
（　）内は前月比。2019年11月末日現在
（転入・転出は11月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
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　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入294人　転出279人
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迎 春

キワ・ラ・ビーチ（岐波海水浴場）から

宇部市長
久保田　后子

　あけましておめでとうございます。
　皆様には清々しい新年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。
　今年は、第2期「宇部市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」スタートの年です。現在策定中
の「宇部市中心市街地活性化基本計画」や「子育
てプラン」第2期と連動させながら、引き続き
「魅力あるまちづくり」「出産・子育ての支援」を
推進するとともに、誰もが住み慣れた地域で安

心して暮らせる「地域共生社会」に向けた取り組みを加速して
いきます。
　また、最新のデジタルテクノロジーや先端技術、データを
効果的に活用し、次世代公共交通の検討や健幸長寿のまちづ
くりなど、市民生活の質の向上やにぎわい創出につながる施
策を進めていきます。
　来年、「市制施行100周年」を迎えます。次世代に「希望あふれ
る未来」をつなぐため、SDGｓ未来都市として、持続可能なま
ちづくりと地域活性化の実現に全力で取り組んでまいります

ので、引き続き、ご理解とご協力をお
願いいたします。

　皆様にとりまして、
今年1年が健やかで素晴
らしい年となりますよ
うお祈り申し上げまし
て、新年のごあいさつ
といたします。

議会は市政の発展と
市民福祉向上のため全力を尽くします

最新のデジタルテクノロジーを活用し
活力あふれる心豊かな未来を創る

　あけましておめでとうございます。
　市民の皆様におかれましては、輝かしい新年
をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、平素から市議会の活動と市政の推進に
対しまして、温かいご支援とご理解を賜り厚くお
礼申し上げます。
　さて、少子高齢化・人口減少社会の到来、中
心市街地の活性化対策、中小企業における後継
者・人材確保、大規模災害に備えた防災対策な
ど、本市を取り巻く社会情勢は年々厳しさを増しつつあります。
これらの大きな課題に対してさまざまな手法による積極的な取り
組みが求められているところであり、そのため、市民に最も身近
な自治体の議会の役割は、ますます重要なものになってきていま
す。
　このような中で、私たち議会は、本市の施策が市政発展と市
民の福祉向上のために必要なものであるかどうかを議論し、地方
自治体の意思決定機関として、そして、執行機関に対する監視
機関として、その役割をしっかりと果たしてまいります。
　とりわけ、これからの1年間は、市制施行100周年に向けた大
切な時期でありますので、さまざまな課題に対し全議員が一丸と
なって乗り切っていかなければならないと考えています。
　今後とも、引き続き、より一層のご支援、ご
理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　結びに、新しい年が市民の皆様にとりまして、
健康で明るい幸せな年でありますよう心からお祈
り申し上げまして、新年のごあいさつといたしま
す。

宇部市議会議長
射場　博義
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市営住宅（空き住宅）
入居者募集

市庁舎などに自動販売機を
設置する事業者を募集

●募集予定住宅
　亀浦、風呂ヶ迫、岬、鍋倉、石原、則貞、西岐波、鵜の島
●申込案内
　1月10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　1月20日㈪～31日㈮[消印有効]
●入居予定日　3月2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）

●募集要項　担当課で配布するほか、市ホームページに掲載
●申込方法　必要書類を総務管理課へ直接持参
●受付期間　1月10日㈮～2月7日㈮

市役所本庁舎（6台）
港町庁舎（1台）

宇部中央消防署（2台）
宇部西消防署（1台）
東部出張所（2台）
北部出張所（2台）
楠出張所（1台）

市の施設などで働く人を募集

婦人相談員の募集

▷日時　2月20日㈭13時30分～
▷場所　市役所 1月6日㈪～31日㈮

1月6日㈪～17日㈮

1月8日㈬～22日㈬

▷日時　2月1日㈯9時～
　※申し込み多数の場合、
　　2月2日㈰の場合あり
▷場所　環境保全センター
　　　　（廃棄物対策課棟）
▷日時　2月9日㈰9時～
▷場所　環境保全センター
　　　　（廃棄物対策課棟）

