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（　）内は前月比。2019年3月末日現在
（転入・転出は3月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
78,694
86,205
164,899
79,228

（－211）
（－193）
（－404）
（87）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入999人　転出1,323人

再生紙を使用しています

久保田市長 今月のイチオシ

　2019年4月23日㈫、「うべ産業共創イノベーションセンター　志」に「宇部SDGｓ推進センター」を開設しまし
た。推進センターでは、SDGｓ達成に向けた取り組みへの支援や情報の発信、周知啓発、セミナーの開催など
を行います。（8面参照）
　SDGｓ（持続可能な開発目標）とは、2015年、国連サミットで採択された、2030年までに先進国を含む国際社
会全体が取り組むべき国際目標。「貧困をなくそう」「すべての人に健康と福祉を」などの17の目標があります。
　本市は、2018年6月に内閣府から「SDGｓ未来都市」のひとつに選定され、「『人財が宝』みんなでつくる宇部
SDGｓ推進事業」の取り組みを進めているところ。
　その取り組みの拠点となるのが「宇部SDGｓ推進センター」。
SDGｓ推進をわがまち創生につなげ、市民、企業、大学などが連携し、地域のさまざまな課題の解決や新たな
価値とサービスを創出する場として活用していきます。

宇部SDGｓの推進拠点　始動！
エスディージーズ
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■問い合わせ
　政策企画グループ
　☎34－8113　>22－6008

スペイン カステジョ・デ・ラ・プラーナ市との
姉妹都市提携に調印 ■問い合わせ　観光・グローバル推進課

　　　　　　　☎34－8137　>22－6083

　4月4日㈭、本市とカステジョ・デ・
ラ・プラーナ市の姉妹都市提携調印式
を渡辺翁記念会館で行い、文化やス
ポーツ・教育面での交流に加え、両市
の企業を中心とする経済交流を促進す
ることを確認しました。
　調印式では、スペイン語・日本語で
書かれた姉妹都市宣言書にアンパロ・
マルコ・グアル市長と久保田市長が署
名後、特別立会人として、ホルヘ・ト
レド・アルビニャーナ駐日スペイン王
国大使にもご署名いただきました。 両市長と大使は固い握手を交わし、両市の歴史に新たな1ページを刻むとともに、さらなる

都市間交流を誓いました　〔マルコ市長（左）、トレド大使（中央）、久保田市長（右）〕

カステジョ市訪問団パ
レードの様子。多くの市
民が両市の旗を振り、吹
奏楽や宇部太鼓の演奏で
歓迎しました

姉妹都市提携を記念し
て、渡辺翁記念会館前の
広場に高さ2.5mのオリー
ブの木を植樹しました

カステジョ市の紹介
　スペイン南東部にある、人口約17万人の港町。主な産業は工業
と農業で、特にオリーブの栽培が盛んです。

これまでの主な経緯
　●2013年5月　カステジョ市内に宇部興産株式会社の関連会社が
あることなどから、カステジョ市前市長が宇部市長に親書を
送付し、両市の交流が始まる

　●2018年7月　久保田市長がカステジョ市を訪問し、姉妹都市提
携誓約書に両市長が調印

今後の交流
　●［宇部市］5月5日（日・祝）の新川市まつりで、カステジョ市のオ
リーブオイルやワインを中心とした食の祭典を開催

　　［カステジョ市］9月8日㈰の市制施行記念日に、本市のお茶の
入れ方デモンストレーションと、本市のお茶を使用した料理
を披露

　●11月にカステジョ市で開催される「日本・スペイン・シンポジ
ウム2019」に、本市のお茶PRブースを出展

　●カステジョ市で生産されたセラミックタイルを使用したベン
チを新庁舎に設置

「宇部SDGｓ推進センター」開設
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▽燃やせるごみ（焼却場 ☎31－3664）
▽燃やせないごみ
　（リサイクルプラザ ☎31－5584）
▽埋立てごみ
　（一般廃棄物最終処分場 ☎22－6890）

