
個人向け

（　）内は前月比。2020年6月末日現在
（転入・転出は6月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
78,102
85,369
163,471
79,722

（－46）
（－33）
（－79）
（53）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入270人　転出274人
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支援制度のご案内

団体向け

特別定額給付金
※給付対象者には5月に申請書を送付していますので、届いていない
　場合は問い合わせてください
※申請後2週間経過しても給付がない場合は連絡してください
●申請期限　8月25日㈫※消印有効
■申請先・問い合わせ　
　新型コロナウイルス対策室　☎34－8455　>22－6041

1　基本給付　1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
　▷対象　次のいずれかに該当する人
　　（ア）令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人
　　（イ）公的年金などの受給により、令和2年6月分の児童扶養手当
　　　　の支給が全額停止される人で、平成30年中の収入が児童
　　　　扶養手当受給者と同じ水準の人
　　（ウ）新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変するなど、
　　　　現在の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準の人
2　追加給付　1世帯5万円
　▷対象　1（ア）（イ）に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染
　　症の影響で家計が急変し、収入が大きく減少した人
●申請方法　（イ）（ウ）に該当する人は、基本給付・追加給付ともに
　申請が必要です。申請方法は問い合わせてください。
●申請期限　令和3年2月26日㈮
■申請先・問い合わせ
　子育て支援課　☎34－8331　>22－6051

ひとり親世帯臨時特別給付金

宇部市地域活動推進助成金(新生活様式対応)
　感染症対策として国が示した「新しい生活様式」を地域活動に取り
入れ、実践していく地域団体などに対して、助成金を交付します
●助成額　上限50万円
●申請方法　申請書などを郵送か持参。様式などは
　市ホームページに掲載
●申請期限　8月7日㈮
■申請先・問い合わせ　共生社会ホストタウン推進グループ
　☎34－8270　>34－8269

　私たちの身の回りには依然としてウイルスが存在することを認識し、熱中症に注意しながら
感染予防対策を徹底するようお願いします。

　厚生労働省が配信するスマートフォン向けアプリ。利用者が増え
ることで、感染拡大防止が期待できますので、ご活用ください。
　なお、個人が特定される情報などは一切記録されず、プライバ
シーは十分に保護されています。

　新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性が
ある場合に、感染の可能性をいち早く知ることができます。
それにより、検査の受診など保健所のサポートを
早く受けることができます。

自分と周りの人を守るためのポイント

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ ※7月20日時点の情報をもとに作成

　しています

詳細はこちら

申請期限が迫っています

詳細はこちら

市ホームページ
県ホームページ

県内の感染者発生状況

▷3密（密閉、密集、密接）を避け、こまめに換気をしよう
▷人との距離を取ろう　▷マスクの着用、手洗いを徹底しよう
▷県外移動するときは、移動先の自治体の情報を確認しよう

事業者向けアンケートにご協力ください
　新型コロナウイルス感染症の影響や今後の懸念、景気回復に
向けた施策のニーズなどを調査します
●調査対象　市内の事業者
●調査期間　毎月実施予定
●回答方法　うべ電子申請サービスにより回答
　　　　　　https://s-kantan.jp/ube-u/
■問い合わせ　商工振興課　☎34－8355　>22－6041

新型コロナウイルス
接触確認アプリ（COCOA)

■問い合わせ
　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

新型コロナウイルスに関する各種相談窓口
感染の疑いがある場合の相談窓口
■山口県宇部健康福祉センター　☎31－3203

感染予防、健康相談などに関する問い合わせ
■宇部市　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

新型コロナウイルス 生活なんでも相談窓口
収入減少、失業、生活の不安などの相談
■宇部市　地域福祉・指導監査課
　☎34－8393　>22－6028

宇部市新型コロナウイルス感染症総合相談窓口
相談先がわからない場合に、問い合わせ窓口をご案内します
^0800－2000－585　>22－6063

不当な偏見、差別などの人権相談窓口
■みんなの人権110番　☎0570－003－110

メ
リ
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人事行政の運営等の状況 ■問い合わせ　人事課
　☎34－8129
　>22－0686

　人事行政の公平性と透明性を高めることを目的に、職員数や職
員の給与など、人事行政の運営等の状況をお知らせします。詳細
は、市ホームページに掲載しています。
　宇部・山陽小野田消防組合（☎21－6112）の状況は、消防局ホ
ームページに掲載しています。

（各年4月1日現在：人）①所属別職員数と主な増減理由
1.職員の任免と職員数

宇　部　市
上下水道局
交　通　局
合　　　計

999
193
42

1,234

(51)
(7)

(58)

1,019
190
39

1,248

(45)
(6)

(51)

