
環境首都コンテスト 近畿地域交流会

環境と共生する「環境首都」をめざして

宇部市長 久保田 后子



１. 公害の克服から環境と産業

の両立にむけた取り組み

・宇部市の概要

・宇部方式による公害の克服

・国際環境協力

・環境ビジネスの創出

http://archives.city.ube.yamaguchi.jp/detail.php?con_id=522


宇部港

山口宇部空港

山口大学工学部

宇部工業高等専門学校

山口県産業技術センター

山口大学医学部

セントラル硝子㈱宇部興産㈱

●人口 約 175,000 人

●世帯数 約 77,000世帯

●面積 約 ２８７ ｋ㎡

協和発酵バイオ㈱

チタン工業㈱
メディカルクリエイティブセンター

宇部フロンティア大学

概 要 宇部市の概要（立地）



「共存同栄」
「協同一致」
の精神（こころ）

★求める都市像★

みんなで築く
活力と交流による
元気都市

★キャッチフレーズ★

緑と花と彫刻のまち

宇部市の概要（都市像）概 要



ときわ湖全景

白鳥湖

「日本の都市公園100選」

「桜の名所100選」

「美しい日本の歩きたくなるみち500選」

自然・環境の学び場

概 要 市民の憩いの場・観光名所 ときわ公園



カッタくんの大観覧車

ペリカン島ボンネットモンキー

概 要 市民の憩いの場・観光名所 ときわ公園

ソメイヨシノ（約3,000本）

見頃：３月下旬～４月上旬

ハナショウブ

約１５０品種・８万本植栽

見頃：５月下旬～６月中旬



ヒスイカズラメデニラ マグニフィカ

サボテン

ときわミュージアム（ときわ公園内）

ときわミュージアム全景

概 要 市民の憩いの場・観光名所 ときわ公園



かつて石炭鉱業の開始を契機として飛躍的な
発展を遂げた炭都・宇部。やがて工業の主力
は石炭から化学・建設資材・機械・金属等へと
転換していきましたが、永年にわたって宇部発
展の基盤となった石炭産業を後世に伝えようと、
地元政財界と多くの市民の寄付によって1969
（昭和44）年、日本初となる石炭記念館が誕生
しました。

日本初の石炭記念館（ときわ公園内）

概 要 市民の憩いの場・観光名所 ときわ公園



大賞（宇部市賞）

Self - ｃonsciousness

宇部興産株式会社賞

Gravitation

第23回
ＵＢＥビエンナーレ’０９

概 要 現代日本彫刻展（ＵＢＥビエンナーレ）

第1回宇部市野外彫刻展
昭和36年( 1961年)

http://www.ube-museum.jp/exhibition/0/pic/1961-20.jpg
http://www.ube-museum.jp/exhibition/0/pic/1961-03.jpg


～石炭で宇部のまちは
にぎわっていました～

宇部＝石炭のまち

公害克服 炭鉱のまち 宇部



昭和26年 降下ばいじん量
55.86t/k㎡/月

当時世界一！

現在 降下ばいじん量
約４t/k㎡/月

降下ばいじん量の推移
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公害克服 ばいじん汚染の克服



ばいじん対策委員会

環境審議会（現在）

信頼・連帯、情報公開、
話し合い

企業

集塵装置の設置
ダスト･イズ･マネー
廃棄物リサイクル

公害防止協定

市民

緑化運動

煙道ばいじん濃度の目標値・・・1.2ｇ/㎥ （昭和32年設定）

国の「ばい煙排出規制法」の基準値に採用（昭和37年）

行 政

調査測定・公表

大 学

疫学調査

（昭和２６年）

公害克服 「宇部方式」による公害対策システム



■平成11年6月

「環境保全協定」を締結（現在39社）
※ 昭和46年に締結した「公害防止協定」を発展的に解消したもの

■平成12年6月 「細目協定」締結（現在20社）

【具体的な規制数値を設定】

◆廃棄物最終処分量を10％以上削減

◆重油換算燃料使用量を10％以上削減

◆工場立地法の緑地面積割合以上の緑地の配置

◆国際環境協力への貢献

◎事前協議制度の確立

◎環境保全協議会の設置

■平成22年

地球温暖化防止対策の追加を検討中

公害克服 環境保全協定による公害の未然防止



1950年代

公害克服 「世界一灰の降るまち」から 「緑と花と彫刻のまち」へ



平成９年６月ＵＮＥＰ（国連環境計画）の「グローバル５００賞」を受賞

■平成９年１０月

宇部‘９７国際シンポ

ジウムの開催

■平成９年１２月

気候変動に関する国
際連合枠組条約第３
回締約国会議（COP

３）への参加

開発途上国の環境改善
に貢献していく責務

宇部アピール

国際環境協力 「グローバル５００賞」受賞



■研修プログラム

宇部市の環境施策のポリシー 【市長講義】

環境の歴史、廃棄物処理施設等の見学 【市職員対応】

環境管理技術（水、大気、騒音など） 【山口大学対応】

企業の環境保全対策、工場見学 【市内企業対応】

※ 期間は要望に応じ、２日～１ヶ月位まで

平成10年～平成21年 ３９カ国３８８人の環境研修生を受入

国際環境協力 国際環境協力 ～環境研修生の受入～



平成21年10月27日～29日
第２回アジア太平洋市長会議に参加

開催地 韓国 ウルサン市

宇部市の環境施策をアピール

国際環境協力 国際会議に参加し「宇部方式」をアピール



■宇部コンビナート省エネ・温室効果ガス削減研究協議会
・平成１７年２月設立
・「宇部方式」で地球温暖化問題に挑む
・構成：地元企業１８社、山口大学、宇部高専、宇部市

