
事業者向け

（　）内は前月比。2020年4月末日現在
（転入・転出は4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　基準日（令和2年4月27日）において、住民基本
　台帳に記録されている人
●給付額　給付対象者1人につき10万円
●申請方法
　▷オンライン申請の場合　マイナンバーカードを
　　使って、「マイナポータル」から申請できます
　▷郵送申請の場合　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
●給付方法　世帯主の本人名義の銀行口座へ振り込み
●申請期限　8月25日㈫ ※消印有効
■問い合わせ　
　宇部市新型コロナウイルス対策室　☎34－8455　>22－6041
　総務省コールセンター　^0120－260020

宇部市小売・飲食店等持続化支援金
　新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している、
市民生活に密着した市内中小企業などの事業継続を支援するため、
本市独自の支援金を交付します
●支援金額　15万円／1店舗、30万円／2店舗以上
●申請期限　6月30日㈫ ※消印有効
●申請方法　申請書と必要書類を、メールか郵送で提出。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　
　宇部市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
　jizokuka@city.ube.yamaguchi.jp

国の持続化給付金
　売上が前年比50％以上減少した中小・個人事業者に対する給付
金（法人上限200万円、個人上限100万円）
■問い合わせ　経済産業省コールセンター　^0120－115－570

県の感染症拡大防止協力金
　遊興・遊技施設などに対する休業要請に係る協力金
（15万円／1店舗、30万円／2店舗以上）
■問い合わせ　山口県防災危機管理課　☎083－933－2455

県の営業持続化等支援金[持続枠]
　食事提供施設に対する支援金（10万円／1事業者）
■問い合わせ　宇部商工会議所　☎31－0251

２面に続きます

国民健康保険、後期高齢者医療保険の傷病手当金
●支給対象者　新型コロナウイルス感染症（疑いを含む）の療養の
　ため、給与の全部（一部）を受け取ることができなくなった人
■問い合わせ　保険年金課　☎34－8286　>22－6019

子育て世帯臨時特別給付金
　支給対象者には案内文書を送付します　※申請不要
●支給対象者　令和2年4月分（3月分を含む）の児童手当受給者
　※所得制限超過により特例給付となっている受給者は除く
●給付額　対象児童1人につき1万円
■問い合わせ　子育て支援課　☎34－8330　>22－6051

　山口県に出されていた緊急事態宣言は5月14日に解除されましたが、私たちの身の回りにはウイ
ルスは依然として存在しています。ここで気を緩めることなく、国から示された「新しい生活様式」の
実践を心掛け、感染拡大を予防するとともに、優しさあふれる市民の輪で「新しいライフスタイル」を
一緒に作っていきましょう。

詳しくはこちら

市ホームページ
県ホームページ

県内の感染者発生状況「新しい生活様式」の実践例（新型コロナウイルス感染症専門家会議の提言（5月4日））

対面会話を
避ける 通販も活用

会議は持ち帰り・出前帰省・旅行は
控えめに
オンラインの活用 デリバリーを活用

遊びに行くなら買い物は
マスクを着用

人との
間隔は２ｍ

症状がなくても
屋内より オンライン屋外

　新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う収入減少、失業、生活の不安など、お気軽にご相談ください
新型コロナウイルス生活なんでも相談窓口 ■受付窓口　地域福祉・指導監査課

　　　　　　☎34－8393　>22－6028

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
※5月21日時点の情報をもとに作成しています
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第2期宇部市まち・ひと・しごと
　　　創生総合戦略を策定しました ■問い合わせ　政策企画グループ

　☎34－8113　>22－6008

■問い合わせ
　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

人口の流出・
流入の均衡出生率の向上

第2期宇部市まち・ひと・しごと創生総合戦略
計画期間：令和2～6年度（5年間）

好循環の確立

しごと

ひ と

ま ち

　本市は、人口減少への対応と地方創生を目的とした「第1期宇部市
まち・ひと・しごと創生総合戦略」（計画期間：2015年度～2019年度）を
2015年度に策定し、さまざまな施策に取り組んできました。
　その結果、人口は、現在、長期的な目標として示した将来展望人口
（「宇部市人口ビジョン」2015年10月策定）に沿って推移しており、新た
な雇用の創出、観光客数の増加による交流人口の拡大、移住政策など
による社会減の改善、市税収入の増加などの成果が表れています。