20
－3
－3
14

区　分 対前年
増減数 主な増減理由職員数

平成31年 令和2年
任期付保育士の採用
退職者不補充
退職者不補充

泫⒈職員数：一般職に属する職員数（派遣職員、再任用職員・任期付職員（フ
ルタイム）は含み、臨時職員、嘱託職員、会計年度任用職員は除く）

　⒉（　）内：再任用短時間勤務職員の職員数（外数）
　⒊再任用職員については、１②（ウ）再任用の項を参照
　⒋任期付職員については、１②（エ）任期付の項を参照

泫法定雇用率：「障害者の雇
用の促進等に関する法律」
によって雇用しなければ
ならない障害者の割合

（各年4月1日現在：人）臨時職員と嘱託職員、会計年度任用職員の職員数参考1

泫非常勤を含み、公営企業は除く

泫⒈ＵＩＪ：県外在住者を対象とし、採用後は原則本市への居住を条件とするもの
　⒉育児休業代替任期付職員（登録）については、採用者数を登録者数と読み替える

泫1.再任用（フルタイム）増減：H31.4.1とR2.4.1現在の数の比較
　2.宇部市の採用者数には、育児休業代替任期付職員の6人を含む

臨時職員
嘱託職員

会計年度任用職員

96
564
―

10
150
488

－86
－414
488

区　分 対前年
増減数 主な増減理由平成

31年
令和
2年

会計年度任用職員へ移行
会計年度任用職員へ移行
制度新設

（各年6月1日現在）障害者雇用率の推移参考2

人件費率と1人当たり給与費の推移参考

宇　部　市
法定雇用率

3.01%
2.5%

区　分 平成30年 令和元年
3.05%
2.5%

2.86%
2.5%

令和2年

50
0
3

31
3
6

1
0
0

20
－3
－3

区　分
宇　部　市
上下水道局
交　通　局

採用者数 退職者数 再任用（フル
タイム）増減 増減

イ採用者数と退職者数など （人）

（H31.4.2～R2.4.1）（H31.4.1～R2.3.31）

泫1.再任用職員：定年退職後の職員のうち、その知識や経験を活用する
ことが公務の能率的運営に資すると認められる者について、1年間
の任用を行うもの（最長5年間）

　2.フルタイム：一般職員と同様の勤務形態
　　短時間：一般職員より短い勤務時間の勤務形態

泫1.平均給料月額：令和2年4月1日現在の職員の基本給の平均
　2.平均給与月額：基本給と扶養手当などの諸手当の合計額の平均
　3.（　）内：減額前の額

泫1.任期付職員：時限的な業務などに対応するため、あらかじめ任期を
定めて採用するもの

　2.フルタイム：一般職員と同様の勤務形態
　　短時間：一般職員より短い勤務時間の勤務形態
　3.交通局は採用実績なし

ウ再任用

60
7
1

9
0
1

51
7
0

区　分
H31.4.1 R2.4.1 増　減

宇　部　市
上下水道局
交　通　局

フルタイム 短時間 フルタイム 短時間 フルタイム 短時間
55
6
1

10
0
1

45
6
0

－5
－1
0

1
0
0

－6
－1
0

（人）

エ任期付 （人）

2
1

2
1

0
0

区　分
H31.4.1 R2.4.1 増　減

宇　部　市
上下水道局

フルタイム 短時間 フルタイム 短時間 フルタイム 短時間
28
1

28
1

0
0

26
0

26
0

0
0

2.職員の給与

市　長

副市長

792,000円
（940,000円）
675,750円

（755,000円）

①特別職の報酬など

③職員の平均給料・給与月額と平均年齢
◎平成20年4月から給料月額の減額を継続
　令和2年4月からは
　給料月額の1.2％～2.9％を減額

区　分 給料月額等 期末手当支給割合

　6月期
12月期

計

　6月期
12月期

計

2.25月分
2.25月分
4.5月分

1.7月分
1.7月分
3.4月分

泫1.市長と副市長の給料月額：平成22年1月から実施している自主減額（市
　長は990,000円から20％、副市長は795,000円から15％）後の額

　2.（　）内の額：条例上の給料月額

議　長

副議長

議　員

551,000円

498,000円

470,000円

（令和2年4月1日現在）

（令和2年4月1日現在）

区　分

宇部市

住民基本台帳
人口（年度末）

歳出額
（Ａ）

人件費
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

163,544人 66,045,211千円 8,816,379千円 13.3％

②人件費と職員給与費

イ職員給与費(令和元年度全会計決算見込み)

区　分

宇部市

職員数
（Ａ）

給　与　費

給料 職員手当 計（Ｂ）期末・勤勉
手当

1人当たり
給与費
（Ｂ／Ａ）

1,044人 6,213千円4,035,213
千円

818,630
千円

1,632,759
千円

6,486,602
千円

泫1.職員数：平成31年4月1日現在（再任用短時間勤務職員は含み、特別職、
　宇部・阿知須公共下水道組合への派遣職員、公営企業は除く）

　2.職員手当には、児童手当と退職手当を含まない

ア人件費（令和元年度普通会計決算見込み）

泫人件費には、一般職の給料、諸手当並びに特別職の給料、報酬を含む

（万円）
（%）宇部市

650
630
610
590
570
550

30

10

15

20

25

H26 H27 H28 H29 H30 R1

1 人当たり給与費（円）
人件費率（％）

601万2千
614万2千

606万4千
616万6千 621万3千

614万8千

13.7 14.4 13.4 13.4 14.3 13.3

（　　　　　　　　　　　　 ）}
区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 減額総計（年間）

宇　部　市

上下水道局

交　通　局

329,160円
（331,877円）
355,146円

（356,045円）
306,082円

394,261円
（396,978円）
407,926円

（408,824円）
398,358円

44歳10月

46歳4月

52歳6月

34,691千円

2,114千円

－

23
46
2
8
9
10
30
5
3
25
1
3
0
1
8

4
4
0
1
1
5
6
1
0
22
1
1
0
0
3

育 児 休 業 代 替
任期付職員（登録）

障 　 害 　 者

初　　　　　　級

任　　期　　付

中　　　　　　級

上　　　　　　級

宇部市

交通局 職 員 登 用

社会人経験者（UIJ）
試験区分等区　分 職　種 受験者数 採用者数

②採用と退職
ア令和元年度採用試験の実施状況 （人）

行 政
行 政
土 木
保 健 師
管理栄養士
保 育 士
行 政
電 気
行 政
保 育 士
獣 医 師
行 政
保 健 師
保 育 士
運 転 士

④級別職員数（令和2年4月1日現在）

泫再任用短時間勤務職員と
　派遣職員を含む

（人）

（人）

－ － － － － －

区　分 採　用
初任給

給料月額
経験年数2年 経験年数10年

宇部市
大学卒
高校卒
大学卒
高校卒

国

188,700円
154,900円
182,200円
150,600円

202,400円
165,900円

271,600円
223,200円

経験年数15年 経験年数20年
310,300円
271,600円

348,200円
310,300円

　　　職員の初任給と経験年数別・学歴別の給料月額【モデル給】
　　　（令和2年4月1日現在：一般行政職）

泫各経験年数別の給料月額：良好に勤務
　した場合の標準の額（減額前）

泫時間外手当、特殊勤務手当：令和元年度実績（公営企業除く）

泫勤勉手当の成績率への反映は課長級以上の職員

参考

⑤職員手当（令和2年4月1日現在）

区分
金額
最高支給月数

2区分
32,500円・43,350円
60.00月分

13,349円/人
14.56％
税務業務、衛生業務、
清掃業務、福祉業務等 14種

平均年額
支給職員割合
主な業務名

配偶者

子
父母等

借　家
【最高限度額】

(家賃-16,500円)/2+12,000円
【28,000円/月】

(家賃-27,000円)/2+11,000円
【28,000円/月】

持家 なし 同　左

6,500円/月
(ただし8級は3,500円/月)
10,000円/月
6,500円/月
(ただし8級は3,500円/月)

