
（　）内は前月比。2019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
78,595
86,100
164,695
79,399

（－38）
（－55）
（－93）
（0）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入253人　転出300人
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常盤町1丁目スマイルマーケットOPEN！
愛称は「TOKiSMA（トキスマ）」

　旧山口井筒屋宇部店に、7月20日㈯にオー
プンした常盤町1丁目スマイルマーケット、
TOKiSMA。皆さんはもう行かれましたか？
　1階は、新鮮な野菜や果物、パンやお弁当など
を販売する「フレッシュマルシェ」、気軽に休憩や
食事ができる「レストスペース」、「ブックコー
ナー」、「若者交流スペース」に「キッズスペー
ス」など、子どもからお年寄りまで楽しめる空間と

なっています。
　建物の柱などに描かれている絵にも注目。市内
在住のアーティストによる素敵な絵も合わせて楽
しむことができます。
　2階はイベントスペースとして活用。9月には
「アンノヒデアキノセカイ×海洋堂エヴァンゲリオ
ンフィギュアワールド」を開催。今後も魅力的な行
事を開催していきますので、皆さんお楽しみに。

■問い合わせ　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　　　　☎37－2888　>37－2889

運営時間　10時～18時30分
休業日　毎週水曜と年末年始
問い合わせ
　中心市街地にぎわい創出推進
　グループ
　☎34－8896　>22－6008

チームラボ 宇部市ときわ公園 2019
世界を旅する植物館
水の道 光の道

※休館日…9月の火曜、10月1日㈫、8日㈫、15日㈫、23日㈬

開催期間

8月9日㈮～11月4日（月・休）
開催時間

会　　場

[イベントホールのみ]　（入館は16時30分まで）
8月10日㈯～11月4日(月・休)　9時30分～17時
[イベントホールと植物館]　（入館は21時30分まで）
8月9日㈮～9月8日㈰　19時30分～22時
9月9日㈪～9月29日㈰　19時～22時
9月30日㈪～11月4日(月・休)　18時30分～22時

※イベントホールか植物館のどちらか一方を観覧される
　場合は一般300円

ときわミュージアム 世界を旅する植物館、
イベントホール

オープニングセレモニー
日時　8月9日㈮　19時30分～
会場　ときわミュージアム 世界を旅する植物館

入 場 料
一般500円、高校生以下無料（小学生以下保護者同伴） 

そら植物園　代表
「西畠　清順」

チームラボ　代表
「猪子　寿之」

芸人／絵本作家
「西野　亮廣」× ×

スペシャルトークショー

日時　8月9日㈮  18時～19時（開場17時）
会場　ときわ湖水ホール
問い合わせ　ときわ公園課（ときわミュージアム）☎37－2888

販売場所　ときわミュージアム
料金　全席指定500円
定員　300人

ときわ公園から世界へ～クリエイターの描く未来のかたち～

入場券
販売中

※スペシャルトークショーの参加者には、会場内で「世界を旅する植物館 
　水の道 光の道」の整理券付入場券を販売（販売時間：17時～17時50分）

　ときわミュージアムを舞台に、チームラボのテクノロジーアート作品を
展示。光と音の幻想的な世界をお楽しみください。
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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

1,004
197
43

1,244

（51）
（6）

（57）

999
193
42

1,234

（51）
（7）

（58）

－5
－4
－1
－10

区　分 対前年
増減数 主な増減理由職員数

平成30年 平成31年
退職者不補充
退職者不補充
再任用職員の減

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：H30.4.1とH31.4.1現在の数の比較
　2.宇部市の採用者数（Ｈ31.4.1付）には、育児休業代替任期付職員の2人を含む

臨時職員
嘱託職員

102
520

96
564

－6
44

区　分 対前年
増減数 主な増減理由平成

30年
平成
31年

保育士の減

（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

2.94%
2.3%

区　分 平成29年 平成30年

3.01%
2.5%

3.05%
2.5%

平成31年

40
0
3

48
4
3

3
0
－1

－5
－4
－1

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）

（H31.4.1 付）（H30.4.1～H31.3.31）

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：平成31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

57
6
2

6
0
2

51
6
0

区　分
H30.4.1 H31.4.1 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
60
7
1

9
0
1

51
7
0

3
1
－1

3
0

－1

0
1
0

（人）

エ任期付 （人）

5
2

5
2

0
0

区　分
H30.4.1 H31.4.1 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
2
1

2
1

0
0

－3
－1

－3
－1

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
　平成29年4月からは
　給料月額の0.87％～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

2.225月分
2.225月分
4.45月分

1.675月分
1.675月分
3.35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

（平成31年4月1日現在）

（平成31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）

164,899人 634億5,859万3千円 90億7,401万円 14.3％

②人件費と職員給与費

イ職員給与費(平成30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）

1,052人
40億
　5,117万
　9千円

7億
　9230万
　2千円

16億
　2,514万
　5千円

64億
　6,862万
　6千円

614万
　8千円

泫1.職員数：平成30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（平成30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