▷日時　1月25日㈯9時～
　※申し込み多数の場合、
　　1月26日㈰の場合あり
▷場所　市役所

職　種 試　験 申込方法 申込期間 申込先人　数
会計年度任用職員 令和2年4月1日～令和3年3月31日採用期間

一般事務
（フロアマネージャー）

障害者就労
ワークステーション

事務職員

環境業務員

車両整備員

1人

3人程度

11人程度

2人程度

※上記以外の会計年度任用職員の募集情報は、詳細が決定次第、市ホームページなどに掲載します

　子どもから高齢者まで、だれでも相談できる窓口を、身近な地域に
15カ所設置しています。福祉のお悩みや困りごとなど、なんでもご相
談ください。相談員が解決方法を一緒に考え、お手伝いします。

　昨年10月から新庁舎1期棟の建設工事をしています。工事期
間中はご不便をおかけしますが、安全に十分配慮して工事を進
めますので、ご理解とご協力をお願いします。

お住まいの校区の窓口にご相談ください。
ご依頼があれば、ご自宅への訪問も可能です。

■問い合わせ　アジアJV　☎37－0211　 info@asia-jv.com

設置場所（台数） 担当課
総務管理課
☎34－8105　>22－0686

廃棄物対策課棟（2台） 廃棄物対策課
☎33－7291　>33－7294

ごみ焼却場（3台） 環境保全センター施設課
☎31－3664　>31－3734

リサイクルプラザ（2台） 環境保全センター施設課
☎31－5584　>31－5844

防災危機管理課
☎34－8528　>29－4266

福祉なんでも相談窓口
■問い合わせ　地域福祉・指導監査課内
　福祉総合相談センター　☎34－8393　>22－6028

■問い合わせ　新庁舎建設課　☎34－8200　>22－6064

どうやって相談したらいいの？

お困りのこと、お悩みのこと、なんでもご相談ください。
どんな相談をしたらいいの？

福祉なんでも相談窓口　月曜～金曜日（祝日・年末年始を除く）
校区 住所 電話番号/FAX名称（開設時間）
東岐波、
川上

東部第1地域包括支援センター
（8時30分～17時15分）

大字東岐波
4940－1

☎39－6971
>39－6972

西岐波、
常盤

東部第2地域包括支援センター
（8時30分～17時15分）

大字西岐波
229－105

☎39－6151
>39－6502

西宇部、
厚南

西部第1地域包括支援センター
（8時30分～17時15分）

大字際波
287－１

☎45－3969
>45－1224

黒石、原
西部第2地域包括支援センター
（8時30分～17時15分）

大字妻崎開作
470－3

☎43－9307
>43－9308

校区 住所 電話番号/FAX名称（開設時間）

恩田、岬
南部第1地域包括支援センター
（8時30分～17時15分）

東芝中町
4番45号

☎38－8551
>38－8552

見初、神原、
琴芝

南部第2地域包括支援センター
（8時30分～17時15分）

寿町三丁目
2－26

☎38－3220
>38－3221

市内全域 生活支援センターふなき
（8時30分～17時30分）

大字船木
442－11

☎67－2464
>67－2467

市内全域 障害者生活支援センター
（8時30分～17時30分）

発達障害等相談センター
「そらいろ」
月・火・木・金曜日
9時～17時、第3水曜を
除く水曜日12時～20時(　　　　　　　　)