6,500円/月
（ただし8級相当以上は3,500円/月）
10,000円/月
6,500円/月
（ただし8級相当以上は3,500円/月）

8区分
21,700円～70,400円
同　左

区　分 宇部市 国
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

自己都合 勧奨・定年

同　　左

同　　左

－

－

期
末・勤
勉
手
当

支
給
率

時間外手当平均年額
特
殊
勤
務
手
当

扶
養
手
当

住
居
手
当
通
勤
手
当

管理職手当

1.3月分
1.3月分
2.6月分

0.95月分
0.95月分
 1.9月分

33万円/人

調
整
額

退職手当

交通機関
【最高限度額】

55,000円まで全額
【55,000円】

同　左
同　左

自家用車等 距離区分により
2,000円/月～22,100円/月

1.部長職
2.次長職
3.課長職
4.課長補佐職

給料月額の16％
給料月額の13％
給料月額の12％
給料月額の9％

官職の区分、俸給表の別及び
職務の級別の定額制
(行政職俸給表(一)適用の場合)
46,300円～139,300円

距離区分により
2,000円/月～31,600円/月

 6月期
12月期
　計

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

自己都合 勧奨・定年
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

泫勤務部署によっては、勤務時間の開始時刻・終了時刻、休憩時間、週休日などが異なる

宇部市

①一般職員の勤務時間と有給休暇の取得日数

②育児休業と介護休暇の取得状況

週の勤務時間
1日の勤務時間
休憩時間
休日
有給休暇の平均取得日数

4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分
8時30分～17時15分
12時～13時
国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（12月29日～1月3日）

区　分 育児休業 介護休暇
男性

12人
女性 男性

－－2人
女性

4.職員の人事評価

10.3日

週休日 土曜日及び日曜日

泫令和元年度中に新たに取得した職員数

泫⒈分限処分：職員が病気などの理由によって、職責を十分に果たすこ
とができない場合に行う処分

　⒉懲戒処分：一定の義務違反に対する制裁として行い、公務における
　　規律と秩序を維持することを目的として行われる処分

※離職時に管理か監督の地位（課長職以上）にあった職員は、離職後2年間、
営利企業などの地位についた場合は、届出を行うこととしています。
泫営利企業などの地位とは、常勤、非常勤の別、報酬の有無を問わず、役員を
はじめとして、顧問、参与、嘱託のほか、アドバイザーなども含む当該営利企業
などの全ての地位をいう（委託契約、業務契約含む）。

分限処分者数と懲戒処分者数（令和元年度）

営利企業等従事制限に係る許可（令和元年度）

宇部市

宇部市 7件 5件 ・自ら営利企業を営む（太陽光電気の販売）
・会社その他の団体の役員の地位を兼ねる

分限処分者 懲戒処分者
区　分

区　分 申請件数 承認件数 承認した主な事項

免職 休職 降任 降給 計 免職 停職 減給 戒告 計
16人 16人 1人 1人

5.職員の分限と懲戒処分

3.職員の勤務時間その他の勤務条件

6.職員の服務

研修開催状況（令和元年度）

能力評価

実績評価

区　分 内　容 対象職員等

8.職員の研修

7.職員の退職管理

職員の保有する知識や判断力
など、さまざまな能力や勤務
態度などを評価
設定した目標に対する実績（達
成度）を評価し、その結果を勤
勉手当の成績率に反映

非現業職員：平成21年度から実施
現業職員：平成26年度から実施
課長級以上の職員：平成22年度
から実施　課長補佐級以下の
職員：平成28年度から実施

集合研修

派遣研修

区　分 内　容 実　績
新規採用職員や新任課長職など階層別に実
施した研修や、手話や財務などの専門的な
知識を深めるために実施した研修
山口県ひとづくり財団や全国市町村研修財団、
総務省所管の自治大学校等が実施した研修への
参加や、国等への派遣研修を実施

実施件数：24件
参加人数：1,363人

実施件数：73件
参加人数：310人

9.職員の福祉と利益の保護

②公務災害などの発生状況（令和元年度の宇部市の認定件数）

①安全衛生管理体制（令和元年度の宇部市の状況）
労働安全衛生法などの規定に基づいて安全衛生委員会（1カ所）と衛生委
員会（2カ所）を設置し、快適な作業環境の整備や職員の安全と健康の確
保などの労働安全衛生管理に努めています。また、産業医による定期
的な健康相談や職場巡視、精神科医によるメンタルヘルス相談事業を
実施しています。

20件の災害が発生（職務中の事故が17件、通勤途上の事故が3件）

※令和2年度は任期付
　職員（保育士）を22人
　採用したため、計画を
　上回ったもの

（各年度4月1日現在）
10.定員適正化計画の達成状況

泫1.派遣職員は含み、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員は除く
　2.交通局は計画策定中

11.勤務条件に関する措置の要求と
    不利益処分に関する不服申立て
令和元年度は実績なし

3
2
4
9
0
0
9

2
1
1
4
0
0
4

部長職
部次長職
課長職

課長職以上
課長職以上

区　　分 令和元年度退職者 民間企業等（再就職の届があった者）
離職時に、管理か監督の地位（課長職以上）にあった職員の営利企業などへの再就職状況

交　通　局
上下水道局

宇　部　市

計

合計

交通局、上下水道局の
一部職員、再任用職員を除く

8級（部長）18人（1.7％）
7級（次長・課長）
115人（10.8％）
6級（課長補佐）
103人（9.7％）

5級（係長・主務主任）
146人（13.7％）

4級（係長・主任）
440人（41.4％）

3級（係員）132人（12.4％）
2級（係員）63人（5.9％）

1級（係員）47人（4.4％）

（基準年度）

計画
実績

宇部市

H30 R1 R2 R3 R4980

1,004 999

1,019

1,004

1,022
1,014

1,004

997990
1,000
1,010
1,020
1,030

上下水道局 計画
実績
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動

■申込先・問い合わせ　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020

誰ひとり取り残さない子育て応援
「家族」「地域」「社会」で支える

妊娠中・子育て中の方！心と体をリフレッシュ！！
　出産や育児の不安や悩みはありませんか？保健師や保育士に
相談したり、ひとりでゆっくり食事や休憩をしたりして、心とからだ
をリフレッシュしましょう。（託児もあります）
●日時　8月17日㈪、28日㈮
　10時～15時の間の希望する時間　※今後、毎月2回開催します
●場所　COCOLAND（上宇部75）
●対象　次のすべてを満たす人
　▷本市に住民登録のある妊婦、保護者とその子
　▷原則として対象児童が未就学児であること
　▷出産や育児などに不安があるなど、支援が必要と市が認めた人
●費用　食事代として大人一人500円程度（希望者のみ）
●定員　各回9組　
●申込期限　各開催日の7日前