H25 H26 H27 H28 H29 H30

1 人当たり給与費（円）
人件費率（％）

590万9千
601万2千

614万2千
606万4千

614万8千616万6千

12.7 13.7 14.4 13.4 13.4 14.3

（　　　　　　　　　　　　 ）}
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

327,829円
（331,599円）
351,016円

（352,431円）
316,840円

406,098円
（409,869円）
411,276円

（412,691円）
405,221円

44歳9月

45歳10月

53歳0月

47,506千円

3,395千円

－

10
42
1
76
4
4
19
10
10
24
1
9
3
1
5

0
12
1
7
0
2
7
2
2
4
1
6
1
1
3

育 児 休 業 代 替
任期付職員（登録）

身 体 障 害 者
初　　　　　　級

中　　　　　級

上　　　　　級

宇部市

交通局 職 員 登 用

社会人経験者（UIJ）
社会人経験者（UIJ）

1月実施

試験区分等区　分 職　種 受験者数 採用者数

②採用と退職
ア平成30年度採用試験の実施状況 （人）

学校図書館専門員の増、有害鳥獣捕獲員の増

行 政
行 政
土 木
行 政
土 木
建 築
保 育 士
保 育 栄 養
学校給食栄養
行 政
行 政
行 政
保 健 師
保 育 士
運 転 士

④級別職員数（平成31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）

－ － － － 1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

187,200円
153,000円
180,700円
148,600円

200,900円
164,200円

270,500円
221,700円

経験年数15年 経験年数20年
310,300円
270,500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】　（平成31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：平成30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（平成31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

19,770円/人
17.37％
税務業務、衛生業務、
清掃業務、福祉業務等　13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-23,000円)/2+11,000円
【27,000円/月】

持家 なし 同　左

6,500円/月

10,000円/月
6,500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

0.925月分
0.925月分
 1.85月分

31万7千円/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

－－1人
女性

4.職員の人事評価

10.6日

週休日 土曜日及び日曜日

泫平成30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（平成30年度）

営利企業等従事制限に係る許可（平成30年度）

宇部市

宇部市 1件 1件 部活動指導員

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
19人 19人 1人 1人 3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（平成30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、他の自治体との人事交流を実施

実施件数：35件
参加人数：1,624人

実施件数：71件
参加人数：307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（平成30年度の宇部市の認定件数）

①安全衛生管理体制（平成30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。

19件の災害が発生（職務中の事故が17件、通勤途上の事故が2件）

（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
平成30年度は実績なし

3
2
9
14
1
1
16

0
0
1
1
1
0
2

部長職
部次長職
課長職

課長職以上
課長職以上

区　　分 平成30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）15人（1.4％）
7級（次長・課長）
115人（11.0％）
6級（課長補佐）
103人（9.8％）

5級（係長・主務主任）
138人（13.1％）

4級（係長・主任）
451人（43.0％）

3級（係員）129人（12.3％）
2級（係員）58人（5.5％）

1級（係員）41人（3.9％）

（基準年度）

計画
実績

宇部市

H30 H31 R02 R03 R04980

1,004 999

1,004

1,022
1,014

1,004

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

削減目標
－7人

上下水道局 計画
実績

H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
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　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

　往復はがきで、1枚につき1つのイベント、4人分まで応募可。5人
以上で応募する場合は、複数のはがきで応募し、複数で1組である
旨を記載してください。複数のイベントに応募する場合は、イベントご
とに別のはがきでご応募ください。

 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

　以下の特定空家について、空家等対策の推進に関する特別措置法
第14条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを法第14条第
11項に基づき公示する。

山口ゆめ回廊 地域通訳案内士育成研修

●日時　10月13日～12月22日の日曜（10月27日除く）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

●試験　第1次…9月22日㈰9時30分～　男女共同参画センター
●申込期限
　▷持参・郵送　8月23日㈮［消印有効］
　▷うべ電子申請サービス　8月23日㈮
　　https://s-kantan.com/ube-u/
　※受験申込書などは、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
■申込先・問い合わせ　人事課　☎34－8129　>22－0686

●日時　8月21日㈬　開場10時～、式典10時30分～
●場所　ときわ湖水ホール
■問い合わせ
　地域福祉・指導監査課　☎34－8326　>22－6028

●職種　企画・営業職
●受験資格など（条件をすべて満たす人）
　▷文化事業の企画・広報・宣伝・営業などに積極的に取り組み、
　　宇部の文化の振興と発展に意欲的に取り組める人
　▷昭和53年4月2日以降生まれ（平成31年4月1日現在40歳以下）
　▷普通自動車運転免許を有する人
●採用予定人数　1人
●選考方法　第1次…書類選考
●申込方法　申込書を郵送か持参。申込書は申込先に設置のほか、
　財団ホームページに掲載
●申込期間　9月1日㈰～30日㈪［消印有効］
■申込先・問い合わせ
　宇部市文化創造財団　☎35－3355　>31－7306

