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市制施⾏１００周年記念事業関連

活⼒に満ちた強い産業の創出1

未来を担う人財の育成2

12億2,882万円
4億4,918万円)

当初予算額

⼈々が⾏き交うまちの創出3

安心・安全な暮らしの確保4

ひとつになった市政の推進5

17億4,069万円3月補正
予 算 額

7,752万円当初予算額
( 再 掲 )

新型コロナウイルス感染症対策事業関連
＜国の令和2年度補正予算(第3号)活用分＞

( 3月補正予算額

38億4,684万円
3億1,946万円)

当初予算額
( 3月補正予算額

75億8,566万円
6,752万円)

当初予算額
( 3月補正予算額

48億6,614万円
7億9,125万円)

当初予算額
( 3月補正予算額

6億57万円
1億1,330万円)

当初予算額
( 3月補正予算額
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１ 新型コロナウイルス感染症対策事業関連＜主な取組＞
Ⅰ 感染拡大の防止

○公⽴・私⽴保育園や⺠間保育サービス施設への感染症
対策物品の整備・整備支援

○市⺠の利⽤が多い図書館など公共施設への消毒薬の整備
○小中学校における感染症対策物品の整備
○庁舎等への飛沫防止パネルの設置

感染症対策物品等の整備(No.1〜15)
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、公共施設の窓
口や保育園・小中学校などに設置する手指消毒薬や飛沫防
止パネル等を購入・配備します。

３月補正予算額 9,458万円

検査体制の充実 (No.18,19)

新型コロナウイルス検査を迅速かつ安全に受けられる
体制の整備と支援を実施します。

３月補正予算額 2,100万円

ワクチン接種体制の整備 (No.17)

○ワクチン接種に要する経費 3億2,423万円
○集団接種会場に要する経費 1億1,211万円
○コールセンターに要する経費 3,456万円
○レセプト審査に要する経費 4,020万円
○クーポン券の発送に要する経費 1,701万円
○電算処理に要する経費 2,170万円

ワクチンの承認にあわせ、速やかに接種が可能とな
るよう、国の示したワクチン接種の優先順位を踏ま
え、国・県と連携して、接種体制を整えます。

３月補正予算額 5億4,981万円

○地域外来・検査センター運営事業
○新型コロナウイルス検査助成事業
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Ⅲ ポストコロナに向けた経済構造の転換・新たな日常への対応

Ⅱ 市内経済の活性化
プレミアム付商品券発⾏による需要喚起

(No.21)

○プレミアム付商品券の発⾏
（購⼊⾦額１万円で１万３千円分の商品券）

新型コロナウイルス感染症の拡大により売上が減少した市内
店舗を支援するため、プレミアム付商品券を発⾏し、買物等
の需要喚起を図ります。
発⾏セット数 7万セット
プレミアム率 30％
市内経済にもたらす効果 9億1,000万円

３月補正予算額 3億2,000万円

○デジタル機器を活用した学校教育の実施
○⾏政⼿続きのデジタル化やキャッシュレス決済の導⼊
○⾏政情報の電⼦化、デジタル化
○公共施設への無料公衆無線LAN（Wi-Fi）環境の提供

デジタル化の推進(No.24,26〜34)
公共サービスや公共施設でのデジタル化を進め、市⺠サービ
スの利便性の向上や、業務の効率化を図るとともに、非接触
による感染防止と安全確保を目指します。

３月補正予算額 1億962万円

GIGAスクール構想推進事業 (No.25)

○通信環境の整備
■インターネット接続環境の整備

○教具・教材の整備
■電子⿊板200台の追加配置
■デジタル教科書、AIドリルの導入等

国のGIGAスクール構想に基づき、１人１台パソコン端末と
⾼速⼤容量の通信ネットワークを活⽤した、⼦どもたち1人
ひとりに個別最適化された学びの実現に取り組みます。

３月補正予算額 1億8,846万円
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○モール型ＥＣサイト「うべわくわく市場」の運営
○市内事業者を対象としたICT・IoT等の導入支援
○スマート農業機器の導入支援

経済構造の転換(No.35〜40)
ウイズコロナ・ポストコロナ社会に向けた経済構造の転
換・好循環の実現を目指し、デジタル技術の活用やICT・
IoT等の導入などにより地域経済の好転を図ります。

３月補正予算額 1億6,108万円

３月補正予算額 2,960万円都市部から地⽅へのひとの流れの促進（No.46）

○サテライトオフィス施設の管理運営を⽀援
○企業のサテライトオフィス施設利⽤や移住の促進
○進出企業への支援

既存の⺠間のサテライトオフィス施設を活⽤し、都市部の
ＩＴ関連や成⻑産業関連企業をターゲットに本市でのサテ
ライトオフィスの開設やテレワークを活用した移住・滞在
の取組等を⽀援し、地⽅へのひとの流れを促進します。

○リフォーム事業
■事業所リフォーム⼯事補助⾦
補助対象者：中小企業者 小規模事業者 個人事業主
■住宅リフォーム⼯事補助⾦
補助対象者：住宅の所有者等

○移動式幼児用プールの設置・運営
○図書館等の読書環境の整備

新たな日常への対応 (No.41〜45)
ウイズコロナ社会の中、感染防止対策に配慮した新たな日
常への対応や社会経済活動の維持を図ります。

３月補正予算額 1億2,164万円

写真は、イメージです

都市部

移住

テレワーク

本社

サテライト

オフィスの

立地



新型コロナウイルス感染症対策事業関連

【事業一覧】
★は「主な取組」で掲載している事業 （単位：千円）

No 事業名 事業概要

３月補正

予算額

672,100672,100672,100672,100

★ 94,57794,57794,57794,577

1

子育て支援拠点事業推進

事業

神原保育園子育て支援センター、市子育てサークル及

び民間つどいの広場における感染症対策物品の整備

1,200

2

妊娠・出産・育児支援事

業

乳児家庭全戸訪問事業における感染症対策物品の整備 167

3 公立保育園運営事業 新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の整備 4,350

4 私立保育園運営事業

新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の整備

及びＩＣＴ化システム導入の支援

21,350

5

民間保育サービス施設事

業

新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の整備

の支援

9,200

6 学童保育推進事業 新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の整備 3,000

7 地域型保育事業

新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の整備

の支援

3,000

8

小中学校新型コロナウイ

ルス対策事業

小中学校における感染症対策に必要な物品等の整備 39,200

9 若者応援事業 若者の居場所における感染症対策物品の整備 27

10 若者育成事業

二十歳のつどい開催に要する経費や感染症対策物品の

整備

1,454

11

学びの森くすのき管理事

業

手指消毒液等の感染防止対策に要する物品の整備 85

12 図書館管理事業 手指消毒液等の感染防止対策に要する物品の整備 320

（1）感染症対策物品等の整備（1）感染症対策物品等の整備（1）感染症対策物品等の整備（1）感染症対策物品等の整備

Ⅰ　感染拡大の防止Ⅰ　感染拡大の防止Ⅰ　感染拡大の防止Ⅰ　感染拡大の防止

4



新型コロナウイルス感染症対策事業関連

★は「主な取組」で掲載している事業 （単位：千円）

No 事業名 事業概要

３月補正

予算額

13 庁舎管理事業 飛沫感染防止パネル（窓口用、執務室用）の設置 5,846

14 青少年会館管理事業 青少年会館における感染症対策物品の整備 40

15 感染症対策事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関する物

品の整備と支援

5,338

577,523577,523577,523577,523

16 母子健康診査事業 個別幼児歯科健康診査の体制整備 6,724

★ 17

新型コロナウイルスワク

チン接種事業

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種につい

て、国・県と連携して、接種体制を速やかに構築し、

予防接種を実施

549,804

★ 18

地域外来・検査センター

運営事業

医師が新型コロナウイルス検査が必要と認めた患者

が、迅速かつ安全に検査を受けられる地域外来・検査

センターを運営

14,432

★ 19

新型コロナウイルス検査

助成事業

症状等はないが感染への不安を持つ方が、自費診療に

て新型コロナウイルスの検査を希望する場合に、検査

費用の一部を助成

6,563

330,500330,500330,500330,500

20 生活困窮者自立支援事業

農業法人や就労支援機関と連携しコロナ禍で失業・離

職等した者等の農業分野での就労の場を提供する農福

連携事業者を支援

5,000

★ 21 プレミアム付商品券事業 プレミアム付商品券発行による需要喚起を実施 320,000

22

うべ事業者応援プラット

フォーム支援事業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組んでい

る店舗等を支援

1,500

23

「ＥＡＴ ＵＢＥ」開催

事業

食のイベント「ＥＡＴ ＵＢＥ」を、市内飲食店、農

林水産事業者等への支援の観点から開催

4,000

610,378610,378610,378610,378

★ 298,071298,071298,071298,071

24 学力向上推進事業

教科書等をオンライン学習で使用するための著作物に

対する補償金

1,766

（2）検査体制の充実、ワクチン接種体制などの整備（2）検査体制の充実、ワクチン接種体制などの整備（2）検査体制の充実、ワクチン接種体制などの整備（2）検査体制の充実、ワクチン接種体制などの整備

Ⅱ　市内経済の活性化Ⅱ　市内経済の活性化Ⅱ　市内経済の活性化Ⅱ　市内経済の活性化

（1）デジタル化の推進（1）デジタル化の推進（1）デジタル化の推進（1）デジタル化の推進

Ⅲ　ポストコロナに向けた経済構造の転換・新たな日常への対応Ⅲ　ポストコロナに向けた経済構造の転換・新たな日常への対応Ⅲ　ポストコロナに向けた経済構造の転換・新たな日常への対応Ⅲ　ポストコロナに向けた経済構造の転換・新たな日常への対応
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新型コロナウイルス感染症対策事業関連

★は「主な取組」で掲載している事業 （単位：千円）

No 事業名 事業概要

３月補正

予算額

★ 25

ＧＩＧＡスクール構想推

進事業

電子黒板や通信ネットワーク等のＩＣＴ教育環境の整

備

188,452

26

ふれあい教室等不登校対

策推進事業

長期欠席児童生徒の家庭における学習機会確保のた

め、貸出用ポケットWi-Fiを整備

445

27

情報通信基盤維持管理事

業

公共施設における無料Wi-Fi環境の提供及びコロナ禍

に対応した行政デジタル化の推進

16,964

28 税制業務事業 ＰＯＳレジ・キャッシュレス決済の導入 2,710

29 資産税賦課業務事業

家屋位置情報の電子化と課税根拠資料の電子データを

電子地図（ＧＩＳ）で管理するための電子地図システ

ムの整備

20,693

30 市民センター管理事業

各市民センターにおける窓口手続のオンライン化等を

推進

1,040

31

ふれあいセンター管理事

業

各ふれあいセンターにおける地域活動及び窓口手続の

オンライン化等を推進

1,138

32 証明書交付事務事業

窓口手続のデジタル化及びＰＯＳレジ・キャッシュレ

ス決済等の導入

25,469

33 総合窓口開設事業

窓口手続のデジタル化及び窓口受付案内システム等の

導入

38,883

34 会計管理事業

指定金融機関とのデータ受け渡しを非接触で行う伝送

化システムの導入

511

★ 161,076161,076161,076161,076

35 交通政策推進事業

バス事業者のＩＣカードシステム導入及びタクシー事

業者の事業継続に対する支援

75,500

36

ポストコロナ地産地消需

要喚起事業

ポストコロナを踏まえた地産地消を核とする需要喚起

と販売促進を支援

4,172

37 ＩＣＴ導入促進事業

生産性向上を目指す市内事業者を対象にＩＣＴ・Ｉｏ

Ｔ等の導入を支援

31,000

（2）経済構造の転換（2）経済構造の転換（2）経済構造の転換（2）経済構造の転換
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新型コロナウイルス感染症対策事業関連

★は「主な取組」で掲載している事業 （単位：千円）

No 事業名 事業概要

３月補正

予算額

38

ＥＣサイト活用販売促進

事業

宇部産の農水産品や特産品等の販売促進を図るモール

型ＥＣサイト「うべわくわく市場」の運営

19,804

39

生活バス路線確保維持事

業

コロナ収束後の経営持続化を図る省メンテナンスで環

境性能に優れた車両の導入

27,500

40 スマート農業推進事業

新たな生活様式に応じた農業の省力化等を図るための

スマート農業機器の導入に対する支援

3,100

★ 121,631121,631121,631121,631

41

新生活様式に対応した住

宅リフォーム支援事業

住宅での感染症対策やステイホームのためのリフォー

ム工事を行う者に対する支援

20,000

42

新生活様式に対応した事

業所リフォーム支援事業

店舗、事業所での感染症対策や事業継続のためのリ

フォーム工事を行う者に対する支援

40,000

43 スポーツ施設整備事業

新型コロナウイルス感染防止対策に配慮した移動式幼

児用プールの設置・運営

27,000

44

学びの森くすのき図書整

備事業

図書購入による読書環境の整備 5,822

45 図書館図書整備事業 図書および電子書籍購入等による読書環境の整備 28,809

★ 29,60029,60029,60029,600

46

サテライトオフィス誘致

推進事業

民間サテライトオフィス施設の管理運営と企業のオ

フィス開設や移住への取組を支援

29,600

（3）新たな日常への対応（3）新たな日常への対応（3）新たな日常への対応（3）新たな日常への対応

（4）都市部から地方へのひとの流れの促進（4）都市部から地方へのひとの流れの促進（4）都市部から地方へのひとの流れの促進（4）都市部から地方へのひとの流れの促進
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新型コロナウイルス感染症対策事業関連