〝うべ子育てパートナー〟って？
　所定の研修・講座を受講した人を市が「うべ子育てパートナー」
として認定する新たな制度を始めます。地域の身近な支援者と
して、一緒に子育て世代を支えていきましょう。
●活動内容　
　▷子どもや子育てに関する相談対応や情報提供などの支援
　▷関係機関との連絡調整、連携など
●認定要件　次のすべてを満たす人
　▷「山口県子育て支援員研修の基本研修」を受講済か今年度
　　受講予定
　▷10月に開催する「うべ子育てパートナー養成講座」を受講
　　する
　　申込期間　8月24日㈪～9月18日㈮

宇部市職員を募集

環境審議会委員の募集

人権学習セミナー

市ホームページでは、子育て情報を随時更新中です▶

■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205イベントの 園内施設休業日…毎週火曜（8月11日、9月22日を除く）、8月17日㈪
※天候その他の事情により、イベント内容が変更・中止になる場合があります

●柳原義達　特集展示　本物を見てみよう！
　戦後を代表する彫刻家であり、UBEビエンナーレの草創期
　から深く関わった柳原義達の特集作品展示
　日時　9月22日（火・祝）まで　10時～16時　
●夏の美術室テイクアウト
　おうちで制作できる便利な工作キットを
　販売・サンプル展示します
　日時　9月22日（火・祝）まで　10時～16時

●ときわ動物園早朝開園
　日時　8月13日㈭～15日㈯　8時30分～17時
　※期間中、ときわ動物園に入園した人は、ときわ遊園地の　
　　乗り物100円引き（1台限り、一部機種除く）
●早朝屋外ふれあい動物
　広 と々した芝生広場で、ウサギやモルモットとのふれあいを
　お楽しみください
　日時　8月13日㈭～15日㈯　8時～9時　※雨天中止
　場所　ときわ遊園地芝生広場 …ときわ湖水ホール　　…ときわ遊園地　　…ときわ動物園湖開催場所の表示 遊 動

対　　象　県内の小学生・幼児
題　　材　秋吉台サファリランド、徳山動物園、ときわ動物園の生き物や
　　　　　風景　※施設内で絵を描く場合は、本人の入園料無料
大 き さ　四ツ切の画用紙　※画材や画用紙は各自で準備
提出方法　作品裏面に学校・幼稚園・保育園名、学年、氏名（ふりがな）、
　　　　　性別を明記し、各施設へ提出
提出期限　9月7日㈪
問い合わせ　ときわ動物園（☎21－3541）

ときわ動物園の動物（常盤湖のペリカン、
ハクチョウを含む）、園内風景の写真を
募集します　※応募要項はときわ動物園
ホームページなどをご覧ください
審 査 員　内山晟（動物写真家）
申込期限　9月15日㈫
申 込 先　ときわ動物園（☎21－3541）

県児童・幼児動物画コンクール

ときわ動物園写真コンテスト　写真募集　お盆特別早朝開園企画

はつらつ健幸ポイント　参加者募集中
　活動量計やスマートフォンアプリを使って歩数を計測し、ポイントをためると最大5,000円相当の景品と交換できます。
外出自粛による運動不足の解消に、新しい生活様式の健康づくりを始めませんか？
　※ウオーキングをする時は、他の人との間隔をとるなど感染予防対策をお願いします
　※熱中症予防のために、こまめに水分を補給し、帽子や日傘を利用しましょう

　野外焼却によって発生する煙や悪臭・有害
物質が原因で、「洗濯物が干せない」「呼吸
が苦しい」など、近隣住民の迷惑となっていま
す。
　野外焼却は一部の例外を除き、法律で禁
止されていますので、分別した上
で指定の場所に出し、快適な生活
環境を守りましょう。

　「はつらつ健幸ポイント」参加者向け運動プログラムの参加者を募集しています。個人の体力に応じた有酸素運動や
筋力トレーニングのプログラムに基づき、週 1回の教室への参加、自宅での運動に取り組みます。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、内容が変更になる場合があります

●対象　市内在住か在勤の20歳以上
●年会費と申込方法

●定員　1,800人（先着順）　※残りわずか
●参加者の声　▷ポイントが励みになり歩く機会が増えた
　　　　　　　▷機器の操作は思ったより簡単だった
■申込先・問い合わせ　健康増進課
　〒755－0033　琴芝町二丁目1－10
　☎31－1777　>35－6533※申込書は市役所、保健センター、北部総合支所、各市民・ふれあいセンター

　に設置のほか、市ホームページに掲載

コース　  年会費 　　　　　　申込方法
活動量計 申込書を提出（郵送、FAX、持参）かウェブ申し込み1,000円
ア プ リ ウェブ申し込み500円

詳細やウェブ　
申し込みはこちら▶

あなたに
ぴったりの個別運動
プログラム

各コース共通事項
●費用　3,000円／月
　（別途、活動量計1,000円／年が必要）
●申込方法　希望コース・場所、氏名、
　電話番号、住所、年齢を申込先に
　連絡
●申込期限　8月21日㈮
　※申し込み多数の場合は抽選
■申込先・問い合わせ　健康増進課
　☎31－1777　>35－6533

野外焼却はやめましょう

■問い合わせ　環境政策課
　☎34－8248　>22－6016

　自転車を利用しやすい空間整備や環境づくりを進めるため、「歩行者・クルマと共存できる
安心・安全なまち」を基本方針とする計画（素案）を取りまとめました
●素案の閲覧場所　市役所、北部総合支所、各市民・ふれあいセンターなどに設置のほか、
　市ホームページに掲載
●対象　市内に居住か通勤・通学する人
●提出方法　氏名、住所、市外の人は勤務先か学校名を記入し、郵送、FAX、メール
　で提出　※メールの場合は、開封確認メッセージの要求か、電話で到達確認をしてください
●募集期間　8月24日㈪まで
●提出先・問い合わせ　道路整備課　☎34－8415　>22－6064
　dkkanri@city.ube.yamaguchi.jp

