
（　）内は前月比。2020年1月末日現在
（転入・転出は1月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
78,406
85,751
164,157
79,323

（－55）
（－71）
（－126）
（－44）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入275人　転出294人
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プレ100周年 希望あふれる未来スタート予算
令和2年度予算案 ■問い合わせ　財政課　☎34－8173　>22－6083

一般会計の
予 算 規 模

会計名 予算額
3億8500万円
1400万円

181億1300万円
193億5000万円
28億7900万円
1億7500万円

500万円
2億9300万円

特 別 会 計 合 計 412億1400万円

水 道 事 業（☎21－2291）

下水道事業（☎21－2417）

交 通 事 業（☎31－1133）

収益的及び資本的収支

51億1901万円

100億9969万円

10億2267万円

61億5381万円

115億8427万円

10億8377万円

企業会計名
（　）は問い合わせ 収入 支出

特
別
会
計
当
初
予
算（
案
）

一般会計当初予算（案）

※企業会計の収入と支出の差し引き不足額は、内部留保などで補てんします

686億4000万円 対前年比　3.4％
22億3000万円の増

※金額や割合は、端数調整しているため、合計が
　一致しない場合があります

予算案の概要は、2面に掲載しています。

〈歳入〉
686億円 〈歳出〉

686億円

市税
242億円（35.3%）

総務費
119億円（17.3%）

民生費
274億円（39.9%）

衛生費　44億円（6.5%）
農林水産業費　
10億円（1.5%）

商工費
16億円（2.3%）

土木費
71億円（10.3%）

消防費
20億円（3.0%）

教育費
68億円（9.9%）

公債費
60億円（8.7%）

議会費・災害復旧費・諸支出金・予備費
5億円（0.7%）

地方譲与税、
地方特例交付金、
県税交付金など
45億円（6.6%）分担金及び負担金・

使用料及び手数料
22億円（3.1%）

国庫支出金
117億円（17.1%）

県支出金
51億円（7.4%）

繰入金
23億円（3.4%）

市債
75億円（10.9%）

諸収入など　25億円（3.6%）

地方交付税　86億円（12.6%）

企業会計当初予算（案）公 共 用 地 造 成
食 肉 セ ン タ ー
介 護 保 険
国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 医 療
中 央 卸 売 市 場
地 方 卸 売 市 場
農 業 集 落 排 水

※2月18日時点の情報に基づき記載しています。

■相談窓口
　山口県宇部健康福祉センター（☎31－3203）
　山口県健康増進課（☎083－933-3502）
■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感染症が全国的に発生しています。
　感染を防ぐために、「手洗い、せきエチケット」「持病のある人や高齢者は
人ごみを避ける」「発熱など風邪症状が見られるときは学校や会社を休む」
を心掛けるようお願いします。
　万が一、37.5度以上の発熱が4日以上（高齢者や持病がある人、妊婦は2
日以上）続いた場合などは、山口県宇部健康福祉センターにご相談を。
　本市では、2月18日に「宇部市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設
置。感染防止に向けて全力で取り組んでいます。
　引き続き、国や県、医療機関などと連携しながら、随時、市ホームページ
などで正確な情報をお伝えしていきますので、どうぞご利用くださいませ。 市ホームページせきエチケット
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4月2日～8日は発達障害啓発週間発達障害への
理解を深めましょう

　4月2日の「世界自閉症啓発デー」から4月8日までは「発達障害啓発
週間」です。誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現を目指して、
自閉症をはじめとする発達障害について理解を深めましょう。

　2021年開催の第29回展では、これまでの各賞とともに、
希望する企業・団体（スポンサー）名を冠する賞を創設しま
す。なお、展示期間終了後は、希望する場所へ作品を設置
します。詳細は募集要項を確認してください。

▷ときわ遊園地大観覧車を、発達障害啓発のシンボルカラーである
　青色にライトアップ（4月2日～8日）
▷駅構内やバス車内に、啓発ポスターや児童発達支援事業所利用
　中の児童の作品を展示（3月下旬～4月10日頃）
※青色は発達障害啓発のシンボルカラーで、「癒し」や「希望」を
　意味します

■問い合わせ　障害福祉課　☎34－8522　>22－6052

発達障害啓発ときわウオーク

発達障害に関連した冊子などの展示・ビデオの上映会

　青色の物を身につけて、ときわ公園内を2km程度
ウオーキングします
▷日　時　4月2日㈭　10時30分～11時30分
▷場　所　ときわ湖水ホール集合
▷持参品　飲み物、タオル、帽子など

▷日時　3月23日㈪～4月10日㈮
▷場所　TOKiSMA

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の事前相談会を開催
とく　べつ  ちょう   い　 きん

　戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するために国から支給される、第十一回
特別弔慰金の事前相談会を開催します。