★は「主な取組」で掲載している事業 （単位：千円）

No 事業名 事業概要

３月補正

予算額

127,710127,710127,710127,710

47 漁港施設長寿命化事業 床波漁港の浮桟橋及び宇部岬漁港の老朽化施設の改修 25,800

48 港湾整備県事業負担金

宇部港の港湾管理者である山口県が「宇部港港湾計

画」に基づいて実施する、公共埠頭整備に対する負担

金

19,500

49 ため池整備事業

小野（下）地区（船木）における県営ため池改良事業

に係る負担金

6,000

50 ほ場整備事業

万倉西奥地区における県営ほ場整備事業（区画整理）

に係る負担金

6,000

51 地籍調査事業

大字小野の一部及び大字船木の一部を地籍調査し、地

籍図及び地籍簿を作成

29,810

52 小学校施設整備事業 学校トイレの洋式化 7,200

53 小学校施設耐震化事業 老朽化した校舎外壁の改修 27,000

54 中学校施設整備事業 学校トイレの洋式化 6,400

1,740,688取組合計

その他の事業　＜防災・減災・国土強靭化など安心安全の確保＞その他の事業　＜防災・減災・国土強靭化など安心安全の確保＞その他の事業　＜防災・減災・国土強靭化など安心安全の確保＞その他の事業　＜防災・減災・国土強靭化など安心安全の確保＞
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２ 施策体系別＜主な取組＞
活⼒に満ちた強い産業の創出１

成長産業推進成長産業推進成長産業推進成長産業推進

協議会協議会協議会協議会

強い産業の創出・育成（No.9,10）

○（仮称）宇部市産業振興計画の策定
○（仮称）宇部市成⻑産業推進協議会の運営
○成⻑産業の事業化を⽀援

当初予算額 5,014万円

（仮称）宇部市産業振興計画

戦略的な施策

成⻑産業の創出・育成

ベンチャー企業ベンチャー企業ベンチャー企業ベンチャー企業

ベンチャー企業ベンチャー企業ベンチャー企業ベンチャー企業

山口大学山口大学山口大学山口大学

医学部・工学部医学部・工学部医学部・工学部医学部・工学部

事業化事業化事業化事業化

事業化事業化事業化事業化

研究シーズ研究シーズ研究シーズ研究シーズ

・大学のシーズと・大学のシーズと・大学のシーズと・大学のシーズと

ベンチャーをマッチングベンチャーをマッチングベンチャーをマッチングベンチャーをマッチング

・事業化支援・事業化支援・事業化支援・事業化支援

若者の雇用拡大若者の雇用拡大若者の雇用拡大若者の雇用拡大

移住の促進移住の促進移住の促進移住の促進

企業誘致・起業の促進企業誘致・起業の促進企業誘致・起業の促進企業誘致・起業の促進

市内消費・投資の拡大市内消費・投資の拡大市内消費・投資の拡大市内消費・投資の拡大

専門家専門家専門家専門家

強い産業⼒
の創出

・現状分析・現状分析・現状分析・現状分析

・将来ビジョン・将来ビジョン・将来ビジョン・将来ビジョン

・戦略的な施策・戦略的な施策・戦略的な施策・戦略的な施策

新新新新

将来を⾒据えた強い産業を創り出すため、現状分析を⾏い、将来ビジョンや戦略的な
施策などを盛り込んだ産業振興計画を策定します。
（仮称）宇部市成⻑産業推進協議会を設置し、医療や宇宙産業などの本市ならではの
成⻑産業を創出・育成するとともに、魅⼒的な雇⽤の場を創出する企業誘致などによ
り、地域産業⼒を⼀層強化します。

（仮称）宇部市成長産業推進協議会のイメージ

医療・健康関連

研究会

環境・エネル

ギー関連研究会

次世代技術

関連研究会

(宇宙産業、DX)

運営委員会 専門家
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成⻑産業における若者の創業を促進（No.15）

○成⻑産業における創業時の経済的負担を軽減し、
若者の創業を促進

医療、エネルギー、宇宙やIOT･AIなど次世代技術関連の３
つの成⻑産業での創業を目指す若者を対象に、創業時の必
要経費の⼀部を補助し、若者の創業を促進します。

当初予算額 500万円
創業！

新新新新

○（仮称）宇部市農林⽔産業振興計画の策定

農林⽔産業振興計画策定事業（No.28）
農業、林業、⽔産業の現状分析、将来ビジョンや⽣産から
販売までの戦略的な施策を盛り込んだ農林⽔産振興計画を
策定し、稼げる強くて持続可能な農林⽔産業の実現を目指
します。

当初予算額 735万円新新新新

・現状分析・現状分析・現状分析・現状分析

・将来ビジョン・将来ビジョン・将来ビジョン・将来ビジョン

・戦略的な施策・戦略的な施策・戦略的な施策・戦略的な施策

小野産小野産小野産小野産 お茶お茶お茶お茶

新新新新

有害鳥獣捕獲対策事業 (No.18)

○イノシシ捕獲に対する補助⾦の拡充
○侵入防止柵等自衛策の強化
○有害鳥獣対策支援員の継続雇用

有害⿃獣による農作物被害が、近年、⾼⽌まりしており、
その過半はイノシシによるものです。そこで、イノシシ捕
獲補助⾦を⾒直すことにより、捕獲意欲を⾼めるとともに、
被害の軽減を目指します。

当初予算額 1,521万円拡拡拡拡

養殖⾞海⽼の認知度向上・スマート化推進事業
（No.26,27）

○「宇部丸尾⾞海⽼つかみどり大会」の開催
○宇部⾞海⽼養殖場におけるIoT、AIを活用した
実証実験の実施

宇部の養殖⾞海⽼の認知度ＵＰを図るとともに、IoT、AI
を活用した養殖技術の実証実験に取組み、生産性と品質の
向上を図ります。

当初予算額 400万円新新新新



1　活力に満ちた強い産業の創出

【事業一覧】
★は「主な取組」で掲載している事業

（単位：千円）

No 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

1 中小企業金融対策事業

市内中小企業・小規模事業者に向けた融資

を行うことにより、資金力の向上と経営基

盤の強化を支援

582,836

2

中小企業事業継続支援事

業

販路拡大や新商品・新サービスの開発に取

り組む市内中小企業・小規模事業者を支援

新 2,500

3 海外経済交流促進事業

海外への事業展開に取り組む市内事業者へ

の相談対応、啓発事業開催を支援

200

4 まちなか商業応援事業

中心市街地内における既存店舗の改修、市

内商店街共同施設整備及び市内商店街等に

よるイベント開催を支援

5,000

5

赤間硯ブランド化推進事

業

本市の伝統的工芸品である赤間硯のブラン

ド化を支援

1,250

6

サテライトオフィス誘致

推進事業

市外事業者や市内起業者の中心市街地への

オフィス立地を支援

4,339

7 企業誘致対策事業

市長のトップセールスをはじめとした企業

訪問や、山口県との連携などによる産業団

地のＰＲ、誘致企業の情報収集

1,873

8 事業所設置奨励事業

事業所設置奨励制度の活用により、産業団

地等への企業誘致を促進

128,137

★ 9 成長産業推進事業

(仮称)宇部市成長産業推進協議会を設置

し、本市の産業構造特性を活かし、医療・

宇宙産業などの成長産業を創出

新 39,120

★ 10 産業振興計画策定事業

将来を見据えた強い産業を創り出すための

戦略的な施策等を盛り込んだ産業振興計画

の策定

新 11,011

11

宇部港東見初地区港湾整

備事業（県事業）

再利用資材や化学肥料等の国内向け貨物を

取り扱うため、宇部港港湾計画に基づいた

東見初地区の公共埠頭の整備

7,000

12

オープンイノベーション

推進事業

起業・創業マインドの醸成や中小企業等の

経営課題に対する相談対応、ビジネスに役

立つセミナーやイベントの実施

42,859

13 ふるさと起業家支援事業

創業時の経済的負担を軽減することで、創

業を支援

2,000

地域経済・雇用を支える地元産業の発展地域経済・雇用を支える地元産業の発展地域経済・雇用を支える地元産業の発展地域経済・雇用を支える地元産業の発展

地域イノベーションの創出・新たな事業活動の育成地域イノベーションの創出・新たな事業活動の育成地域イノベーションの創出・新たな事業活動の育成地域イノベーションの創出・新たな事業活動の育成
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1　活力に満ちた強い産業の創出

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

14

うべ起業サポートネット

ワーク事業

うべ起業サポートネットワークを構成する

支援機関等が行う創業支援事業に対する助

成

1,500

★ 15 若者創業支援事業

医療、エネルギー、宇宙、ＡＩなど次世代

の成長産業での創業を目指す若者の創業を

支援

新 5,000

16

農林業担い手確保・育成

支援事業

新規就農・就業者や農業参入法人等、農業

の担い手に対する支援

拡 19,738

17 スマート農業推進事業

ＩＣＴ・ＩｏＴ等先端技術を活用したス

マート機器の導入等に対する支援

新 5,163

★ 18 有害鳥獣捕獲対策事業

農作物等被害軽減のための有害鳥獣捕獲等

に対する支援

拡 15,206

19 農業所得向上対策事業

農業者の経営安定のための補助金の交付及

び農業制度資金を活用した農業者に対する

利子補給

7,617

20 ほ場整備事業

農地の大区画化や排水の改善など、ほ場条

件の向上及び農地集積の促進

3,045

21 遊休農地対策事業 遊休農地の解消に対する支援 1,950

22 農地保全対策事業

活動組織が行う共同活動や施設の長寿命化

など、農業生産活動を継続するための支援

144,715

23 漁業資源増養殖推進事業

漁業協同組合等が実施する種苗放流事業等

を支援

8,196

24 水産物販路拡大支援事業

直売施設等の運営や販路拡大に向けた取組

を支援

2,238

25

学校給食地産地消推進事

業

宇部産水産物の学校給食への利用促進を支

援

1,011

★ 26

宇部丸尾車海老つかみど

り大会支援事業

宇部の車海老の認知度ＵＰのため「宇部丸

尾車海老つかみどり大会」を開催

新 1,000

★ 27

車海老養殖場スマート化

実証事業

車海老養殖場におけるＩｏＴ・ＡＩを活用

した実証実験を実施

3,000

農林水産業の振興・6次産業化の推進農林水産業の振興・6次産業化の推進農林水産業の振興・6次産業化の推進農林水産業の振興・6次産業化の推進
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1　活力に満ちた強い産業の創出

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

★ 28

農林水産業振興計画策定

事業

農林水産業の振興を図るため、戦略的な施

策等を盛り込んだ農林水産業振興計画を策

定

新 7,350

29

水産業担い手育成確保支

援事業

国・県及び漁業協同組合と連携し、就業希

望者への漁業技術研修及び就業後の自立を

支援

8,088

30 漁港施設長寿命化事業

施設の長寿命化を実現するため、漁港施設

の老朽化対策を計画的に推進

66,658

31

農商工連携ブランド推進

事業

地元１次産品を活用した加工品の販路拡大

支援及びうべ元気ブランド認証による地元

産品のブランド力強化

拡 4,918

32 食の魅力づくり推進事業

地元１次産品を活用した飲食店メニューの

創出・ＰＲ及び姉妹都市特産品の輸入販売

促進

1,504

33 地産地消・外商推進事業

県央７市町共催の物産展の開催及び食育・

花育への支援

1,965

34 お茶包括支援事業

お茶のブランディング、販路拡大及び生産

体制強化への支援

6,185

35 農地集積促進事業

多様な担い手の農地集積による効率的な営

農を支援

6,266

36 民有林整備事業

森林の適正な維持管理及びスマート林業機

器の導入に対する支援

新 20,901

37 竹資源利活用推進事業

繁茂竹林の整備及び竹資源を利活用するた

めの民間によるビジネス化への支援

15,536

38 タケノコ振興対策事業 タケノコの生産振興に対する支援 新 1,200

39

障害者就労ワークステー

ション設置運営事業

障害者就労ワークステーションにおいて障

害者を雇用し、市の業務の効率化を図ると

ともに障害者雇用について情報を発信

13,917

40

高齢者労働能力活用対策

事業

宇部市シルバー人材センター事業活動費に

対する支援

12,218

41

若者労働能力活用対策事

業

非正規雇用等の不安定な就業状態にある就

職氷河期世代の正規雇用化に向けた支援

5,500

多様な雇用機会の創出多様な雇用機会の創出多様な雇用機会の創出多様な雇用機会の創出

13



1　活力に満ちた強い産業の創出

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

42

多様な働き方確保支援事

業

相談者のニーズに応じた就労相談や就職活

動に役立つセミナーの実施、多様な産業を

対象とした職業紹介

6,603

43 人材確保対策事業

中小企業の求人情報発信等の取組の支援や

大学生等を対象に企業訪問ツアーを実施

2,500

１の取組合計 1,228,813

【3月補正分再掲】【新型コロナウイルス感染症対策事業関連】(各施策体系別に再掲)
※Noは、｢1 新型コロナウイルス感染症対策事業関連」【事業一覧】記載の番号

（単位：千円）

No 事業名

３月補正

予算額

21 プレミアム付商品券事業 320,000

22

うべ事業者応援プラット

フォーム支援事業

1,500

36

ポストコロナ地産地消需

要喚起事業

4,172

37 ＩＣＴ導入促進事業 31,000

38

ＥＣサイト活用販売促進

事業

19,804

40 スマート農業推進事業 3,100

42

新生活様式に対応した事

業所リフォーム支援事業

40,000

46

サテライトオフィス誘致

推進事業

29,600

１に関連する取組合計 449,176

民間サテライトオフィス施設の管理運営と企業のオフィ

ス開設や移住への取組を支援

店舗、事業所での感染症対策や事業継続のためのリ

フォーム工事を行う者に対する支援

新たな生活様式に応じた農業の省力化等を図るためのス

マート農業機器の導入に対する支援

宇部産の農水産品や特産品等の販売促進を図るモール型

ＥＣサイト「うべわくわく市場」の運営

生産性向上を目指す市内事業者を対象にＩＣＴ・ＩｏＴ

等の導入を支援

ポストコロナを踏まえた地産地消を核とする需要喚起と

販売促進を支援

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組んでいる

店舗等を支援

プレミアム付商品券発行による需要喚起を実施

事業概要

14



15

未来を担う人財の育成２

デジタル人材育成事業（No.46） 当初予算額 710万円

○ワクワク未来デジタル講座
（山口大学工学部と宇部工業高等専門学校との連携）
○ICTベンチャー育成プログラム

山口大学工学部や宇部工業高等専門学校と連携して、デジ
タル技術による地域課題解決や新たな分野を切り開くこと
のできる人材育成に取り組みます。また、デジタル技術を
子どもなど多世代に伝えられる人材の育成や実践的なプロ
グラミング教育を実施します。