宇部市　パブリックコメント 検索

●日時・場所・定員　
　10月～　▷宇部西リハビリテーション病院
　　　　　　16時～17時30分（月～金曜）　50人
　　　　　▷宇部リハビリテーション病院
　　　　　　15時50分
　　　　　　　　～17時20分（月～金曜）　20人
●対象　市内在住か在勤の40歳以上で、生活習慣
　病など（高血圧、脂質異常症、糖尿病など）の治療
　中の人※医師から運動制限をされていないこと

病気があっても運動したい人コース
●日時・場所・定員　
　10月～　▷フィットネスクラブ　HBACC　定員あり
　　　　　▷カーブス（宇部駅前店、フジグラン宇部店、
　　　　　　おのだサンパーク店、サンパークあじす店）　
　　　　　　回数制限・定員なし
　　※実施の時間、定員は問い合わせてください
●対象　市内在住か在勤の65歳以上
　　　　※医師から運動制限をされていないこと

運動で体力年齢若返りたい人コース

ハ バック

×

※子育て家庭を応援する「うべ妊婦・子ども応援団」（企業など）
　を募集中！ぜひご応募ください。

●内容　環境保全に関する基本的事項の検討など
●応募資格　市内在住の18歳以上で、年間3回程度平日に開催する
　会議に出席できる人
●任期　11月15日～令和4年11月14日（2年間）
●募集人数　2人

●申込方法　応募用紙と小論文「宇部市の環境について市民として
　思うこと」（様式自由、800字以内）を、郵送、持参、FAX、メールの
　いずれかで提出。応募用紙は市役所、北部総合支所、各市民・
　ふれあいセンターに設置のほか、市ホームページに掲載
　※メールの場合は、開封確認メッセージの要求か、電話で到達確認を
　　してください
●申込期限　8月31日㈪［必着］

■申込先　環境政策課　☎34－8248　>22－6016　info-envi@city.ube.yamaguchi.jp

●試験（就職氷河期世代以外）　第1次…9月20日㈰ 9時30分～　福祉会館
　※就職氷河期世代は書類選考による
●申込期限　▷持参・郵送　8月21日㈮［消印有効］
　　　　　　▷うべ電子申請サービス　8月23日㈰
　　　　　　　https://s-kantan.jp/ube-u/
　※原則、うべ電子申請サービスによる申し込みとします
　※受験申込書などは、人事課に設置のほか、市ホームページに掲載
　※新型コロナウイルス感染症の状況により、試験日などを変更する可能性があります
■申込先・問い合わせ　人事課　☎34－8129　>22－0686

●持参品　筆記用具など
●申込方法　電話、FAX、メールのいずれかで、氏名、電話番号を
　連絡。
　※メールの場合は、開封確認メッセージの要求か、電話で到達
　　確認をしてください
　※手話通訳・要約筆記の希望者は、事前に連絡してください
●申込期限　各開催日の5日前
■申込先・問い合わせ
　人権教育課　☎34－8620　>22－6072
　jinkenkyouiku@city.ube.yamaguchi.jp

区分 職種 受験資格など（条件をすべて満たす人） 採用予定
人数

▷平成3年4月2日～平成15年4月1日生まれ
▷障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
　福祉手帳）の交付を受けている
▷活字印刷文、点字か音声パソコンによる出題に対応できる

▷昭和49年4月2日～昭和60年4月1日生まれ

▷平成11年4月2日～平成15年4月1日生まれ

▷大学(短期大学を除く)
　を卒業したか、令和3年
　3月末までに卒業見込み

7人程度

2人程度

1人程度

2人程度

5人程度

2人程度

1人程度

▷大学(短期大学を除く)
　を卒業したか、令和3年
　3月末までに卒業見込み
▷専門科目を履修済みか
　履修中

▷保健師免許を有する
　か、令和3年3月末まで
　に取得見込み

▷昭和60年4月2日～
　平成5年4月1日生まれ
▷現在県外に居住し、採用後、宇
　部市に定住する意向のある人
　か、令和元年8月1日以降に県外
　から宇部市に転入し採用後も
　宇部市に定住する意向のある
　人
▷公務では得られない多様な経
　験や専門性を活かし、宇部市の
　行政課題に積極的に取り組む
　熱意がある人

行　政

土　木

建　築

保健師

行　政

行　政

行　政

上
級

（
社
会
人
経
験
者（
Ｕ
Ｉ
Ｊ
）対
象
）

障
害
者
対
象 ※点字、音声パソコンによる受験を希望する人は、

　必ず人事課に問い合わせてください

初級
（高校卒業程度）

初級
就職氷河期
世代（　　　　　 ）

人権について～概論
感染症と人権問題
みんなで支える認知症
～高齢者虐待を防ぐために～
誰もが暮らしやすい社会を目指して
ビデオフォーラム「夕映えのみち」
同和問題の解決に向けて
平和の国セネガルから学ぶ多様性
を認め合う社会
犯罪被害者支援を通じてのつながり
インターネット利用に関する問題点
人権学習会を開いてみよう
～SDGsの視点から～
「障がいを考える」
～知的障がい児者支援の現場から～
昔、おとなは子どもだったはず…
学校におけるいじめ対策

8月11日㈫

8月29日㈯

8月19日㈬

9月29日㈫

10月15日㈭
10月21日㈬

9月8日㈫

10月2日㈮

14時～16時
18時半～20時半

18時半～20時半
10時～12時

14時～16時

14時～16時

14時～16時
18時半～20時半

14時～16時
14時～16時

18時半～20時半

14時～16時

18時半～20時半

文化会館　定員：各50人（先着順）
日時 学習内容

ビデオフォーラム「夕映えのみち」8月18日㈫ 14時～16時

学びの森くすのき　定員：20人（先着順）
日時 学習内容

宇部市自転車活用推進計画（素案）の意見を募集

夏の美術室
オンライン開催中

昨年のグランプリ
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●フィジカルディスタンスコンサ
ートVol.2$三隅真実、新造太
郎が歌で元気を贈ります!8月
30日㈰15時～{200人（先着順・
要予約）
●NAOTOアコースティックコン
サートwith榊原大$ジャンルに
とらわれない音楽センスと華麗
なパフォーマンスで人気のバイ
オリニストNAOTOの宇部初公
演!10月3日㈯14時～&全席指
定一般4,800円、財団友の会会
員4,500円、大学生以下2,500円
}文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