第十一回特別弔慰金の概要
●支給対象者
　令和2年4月1日（基準日）において、「公務扶助料」や「遺族
　年金」などを受ける人（戦没者等の妻や父母など）がいない
　場合に、戦没者の死亡当時のご遺族で次の①～④のうち最
　も順位の高い人1人に支給
　▷順位　①弔慰金受給権者　②子
　　　   　③父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
　　　   　④三親等内の親族（甥、姪など）
　　　　　※生計関係などの要件あり
●支給内容　額面25万円、5年償還の記名国債
●受付期間　4月1日～令和5年3月31日
●受付場所　市役所■問い合わせ　地域福祉・指導監査課　☎34－8326　>22－6028

　▷内容　説明（30分程度）と個別相談
　▷開催日程・会場（校区名は各ふれあいセンター、厚南は市民センター）
　　※どの会場でも参加できます

日付
時間

9時30分
～12時

13時30分
～16時

3月
9日㈪ 10日㈫ 12日㈭ 13日㈮ 14日㈯ 17日㈫ 22日㈰

万倉

西岐波

二俣瀬

厚東

東岐波

小野

船木

吉部

福祉
会館

福祉
会館

福祉
会館

福祉
会館

原

厚南

宇部志立市民大学受講生募集
環境・アート学部、共生社会学部学　　  部

●開 講 期 間　5月～来年1月（各11～13回程度）
●受 講 資 格　中学生以上
●年間受講料　一般：6,000円、学生：3,000円
　　　　　　　※別途教材費などが必要な場合あり
●定　　　員　各学部30人程度　●申 込 期 限　4月10日㈮
■申込先・問い合わせ　政策調整課　☎34－8168　>22－6063

ガーデンマイスター養成講座特別コース
●開 講 期 間　5月～来年2月（10回程度）
●受 講 資 格　ガーデンマイスターとして活動意欲のある18歳以上
●年間受講料　一般：4,000円、市民大学学部受講生・学生：2,000円
●定　　　員　20人程度　●申 込 期 限　4月24日㈮
■申込先・問い合わせ
　ガーデンシティ推進グループ　☎34－8485　>22－6008

※今後、特別コースでは「おもてなしゼミ in English アドバンスコース」、
　「絵本の読み聞かせ講座」、「特別支援教育支援ボランティア養成講座」、
　「消費生活リーダー養成講座」も開講予定です。

次のいずれかの方法で申し込んでください
▷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
▷うべ電子申請サービス
　https://s-kantan.jp/ube-u/

申
込
方
法（
共
通
）

広告掲載事業者の募集
子育てホームページ「うべいび～」

　子育て情報を掲載するホームページに、バナー広告を
掲載しませんか。
●掲 載 期 間　1カ月単位
●アクセス数　月平均　約8,700件
●広告枠の規格　縦60ピクセル×横120ピクセル
●広　告　料　月額8,500円
■申込先・問い合わせ
　こども・若者応援課　☎34－8447　>21－6020

第29回UBEビエンナーレ
賞提供スポンサーを募集

●申込方法　申込書を提出。申込書と募集要項は申込先に
　　　　　　設置のほか、市ホームページに掲載。※FAX、
　　　　　　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　3月23日㈪［必着］
■申込先　UBEビエンナーレ推進課　
　　　　　〒755－0001　大字沖宇部254
　　　　　ときわ湖水ホール内
　　　　　☎51－7282　>51－7205
　　　　　museum@city.ube.yamaguchi.jp

FMきらら（80.4MHz）に市民大学の卒業生が出演中！
3月の毎週月曜・木曜日　18時～18時30分

世界が取り組むべき17の目標
考えよう！SDGs考えよう！SDGs

エスディージーズ

■問い合わせ　政策企画グループ
　☎34－8113　>22－6008

気候変動に具体的な対策を　気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る
地球温暖化は異常気象による自然災害の増加や食料不足、水不足の脅威を悪化させるなど、世
界中に深刻な影響を及ぼしています。今すぐに対策を取らなければ、地球環境にとって深刻な結
果となる可能性があります。＜目標13＞では、気候変動による自然災害などへの強靭性と適応力
を強化するとともに、人々の意識を高め、幅広い技術を活用することで、地球温暖化現象が招く
気候変動やその影響を軽減することを目標としています。

海の豊かさを守ろう　海洋と海洋資源の持続的な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
海洋は、私たちの生活に不可欠な資源を提供するとともに、大気中に放出された二酸化炭素の
吸収源になるなど、私たちの生活になくてはならないものです。しかし、陸上での人間の活動によ
るごみや排水などにより、海は汚染され、過剰な漁獲によって水産資源が減りつつあります。＜目
標14＞では、私たちが継続して海の恵みを受けることができるよう、海洋と沿岸の生態系を持続
可能な形で管理・保全し、陸上活動に由来する汚染から守ることを目標としています。