《ANA航空機撮影会》
　●時間　12時30分～13時　●定員　100人
《JAL航空機撮影会》
　●時間　9時40分～10時20分　●定員　100人
《SFJ航空機撮影会》
　●時間　14時40分～15時20分　●定員　100人
《空港消防隊体験入隊》
　●時間　10時45分～11時45分
　●対象  小学生（保護者同伴）　●定員　60人
《滑走路見学会・ヘリコプター機体見学会》
　●時間　①10時30分～11時30分（機体見学会なし）
　　　　　②13時～14時
　●定員　各100人
《管制塔・気象観測室見学会》
　●時間　①9時20分～10時10分　②14時10分～15時15分
　●対象　小学4年生～高校生（小学生の保護者1人同伴可）
　●定員　各10人

●申込方法　申込書を提出。申込書は市役所、
　各ふれあいセンター、各申込先に設置のほか、
　公式ホームページ（http://ubematsuri.jp/）に掲載

①対象となる特定空家等
（ア）所在地　宇部市中央町二丁目4番地8　用途　店舗・居宅
（イ）所在地　宇部市中央町二丁目63番地98　用途　店舗・居宅
②告示に至った事由と必要な措置

③措置の期限　9月13日㈮
④措置を講じなかった場合の対応　
　期限までに当該措置を行わないときは、本市においてその措置を行う
⑤告示の責任者　宇部市市民環境部生活衛生課長　松本鉄己
　☎34－8250　>22－6016

●申込期限　9月13日㈮
■申込先　宇部観光コンベンション協会　☎34－2050
　　　　　宇部商工会議所　☎31－0251
　　　　　観光・グローバル推進課　☎34－8353　>22－6083

宛先　〒755－0001　沖宇部625
　　　山口宇部空港事務所内　「空の日」実行委員会　宛
裏面　郵便番号、住所、電話番号（当日連絡可能な携帯電話
　　　番号など）、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢、
　　　希望イベント名と希望する回

●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
■申込先　山口観光コンベンション協会
　☎083－933－0088　>083－933－0089

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

質の高い教育をみんなに　すべての人に公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の
　　　　　　　　　　　　機会を促進する
公平で質の高い教育をすべての人が受けることは、人々の生活改善と持続可能な開発に必要不可
欠です。＜目標4＞では、すべての人が無償で初等教育を受けることができ、生涯にわたって学べる
機会を提供することを目指します。

宇部市の職員採用 宇部市文化創造財団の職員採用

宇部市戦没者追悼献花式

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

　夜の動物の生態を観察すること
ができます。人気のナイトエサやり
バスも運行し、昼間とは違うスリル
を味わえます。
●日時　8月の毎週土曜と、8月11
日㈰、12日㈪、13日㈫、14日㈬各
18時30分～20時30分※荒天中止
●入園料　大人2,400円、4歳～小
学生1,400円(ウォッチングバスコー
ス)
■場所・問い合わせ　秋吉台自然
動物公園サファリランド（☎
08396－2－1000）

　数万個の紅ちょうちんが街中を
幻想的な光で包みます。お祭りの両
日はイベントも盛りだくさんです。
●日時　8月6日㈫～7日㈬
●場所　山口市中心商店街、パー
クロード、大殿、湯田温泉
■問い合わせ　ふるさと祭り実行
委員会（☎083－932－3456）

　清流高津川の河畔から約2,500
発の花火が打ち上げられると、水面

はきらめき、山々にこだまする轟音
が臨場感を後押します。
●日時　8月15日㈭18時～※小雨
決行、荒天時は16日㈮に延期
●場所　日原旭橋周辺
■問い合わせ　津和野町観光協
会（☎0856－72－1771）

　1人5分の持ち時間でスタイン
ウェイ＆サンズ社製のグランドピア
ノを演奏し、その演奏時間を記録す
るイベント。さまざまな演奏を聴くこ
とができます。
●期間　8月23日㈮～25日㈰
■場所・問い合わせ　不二輸送機
ホール（☎71－1000）

　箱めがねによる日本海の水中観
察など、夏らしい体験型コース。日
頃の萩観光では見ることのできな

い、自然や歴史的景観を満喫でき
ます。
●日時　8月25日㈰まで　9時～
16時
●場所　指月橋そば・萩城跡入口
付近
●料金　大人1,200円、中・高校生
1,000円、3歳～小学生500円
■問い合わせ　萩八景遊覧船（☎
0838－21－7708）