　この「第1期総合戦略」が、2019年度で計画期間終了となることか
ら、引き続き人口減少問題に取り組むため、国の第2期総合戦略や「第
四次宇部市総合計画後期実行計画」を踏まえ、人口減少への対策の
強化に加えて、Society5.0など新しい視点を盛り込んだ「第2期宇部
市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（計画期間：2020年度～2024年度）
を策定しました。

基本目標 1
結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえ、
子どもの夢を育む教育を推進する
　▷結婚・妊娠・出産・子育てしやすい
　　環境の整備
　▷次世代を担う人財育成に向けた、
　　質の高い教育の推進
　▷一人ひとりの育ちと学びを支え、
　　地域社会全体で応援

基本目標 2
「稼ぐ力」を強化するとともに、安心して
働けるようにする
　▷地域の特性に応じた、生産性が高く、
　　稼ぐ地域の実現
　▷誰もが安心して働ける環境の実現 横断的な目標 1

多様な人財の活躍を推進する
　▷多様なひとびとの活躍による
　　地方創生の推進

横断的な目標 2
新しい時代の流れを力にする
　▷地域におけるSociety5.0の推進
　▷地方創生SDGsの実現などの持続可能なまちづくり

[重要目標達成指標]
　▶合計特殊出生率（ひとりの女性が
　　一生の間に生む子どもの数）の向上
　▶将来の夢や目標を持つ小中学生の
　　割合の上昇

基本目標 3
関係人口を増やし、新しいひとの流れを
つくる
　▷移住・定着の推進
　▷本市との関係・つながりの構築
[重要目標達成指標]
　▶転出超過数の減少
　▶関係人口の創出

基本目標 4
ひとが集う、安心して暮らすことができる
魅力的な地域をつくる
　▷活力を生み、安心な生活を実現する
　　環境の確保
[重要目標達成指標]
　▶中心市街地の休日の通行者数の
　　増加
　▶健康寿命の延伸

[重要目標達成指標]
　▶就業者1人当たりの総生産の増加
　▶高校生の市内就職割合の向上
　▶女性管理職の割合の向上

警戒
レベル

5

３

２

１

避難行動 避難情報など

命を守るための最善の
行動をとる

高齢者や乳幼児、障害の
ある方などの避難に時間
を要する人は避難
避難場所や避難経路を
確認

災害への心構えを高める

災害発生情報
（既に災害が発生）
【市が発令】

避難準備・高齢者等避難開始
【市が発令】

洪水注意報、大雨注意報等
【気象庁が発表】

早期注意情報等
【気象庁が発表】

４ 全員
安全な場所へ避難

避難勧告　避難指示（緊急）
【市が発令】

毎週土曜日の13時から、FMきらら（80.4MHz）で、災害に役立つ
情報や心構えなどを放送しています。ぜひ聴いてみてください。

防災意識啓発ラジオ番組
「ようこそBOUSAIカフェ」

梅雨の大雨に備えて
　近年、全国的に想定を超える大規模な災害が多発しています。宇部市にお
いても、令和元年8月に土砂崩れで家屋が全壊する被害が発生していることか
らも、災害を他人事として捉えず、十分に警戒する必要があります。災害時にお
ける「逃げ遅れゼロ」を目指して、梅雨期の大雨に備えましょう。

　避難勧告や緊急地震速報、弾道ミサイル情報などは、携帯事業者を
通じて、緊急速報メールにより携帯電話・スマートフォンに配信されます
が、緊急速報メールを受信できない機種もあります。お持ちの携帯電
話・スマートフォンが受信できるかどうか確認しておきましょう。
　確認方法については、販売店や回線契約をしている事業者にお問い
合わせください。
　なお、受信できない場合は、宇部市の「うべメールサービス」や「宇部
市LINE公式アカウント」への登録、民間事業者のスマートフォンアプリ
（Yahoo!防災速報）を活用しましょう。

　宇部市から防災情報が配信されると、事前に登録された固定電話の
呼び出し音が鳴り、受話器を取ると避難勧告などの防災情報を聞くこと
ができます。どなたでも無料で利用できますので、携帯電話やスマート
フォンをお持ちでない人は、ぜひお申し込みください。
▷申込先　防災危機管理課（☎34－8139）

　大雨災害などによりお住まいの地域に危険が迫った場合
には、迷わず避難行動を取る必要があります。避難の際に
は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご協力をお願
いします。