拡拡拡拡

キャリア教育推進事業 (No.36)

○職業体験イベントの開催
■対象学年 中学２年⽣
■多様な企業（市内及び近隣）の紹介・体験ブース設置
■職業理解のための事前・事後ガイダンスの実施

地元企業を知り、その魅⼒を体験できる機会等を提供す
ることにより、子どもたちに自身の未来や働く意義等を
考えさせ、将来の社会的・職業的⾃⽴に向けて必要とな
る能⼒や態度を育みます。

当初予算額 1,650万円新新新新

宇宙教育推進事業 (No.42)

○宇宙を身近に感じる教育プロジェクト
■国際宇宙ステーション（ISS）を活用した企画の実施

○JAXAコズミックカレッジ、オープンデータアカデミー
■宇宙をテーマにした体験、実験の学習講座を開催

○天体観望会
■天文事象や惑星の観測する体験活動の実施

山口大学等と連携した宇宙をテーマとする講座の開催や宇
宙に関わる体験活動の場を提供することで、科学技術に興
味を持つ児童生徒やイノベーション人材を育成します。

当初予算額 568万円新新新新
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⼦どもに係る医療費助成事業 (No.10の一部)

⼦育て世帯に対する⽀援策として、医療費負担の⼼配なく、安⼼
して医療を受けることができるよう、⼀定の所得以下の世帯の⼩
中学⽣とひとり親家庭の医療費の⾃⼰負担を無料化します。

当初予算額 1億8,798万円

○⼦ども医療費助成制度の⾃⼰負担無料化
○ひとり親家庭医療費助成制度の⾃⼰負担無料化

当初予算額 287万円
すべての子どもの健やかな育ちを保障するため、たん
の吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とする⼦ど
もを保育園に受け入れるための体制を整備します。

医療的ケア児受⼊体制整備事業 (No.21)

○医療的ケア児の受け⼊れに関するガイドラインを
策定

○公⽴保育園に看護師を配置

多胎児育児支援事業 (No.2の一部,No.4)
双子や三つ子などの多胎妊婦や多胎児家庭においては、
妊娠期から不安や孤⽴感があり、産前・産後で育児等の
負担も大きいことから、心身や経済的な負担を軽減し、
安心して育児ができるよう支援します。

○多胎妊娠の健康診査費用を追加助成
○交流会、勉強会等ピアサポートの実施
○妊娠・出産・育児サポートガイドブックの配布

当初予算額 152万円新新新新

新新新新

拡拡拡拡



2　未来を担う人財の育成

【事業一覧】
★は「主な取組」で掲載している事業

（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

1

子育て世代包括支援セン

ター運営事業

妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談･

支援拠点の体制整備

15,667

★ 2 妊産婦健康診査実施事業

母体と胎児の健康管理のため、妊娠期１４

回、産後２回健康診査の費用を助成。新た

に多胎妊娠については５回追加で助成

拡 134,248

3

赤ちゃん誕生おめでとう

箱の贈呈

うべ妊婦・子ども応援団の協力を得て、育

児用品等を収めたオリジナルデザインの

「赤ちゃん誕生おめでとう箱」を贈呈

7,810

★ 4 多胎児育児支援事業

多胎妊婦や多胎児育児家族等に対し、交流

会、勉強会等ピアサポートの実施やガイド

ブックの配布

新 1,216

5

妊婦・子ども応援クーポ

ン事業

妊娠７か月を迎える妊婦に、出産準備や育

児に係る費用の一部を助成

11,591

6 産後ケア実施事業

産後の心身のケアや育児のサポートのため､

デイサービス、ショートステイを実施

拡 1,310

7

不妊・不育症治療費助成

事業

心理的・経済的負担の軽減を図るため、不

妊・不育相談や不妊・不育治療費を助成

6,433

8 乳児家庭訪問支援事業

健康管理の向上を図るため、身体発育の確

認や育児指導、健康診査の事後指導や受診

勧奨のため家庭訪問を実施

835

9 乳幼児健康支援事業

乳幼児の疾病・異常の早期発見・早期対応

を図るため、健康診査等を実施

39,912

★ 10

子どもに係る医療費助成

事業

子どもに係る医療費を助成（乳幼児、小中

学生、ひとり親家庭、入院治療を受ける未

熟児）

拡 487,617

11 予防接種事業

乳幼児等に対する定期予防接種の実施及び

おたふくかぜワクチン接種費用の一部助成

364,036

12 子育て支援拠点推進事業

乳幼児及びその保護者が相互に交流を行う

場所を設置し、子育てについての相談、情

報の提供、助言等を実施

42,222

13 待機児童対策事業

待機児童対策として、保育コンシェルジュ

の設置及び待機児童への保育サービス利用

助成クーポンの交付

2,752

妊娠・出産・育児支援の充実妊娠・出産・育児支援の充実妊娠・出産・育児支援の充実妊娠・出産・育児支援の充実

安心して子育てできる環境づくり安心して子育てできる環境づくり安心して子育てできる環境づくり安心して子育てできる環境づくり
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2　未来を担う人財の育成

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

14 保育士確保対策事業

保育士の処遇向上や業務負担軽減のための

補助、新卒保育士等就職支援助成金の交付

及び保育士トライアル雇用制度の実施

20,000

15 特別保育事業

障害児保育、延長保育、一時預かり保育の

実施に係る経費の助成

37,364

16

多子世帯等保育料軽減事

業

多子世帯への保育料の負担軽減のための補

助

6,607

17 病児・病後児保育事業

保護者の就労支援として、小児科に併設さ

れた施設で病気や病気の回復期のある子ど

もの一時的な保育を実施

109,725

18 学童保育事業

保護者が就労等により放課後に家庭にいな

い小学生に対し、放課後の適切な遊びと生

活の場を提供

618,273

19 子どもの貧困対策事業

ひとり親家庭や経済的に恵まれない子ども

たちへの学習支援や子どものたちの夢の実

現に向けた活動を支援

12,123

20 要保護児童対策推進事業

児童虐待の早期発見、迅速な対応の実施、

関係機関との情報共有・連携強化における

総合的な虐待防止対策の推進

17,111

★ 21

医療的ケア児受入体制整

備事業

保育園への医療的ケア児の受け入れ体制を

整備

新 2,870

22 学力向上推進事業

家庭学習プリントの作成･配付及び「学び合

い」のある授業づくりと学力向上を推進す

る授業方法の研究

4,108

23 小中一貫教育推進事業

小中学校９年間を通じた教育課程の編成や

系統的な教育による不登校の減少、学力向

上等の推進

227

24

小中学校総合的な学習の

時間推進事業

小学校３年生以上及び中学校において、体

験学習や特色ある教育活動を実施

720

25 読書活動推進事業

読書活動の充実のため、学校図書館司書を

小中学校に配置

44,040

26

部活動指導員派遣等業務

改善事業

教職員の負担軽減と教育や部活動の質の向

上を図るため、部活動指導員と教員業務ア

シスタントを配置

25,863

27

子どもの文化・スポーツ

活動の支援

文化･スポーツの各分野において、アーティ

ストやトップアスリートによる子ども夢教

室を開催

6,282

確かな学力・豊かな心を育む教育の推進確かな学力・豊かな心を育む教育の推進確かな学力・豊かな心を育む教育の推進確かな学力・豊かな心を育む教育の推進
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2　未来を担う人財の育成

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

28

ふれあい教室等不登校対

策推進事業

ふれあい教室等における、体験活動や学習

支援等、不登校支援の実施

39,436

29 訪問型家庭教育支援事業

ＳＳＷ等による、不登校傾向の児童生徒が

いる家庭に対する訪問型支援の実施

652

30 いじめ対策推進事業

ＳＮＳを活用した相談や持ち帰り式アン

ケート等の実施

1,902

31

特別支援教育サポート事

業

教育支援員や支援ボランティアによる、支

援が必要な児童生徒に対する学習補助等の

実施

94,865

32

小中学校における特別支

援教育推進事業

小中学校特別支援学級の教材教具等の購入

及び環境整備

14,373

33

ユニバーサルデザイン教

育推進事業

推進校を中心とした全ての児童生徒にとっ

てわかりやすい授業づくり、生活しやすい

学級づくりの研究

540

34 通級指導教室推進事業

通級指導教室及びことばの教室における一

人ひとりの教育的ニーズに応じた指導の実

施

5,642

35

ＧＩＧＡスクール構想推

進事業

国のＧＩＧＡスクール構想に基づく、１人

１台の端末を活用した教育の推進

38,843

★ 36 キャリア教育推進事業

中学生に働くことの意義や地元就職への意

識を醸成するため、地元企業の魅力が体験

できるイベントを開催

新 16,500

37 英語教育支援事業

外国語指導助手やオンライン英会話等によ

る実践的な英語教育の支援

74,693

38 青少年国際交流事業

市内中学生の姉妹友好都市への派遣及び姉

妹友好都市からの青少年の受入れにより国

際的に活躍できる人材を養成

2,516

39 環境教育推進事業

「アクトビレッジおの」で、自然体験型環

境学習の実施

3,522

40 伝統文化推進事業

赤間硯や琴を活用した授業や彫刻鑑賞授業

など特色ある授業を実施

1,680

41 彫刻教育推進事業

小学４年生を対象とした彫刻鑑賞授業及び

小中学校でワークショップ等を実施

2,877

社会の変化に対応した特色ある教育の推進社会の変化に対応した特色ある教育の推進社会の変化に対応した特色ある教育の推進社会の変化に対応した特色ある教育の推進
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2　未来を担う人財の育成

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

★ 42 宇宙教育推進事業

天体観望会、宇宙教育セミナーやＪＡＸＡ

コズミックカレッジの開催及び宇宙を身近

に感じる教育プロジェクトを実施

新 5,675

43

宇部の精神（こころ）を

知る事業

宇部の地理や歴史、文化等を学習する「ふ

るさと学習副読本」の配付及び情報発信

2,460

44 こどもＳＤＧｓ推進事業

将来を担うＳＤＧｓ人財を育成するため、

ときわ動物園をフィールドに「せかい！動

物かんきょう会議」を開催

4,000

45 フッ化物洗口事業

歯科医師会と連携し、小学校でフッ化物洗

口を実施

3,416

★ 46 デジタル人材育成事業

デジタル技術による地域課題の解決やデジ

タル技術を多世代に伝える取組み、実践的

なプログラミング教育の実施

拡 7,100

47 小中学校施設耐震化事業

小中学校施設の耐震化を図るため、体育館

の改築を実施

843,691

48

小中学校施設長寿命化事

業

学校施設の長寿命化を図るため、外壁改修

等の計画的な整備・改修を実施

637,040

49

学校給食費公会計導入事

業

保護者への周知やシステムのデータ入力等､

令和４年度の公会計制度導入に向けた準備

新 3,101

50

コミュニティ・スクール

推進事業

地域とともにある学校づくりの推進 8,849

51 土曜日教育活動推進事業

高等学校や地元企業等による、子どもたち

の多様な知識の向上をめざした体験活動の

実施

255

52

放課後子ども教室推進事

業

市内２４地区で、子どもたちの様々な体験

活動や学習会を放課後や週末等に実施

10,145

53

読書を楽しむまちかど

ブックコーナー設置事業

読書を楽しむまちかどブックコーナーの整

備

340

54

ＵＢＥ読書のまちづくり

推進事業

多様な主体が連携し、読書のまちづくりを

推進

831

地域における教育力の向上地域における教育力の向上地域における教育力の向上地域における教育力の向上

学校教育環境の充実学校教育環境の充実学校教育環境の充実学校教育環境の充実
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2　未来を担う人財の育成

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

55

学校教育活動支援ボラン

ティア推進事業

小中学校の学校教育活動支援ボランティア

への支援

927

２の取組合計 3,846,833

【3月補正分再掲】【新型コロナウイルス感染症対策事業関連】(各施策体系別に再掲)
※Noは、｢1 新型コロナウイルス感染症対策事業関連」【事業一覧】記載の番号

（単位：千円）

No 事業名

３月補正

予算額

1

子育て支援拠点事業推進

事業

1,200

2

妊娠・出産・育児支援事

業

167

3 公立保育園運営事業 4,350

4 私立保育園運営事業 21,350

5

民間保育サービス施設事

業

9,200

6 学童保育推進事業 3,000

7 地域型保育事業 3,000

8

小中学校新型コロナウイ

ルス対策事業

39,200

16 母子健康診査事業 6,724

24 学力向上推進事業 1,766

25

ＧＩＧＡスクール構想推

進事業

188,452

26

ふれあい教室等不登校対

策推進事業

445

52 小学校施設整備事業 7,200

53 小学校施設耐震化事業 27,000

54 中学校施設整備事業 6,400

２に関連する取組合計 319,454

学校トイレの洋式化

乳児家庭全戸訪問事業における感染症対策物品の整備

新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の整備

新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の整備及

びＩＣＴ化システム導入の支援

新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の整備の

支援

新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の整備

新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品等の整備の

支援

小中学校における感染症対策に必要な物品等の整備

個別幼児歯科健康診査の体制整備

教科書等をオンライン学習で使用するための著作物に対

する補償金

電子黒板や通信ネットワーク等のＩＣＴ教育環境の整備

事業概要

神原保育園子育て支援センター、市子育てサークル及び

民間つどいの広場における感染症対策物品の整備

長期欠席児童生徒の家庭における学習機会確保のため、

貸出用ポケットWi-Fiを整備

学校トイレの洋式化

老朽化した校舎外壁の改修
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22

⼈々が⾏き交うまちの創出３

当初予算額 300万円山口宇部空港ふれあい公園大型遊具設置事業
(No.6)