詳細はこちら

令和2年度当初予算（案）の概要
　令和2年度は、4つの基本目標と2つの横断的な目標で構成する「第2期宇部市まち・
ひと・しごと創生総合戦略」をスタートさせ、人口の定着と誰もが生き生きと暮らし活躍し
ていくことができる社会の実現を目指し、取り組みを進めていきます。
■問い合わせ　政策企画グループ　☎34－8113　>22－6008

令
和
２
年
度
の｢

第
２
期
ま
ち・ひ
と・し
ご
と
創
生
総
合
戦
略｣(

素
案)

の
主
な
取
り
組
み

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

〈主な取り組み〉
▷妊婦応援都市の推進
▷「うべ子育てパートナー」の
　養成・活用
▷デジタル化・グローバル化など
　新しい時代に対応した教育の充実
▷学童保育クラブの拡充

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

〈主な取り組み〉
▷市役所周辺地区のにぎわい創出
▷恩田スポーツパーク構想推進・スポーツ施設の整備
▷地域連携ヘルスケアプロジェクトの推進
▷防災・減災・消防力の強化

横断的な目標 1
多様な人財の活躍を推進する

〈主な取り組み〉
▷「就職氷河期世代」の活躍支援

横断的な目標 2
新しい時代の流れを力にする

〈主な取り組み〉
▷スマートシティ宇部の推進
▷次世代公共交通システムの構築
▷宇部SDGs推進センターの拡充

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

〈主な取り組み〉
▷中小企業のイノベーション推進
▷ICT・IoT化によるスマート農業･漁業の推進
▷DMOによる観光まちづくり
▷オープンイノベーションの推進

うべ暮らし体験ツアー グリーンスローモビリティ

新庁舎完成予想図

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

〈主な取り組み〉
▷移住定住の推進
▷若者活躍サポート応援事業
▷シティプロモーションの推進
▷寄附などを通じた関係の創出・拡大
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記号の見方 !…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

!$3月7日㈯13時～15時▷肺機能
測定（先着50人）▷特別講演「知っ
ておきたい、呼吸器感染症の豆知
識」など# }山口宇部医療セン
ター（☎58－2300、>58－5219）

スタンプラリー（10時～、先着200
人）、遊休品バザー、飲食コーナー、
演芸、キッズコーナー、もち配り（14
時～）など!3月8日㈰9時半～14時
#福祉会館、多世代ふれあいセン
ター}宇部市社会福祉協議会（☎
33－3134、>22－4391）

講演：「認知症になっても明るく元気

に！地域のハートが守ります」、講師：
菊田あや子（タレント・リポーター）
!3月29日㈰13時～15時#福祉会
館{250人}高齢者総合支援課
（☎34－8303、>22－6026）

●古地図を片手にまちを歩こう（西
コース約3.5km）!3月12日㈭9時50

分～12時#琴崎八幡宮バス停集合
~3月11日まで
●「桜の名所、真締川公園や黄幡
公園を散策しながら彫刻も楽しみま
せんか？」（約4km）!3月28日㈯9時
50分～12時#ヒストリア宇部集合
~3月27日まで
{各40人（先着順）<タオル、飲み
物_観光・グローバル
推進課（☎34－8353、
>22－6083）

催し
事前申込
なしで参加
できます

募　　集

お知らせ

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

●日時　3月5日㈭～8日㈰
　10時～17時
■場所・問い合わせ　不二輸送機
　ホール（☎71－1000）

●日時　3月14日㈯　10時～15時　
　※荒天中止
●場所　新山口駅
■問い合わせ　山口市公共交通委員
　会（☎083－934－2729）

●日時　3月14日㈯、15日㈰
　10時～17時
■場所・問い合わせ　秋吉台国際芸
　術村（☎0837－63－0020）

 　
●日時　4月3日㈮まで　9時～17時
●場所　萩市内の文化財施設など15
　箇所
■問い合わせ　実行委員会
　（☎0838－25－3139）

 　
●日時　4月5日㈰まで　9時～17時
　（入館は16時30分まで）
■場所・問い合わせ　毛利博物館
　（☎0835－22－0001）

●日時　4月5日㈰まで　9時～16時
　30分　※月曜休館
■場所・問い合わせ　堀庭園
　（☎0856－72－0010）

アートの
〝たまてばこ〟

山口市公共交通
ふれあいフェスタ

アートフェスティバル
2020

堀庭園　ひな人形展萩城下の古き雛たち

毛利博物館企画展
「お雛さま」

1期
　
　
2期
　
　
　
　
3期
　
4期

　
　
1期
　
2期
　
3期
　
　
4期

1期
　
　
1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
9期
10期

1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
9期

1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
9期
10期

4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分
10月分
11月分
12月分
1月分
2月分
3月分

4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分
10月分
11月分
12月分
1月分
2月分
3月分