鵜の島町
5－21

☎38－8820
>38－8821

市内全域 ふらっとコミュニティ・ひだまり
（10時～16時）

海南町
2－58－1

☎21－1552
>21－1552

市内全域 宇部市社会福祉協議会
（8時30分～17時15分）

琴芝町二丁目
4－20

☎33－3134
>22－4391

市内全域 琴芝町二丁目
4－25

☎43－6777
>43－7174

上宇部、
小羽山

中部第1地域包括支援センター
（8時30分～17時15分）

中村二丁目
7－15

☎43－9551
>35－9206

新川、藤山、
鵜の島

中部第2地域包括支援センター
（8時30分～17時15分）

若松町
8－13－1

☎39－6131
>39－8134

厚東、小野、
二俣瀬

北部東地域包括支援センター
（8時30分～17時15分）

大字木田
40－221

☎62－5858
>62－5959

船木、万倉、
吉部

北部西地域包括支援センター
（8時30分～17時30分）

大字船木
833－3

☎67－0506
>67－1413

「どうしよう？」と思ったら連絡してください

子育てと仕事の
両立が大変

無職の子どもが
 ひきこもり気味

入院の保証人が
いない

面倒を見てくれる
家族がいない

生活が苦しい。
借金があり家賃や
光熱水費が払えない

仕事ができない

家族に病院を
受診してほしいが
受診してくれない

新庁舎建設工事をしています

※工事の進捗状況は、市ホームページで随時お知らせします

新庁舎1期棟新築工事　概要

今後のスケジュール（予定）

建物概要

1期棟建設工事

区分、職種 受験資格

行　政

保健師

保育士

5人程度

5人程度

10人程度

登録予定人数

任
期
付

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

現庁舎解体
2期棟建設工事
広場整備

工　　期

地上6階搭屋1階、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、
延べ面積15,817.20㎡
令和元年10月４日～令和3年9月30日

宇部市育児休業代替任期付職員登録試験
●試験日程　2月16日㈰ 9時30分～　市役所
●申込期間　1月17日㈮～2月3日㈪
　▷持参、郵送
　▷うべ電子申請サービス
　　https://s-kantan.jp/ube-u/
※受験申込書などは、申込開始日から人事課、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
※合格から採用まで
　試験に合格し候補者名簿に登録された人の中から、職員の育児休業の
　取得状況に応じて、原則として名簿の上位から順に採用します。 ■申込先・問い合わせ　人事課　☎34－8129　>22－0686

高等学校以上（これと同等と認められるもの
を含む）を卒業したか令和2年3月末までに
卒業見込み
保健師免許を有するか令和2年3月末まで
に取得見込み
保育士資格を有するか令和2年3月末まで
に取得見込み

申込書を提出。申込書
や受験案内は、申込先、
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

市民活動課
　☎34－8126
　>22－6004

廃棄物対策課
　☎33－7291
　>33－7294

障害福祉課 障害者就労
ワークステーション
　☎34－8342
　>22－6052

●内　　容　男女の人権やDVの被害に関する相談・支援など
●任用期間　4月1日～令和3年3月31日　※更新あり
●応募資格　普通自動車運転免許があり、簡単なパソコン操作ができ
　　　　　　る女性
　※相談業務の経験や社会福祉士・精神保健福祉士・保健師・臨床心理士の
　　いずれかの資格があるなどの要件があります
　※募集要項は市役所、北部総合支所、各ふれあいセンターなどに設置

●募集人数　1人
●試　　験　▷日時　2月21日㈮14時～
　　　　　　▷場所　市役所　▷内容　面接、書類選考
●応募方法　履歴書を郵送か持参
●応募期限　2月7日㈮17時[必着]
■申込先・問い合わせ　人権・男女共同参画推進課
　　　　　　　　　　　☎34－8308　>22－6016

工事期間中の市役所周辺図

立体
駐車場

宇部市役所

税務署

新川大橋

真
締
川 駐車場

駐車場
通行不可×

駐輪場
（自転車・バイク）

駐輪場:30台
（自転車のみ）

14台
（うち、障害者等用4台）

161台
（うち、障害者等用5台）

混雑解消のため、
左折での出入りに
ご協力ください。

工事エリア

税務署への迂回路
（階段あり）
※1月下旬開通予定

常盤通り（国道190号）

15台（うち、障害者等用2台）
　※国道側からの進入に
　　ご協力ください

駐輪場
（自転車・バイク）

歩行者の
経路

※税務署の駐車台数が従来の半数以下になっていますので、
　確定申告期間などの混雑時は、立体駐車場をご利用ください。
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■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

モ

モ

他

●ときわミュージアム新春企画
　「植物年賀状展」
　植物のイラストや写真をテーマに募集した
　年賀状の展示。年賀状作りの体験コーナー
　もあります。

　日時　1月13日（月・祝）まで　9時～17時
　問い合わせ　ときわ公園課（ときわミュージ
　　アム）　☎37－2888
●ときわ公園フリーマーケット　
　日時　1月19日㈰8時～14時
　　※雨天中止
　場所　東駐車場
　問い合わせ
　　事務局（®080－2884－0270）
●パルフェマーケット
　日時　1月19日㈰10時～15時
　問い合わせ
　　事務局（®090－6730－7688）

●ショコラティエによるカカオ講座
　～知られざるチョコレートの秘密に迫る～

　バレンタインデー1カ月前。あなたの好きな
　チョコレートはどれ？色、香り、味などの違い
　を体感し、カカオの魅力を先取りしよう！

　