○山口県など関係機関との協議を実施
○遊具設置に伴う空港施設への影響確認
○遊具設置に必要な調査測量設計を実施
○令和５年春オープン予定

空港というロケーションにマッチした大型遊具を設置する
ことで、家族がふれあい、子育て世代の憩いの場となるよ
うなワクワク感のある場を創出します。

※イメージ図です。
実際の遊具では
ありません。

県央連携推進事業 (No.2) 当初予算額 2億478万円

山口県央連携都市圏域（山口市、宇部市、萩市、防府市、美祢市、山陽小野田市、島根県
津和野町）において、「山口ゆめ回廊博覧会」をリーディングプロジェクトとして、実⾏
委員会と構成市町により、令和3年7月1⽇〜12月31日まで圏域内各所で開催します。

・大人も子どもも大興奮リアル宝探し
「うちら！ななゆめ調査団！」

博覧会を契機に広域観光連携を促進し、交流
人口の拡大、観光施策を通じた持続可能な地
域経済の振興

実⾏委員会事業

ＴＯＫＩＷＡファンタジア2021
「メディアアートプロジェクト」

市内で開催される
様々なイベントと連携

宇部市事業
リーディング事業 連携事業

EAT UBE

宇部まつり

花火大会

・特別な場所で食を体験「Yumehaku Art＆Food」

・クロージングイベント『7市町ひかりの実
〜またね、ゆめはく！』の開催

県内外に向けて博覧会の
広報プロモーション活動を実施

・ゆめはくカフェ
・ゆめはくアート巡回プロジェクト
・ゆめ散歩

新新新新
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当初予算額 63億9,030万円本庁舎建設事業 (No.38)

○新庁舎1期棟の供用開始に向けた取組
■新築工事の完成
■什器等の購⼊
■移転計画の策定

市⺠の交流を促進し、まちづくり拠点としての機能を有
するとともに、市⺠の安⼼・安全を⽀える防災拠点とし
ての役割を十分に果たすことができる市役所新庁舎を建
設します。

中心市街地の活性化 (No.42,44〜46)

○旧⼭⼝井筒屋宇部店の利活⽤計画の検討
○旧レッドキャベツ新天町店の再生支援
○トキスマの運営やイベント等の実施

旧⼭⼝井筒屋宇部店の今後の利活⽤についてゼロベース
での再検討や旧レッドキャベツ新天町店の再⽣⽀援を⾏
うとともに、新型コロナウイルス感染症対策について十
分留意しながら、トキスマの運営やイベント等を実施し、
中心市街地のにぎわい創出を図ります。

当初予算額 2億7,412万円

恩田スポーツパーク整備事業 (No.26)

○専門家による支援を受けながら事業者の募集・
選定を実施

スポーツの振興と市⺠の憩いの場として、新たな魅⼒
とにぎわいあふれるエリアにするため、「恩田スポー
ツパーク構想」に基づき公⺠連携⼿法による計画的な
整備を進めます。

当初予算額 530万円拡拡拡拡



3　人々が行き交うまちの創出

【事業一覧】
★は「主な取組」で掲載している事業

（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

1

観光まちづくり推進組織

（ＤＭＯ）支援事業

ＤＭＯが行うデータ収集・分析に加え、着

地型観光旅行商品の造成等の活動支援

4,500

★ 2 県央連携推進事業

山口県央連携都市圏域において、山口ゆめ

回廊博覧会を実行委員会と構成市町により

開催

204,771

3

観光プロモーション推進

事業

本市のＰＲ及び観光客の増加を図るため、

県や県観光連盟等関係団体と連携しながら

観光プロモーションを実施

3,386

4

学会・大会・イベント等

誘致促進事業

コンベンションや学会・大会の誘致と、宇

部市の強みである産業観光バスツアー、調

査業務を実施

25,318

5 観光施設整備事業

観光まちづくりの推進に取り組むため、海

水浴場、空港グラウンド等観光施設の維持･

管理

23,012

★ 6

山口宇部空港ふれあい公

園大型遊具設置事業

山口宇部ふれあい公園への大型複合遊具設

置に向けた関係機関との協議及び設置に必

要な調査測量設計を実施

新 3,000

7

シティプロモーション推

進事業

関係人口の創出や拡大、認知度向上及び交

流人口の増加を図るため、テレビ番組等の

様々な媒体を活用しプロモーションを実施

4,460

8

シビックプライド醸成事

業

市民が誇りに思う本市の魅力を発見すると

ともに市民の郷土愛の醸成を図るため、本

市の様々な魅力を市内外に発信

264

9

｢東京2020オリンピック･

パラリンピック競技大会｣

ホストタウン推進事業

スペイン及びマダガスカルのホストタウン

として大会終了後にアスリートを招致し、

市民交流により共生社会を推進

3,575

10

フィルムコミッション活

動事業

映像により本市の魅力を伝え、認知度向上

及び市民の郷土愛の醸成を図るため、映画

やＣＭ等のロケ誘致や撮影支援を実施

4,977

11

ときわ公園ブランド推進

事業

集客対策のためのイベントの開催、情報発

信等を実施

39,832

12 ときわ公園整備事業 ときわ公園の整備に向けた用地取得の実施 94,280

13 博物館企画推進事業

博物館における企画展・講習会等の開催及

びときわミュージアム世界を旅する植物館

の情報発信等を実施

3,837

地域特性を生かした観光・コンベンションの振興地域特性を生かした観光・コンベンションの振興地域特性を生かした観光・コンベンションの振興地域特性を生かした観光・コンベンションの振興

シティプロモーションの推進シティプロモーションの推進シティプロモーションの推進シティプロモーションの推進

ときわ公園の魅力発信ときわ公園の魅力発信ときわ公園の魅力発信ときわ公園の魅力発信

24



3　人々が行き交うまちの創出

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

14

ＵＢＥビエンナーレ推進

事業

第２９回展の準備年で応募作品展を開催す

るとともに、市制１００周年記念彫刻プロ

ジェクトも実施

22,767

15 彫刻企画展開催事業

市民がアートに触れ合う機会を創出するた

め、年間を通して企画展を開催

4,617

16 ときわ動物園推進事業

体験学習館の運営及びときわ動物園集客の

ための情報発信等を実施

9,698

17 文化活動推進事業

文化活動の推進や普及活動を行い「アート

によるまちづくり」を促進

拡 75,662

18 文化財活用推進事業

文化財や郷土資料のデジタルアーカイブ公

開、利用促進と文化財活用事業の支援

1,324

19

学びの森くすのき運営事

業

市民の学習・文化・創造活動拠点「宇部市

学びの森くすのき」の運営

14,560

20 アート人材育成事業

魅力あるアートイベントを企画・運営する

アートマネジメント人材を育成

500

21

スポーツコミッション推

進事業

市民の健康づくりや交流人口の拡大に取り

組む（一社）宇部市スポーツコミッション

の活動を支援

26,662

22 プレーパーク整備事業

都市公園の有効活用として子どもの健全育

成及び地域コミュニティの醸成に寄与する

ためプレーパーク事業を実施

4,400

23 障害者スポーツ推進事業

障害者スポーツの普及・啓発のためのイベ

ント・大会の開催を支援

400

24

こども元気スポーツ推進

事業

スポーツを通じた子どもの健全育成を推進

するため、子どもを対象としたスポーツイ

ベント・大会の開催を支援

1,082

25

スポーツふれあい促進事

業

生涯にわたるスポーツ機会の提供を図るた

め、各種スポーツイベント・大会の開催を

支援

新 24,449

★ 26

恩田スポーツパーク整備

事業

恩田スポーツパーク構想に基づく施設整備

を推進

拡 5,300

27 スポーツ施設整備事業

市民のスポーツ活動の拠点となる社会体育

施設の整備を実施

新 150,457

文化・アートに親しめる環境づくり文化・アートに親しめる環境づくり文化・アートに親しめる環境づくり文化・アートに親しめる環境づくり

スポーツ活動の推進スポーツ活動の推進スポーツ活動の推進スポーツ活動の推進

25



3　人々が行き交うまちの創出

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

28 女性活躍推進事業

女性のキャリアアップや男性の家事・育児

参画促進、ワーク・ライフ・バランスの推

進等に関する市民・事業者への意識醸成

4,181

29 男女共同参画推進事業

審議会委員の女性登用率向上など男女共同

参画推進に対する意識醸成及び男女間にお

ける暴力（ＤＶ等）の防止・啓発

4,289

30

若者活躍サポート応援事

業

若者の居場所運営に民間活力を導入し、相

談対応や学び直し等に加え、若者が企画・

実践するまちづくりに向けた取組を促進

10,130

31 大学等連携推進事業

社会連携講座である若者クリエイティブコ

ンテナでのまちづくり活動を支援

7,000

32 留学生地域活動支援事業

市民の国際意識向上と国際交流を推進する

ため、留学生との交流活動に対して助成金

を交付することによりその活動を促進

400

33

外国人のための日本語講

座開催事業

市内在住外国人が円滑な生活ができるよう

基礎的な日本語や生活習慣を教える講座を

開催

550

34 移住・定住促進事業

移住促進に向け、本市魅力の情報発信やＰ

Ｒ実施に加え、サポートセンター運営やお

試し居住、移住者への各種助成等を実施

23,863

35

中心市街地都市機能居住

誘導事業

都市機能誘導区域である中心市街地の活性

化を図るため、建物の新増築やリノベー

ション等に対して補助

23,500

36 住宅市街地総合整備事業

中央町三丁目第二地区において、防災安全

面の向上と住環境の改善を図るための道路

の整備

8,644

37

宇部新川駅周辺地区整備

事業

宇部新川駅駅前地区の再開発事業の評価検

証等を実施

1,049

★ 38 本庁舎建設事業

市民交流を促進するとともに、市民の安心･

安全を支える防災拠点としての役割を十分

に果たすことができる新庁舎を建設

6,390,295

39 市役所周辺地区整備事業

新庁舎建設に合わせ、真締川公園や常盤通

りなどを一体的に整備

1,466

40

中心市街地まつり行事開

催事業

地域の活性化に繋げるため、宇部まつり、

花火大会、新川市まつり等、中心市街地で

行うまつり行事を支援

34,600

41 まちづくり推進事業

まちづくりの推進等に必要なデータ整理及

びエリアマネジメントを行う(株)にぎわい

宇部の活動を補助

15,067

若者・女性の活躍推進若者・女性の活躍推進若者・女性の活躍推進若者・女性の活躍推進

移住・定住の促進移住・定住の促進移住・定住の促進移住・定住の促進

中心市街地の魅力・にぎわい創出中心市街地の魅力・にぎわい創出中心市街地の魅力・にぎわい創出中心市街地の魅力・にぎわい創出
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3　人々が行き交うまちの創出

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

★ 42

まちなかイベント創出事

業

まちなかのにぎわい創出を図るため、主に

中心市街地で市民団体や商店街と連携した

様々なイベント等を開催

7,202

43

多世代交流スペース活用

事業

若者クリエイティブコンテナやしばふ広場

等の多世代交流スペースの管理

4,331

★ 44 大型空き店舗利活用事業

にぎわい創出を目的としたトキスマの運営､

管理

64,909

★ 45

大型空き店舗等利活用推

進事業

旧山口井筒屋宇部店をにぎわい創出拠点と

するための利活用計画の検討

22,000

★ 46

新天町二丁目地区暮ら

し・にぎわい再生事業

国の支援事業を活用した旧レッドキャベツ

新天町店の再生支援

（国支援額90,000千円を含む）

新 180,000

47

中山間地域の魅力とにぎ

わい創出事業

地域資源を活用したうべの里アートフェス

タの開催や廃校舎を活用した取組による地

域の魅力発信とにぎわいの創出

2,150

48

アクトビレッジおの運営

事業

環境教育と市民交流の拠点施設であるアク

トビレッジおのの運営

22,944

３の取組合計 7,585,660

【3月補正分再掲】【新型コロナウイルス感染症対策事業関連】(各施策体系別に再掲)
※Noは、｢1 新型コロナウイルス感染症対策事業関連」【事業一覧】記載の番号

（単位：千円）

No 事業名

３月補正

予算額

9 若者応援事業 27

10 若者育成事業 1,454

11

学びの森くすのき管理事

業

85

12 図書館管理事業 320

23

「ＥＡＴ ＵＢＥ」開催事

業

4,000

43 スポーツ施設整備事業 27,000

44

学びの森くすのき図書整

備事業

5,822

45 図書館図書整備事業 28,809

３に関連する取組合計 67,517

食のイベント「ＥＡＴ　ＵＢＥ」を、市内飲食店、農林

水産事業者等への支援の観点から開催

新型コロナウイルス感染防止対策に配慮した移動式幼児

用プールの設置・運営

図書および電子書籍購入等による読書環境の整備

図書購入による読書環境の整備

事業概要

若者の居場所における感染症対策物品の整備

二十歳のつどい開催に要する経費や感染症対策物品の整

備

手指消毒液等の感染防止対策に要する物品の整備

手指消毒液等の感染防止対策に要する物品の整備

中山間地域の振興中山間地域の振興中山間地域の振興中山間地域の振興

27



28

安心・安全な暮らしの確保４

ごみ処理施設基幹的設備改良事業 (No.44)