問い合わせ

市県民税
（普通徴収）軽自動車税

国民健康
保険料

後期高齢者
医療保険料 介護保険料 市営住宅

使用料
保育園
保育料

固定資産税
都市計画税種目

令和2年度

収納課
☎34－8202　>22－6014

保険年金課
☎34－8287
>22－6019

保険年金課
☎34－8343
>22－6019

高齢者総合支援課
☎34－8297
>22－6026

アジアＪＶ
☎37－0211
>31－0566

保育幼稚園学童課
☎34－8327
>22－6051

納
期
限
日
（
口
座
振
替
日
）

市税などの納期

申し込みは、納税（納付）通知書・通帳・届出印を持って、預貯金のある金融機関で、振替
希望月の前月末日（納期限日が月初めの場合は前々月末日）までに手続きしてください。

4月30日㈭
6月  1日㈪
6月30日㈫
7月31日㈮
8月31日㈪
9月30日㈬
11月  2日㈪
11月30日㈪
12月25日㈮
2月  1日㈪
3月  1日㈪
3月31日㈬

安全で便利な口座振替をご利用ください
納期限日までの納付をお願いします

市役所 臨時窓口 開設
異動の多いこの時期、休日に臨時窓口が利用できます
●日時　3月29日㈰、4月5日㈰
　　　　各9時～13時（住民異動の受け付けは12時まで）
●場所　市役所

転入、転出などの住民異動の手続き

国民健康保険の手続き

保育園の入園、保育料に関する手続き
所得証明書、課税証明書など
各種証明書の発行

市民課　☎34－8239

市民課　☎34－8243

保険年金課　☎34－8287

子育て支援課　☎34－8330

保育幼稚園学童課　☎34－8327

市民税課　☎34－8197

住民票、戸籍謄・抄本、印鑑証明書など
各種証明書の発行

児童手当、児童扶養手当、福祉医療費
助成、養育医療に関する手続き

手続き内容や発行できる証明書など 問い合わせ

　水道の使用開始や中止を予定している
人は、早めに届け出てください。
■問い合わせ　上下水道局営業課
　（☎21－2304、>21－2172）

水道の
異動届は
お早めに

固定資産税の縦覧・閲覧
縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有し固定資産税が課税
されている人は、他の土地や家屋の価格との比較を
通じて自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを判
断できるよう、他者が所有する資産の価格も確認する
ことができます。確認したい土地や家屋の「所在」など
を調べてお越しください。

課税台帳の閲覧
　市内に土地や家屋、償却資産を所有する人は、本
人の課税台帳を閲覧することができます。

▷期間　4月1日㈬～30日㈭
▷場所　資産税課

●持参品（縦覧、閲覧共通）
　▷本人確認ができる書類
　　例：マイナンバーカードや運転免許証など、
　　　 官公署が発行した顔写真付きの書類
　▷代理の場合は本人の委任状など
　▷納税通知書と課税明細書（届いた人）

▷期間　4月1日㈬～
▷場所　資産税課、北部総合支所、各市民センター
▷手数料　縦覧期間中（4月30日㈭まで）は無料

■問い合わせ　
資産税課　☎34－8191　>22－6053

廃棄物減量等推進審議会委員を募集
●内　　容　一般廃棄物の減量や再利用の促進などに関する審議など
●応募資格　年2回程度の会議に出席できる市内在住の20歳以上
●任　　期　5月1日～令和4年4月30日（２年間）
●募集人数　2人
●申込方法

●申込期限　3月16日㈪
■申込先　廃棄物対策課　☎34－8247　>33－7294
　　　　　reduce@city.ube.yamaguchi.jp

応募用紙と意見・提言「ごみの減量を進めるために」（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・ふれあいセンターに
設置のほか、市ホームページに掲載

こころの体温計でストレスチェック
　簡単な質問に答えるだけで、ストレスや落ち込み度を知ることがで
きます。体調が悪い時に体温を測るように、こころの体温を測って、
こころの健康状態に目を向けてみましょう。チェック結果とともに地
域の相談窓口などが表示されますので、お気軽にご利用下さい。
※通信料は自己負担です 宇部市　こころの体温計 検索

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

図書館でパネル展や健康相談を開催します
●こころの健康パネル展
　期間　3月１0日㈫～17日㈫
●こころの健康相談（NPO法人ふらっとコミュニティ主催）
　日時　3月10日㈫ 10時～12時

※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

３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間
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（3月31日を除く）
※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

●消防フェア
　はしご車などの車両展示、ミニ防火衣の試
　着体験、煙体験、初期消火訓練など
　日時　3月15日㈰　11時～15時
●安藤譲治の作品展　A SHEET OF
　ANIMAL「一枚の紙から生まれる動物達」
　紙を切り抜き、折る・畳むなどの工程だけで
　作った立体動物の作品展
　日時　3月20日(金・祝)～4月6日㈪
　　　　9時30分～17時
●夜桜ライトアップ
　日時　3月20日（金・祝）～4月5日㈰
　　　　18時30分～22時
　場所　桜山、東駐車場、じゃぶじゃぶ池周辺
●和酒フェス
　県内外の酒蔵の日本酒や焼酎が大集結！
　気に入ったお酒は購入可（一部試飲のみ）、
　酒蔵のトークイベント、お酒に
　合うフードの紹介・販売
　日時　3月22日㈰　11時～16時
　費用　▷試飲チケット（5枚つづり）500円
　　　　▷全種試飲フリーパス1,000円
●桜染めをしてみよう！　
　巾着袋を桜で染め、春を感じてみませんか？
　日時　4月5日㈰　10時～16時
　　　　※材料がなくなり次第終了
　費用　800円　定員　先着20人
●さくらまつり
　ステージイベント、屋台村など
　日時　4月5日㈰　10時～15時 …ときわミュージアムミ …ときわ湖水ホール湖