　日時　1月13日（月・祝）
　　　　①10時～12時
　　　　②13時30分～15時30分
　費用　1,500円
　定員　各先着20人
　申込期間　1月3日㈮～11日㈯
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　　☎37－2888　>37－2889

●麻ひもとココヤシのカップを使って
　プラントハンガーを作ろう！
　マクラメ編みのプラントハンガーを作って、
　お家に飾ってみませんか？
　日時　1月29日㈬10時～11時
　費用　500円
　持参品　持ち帰り用の袋
　定員　先着10人
　申込期間　1月6日㈪～20日㈪
　申込先　ときわ公園課
　　　　　（ときわミュージアム）
　　　　　☎37－2888　>37－2889
●干支展～子～
　干支のねずみに関する展示
　日時　1月26日㈰まで　9時30分～17時
　問い合わせ
　　常盤動物園協会
　　☎21－3541

…ときわミュージアム　　…ときわ湖水ホールミ …体験学習館モンスタ …その他開催場所の表示

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

湖

湖

他

「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　1月11日㈯～13日（月・祝）9時
　30分～18時（最終日は17時まで）
●場所　おのだサンパーク
■問い合わせ　山陽小野田観光協会
　（☎82－1313）

 　
●日時　1月18日㈯～2月9日㈰
　10時～17時
●場所　秋吉台国際芸術村ギャラ　
　リー
■問い合わせ　秋吉台国際芸術村　
　（☎0837－63－0020）

●日時　1月18日㈯～3月31日㈫
　9時～17時（入館は16時30分まで）
■場所・問い合わせ　萩博物館
　（☎0838－25－6447）

●日時　1月20日㈪～22日㈬
　6時30分～、18時～
■場所・問い合わせ　春日神社
　（☎0835－38－1185）

 　

●時間　3月8日㈰8時～12時30分
●場所　津和野高校スタート
■問い合わせ　事務局（☎0856－
　72－1854）

●日時　4月12日㈰まで　9時～17時
■場所・問い合わせ　中原中也記念
　館（☎083－932－6430）

企画展「萩の夏みかん物語りⅡ」
つわのＳＬ健康マラソン

名産品フェア ポスコン？！2020
大寒みそぎ 中原中也記念館開館25周年記念展

「清家雪子展──
　『月に吠えらんねえ』の世界」

ミ 要事前申込ミ
要事前申込ミ

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

「ぶちいいね！ヘルシーメニュー」
新メニューのご紹介　健康アイデアなどを盛り込んだメニューを

「ぶちいいね！ヘルシーメニュー」に認証して
います。ぜひ、ご賞味ください。

日替り ヘルシー弁当 デイリー弁当  KOTO
 KOTO

管理栄養士のLUNCH BOX
（西中町9－3）☎39－5805

里山キッチン　霜降山カフェ
（大字末信519）☎55－6332

必須項目
　▷主食・主菜・副菜がそろっている
　▷店独自の取り組みがある（ご飯の量が調整できる、
　　宇部産の食材を使っているなど2項目以上に該当）
認証条件　※次のいずれかに該当すること
　▷1食分あたりの野菜の使用量が120ｇ以上
　▷1食分あたりの食塩相当量が3ｇ以下
　▷1食分あたりのエネルギーが650kcal以下

認
証
基
準

健康的な
食生活を応援

認証メニューの詳細はこちらから
宇部　ヘルシーメニュー 検索

※ヘルシーメニューは随時募集しています

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

産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラを整備し、全ての人が参加できる持続可能な経済発展とイノベーションの推進を図る
災害に強いインフラの整備は、新しい技術・産業を創出しやすくし、 エネルギー効率の向上や新
たな労働・雇用の創出など、他の目標を達成するための鍵となります。 <目標９>では、経済成
長と人々の健康で安全・安心な暮らしを支援するため、持続可能で災害に強いインフラをつく
り、新産業の創出を推進します。

人や国の不平等をなくそう
国内および国家間の不平等を是正する
所得や性別、年齢、障害の有無、人種、宗教などを理由とする不平等は、世界各国で根強く残っ
ています。　<目標１０>では、所得格差の改善や、差別的な法律・政策・慣行を廃止すること
で、不平等の是正を目指します。

