
事業者向け

（　）内は前月比。2020年5月末日現在
（転入・転出は5月中）の住民基本台帳
による。
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支援制度のご案内個人向け
特別定額給付金
※給付対象者には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
※申請内容・添付書類に誤りがないか、提出前によく確認してください
●給付額　給付対象者1人につき10万円
　　　　　（世帯主の金融機関口座へ振り込み）
●申請方法　郵送申請かオンライン申請（マイナポータル）
●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

宇部市新生児応援特別給付金
●給付対象児　令和2年4月28日から6月30日までに出生し、本市に
　住民登録した新生児
●受給権者　給付対象児を養育する母か父（令和2年4月27日時点で
　本市に住民登録があり、申請日まで引き続き住民登録を有していること）
●給付額　新生児1人につき10万円（受給権者の銀行口座へ振り込み）
●申請方法　市から届いた申請書に振込先口座などを記入して、
　必要書類とともに返送してください。※7月上旬から順次郵送します
■申請先・問い合わせ
　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020

宇部市中小企業等持続化支援金
　令和2年3月から8月までのいずれかの月の売上高が、前年同月比
で20％以上減少している市内中小企業など（全業種）に本市独自の
支援金を交付します　※「宇部市小売・飲食店等持続化支援金」の
給付を受けた場合は対象外
●支援金額　1事業者につき15万円（1回限り）
●申請期限　9月30日㈬※消印有効
●申請方法　申請書と必要書類を郵送で提出。申請書は市役所、
　各ふれあいセンターに設置のほか、市ホームページに掲載
■申請先・問い合わせ　新型コロナウイルス対策室　
　〒755－8601　常盤町一丁目7－1　☎34－8360　>22－6041

固定資産税・都市計画税の軽減措置
　事業収入の減少幅に応じて、令和3年度の固定資産税・都市計画
税を全額または1/2減免します　※申請前に認定経営革新等支援
機関等の認定を受ける必要があります
●対象者　資本金または出資金の額が1億円以下の法人、常時使用
　する従業員数が1,000人以下の法人など（条件あり）
●対象資産　償却資産、事業用家屋
●申請期間　令和3年1月4日㈪～2月1日㈪（予定）
■申請先・問い合わせ　資産税課　☎34－8191　>22－6053

　新型コロナウイルスの感染を防ぐ「新しい生活様式」の一つとしてマスクの着用が求められる中、
今年はより一層、熱中症に注意する必要があります。マスクを着用する場合には、負荷のかかる作業
や運動は避け、周囲の人と十分な距離（2メートル以上）がとれる場所で、マスクをはずして休憩をとり
ましょう。また、こまめな水分補給を心掛け、体調が悪いと感じたら無理せず静養しましょう。

熱中症対策をしながら感染予防を続けましょう

新型コロナウイルスに関する各種相談窓口

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ ※6月19日時点の情報をもとに作成

　しています

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

詳細は▶
こちら　

●一般的な風邪の症状については、かかりつけ医や最寄りの
　病院に電話でご相談ください
●少なくとも次の条件に当てはまる人は、すぐに最寄りの県の
　保健所にご相談ください
①息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状の
　いずれかがある場合
②高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD等）などの基礎
　疾患のある人、透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤など
　を用いている人など重症化しやすい人で、発熱や咳などの比較的
　軽い風邪の症状がある場合
③上記以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

※妊婦は、念のため早めにご相談ください
■相談窓口　山口県宇部健康福祉センター（☎31－3203）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）※症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差が
　ありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。
　解熱剤などを飲み続けなければならない人も同様です。

　国や自治体が発信する正確な情報を入手し、不確かな情報やデマを
拡散することのないよう、冷静に行動しましょう。困った時は、一人で悩
まず相談してください。
■みんなの人権110番　☎0570－003－110
■子どもの人権110番　^0120－007－110
■女性の人権ホットライン　☎0570－070－810
■外国語人権相談ダイヤル　☎0570－090－911

電話による人権相談窓口

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

申請受付中



広報うべ 2020年７月号 広報うべ 2020年７月号❷ ❸SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減
　同一月に同一医療機関に支払う医療費の窓口負担が、自己負担限
度額までとなります。
　申請は随時受け付けています。認定証は申請月の初日から有効と
なります。
●限度額適用認定証
▷対象
　①70歳未満の国民健康保険加入者
　②70歳以上で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の
　　国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者
　※国民健康保険料を滞納している世帯には、交付できない場合が
　　あります。

▷申請場所　保険年金課
▷申請に必要なもの　被保険者証、認定証、入院日数が確認できる
　書類（領収書など）

「区分オ」、「区分Ⅱ」と認定されている期間の入院日数が、
過去1年間で91日以上となる場合、申請すると食事代が
さらに減額されます。

●限度額適用・標準負担額減額認定証
▷対象
　①国民健康保険加入者…世帯内の国民健康保険加入者全員と
　　世帯主が住民税非課税の人
　②後期高齢者医療制度加入者…世帯全員が住民税非課税の人