大雨などの気象警報・注意報が発表されたら

緊急速報メール（エリアメールを含む）は受信できますか 固定電話への防災情報の配信サービス

　水害・土砂災害について、避難行動を呼びか
ける防災情報を5段階でお知らせしています。
お住まいの地域に警戒レベル3または4が発令
された場合は、地域で声をかけあって速やかに
避難しましょう。

警戒レベルを用いた防災情報の発令

●大雨注意報
　▷非常持ち出し品の点検、緊急避難場所や避難経路の再確認などをする
　▷危険な場所には近づかない（がけ、川、ため池、水路など）
●大雨警報
　▷危険を感じたら安全な場所へ避難するなど、身の安全を守る
　▷市が発令する避難勧告などに注意する
●土砂災害警戒情報（土砂災害発生の危険が高まった際に発表されます）
　▷市が発表する避難勧告などに注意し、いつでも避難行動をとれるようにする
　▷土砂災害の前ぶれを感じた際にはすぐに避難する （避難のために外出する
　　ことが難しい場合は、2階など建物内のより安全な場所への移動）
●大雨特別警報（警報の基準をはるかに超える場合に発表されます）
　▷発表されたときは、直ちに命を守る行動をとる

●うべメールサービス
　　宇部市に発令された警報や避難勧告などの防災情報
　をメールでお知らせします。
　▷登録方法　登録・変更用アドレスにメールを送信し、
　　折り返し送信される登録用メールに従って登録
　　してください。
　　登録・変更用アドレス　ube@xpressmail.jp

●宇部市LINE公式アカウント
　　宇部市に発令された警報や避難勧告などの防災情報
　をLINEアプリの通知でお知らせします。
　▷登録方法　LINEアプリを起動し、［友だち追加］画面の
　　［QRコード］を選択し、QRコードを読み取ってください。

●Yahoo！防災速報
　　ヤフー株式会社が提供するスマートフォンアプリを活用
　して、宇部市の防災情報を配信します。
　▷登録方法　専用サイトにアクセスし、画面の指示に従って
　　ダウンロードしてください。
　　専用サイトURL　https://emg.yahoo.co.jp/

※登録用メールが届かない場合は、迷惑メール対策の
　設定などをご確認ください。設定方法の詳細は、
　販売店などに問い合わせてください。
▶URL付きメールを許可する
▶「@xpressmail.jp」及び
　「@city.ube.yamaguchi.jp」のドメインを許可する

▷設定方法　ダウンロード後、下記の設定をしてください。

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた
災害時の避難

▷災害の危険性のない家族や親せき、友人宅への避難を検討
　する
▷指定の避難所や緊急避難場所へ避難する際、発熱などの
　風邪の症状がみられる場合は、事前に地域福祉・指導監査
　課（☎34－8325）へ連絡する（※緊急の場合など、連絡する
　時間がないときには、到着時に受付へお知らせください）
▷非常持出品と併せてマスク・体温計・除菌シート
　（ウエットティッシュ）など、可能な範囲で持参する
▷避難者同士で十分な距離（概ね2ｍ）を保つ
▷避難先においても、こまめに手洗いをする
▷マスクの着用や咳・くしゃみの際にハンカチや
　ティッシュなどで口や鼻を押さえる「咳エチケット」を実践する

1. 地域の設定　⇒「宇部市」を選択
2. [iPhoneの場合]プッシュ通知する情報を選択
　 [Androidの場合]通知のオンオフ・時間・音の選択
　　　　　　　　　　「自治体からの緊急情報」を「オン」に設定

◀　　　●　　　■

避難勧告 警戒レベル4
○○時○○分、土砂災
害の危険性が高まって
いるため○○地区に対
して避難勧告を発令し
ました。土砂災害警戒
区域及びその周辺にお
住まいの方は速やかに
避難してください。
避難場所
　○○、○○、○○

避難勧告件名 :

大雨特別警報や土砂災害警戒情報が発表されないからといって安心する
ことは禁物です。周囲の状況を確認するとともに、気象情報を活用し、早め
早めの避難行動をとることが大切です。

市制施行100周年記念動画を制作しました▶
　100周年を迎えるにあたり、これまでのあゆみを市民と共
に振り返り、市民が本市に対して持つ誇りや愛着心、いわゆ
る「シビックプライド」の醸成を推進する記念動画を制作しま
した。
　この動画は、国内外に発信するほか、市内公共施設や各
種プロモーション、各種行事でも活用していきます。