　日本を代表する注目のアーティス
トたちが手がけたアート作品を、五
感で楽しめる体験型アート展です。
●日時　9月1日㈰まで　10時～
17時（入場は16時30分まで）※火
曜休館
●入場料　大人1,000円、中・高校
生800円、3歳～小学生500円
■場所・問い合わせ　アスピラー
ト（☎0835－26－5151）

ナイトサファリ ピアノマラソン大会山口七夕
ちょうちんまつり

にちはら鮎まつり
花火大会

魔法の美術館

萩八景遊覧船
日本海観賞コース

「空の日」記念フェスティバル 宇部まつり　参加・出展者募集

空家等対策の推進に関する
特別措置法に規定する命令の告示

とき 10月5日㈯   ところ 山口宇部空港 前夜祭11月2日㈯、本祭3日（日・祝）　
市役所周辺～渡辺翁記念会館前で開催

事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
な
イ
ベ
ン
ト

※対象の記載がないものはどなたでも参加できます。
 （小学生以下は保護者同伴）

申込方法

往信

出演

宛先　代表者の郵便番号・住所・氏名
裏面　何も書かないでください

返信 応募締切
8月29日㈭
[消印有効]■申込先・問い合わせ

　「空の日」実行委員会　☎21－5841
申込方法・イベントの詳細は 山口宇部空港 検索

【パレード（まつりパレード、南蛮音頭パレード）】
11月3日（日・祝）10時30分～16時（予定）
【ニュー南蛮音頭ダンスコンテスト】
11月3日（日・祝）16時30分～19時（予定）
【ストリートライブ in うべ】
11月3日（日・祝）11時～16時

ブース出展・
販売出店

【ワールドキッチン】
11月2日㈯17時～21時、3日（日・祝）11時～19時
【お国自慢物産展】【フリーマーケット】
11月3日（日・祝）11時～16時

①の特定空家等は、屋根や外壁が破損し、構造耐力上主要な部分が変形及び破
損しており、建物の一部が倒壊しているため、全面的に、かつ、極めて大規模な改
修を行っても、機能の回復は望めず、かつ、倒壊等著しく保安上危険となるおそれ
のある状態を脱することができず、周辺の生活環境の保全を図ることはできないと
判断して、当該建物を全面除却、撤去すること

区分など 職種 受験資格など（条件をすべて満たす人） 採用予定
人数

中級
（短大卒業程度）

初級
（高校卒業程度）

障害者対象

保育士

行　政

行　政

▷平成4年4月2日～平成12年4月1日生まれ
▷保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を
　有するか令和2年3月末までに取得見込み
▷平成10年4月2日～平成14年4月1日生まれ

電　気
▷昭和62年4月2日～平成14年4月1日生まれ
▷試験職種の学科、課程などを履修済み
　か履修中
▷平成2年4月2日～平成14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
　※音声パソコンによる受験を希望する人
　は、 試験会場を別途案内します。人事課
　に必ずお問い合わせください

6人程度

5人程度

1人程度

1人程度

■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…8月13日を除く毎週火曜
　　　　　　　 （ときわミュージアムは8月20日、27日開館）
※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

●香り玉を作ろう！
　いい香りのゼリーを作って持ち歩こう！
　日時　8月15日㈭13時～14時
　※9時30分から体験学習館モンスタ前で受け付け
　費用　200円　定員　先着10人
●アルパカのうんちペーパーを作ろう！
　アルパカのうんちからハガキを作ろう！
　日時　8月16日㈮13時～14時
　※9時30分から体験学習館モンスタ前で受け付け
　費用　200円　定員　先着10人
●美術講座「アートでつなぐ宇部の未来」　
　東京都美術館の「とびらプロジェクト」など、アー
　ト・コミュニケーション事業の講座
　日時　8月18日㈰14時～16時
　場所　文化会館　定員　100人
　申込期限　8月15日㈭
　申込先　UBEビエンナーレ
　　　　　推進課（☎51－7282）

●こども科学館inときわ
　①3Dプリンタを使ったキーホルダー製作
　②世界一シンプルな電車を走らせよう！
　③スライムを作ろう。プラバンを作ろう！
　日時　8月23日㈮10時～16時
　場所　ときわレストハウス
●目指せ！ルーヴル　こども絵画コンクール
　全国審査で入賞すると、ルーヴル美術館に展示さ
　れます
　日時　8月24日㈯10時～18時
●霊長類の日特別イベント
　霊長類の日にちなんだ、特別ガイドとパネル展示
　日時　9月1日㈰
　［特別ガイド］ニホンザル12時～
　　　　　　　シシオザル13時30分～