●保険料均等割額の軽減
　　本則7割軽減の対象者は、これまでさらに上乗せして軽減されて
　きましたが、段階的に本来の軽減水準に戻します

　不要不急の外出を控えるなど新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、受給者証の有効期間が自動で１年間延長されます。

●被用者保険（健康保険や共済組合など）の被扶養者の保険料軽減
　　後期高齢者医療制度に加入した場合の均等割額は、資格取得後
　2年を経過する月までの間に限り5割軽減となります（所得割額なし）

●募集予定住宅
　石原、西岐波、猿田、中央町第2借上、中央町第3借上、
　中央町第5借上、東部、東新川、東山、風呂ヶ迫、見初
　※借上住宅は居住期限があります
●申込案内
　7月13日から募集住宅の一覧表と申込書類一式を交付します
　▷設置場所　①市役所庁内アジアJV ②北部総合支所
　　　　　　　③各市民センター
　　　　　　　④アジアJV事務所窓口
　　　　　　　　　（鍋倉町5－15－2ホームメイトFC内）
　　　　　　　⑤ゆめタウン宇部内（1F中央エスカレーター前ほか）
　　　　　　　※①～③は土・日曜休み、④は水曜休み
　▷申込方法　①か④に申込書を持参か、①に郵送
　▷申込期間　7月20日㈪～31日㈮[消印有効]
●入居予定日　9月1日㈫
　※随時募集している市営住宅もあります（詳細は問い合わせてください）

■問い合わせ　保険年金課　☎34－8343　>22－6019

長期入院
の申請

既
に
認
定
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
は

国民健康保険加入者
　更新が可能な人には、7月中旬に申請書を送付します。
　認定証が必要な人は、8月末までに申請をしてください。
後期高齢者医療制度加入者
　申請の必要はありません。該当者には7月下旬に新しい
　認定証を郵送します。

■申請窓口
　保険年金課［国民健康保険は⑨番窓口（☎34－8285、>22－6019）、
　後期高齢者医療制度は⑧番窓口（☎34－8343 >22－6019）］、
　北部総合支所、各市民センター

後期高齢者医療保険料
軽減特例が見直されます

市営住宅（空き住宅）入居者募集

対象者の所得要件 均等割の軽減割合

（　　　　　　　　　　　　　　　 ）世帯主及び世帯の被保険者全員の
軽減判定所得の合計額

令和
元年度本則

7割
8割

8.5割 7.75割 7割

7割

5割

2割

5割

2割

令和
2年度

令和
3年度

［平成30年度における8.5割軽減の区分］
33万円以下

［平成30年度における9割軽減の区分］
33万円以下のうち、世帯の被保険者

全員の各種所得なし
33万円＋(28.5万円×被保険者数)以下

33万円＋(52万円×被保険者数)以下

自立支援医療費（精神通院医療）
受給者証の有効期間が自動延長

されます

国民年金保険料の免除と猶予の申請

対象

注意事項

　現在、お持ちの受給者証の有効期間の終了日が、令和2年3月1日
から令和3年2月28日までの人
▷手続きは不要です。
▷新たに有効期間が延長された受給者証は発行しません。有効期
　間の書き換えを希望する場合は、障害福祉課まで受給者証を
　持参してください。
▷すでに更新手続きが完了している場合は、特に対応する必要は
　ありません。

　経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な人は、申請
により保険料の免除や、50歳未満の人は納付の猶予を受けられる
ことがあります。申請をすることなく納付をしない場合は、65歳になっ
た時に受け取る年金の額が少なくなったり、受給できなくなったりす
ることがあります。

▷精神障害者保健福祉手帳と同時の更新申請をしている場合
　　受給者証の有効期間を自動延長すると、精神通院医療と手帳
　の更新時期において診断書の提出期間が一致しなくなります。
　不都合がある人は通常どおりの更新申請手続きをしてください。
▷受給者証の記載事項に変更がある場合
　　受給者証の記載事項など（住所、保険、受診を希望する医療機
　関など）に変更がある場合は、通常どおりの変更申請手続きをし
　てください。
■問い合わせ　障害福祉課　☎34－8314　>22－6052

7月から、令和2年度分（7月分～来年6月分）の申請を受け付けます

●申請場所　保険年金課、北部総合支所、各市民センター
●申請に必要なもの
　▷年金手帳など基礎年金番号がわかるもの、印鑑
　▷失業などで申請する場合は、雇用保険被保険者離職票など
■問い合わせ　保険年金課　☎34－8292　>22－6019
　　　　　　　宇部年金事務所　☎33－7111■問い合わせ　アジアJV　☎37－0211　 info@asia-jv.com