スライドVer.1

　動画は、100年のあゆみを画像で振り返るとともに、炭都
の歴史を今に伝える市民に最もなじみ深い民謡「南蛮音頭」
を“マイケル・ジャクソンが認めた”世界的ダンスアーティスト
ケント・モリが再編集し、新たに振り付けを行い宇部市の歴史
を盛り込んだ「ナンバオンド」で構成されています。

■問い合わせ　観光・グローバル推進課　☎34－8156　>22－6083

●公共施設などの利用再開、イベントなどの
　中止・延期

●中止・延期が決定した主なイベント・行事

　イベントなどの情報を掲載していますが、中止
または延期する場合があります。詳細は、各担当
課へお問い合わせください。また、
市ホームページにも掲載しています。

▷宇部市花火大会
▷「歯と口の健康週間」催し
▷総合集団健診（6月20日）

税金や使用料などの納付についての相談窓口
市税の納付が困難な場合
■問い合わせ　収納課　☎34－8202　>22－6014

水道料金・下水道使用料の支払いが困難な場合
■問い合わせ　上下水道局営業課　☎21－2306　>21－2172

保険料の納付が困難な場合
■問い合わせ　国民健康保険料　保険年金課　☎34－8288　>22－6019
　　　　　　　後期高齢者医療保険料　保険年金課　☎34－8343　>22－6019
　　　　　　　国民年金保険料　宇部年金事務所　☎48－0021　>22－3042
　　　　　　　介護保険料　高齢者総合支援課　☎34－8297　>22－6026

（　　　  　　）Ver.2も
ご覧ください

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ（続き）
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　市では、「宇部市個人情報保護条例」に基づき、保有する個人
情報について適切に取り扱うとともに、市民の基本的人権を擁
護しながら、制度の適正な運用を図っています。

個人情報保護制度の運用状況

●個人情報取扱業務　893件
●個人情報の提供申請　109件

●個人情報の開示請求　29件

■問い合わせ　総務管理課　☎34－8105　s22－0686

▷開示（部分開示含む）…23件
▷非開示…1件
▷不存在…3件
▷取下げ…2件

●承認し提供した主な個人情報

▷承　認…108件
▷不承認…1件

捜査関係事項の照会
生活保護に関する照会
国民年金被保険者資格取得届の
届出勧奨などに係る情報
成人式該当者の氏名

宇部警察署ほか
宇部県税事務所ほか

日本年金機構

自治会

提供内容 提供先

2019年度
　市では、市民の皆さんに、市政に対する理解と信頼を深めて
もらい、市民参加によるまちづくりを進めるために、「宇部市情
報公開条例」に基づき、請求に応じて公文書を公開しています。

　まちなかで、住宅の新築・増築や起業・創業
などをするときに、さまざまな優遇措置・支援
制度があります。ぜひご活用ください。

　熱中症は、夏本番だけでなく、湿気とともに気
温もぐんぐん上昇するこの時期から注意が必要で
す。今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ための外出自粛により、からだが暑さに慣れてい
ないため特に注意しましょう。屋外だけでなく、
室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送
されたり、場合によっては命に関わることもありま
す。次のことに気を付けて過ごしましょう。

　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
ためるとクオカードや図書カードなど（最大5,000円相当）に交換でき
ます。体組成（筋肉量や肥満度）の測定やがん検診・健康診査の受診、
指定のイベント・講演会への参加などでもポイントがたまります。
　楽しみながら健康づくりにチャレンジしませんか？

適度な筋力トレーニングやウオーキングなどの運動は、身体に侵入した
ウイルスなどを撃退する力（免疫力）を高めると言われています。本事業
を、外出自粛による運動不足の解消にお役立てください！
　※ウオーキングをする時は、マスク着用の上、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。

　介護保険の施設（介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）や
ショートステイを利用する時の食費・部屋代は原則
として自己負担ですが、所得が一定以下の人は、
課税状況や資産の状況に応じて自己負担が軽減さ
れます。施設やショートステイを利用する人は手続
きをしてください。
　現在、「負担限度額認定証」を持っている人には、
6月中旬に申請書類を送付します。