図書館（☎21－1966）
学びの森くすのき（☎67－1277）
ときわ公園（園内施設）（☎54－0551）

神原保育園（一時預かり【休日型】）（☎21－4311）

市営バスダイヤ（交通局 ☎31－1133）
こどもすくすくプラザプレイルーム（☎090－6432－7716）

一般的な市施設や業務

資源ごみ拠点回収施設（新町、黒石）

ごみの収集（☎33－7291）
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終日利用可能

通常どおり収集（月・水・金の燃やせるごみ、プラスチック製容器包装）
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日祝運行 通常運行
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▽住民票と印鑑証明を4月26日㈮までに電話予約（☎34－8242）した人は、9時～12時に市
役所宿直室で受け取れます※コンビニ交付サービスは、住民票の写し、印鑑登録証明書、
所得課税証明書が取得できます▽上下水道局（☎21－2171）は、料金納入に対応します

7時半～18時※対象は、市内在住で、認可保育所・認定こども園（保育園クラス）・小
規模保育施設に通所している1歳以上小学校就学前の児童。利用にあたっては、事
前登録と、勤務先が証明する就労予定が確認できる書類の提出が必要です

8時半～12時、
13時～16時半

8時半～12時、
13時～16時半

9時～11時半、
13時～16時

※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、
　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

または☎083－921－2755　小児救急医療電話相談（毎日19時～翌朝8時）☎＃8000 
子どもの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。

※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。
宇部市　救急医療情報 検索

9時～17時

9時～17時
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19時～22時
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小
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日時間診療科

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。

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　☎31－1099

9時～17時
宇部市休日・夜間救急診療所
※12時～13時は待合時間　☎31－1099

9時～12時
宇部市休日・
夜間救急診療所
☎31－1099

5月1日（水・祝） 2日（木・休） 3日（金・祝） 4日（土・祝） 5日（日・祝） 6日（月・休） 6月2日㈰26日㈰19日㈰12日㈰
宇部市休日・夜間救急診療所 　※12時～13時は待合時間　☎31－1099

　福祉医療費受給者証の交付を受けると、医療保険での通院、入院、
薬の処方などの自己負担額が軽減されます。

▽対象者　次のいずれかに該当する人
　①身体障害者手帳（1～3級）の交付を受けている
　②療育手帳「A」の交付を受けている
　③精神障害者保健福祉手帳（1級）の交付を受けている
　④1級の障害年金または特別障害給付金を受けている
　⑤1級の特別児童扶養手当を受けている
　⑥ ①～⑤と同程度の障害があると県が認定している

▽対象者　次のいずれかに該当する人
　①高校生以下の児童を養育する、ひとり親家庭などの父または
　　母と当該児童
　②父母のいない高校生以下の児童
　　（定時制高校や通信制高校などに在学中は延長できる場合あり）
▽所得制限　市民税所得割非課税世帯であること

▽対象者　中学校3年生までの児童
▽所得制限　父母の市民税所得割額が一定額以下であること
　※未就学児については所得制限なし

福祉医療費受給者証　　　　の手続きを

■問い合わせ
　重度心身障害者…障害福祉課　☎34－8314　>22－6052 
　ひとり親家庭、乳幼児・子ども…
　　　　　　　　子育て支援課　☎34－8332　>22－6051

更新が必要な人には、事前に申請書を郵送でお届けします。
更新申請書が届いたら、早めに手続きをしてください。

受給者証を持っている人 有効期限が近づいています

重度心身障害者

対象要件に該当しても、所得制限などにより、交付を受けること
ができない場合もあります。申請前に、必ずお問い合わせください。

新規の申請 随時受け付けています

ひとり親家庭

乳幼児・子ども

（通称：カクフク）

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

松岡小児科　　　　　　　　　
西宇部南
☎41－8005

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

上宇部こどもクリニック
常盤台
☎29－1155

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

いのくまこどもクリニック
西岐波
☎51－0880

むらかみこどもクリニック
東須恵
☎44－4976

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

上宇部こどもクリニック
常盤台
☎29－1155

　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
●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