宇部市消防出初式
●日時　1月11日㈯9時30分～11時40分
●会場　渡辺翁記念会館
●内容　▷式典　9時30分～10時30分
　　　　▷徒歩隊と車両隊の観閲行進　10時40分～11時
　　　　▷特別訓練　11時10分～11時40分
　　　　※子ども用の防火衣の試着、記念撮影もできます
■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8528　>29－4266

インターネット市民モニター　登録者の募集
市政に参加してみませんか

　インターネットを利用して市が実施する「まちづくり」や「事業」に関す
るアンケート調査にご協力いただける人を募集します。アンケートは年に
8～10回程度です。
●登録条件　次のすべてを満たすこと
　①市内に在住か、通勤・通学する人
　②メール受信とインターネットを利用して
　　アンケートに回答ができる人
  　※国・地方公共団体の職員や市議会議員など公選による職にある人を除く
■申込先・問い合わせ　広報広聴課
　☎34－8124　>22－6063
　うべ電子申請サービス　https://s-kantan.jp/ube-u/

協賛事業者からの
割引券などを
抽選でプレゼント

特典

～共に生きる地域社会をめざして～

　本市は、障害のある人が安心して生活を送ることができるよう、市全体で
支援の取り組みを進めるため、平成29年4月に「宇部市障害のある人へのコ
ミュニケーション支援条例」を制定しました。私たち一人ひとりが、障害の特
性に応じたコミュニケーションの手段を利用できるようにすることで、障害の
あるなしにかかわらずお互いを理解し、心豊かに安心して共生できるまちをめ
ざしましょう。
　また、昨年10月には山口県が、手話の普及と手話を必要とする人が手話で
生活できる地域社会をめざし、「手話言語条例」を制定しました。手話は、聴
覚障害の人がコミュニケーションを図るための重要な手段のひとつです。
　手話が身近な言語となるよう、手話であいさつしてみましょう！

■問い合わせ　障害福祉課　☎ 34－8457　>22－6052

片方の手の甲にもう
片方の手を軽く当て、
垂直に上げます。
感謝する気持ちを込
めた表情も加え軽く会
釈します。

1月1日を表し
ます。
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「お正月」
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手話出前講座 手話を体験してみませんか？
　地域団体など（自治会や子供会、地域ボランティア団体など）を対象に手
話出前講座を開催しています。あいさつや自己紹介、生活の中でよく使う簡単
な手話を学ぶ講座です。ご希望の内容に応じて講座を実施しますので、お気
軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです
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公認心理師の国家資格を目指
せる「社会人AO入学制度」、安
価な学費で心理学の講義やゼミ
ナール、教養科目などを学んで
大学卒業を目指す「教養履修制
度」の説明・相談。卒業時に認定
心理士の資格が取得可能!1月
9日㈭、16日㈭、23日㈭、30日㈭
各13時半～14時半#}宇部フ
ロンティア大学（☎38－0511）

保存期間が終了した雑誌を無料
で配布します※1人10冊まで!1
月18日㈯9時半～18時※9時から
整理券配布<マイバッグ#}図
書館（☎21－1966、>21－3801）

スクエアステップの開発者によ
る講話と体験学習。スクエアス
テップとは、高齢者の転倒予防・
認知機能向上、成人の生活習
慣病予防、子どもの身体機能の
発達、あらゆる年齢層の体力づ
くりなどに効果が期待できる運
動です!1月24日㈮13時半～15
時半#厚南市民センター&200
円<上履き}よりあい処西ヶ丘
（®080－1136－9416［片山］）

●朗読劇「セロ弾きのゴーシュ」
$「戯曲を読む会in宇部」が宮
沢賢治の世界へご案内!2月2
日㈰13時半～#渡辺翁記念会
館
●柳家喬太郎独演会$柳家喬
太郎の落語公演!2月11日㈷15
時～#文化会館&全席指定：一
般3 ,800円、財団友の会会員
3,500円、大学生
以下2,500円
}文化創造財団
（☎35－3355、
>31－7306）

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提
供!1月25日㈯10時半～15時
#県総合保健会館（山口市）
}やまぐち農林振興公社担い手
支援課（☎083－902－6696）

市内の保育園、幼稚園、学童保
育クラブで働きませんか※学童
保育クラブの補助員以外は、保
育士、幼稚園教諭などの資格が
必要!2月2日㈰13時～16時#と
きわ湖水ホール}保育幼稚園
学童課（☎34－8244、>22－
6051）