○主な改修設備
■受入供給設備（ごみ破砕機）
■熱分解設備（給じん装置、不燃物排出装置）
■燃焼溶融設備（スラグ搬送コンベア）

⻑寿命化総合計画に基づき、ごみ処理施設の基幹的設備改
良⼯事を実施することにより、事業完了後（事業期間 令和
2年度〜5年度）から10年以上の延命化を図ります。

当初予算額 12億6,842万円

拡拡拡拡 消防施設整備事業 (No.59)

○宇部⻄消防署庁舎の更新に向けた調査
○消防団⾞両の整備
○消防団の安全装備品の充実

消防庁舎の⽼朽化対策を進めるとともに、多様な災
害に対応する消防団活動を促進するため、⾞両や装
備を充実し、消防⼒の強化を図ります。

当初予算額 2,741万円

宅地耐震化推進事業 (No.83)

○滑動崩落対策実施設計業務委託

厚南地区 旭が丘団地で発生している地すべり箇所において、
地質調査や地すべりの安定解析等の結果に基づき、対策工
法の詳細設計を実施します。

当初予算額 1,000万円

防災・減災⼒強化事業 (No.51)

○防災ラジオの整備
○防災メール・固定電話への配信サービスの利⽤促進
○屋外スピーカーの運用開始
〇地域防災リーダー育成
〇率先避難・呼びかけ避難体制の構築

災害からの逃げ遅れゼロを目指し、情報伝達手段の多様
化・多重化や地域における防災リーダーの育成等を推進し
ます。

当初予算額 741万円拡拡拡拡



29

スマートウエルネスシティ推進事業 (No.3)

○ICTを活用した健幸ポイントプログラムの実施
■データ送信拠点の増設
■はつらつ健幸ポイント体組成測定会の実施
■⾏動変容を促すためのインセンティブ拡充

健康で生きがいを持ち、コロナ禍でも市⺠が楽しみながら、
健康づくりに取り組み、活気あるまちづくりを実現するため、
ＩＣＴを活用した健幸ポイントプログラム・生活習慣病予防
や介護予防の運動プログラムを実施します。

当初予算額 9,733万円

動物愛護推進事業 (No.87)

○飼い主のいない猫の不妊・去勢⼿術費等補助⾦の
拡充

○犬の登録、狂犬病の予防業務
○動物愛護啓発活動の推進

狂⽝病対策及び飼い主のいない猫の不妊・去勢⼿術費等
の補助⾦交付による動物愛護活動への⽀援等により、動
物と共生するまちづくりを推進します。

当初予算額 518万円拡拡拡拡

ひきこもり対策事業 (No.26)

○ひきこもりの人とその家族のための相談支援
○就労等の⾃⽴に向けた⽀援
○支援者向けの研修
○社会参加や就労体験の場づくり

ひきこもりの人とその家族への支援体制を強化すること
により、ひきこもりの⼈の⾃⽴を促進し、本⼈及び家族
等の福祉の増進を図ります。

当初予算額 1,200万円拡拡拡拡

拡拡拡拡



４　安心・安全な暮らしの確保 

【事業一覧】
★は「主な取組」で掲載している事業

（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

1

地域健康スポーツ活動支

援事業

地域スポーツ人口増加イベントの開催支援 305

2

健幸長寿のまちづくり推

進事業

自殺対策事業及び健康イベント「市民と考

える医療フォーラム」等の実施

2,459

★ 3

スマートウエルネスシ

ティ推進事業

ＩＣＴを活用した健幸ポイントプログラム･

生活習慣改善プログラム等の実施

拡 97,324

4

がん患者に優しいまちづ

くり推進事業

がん検診等の実施や啓発、がん患者への支

援

247,452

5

生活習慣病発症・重症化

予防事業

健康教育、健康相談、訪問指導、食生活改

善推進員への活動支援及び糖尿病性腎症重

症化予防プログラム等の実施

4,215

6

特定健康診査・特定保健

指導実施事業

４０歳以上の国民健康保険被保険者を対象

に特定健康診査・特定保健指導を実施

145,967

7

国民健康保険健康推進事

業

国民健康保険被保険者を対象に医療費通知

の送付、脳ドック、健康教室等を実施

27,432

8 後期高齢者健康推進事業

後期高齢者医療制度の新規加入者を対象に

健康診査受診券の送付等を実施

342

9

地域福祉総合相談セン

ター（福祉なんでも相談

窓口）運営事業

地域福祉総合相談センター（福祉なんでも

相談窓口）における相談機能の充実

47,357

10

包括的支援事業・任意事

業

地域包括支援センターを市内１０か所に設

置・運営

158,957

11 生活支援体制整備事業

地域包括支援センターや地域・保健福祉支

援チーム等と連携し、地域課題の解決に向

けた多様な主体による地域福祉活動の強化

28,650

12

見守り支え合い地域福祉

推進事業

住民相互の支え合い活動の拠点となるご近

所福祉サロン等の整備・拡大

2,710

13

成年後見制度利用促進事

業

宇部市成年後見センターを運営し、制度の

広報・周知活動、専門職による相談を実施

4,760

14 障害者理解促進事業

市民や事業者等が、地域や職場、学校など

で障害の特性や配慮の必要性について正し

く理解するために障害者理解を促進

3,763

健康づくりの推進健康づくりの推進健康づくりの推進健康づくりの推進

共生の福祉の推進共生の福祉の推進共生の福祉の推進共生の福祉の推進

30



４　安心・安全な暮らしの確保 

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

15 障害者差別解消推進事業

民間事業者に対するトイレ等施設のバリア

フリー化改修費の助成等バリアフリー化の

推進や、身体障害者補助犬の育成費の助成

拡 1,718

16

コミュニケーション支援

充実事業

障害者の社会的自立、社会生活の円滑化を

図るためにコミュニケーション支援を充実

28,030

17 障害者地域移行促進事業

施設入所者や入院患者の地域生活への円滑

な移行を図るため、障害福祉サービスや住

居の確保などに関する相談支援等を実施

4,477

18 生活保護自立支援事業

ケースワーカーと各専門の支援員が連携し､

生活保護受給者の日常生活自立から社会的

自立、経済的自立までを段階的に支援

22,254

19 生活困窮者自立支援事業

自立相談・就労準備など包括的な支援やア

ウトリーチ支援により生活困窮者等の自立

を促進

54,752

20

グループホーム、同行援

護の充実

グループホームや視覚障害の人の同行援護

の利用に要する費用を給付することにより､

障害者の自立を支援

421,140

21 高齢者活動支援事業

地域活動の場の増加、及び「うべシニア大

学」の共催による高齢者への学習機会の提

供

7,596

22

地域包括ケア自立生活支

援事業

高齢者の権利擁護のため成年後見制度の利

用者に対する報酬助成を実施

2,284

23 障害者成年後見支援事業

障害者の権利擁護のため成年後見制度の利

用者に対する報酬助成を実施

725

24 移動支援事業

１人では外出が困難な障害者または障害児

を対象に外出時の移動を支援

15,933

25

障害者福祉タクシー助成

事業・障害者バス優待乗

車証交付事業

障害者の社会参加と日常生活の援護のため､

福祉タクシー券や障害者バス優待乗車証の

交付など移動手段にかかる費用の補助

66,141

★ 26 ひきこもり対策事業

ひきこもりの人とその家族のための相談支

援や自立に向けた支援の実施と、支援者向

けの研修や社会参加・就労体験の場づくり

拡 12,000

27

地域リハビリテーション

活動支援事業

介護予防活動支援のための専門職派遣を実

施

拡 5,124

28

在宅医療・介護連携推進

事業

多職種協働による在宅療養支援体制を整え

るための医療・介護職の研修等を実施

281

29 介護人材確保対策事業

介護職員養成機関新卒者等の市内での就職

定着促進

2,500

30 家族介護支援事業

見守り愛ネットやＧＰＳ機器の購入費補助

により介護家族の身体的・精神的負担の軽

減のための支援を実施

260

介護予防・介護支援体制の充実介護予防・介護支援体制の充実介護予防・介護支援体制の充実介護予防・介護支援体制の充実

31



４　安心・安全な暮らしの確保 

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

31 認知症対策強化事業

認知症高齢者及びその家族等を対象とする

認知症初期集中支援事業及び認知症地域支

援・ケア向上事業を実施

3,024

32

見守り安心コールサービ

ス事業

一人暮らし高齢者等が安心して暮らせるよ

う緊急通報装置の設置による見守り・相談

等の実施

18,058

33 救急医療対策事業

宇部・小野田保健医療圏における輪番病院

による広域救急医療の実施及び市内二次医

療機関の支援

79,600

34

休日・夜間救急診療所運

営事業

休日・夜間の応急的な診療の実施及び適切

な施設管理

107,732

35 元気な地域創生事業

地域による課題の解決や地域計画の推進、

地域運営組織による自主的な地域運営を支

援

79,668

36

市民活動・地域活動支援

事業

市民活動団体や地域活動への支援を通じ、

市民の自主的･主体的な活動をサポートし、

誰もが活動しやすい環境づくりを推進

10,000

37 地域拠点整備事業 ふれあいセンターの施設整備 104,696

38 大気汚染対策事業

大気汚染の未然防止と、環境負荷を低減す

る取組の実施

4,716

39 水質汚濁対策事業

水質汚濁の未然防止と、環境負荷を低減す

る取組の実施

4,812

40 騒音振動対策事業

騒音振動発生の未然防止と、環境負荷を低

減する取組の実施

2,617

41

生物多様性地域連携保全

活動推進事業

地域の生物多様性保全活動の取組の推進 632

42 環境教育連携推進事業

持続可能なまちづくりに向けた小中学生等

の環境意識の向上と人材の育成

1,455

43 ３Ｒ推進事業

市民や事業者の３Ｒ意識の向上を図り、市

民・事業者・行政の三者が協働した「資源

循環のまちづくり」を推進

22,035

★ 44

ごみ処理施設基幹的設備

改良事業

ごみ焼却場の長寿命化に向けた基幹的設備

改良工事の実施

1,268,420

45

ごみステーション整備支

援事業

美観の形成とごみの収集効率の向上を目的

としたごみステーション整備の促進

4,000

環境保全対策の推進環境保全対策の推進環境保全対策の推進環境保全対策の推進

地域医療・救急医療体制の充実地域医療・救急医療体制の充実地域医療・救急医療体制の充実地域医療・救急医療体制の充実

地域コミュニティの充実地域コミュニティの充実地域コミュニティの充実地域コミュニティの充実

32



４　安心・安全な暮らしの確保 

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

46

低炭素地域づくり推進事

業

省エネ行動の普及促進など、低炭素型の地

域づくりに向けた取組の実施

10,563

47

再生可能エネルギーの推

進

バイオマス産業都市構想の推進及び市が出

資するうべ未来エネルギー㈱と連携した再

生可能エネルギーの普及促進

262

48 地域循環共生圏推進事業

地域資源を活用した低炭素・循環・共生型

の持続可能なまちづくりの推進

3,353

49

プラスチック・スマート

推進事業

プラスチック問題の解決に向けた排出抑制､

流出防止、連携・協働を柱とする取組の推

進

2,281

50 国際環境協力推進事業 国際的視野に立った環境保全活動の推進 2,406

★ 51 防災・減災力強化事業

防災ラジオ導入等による防災情報伝達手段

確保の強化、地域防災リーダーの育成、率

先避難・呼びかけ避難体制の構築

拡 7,405

52

避難所の生活環境良好化

事業

被災者支援のための備蓄品の拡充 14,615

53 床波漁港海岸保全事業 海岸保全施設の維持管理 1,120

54 港湾海岸高潮対策事業

県が実施する宇部港の高潮対策事業に対す

る負担金

5,000

55 急傾斜地崩壊対策事業

市が実施する急傾斜地崩壊防止事業費及び

県が実施する急傾斜地の自然災害防止事業

に対する負担金

29,442

56 河川管理事業

浸水被害防止対策として、準用河川及び指

定水路に堆積した土砂等の撤去を実施

13,000

57 ため池整備事業 防災面に配慮したため池の整備 30,808

58

市営住宅ブロック塀等安

全対策事業

市営住宅にある危険性のあるブロック塀の

撤去及びフェンス新設

10,000

★ 59 消防施設整備事業

宇部西消防署庁舎の更新に向けた調査、消

防団車両の整備、消防団の安全装備品の充

実

拡 27,401

災害に強い安全なまちづくり災害に強い安全なまちづくり災害に強い安全なまちづくり災害に強い安全なまちづくり
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４　安心・安全な暮らしの確保 