ご利用ください！　市政情報出前講座

1.災害に備えて
2.終活を行うために知っておきたいこと
3.だまされないぞ！！悪質商法
4.高齢者や障害者の虐待を防ぎましょう
5.元気でいきいきと暮らすための「やまぐち元気アップ体操」

■問い合わせ
　市民活動課　☎34－8126　>22－6004

実施件数　163件　　延べ参加者　6,193人

昨年度の人気講座
昨年度の実施状況（3月1日現在）

▽会話から個人情報が知られてしまいます。家族構成や資産状況を
聞かれたらすぐに電話を切りましょう
▽番号通知機能や電話番号登録機能のほか留守番電話機能などの
録音機能を活用し、誰からの電話か分かったうえで電話に出るな
どしてトラブルを避けましょう
▽市ではアポ電の防犯対策にもなる「警告メッセージ付通話録音装
置のモニター制度」を実施しています。詳細は消費生活センター
に問い合わせてください
▽不安に感じたり、判断に迷った場合は、消費生活センターや警察
に相談しましょう

　テレビ制作会社を名乗る人か
ら、番組制作のための調査という

ことで、家族構成などの質問があり、回答し
た。翌日、警察庁を名乗る人から、「昨日テレ
ビ局から電話がなかったか。あなたの個人情
報が漏れている。個人情報を消すのに手続き
が必要だ。」などと言われた。怪しいと思い、
慌てて「直接警察署へ行って相談する。」と言
って、電話を切った。 　クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特

定の販売方法で商品の申し込みや契約をした場合、一定期
間、消費者が自由に契約解除できる制度です。ただし、販
売方法に指定があり、対象とならない商品・役務もあるの
で注意が必要です。

　消費者ホットライン「188」は、全国共通の電話番号で、
お住まいの地域の消費生活センターなどの相談窓口をガイ
ダンスでご案内します。相談は無料ですが、相談窓口につ
ながった時点から通話料金がかかります。

【賢い消費者講座】
　●日時　5月29日㈬13時30分～ 15時30分
　●テーマ　「見直しませんか！住まいの防犯対策
　　　　　　　　　　　～あなたの家は大丈夫？～」
　　　　　　講師：パナソニック株式会社社員
　●場所　福祉会館
　●申込方法　氏名、住所、電話番号を連絡
　●申込期限　5月17日㈮
　●申込先　市民活動課　☎34－8159　>22－6004

消費者トラブル 1人で悩まず相談を
消費者トラブルに遭わないための心得

ご存知ですか、クーリング・オフ

アドバイス

▽はがきやメールで身に覚えのない通知が突然あったら、架空請求
を疑いましょう
▽記載されている電話番号には、絶対に連絡しないでください。連
絡することで、電話番号などの個人情報を与えることになります
▽不安に感じたり、判断に迷った場合は、消費生活センターや警察
に相談しましょう

アドバイス

①世の中に「うまい話はない」
②個人情報はむやみに他人に明かさない
③1人で決めずに家族・知人にまず相談
④勇気をもって、はっきり言おう「いりません！」
⑤簡単に書くな名前、押すな印鑑、じっくり読
　もう契約書

その電話、「アポ電」かも！

はがきやメールでの架空請求に気を付けましょう！

相談は、消費者ホットライン
「188(いやや)」へ！

消費生活について学んでみませんか？

事例

　「消費料金に関する訴訟最終
告知のお知らせ」というはがき

が届いた。「訴訟取り下げの相談を受けるの
で明日までに電話をかけるように」と書い
てあり電話すると、弁護士を紹介された。
紹介された弁護士に電話したところ、訴訟
取り下げ費用を請求された。身に覚えがな
いが、どうしたらよいか。

事例

　市役所などの公的機関やテレビ制作会社などの企業、離れて暮らす
家族をかたって、家族構成や資産状況などを聞きだしたり、所在確認
をしようとする、いわゆる「アポ電」と思われる不審な電話についての
相談が多く寄せられています。