湖

ミ

遊

遊

モ

他

ときわミュージアムのワークショップ
●自分だけのオリジナル植物図鑑を作ろう！　
　日時　3月20日（金・祝）　①10時～11時30分　②14時～15時30分
　対象　5歳～小学4年生（保護者同伴）
　費用　300円（保護者は別途入館料が必要）
　定員　各先着10人　申込期間　3月4日㈬～
●ハーブの種まき・挿し木で育て、生活に活かしましょう！　
　日時　3月25日㈬　①10時～12時　②13時30分～15時30分
　費用　800円　定員　各先着10人　申込期間　3月4日㈬～23日㈪
●ボタニカルアロマキャンドルを作ろう！　
　日時　3月31日㈫　①10時～12時　②13時30分～15時30分
　費用　1,500円　定員　各先着15人　申込期間　3月6日㈮～23日㈪

申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）（☎37－2888、>37－2889）

要事前申込ミ

山口大学・ときわミュージアム連携2020春企画
　　　　　　　　植物の不思議～植物が感じる季節～

●企画展
　植物が感じる季節って？植物と温度はどんな関係なんだろう？見て、体験して、学んで
　みよう！クイズや、山口大学の先生に質問できるコーナーもあるよ！
　日時　3月14日㈯～31日㈫　9時～17時
●ワークショップ「植物と温度の関係！？」
　植物と温度の関係について山口大学の先生から学ぼう！3回受講すると、夏休みの
　宿題になるよ。
　日時　3月15日㈰、28日㈯、7月4日㈯（予定）各①10時～12時、②13時30分～15時30分
　費用　全3回参加：1,100円、第2・3回参加：800円
　持参品　筆記用具、第2回以降は2Ｌのペットボトル3本と1Ｌの牛乳パック2本
　対象　小学4～6年生（保護者同伴）　定員　各先着10人　申込期間　3月4日㈬～
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）☎37－2888　>37－2889

他 …その他モ …体験学習館モンスタ…ときわ遊園地遊

ミ

要事前申込ミ

うべ福祉まつり

認知症の人と家族を
地域で支えるための勉強会

てくてくまち歩き

市民公開講演会
「呼吸器フォーラム」

開催場所の表示
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本人や家族への関わり方や支援方
法についての講義▷テーマ「社会
的に孤立している人とその家族へ
の支援～精神科医療の視点から
～」!3月14日㈯13時～16時#福祉
会館%高齢者・障害者の支援者、
民生・児童委員など{150人_地域
福祉・指導監査課（☎34－8393、
>22－6028）

●春の篠栗霊場めぐり!3月17日㈫
&9,800円（昼食付き）~3月6日まで
（先着順）
●海の幸を満喫！牡蠣小屋流王と
唐戸市場!3月29日㈰&6,800円
（昼食付き）~3月19日まで（先着順）
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

●ハーブを楽しむ会：畑クッキング
「レモン塩でクッキング」!3月19日
㈭13時～15時&1,700円{20人（先
着順）<エプロン、三角巾、筆記用
具~3月12日まで
●寄せ植えワークショップ：ラベン
ダー・タイム!3月26日㈭10時～
&2,500円{6人~3月22日まで
|*?=∑（7面）#_アクトビレッ
ジおの（☎64－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

!$3月24日㈫18時～19時半「志イ
ノベーションプログラム　ビジネス
プラン発表会」、3月中旬18時半～
20時「うべスタートアップビジネス交
流会」、3月中旬14時～15時半「う
べ起業家交流コミュニティ うべス
タ・コミュ」#_うべスタートアップ
（☎3 9－5 0 1 0、> 3 9－5 1 8 4）
https://ube-startup.com/

中山聖子（宇部市在住・児童文学
作家）と岡本よしろう（宇部市出身・
絵本作家）のトークイベント!3月28
日㈯14時～16時%小学校高学年以
上{80人（先着順）|*?∑（7面）
~3月21日まで#_図書館（☎21－
1966、>21－3801）

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!4月2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）

今富ダムまでの往復約7kmと、湖畔
散策約1.5kmを歩きます※小雨決
行!4月4日㈯8時50分～13時#万
倉ふれあいセンター集合&500円
（ぜんざい・楠こもれびの郷買い物
券300円付き）{100人（先着順）
<飲み物、雨具、帽子、タオルなど
|*?∑（7面）~3月31日まで_北
部地域振興課（☎67－2812、>67－
2158）