情報公開制度の運用状況2019年度

●公開請求・公開申し出件数
　▷公開請求
　　（条例の施行日以後に作成した公文書についてのもの）…291件
　▷公開申し出
　　（条例の施行日前に作成した公文書についてのもの）…2件
●決定状況
　▷全部公開…280（うち公開申し出2）件
　▷部分公開…  11（うち公開申し出0）件
●公開しなかった主な情報
　▷特定の個人が識別される個人情報
　▷法人等情報
●不服申し立て件数と処理状況　申し立てなし
●主な請求内容　公共工事に関する資料
■問い合わせ　市民活動課　☎34－8126　s22－6004

市政情報出前講座
　市職員が地域に出向き、市の制度や計画などについて説明します
　　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催が中止となる場合があります

●対象　10人以上の市民で構成する団体など
●日時　開催を希望する日　※土・日・祝日も開催できます
　　　　9時～21時の2時間以内
●場所　市内で申込者が確保
●申込方法
　開催希望日の3カ月前から2週間前までに、郵送、FAXで各講座担当課に申込書
　を提出。申込書と講座メニュー表は、市役所案内、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

昨年度の実施状況（3月１日現在）

1. 災害に備えて
2. だまされないぞ！悪質商法
3. 終活を行うために知っておきたいこと
4. 高齢者や障害者の虐待を防ぎましょう
5. 介護予防で幸せ呼ぼう！

実施件数　　　133件
延べ参加者　3,864人

■問い合わせ　市民活動課　☎34－8126　>22－6004

昨年度の
人気講座

UBEビエンナーレ
世界一達成市民委員会委員の募集
●募集人数　15人程度　
●応募資格　市内在住で、メールの送受信が可能な18歳以上
●任　　期　7月上旬～令和5年3月31日
●申込方法
　応募用紙と小論文「UBEビエンナーレをシビックプライド（宇部市に対する
　誇りや愛着）につなげるための提案」（様式自由、800字程度）を、メール、
　郵送、FAX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・ときわ公園・UBEビエンナーレのホーム
　ページに掲載
　※メールの場合は、電話で到達確認をしてください
●申込期限　6月25日㈭［必着］
■申込先　UBEビエンナーレ推進課
　〒755－0001　大字沖宇部254　☎51－7282　>51－2777
　museum@city.ube.yamaguchi.jp

熱中症予防のために

■問い合わせ　健康増進課
　☎31－1777　>35－6533

▷マスクを着用すると水分をとることが少なく
　なるため、のどの渇きを感じなくても、こまめ
　に水分を補給しましょう
▷室内では扇風機やエアコンで温度を調整しま
　しょう
▷通気性がよく、吸湿性・速乾性のある服を着
　用し、からだに熱が溜まるのを避けましょう
▷外出時は日傘や帽子を利用しましょう
▷暑さの感じ方は人によって異なり、その日の
　体調や暑さに対する慣れが影響するので、体調
　の変化に気を付けましょう

介護保険の施設やショートステイ利用時の

食費・部屋代の軽減を受けるには
毎年申請が必要です

■問い合わせ　高齢者総合支援課
　　　　　　　☎34－8396　>22－6026
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ま ち な か に に ぎ わ い を

「まちなかに住まい」
「まちなかで事業」を応援します

■問い合わせ
①～⑤は中心市街地にぎわい創出
　推進グループ
　☎34－8468　>22－6008
⑥は雇用創造課
　☎34－8356　>22－6041
⑦⑧はおいでませ！うべ移住・定住
　サポートセンター
　☎34－8480　>22－6008
⑨は商工振興課
　☎34－8355　>22－6041
⑩は障害福祉課
　☎34－8457　>22－6052①建築物を新築・増築する

　▷助成の内容　家屋、土地の固定資産税相当額を課税
　　初年度から3年間
②所有する空き家を解体し、住宅を新築する
　▷補助の内容　解体費の3分の1（上限50万円）
③空き家を取得し、住居としてリフォームする
　▷補助の内容　改修費の3分の1（上限100万円）
④空き物件を再生（リノベーション）し、事業を行う
　▷補助の内容　改修費の2分の1
⑤共同住宅を建設する
　▷補助の内容　整備費などの3分の1

⑥まちなかで創業する
　▷補助の内容　家賃等の一部
⑦市外から転入する
　▷助成の内容　引っ越しや中古住宅購入に係る費用の一部
⑧市外から転入する医療・福祉・保育・建設・ICTの仕事に従事する人が
　住宅を借りる
　▷助成の内容　家賃の一部（上限は1カ月2万円）を最大1年間
⑨店舗をリニューアルする
　▷補助の内容　改修費の2分の1以内（上限50万円）
⑩店舗をバリアフリーにする
　▷補助の内容　改修費の3分の2以内（外部出入口の改修：上限
　　50万円、トイレの改修：上限100万円）