申込書と募集団地一覧表を8月
3日から配布します~8月20日～
31日_県施設管理財団宇部支
所（☎37－0878、>35－0233）

就労を希望する会員を募集して
います。まずは説明会にご参加
ください!8月6日㈭、20日㈭、9
月3日㈭、17日㈭各13時半～
#多世代ふれあいセンター
%原則60歳以上}シルバー人
材センター（☎31－3251、>31－
4334）

農林水産業への就業のイメー
ジづくりや研修制度などの情報
収集の場です!8月8日㈯13時

～16時#山口グランドホテル
%農林水産業への就業希望
者、UIJターン希望者、農大生・
高校生と家族など|*†~8月
7日まで_やまぐち農林振興公
社担い手支援課（☎083－902－
6696）http://www.y-agreen.or.jp/

▷テーマ「ウィズコロナとは何
か？」▷講師：小川仁志（山口大
学国際総合科学部教授・哲学
者）!8月22日㈯15時～16時半
{30人（先着順）~8月16日まで
#_図書館（☎21－1966、>21
－3801）
●オンライン視聴もできます
%インターネット環境のある5人
以上の団体など{10組（先着
順）

本市では、アートを介して人・コ
ト・ものをつなぎ、新たなアートコ
ミュニティを創造する「うーばー・
プロジェクト」を始めました。アー
トによる「ソーシャル・デザイン・
プロジェクト」を実施する地域の
話を聞いて、本市のこれからの
取り組みを一緒に考えましょう
※参加者は検温とマスクの着
用をお願いします!8月23日㈰
13時～15時半#ユーピーアー
ルスタジアム{60人程度（先着
順）|*†~8月18日まで_う
ーばー・プロジェクト事務局（☎
34－8389）
https://ubaer.jimdosite.com/

!8月28日㈮13時半～15時#福
祉会館{50人（先着順）
|*?=∑（7面）~8月3日から
_消費者ネットワークうべ（☎36
－9555、>39－2272）
mail@ubenet.com

●パン教室：ロールパン・ハムロ
ール!9月5日㈯10時～14時
&1,500円<エプロン、三角巾、

マスク、筆記用具、持帰り用袋
~8月28日まで
●ハーブを楽しむ会：パエリア作
り＆サフランの育て方（球根プレ
ゼント）!9月24日㈭10時半～14
時&2,000円<エプロン、三角
巾、マスク、筆記用具~9月16日
まで
{各16人（先着順）
|*?=∑（7面）_アクトビレ
ッジおの（☎64－5111、>64－
2800）actvillageono@gmail.com

「認知症サポーター」とは、認知
症を正しく理解し、偏見を持た
ず、認知症の人やその家族を温
かい目で見守る「応援者」です。
講師を派遣する出前講座も可
能です※受講後は、認知症サポ
ーターの証となるオレンジリング
を進呈!9月5日㈯13時半～15
時半#福祉会館|*?†_高
齢者総合支援課（☎34－8303、
>22－6026）
https://s-kantan.jp/ube-u/

盲ろう児・者の理解、通訳・介助
員の役割学習、通訳・介助実習
!9月5日、12日、26日、10月10
日、17日、24日、31日、11日14日、
各10時～16時（全8回）&実習
費などは自己負担{10人|申
込書と返信用封筒（長形3号の
封筒に84円切手を貼付し、宛名
に住所・氏名を記入）を同封の
上、郵送~8月21日［必着］
#_県聴覚障害者情報センタ
ー（〒747－1221山口市鋳銭司
南原2364－1、☎083－985－
0611、>083－985－0613）

税金が使われている建物や施
設、仕事などがテーマの絵と標
語を書いた絵はがきを募集%小
学6年生|はがき大の用紙で、
裏に学校名、学年、氏名、フリガ
ナ、タイトル~通学する学校に
示された期限まで_通学する学
校}宇部法人会（☎33－8610）

再就職に有利な技能・技術を身
につける職業訓練▷募集科：電
気設備技術科!10月2日㈮～来
年3月26日㈮%公共職業安定
所から受講指示か推薦が受け
られる人&教科書、作業服など
の実費~8月27日まで#}ポリ
テクセンター山口（☎083－922
－2143）

海上保安大学校の学生を募集
しています。試験日は10月31日
㈯、11月1日㈰です~8月27日～
9月7日}宇部海上保安署（☎
21－2410）

市民環境部を対象にした監査
の結果を掲示しています!8月
17日㈪まで#市役所、北部総合
支所、各市民センター、万倉・吉
部出張所}監査委員事務局
（☎34－8726、>22－6013）

新たな環境課題に対応するた
め、策定から10年が経過した
「宇部市環境基本計画」を見直
します。環境問題に対する皆さ
んの意見をお聞かせください
!8月31日㈪まで|†（https://
s-kantan.jp/ube-u/）、各ふれあ
いセンターに設置のアンケート
用紙}環境政策課（☎34－
8246、>22－6016）

受給資格がある人は、届いた書
類を期限までに提出してくださ
い|今年度は原則、郵送~児
童扶養手当：8月31日まで、特別
児童扶養手当：9月11日まで
}子育て支援課（☎34－8331、
>22－6051）

1人でも簡単にできる運動を市
ホームページで紹介していま
す。一緒に体を動かして生活習
慣を改善しましょう!来年3月ま
で、毎月最終水曜（予定）}保
険年金課（☎34－8294、>22－
6019）

●ロタウイルスワクチン$10月1
日から、令和2年8月以降に生ま
れた子どもへの、ロタウイルスワ
クチン予防接種が定期接種(無
料)になります。なお、令和2年7
月31日以前に生まれた子ども
は、引き続き任意助成制度を利
用することができます※予防接
種は一番必要な時期に受けまし
ょう%1価：生後6週～24週まで
の期間、5価：生後6週～32週ま
での期間
●子宮頸がん予防ワクチン
（HPVワクチン）$厚生労働省
の通知により、現在、積極的な
接種勧奨を控えていますが、対
象者が接種を希望する場合は、
定期接種として受けることが可
能です。ワクチンの効果と接種
後に起こりうる症状をご理解の
上、接種の判断をお願いします
%小学6年～高校１年の女性
}健康増進課（☎31－1777、
>35－6533）