宇部市緊急避難場所・避難所の追加指定 （7月1日付け）
【追加指定】

※100年に1度…平成11年台風18号規模の
　浸水が予想される場合
　500年に1度…宇部市高潮ハザードマップで
　想定する規模の浸水が予想される場合

所在
緊急
避難
場所

避難所 地震 津波 洪水土砂
災害 100年

に1度
500年
に1度

災害種別
高潮（※）施設名

東岐波 東岐波中学校 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　災害に備えて、避難先や避難経路、非常用持ち出し品や食料・飲料などの備蓄を確認しておきましょう。

　建設中の玉川ポンプ場に接続する下水道管の新設工事
に伴い、8月上旬からJR玉川踏切が終日全面通行止めと
なります。

●内容　男女共同参画の推進に関する提言や検討など
●募集人数　2人
●応募資格　市内に在住、在勤、在学の20歳以上（11月1日現在）で、年2回
　程度開催する会議に出席できる人
●任期　11月1日～令和4年10月31日（2年間）
●申込方法　応募用紙と小論文「女性の活躍推進及び男性の意識改革に対
　する本市への提言」（様式自由、800字以内）を、持参、郵送、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、男女共同参画センターに設置のほか、市ホームページに掲載
　※持参以外で提出の場合は、電話で到達確認をしてください
●申込期限　7月31日㈮[必着]

●試験　一次：10月18日㈰ 9時～　宇部・山陽小野田消防局
　　　　二次：11月下旬予定
●受験資格　平成2年4月2日～平成15年4月1日に生まれ、採用後に、宇部市
　か山陽小野田市に居住できる人
●採用予定人数　11人程度
●申込期限　9月1日㈫[消印有効]
※受験案内などは宇部・山陽小野田消防局総務課、各消防署・各消防出張所
　に設置のほか、消防局ホームページに掲載

■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

全面通行止めの
お知らせ

厚
東
川

JR小野田線

至山陽小野田

至宇部市役所

居能駅

居能駐在所

居能
郵便局

ナフコ

ナフコ玉川ポンプ場（建設中）

宇部湾岸道路（宇部スカイロード）

J
R
宇
部
線

R
１
９
０
号

玉川踏切
全面通行止め

～玉川ポンプ場建設工事～

●規制期間　8月上旬～来年2月下旬
　▷車両は、宇部湾岸道路（宇部スカイロード）への迂回を
　　お願いします
　▷自転車や歩行者は、周辺道路への迂回をお願いします

うかい

うかい

■問い合わせ　上下水道局下水道企画室
　　　　　　　☎21－2191　>21－2179

男女共同参画推進審議会委員の募集

■申込先　人権・男女共同参画推進課　☎34－8308　>22－6016
　　　　　gender-equal@city.ube.yamaguchi.jp

■申込先・問い合わせ　宇部・山陽小野田消防局総務課
　　　　　　　　　  　☎21－6112　>31－0119

宇部・山陽小野田消防組合 消防吏員採用試験

災害時の避難所における感染症対策をまとめました

※1　状況に応じて、指定の避難所などから福祉避難所や宿泊施設へ移動していただきます
※2　緊急の場合など連絡する時間がない場合は、指定避難所へ到着した時に受付へお知らせください

　災害発生時に避難所などでの感染症拡大を
防ぐための注意事項を「宇部市避難所等の運
営における感染症対策マニュアル」としてまとめ
ました。このマニュアルには、避難所の管理・運
営方針に加え、避難の際、市民の皆さんに注意
していただきたいことを掲載しています。各ふれ
あいセンターに設置するほか、市
ホームページに掲載していますの
で、ご確認ください。

避難所の「3密」対策
①災害時の対象者別避難先として、避難施設
　の利用基準を設定しました（右図参照）
②避難勧告などの対象地区だけでなく、近隣の
　地区を含む広域で避難所を開設します
③開設した避難所ごとの混雑状況を、市ホーム
　ページや防災メールでお知らせします

災害時の対象者別避難先

避
難
者
・
被
災
者

▷在宅避難（自宅）

▷福祉避難所
▷宿泊施設（ホテル・旅館など）

▷医療機関
▷宿泊施設（ホテル・旅館など）

▷指定の避難所など
▷安全な親戚・知人宅

▷宿泊施設（ホテル・旅館など）

▷自宅などの場所が安全・被害の程度が軽い世帯

▷感染が確認されている人

▷上記以外の被災者

▷介助や介護を要する人など ※1

※2　事前に地域福祉・指導監査課へ連絡

指定の避難所など

▷感染症状のある人とその世帯
▷濃厚接触者 ※1

指定の避難所など

■問い合わせ　地域福祉・指導監査課
　　　　　　　☎34－8325　>22－6028
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■問い合わせ　文化・スポーツ振興課　☎34－8614　>22－6083

■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

※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
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、『じゃぶじゃぶ池』
　『サマーフェスタ』は中止します