①②③⑥⑦⑧⑨⑩

④
の対象地域（中心市街地内）
の対象地域

⑤の対象地域（中央町地区）

はつらつ健幸ポイント
令和2年度の参加者を募集

●対象　20歳以上で、市内に在住か在勤の人
●年会費と申込方法

※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
●定員　1,800人（先着順）　※早期入会特典あり
■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

コース 年会費 申込方法

活動量計 1,000円

アプリ 500円

申込書を提出（郵送、FAX、持参）か
ウェブ申し込み

ウェブ申し込み

◀詳細やウェブ
　申し込みはこちら

運動で免疫力を高めて感染症を予防しよう！

厚さ11×幅79×
高さ40㎜　約28ｇ

※詳しい要件などがありますので、お問い合わせ
　ください。
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%県内に1年以上居住し、犬種
ごとに定める障害の程度に該当
する18歳以上の人
▷盲導犬：視覚障害の程度が1
級かこれに準ずる程度
▷介助犬：肢体不自由1～2級か
これに準ずる程度
▷聴導犬：聴覚障害の程度が2
級かこれに準ずる程度
※その他の条件あり。詳細は問
い合わせてください
&▷第二次審査にかかる審査
料、旅費など▷共同訓練か合同
訓練の経費▷補助犬給付後の
飼育などの経費{県内で1～2人
<身体障害者手帳（「準ずる
人」は障害程度申告書）、印鑑、
申請書、誓約書、世帯全員の令
和2年度の所得課税証明書、借
家などに居住する人は家屋の所
有者か管理者の同意書~6月30
日まで_障害福祉課（☎34－
8342、>22－6052）

「 真 締川十橋めぐり」（約
4km）!6月6日㈯9時50分～12時

#市役所集合<タオル、飲み物
~6月5日まで_観光・グローバ
ル推進課（☎34－8353、>22－
6083）

●畑クッキング：ハーブを使った
おいしい料理!6月20日㈯10時
半～13時半<エプロン、三角巾、
筆記用具、持帰り用容器~6月
12日まで
●アロマの匂いに誘われて：アロ
マのスプレー作り!7月15日㈬
13時～15時<エプロン、筆記用
具~7月7日まで
&各1,700円{各20人（先着順）
|*?=∑（7面）#_アクトビ
レッジおの（☎64－5111、>64－
2800）actvillageono@gmail.com

!7月27日㈪～31日㈮19時～20
時45分#常盤公園サッカー場
$●部門：一般の部●チーム編
成：1チーム5～10人※競技出場
は5人
●グループ分け
A（エンジョイチャレンジ）：県・市
サッカー協会登録チームかサッ
カー・フットサル経験者を中心に
構成されたチーム
B（エンジョイビギナー）：サッ
カー・フットサル経験者が2人以
内で構成されたチームか全員40
歳以上（7月1日現在）のチーム

●監督者会議（ルール説明
会）!7月17日㈮18時半～
#中央公園テニスコート第1会
議室※代表者は出席必須
%市内在住・通勤・通学する高
校生以上&1チーム3 ,000円
{60チーム（1日12チーム）<運
動靴（スパイク禁止）、チーム内
同色のシャツかビブス（ゴール
キーパーは色違い）|+?=出
場グループ名（A・B）、チーム名、
学校か事業所名、代表者（責任
者）の住所・氏名・電話番号、選
手氏名（サッカー経験の有無、B
のうち全員40歳以上のチームは
生年月日）、ユニフォームカラー
~6月30日まで_宇部市体育協
会（〒755－0023恩田町四丁目1
－4、☎31－1507、>21－7138）
info@ube-taikyou.or.jp

「友の会」の個人会員、法人会
員を募集しています。財団情報
誌の送付（年6回）、主催するイ
ベントや公演の先行予約・割引
などの特典があります_文化創
造財団（☎35－3355、>31－
7306）