開催場所
の表示

…ときわ湖水ホール　　…ときわ動物園
…体験学習館モンスタ　　…その他

湖

湖

湖

モ

モ

モ

他

他

他

他

動

動

動

要事前申込

●世界美食発見
　11時～21時（20時30分オーダーストップ）
　各国のグルメが大集合！人気投票で1位を
　決めよう！
●遊園地ダンスステージ　11時～20時30分
　▷フラダンス、タヒチアンダンスなど
　▷カキ氷早食い競争

ときわ遊園地

●石炭灰の鉢を使って多肉植物を
　育てませんか！　14時～16時（先着100人）
●夜間開館＆展望台夜景観賞
　17時～21時（入館は20時45分まで）

石炭記念館　

21時まで開園

21時まで開館

●夏の美術室2019　10時～16時
●JAL折り紙ヒコーキ教室
　11時～16時（先着50人）
●ミライキッズproject『子ども体力測定』
　11時～13時、14時～16時（予定）

ときわ湖水ホール

●UBEアートフェスタ2019オリジナル
　ヨーヨーつりであそぼう
　15時30分～19時30分（料金50円）

UBEビエンナーレライブラリー

18時まで開園

●噴水池Musicステージ　11時～19時
　ミュージシャンやパフォーマーによる
　ショーやバンド演奏
●ナイトプール　19時30分～22時
　水と光と音楽で大人の空間を演出

噴水池周辺
●たそがれガイドツアー　16時～17時
●アルパカおさんぽ　17時20分～17時40分
●ふれあい動物園
　①10時30分～11時30分
　②14時～15時　③16時～17時

ときわ動物園

●ウォーターサバイバルゲーム　11時～17時
●水を使った体験イベント　11時～17時

UBEビエンナーレ彫刻の丘

●おもしろ自転車コーナー　11時～17時
ペリカン島

グルメ・ステ
ージ・キッズ

企画など楽し
い

イベントが盛
りだくさん！

●夏の美術室2019「つくる」「みる」「かんじる」を
　楽しもう！　
　10時～16時（入館は15時45分まで）
　 週替わりプログラム　費用各300円
　▷ハンガーでシャンデリア
　日時　8月7日㈬～13日㈫、8月21日㈬～26日㈪
　▷変身アイテム
　日時　8月28日㈬～9月1日㈰
●じゃぶじゃぶ池
　今年はミスト扇風機が登場！
　日時　8月31日㈯まで
　　　　10時～16時
　料金　小学生以下100円（8月31日は無料、保護
　者無料）※荒天時などは休場
●お盆特別イベント
　夏らしいエサをコツメカワウソなどの動物たちに
　プレゼント
　期間　8月10日㈯～14日㈬

8月31日㈯ 11時～22時

申込用
QRコード
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夏休みの宿題マルシェ・ワーク
ショップ（500円～）。ハンドメイド販
売、フリーマーケットもあります!8
月10日㈯、11日㈰各10時～16時
#}アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800）

おしゃれにライトアップした会場で
盆踊りをしませんか。ビアガーデン
も同時開催!8月10日㈯17時～21
時#多世代交流スペース}まち
なかイベント実行委員会（☎31－
4878）

●神田将エレクトーンコンサート
$たった一人のオーケストラ神田
将のエレクトーン演奏から新たな
音楽の世界が広がります!9月14
日㈯14時～&指定席5,000円、自
由席一般3 ,500円・大学生以下
2,000円※当日500円高
●歌之介改メ四代目三遊亭圓歌
襲名披露公演$宇部初の華やか
な襲名披露興行を三遊亭円楽、
桂雀々、林家たい平が盛り上げま
す!9月20日㈮18時半～&全席指
定一般6,000円、財団友の会会員
5,500円※当日500円高
}文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

まずは説明会にご参加ください
!8月8日㈭、22日㈭、9月5日㈭、19
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）

有機ぶどうジャム、有機トマトピザ
を作ります（サラダ付き）!8月18
日㈰10時～13時#きらら交流館
（山陽小野田市）&1,500円{20
人（先着順）<エプロン、三角巾、
タオル、筆記用具、タッパー~8月
11日まで_有機ネット山口西部
（®090－9862－9725［佐々木］）

●オカリナペイント教室$自分で
ペイントしたオカリナで簡単な曲を
演奏しよう!8月18日㈰14時～16
時半%小学生以上（小学校低学
年は保護者同伴）&3,000円{10
人（先着順）~8月11日まで
●パン教室$第一次発酵から黒
糖パン・惣菜パンを作ります!9月
5日㈭10時～14時&1,500円{20
人（先着順）<エプロン、三角巾、
筆記用具、持ち帰り用袋~8月24
日まで
●畑クッキング「オレガノを使って
みよう」$献立：ペンネアラビアー
タ、サラダ、スープ、オレガノブレン
ドティー!9月19日㈭13時～15時
&1,700円{20人（先着順）<エ
プロン、三角巾、筆記用具~9月9
日まで
●寄せ植え講習会$秋を彩る寄
せ植えを作ります!9月21日㈯10
時～、14時～&2,500円{各12人
~9月14日まで
|*?=∑（7面）#_アクトビ
レッジおの（☎64－5111、>64－
2800）actvillageono@gmail.com

