場や常
盤通りとの一体的な整備により、憩いとくつろぎ空間を演出し、多くの人が集まる場として市役所周辺地区のにぎわいを創出する必要が
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

真締川公園の再整備工事に先立って、各種許認可手続き等を行う。
1,299 2.8%

うち一財 1,296 +0.2%

申請書類作成

19 



課　方　針　書 20

課の果たすべき責務、存在理由

年度 課名 課長名

R4 公園緑地課 谷　信幸

1　課の使命

SDGs

・都市公園施設長寿命化計画等に基づき、年次的に老朽化した遊具やトイレなどの公園施設について、市民ニーズを取り入れながら更新を行う。
・街路樹の適切な維持管理を行うことにより、快適で安全な歩道空間を創出する。
・ガーデンシティうべ構想に基づき、緑と花と彫刻が調和し、心豊かに暮らせる都市空間を市民協働で創出する。
・ときわ公園活性化基本計画に基づき、園内の花木や施設を計画的に維持管理し、「市民の憩いの場」「観光施設」「環境学習の場」として充実を図る。

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 山口宇部ふれあい公園大型遊具設置
第五次総合計
画

R4 大型遊具設置
企業提案
の公表

大型遊具設置
子育て環境の魅力が向上する。また、交流人口の増加によ
り地域の活性化に繋がる。

2 プレーパークの年間開催回数
第五次総合計
画

R8 75回 42回 75回
プレーパークでの子ども同士の遊びを通じて得られる様々
な経験や交流から、子どもの自主性やコミュニケーション能
力の向上に繋がる。

2棟
白鳥飼育数の増により、ときわ公園の魅力向上、郷土愛の
醸成に繋がる。

4 周遊園路（スポーツ広場周辺）の歩道整備 個別計画 R7 歩道整備 －
測量調査
実施設計

歩道を設置することで、ジョギングやウォーキング等の周遊
園路利用者の安全が確保できる。

3 白鳥飼育舎整備棟数 個別計画 R7 5棟 1棟

トイレ 11箇所
遊具 34箇所

老朽化した遊具等を市民ニーズを取り入れて更新すること
で、多くの人が訪れたくなる快適で潤いがある都市公園が
形成できる。

5 公園施設整備事業
第五次総合計
画

R8
トイレ14箇所
遊具51箇所

トイレ  9箇所
遊具 34箇所
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課　方　針　書 21
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

【大型遊具】

大型遊具設置工事

【プレスリリース】

進捗状況のウェブサイト掲載（随時更新）

【駐車場拡張】

県有地使用協議 駐車場拡張工事

3社から応募があった大型遊具のデザイン選定にあたっては、児童や園児等の人気投票の結果、安全性、魅力度、維持管理性、インク
ルーシブ機能などを専門家等による審査委員会で評価し、決定する。選定された大型遊具設置工事は、令和5年3月末、駐車場の拡張
工事は、令和4年12月末の完成を目指す。

130,750 大型遊具完成

うち一財

地域住民、県、市内の高校・大学や子育て団体等

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

11月 12月 1月 2月 3月

1,875 完成

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

1

山口宇部空港ふれあい公園大型遊具設置
事業

本市には、大きな遊具があり、駐車場を備え、家族で出かけることができる憩いの場がないため、市民から大型遊具の設置要望が寄せ
られている。空港という壮大なロケーションを活かし、駐車場やトイレ等も完備された山口宇部ふれあい公園に大型遊具を設置すること
は効果的である。

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

遊具デザイン決定

●

5/19審査委員会

●

オープン
●

契約

●

市長記者会見（デザイン決定、企業社名等）

●

広報掲載

●

契約

●

完了

人気投票
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課　方　針　書 22

プレーパークを開催（土曜日51回、水曜日22回）、出張プレーパークを開催（2回）、ウェブサイトを用いた情報発信（随時更新）

次年度運営団体の公募

白鳥飼育舎建築工事

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

4,500 年間開催回数

うち一財 0 75回2

プレーパーク整備事業

子どもたちの自主性やコミュニケーション能力を育むためには、屋外での自由な遊びを通じて得られる様々な体験や交流が不可欠であ
る。2016年に実施された調査によると子どもたちが外遊びに費やす時間は、35年間で30%以上減少している。更にコロナ禍の調査では、
体を動かしてあそぶ時間が前年よりも減っている傾向にあることから、子どもたちが安心して遊べる場所を確保するプレーパーク整備事
業は有効である。
R2年度は、水曜日64人/回、土曜日90人/回、出張プレーパーク304人/回、R3年度は、土曜日86人/回、出張プレーパークでは398人/
回の参加があり、コロナ禍にあっても市民ニーズが高く、今後も継続していく必要がある。