!8月13日㈭と16日㈰
●白石公園墓地$小羽山線と
八幡宮線の一部の便が墓地内

臨時バス停に停車します
●開公園墓地$開線の風呂ヶ
迫―ひらき台間に臨時バス停を
設置し、全便停車します
}交通局（☎31－1134、>22－
1772）

マイナンバーカードの各種手続
きをする時は、各窓口（市民課、
各市民センター、北部地域振興
課）に電話などで事前予約をお
願いします
_市民課（☎34－8264、>22－
6017）、東岐波市民センター（☎
58－2311）、西岐波市民センタ
ー（☎51－9001）、厚南市民セン
ター（☎41－8320）、原市民セン
ター（☎41－8348）、厚東市民セ
ンター（☎62－0001）、二俣瀬市
民センター（☎62－0180）、小野
市民センター（☎64－2111）、北
部地域振興課（☎67－2813）

学校でのいじめや家庭内での
児童虐待など、子どもをめぐる
問題や悩みについて、時間を延
長して受け付けます。̂ 0120－
007－110!8月28日㈮～9月3日
㈭平日8時半～19時、土・日10時
～17時※通常は平日の8時半～
17時15分}山口地方法務局
（☎083－922－2295）

井戸の周辺にみだりに人や動物
が立ち入らないよう注意し、いつ
も清潔に保ちましょう。1年に1回

以上、定期的に水質検査を受け
ましょう。変化や異常を感じたと
きは飲むのをやめて直ちに水質
検査を受けましょう。水道給水
区域内では、安全な水道水の利
用をお勧めします}生活衛生課
（☎34－8252、>22－6016）

育児を手伝ってほしい人（依頼
会員）とお手伝いしたい人（提供
会員）が登録し、依頼会員が手
伝ってほしいときに有償ボラン
ティアとして提供会員を紹介し
ます。登録を随時受け付けてい
ます%▷依頼会員：小学6年生ま
での子どもがいる家庭の人▷提
供会員：自宅で子どもを預かるこ
とができる人※両方登録もでき
ます&1時間600～700円|印鑑
と会員証用写真を持参（申込時
に撮影できます）_宇部ファミリ
ー・サポート・
センター（福
祉会館内、
☎33－3132、
>22－4392）

新たに介護職として就職する人
に就職支度金を助成します▷助

成金額：常勤介護職員10万円、
非常勤介護職員5万円%①新
卒就職者（常勤介護職員とし
て、市内の事業所などに2年以
上継続して勤務すること）②転
職就職者（新型コロナウイルス
などの影響により介護職以外の
職を失職した人で、常勤介護職
員か非常勤介護職員として、市
内の事業所に1年以上継続して
勤務すること）|申請書などを
提出。要綱などは市役所に設置
のほか、市ホームページに掲載
~来年3月31日まで_高齢者総
合支援課（☎34－8396、>22－
6026）

コミュニケーションの取り方や薬
の相談に精神科医が応じます
!9月5日㈯13時～15時#福祉
会館%本人、家族_むつみ会
（☎35－3365）

補装具の要否判定、適合判定
など!9月15日㈫15時～16時
#福祉会館~8月28日まで
_障害福祉課（☎34－8314、
>22－6052）

❻ ❼

認知症サポーター
養成講座

盲ろう者通訳・介助員
養成講習会

税に関する
絵はがきコンクール

ポリテクセンター山口
10月期受講生

海上保安大学校学生

県営住宅入居者

シルバー人材センター
入会説明会

ふるさとやまぐち農林水産業
新規就業ガイダンス

「手軽にできる健康づくり」
動画公開

ワクチン接種のご案内

市営バス
お盆の墓地臨時運行

マイナンバーカードの手続き
には予約が必要です

子どもの人権110番の
相談時間の延長

井戸の衛生管理を
行いましょう

ご利用ください
ファミリー・サポート・センター

介護職等就職支援
助成制度

身体障害者の巡回相談

統合失調症・
うつ病相談会

監査結果の公表

環境問題に関する
アンケート調査

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得状況届

お知らせ
シンポジウム「アート力と
アートコミュニケーター」

哲学カフェ

賢い消費者講座
「エシカル消費とSDGs」

アクトビレッジおので
体験イベント

募　　集

催し 事前申込
なしで参加
できます

渡辺翁記念会館の
イベント

お知らせ

∑…申込時の必要事項　催し・講座などのタイトル、氏名、郵便番号、住所、連絡先（電話番号など）　※その他の必要事項は記事内に記載
電話番号のみ記載された記事について、電話での申し込みが難しいときは、∑を記載し>22－6063（広報広聴課）へ記号の見方

市政だより放送日
毎週月曜日（7：15～7：25） 
毎週水曜日（7：45～7：55）
毎週金曜日（8：00～8：10）（80.4MHz）

※時間は変更になる
　場合があります

!…日時　#…場所　$…内容　%…対象　&…費用　{…定員　<…持参品　|…申込方法　~…申込期間　_…申込先　}…問い合わせ
*…電話　+…はがき　?…ファクス　=…電子メール　†…電子申請　;…点字　∑…申込時の必要事項（7面参照）　　…はつらつ健幸ポイント対象

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

寄付金報告

植田　玄彦（東京都新宿区）
佐貫　行久（大字際波）
有田　幸一（岩鼻町）
寺薗　茂（小松原町）
奥村　和彦（福岡県京都郡苅田町）
吉松　彬（東京都足立区）
佐渡　文彦（京都府京都市）
株式会社長門製作所（大字山中）
有限会社アイテックス（大字川上）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円

ご協力ありがとうございました。■問い合わせ　財政課　☎34－8173

5万円以上の寄付について報告します
（6月分、敬称略）

宇部市戦没者
追悼献花式

　軍人、軍属のみならず先の大戦で戦争の犠牲となられた方々
に追悼の意をささげるため、追悼献花式を開催します。
　今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市内4カ
所で式典の中継映像をご覧いただきます。戦没者のご遺族、市
民の皆様は下記のいずれかの会場へお越しください。

●日時　8月12日㈬　式典10時～
●会場　福祉会館、西岐波ふれあいセンター、
　　　　厚南市民センター、小野ふれあいセンター
■問い合わせ　地域福祉・指導監査課
　　　　　　　☎34－8326　>22－6028
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定
例
無
料
相
談