!8月19日㈪10時～12時%小学
生と保護者{10組（先着順）<タ
オル2枚~8月15日まで#_リサイ
クルプラザ（☎31－5584、>31－
5844）

楽しく筋トレ・脳トレしませんか？
!8月19日㈪14時～16時#福祉
会館%市内在住で60歳以上の女
性{30人（先着順）<運動しやす
い服装、運動靴~8月5日から_シ
ルバー人材センター（☎31－
3251、>31－4334）

申込書と募集団地一覧表を8月1
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）

!8月21日㈬10時～11時半#保
健センター%4～8カ月児と保護者
{35人（先着順）~8月5日から
_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

●第1弾「ヤマハピアノを弾こう
編」!8月22日㈭12時～17時、23
日㈮・24日㈯各10時～17時&30分
1,000円（1人1時間まで）
●第2弾「FREE編」（楽器の持ち
込み可）!8月28日㈬・29日㈭各①

10時～13時②14時～17時&各
5,000円（①②重複予約不可）
※小学3年生未満は保護者同伴
※第1弾と第2弾の重複予約不可
※財団友の会先行予約有り
#渡辺翁記念会館~8月10日から
_文化創造財団（☎37－2051）

講師：小山内健（ばらソムリエ）!8
月24日㈯11時～12時半#楠こも
れびの郷万農塾{40人（先着順）
<筆記用具|*∑（7面）_ガー
デンシティ推進グループ（☎34－
8485、>22－6008）

!8月25日㈰9時～12時※少雨決
行。雨天時は9月1日㈰に延期
#小野櫟原地区※乗り合わせて
お越しください<軍手
|*?=∑（7面）とフリガナ~8
月20日まで_宇部自然保護協会
事務局（☎>22－3391、®090－
7137－4955［福場］）
tmfuku1927@yahoo.co.jp

●「子どもの遊び」!8月28日㈬9
時半～11時半~8月21日まで
●「K Y T（危険予知トレーニン
グ）」!9月11日㈬10時～11時半
~9月4日まで
※無料託児あり（生後6カ月以
上）、要予約（先着順）#多世代ふ
れあいセンター<筆記用具
|*?=氏名、年齢、携帯電話番
号、会員・一般の別、託児希望の
場合は子どもの年齢_宇部市社
会福祉協議会（☎33－3132、>22
－4392） ube-family-support@ube
shishakyo.or.jp

食材をムダなく使い、台所ごみを
減らすエコクッキング!8月29日㈭
9時半～12時半#保健センター
%小学生以上の子どもと保護者
（2人１組）&1組1,000円{15組
（先着順）<エプロン、三角巾、ふ
きん（2枚）
|*?∑（7面）と子どもの年齢
~8月22日まで_廃棄物対策課
（☎34－8247、>33－7294）

第28回UBEビエンナーレ出品作
品「origin19－1」は、その内部に
世界中の水を封印する作品です。
作品に封印する水を募集していま
す。詳細は特設サイト
（https://t-origin.com/）をご覧くだ
さい_ギャラクシーふくなが（新天
町）（☎31－0085）~8月31日ま
で}UBEビエンナーレ推進課（☎
51－7282、>51－7205）

●産業観光バスツアー第6章「美
祢の石灰石と宇部」!9月5日㈭
&7,900円（昼食付き）~8月21日
まで（先着順）
●フェリーで行く高野山!11月9
日㈯～11日㈪&40,000円（朝食2
回・昼食1回・夕食2回付き）~10月
25日まで（先着順）
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

秋冬野菜の植え付け!9月8日㈰9
時半～11時半#森部農園（船木）
&1,000円{10～15人（先着順）
<手袋、タオル、長靴、水筒、農具
（可能な人）~9月1日まで_有機
ネット山口西部（®090－5690－
5758［天野］）

ご近所ふれあいサロンは「地域の
集いの場」です。サロンの活動紹
介や情報交換を行います!9月24
日㈫14時～16時#福祉会館%ご
近所ふれあいサロン実施者か実
施を検討している人、福祉委員、
民生委員、校区・地区社協役職
員、ふれあいセンター職員など地
域福祉活動に関わる人{100人
（先着順）_校区・地区社会福祉
協議会（各ふれあいセンター内、
楠地区は楠総合センター内）~9
月6日まで}宇部市社会福祉協議
会（☎33－3134、>22－4391）