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

神原公園を拠点に毎週土曜日と第1・3水曜日にプレーパークを開催するとともに、公募による出張プレーパークを開催する。
また、市内の教育機関や地域、諸団体等と運営方法やコンテンツなどについて連携し、事業を推進する。

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

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

3

ときわ公園（白鳥飼育舎）整備事業
現在、ときわ公園では、5羽の白鳥等が飼育されており、将来、概ね20羽の飼育数を目標としている。鳥インフルエンザ感染予防対策の
ため、飼育舎が必要であり、現在、1棟3部屋であるが、飼育数の増大に合わせ、飼育舎の増設が必要である。
現在：1棟（3部屋）→計画：5棟（11部屋）

うち一財 0 1棟

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

鳥インフルエンザ感染リスク低減のため、11月までに白鳥飼育舎1棟（2部屋、約40㎡）の整備を行う。
12,000

白鳥飼育舎整備棟
数

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

●

契約

●

完了

●

開始

●

選定

●

完了

●

契約
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測量調査・実施設計業務委託

トイレバリアフリー化工事（宮大路南街区公園、真締川公園）

当初予算額(千円) R4年度目標

1月 2月 3月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

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

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

4

ときわ公園（周遊園路）整備事業
ときわ公園の来園目的としてジョギングやウォーキングでの利用が多く、多い日では周遊園路の利用者数が1,500人を超えている。ス
ポーツ広場周辺の周遊園路では、歩車が分離されていないため、公園利用者の安全が確保されていないことから、改善が必要である。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載）

7月 8月 9月 10月

都市公園施設長寿命化計画に基づき、2箇所のトイレ（宮大路南街区公園、真締川公園）更新等を実施する。
30,000

トイレを更新した公
園数

うち一財

うち一財 1,250 1式

・安全にジョギングやウォーキングを楽しむことができるよう周遊園路の歩道整備を進める。
・測量調査、実施設計を行う。

23,700
測量調査実施設計
完了

11月 12月 1月 2月 3月

5

公園施設等整備事業
R2年度の遊具点検の結果、修繕・更新が必要な遊具は132施設あり、バリアフリー化が必要と思われるトイレは19箇所あり、都市公園施
設長寿命化計画に基づき、年次的に更新等を進める。

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

1,500 2箇所

事業スケジュール

4月 5月 6月

●

契約

●

完了

●

契約

●

完了
●

R5年当初予算計上
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課の果たすべき責務、存在理由

32件
・危険性の高いブロック塀等の撤去により、地震時の通行者
等の安全が確保できる。

3
ブロック塀等の安全対策の促進
危険ブロック等の撤去補助金件数（累計）

第五次総合計
画

R8 72件 22件

1
宅地耐震化の推進
大規模盛土造成地の耐震に関する安全性
の把握箇所数（累計）

第五次総合計
画

R8 9箇所 1箇所 1箇所
・大規模盛土造成地に安全性の順位付けを行うことにより、
計画的、効率的な事業計画が策定でき、住民の安心・安全
な住環境が確保できる。

2
宅地耐震化の推進
大規模盛土造成地の滑動崩落対策箇所数
（単年度）

第五次総合計
画

R5 1箇所 － 1箇所
・旭が丘団地の滑動崩落防止工事を完了させることで、地
震時における宅地の安全性が確保できる。

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 建築指導課 三隅浩俊

1　課の使命

SDGs

・建築基準法、都市計画法等に基づき、建築物の許可、認定、審査及び検査や開発行為の許可及び検査等行い建築物の品質の確保、良好な宅地の供給を図る。
・地震等の自然災害に強いまちづくりを実現するため、建築物については、耐震改修促進計画に基づき、建築物の耐震化や危険ブロック塀等の撤去の支援を行い、宅地
については、国土強靭化計画に基づき、大規模盛土造成地の安全性の把握等により、地震時の宅地の被害の軽減、防止に取り組む。
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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