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

60 防犯対策事業

夜間の犯罪抑止に向けた防犯灯設置費用の

補助や防犯活動団体等への支援

9,395

61 青少年健全育成推進事業

地区ふれあい運動推進員会による街頭補導

活動、環境浄化活動、啓発活動の実施

1,437

62 消費者行政推進事業

消費生活に関する相談及び苦情に対応する

とともに、消費者被害を防止するための消

費者啓発活動を実施

9,195

63 交通安全対策推進事業

交通安全指導等の事業や各交通安全団体へ

の支援等により、交通マナーの向上・交通

事故防止を推進

6,919

64

通学路等安全対策推進事

業

路肩部のカラー化、危険個所へのライン表

示及び丸尾大津出線ほか歩道等の整備

51,204

65 人権啓発事業

「人間が尊重される都市づくり講座（人権

交流ひろば）」等の実施

303

66 社会人権教育推進事業

市民向け人権セミナーや講演会の実施及び

地区や企業の人権に関する各種事業活動の

支援

5,557

67 学校人権教育推進事業

児童・生徒及び保護者・教職員を対象とし

た人権教育講演会や研修会など、学校にお

ける人権教育活動の支援

1,047

68

生活バス路線確保維持事

業

生活に必要なバス路線のうち不採算路線を

維持するための補助及び生活交通バスの運

行

308,615

69 地域内交通対策事業

デマンド交通やコミュニティタクシー等の

地域内交通の運行・導入支援

26,475

70 交通政策推進事業

地域公共交通計画の策定及びグリーンス

ローモビリティの運行

12,106

71 鉄道活性化促進事業

ＪＲ宇部線等の利用促進のための取組を支

援

1,299

72 公園施設等整備事業

快適で魅力ある緑地空間を創出するため、

老朽化した市内公園施設の更新や街路樹等

の適切な維持管理を実施

5,000

73

まちなか緑と花の回廊づ

くり事業

花壇の維持管理、散水栓設置のほか、まち

なか緑と花の回廊づくりでのイベントを開

催

11,495

快適な緑地空間の創出快適な緑地空間の創出快適な緑地空間の創出快適な緑地空間の創出

防犯・交通安全対策の充実防犯・交通安全対策の充実防犯・交通安全対策の充実防犯・交通安全対策の充実

人権の尊重人権の尊重人権の尊重人権の尊重

生活交通の確保・利用促進生活交通の確保・利用促進生活交通の確保・利用促進生活交通の確保・利用促進

34



４　安心・安全な暮らしの確保 

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

74

ガーデンシティ人材育成

事業

花の専門家（ガーデンマイスター）の養

成・活動支援や地域おこし協力隊の支援、

花の育て方スクールを開催

5,727

75 ガーデンシティＰＲ事業

ホームページの充実や定期情報紙などの発

行による積極的な情報発信やばら制定都市

会議の開催

3,631

76 緑化推進事業

花き生産農家との連携した花壇コンクール

の推進など花きの消費拡大に向けた検討

5,736

77 宇部駅周辺地区整備事業 駅舎西側の尾張田地下道の改修 13,000

78

公営住宅ストック改善事

業

安全性確保のための外壁や屋上防水等の改

修工事やシルバーリフォームの提供

201,308

79 見初団地建替事業 見初団地全２棟（１０４戸）の建替工事 436,510

80 舗装長寿命化修繕事業

道路の個別施設計画（舗装編）に基づく修

繕

150,000

81 路面下空洞対策事業 路面下の空洞対策 4,000

82 橋梁長寿命化修繕事業 橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕 100,000

★ 83 宅地耐震化推進事業

厚南地区 旭が丘団地における地すべり箇所

の対策工法の実施設計

10,000

84

空き家等未然防止対策推

進事業

空き家の発生未然防止の啓発や適正管理の

助言・指導及び跡地の活用につながる空き

家の解体費用の補助

2,134

85

ビッグデータ活用交通安

全対策事業

国土交通省から提供されるビッグデータを

活用した交通安全対策

1,000

86 墓地整備推進事業 墓地返還区画の修繕、整備 1,100

★ 87 動物愛護推進事業

狂犬病対策及び飼い主のいない猫の不妊・

去勢手術費等の補助金交付による動物愛護

活動への支援

拡 5,178

88

住宅リフォーム等総合支

援事業

新生活様式に対応したリフォーム支援事業

に要する経費

4,074

都市環境の質的整備都市環境の質的整備都市環境の質的整備都市環境の質的整備

暮らしに身近な環境整備暮らしに身近な環境整備暮らしに身近な環境整備暮らしに身近な環境整備
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４　安心・安全な暮らしの確保 

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

89

桃山地区都市再生整備事

業

土地区画整理事業の代替事業として、都市

構造再編集中支援事業を活用し、良好な生

活環境を整備

74,524

90 厚南会館施設整備事業

空調設備更新及び耐震補強のための工事を

実施

90,000

91 交通安全施設等整備事業 交通安全施設等の整備に係る事業 22,140

４の取組合計 4,866,138

【3月補正分再掲】【新型コロナウイルス感染症対策事業関連】(各施策体系別に再掲)
※Noは、｢1 新型コロナウイルス感染症対策事業関連」【事業一覧】記載の番号

（単位：千円）

No 事業名

３月補正

予算額

15 感染症対策事業 5,338

17

新型コロナウイルスワク

チン接種事業

549,804

18

地域外来・検査センター

運営事業

14,432

19

新型コロナウイルス検査

助成事業

6,563

20 生活困窮者自立支援事業 5,000

35 交通政策推進事業 75,500

39

生活バス路線確保維持事

業

27,500

41

新生活様式に対応した住

宅リフォーム支援事業

20,000

47 漁港施設長寿命化事業 25,800

48 港湾整備県事業負担金 19,500

49 ため池整備事業 6,000

50 ほ場整備事業 6,000

51 地籍調査事業 29,810

４に関連する取組合計 791,247

万倉西奥地区における県営ほ場整備事業（区画整理）に

係る負担金

大字小野の一部及び大字船木の一部を地籍調査し、地籍

図及び地籍簿を作成

住宅での感染症対策やステイホームのためのリフォーム

工事を行う者に対する支援

床波漁港の浮桟橋及び宇部岬漁港の老朽化施設の改修

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種につい

て、国･県と連携して、接種体制を速やかに構築し、予

防接種を実施

医師が新型コロナウイルス検査が必要と認めた患者が、

迅速かつ安全に検査を受けられる地域外来・検査セン

ターを運営

宇部港の港湾管理者である山口県が「宇部港港湾計画」

に基づいて実施する、公共埠頭整備に対する負担金

小野（下）地区（船木）における県営ため池改良事業に

係る負担金

症状等はないが感染への不安を持つ方が、自費診療にて

新型コロナウイルスの検査を希望する場合に、検査費用

の一部を助成

農業法人や就労支援機関と連携しコロナ禍で失業・離職

等した者等の農業分野での就労の場を提供する農福連携

事業者を支援

バス事業者のＩＣカードシステム導入及びタクシー事業

者の事業継続に対する支援

コロナ収束後の経営持続化を図る省メンテナンスで環境

性能に優れた車両の導入

事業概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関する物品

の整備と支援
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拡拡拡拡

ひとつになった市政の推進5

デジタル市役所の構築 (No.8)

◯新庁舎に向けた庁内ネットワークの構築
◯市⺠サービスを⽀える基盤となる、安⼼・安全な端末
利⽤環境等の構築

○AIやRPAによる業務の⾃動化・省⼒化
○WEB会議環境の整備

AIやRPA等のデジタル技術を積極的に活用することにより、
⾏政事務の効率化を図ります。
また、新庁舎に向けて、WEB会議をはじめとしたデジタル
環境の構築を⾏うことにより、職員の働き⽅改⾰を推進す
るとともに、市⺠がいつでも・どこでも・わかりやすく利
用できるデジタル市役所の構築に取り組みます。

拡拡拡拡

拡拡拡拡

当初予算額 1億7,678万円

ＡＩ

WEB会議

ＲＰＡ

総合窓口開設事業 (No.10) 当初予算額 1,096万円
デジタル市役所構築の一環として、新庁舎における総合窓
⼝開設に向けた基盤整備を推進し、市⺠の利便性の向上と
⾏政事務の効率化を図ります。
○総合窓口支援システム（デジタル化・ワンストップ化）
の整備・運用保守
○窓口案内受付システム（予約制・スムーズな窓口案内）
の整備

○証明書申請等のオンラインサービスの導入
（３月補正予算額 3,889万円）

広報・広聴活動推進事業 (No.14,15)

○広報うべ、市ウェブサイト、SNS等を利⽤した情報発信
○職員の広報⼒の向上
○市内全24地区を巡回する市政懇談会の開催
○インターネット市⺠モニター制度の拡充

市の施策や市⺠に必要な情報をわかりやすく確実に届ける
ため、さまざまな手法を組み合わせながら効果的な発信を
⾏います。
また、市政懇談会やアンケートなどを通じて、市⺠の声を
直接聴き、市政運営に生かしていきます。

当初予算額 3,768万円
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⾏財政改⾰推進事業 (No.5)

◯事務事業の総点検の推進
○外部からの視点による多様な意⾒を取り⼊れるため
⺠間主体で構成される検討委員会を新設

◯EBPMの推進として、職員のデータ利活⽤技能向上

限られた⾏政資源を有効かつ効率的に活⽤するため、PDCA
サイクルによる業務改善を全庁的に取り組んでいくとともに、
事務事業の⾒直しを積極的に推進し、持続可能な⾏財政運営
と、質の⾼い⾏政サービスの提供に取り組みます。

当初予算額 114万円

※EBPM(Evidence-Based Policy Making)・・・エビデンスに基づく政策⽴案

外部人材等活用事業 (No.6,7)

○⺠間⼈材の積極的な活⽤
■観光振興分野での企画⽴案
■６次産業の推進
■⾏政改⾰の強化・推進

◯兼業・副業スタイルのプロフェッショナル人材を活用
■デジタルスキルを活用した市の課題解決

○デジタル人材枠職員採用の実施
■デジタル部門の職員⼒の強化

⺠間企業⼈材の活⽤等により、市の魅⼒・価値の向上に繋がる
事業の展開及び市の課題解決やデジタル化に取り組みます。

当初予算額 2,532万円

◆新たな形の社

会貢献

◆多彩な経験に

よる人材育成・

キャリアアップ

◆専門知識・経

験・人脈・ノウハ

ウの活用

◆民間の経営感

覚、スピード感覚

による事業展開

拡拡拡拡

拡拡拡拡

公共施設マネジメント推進事業 (No.13)

○宇部市公共施設等総合管理計画の改訂、⾒直し
○定期的な点検・診断の実施

「宇部市公共施設等総合管理計画」に基づき、⻑期的な視点
を持って、公共施設の更新・統廃合や⻑寿命化などを計画的
に⾏うことにより、財政負担の軽減・平準化を図るとともに、
公共施設の安全性を確保し、最適な配置を⾏うための取組を
⾏います。

当初予算額 597万円



5　ひとつになった市政の推進

【事業一覧】
★は「主な取組」で掲載している事業

（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

1

５Ｇ等先端技術を活用し

たスマートシティの推進

５Ｇ等の特徴を活かしたコンテンツの制作

や、未来技術を活用した地域課題解決のた

めの取組を実施し、スマートシティを推進

11,620

2

中山間地域づくり推進事

業

中山間の地域づくりに向けた地域計画・健

康プランに基づく地域住民の取組を支援

14,624

3

元気・安心・地域づくり

推進事業

自立した地域運営に向けた地域計画・健康

プランに基づく地域住民の取組を支援

1,798

4 人財育成推進事業

宇部市人財育成基本方針に基づく職員の育

成

15,092

★ 5 行財政改革推進事業 事務事業の総点検の推進 拡 1,132

★ 6 外部人材等活用事業

民間企業人材の活用により、市の魅力・価

値の向上に繋がる事業を展開

拡 25,300

★ 7

外部人材等活用事業（職

員採用）

職員採用試験にデジタル枠を新設 17

★ 8 デジタル市役所の構築

ＩＣＴ等を活用した行政事務の効率化及び

新庁舎に向けたデジタル環境の構築

拡 176,773

9

個人番号カード交付事務

事業

デジタル社会の社会基盤となるマイナン

バーカードの普及促進

拡 139,640

★ 10 総合窓口開設事業

新庁舎における総合窓口開設に向けた基盤

整備

拡 10,956

11 民間資金導入促進事業

ふるさと納税、企業版ふるさと納税、クラ

ウドファンディングによる、民間資金の導

入を促進

141,436

12 広域連携推進事業

山口県央連携都市圏域推進協議会の開催等､

山口県央連携都市圏域ビジョンの推進

474

★ 13

公共施設マネジメント推

進事業

公共施設等総合管理計画に基づく公共施設

マネジメントの推進

5,963

効率・効果的な行政運営効率・効果的な行政運営効率・効果的な行政運営効率・効果的な行政運営
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5　ひとつになった市政の推進

★は「主な取組」で掲載している事業
（単位：千円）

No. 事業名 事業概要

新規

拡充

SDGs

当初

予算額

★ 14 広聴活動事業

市民の意見を広く聴き市政に反映するため､

市政懇談会等の開催、インターネット市民

モニター制度の拡充

拡 364

★ 15 広報活動推進事業

市の方針や施策など市民に必要な情報を正

確にわかりやすく届けるため、さまざまな

手法を組み合わせ効果的に発信

37,310

16

市制施行１００周年記念

事業

次の１００年へ希望あふれる未来を繋ぐた

め、市民参画による記念イベントや記念式

典等を実施

新 16,843

17

宇部市ＳＤＧｓ未来都市

の推進

持続可能なまちづくりに向け、多様な主体

と連携しＳＤＧｓの取組を推進

1,225

５の取組合計 600,567

【3月補正分再掲】【新型コロナウイルス感染症対策事業関連】(各施策体系別に再掲)
※Noは、｢1 新型コロナウイルス感染症対策事業関連」【事業一覧】記載の番号

（単位：千円）

No 事業名

３月補正

予算額

13 庁舎管理事業 5,846

14 青少年会館管理事業 40

27

情報通信基盤維持管理事

業

16,964

28 税制業務事業 2,710

29 資産税賦課業務事業 20,693

30 市民センター管理事業 1,040

31

ふれあいセンター管理事

業

1,138

32 証明書交付事務事業 25,469

33 総合窓口開設事業 38,883

34 会計管理事業 511

５に関連する取組合計 113,294

窓口手続のデジタル化及びＰＯＳレジ・キャッシュレス

決済等の導入

窓口手続のデジタル化及び窓口受付案内システム等の導

入

指定金融機関とのデータ受け渡しを非接触で行う伝送化

システムの導入

事業概要

飛沫感染防止パネル（窓口用、執務室用）の設置

家屋位置情報の電子化と課税根拠資料の電子データを電

子地図（ＧＩＳ）で管理するための電子地図システムの

整備

ＰＯＳレジ・キャッシュレス決済の導入

公共施設における無料Wi-Fi環境の提供及びコロナ禍に

対応した行政デジタル化の推進

青少年会館における感染症対策物品の整備

各市民センターにおける窓口手続のオンライン化等を推

進

各ふれあいセンターにおける地域活動及び窓口手続のオ

ンライン化等を推進
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41

市制施⾏１００周年記念式典を開催 当初予算額 ４５８万円

１００周年という記念すべき節目を祝うとともに、宇部市
を築いた先人達への感謝と１００年の振り返り、さらには
次代へ希望あふれる未来をつなぐ記念式典を開催します。

３ 市制施⾏１００周年記念事業関連＜主な取組＞

記念イベント等の招致・開催

○第34期⻯王戦七番勝負の招致・開催
○プロ野球オープン戦の招致・開催
○巡回ラジオ体操の招致・開催

第３４期⻯王戦七番勝負やプロ野球オープン戦など、
１００周年を盛り上げるイベントを招致・開催します。

「緑と花と彫刻のまち 宇部」を次の１００年へ 当初予算額 ３０２万円

○ばら制定都市会議開催

｢ばら制定都市会議（ばらサミット）｣を本市で開催するこ
とにより、本市の魅⼒を全国へ発信するとともに、先人達
が築いてきた緑と花と彫刻のまちづくりを次の100年へ継
承します。