環境ビジネス 環境ビジネスの創出

■宇部市イノベーション大賞
（産業団地ステップアッププラン）

高度技術産業、環境・医療産業などの
分野で、市内産業団地において、地域産
業や市民生活などに貢献する革新的な事
業を実施する事業者から事業計画を募集
し、審査により宇部市イノベーション大賞と
して認定するとともに、事業者に対して事
業奨励金を交付



ゆう

２. 協働による環境のまちづくり

・花いっぱい運動

・協働による温暖化対策

・市民との情報共有・交流

http://archives.city.ube.yamaguchi.jp/detail.php?con_id=522


市民ぐるみの「花いっぱい運動」から花壇コンクールへ花いっぱい運動

地域団体 学 校 企 業

一般家庭ボランティアの花づくり講習会

昭和33年から始まった
花壇コンクール

平成23年に100回目！



■省エネモニター事業（省エネナビ、燃費ナビ）

■市内一斉ノーマイカー事業

■スタイリッシュなマイバッグ運動の普及促進事業

■うべソーラーマイレージクラブ事業（環境省委託事業）

■換わると変わるエコ！省エネ電球普及キャンペーン

■公共交通等の利用促進

■宇部市ラッピング公用車（低公害車）

■フィフティ・フィフティ事業

■イベント等での啓発活動

■うべE－CYCLEクラブ

■キャンドルナイト IN 宇宙の部屋

■ほたるマップUBE

温暖化対策 協働による温暖化対策の取組

これまでの主な取組



温暖化対策 公共交通等の利用促進
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環境にやさしい宇部の交通を考えるワークショップ

宇部市営バスのエコ定期券

１月2,000円（１乗車100
円）



温暖化対策 ラッピング公用車（低公害車）

コミュニティFMと連携したラッピング公用車



2010/9/24 24

評価基準値
（過去２年間のエネルギー使用量の平均値）

一年間のエネルギー使用量 ５０％ ５０％

フィフティ・フィフティ事業（光熱水費等削減分還元事業）

削減分（節約
できた経費）

宇部市 学校
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温暖化対策 イベントでの啓発活動



ゆう

３. 環境首都、持続可能で

豊かな地域社会に向けて

・市民との情報共有・交流

・市民提案事業の推進

・環境学習の取組

・ごみ減量の取組

http://archives.city.ube.yamaguchi.jp/detail.php?con_id=522


情報共有 協働のまちづくりのプラットフォーム

平成２１年2月 宇部地域SNS「うべっちゃ」開設
市民と行政が協働で運営

行政情報
・防災防犯情報
･宇部市からのお知らせ
・イベントインフォメーション

・・・etc

宇部市

市民と行政で

まちづくり情報の共有

市民相互で意見･情報交換

⇒ まちづくりアクションへ



市民との交流 「市民と語る」～うべ弁ミーティング・ふるさと元気懇談会～

地区（小学校区単位）を訪問し、地
域の課題をともに考え、情報の共
有や意見交換

ふるさと元気懇談会うべ弁ミーティング

宇部産食材のお弁当を食べながら、
市民活動団体等と活動や市政に関
することなどについて、歓談



市民協働 市民提案事業の推進

事業や活動の中での経験や発想を生かし、市と連携・協力してまちづくり
を行うＮＰＯ等を募集する提案公募型事業を推進

平成22年度事業（環境関連）

■カーボン・オフセット推進事業

■環境にやさしい交通づくり推進事業

■エコアクション２１普及促進事業

■バイオマスタウン構想新産業創造事業

■うべふるさとツーリズム創出事業



環境学習 環境学習拠点の整備・ネットワーク化

アクトビレッジおの

「ときわミュージアム」、「アクトビレッジおの」、「まちなかエコステーション

（準備中）」の３か所を環境学習拠点として整備し、ネットワーク化する。

ときわミュージアム

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/koukyouannai/bunkakyouiku/act_village_ono/shisetsu/tenji_space.html
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/koukyouannai/bunkakyouiku/act_village_ono/shisetsu/teikonai.html


環境学習 エコフェアの開催

■目的

持続可能な社会を実現するため、環境保全に関する展示、イベント等を通じ、市民一人ひとりが環
境保全全般への関心と理解を深め、環境にやさしい行動を率先して取り組んでことを啓発するため。

■エコフェア2010 in UBE 実施概要

テーマ：感共（かんきょう） ～創・楽・学・食・遊

サブテーマ：「私もできる！今日からできる！地球を守るエコライフ」

日 時：平成22年10月31日（日） 場 所：ときわ公園

イベントでの取組：カーボンオフセットの実施、リユース食器の利用、マイボトル・マイ箸持参 など

内 容：環境セミナー、企業、ＮＰＯ等の出展ブース、ステージイベント、地産地消フェア など

ときわ公園を環境モデル公園へ！

・豊かな自然、市民の憩いの場

・次の環境政策につながる社会実験
フィールド



■段ボールコンポストモニター募集

一般廃棄物処理基本計画の
策定に当たり、段ボール箱を
使って家庭の生ごみから堆肥
を作る「段ボールコンポスト」
のモニターを募集

ごみ減量 ごみ減量の取組

■リユース食器の利用促進

公的行事等においては、「使い捨て食器」の利用を抑制し、「リユース食器」の使用等、
ごみゼロの仕組みづくりを普及啓発

■学校給食残渣リサイクル推進事業

市内企業により、畜産用エコ飼料として再生利用



ご清聴ありがとうございました。

平成23年は、『ＵＢＥイベントイヤー』

ぜひ、宇部市にお越しください。

宇部市制施行90周年

UBEビエンナーレ50周年

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kokutai/index.html