テレビ、ラジオやインターネットで
幅広い分野を学べる通信制の
大学です。10月入学の学生を募
集します~6月10日～9月15日

_放送大学山口学習センター
（☎083－928－2501）

健康や介護、新型コロナウイル
ス感染症問題などの相談を受け
付けています
●会場▷TOKiSMA：毎週金曜、
10時～15時▷図書館：毎月第1水
曜、13時半～15時
▷学びの森くすのき：毎月第3水
曜、10時半～12時
※会場使用中止の場合は、電話
で相談をお受けします（毎週水・
金曜、10時～15時、☎51－6233）
}高齢者総合支援課（☎34－
8303、>22－6026）

児童手当を受給している人は、
届いた現況届を6月中に提出し
てください。提出されない場合
は、6月分以降の手当が受けられ
なくなります|郵送か電子申請
（https://s-kantan.jp/ube-u/）}子
育て支援課（☎34－8330、>22
－6051）

健康福祉部、こども・若者応援部
を対象にした監査の結果を掲示

しています!6月15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）

公道の漏水を発見し、通報した
人に粗品を進呈します!6月7日
㈰まで}上水道整備課（☎21－
2406、>21－2172）

宇部市地域の安全づくり連絡協
議会と協働で市内各公園の遊
具などの一斉点検を行います。
遊具の不具合など、お気づきの
点がありましたら、お知らせくださ
い!6月下旬～7月中旬}公園
緑地課（☎54－2181、>51－
2185）

農地の実態把握と無断転用の
防止、耕作放棄地の発生防止と
解消を重点に、農業委員・農地
利用最適化推進委員が現地確
認を行います!6月～8月}農業
委員会事務局（☎34－8731、

>22－6079）

活動中のスズメバチの巣を登録
駆除業者に依頼して駆除した人
に、駆除費用の2分の1（上限1万
円）を補助します※詳しい要件
や登録業者は問い合わせてくだ
さい}生活衛生課（☎3 4－
8252、>22－6016）

来年度から使用する中学校教科
書見本、教科書目録、一般図書
一覧などの展示!新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため未
定。決まり次第、市ホームページ
に掲載#図書館、学びの森くす
のき}学校教育課（☎3 4－
8611、>22－6071）

宇部都市計画都市計画区域マ
スタープランの変更（案）を縦覧
します!6月12日㈮～26日㈮の平
日、8時半～17時15分
●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~6月26日［必着］ま
で_県都市計画課（〒753－8501
山口市滝町1－1県知事宛て）
#}県都市計画課（☎083－933
－3733、>083－933－3749）、市
都市計画・住宅課（☎34－8465、
>22－6049）

次の都市計画の変更について、
説明会・公聴会を延期します。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
●素案の縦覧!7月8日㈬までの
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、県宇部土木建築事務
所、宇部・阿知須公共下水道組
合、②のみ：市上下水道局下水
道企画室
●説明会!6月29日㈪、30日㈫
各19時～#文化会館
●公聴会!7月8日㈬19時～
#文化会館※7月1日㈬までに公
述申出書の提出が必要。申し出
がない場合は開催しません|持
参か郵送。∑（7面）と意見の要
旨・理由_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）

強風などにより、高速道路沿線
から高速道路上に竹や枯損木
が倒れ込んで、高速道路走行中
の自動車が衝突する事故が発
生しています。高速道路に倒れ
込む可能性がある場合、道路を
管理する西日本高速道路㈱にお
いて、土地所有者の承諾を得ず
に伐採する場合がありますので、
ご了承ください}山口高速道路
事務所（☎083－972－5091）

公平な採用選考、労働・社会保
険への加入、ハローワークへの
雇用状況の届出など、外国人雇
用のルールをチェックしてみま
しょう}山口労働局職業対策課
（☎083－995－0383）、ハロー
ワーク宇部（☎31－0164）

❻ ❼

「友の会」会員

放送大学学生

てくてくまち歩き

補助犬（盲導犬、介助犬、
聴導犬）受給希望者

ご相談ください
「まちなか保健室」

児童手当現況届の提出

監査結果の公表

水道週間の行事

公園遊具などを
一斉点検します

農地パトロールに
ご協力を

スズメバチの巣の
駆除費用の一部を補助

教科書展示会

都市計画変更（案）の
縦覧

都市計画説明会・
公聴会の開催延期

高速道路沿いの竹・
枯損木の伐採

外国人雇用は
ルールを守って適正に

お知らせ
ハーブを楽しむ会

市民ミニ・サッカー大会

募　　集

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
田邉　克己（大阪府吹田市）
合同会社仲家工建（大字中山）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000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
（4月分、敬称略）