１００年の歴史を次代へ 当初予算額 ５６２万円

○デジタルミュージアム
○市制施⾏１００周年記念絵本作成
○ＵＢＥビエンナーレ６０周年記念誌作成
○市史編さんに関する企画検討（ゼロ予算）

デジタルアーカイブ、記念誌、絵本などにより、幅広い世
代が、宇部の歴史や魅⼒を再認識するとともに、宇部市の
あゆみを次の１００年へとつなぎます。

市⺠プロジェクト⽀援 当初予算額 ３,１８４万円

○市⺠プロジェクトとの協働事業
○市⺠プロジェクト個別⽀援等

市⺠⾃らが⾃由な発想で企画し、実⾏する市⺠プロジェク
トに対する協働事業、個別⽀援等を⾏います。

○令和３年１１月１日 開催

当初予算額 １, ３９９万円

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

拡拡拡拡



市制施行100周年記念事業関連

【事業一覧】
★は「主な取組」で掲載している事業

（単位：千円）

事業名 事業概要

当初

予算額

★ 市制施行１００周年記念式
典

１００周年という記念すべき節目を祝うとともに、宇部市を築いた先

人達への感謝と１００年の振り返り、さらには次代へ希望あふれる

未来をつなぐ記念式典を開催

4,576

★ 将棋竜王戦の招致・開催 第３４期竜王戦七番勝負の対局を招致・開催 9,000

★ プロ野球オープン戦の招
致・開催

プロ野球オープン戦をユーピーアールスタジアムに招致・開催 4,644

★ みんな元気にラジオ体
操！

巡回ラジオ体操を招致・開催 342

★ デジタルミュージアム 宇部市の古代から現代までを、文化財資料や維新の物語、移り行く

街並みの風景写真でたどることができるデジタルアーカイブを作成

1,274

★ １００周年記念絵本作成 宇部の歴史や魅力などを一冊の絵本として作成 3,240

★ UBEビエンナーレ６０周年
記念誌作成

UBEビエンナーレの６０年を振り返り、本市のアートのまちづくりを記

録する記念誌を作成

1,100

★ ばら制定都市会議
「ばら制定都市会議（ばらサミット）」を本市で開催することにより、本

市の魅力を全国へ発信するとともに、先人達が築いてきた緑と花と

彫刻のまちづくりを次の100年に継承

3,012

広報うべ市制施行１００周

年記念号発行

令和３年１１月号の広報うべに、市長・議長あいさつや宇部市１００

年のあゆみを振り返るコーナーを設け、記念号として発行

556

新庁舎への美術品設置プ

ロジェクト

新庁舎に１００周年と新庁舎建設を記念し、美術品を設置 4,000

未来への手紙 １０年後の自分や家族へ宛てた手紙を書くワークショップを開催 210

市制施行１００周年啓発

市や市民・団体等が主催するイベントと連携し、１００周年ＰＲブース

等を出展するなど、市制施行１００周年を啓発

1,000

市制施行１００周年記念サ

イトの運用等

市制施行１００周年記念サイトの運用等 942

市制１００周年記念彫刻プ

ロジェクト

UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）関連事業として、令和６年度に

完成する新庁舎広場に、市制１００周年・野外彫刻展６０周年を記念

する新しい野外彫刻を制作設置

630

次の１００年に伝えたい、

残したい「宇部市の美しい

自然」プロジェクト

美しく豊かな本市の自然を再認識し、次の１００年に残していく方法

を探るため、観察会、ワークショップ、写真コンテストなどを開催

167

赤ちゃん誕生おめでとう箱

赤ちゃんの健やかな成長と家族への祝意を込め、市内企業や団体

等で構成する「うべ妊婦・子ども応援団」の協力を得て、おめでとう

箱を贈呈

7,810

市制施行１００周年

食の魅力づくり推進事業

「１品以上の宇部産一次産品」を使用した参加店開発のオリジナル

メニューを提供するイベントを開催

804

宇部丸尾車海老つかみど

り大会

宇部の車海老の認知度ＵＰのため「宇部丸尾車海老つかみどり大

会」を開催

1,000

宇宙を身近に感じる教育

プロジェクト

市内全小中学校のクラス写真によるモザイクアートとひまわり及び

サルビアの種をロケットで国際宇宙ステーションに届け、地球に帰

還した種を各学校で育てるとともに、モザイクアートや種から咲いた

花を展示

1,340

キャリア教育講演会

ＪＡＸＡ職員や宇宙開発に携わる研究者などから、新たな事業に立

ち向かう話を聴くことで、中学生の職業観を高めるための講演会を

開催

30

★ 市民プロジェクト支援 市民自らが自由な発想で企画し、実行する市民プロジェクトに対す

る協働事業、個別支援等

31,836

77,513

※当初予算額は｢２ 施策体系別｣の再掲

取組合計

42



第四次宇部市総合計画後期実行計画関連

４ 第四次宇部市総合計画後期実⾏計画関連（目標指標等）
＜個別テーマ別予算額＞

＜うち重点プロジェクト別予算額＞

＜目標指標＞

重点プロジェクト 予算額

ICT･地域イノベーション推進プロジェクト

コンパクトシティ・共生型包括ケア推進プロジェクト

ガーデンシティ推進プロジェクト

地域エネルギー・バイオマス産業都市推進プロジェクト

2億4,658万円

66億6,963万円

2,659万円

1,580万円

予算額個別テーマ

産業力強化・イノベーション創出のまち

生きる力を育み、子どもの未来が輝くまち

健幸長寿のまち

共に創る魅力・にぎわいあふれるまち

安心・安全で、快適に暮らせるまち

計画の実現に向けて

13億9,196万円

33億668万円

10億6,992万円

73億366万円

30億9,649万円

4億2,192万円

産業力強化・イノベーション創出のまち産業力強化・イノベーション創出のまち産業力強化・イノベーション創出のまち産業力強化・イノベーション創出のまち

ICT・IoT活用による社会的課題の解決件数【件】（累計）

―

（2017年度）

25

ICT・IoTなどの新技術の活用・導入件数【件】（累計）

13

(2017年度)

110

事業資金融資制度における利用額【百万円/年】

481

（2016年度）

1,000

まちなかオフィス等立地件数【件】（累計）

3

（2017年度）

15

事業化・創業実現件数【件】（累計）

―

（2017年度）

130

がんばるふるさと支援企業　目標達成件数【件】（累計）

―

（2017年度）

20

中小企業の海外展開案件の創出件数【件】（累計）

3

（2016年度）

10

観光客数【万人/年】

152

（2016年）

200

外国人観光客数【千人/年】

15

（2016年）

22

目標指標

基準値

（年度）

目標値

(2021年度)
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目標指標

基準値

（年度）

目標値

(2021年度)

生きる力を育み、子どもの未来が輝くまち生きる力を育み、子どもの未来が輝くまち生きる力を育み、子どもの未来が輝くまち生きる力を育み、子どもの未来が輝くまち

コンベンション延べ参加者数【人/年】

8,648

（2016年）

12,000

延べ宿泊者数【万人/年】

27.2

（2016年）

32

新規農林業就業者数【人】（累計）

28

(2016年度)

45

遊休農地（２２０ｈa）の解消率【％】（累計）

―

（2016年度）

100.0

本市における観光客の旅行消費額【億円/年】

112

（2016年）

132

企業の農業参入数【企業】（累計）

17

(2016年度)

25

地元１次産品を活用した新商品開発品目【品目】（累計）

81

（2016年度）

130

地元１次産品を活用した商品の県外での販売件数【件】（累計）

41

（2016年度）

90

新規漁業就業者数【人】（累計）

21

（2016年度）

35

小型底びき網漁業の漁獲高【トン/年】

960

（2015年度）

1,000

エネルギー利用のスマート化実証事業数【件】（累計）

2

（2017年度）

6

公共施設への太陽光発電設備の導入箇所数 【箇所】（累計）

34

（2017年度）

41

山口茶販売額（静岡市場以外）【百万円/年】

48

(2015年度)

60

バイオマスを活用した事業創出件数【件】（累計）

4

（2017年度）

10

農福連携推進事業におけるマッチング件数【件】（累計）

4

（2017年度)

20

福祉的就労から一般就労へ移行した障害者の人数【人/年】

27

（2016年度）

45

多様な働き方確保支援センターにおける就職マッチング件数【件】（累

計）

―

（2017年度）

120

法定予防接種率【％】

90.0

（2016年度）

100.0

保育園利用待機児童数【人】

73

（2016年度）

0

妊産婦健診受診率【％】

89.6

（2017年度）

100.0

乳幼児健康診査の受診率【％】

95.7

（2016年度）

100.0

子育て支援拠点事業の利用者数【人/年】

54,849

（2016年度）

80,000
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目標指標

基準値

（年度）

目標値

(2021年度)

健幸長寿のまち健幸長寿のまち健幸長寿のまち健幸長寿のまち

将来の夢や目標を持っている子どもの割合

（中学３年生）【％】

49.6

（2017年度）

55.0

（小学校）全国学力・学習状況調査結果

【全国を100とした指数】

97.1

(2017年度)

103.0

将来の夢や目標を持っている子どもの割合

（小学６年生）【％】

73.5

（2017年度）

80.0

不登校児童生徒数【人/年】

122

(2016年度)

半減

いじめ解消率【％】

85.3

(2016年度)

100.0

（中学校）全国学力・学習状況調査結果

【全国を100とした指数】

102.9

(2017年度)

105.0

年間読書数１５冊以下の児童の割合【％】

20

(2016年度)

0.0

中学校卒業段階で英検3級程度以上の英語力を身につけた生徒の割合

【％】

40.0

(2017年度)

50.0

環境教育プログラム実施校数【校】（累計）

1

(2017年度)

12

特別支援教育支援ボランティアの活動人数【人/年】

30

(2016年度)

45

プログラミング教室の開催校数【校】（累計）

－

(2017年度)

全小学校

小中学校図書室の空調設備設置率【％】

54.8

(2017年度)

100.0

小中学校施設のバリアフリー化実施箇所数【箇所】（累計）

6

(2017年度)

70

小中学校施設耐震化率【％】

90.3

(2017年度)

100.0

小中学校普通教室の空調設備設置率【％】

3.6

(2017年度)

100.0

学校教育活動支援ボランティア活動回数【回/年】

4,557

（2016年度）

5,580

コミュニティ・スクールの実施事業数【回/年】

108

(2016年度)

250

「まちかどブックコーナー」設置箇所数【箇所】（累計）

―

(2017年度)

20

特定健康診査の受診率【％】

27.5

（2017年度）

48.0

学校給食での地元食材使用率【％】

32.2

(2016年度）

50.0

健康（健幸）ポイント登録者数【人】（累計）

5,200

（2017年度）

50,000

校区 健康プランの達成率【％】

―

(2017年度)

100.0
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目標指標

基準値

（年度）

目標値

(2021年度)

共に創る魅力・にぎわいあふれるまち共に創る魅力・にぎわいあふれるまち共に創る魅力・にぎわいあふれるまち共に創る魅力・にぎわいあふれるまち

障害がある人にとって宇部市が暮らしやすいまちだと思う人の割合

【％】

35.0

（2017年度）

80.0

生活困窮者課題解決率【％】

90.1

（2017年度）

95.0

地域福祉総合相談センター（福祉なんでも相談窓口）の設置数【箇所】

（累計）

―

(2017年度)

15

ご近所ふれあいサロン箇所数【箇所】（累計）

182

（2017年度）

220

前期高齢者人口に占める要介護認定者の割合【％】

3.1

（2017年度）

2.7

地域密着型サービス事業所の整備数【箇所】（累計）

85

（2017年度）

87

生活保護世帯の高校進学率【％】

86.1

（2017年度）

98.8

在宅介護率【％】

59.0

（2017年度）

維持

救急搬送における軽症者の割合【％】

37.7

（2016年度）

20.0

認知症カフェ設置箇所数【箇所】（累計）

5

（2017年度）

24

歯周病検診受診者数【人】

530

（2016年度）

1,000

ときわ公園入園者数【人/年】

705,000

（2016年度）

800,000

ときわミュージアム入館者数【人/年】

163,421

（2016年度）

200,000

本市の認知度（参考数値）【点】

29.1

（2017年度）

33.0

ＴＶ・映画等ロケ誘致数【件】（累計）

21

（2014～2016

年度）

48

「ＵＢＥビエンナーレ×まちじゅうアートフェスタ」の来場者数【人/

年】

165,763

（2017年度）

194,000

アートマネジメント人材育成数【人】（累計）

13

（2016年度）

60

ＵＢＥビエンナーレ来場者数【人/年】

98,450

（2017年度）

120,000

様々な文化・芸術に触れる機会があった市民の割合【％】

66.1

（2016年度）

70.0

週１回以上スポーツをする成人の割合【％】

74.6

（2017年度）

80.0

東京オリンピック・パラリンピック文化プログラム認証事業への参加人

数【人/年】

402,328

（2017年度）

600,000

（2020年度）

文化財を活用したイベント等への参加者数【人/年】

10,500

(2016年度)