今秋、北部地域で開催する「うべ
の里アートフェスタ」の出展者を
募集!9月29日㈰～11月24日㈰
#旧吉部小学校ほか%作品展
示、ワークショップ、食の提供、物
販などを行う個人や団体（先着
順）|申込書を提出。申込書は市
ホームページに掲載~8月16日ま
で_北部地域振興課（☎67－
2812、>67－2158）

高齢者、障害者、同和問題などの
人権課題について、講演、シンポ
ジウム、ワークショップなどの啓発
行事を企画・実施する団体を募集
▷行事は10月1日～12月27日各10
時～17時の間に実施。実施場所
は要協議{1団体|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~8月30日ま
で_人権・男女共同参画推進課
（☎34－8308、>22－6016）

テーマ：ときわミュージアム周辺と
世界を旅する植物館の「植物」
!#展示期間：11月6日㈬～12月2
日㈪、展示会場：ときわミュージア
ム|写真1枚とそのデータ、出品
票を提出。出品票は申込先に設
置のほか、ときわ公園ホームペー
ジに掲載~10月31日まで_ときわ
公園課（ときわミュージアム）（☎
37－2888、>37－2889）

再就職に有利な技能・技術を身に
つける職業訓練▷募集科：プロダ
クトデザイン科、機械メンテナンス
科、金属加工科、電気設備技術
科!10月4日㈮～来年3月30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）

商工水産部、政策広報室、工事検
査室、出納室、農業委員会事務局
を対象にした定期監査の結果を
掲示!8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）

!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）

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23日㈮9時～15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~8月7日まで_教育支援
課（☎34－8625、>22－6071）
●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

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!9月
7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11日㈬15時～16時#福祉
会館~8月23日まで_障害福祉課
（☎34－8314、>22－6052）

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）

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29日㈭～9月4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）

市が発注する物品の製造請負、
買い入れ、その他の業務委託の
入札（見積）参加資格審査の定期
受け付けを行います。有効期間：
資格認定の日～令和3年10月31日
|申請書を郵送で提出。申請書
は申込先に設置のほか、市ホーム
ページに掲載~9月1日～14日
_契約課（☎34－8183、>22－
6057）

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）

専門の相談員が、労働問題（賃
金、労働時間、退職、解雇、セクハ
ラ、パワハラなど）の電話相談に
応じます▷労働ほっとライン（☎
083－933－3232）!月曜～金曜9
時～18時※祝日、年末年始を除
く}県労働政策課（☎083－933－
3210）

来年度から、小・中学校の夏休み
が8月24日までとなります。新学習
指導要領では、外国語活動や外
国語科が正式な教科となり、小学
3年～6年生の授業時数は、年間
35時間増となります。そのため、子
どもの1日の負担を軽減するため、
夏休みの最後の一週間（実質5
日）を授業日として、余裕のある教
育課程を編成します}学校教育
課（☎34－8611、>22－6071）
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お知らせ