■弁護士相談
　!8月19日㈬13時半～15時半　予約受付開始8月6日㈭8時半～
　!9月2日㈬13時半～15時半　予約受付開始8月20日㈭8時半～
　#市役所　{各12人　※受付要件あり　_市民活動課（☎34－8126）
■司法書士相談　!8月12日㈬、26日㈬各9時～11時
　#市役所　{各10人　当日受付8時半～8時45分
　※受付要件あり、要問い合わせ　}市民活動課（☎34－8126）
■契約トラブルや多重債務などの消費生活相談　!月～金曜日　8時
半～17時15分　#}宇部市消費生活センター（☎34－8157）
■税務相談　!9月2日㈬9時～16時　※要予約
　#_宇部税務署（☎21－3131）
■中小企業・小規模事業者向けの経営相談　!8月18日㈫　#市役所

{4組　~8月11日まで　_県よろず支援拠点（☎083－922－3700）
■人権相談　!月～金曜日　8時半～17時15分　#山口地方法務局宇
部支局（☎21－7211）　全国共通人権相談ダイヤル☎0570－003－110

■登記相談　!月～金曜日　9時～16時　※要予約
　#_山口地方法務局宇部支局（☎21－7211）

■男女間の暴力（DVなど）に関する相談　!月～金曜日　9時～16時
　#男女共同参画センター（電話可・☎33－4649）
■やまぐち性暴力相談ダイヤルあさがお　☎083－902－0889
■虐待かもと思ったら「児童相談所全国共通ダイヤル」　☎189
■臨床心理士による教育相談　!8月18日㈫17時～19時　%不登校な
どの悩みをもつ小中学生の保護者　{2人　~8月14日まで　
　#_教育支援課（☎34－8630、>22－6071、相談場所は港町一丁目11－30）
■ひきこもり相談・ひきこもり家族相談会　!8月11日㈫、27日㈭各10時
～16時、22日㈯13時～16時　#_ふらっとコミュニティひだまり（☎21－
1552）
■若者の就労や心の悩み相談　!火～土曜日　10時～18時
　}うべ若者サポートステーション（☎36－6666）
■生きづらさを感じた時の電話相談「山口いのちの電話」
　!毎日　16時半～22時半　☎22－4343
※電話相談は、場合によりつながりにくいことがあります。
　しばらくしてから、おかけ直しください。

19時～22時

9時～17時

9時～21時

小
児
科

内
科・外
科

日時間診療科

※当番医の最新情報や救急病院については、市ホームページをご覧いただくか、
　救急医療電話相談または消防指令センター（☎21－2866）にお問い合わせください。今月の日曜・祝日当番医

宇部市休日・夜間救急診療所 　※12時～13時は待合時間　☎31－1099

宇部市休日・夜間救急診療所　※12時～13時は待合時間、17時～18時は休診　☎31－1099
※0時～ 9時、21時～ 24時は、救急病院で対応します。

8月2日㈰ 14日㈮10日（月・祝）9日㈰ 15日㈯ 16日㈰ 23日㈰ 30日㈰

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

よしもと
小児科医院
中尾
☎22－0555

とみた
小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

むらかみこども
クリニック
東須恵
☎44－4976

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

宇部市　救急医療情報 検索

●歯科　日時　10日（月・祝）  9時～12時、14日㈮、15日㈯、16日㈰  9時～17時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099
●救急病院は救急車の受け入れをしていることがあるため、受診の際は必ず、事前に病院に電話して診療の確認をしてください
●救急医療電話相談　急な病気に困った時、救急にかかる前に専属の看護師に電話相談できます
▷小児救急医療電話相談（おおむね15歳未満）☎＃8000または☎083－921－2755（毎日19時～翌朝8時）
▷救急安心センター（おおむね15歳以上）☎＃7119または☎083－921－7119（毎日24時間）

窓
口
の
時
間
延
長

!
19
時
ま
で
　#
市
役
所

保育園の入園、保育料に関する手続き

児童手当、児童扶養手当、福祉医療費助成、
養育医療

所得証明書など、各種証明書の発行　

子育て支援課　☎34－8330　>22－6051

保育幼稚園学童課　☎34－8327　>22－6051

市 民 税 課 　☎34－8197　>22－6084

業務 日時 問い合わせ

毎週木曜日
※祝日を除く

市税の納付と相談
国民健康保険の各種手続き、保険料の納付と相談

収 納 課 ☎34－8202　>22－6014
保険年金課　☎34－8289　>22－6019

市 民 課　☎34－8243　>22－6017住民票、印鑑証明書、戸籍謄・抄本などの
発行、住所異動の手続き

情報カレンダー情報カレンダー 8月1日～9月5日8月1日～9月5日 すべて予約不要で参加できます（㊒は有料、または一部有料）

かみしばい（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
献血・400mL限定（宇部・山陽小野田消防局　9時～11時15分）
行政相談（市役所　9時～12時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
おはなしのじかん(幼児向け)（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
おはなしのじかん(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
高齢者障害者のための弁護士電話法律相談（☎083－920－
8730　10時～12時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
おはなしのじかん(幼児向け)（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
おはなしのじかん(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
「介護相談ふれんど」（多世代ふれあいセンター　10時～12時）
行政相談・特設人権相談（万倉ふれあいセンター　9時半～11時半）
「なかよし絵本ひろば」よみきかせのじかん（1～3歳くらい）（図
書館　10時半～10時45分）

「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（学びの森くすのき　10時半～12時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
元気アップ教室（TOKiSMA　13時半～14時半）
うべ暮らし交流カフェ（うべスタートアップ　11時～15時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16時）
高齢者障害者のための弁護士電話法律相談（☎083－920－
8730　10時～12時）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
献血・400mL限定（船木ふれあいセンター　9時半～11時半）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）

8月1日㈯

3日㈪
5日㈬

7日㈮
8日㈯

9日㈰
11日㈫

14日㈮
15日㈯

17日㈪
18日㈫
19日㈬

19日㈬
21日㈮

22日㈯

25日㈫

26日㈬

28日㈮
29日㈯

9月2日㈬
4日㈮
5日㈯

プラネタリウム投影会　!8月2日㈰、3日㈪、4日㈫、6日㈭、7日㈮、9日
㈰、10日㈷、11日㈫、16日㈰、23日㈰、30日㈰　各14時～15時15分　
#青少年会館&19歳以上55円