●

8月 9月 10月

●

完成

11月 12月 1月 2月

11,200（繰越11,200） 宅地耐震化の推進

うち一財 5,600（繰越5,600） 優先順位計画策定
1

宅地耐震化推進事業

H28年に発生した熊本地震やH30年北海道胆振東部地震などにおいて、大規模に盛土造成された宅地で地すべりによる被害が多発し
たことから、国の要請により、地震時に地すべりの可能性がある大規模盛土造成地の位置及び規模を示した「大規模盛土造成マップ」
を、R2年度に県が公表した。その結果、市内に32箇所の大規模盛土造成地があることが判明したことから、宅地等の安全性を確認する
ため、計画的に調査を行う必要がある。

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

市内にある32箇所の大規模盛土造成地のうち、先行的に実施した旭が丘団地を除く31箇所について、基礎資料整理及び現地踏査を実
施し、危険性の高い造成地から変動予測調査を計画的に行うための優先順位付けを行う。

3月

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

基礎資料整理 現地踏査 危険度評価

地元説明 （31箇所）

R5年度 調査箇所の決定及び予算計上

R3年度繰越事業 宇部市大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託

25 



課　方　針　書 26

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 11月 12月

32件

うち一財 0 10件

3

ブロック塀等安全対策事業

H30年6月に発生した大阪北部地震によるブロック塀の倒壊事故を受け、国が創設したブロック塀等の除却・改修等に対する支援制度を
活用し、避難路（国道、県道、市道、及び通学路等）に面した倒壊の危険性が高いブロック塀等に対して、撤去費用の一部を補助する制
度を令和元年度から実施している。これまで22件の危険なブロック塀等が撤去されており、補助制度を継続することで、地震時の通行者
等の安全を確保する必要がある。

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

5月と9月の広報及び市ウエブサイトへ掲載するほか、建設業関係団体へパンフレットを配布するなど、補助制度の周知を図る。申請及
び完了報告の受付後は、内容を審査し、適切に事業が完了したことを確認した後、補助金を交付する。

1,000

11月 12月

契約

● ●

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

1月 2月 3月

●

● ● ●

契約 完了

工事着手

うち一財 9,000（繰越5,000） 1箇所

2

宅地耐震化推進事業
R2年7月の大雨により大規模な地すべりが発生した旭が丘団地の原因を究明し、影響範囲を確定するたの変動予測調査（第二次スク
リーニング調査）を実施した結果、地すべりの安全率が1.0を下回る区域が在ることが判明したことから、この区域を県が造成宅地防災
区域として指定した。この指定に併せ、対策工事を実施する。

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

県の造成宅地防災区域の指定に併せ、旭が丘団地の滑動崩落対策実施設計業務委託を実施し、地元住民との合意形成を図りなが
ら、滑動崩落防止工事を施工する。

90,000（繰越10,000）

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

造成宅地防災区域指定（山口県）
R3年度繰越事業 滑動崩落対策実施設計業務委託

地元説明

滑動崩落防止対策工事（厚南地区旭が丘団地）

地元説明

●
建設業関係団体への周知、宇部市公式ウェブサイト掲載

申請受付開始（5/16） 工事完了報告

●
広報掲載

● ●
申請受付終了（11/30）

●

●
広報掲載
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課の果たすべき責務、存在理由

本庁舎建設事業

（既設庁舎解体工事、附属棟新築工事）

進捗率（事業費ベース）

【主管課：新庁舎建設課】

大型空き店舗等利活用推進事業

（旧山口井筒屋宇部店解体工事）

進捗率（事業費ベース）

【主管課：中心市街地活性化推進課】

小中学校施設耐震化率

【主管課：教育施設課の目標・指標】

楠総合センター施設整備事業

（更新工事、改修工事）

進捗率（事業費ベース）

【主管課：北部地域振興課】

68.6%

100%

100%

100%

0%

98.7%

老朽化した楠庁舎からの移転を実施することにより、利用す
る市民の利便性の向上が図られる。また、楠庁舎の跡地に
ついて地域自ら活用方法を検討することで、地域力の強化
が図られる。
【主管課：北部地域振興課(再掲）】

4 個別計画 0% 43.3%R5

安心・安全に過ごせる教育環境の実現と防災機能の強化。
【主管課：教育施設課(再掲）】

歩行者通行量が増加することで、多くの交流や出会いが生
まれ、中心市街地が活性化し、にぎわいの創出に繋がる。
【主管課：中心市街地活性化推進課(再掲）】

3
第五次総合計
画

2
第五次総合計
画

R5

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
第五次総合計
画

・防災や、まちづくりの拠点の整備により、市民の安心安全
や市民活動を支える。
・ユニバーサルデザインにより、誰もが安心して利用できる。
【主管課：新庁舎建設課(再掲）】