●阿部雄介写真展　生命の楽園ボルネオ
　～メガダイバーシティの森～
　多種多様な生物が生息するボルネオの
　姿を写真で紹介
　日時　7月5日㈰まで
　　　　　ボルネオの森の動物と昆虫
　　　　7月11日㈯～26日㈰
　　　　　ボルネオの森の植物
　　　　各9時30分～17時
　場所　体験学習館モンスタ
●おうちで楽しむ草木染めワークショップ
　染料・巾着袋・説明書のセットを販売しま
　す。おうちで草木染めをしてみませんか？
　日時　7月23日（木・祝）9時～
　場所　ときわミュージアム
　費用　500円　
　定員　先着20人
　　　　※1人1個まで
　問い合わせ
　　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　（☎37－2888、>37－2889）

作り方は
YouTubeでも
公開中

みんなの想いを一つにつなぐ

ときわ公園モザイクアート
　あなたが撮影したときわ公園の写真をお寄せください。
みなさんから寄せられた写真をweb上で大きなモザイク
アートにします。  ※写真は何枚でも応募できます

応募方法 （応募期限：９月１８日㈮）

画像データの場合 プリントした写真の場合
●SNSで応募する ●郵送する

　応募用紙と写真をときわ
　公園課に送ってください。
　※応募用紙は、市役所、各市民センター、図書館、
　　TOKiSMAなどに設置のほか、ときわ公園
　　ホームページに掲載
　※写真の返送が必要な場合は、返信用封筒
　　（切手付き）を同封してください
　宛先　〒755－0001
　　宇部市大字沖宇部254番地　ときわ公園課
●ときわ公園課（ときわ湖水ホール内）に
　持参する
　その場でスキャンしてお返しします。

●特設サイトから応募する

（　  　　　　　　　　　　　　　）ご自身のFacebook、Instagram、
Twitter
画像１枚ごとにそれぞれ
「#ときわ公園モザイクアート」とフォト
ネームを記載し、一言メッセージ（20文字
以内）を添えて１枚ずつ投稿してください。
※フォトネームとは写真に付ける名前のこと
　で、数ある画像の中からweb上で自分の
　画像を検索する際に必要
　となります

異なる多数の図柄を
組み合わせて、一つの
作品にする手法

!…日時　#…場所　%…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　∑…申込時の必要事項（7面参照）

ソーラーカーを作って太陽光発電
体験（試走）をしよう※マスク着用
!8月2日㈰①10時～10時40分②
11時～11時40分③13時～13時40
分④14時～14時40分⑤15時～15
時40分#多世代ふれあいセンタ
ー%小学3～6年生{各12人（先
着順）※保護者同伴不可
|*+?=∑（7面）と学校名、学

年、保護者氏名、参加希望時間
~7月31日まで_地球温暖化対
策ネットワーク（〒755－0032寿町
二丁目11－28、☎>38－8183）
unccainfo@ybb.ne.jp

厚東川にすむ小さな生物を観察
し、川の水の汚れ具合を調べよう
!8月8日㈯9時～11時半#二俣
瀬桜づつみ公園%小学生と保護

者{30人<川に入ることのできる
靴、タオル、帽子、着替え、筆記用
具、飲み物など|?†∑（7面）と
フリガナ、学校名、学年、メールア
ドレス~7月14日まで_環境政策
課（☎34－8248、>22－6016）
https://s-kantan.jp/ube-u/

●ポスター▷題材：自由▷画材：自
由▷大きさ：四ツ切か八ツ切の画

用紙●習字▷題材：小学1～3年
「みらい」「せんきょ」、4～6年「明
るい選挙」「政治」、中学生「きれ
いな選挙」「民主主義」、高校生
は自由▷大きさ：小学生は半紙、中
高生は自由●標語：「明るい選
挙」をテーマとし、字数は自由
%小・中学生、高校生、1人各1点
まで_在籍する学校~各学校が
定める期限}選挙管理委員会事
務局（☎34－8451、>22－6069）

記号の見方

夏の子ども向けイベント情報

親と子の水辺の教室

明るい選挙啓発作品募集

夏休みミニソーラーカー
工作教室

総合型地域スポーツクラブ
　地域住民により自主的・主体的に運営され、子どもから高齢者
まで参加できるスポーツクラブです。見学もできますので、まずは
各クラブへお問い合わせください。

会員
募集

●Goppoええぞなクラブ
　活動拠点　Goppoええぞなクラブハウス（東岐波丸尾）ほか（定期）
　活動プログラム　エアロビクス、剣道、ソフトテニス、卓球など
　問い合わせ　中野（☎39－6336）
●白鳥健康教室
　活動拠点　ココランド山口・宇部ほか　（週1回水曜日）
　活動プログラム　グラウンドゴルフ、フォークダンス、太極拳など
　問い合わせ　中川（®090－4694－7637）