募　　集

催し 事前申込
なしで参加
できます

サマーマルシェ
 in アクトビレッジおの

へたれない！枯らさない！
たくさん咲かせるバラづくり

交通局の旅プラン

有機栽培技術講習会
（野菜の部）

ご近所ふれあいサロン
交流会

うべの里アートフェスタに
出展しませんか

「人権交流ひろば」の
企画提案・実施団体

ときわミュージアム
「写真展」の作品

ポリテクセンター山口
10月期受講生

ガーデンフェスタ

渡辺翁記念会館の
イベント

シルバー人材センター会員
になって働きませんか

オーガニックな
料理教室

アクトビレッジおので
体験イベント

親子で紙すき体験
牛乳パックではがき作り

楽しい民踊とレクダンス

県営住宅入居者

離乳食教室（前期）

記念会館をひとりじめ！ 

お知らせ

小野湖清掃作業

監査結果の公表

統合失調症・うつ病相談会

中小企業退職金共済
制度をご利用ください

労働問題の電話相談に
応じます

小・中学校
夏休み期間の短縮

ご利用ください
ファミリー・サポート・センター

子どもの人権110番の
相談時間の延長

物品・製造などに係る競争
入札参加資格審査の申請

就学相談会

宇部ファミリー・サポート・
センター会員講習会

夏休み親子
エコクッキング

野外彫刻に封印する
「世界の水」

市営バス
お盆の墓地臨時運行

身体障害者の巡回相談

∑…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

寄付金報告
安田　永一（埼玉県狭山市）
奥村　和彦（福岡県京都郡苅田町）
前村電気工事株式会社（神原町）
西中国信用金庫（下関市）
日立建設株式会社（大字妻崎開作）
▷株式会社向学社　▷株式会社イシハラ　▷株式会社一栄　
▷株式会社伊東工作所　▷宇部工業株式会社　▷株式会社エイム　
▷株式会社ヱビス商会　▷株式会社エムビーエス　
▷株式会社オータニ　▷株式会社島田工務店　▷新光産業株式会社　
▷株式会社創舎　▷大栄建設株式会社　▷長州貨物株式会社　
▷塚原建設株式会社　▷西日本医療サービス株式会社　
▷西本薬局グループ株式会社　▷株式会社東谷　
▷福永商事株式会社　▷防長商事株式会社　▷株式会社丸忠青果　
▷株式会社光永商会　▷株式会社山縣屋　▷山口産業株式会社　
▷株式会社理化　▷株式会社宇部日報社　▷マグナス工業株式会社　
▷西日本石油化学株式会社　▷株式会社エフエムきらら

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000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
（6月分、敬称略）

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

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!8月10日㈯～18日㈰の開館日、9時～17時（最終日は
15時まで）#図書館}防長古泉会（☎44－0310［岡野］）

日本の貨幣展

!8月11日㈷14時～#渡辺翁記念会館}山口大学OB管絃楽団（®090
－4149－2812）

山口大学OB管絃楽団第17回演奏会

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）

シアターゲームで自己紹介、算数の教科書で遊ぶ　など!8月17日㈯14
時～16時、18日㈰10時～12時、14時～16時%小学生{各10人程度~各
開催日の2日前まで#_おいこら気ママ館（西宇部南四丁目5－25、
®090－4802－7874［渡邊］）

表現することの楽しさを学ぶワークショップ

パティシエ経験者によるレッスン。ショートケーキにチャレンジします!8
月21日㈬9時半～11時半#琴芝ふれあいセンター&2,000円（材料費含
む）※小学生未満無料{20人~8月18日まで_増田拓志（®070－3777
－6978）

お菓子作りのワンポイントレッスン

▷午前の部：講演「平本龍之介の漫画魂」、映画「インド旅行記」▷午後
の部：「海外旅行体験談」!9月1日㈰10時～14時#福祉会館&一般500
円（午前の部のみ）、宇部手話会・聴障会の会員300円~8月23日まで
_宇部手話会（☎>41－0988［本長］）mo2915@docomo.ne.jp［西田］

ろう漫画家・平本龍之介の講演会＆映画上映

「クラシック in CINEMA」～スクリーンを彩る名曲～などを演奏します
!9月1日㈰14時～#渡辺翁記念会館&一般1,000円、高校生以下500円
}市民オーケストラ事務局（®090－6832－8675）

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

クラシックの午後



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）

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）
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）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14時）
子どものためのおはなし会（5歳～小学生）（図書館　14時～14時半）
行政相談（市役所　9時～12時）
消費税軽減税率制度説明会（宇部税務署　10時半～11時半、13時半～14時半）
「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（ミスターマックスメルクス宇部　14時～16時半）
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）
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）
「介護相談ふれんど」（多世代ふれあいセンター　10時～12時）

消費税軽減税率制度説明会（宇部税務署　10時半～11時半、13時半～14時半）
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）
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）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16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）
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）
献血・400mL限定（宇部総合庁舎　13時半～16時）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16時）
消費税軽減税率制度説明会（宇部税務署　10時半～11時半、13時半～14時半）
「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）

プラネタリウム投影会　!8月1日㈭、2日㈮、4日㈰、5日㈪、6日㈫、
8日㈭、9日㈮、11日㈷、26日㈪、27日㈫、29日㈭、30日㈮各14時～15時15
分#青少年会館&19歳以上54円

8月1日㈭
3日㈯

4日㈰
6日㈫

7日㈬

10日㈯

12日㉁
17日㈯

18日㈰
19日㈪

19日㈪
20日㈫

21日㈬

22日㈭
23日㈮
24日㈯

27日㈫
28日㈬

31日㈯
9月4日㈬

5日㈭
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■弁護士相談
　!8月21日㈬13時半～15時半　予約受付開始8月8日㈭8時半～
　!9月4日㈬13時半～15時半　予約受付開始8月22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14日㈬、28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　!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　!8月20日㈫　#市役所

{4組　~8月13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　!8月20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　~8月16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。

SDGs未来都市・宇部

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8月30日㈮　※祝日を除く

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4日㈰ 11日（日・祝） 18日㈰ 25日㈰ 9月1日㈰12日（月・休） 14日（水・盆） 15日（木・盆） 16日（金・盆）

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

金子小児科
上町
☎22－0006

金子小児科
上町
☎22－0006

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

上宇部こども
クリニック
常盤台
☎29－1155

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

●歯科　日時　11日（日・祝）9時～12時、14日㈬、15日㈭、16日㈮ 9時～17時　※12時～13時は待合時間
　　　　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）