R5

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

13.0%

98.7%R7

100% 0%

1　課の使命

SDGs

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

年度 課名 課長名

R4 営繕課 上原　学

・安心安全なまちづくりを目指し、適切な設計及び工事監理業務を通じて、市民の財産である学校や市営住宅、官庁施設などの公共施設の品質確保を図る。
・公共施設を安全で快適な施設として長期活用するために改築・改修し、強靭かつ高質な都市環境を整える。
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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

【宇部市既設庁舎解体工事】

【宇部税務署既設庁舎解体工事】

【附属棟（職員駐輪場）新築工事】

5月 6月 7月 8月 9月 10月

進捗率
（事業費ベース）

うち一財 0

1

本庁舎建設事業

旧庁舎は築60年以上経過し、老朽化や耐震性、バリアフリーの観点から多くの課題を抱えており、また東日本大震災により、防災拠点と
しての重要性が認識されてたことから、新庁舎1期棟では防災拠点としての機能強化により市民の安心安全や、再生可能エネルギーの
活用等により人にも環境にも優しく、またユニバーサルデザインにより快適に利用できる庁舎としている。また、市民委員会等からの要
望として、市民活動支援機能やまちづくりの拠点機能が求められていることから、2期棟では市民活動支援機能を備え、隣接する真締川
公園との一体整備により、中心市街地のにぎわい創出の拠点としていく。　【主管課：新庁舎建設課(再掲）】

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

・宇部市既設庁舎解体工事をR5年度債務負担にて実施する。
・宇部税務署既設庁舎解体工事を実施する。
・附属棟（職員駐輪場）新築工事をR5年度債務負担にて実施する。

500,800

68.6%

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 事業実施のエビデンス

契約入札仮契約

解体工事（債務負担 Ｒ5年6月完了予定）

解体工事

完了

新築工事（債務負担 R5年6月完成予定）

契約

契約

●

●

●●
入札公告

議会承認

●
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5月 6月 7月 8月 9月 10月3

小中学校施設耐震化事業
小中学校の耐震化率は、令和3年度末時点で98.7％となっており、未耐震の体育館2棟が残っている。耐震化率100％の達成に向け、計
画的に事業を進めていく必要がある。【主管課：教育施設課(再掲）】

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

5月 6月 7月

耐震化率

うち一財 19,410
神原小学校体育館改築工事をR4年度～R5年度継続事業として実施する。

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

78,500

0.0%

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

4月

9月 10月 11月 12月 1月 2月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

2

大型空き店舗等利活用推進事業
中心市街地では、誰でも気軽に立ち寄れる休憩スペースやイベント広場などが少ないことや、カフェ・日用品販売施設、さらには子育て
支援・教育施設等の設置を望む声が多いことから、旧山口井筒屋宇部店跡地を活用し、多世代が交流するにぎわいの拠点づくりや、多
くの人が滞在し歩きたくなるような魅力ある空間を一体的に整備する必要がある。【主管課：中心市街地活性化推進課(再掲）】

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載）

13.0%うち一財 26,250

事業スケジュール

4月 8月 3月

当初予算額(千円) R4年度目標

105,000
進捗率
（事業費ベース）

旧山口井筒屋宇部店解体工事をR4年度～R5年度継続事業として実施する。

解体工事

（継続事業 R6年3月完了予定）

契約

特殊基礎（杭）工事

完成

契約

改築工事（継続事業 R5年10月完成予定）

契約

解体設計

完成

入札公告

議会承認

議会承認

入札公告

入札仮契約

入札仮契約
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【外壁改修工事】

【屋上防水改修工事】

【更新工事】

9月 10月 11月 12月 1月 2月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

4

楠総合センター施設整備事業費
北部総合支所の楠総合センターへの移転により、来庁者の利便性の向上を図るとともに、老朽化した楠庁舎を解体し、跡地については
地域による活用を検討。【主管課：北部地域振興課(再掲）】

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載）

43.3%うち一財 25,800

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 3月

当初予算額(千円) R4年度目標

・楠総合センター外壁改修及び屋上防水改修工事を実施する。
・楠総合センター更新工事をR4年度～Ｒ5年度継続事業として実施する。

103,200
進捗率
（事業費ベース）

改修工事

完成

改修工事

完成

更新工事（継続事業 R5年7月完成予定）

契約

契約

契約

30 