●おばやまエンジョイクラブ
　活動拠点　小羽山小学校ほか　（月1回日曜日）
　活動プログラム　アクティブチャイルドプログラム（ACP）など
　問い合わせ　朝廣（®070－2368－4112）
●よりあい処　西ヶ丘
　活動拠点　西ケ丘自治会館　（週2回）
　活動プログラム　健康運動教室、サロン(喫茶)、映画鑑賞など
　問い合わせ　新谷（®090－1019－0836）
●NPO法人コミュニティスポーツくすのき
　活動拠点　楠若者センター（定期）
　活動プログラム　フットサル、
　　　　　　　　  バドミントン、登山など
　問い合わせ　事務局（☎67－2150）

■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

宇部市は
妊婦応援都市の
推進をします

　子育て家庭を応援する企業などを「うべ妊婦・子ども応援団」と
して登録し、妊娠・出産から子育てを切れ目なく社会全体で支え
ていきます。

　公共施設の空き状況確認や予約ができる公共施設予約サービス
が、10月から「ひろしま・やまぐち公共施設予約サービス」に変わりま
す。なお、新サービスを利用するには利用者登録が必要です。

　出来上がったマイナンバーカードは、本人限定受取（本人
のみ受け取り可能な郵便物）で、自宅に郵送します。

「うべ妊婦・子ども応援団」を結成します！

●活動内容
　▷赤ちゃん誕生おめでとう箱への物品提供
　▷妊婦・子ども応援クーポン(令和3年度から実施予定)の取扱店
　　への加盟など
　　※登録後は、市ホームページなどで広く周知します
●登録対象者　市内の企業、店舗、事業所、団体など
　　　　　　　※申込方法などは問い合わせて
　　　　　　　　ください

●開設時間　各9時30分～15時
　※予約状況により変更になる場合があります
●定員　各15人程度
●持参品　通知カード、本人確認書類（運転免許証など）、
　印鑑、住民基本台帳カード（お持ちの人） 
●申込期限　開設日の3日前まで（土・日を除く）

■予約受付窓口　市民課　☎34－8264　>22－6017

　出産準備や育児などにかかる費用に対して、助成を行います。
妊婦・子ども応援助成金

●実施期間　令和2年7月１日～令和3年3月31日
●支給対象者
　※対象者には、面接時に関係書類を配付します
　※いずれも、助成金請求時に本市に住民登録がある人が対象です
　▷令和2年7月１日以降に妊娠７カ月面接を受け、面接日時点で
　　本市に住民登録がある妊婦
　▷令和2年6月30日以前に妊娠７カ月面接を受け終わり、令和
　　2年7月１日時点で本市に住民登録がある妊婦
　　（令和2年6月30日以前に出産した人は対象外）
　▷妊娠７カ月を過ぎて出産前に本市に転入した妊婦
●助成額
　1人あたり　10,000円を上限
　※多胎児の場合は、出産予定人数×10,000円を上限
●助成対象サービス
　タクシー、家事支援サービス、子どもの預かりサービス、
　出産準備品などの購入費用　※領収書を保管しておいてください

　本市では「妊婦応援都市の推進」として、企業や団体などでつくる「うべ妊婦・子ども応援団」と協力
し、妊産婦や、子ども、子育て世代をまちぐるみで応援していきます。また、11月3日(いいお産の日)には
「妊婦応援都市宣言」を行い（予定）、市民の皆さんとともに誰もが暮らしやすい共生社会の実現を目指
します。

マイナンバーカードの申請をお手伝い
します 予約制

7月15日㈬ 吉部ふれあいセンター
7月21日㈫ 万倉ふれあいセンター

開設日　　　　　開設場所

マイナンバーカード
臨時窓口を
ご利用ください

山口ゆめ回廊
地域通訳案内士育成研修

　外国人旅行者に、山口県央連携都市圏域内の魅力を伝える通訳案内
ガイドになりませんか。　※ガイドは有償　※事前選考あり
●日時　8月30日～11月29日の日曜（全10回）
　　　　各10時～16時（予定）
●場所　小郡ふれあいセンター、小郡地域交流センター
●研修内容　接遇、観光知識の習得、語学、実務　など
●対象　英語、スペイン語、韓国語、中国語で事務局が設定する
　　　　語学力を有する人
●申込期間　7月15日㈬から
■申込先　山口観光コンベンション協会
　　　　　☎083－933－0088　>083－933－0089

公共施設予約サービスが変わります

※現在のサービスを利用している人が新サービスを利用する場合も、
　利用者登録が必要です。
※現在のサービスは9月末まで利用できます。
●利用者登録開始　7月1日㈬から
●申込方法　本人確認書類を提示の上、申込先に申込書を提出。
　申込書は各施設に設置のほか、市ホームページに掲載。
●申込先　文化施設：各施設
　　　　　体育施設：ユーピーアールスタジアム、西部体育館、
　　　　　　　　　  楠若者センター
■問い合わせ　ICT・地域イノベーション推進グループ
　　　　　　　☎34－8119　>22－6009