13,000
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目標指標

基準値

（年度）

目標値

(2021年度)

安心・安全で、快適に暮らせるまち安心・安全で、快適に暮らせるまち安心・安全で、快適に暮らせるまち安心・安全で、快適に暮らせるまち

プレイリーダーによるプログラム実施数（プレーパークの開催数）

【回】

―

（2017年度）

20

テレワーク導入事業者数【社】（累計）

―

（2017年度）

12

女性職場環境改善件数【件/年】（テレワークを除く）

9

（2017年度）

10

スポーツ・ヘルスツーリズム開催回数【回/年】

7

（2017年度）

15

女性活躍推進企業認証数【社】（累計）

78

（2017年度）

190

移住に関する体験イベントへの参加者数【人】（累計）

79

(2017年度)

239

移住者数（うち県外からの移住者数）【人】（累計）

850(300)

(2017年度)

3,400

(1,200)

「このまま、または、いずれは宇部市で暮らしたい」と思う学生の割合

【％】

11.2

（2017年度）

20.0

「まちづくり」イベント・行事の企画・運営に参画した市民（高校生以

上30歳未満）の人数【人】

165

（2017年度）

300

市役所周辺地区整備事業進捗率【％】

―

(2017年度)

53.5

宇部新川駅駅前地区事業計画進捗率【％】

12.1

(2017年度)

100.0

中心市街地の休日１日当たりの通行者数【人】

14,617

(2016、2017

年度平均)

15,800

本庁舎建設事業進捗率【％】

1.7

(2017年度)

78.1

新規農林業就業者数【人】(中山間地域・累計)

20

(2016年度)

32

移住者数(うち県外からの移住者数)【人】(中山間地域・累計）

45(15)

(2017年度)

180

(60)

住宅市街地総合整備事業進捗率【％】

51.1

(2017年度)

78.4

中央町都市再生整備事業進捗率【％】

29.5

(2017年度)

93.4

地域計画に基づく新たな取組支援数【件】（累計）

5

（2017年度）

48

コミュニティビジネス創出支援数【件】（累計）

2

（2017年度）

24

うべの里アートフェスタの来場者数【人/年】

23,000

(2017年度)

30,000

ふれあいセンター稼働率【％】（時間単位）

12.0

（2016年度）

30.0

多様な主体と地域が連携した地域活性化事業実施件数【件】（累計）

59

（2017年度）

120
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目標指標

基準値

（年度）

目標値

(2021年度)

民生部門からの温室効果ガス排出量【千トン‐CO2/年】

491

（2005年度）

443

環境教育プログラム実施校数【校】（累計）

1

（2017年度）

12

１人１日当たりのごみ排出量【ｇ】

1,050

（2016年度)

840

防災情報伝達手段を確保している世帯の割合【％】

13.0

(2017年度)

100.0

消防団員数【人】

656

(2017年度)

820

浸水対策重点整備区域の事業進捗率【％】

27.7

(2017年度)

67.3

上水道 全管路耐震適合率【％】

24.2

(2017年度)

27.6

人身事故発生件数（自転車事故含む）【件/年】

637

(2016年)

半減

人権交流ひろば参加者数【人】

600

（2017年度）

1,000

少年の万引きによる検挙・補導人数【人/年】

16

(2016年)

0

消費生活（電話詐欺等）被害件数【件/年】

24

(2017年)

0

生活バス路線収支率（市営バス）【％】

62.3

（2016年度）

70.0

地域内交通利用者数【人/年】

5,220

（2016年度）

12,000

社会・学校人権教育の学習会参加者数【人】

37,000

（2016年度）

40,000

ＤＶ事案件数（年間・1万人当たり）【件】

17.6

（2016年）

県内平均

以下

市営住宅ストック改善進捗率【％】

60.0

(2017年度)

100.0

更新整備した都市公園数【箇所】（累計）

17

（2017年度）

40

中心市街地の緑地・花壇等整備面積【㎡】（累計）

1,000

（2017年度）

2,300

道路橋修繕実施箇所数【箇所】（累計）

4

(2017年度)

8

汚水処理人口普及率【％】

90.8

（2016年度）

91.8

市営住宅建替戸数【戸】（累計）

336

(2017年度)

400

舗装長寿命化修繕進捗率【％】

4.0

(2017年度)

40.6

花・緑と調和した彫刻配置計画の進捗率【％】

―

（2017年度）

100.0
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第四次宇部市総合計画後期実行計画関連

目標指標

基準値

（年度）

目標値

(2021年度)

計画の実現に向けて計画の実現に向けて計画の実現に向けて計画の実現に向けて

公共（学校施設は除く）・民間施設のバリアフリー化工事件数【件／

年】

26

（2016年度）

40

空き家の利活用促進件数【件】（累計）

2

（2017年度）

14

県央連携新規事業取組数【件】（累計）

20

（2017年度）

65

個別施設計画（長寿命化計画）の策定割合【％】

33.0

(2017年度)

100.0

一般会計地方債残高【億円】（本庁舎建設分を除く）

672

（2017年度）

650以下

西岐波団地余剰地活用進捗率【％】

―

(2017年度)

50.0

ビッグデータを活用した交通安全対策箇所数【箇所】（あんしん歩行エ

リア・累計）

―

(2017年度)

20

桃山地区事業進捗率（事業費ベース）【％】

74.0

(2017年度)

100.0

 49 



５ 参考資料 「⼭⼝県央連携都市圏域ビジョン」に関連する事業⼀覧

予算額

（千円）

1 山口県央連携都市圏域ビジョンの推進 474

474

予算額

（千円）

1 起業・創業支援 34,711

2 ビジネスマッチング・連携の支援 2,812

3 産業人材の育成及び確保 4,500

4 企業連携・企業誘致等の推進 85

42,108

予算額

（千円）

1 農林水産物の販路拡大と農山漁村の交流創出 1,250

1,250

予算額

（千円）

1 広域観光連携 99,659

2 アートツーリズムの推進等 11,903

3 博覧会の開催 117,047

228,609

予算額

（千円）

1 圏域情報の発信 21,175

21,175

293,616293,616293,616293,616

予算額

（千円）

1 高度な医療サービスの提供に向けた連携 163,398

163,398

予算額

（千円）

1 広域交通拠点の活用・機能強化 6,083

6,083

予算額

（千円）

1 大学等との連携 4,500

4,500

173,981173,981173,981173,981

事業概要

特産品等のPR事業・イベント開催・販路拡大事業、海外販路開拓・事業展開セミナー等の

開催

うべ産業共創イノベーションセンターにおける起業創業、経営などの相談、事業者間の交

流促進、セミナーなどの開催

事業概要

山口県央連携都市圏域推進協議会・ビジョン懇談会の開催

農林水産物の新たな販路確保・拡大事業

事業概要

山口・宇部テクノパーク連絡協議会の開催

デジタル人材育成講座の開催

山口ゆめ回廊博覧会の開催

TOKIWAファンタジアの開催

都市間ツーリズムの促進、ＤＭＯの推進、インバウンド誘客推進事業、産業観光の推進

事業概要

事業概要

地域情報誌等を活用し、圏域の交流イベント等の情報を発信

事業概要

二次救急医療体制の確保、休日及び夜間における救急患者の医療を確保

山口宇部空港を活用した情報発信

事業概要

圏域全体の経済成長のけん引　合計（ア～オ）圏域全体の経済成長のけん引　合計（ア～オ）圏域全体の経済成長のけん引　合計（ア～オ）圏域全体の経済成長のけん引　合計（ア～オ）

高高高高

次次次次

のののの

都都都都

市市市市

機機機機

能能能能

のののの

集集集集

積積積積

・・・・

強強強強

化化化化

ア　高次な医療サービスの提供体制構築の支援ア　高次な医療サービスの提供体制構築の支援ア　高次な医療サービスの提供体制構築の支援ア　高次な医療サービスの提供体制構築の支援

事業名

小計

イ　高度な中心拠点の整備・広域的な交通網の強化イ　高度な中心拠点の整備・広域的な交通網の強化イ　高度な中心拠点の整備・広域的な交通網の強化イ　高度な中心拠点の整備・広域的な交通網の強化

事業名

小計

ウ　高等教育・研究開発の環境整備ウ　高等教育・研究開発の環境整備ウ　高等教育・研究開発の環境整備ウ　高等教育・研究開発の環境整備

事業名

小計

高次の都市機能の集積・強化　合計（ア～ウ）高次の都市機能の集積・強化　合計（ア～ウ）高次の都市機能の集積・強化　合計（ア～ウ）高次の都市機能の集積・強化　合計（ア～ウ）

デジタル人材育成講座の開催

事業概要

小計

圏圏圏圏

域域域域

全全全全

体体体体

のののの

経経経経

済済済済

成成成成

長長長長

のののの

けけけけ

んんんん

引引引引

ア　経済戦略の策定及び推進ア　経済戦略の策定及び推進ア　経済戦略の策定及び推進ア　経済戦略の策定及び推進

事業名

小計

イ　戦略産業の育成イ　戦略産業の育成イ　戦略産業の育成イ　戦略産業の育成

事業名

小計

ウ　地域資源を活用した地域経済の裾野拡大ウ　地域資源を活用した地域経済の裾野拡大ウ　地域資源を活用した地域経済の裾野拡大ウ　地域資源を活用した地域経済の裾野拡大

事業名

小計

エ　戦略的な観光施策の展開エ　戦略的な観光施策の展開エ　戦略的な観光施策の展開エ　戦略的な観光施策の展開

事業名

小計

オ　その他オ　その他オ　その他オ　その他

事業名
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ア　生活機能の強化に係る政策分野（地域医療・福祉、教育・文化、災害対策等）ア　生活機能の強化に係る政策分野（地域医療・福祉、教育・文化、災害対策等）ア　生活機能の強化に係る政策分野（地域医療・福祉、教育・文化、災害対策等）ア　生活機能の強化に係る政策分野（地域医療・福祉、教育・文化、災害対策等）

予算額

（千円）

1 地域医療提供体制の確保 3,172

2 福祉サービスの充実 313,154

3 スポーツの振興 437

4 農林水産業の振興 3,200

319,963

イ　結びつきやネットワーク強化に係る政策分野（地域内外の住民との交流・移住促進）イ　結びつきやネットワーク強化に係る政策分野（地域内外の住民との交流・移住促進）イ　結びつきやネットワーク強化に係る政策分野（地域内外の住民との交流・移住促進）イ　結びつきやネットワーク強化に係る政策分野（地域内外の住民との交流・移住促進）

予算額

（千円）

1 移住・定住の促進 1,612

1,612

ウ　圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野（共同事業の実施・検討、人材交流等の推進等）ウ　圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野（共同事業の実施・検討、人材交流等の推進等）ウ　圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野（共同事業の実施・検討、人材交流等の推進等）ウ　圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野（共同事業の実施・検討、人材交流等の推進等）

予算額

（千円）

1 次世代の人材育成 7

2 圏域内での共同事業の展開 171,596

171,603

493,178493,178493,178493,178

※予算額は再掲を含みます。※予算額は再掲を含みます。※予算額は再掲を含みます。※予算額は再掲を含みます。

（単位：千円）

項　　目項　　目項　　目項　　目 令和３年度予算令和３年度予算令和３年度予算令和３年度予算

圏域全体の経済成長のけん引圏域全体の経済成長のけん引圏域全体の経済成長のけん引圏域全体の経済成長のけん引 293,616293,616293,616293,616

高次の都市機能の集積・強化高次の都市機能の集積・強化高次の都市機能の集積・強化高次の都市機能の集積・強化 173,981173,981173,981173,981

圏域全体の生活関連機能サービスの向上圏域全体の生活関連機能サービスの向上圏域全体の生活関連機能サービスの向上圏域全体の生活関連機能サービスの向上 493,178493,178493,178493,178

総　　計総　　計総　　計総　　計 960,775960,775960,775960,775

農林水産物の新たな販路確保・拡大事業、家畜診療体制の運営支援

レノファホームゲームスタンプラリー（レノファ山口ホームゲーム観客動員支援）

病児保育事業や地域子育て支援拠点事業の実施、福祉優待バス乗車証交付事業、男女間に

おける暴力（ＤＶ等）の被害者に対する保護及び自立支援

医師会が実施する看護師・准看護師養成事業を支援

事業概要

移住イベントの共同開催

事業概要

自治体クラウドの推進

圏域内で活躍する若者の情報発信

事業概要

圏圏圏圏

域域域域

全全全全

体体体体

のののの

生生生生

活活活活

関関関関

連連連連

機機機機

能能能能

ササササ

ーー ーー

ビビビビ

スススス

のののの

向向向向

上上上上

事業名

小計

事業名

小計

事業名

小計

圏域全体の生活関連機能サービスの向上　合計（ア～ウ）圏域全体の生活関連機能サービスの向上　合計（ア～ウ）圏域全体の生活関連機能サービスの向上　合計（ア～ウ）圏域全体の生活関連機能サービスの向上　合計（ア～ウ）
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