　身に覚えのないはがきやメールによる請求
に関する相談が多い状況が続いています。

【消費生活パネル展】
　悪質商法の被害を未然に防止する啓発用パネルや、資料を
　掲示します
　●日時　5月8日㈬～21日㈫
　●場所　市役所　ロビー

■問い合わせ 　宇部市消費生活センター　☎34－8157　>22－6004　8時30分～17時15分（土・日・祝日、年末年始を除く)

？

○○TVですが
番組制作のため
家族構成…

XXXX
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●軽減期間
　離職の翌日の属する月から来年度末まで（最長2年間）
●対象　離職日に65歳未満で、雇用保険受給資格者証が次の要
件をすべて満たす人
　▽受給資格者証に、高 特の記載がない
　　（高高年齢受給資格者証、特 特例受給資格者証）
　▽船員保険でない
　▽雇用保険受給資格者証に記載してある離職理由コードが、

11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかである
●持参するもの
　印鑑、雇用保険受給資格者証、国民健康保険証、マイナンバー
カード（持っていない人は通知カードと運転免許証などの本
人確認書類）
●申請場所　保険年金課、北部総合支所、各市民センター
■問い合わせ　保険年金課　☎34－8287　>22－6019

倒産、解雇、雇い止めなどでの
離職者の国民健康保険料を軽減

●内容　健康長寿のまちづくりの推進に関する提言や検討
●任期　8月1日～2021年7月31日（2年間）
●応募資格　市内に在住、通勤、通学する20歳以上で、年2回程
度開催する会議に出席できる人

●募集人数　2人
●応募方法　小論文「健康長寿のまちづくりをめざす本市への提
言」（800字以内）と、応募用紙を提出。応募用紙は申込先、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。
※メールでの応募は、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。
●応募期限　5月31日㈮
■申込先　健康増進課（〒755－0033　琴芝町二丁目1－10
　☎31－1777、>35－6533）　hose@city.ube.yamaguchi.jp

　今年の夏には第25回参議院議員通常選挙の執行が予定されてい
ます。
　以下のいずれかに該当する人は、郵便などによる不在者投票が
できます。事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があり
ますので、申請してください。

身体障害者手帳
　▽両下肢・体幹・移動機能の障害が1級か2級
　▽心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が
　　1級か3級
　▽免疫・肝臓の障害が1級から3級
戦傷病者手帳
　▽両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症
　▽心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の
　　障害が特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証　
　▽要介護5

※ただし、次の代理記載が利用できる人以外は、自分で字を書く
　ことができる人に限ります。
●代理記載が利用できる人　郵便等投票が利用できる要件に該当
する人で、次の障害のある人は、代理記載人に投票用紙の記載
をしてもらうことができます。
　▽身体障害者手帳　上肢、視覚の障害が1級
　▽戦傷病者手帳　上肢、視覚の障害が特別項症から第2項症
　　なお、代理記載人になるには、選挙権があり、あらかじめ宇
部市選挙管理委員会に届け出る必要があります。
■問い合わせ　選挙管理委員会事務局　☎34－8451　>22－6069

健康づくり推進審議会　委員募集

郵便などで不在者投票ができる
「郵便等投票証明書」交付の申請を

●日時　5月25日㈯13時30分～
●場所　ときわ湖水ホール
●内容　2019年度職員採用試験のスケジュール、勤務条件などの
説明、市の仕事紹介、質疑応答　など
●対象　採用試験を受験予定の人、大学・高校の就職担当者など
●申込期限　5月20日㈪
●申込方法　うべ電子申請サービス
　https://s-kantan.jp/ube-u/
■問い合わせ　人事課　☎34－8129　>22－0686