◀「妊婦応援都市の推進」のロゴマークを
　作成しました。
　今後、さまざまな関連事業に活用していきます。

市ホームページでは、子育て情報を随時更新中です▶

休日臨時窓口を開設します 予約制
休日にマイナンバーカードの各種手続きができます。
●日時　7月18日㈯ 8時40分～11時40分
■場所・申込先　市民課　☎34－8264　>22－6017
※マイナンバーカードを受け取る人で、受取場所を
　市民センターから市役所本庁舎に変更する場合は、
　7月15日㈬までに予約をお願いします。

モザイクアートとは？

http://www.tokiwapark-mosaicart.info
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!7月20日㈪13時半～16時
#国際ホテル宇部%求職者、
来年3月に大学などを卒業予
定の人、保護者}山口しごと
センター（☎083－976－1145）

結核・肺がん、胃がん、大腸が
ん、子宮がん、乳がん、骨粗
しょう症、特定健康診査※対
象者のうち、がん検診を過去3
年間受診していない人には、
がん検診受診券の送付を停
止しています。送付を希望す
る人は連絡してください
!#①7月18日㈯保健セン
ター②7月27日㈪ときわ湖水
ホール、各9時～12時%事業
所などで健診を受ける機会の
ない人など&{各健診により
異なる（有料、先着順）<受診
券、検査費用~①は受付中、
②は7月1日から_保健セン
ター（☎31－1777、>35－
6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/

ごみの減量につながるアイデ
アを募集します▷賞金：最優秀
賞（1点）1万円、優秀賞（2点）
5千円%市内在住か在勤、在
学の人、市内の法人や団体
|申込書を提出。申込書は申
込先、市役所、各ふれあいセ
ンターなどに設置のほか、市
ホームページに掲載~7月31
日まで_廃棄物対策課（☎34
－8247、>33－7294

実践的なプログラミング講座
や新規事業の事業計画作成
など、起業に必要な発想力や
技術力を養成します。申込書
などは市ホームページに掲
載。※新型コロナウイルスの
感染状況によっては、オンライ
ン実施の場合があります※大
学生以上は、うべスタートアッ
プへの会員登録と1回以上の
セミナーへの参加が必須条件
です!8月2日～10月25日（予
定）10時～12時（全8回）#専
門学校YICリハビリテーション
大学校（西宇部）%市内在住
か在勤、在学の中学生以上
（文字入力など基本的なパソ
コン操作ができること）{20人
程度~7月17日まで_YIC学
院（☎43－7388、>45－1010）

「まちかどブックコーナー」と
は、誰でも気軽に読書を楽し
める地域のミニ図書館です。
詳細は問い合わせてください
%市内の店舗、公共施設など
{8カ所程度（先着順）|申込
書を提出。申込書は申込先に
設置のほか、市ホームページ
に掲載_図書館（☎2 1－
1966、>21－
3801）

▷企画のテーマ：女性や男性
のチャレンジ支援、DVの防止
など▷実施期間：来年2月28日
まで▷実施場所：市内%市内
を拠点として活動する非営利
の団体･グループ{1団体程
度|申込書を提出。申込書は
市役所、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~7月31日ま
で_人権･男女共同参画推進
課（☎34－8308、>22－6016）

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!7月16日㈭、8
月6日㈭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）

植物を育てることは、五感を
刺激し感受性や感情を豊かに
する効果があるといわれてい
ます。植物が持つ癒し効果を
学んでみませんか!7月18日
㈯から毎月１回（土曜か日曜、
全6回）10時～12時#まちなか
環境学習館ほか&3 ,000円
{20人（先着順）<筆記用具
|*?∑（7面）~7月8日まで
_ガーデンシティ推進グルー
プ（☎34－8485、>22－6008）

挿し木・接ぎ木による植物の
増やし方を学びます!7月25
日㈯9時半～11時半#ときわ
湖水ホール<筆記用具、せん
定ばさみ、カッターナイフ（お
持ちの人）|*∑（7面）_ガ
ーデンシティ推進グループ（☎
34－8485、>22－6008）

!8月1日㈯10時～12時#とき
わ湖水ホール&500円<はさ
み、ビニール手袋か軍手
|*?∑（7面）_ガーデンシ
ティ推進グループ（☎34－
8485、>22－6008）

油谷青少年自然の家のプラ
イベートビーチで海水浴※新
型コロナウイルス感染防止の
ため変更の場合あり!8月2日
㈰9時～17時半※台風などの
場合は8月8日㈯に延期#県

母子・父子福祉センター集合・
解散%県内在住のひとり親家
庭の親と子（3歳～高校生）
&大人500円、子ども1人につ
き3 0 0 円{ 2 0 家 族程度
|+?=参加者全員の氏名
（ふりがな）・年齢（8月2日現
在）、住所、電話番号、子ども
の学年~7月20日［必着］_県
母子・父子福祉センター
（〒753－0054山口市富田原
町4－58、☎083－923－2490、
>083－923－2499）
y-bosi-senter@tiara.ocn.ne.jp