●ふるさと山口就職ガイダンス
$個別就職相談コーナー、イン
ターンシップ相談コーナーな
ど!1月17日㈮11時半～16時
%令和3年3月以降に大学などを
卒業する学生
●ふるさと山口企業合同就職
フェア$県内の事業所担当者と
の面談!2月4日㈫10時～12時
半、13時半～16時（午前と午後
で企業入替）%大学などの今春
卒業見込者を含む求職者
#山口グランドホテル（山口市）
}山口しごとセンター（☎083－
976－1145）

●古地図を片手にまちを歩こう：
西コース（約3.5km）!1月9日㈭
9時50分～12時#琴崎八幡宮バ
ス停集合{40人（先着順）<タ
オル、飲み物~1月8日まで
●伊能忠敬測量隊の歩いた道・
山陽道を辿る（健脚コース約
5km）!1月25日㈯9時15分～12
時半#船木ふれあいセンター集
合{20人（先着順）<タオル、飲
み物、トレッキングシューズ~1月
24日まで
_観光・グローバル推進課（☎
34－8353、>22－6083）

●うべスタセミナー!$1月10日
㈮18時半～20時「クラウドファン
ディング活用セミナー」、17日㈮
18時半～20時半「第5回起業家
育成スクール」、18日㈯13時～16
時「スタートアップ・志プログラム
第5回」、24日㈮18時半～20時
「ローカルビジネス事例紹介セミ
ナー」、25日㈯13時～17時「第6
回起業家育成スクール」、31日
㈮10時半～12時「大人の女子
校・起業勉強会」# _うべス
タートアップ（☎39－5010、>39
－5184）https://ube-startup.com/
●ジョブスタゼミ!$1月19日㈰
11時～12時「仕事の探し方と応
募書類の作成のポイント」、29日
㈬16時～17時「面接対策：身だし
なみと質疑応答のポイント」
#_ジョブスタ（☎39－5013、
>39－5184）
jobsta@aurora.ocn.ne.jp

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!1月16日㈭、2月6日㈭、
20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）

血圧と血管年齢の測定、循環器
系の講話!1月21日㈫13時半～
16時#福祉会館%60歳以上の
女性{30人（先着順）<筆記用
具~1月6日から_シルバー人材
センター（☎31－3251、>31－
4334）

充実したセカンドライフを送るた
めのセミナーと就職面接会!1
月24日㈮▷セミナー：13時～14時
（要事前申込）▷就職面接会：14
時～16時#ときわ湖水ホール
%55歳以上{30人}ハロー
ワーク宇部（☎31－0164（部門
44＃）、雇用創造課（☎34－
8356、>22－6041）

!1月24日㈮13時半～15時#福
祉会館|*?∑（7面）~1月22
日まで_市民活動課（☎34－
8159、>22－6004）

妊婦同士の交流、歯科医師・保
健師などの話、赤ちゃんの世話
などの体験学習!1月24日㈮、2
月26日㈬各13時～15時、3月13日
㈮18時半～20時半（全3回）#保
健センター%妊娠中期（16週）
以降の第1子妊婦とその家族
{36組（先着順）~1月7日～17
日_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

障害者雇用のポイントや職場で
の支援方法、障害別の特性と配
慮などを学びます。修了者には
認証書を交付!1月25日㈯、2月
1日㈯各9時～12時、企業での実
習1日#多世代ふれあいセン
ター、福祉会館%企業の事業主
や社員{10人程度~1月17日ま
で_光栄会障害者就業・生活支
援センター（☎39－5357、>39－
5359）syuugyo@koueikai.or.jp

「健幸アンバサダー」とは、健康
に関する正しい知識を身近な人
に口コミで広める伝道師です。心
に届く正しい“健幸”情報の伝え
方を学んで、宇部市を元気にし
ましょう。▷講師：久野譜也（筑波
大学大学院人間総合科学研究
科教授）!1月30日㈭13時半～
16時半#福祉会館%高校生以
上（当該講座未受講者）{120
人|*?氏名、電話番号、校
区、年齢~1月24日まで_健康
増進課（☎31－1777、>35－
6533）