4月7日㈫から1年間毎週火曜、18時
～&年会費5,000円と教材費など年
間5,000円程度~3月31日まで
#_在日本大韓民国民団宇部支
部（港町一丁目8－13、☎21－4969）

!$4月18日㈯▷14時～：講演「人
類が初めて見たブラックホールの
姿」{500人（先着順）▷16時～：特
別講義「ブラックホールの謎にさら
に踏みこんで」%中学・高校生{30
人（先着順）#文化会館
|+?=参加者全員の氏名・住所
（市町名）・年齢・電話番号、手話・
介助の要否~4月13日まで_宇部
天文同好会（〒755－0026松山町一
丁目12－1うべプラネタリウム、>31
－5516）hisayuki17520@yahoo.co.
jp}コミュニティスクール推進課（☎
37－2780、>22－6071）

授業支援（学習の見守り、学校行事
支援、読書指導の支援など）、授業
外支援（花壇整備、学校図書館の
環境整備など）、部活動支援など
#市内の小中学校|申請書を提出
∑（7面）と年齢_コミュニティス
クール推進課（☎37－2780、>22－
6071） https://s-kantan.jp/ube-u/、活
動を希望する学校

●種目：陸・海・空一般幹部候補生、
飛行幹部候補生（海・空）!試験日：
5月9日㈯、10日㈰%令和3年4月1日
現在、次のいずれかに該当する人：
22～25歳、20～21歳で大学を卒業し
たか卒業見込み、28歳未満で大学
院の修士課程を修了したか修了見

込み~5月1日まで_自衛隊宇部地
域事務所（☎31－4355）

市民投票と審査員による審査で入
賞作品（金賞、銀賞、銅賞）を決定。
金賞受賞者には、東京都で開催さ
れるガーデニングショーへの出展費
用の一部を助成します!展示期間：
4月25日㈯～5月6日㉁#展示場所：
TOKiSMA{20作品（1人または1団
体につき1作品）|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~3月25日まで
_ガーデンシティ推進グループ（☎
34－8485、>22－6008）g-city@city.
ube.yamaguchi.jp※FAX・メールは、
電話で要到達確認

バラ、宿根草、和・洋ハーブ、茶花、
山野草など、和・洋のガーデニング
文化が学べる講座。講師：ガーデン
シティプランナー・国司淑子!4月～
来年3月の毎月第2木曜9時半～12
時（全12回）#ときわレストハウス、
花いっぱい運動記念ガーデン、ぼた
ん苑&年18,000円{30人
|*+?∑（7面）とフリガナ、年齢
~3月19日［必着］_ときわ公園課
（〒755－0001大字沖宇部254、☎51
－7252、>51－7205）

全国障害者スポーツ大会派遣選手
選考会を兼ねたスポーツ大会▷5月
10日（ボウリング）、17日（陸上競技、
サウンドテーブルテニス）、24日（水
泳、アーチェリー、フライングディス
ク、一般卓球）、31日（ボッチャ）#競
技により異なる%平成19年4月1日
以前に生まれ、県内に居住・通所・
通学する身体障害者、知的障害者、
精神障害者※6歳以上が参加可能
な陸上と水泳の競技あり~3月6日
まで※新入生や4月からの施設利用
者は4月10日まで_障害福祉課（☎
34－8342、>22－6052）

!$二十歳の記念に自分の手で酒
づくり▷6月7日：田植え、10月12日：稲
刈り、12月上旬：仕込み体験、来年1
月10日（成人式当日）：新酒贈呈
#永山本家酒造場ほか%平成12
年4月2日～平成13年4月1日生まれ
&5,000円（昼食・お酒代）{10人
~3月19日まで_㈱永山本家酒造
場（☎62－0088、>62－0509）
gorioyazu2002@gmail.com}こど

も・若者応援課（☎34－8447、>21
－6020）

商品券は3月31日㈫までに市内登
録店で使用してください※期限を過
ぎた商品券の使用、未使用券の払
戻しなどはできませ
ん}プレミアム
付商品券室
（☎34－8455、
>22－6041）

大字小串、東須恵、妻崎開作、際波
の重複する地番の一方を2月3日に
変更し、土地・建物の所有者に個別
に通知します}山口地方法務局
（☎050－3381－8756）

交通事故による入院や通院、死亡
に対して共済金が支払われます▷
共済期間：掛金入金日の翌日から来
年3月31日%市内在住・在勤の人、
生計同一の家族&1型840円（3型
まで）、新規加入は出資金100円
<印鑑|申込書を提出（2019年度
に加入した人は「こくみん共済
coop」から届く継続申込書を郵送）
~3月2日から_市民活動課（☎34
－8235、>22－6016）、北部総合支
所、各市民センター、万倉・吉部出
張所