展示、発表会場は文化会館で
す。募集要項は、文化会館、
市役所、図書館、各ふれあい
センターなどに設置
●写真!9月10日㈭～13日㈰
~ 8月23日まで●絵画・彫
刻!9月17日㈭～22日㈷~9
月4日まで●俳画!9月18日㈮
～21日㈷~9月4日まで●詩
~9月11日まで●短歌!11月
15日㈰13時～15時半~9月11
日まで●書道!11月19日㈭～
22日㈰~11月9日まで●俳
句!11月29日㈰12時～15時
40分~10月31日まで
_文化創造財団（☎35－
3355、>31－7306）

●自衛官候補生、一般曹候
補生%18歳以上33歳未満▷
自衛官候補生~随時▷一般
曹候補生!試験日：1次9月18
日㈮～20日㈰、2次10月9日㈮
～14日㈬の間の指定日~9月
10日まで
●航空学生%海上：高卒（見
込含む）で23歳未満、航空：高
卒（見込含む）で21歳未満
!試験日：9月22日㈷~9月10
日まで}自衛隊宇部地域事
務所（☎31－4355）

!9月20日～12月27日の日曜
（全11回）%県内在住で、手
話を駆使して地域の聴覚障
害者と日常会話が可能な手
話奉仕員証所持者&4,950円
（テキスト代）※市の「コミュニ
ケーション支援人材育成助成
金」利用可{15人|申込書、
手話活動経歴書、手話奉仕
員養成講座修了書か手話奉
仕員証（有効期限内）の写し、
84円切手を貼った長形3号の
返信用封筒（宛名に住所・氏
名を記入）を郵送~8月31日ま
で#_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）

8月からの新しい被保険者証
（紫色）を7月中旬に発送する
予定です。8月1日以後に現行
の被保険者証は処分してくだ
さい。保険料を滞納している
場合は送付しないことがあり
ます。送付の封書と被保険者
証に点字が必要な人はご連
絡ください●国民健康保険
$70歳以上75歳未満の人は
高齢受給者証が一体となって
います。市外に学生がいる場
合は、学生用被保険者証の手
続きが必要です}保険年金
課（☎34－8287、>22－6019）
●後期高齢者医療制度}保
険年金課（☎34－8343、>22
－6019）

令和2、3年度保険料は、均等
割額53,847円（平成30、31年
度は52,444円）、所得割率は
10.48％（同10.28％）に改定、

保険料の上限額は64万円（平
成31年度は62万円）です。納
入通知書は7月中旬に発送し
ます}保険年金課（☎34－
8343、>22－6019）

対象者には受診券が届きます
●健康診査$今年度からフレ
イル（加齢による心身の衰え）
がチェックできます▷検査項
目：身体測定、血圧測定、血液
検査、尿検査など!来年3月
31日まで#総合集団健診会
場、県内の実施医療機関
%施設入所などのため受診
券交付停止になっていない後
期高齢者医療被保険者
&500円
●お口の健康診断（無料）※
はつらつ健幸ポイント対象外
$歯や歯肉の状態、口腔清掃
状態などをチェックする歯科
健診▷検査項目：虫歯や歯周
病の有無、噛む力の確認、舌
の動きの確認、のみこむ力の
確認など!来年1月30日まで
#対象の歯科医療機関%▷
2019年度に75歳到達か障害
認定により後期高齢者医療
制度の被保険者資格を取得
した人▷当該健康診断未受診
者で受診を希望する人は問い
合わせてください（県内先着
1,000人）
<受診券、質問票、後期高齢
者医療被保険者証}保険年
金課（☎34－8338、>22－
6019）、県後期高齢者医療広
域連合（☎083－921－7112、
>083－932－5321）

!#7月19日㈰美祢市民会
館。7～9月に岩国市、防府市、
下松市、下関市でも実施。各
前日に同会場で講習会を開
催&新規受験者5 ,200円な
ど。講習受講費用は別途必要
~7日前まで_美祢農林水産

事務所（☎0837－52－1071、
>0837－52－1689）

次の都市計画変更（案）を縦
覧します①県が定める都市計
画：「宇部市、山口市公共下水
道」の変更、②市が定める都
市計画：「宇部市公共下水
道」の変更!7月28日㈫～8月
11日㈫の平日、8時半～17時
15分#市都市計画・住宅課、
①のみ：県都市計画課
●意見書の提出：市民や利害
関係人は、変更（案）に対する
意見書を提出することができ
ます|持参か郵送。∑（7面）
と意見の要旨・理由~8月11日
［必着］_①は県都市計画課
（〒753－8501山口市滝町1－1
県知事宛て）、②は市都市計
画・住宅課（〒755－8601常盤
町一丁目7－1宇部市長宛て）
}県都市計画課（☎083－933
－3733、>083－933－3749）、
市都市計画・住宅課（☎34－
8465、>22－6049）

ことばの遅れ、就学先、学校
で受けられる支援など、悩み
や疑問についての相談に応じ
ます。希望により、就学を考え
ている学校の見学や体験入
学などを通して、最も望ましい
就学ができるよう支援しま
す!8月24日㈪9時～16時（相