●ルネッサながと「万作・萬斎　
狂言公演」!2月8日㈯&12,000
円（昼食付き）~1月24日まで（先
着順）

●津和野太鼓谷稲成　初午参
拝!2月9日㈰&8,800円（昼食
付き）~1月31日まで（先着順）
●宮島牡蠣料理!2月15日㈯
&12,000円（昼食付き）~2月7日
まで（先着順）
●博多座 スーパー歌舞伎Ⅱ オ
グリ!2月16日㈰&28,000円（昼
食付き）~1月17日まで（先着順）
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

演題「ストレスとの上手なつき合
い方」!2月16日㈰13時半～15
時{50人（先着順）|*?∑（7
面）~2月7日まで#_図書館
（☎21－1966、>21－3801）

ボッチャは誰もが気軽に親しむこ
とができるスポーツで、東京2020
パラリンピックの正式種目にも
なっています。初めての人も大歓
迎です!2月23日㈷9時～12時
#俵田翁記念体育館%市内在
住、通勤、通学する人&1チーム
500円{30チーム程度（1チーム
3人以上）（先着順）<体育館
シューズ|?†∑（7面）~1月
10日～2月7日_文化・スポーツ
振興課（☎34－8614、>22－
6083）https://s-kantan.jp/ube-u/

リサイクルプラザと圧縮梱包施
設で廃棄物の処理、機械装置の
運転・整備、手数料の徴収、資源
物の引き渡し業務などを行う事
業者を募集します※詳細は市
ホームページに掲載_環境保全
センター施設課（☎31－5584、
>31－5844）

ジャンル不問のダンスコンテス
ト。日頃の練習の成果を本格的
な舞台で披露しませんか？※詳
細は募集要項をご覧ください
●一般部門：!3月21日㈯17時～
●Kids＆Jr部門：!3月22日㈰17
時～
#渡辺翁記念会館~2月3日ま
で_文化創造財団（☎35－

3355、>31－7306）
kikakuka@ube-bunzai.jp

▷「特別用途地区（大規模集客
施設制限地区）の変更」：すべて
の準工業地域内に大規模集客
施設の立地を規制します▷「特
定用途誘導地区の決定」：都市
機能誘導区域内の誘導施設に
限定して容積率を緩和します
!令和元年12月25日㈬から縦
覧可#}都市計画・住宅課（☎
34－8465、>22－6049）

教育委員会（小・中学校）を対象
にした定期監査の結果を掲示し
ています!1月14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）

土地や家屋以外の事業用資産
を所有している人は、1月1日現
在所有している資産について申
告してください。「eLTAX（エル
タックス）」によりインターネットを
利用した電子申告もできます~1
月31日まで}資産税課（☎34－
8191、>22－6053）

蔵書点検のため休館します。移
動図書館車「あおぞら号」も運
休します!1月21日㈫～24日
㈮}図書館（☎21－1966、>21
－3801）、学びの森くすのき（☎
67－1277、>67－0691）

マイナンバーカードの交付通知
書が届いた人を対象に、休日臨
時交付窓口を開設します。受け
取りには事前の予約が必要で
す。なお、受取場所を変更する
（市民センターや北部総合支所
から市役所本庁舎に変更）人

は、1月22日までに予約をお願い
します!1月26日㈰8時40分～11
時40分# _市民課（☎34－
8264、>22－6017）

統計法に基づく農林水産省の基
幹統計調査。1月中に調査員が
農林業関係者を訪問しますの
で、調査票への記入をお願いし
ます。オンライン回答も可能で
す}総務管理課（☎34－8114、
>22－0686）

夫婦間・親子間の悩み事、DV、
セクハラなど日常生活のさまざ
まな相談に、女性行政書士が応
じます。相談内容は秘密厳守し
ます!2月1日㈯10時～16時#福
祉会館%女性_県行政書士会
（☎083－924－5059）

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!2月1日㈯13時～15時#福
祉会館%本人、家族_むつみ会
（☎35－3365）

同じ大字の中で重複して使用さ
れている地番の一方を変更しま
す。変更した土地・建物の所有
者には郵送で通知します▷実施
日：2月3日㈪▷実施地域：大字小
串、東須恵、妻崎開作、際波
}山口地方法務局（☎050－
3381－8756）

▷鉄鋼業、非鉄金属製造業966
円▷電気機械器具製造業892円
▷輸送用機械器具製造業936円
▷百貨店、総合スーパー852
円}山口労働局（☎083－995－
0372）