%2019年度中に病児・病後児保育
を利用し、市民税か所得税が非課
税の世帯<印鑑、振込口座がわか
るもの、平成31年1月2日以降に宇
部市に転入した人は平成31年度課
税証明書（世帯票）、市外の施設を
利用した人は施設利用の領収書
~4月10日まで_こども・若者応援
課（☎34－8447、>21－6020）

（福）宇部市社会福祉協議会と
（株）にぎわい宇部を対象にした監
査の結果を掲示しています!3月16
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（☎3 4－
8726、>22－6013）

軽自動車税（種別割）は、毎年4月1
日に軽自動車などを所有している人
に課税されます。既に車や原付バイ
クなどを売却、譲渡、解体している
場合は、4月1日㈬までに所有者変
更や廃車の申告が必要です。トラク
ターやコンバインなどの農耕作業用
自動車、その他の小型特殊自動車
は、道路を走行しなくても課税の対
象となり、申告が必要です}▷原動
機付自転車・小型特殊自動車…市
民税課（☎34－8197、>22－6084）
▷軽自動車（二輪）・二輪の小型自
動車…山口運輸支局（☎050－
5540－2073）▷軽自動車（三・四輪）
…軽自動車検査協会山口事務所
（☎050－3816－3085）

!3月20日㈷
●白石公園墓地$墓地内に臨時
バス停を設置し、宇部新川駅と八
王子を発着する小羽山線と八幡宮
線の一部の便が停車します
●開公園墓地$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）

エレベーター付き跨線橋などの供
用を開始します!3月30日㈪11時～
#JR宇部駅}共生社会ホストタウ
ン推進グループ（☎34－8831、>22
－6008）

令和2年度の福祉タクシー券（55枚
つづり）を交付します!3月24日㈫か
ら#障害福祉課、北部総合支所、
各市民センター%身体障害者手帳
1～3級か療育手帳Aを持っていて、
自動車税・軽自動車税の減免を受
けていない人<身体障害者手帳か
療育手帳、印鑑、4月1日以降に手続
きする人は前年度のタクシー券
}障害福祉課（☎34－8314、>22－
6052）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談に精神科医・臨床心理士など
各分野の専門家が応じます!4月4
日㈯13時～15時#福祉会館%本
人、家族_むつみ会（☎35－3365）

登録済みの犬の飼い主に、3月中旬
に集合注射の案内のはがきを送り
ます。集合注射は4月から行い、会
場で新規登録もできます。会場と日
程は市ホームページに掲載。市外
で登録を受けた犬は、異動の手続
きが必要です%生後91日以上の犬
&新規登録と注射6,050円、注射の

み3,050円}生活衛生課（☎34－
8252、>22－6016）

就職活動を継続している新卒・既卒
の人をハローワークは最後まで支
援します。就職活動の進め方や、不
安なこと、求人情報など、気軽に問
い合わせてください}ハローワーク
宇部（☎31－0164）

こ　せんきょう

❻ ❼

学校教育活動
支援ボランティア

二十歳の酒づくり
プロジェクト

宇部市プレミアム付商品券の
使用は3月31日までに

重複した地番の
変更作業を行いました

市民交通災害共済に
加入しませんか

ともに支えあう地域づくり研修会
・障害支援者交流の集い

中山聖子×岡本よしろう
トークイベント

シルバー人材センター
入会説明会

今富ダム湖畔
桜ウオーキング

アクトビレッジおので
体験イベント

うべスタセミナー

お知らせ

軽自動車税（種別割）の
申告

病児・病後児保育
保育料の減免申請

監査結果の公表

市営バス　春の彼岸
墓地への臨時バス運行

障害者福祉タクシー券の
交付

JR宇部駅バリアフリー
設備の供用開始

統合失調症・
うつ病相談会

就職活動を応援　
ハローワークに相談を

飼い犬の登録と年1回の
狂犬病予防注射を忘れずに

自衛隊幹部候補生
などの試験

ハンギングバスケット
コンテストの作品

ときわ公園
ガーデニングカレッジ

障害者スポーツ大会
・キラリンピック参加者

交通局の旅プラン

韓国語講座
（入門・初級・中級）

天文講演会

寄付金報告
植田　玄彦（東京都新宿区）
末永　和義（山陽小野田市）
鈴木　伸（東京都豊島区）
貞永　新（大阪府大阪市）
清水　一生（宮崎県宮崎市）
酒田　三男（西本町）
新光工事株式会社（大字妻崎開作）
新光ワークス株式会社（大字妻崎開作）
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
　代表取締役社長　金杉　恭三（東京都渋谷区） 
宇部興産コンサルタント株式会社（大字東須恵）
株式会社巴商会（西本町）
廣一興業株式会社（大字際波）
有限会社プレシーアデザイン（琴芝町）
有限会社ワンアップ（大字東須恵）
朝日産業株式会社（居能町）
株式会社伊東工作所（恩田町）　
伊藤造園（大字西吉部）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
・・・・・・・・・・・・・・・200,000円