談は50分程度）#保健セン
ター%小学校就学を控えた
子どもと保護者{15組程度
~7月31日まで_教育支援課
（☎34－8625、>22－6071）、 
g-anshin@city.ube.yamaguchi
.jp（要開封確認）●就学前か
ら高校生までの発達が気にな
るお子さんの就学先や進路に
ついて、随時、相談を受け付
けています

中小企業で働く従業員のため
の国の退職金制度です。掛け
金の一部を国が助成、掛け金
は全額非課税、社外積立で管
理が簡単などのメリットがあり
ます%条件を満たす中小企
業}中小企業退職金共済事
業本部（☎03－6907－1234、
>03－5955－8211）

遺言者本人の死亡後、相続
人に発見されない、改ざんが
行われるなどの問題を解消
し、速やかな相続手続きを促
すため、法務局で「自筆証書
遺言書」（遺言者が自分で書
いた遺言書）を保管します。手
続きには予約が必要です。詳
細は法務局ホームページをご
覧ください!制度開始：7月10
日㈮}山口地方法務局宇部
支局（☎21－7211【音声ガイ
ダンス4】）

❻ ❼

挿し木・接ぎ木講習会

多肉植物の寄せ植えと
コケ玉づくり教室

親子ふれあいのつどい

「芸術祭」に出品する作品

ごみ減量アイデア

「ICTベンチャー
 育成プログラム」受講生

総合集団健診

陸海空自衛官

手話通訳者養成講座
「手話通訳I」

国民健康保険と後期高齢者
医療制度の被保険者証更新

後期高齢者医療保険料率
等が改定されました

後期高齢者医療制度の
健康診査
お口の健康診断

狩猟免許試験

都市計画変更（案）の
縦覧

就学相談会

中小企業退職金共済
制度をご利用ください

あなたの遺言書を守ります
「自筆証書遺言書保管制度」

お知らせ
まちかどブックコーナー
設置事業者

｢女性活躍推進サポート
 事業」の企画・実施団体

シルバー人材センター
入会説明会

うべ・まちなかセラピーガーデン
インストラクター養成講座

募　　集

お知らせ

催し 事前申込
なしで参加
できます

ふるさと山口
企業合同就職フェア

∑…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

波多野　知三（南浜町）
株式会社建装（大字妻崎開作）
サンエネルギー株式会社（朝日町）
日立建設株式会社（大字妻崎開作）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000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
（5月分、敬称略）
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■弁護士相談
　!7月15日㈬13時半～15時半　予約受付開始7月2日㈭8時半～
　!8月5日㈬13時半～15時半　予約受付開始7月16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　!7月8日㈬、22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）
■行政書士会の遺言・相続相談　!7月11日㈯9時半～11時半
　#福祉会館　{8組（当日9時20分抽選）　}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　!8月5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　!7月21日㈫　#市役所

{4組　~7月14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　!7月21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　~7月17日まで　
　#_教育支援課（☎34－8630、>22－6071、相談場所は港町一丁目11－30）
■こども・若者相談ダイヤル　☎34－8333　!平日　8時半～17時15分

%子育て中の保護者、青少年と家族
■ひきこもり相談・ひきこもり家族相談会　!7月14日㈫、30日㈭各10時
～16時、18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。

7月5日㈰ 12日㈰ 19日㈰ 23日（木・祝） 24日（金・祝） 26日㈰ 8月2日㈰

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

金子小児科
上町
☎22－0006

かわかみ整形外科
・小児科クリニック
野原
☎37－3700

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　23日（木・祝）、24日（金・祝）  9時～12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

毎週木曜日　※祝日を除く
毎週木曜日と7月21日㈫、28日㈫※祝日を除く

情報カレンダー情報カレンダー 7月1日～8月5日7月1日～8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）

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）
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）
ボイスオブアニマルズ「わんにゃん譲渡会」（ジュンテンドー厚南店　10時～12時）
献血・400mL限定（市役所　14時～16時半）
行政相談・消費生活相談（フジグラン　10時～13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）
「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）
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）
ボイスオブアニマルズ「わんにゃん譲渡会」（ジュンテンドー厚南店　10時～12時）
行政相談・特設人権相談（船木ふれあいセンター　9時半～11時半）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
ちびっこ集まれ！イングリッシュ・スタート（学びの森くすのき　14時半～15時）
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）
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）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）

7月1日㈬

3日㈮
4日㈯

5日㈰
7日㈫
10日㈮

11日㈯

12日㈰
14日㈫
15日㈬

17日㈮

17日㈮
18日㈯

19日㈰
21日㈫
22日㈬
25日㈯

26日㈰
28日㈫
31日㈮

8月1日㈯

5日㈬

プラネタリウム投影会　!7月5日㈰、12日㈰、19日㈰、26日㈰　各14時～15
時15分　#青少年会館　&19歳以上55円