●開催時間　9時30分～15時　
●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　開催日の3日前まで（土・日を除く）
■予約受付窓口
　市民課　☎34－8264　>22－6017

マイナンバーカードの申請をお手伝いします 予約制

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　6月27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、6月24日
　㈬までに予約をお願いします。

マイナンバーカード臨時窓口をご利用ください ■問い合わせ　市民課
　☎34－8264　>22－6017

　市民センターなどで、臨時にマイナンバーカードの申請手続きを支援します。
　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。

　5月25日で通知カードが廃止となり、通知カードの発行・住所などの記載事項変更手続きが終了しました。詳細は
市ホームページでご確認ください。
　※記載事項が最新でない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できません

休日臨時窓口を開設
します

6月16日㈫
6月17日㈬
6月18日㈭
6月19日㈮
6月23日㈫
6月24日㈬
6月25日㈭
7月1日㈬

厚南市民センター
東岐波ふれあいセンター
小野ふれあいセンター
北部総合支所
厚東市民センター
西岐波ふれあいセンター
二俣瀬ふれあいセンター
原市民センター

開催日 場　所

通知カードの廃止

マイナンバーカードでお得なポイントをもらおう！■問い合わせ　市民課
　☎34－8264　>22－6017

マイナポイントとは、民間キャッシュレス決済サービス（電子マネー、○○ペイなど）で買い物に使える
ポイントです。キャッシュレスで2万円の買い物かチャージをすると、最大5,000円分のマイナポイント
がもらえます。（国が実施する消費税率引き上げに伴う消費活性化策）

マイナポイント事業が
はじまります
7月開始（予定）

ステップ①
マイナンバーカードを取得
しましょう

ステップ②
マイキーIDの設定をしましょう（マイナポイントの予約）

　パソコン、スマートフォン、
郵便、まちなかの証明写真機
から申請することができます
※申請後、カードの受け取り
　までに1カ月程度かかります

※市民センターなどで
　臨時窓口を開設します
　（詳細は7面に掲載）

　パソコン（ICカードリーダーライタが必要）
やスマートフォン（対応している機種）で設定
できます

ステップ③
民間のキャッシュレス事業者を選びま
しょう
　専用サイトからキャッシュレス決済
サービスを1つ選択し、マイナンバー
カードを使って申し込みます

◀申請方法はこちら

設定方法はこちら▲

（7月開始予定）

※マイキーIDとは、マイナンバー
　カードの電子証明書を活用してウェブ上で作成する
　ID（番号）です。マイナポイントを取得するために、
　本人を認証するキーとして必要になるもので、マイ
　ナンバーとは異なるID（番号）です。

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
取
得
方
法

日時　7月1日㈬～令和3年3月31日㈬ 9時～17時
場所　市役所1階正面玄関ロビー
持参品　マイナンバーカード、4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号
　　　　（マイナンバーカード受け取り時に設定したもの）

マイキーID
設定の支援を
します（予約制）

ステップ④
もらったマイナポイントで買い物が
できます

（9月～令和3年3月末予定）
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行政相談（市役所　9時～12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）
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）
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）
行政相談・特設人権相談（吉部ふれあいセンター　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）
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）
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）
かみしばい（図書館　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）
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）

6月3日㈬
6日㈯

7日㈰

9日㈫

13日㈯

14日㈰
16日㈫

17日㈬

20日㈯

21日㈰

23日㈫

24日㈬
27日㈯
28日㈰

7月4日㈯

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

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。

6月7日㈰

とみた小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

むらかみこどもクリニック
東須恵
☎44－4976

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

●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

宇部市　救急医療情報 検索

▷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）

6月1日～7月5日6月1日～7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）情報カレンダー情報カレンダー

定
例
無
料
相
談

■弁護士相談
　!6月17日㈬13時半～15時半　予約受付開始6月4日㈭8時半～
　!7月1日㈬13時半～15時半　予約受付開始6月18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　!6月10日㈬、24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　!6月13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　!7月1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　!6月16日㈫　#市役所

{4組　~6月9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　!6月16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　~6月12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　!6月9日㈫、18日㈭各10時
～16時、20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～金曜日　10時～19時、土曜日　
9時半～17時半　}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。

14日㈰ 21日㈰ 28日㈰ 7月5日㈰