・・・・100,000円
・・・・・・100,000円

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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

共立工業株式会社（朝日町）
株式会社三洋建設（西中町）
三和電機株式会社（大字中山）
株式会社島田工務店（小松原町）
株式会社清和防水（大字西岐波）
株式会社セキュア24（芝中町）
常盤地下工業株式会社（大字山中）
株式会社戸坂造園土木（大字東岐波）
株式会社広島企業（大字山中）
福永商事株式会社（浜町）
防長商事株式会社（琴芝町）
松永貨物有限会社（大字東岐波）
株式会社松本電気商会（明神町）
株式会社ミウラ化学（草江）
ミツヤ工業株式会社（大字木田）
ミドリ産業株式会社（大字東須恵）
村上建設工業株式会社（相生町）
株式会社山原商会（大字沖宇部）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000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（1月分、敬称略）

∑…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

地域の呼称を「校区」から「地区」に変更します

▷変更日　令和3年4月1日
　※令和2年度は周知・移行期間とし、市が発行する文書類の表記
　　は、令和2年4月1日から「地区」とします。
■問い合わせ　市民活動課　☎34－8260　>22－6016

　現在、地域コミュニティを指す時に「○○校区」という呼称を使用
していますが、学校選択区域の関係で、その区域は小学校区とは異
なる場合があります。そこで、今後は居住地を基本とする現在の地
域コミュニティの枠組みを維持し、地域づくりを推進していくために、
「校区」という呼称を「地区」に変更します。なお、これに伴うコミュニ
ティの区域の変更はありません。

珍しい貨幣を多数展示。土日は展示物の解説を行います。同好会の
入会者も随時募集中!3月14日㈯～22日㈰の開館日※最終日は15
時まで#学びの森くすのき}防長古泉会（☎44－0310［岡野］）

日本の貨幣展

初心者歓迎です!3月19日㈭10時～#ヒストリア宇部%大人{10人
~3月18日まで_森のオカリナ教室（®050－7119－6396［山﨑］）
morino.ocarina.school@gmail.com

春のオカリナ無料体験会

楽しい歌を交えた手遊びやからだを動かす遊びなど!3月21日㈯14
時～15時#宇部フロンティア大学{100人_宇部フロンティア大学
短期大学部保育学科（☎38－0500）

扶老会フリーマーケット

医師や看護師による講演!3月28日㈯14時～16時#多世代ふれあ
いセンター{300人}山口大学医学部附属病院腫瘍センター（☎22
－2170）

うべたん「あそびうたコンサート」

豚汁の無料配布、ステージイベントなど!4月12日㈰8時半～14時
#扶老会●出店者募集{65区画（先着順）~3月31日まで_ハイツ
ふなき（☎67－0188、>67－0888）

がん市民公開講座（気になる大腸がんのお話）

市民の掲示板 詳細は_} に
問い合わせてください



広報うべ 2020年３月号❽ SDGs未来都市・宇部

情報カレンダー情報カレンダー 3月1日～4月5日3月1日～4月5日

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（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）
献血・400mL限定（㈱グロリアダッシュ　13時半～16時半）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
「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時半）
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（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14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）
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（吉部ふれあいセンター　9時半～11時半）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14時）
「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）

「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）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16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）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
こころとからだのリフレッシュウオーキング（真締川コース）（保健センター　10時～11時）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
キッズデー（学びの森くすのき　9時～17時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
ちびっ子集まれ！イングリッシュ・スタート（学びの森くすのき　14時半～15時）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）

プラネタリウム投影会　!3月1日㈰、8日㈰、22日㈰、26日㈭、27日㈮、29日㈰、
30日㈪、31日㈫各14時～15時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

3月1日㈰
4日㈬

5日㈭
6日㈮
7日㈯

8日㈰
10日㈫
13日㈮
14日㈯

15日㈰
17日㈫

18日㈬

18日㈬
20日㈷

21日㈯

25日㈬

26日㈭
27日㈮
28日㈯

4月2日㈭
4日㈯

定
例
無
料
相
談

■弁護士相談
　!3月18日㈬13時半～15時半　予約受付開始3月5日㈭8時半～
　!4月1日㈬13時半～15時半　予約受付開始3月19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　!3月11日㈬、25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　!3月14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）

■中小企業・小規模事業者向けの経営相談　!3月17日㈫　#市役所
{4組　~3月10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　!3月17日㈫19時～21時　%不登校な
どの悩みをもつ小中学生の保護者　{2人　~3月13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　!第2火曜、第4木曜　各10
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。

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

毎週木曜日と3月31日㈫　※祝日を除く

すべて予約不要で参加できます（㊒は有料、または一部有料）

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。

3月1日㈰ 8日㈰ 15日㈰ 20日（金・祝） 22日㈰ 29日㈰ 4月5日㈰

上宇部こども
クリニック
常盤台
☎29－1155

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

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

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

●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）