蜜蜂の飼育者は、養蜂振興法に
基づき、「蜜蜂飼育届」を提出す
る義務があります。報告方法な
どは問い合わせてください%現
在蜜蜂を飼養している人、令和2
年中に蜜蜂を飼
養する予定があ
る人}農林振興
課（☎67－2819、
>67－2316）

❻ ❼

催し 事前申込
なしで参加
できます

あなたの血管年齢は？

交通局の旅プラン

放送大学公開講演会

市民ボッチャ大会

リサイクルプラザ
運転管理業務受託者

「NEXTREAM21 in UBE」
コンテスト

雑誌のリユース

スクエアステップ
体験教室

文化創造財団のイベント

保育士などの
就職合同説明会

てくてくまち歩き

ふるさとでの就職を応援

うべスタセミナー＆
ジョブスタゼミ

お知らせ

図書館と学びの森
くすのきの臨時休館

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

農林業センサスを実施
します都市計画の決定・変更

の縦覧

監査結果の公表

償却資産の申告

女性のための無料相談会

統合失調症・
うつ病相談会

県の特定（産業別）
最低賃金が改正

蜜蜂を飼っている人は
届け出が必要です

重複する地番を変更する
山耕地番解消作業を実施

生涯現役応援セミナー＆
シニア合同就職面接会

賢い消費者講座
「塩のふしぎ入門」

マタニティ♥サロン

宇部市認証ジョブ
アシスタント養成講座

健幸アンバサダー
養成講座

募　　集

フロンティア大学
社会人向けの入学説明会

ふるさとやまぐち農林水産業
新規就業ガイダンス

シルバー人材センター
入会説明会

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

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

クラス別（ジュニア、初心者、初・中・上級）のスキー講習会と初心者
向けのスノーボード講習会（一人でリフト乗降が可能な人）!1月26日
㈰8時半～#芸北国際スキー場（広島県）&1,000円（リフト券・用具レ
ンタルなどは各自負担）{30人程度|=∑（7面）~1月15日まで_宇
部市スキー連盟（®090－5692－5694[浅井]）
ubeshi_ski@yahoo.co.jp

市民スキー＆スノーボード講習会
市民の掲示板 詳細は_} に

問い合わせてください

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

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）
内山　浩一（東京都新宿区）
福重　正（大阪府吹田市）
宇部工業株式会社（大字妻崎開作）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000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
（11月分、敬称略）

掲載を希望する団体などは、掲載希望月の2カ月前の末日までに、広
報広聴課（☎34－8123、>22－6063）に原稿を提出してください



広報うべ 2020年１月号❽ SDGs未来都市・宇部

情報カレンダー情報カレンダー 1月1日～2月5日1月1日～2月5日

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）
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）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
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）
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）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14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）
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（船木ふれあいセンター　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）
行政相談（福祉会館　9時～12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）
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）
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）
「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）
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（図書館　13時半～15時）

プラネタリウム投影会　!1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

1月4日㈯

6日㈪
8日㈬
9日㈭
10日㈮

11日㈯

14日㈫

15日㈬

17日㈮

18日㈯

18日㈯

19日㈰

21日㈫

22日㈬
23日㈭
24日㈮
25日㈯

28日㈫
29日㈬
31日㈮

2月1日㈯
4日㈫
5日㈬

定
例
無
料
相
談

■弁護士相談
　!1月6日㈪13時半～15時半　予約受付中
　!1月15日㈬13時半～15時半　予約受付開始1月7日㈫8時半～
　!2月5日㈬13時半～15時半　予約受付開始1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　!1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　!1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　!第3金曜日（祝日などの場合は直前の平日）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　!1月21日㈫　#市役所

{4組　~1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部（☎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　!1月21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　~1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　!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

後期高齢者医療制度の各種手続き、保険料の納付と相談
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　

保険年金課　☎34－8343　>22－6019

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1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。

1月12日㈰ 13日（月・祝） 19日㈰ 26日㈰ 2月2日㈰

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

いのくまこどもクリニック
西岐波
☎51－0880

いのくまこどもクリニック
西岐波
☎51－0880

上宇部こどもクリニック
常盤台
☎29－1155

●歯科　日時　12日㈰ 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

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）