市職員採用セミナーを開催します

●押し花で描くときわ公園　ミ
　ときわ公園の花や風景、動物たちを押
し花で描いた作品を展示します
　※無料で押し花のしおりが作れます
　　（先着300人）
　日時　5月10日㈮～13日㈪9時～17時
　　　　※最終日は16時まで
●ときわ公園バードウオッチング
　＆バードコールをつくろう　他
　バードウイークにちなんで、ときわ公
園の野鳥を観察しよう
　日時　5月11日㈯9時～
　場所　ときわ公園正面入口集合
　定員　先着10人
　申込先　常盤動物園協会（☎21－3541）
●ワークショップ
　鳥になっちゃおう！　モ
　鳥の帽子をつくります
　日時　5月12日㈰14時30分～
　　　　（受け付けは15時15分まで）
　定員　先着20人
●ときわ公園フリーマーケット　他
　日時　5月19日㈰7時～14時
　　　　※雨天中止
　場所　東駐車場
　問い合わせ　事務局（®080－2884－0270）
●おもしろカップinうべ　遊
　芝生広場でランニングバイクを楽しも
う！
　日時　5月19日㈰9時半～16時5分
　費用　▽年齢別レース　2,500円
　　　　　要事前申込

　　　▽はじめてのランニングバイク　
　　　レース　500円
　申込先　おもしろファーム　
　　　　　http://omoshiro.or.jp
●ヤマアジサイ展　ミ
　ヤマアジサイ、ガクアジサイ、ウツギ、
季節の山野草などの展示
　日時　5月24日㈮～6月2日㈰9時～17時
　▽ヤマアジサイ栽培ワークショップ　
　要事前申込
　　ヤマアジサイの栽培方法について学
　びます
　　日時　5月26日㈰10時30分～12時
　　費用　300円
　　定員　先着25人
　　持参品　軍手、ハサミ
　　申込期間　5月7日㈫～22日㈬
　　申込先　ときわ公園課
　　　　　　（ときわミュージアム）
　　　　　　（☎37－2888、>37－2889）
　▽園芸相談
　　日時　6月2日㈰
　　　　　10時～12時、13時～16時
●世界カワウソの日特別イベント　動
　世界カワウソの日（5月31日）にちなんだ
特別ガイドやパネル展示
　※各日先着20人にオリジナル缶バッジ
　をプレゼント！　
　日時　5月25日㈯～26日㈰12時45分～
　場所　コツメカワウソ展示場前
　　　　（動物園入園料が必要）

●ぶちのりパスポート　遊
　ときわ遊園地の乗り物が1,000円で乗り
放題！（一部機種対象外）
　日時　5月26日㈰9時30分～17時
　　　　（パスポートの販売は16時まで）

●動物おたんじょう会　動
　6月生まれのパタスモンキーのアクラを
お祝いしましょう
　※同じ誕生月の参加者にはオリジナル
　缶バッジをプレゼント！
　日時　6月1日㈯14時～
　場所　パタスモンキー展示場前
　　　　（動物園入園料が必要）
●ときわ公園ホタル観察会　他
　ときわ公園に生息するホタルの解説と
観察
　日時　6月1日㈯19時30分～20時30分
　　　　※荒天中止
　集合場所　スポーツ広場
　持参品　懐中電灯
　※中学生以下は保護者同伴
●チョーコクンのゆらゆらボックスをつ
くろう　ミ
　日時　7月1日㈪まで　9時～17時
　場所　UBEビエンナーレライブラリー

※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
■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205

のイベント ミ…ときわミュージアム　　動…ときわ動物園　
モ…体験学習館モンスタ　　遊…ときわ遊園地　
他…その他

開催場所の表示
ミ

ミ

ミ

ミ

動

動

動

モ

モ

遊

遊

遊

他

他

他

他

園内施設休業日…毎週火曜

要事前申込
要事前申込

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

　太鼓、笛などを使ったはやし
で演じられ、見る人を神話の世
界に誘います。
●日時　5月5日（日・祝）、19日㈰
　　　　各11時～、14時～
■場所・問い合わせ
　道の駅津和野温泉なごみの里
　（☎0856－72－4122）

　夏みかんは5月上旬～中旬頃
に、白い小さな花が咲き誇り、
まちじゅうが甘い香りに包まれ
ます。夏みかんや夏みかん製品
の販売、郷土芸能の披露、抹茶

席など催しが盛りだくさん！
●日時　5月11日㈯～12日㈰
　　　　10時～16時
●場所　かんきつ公園・
　　　　旧田中別邸
■問い合わせ
　萩市観光課
　（☎0838－25－3139）

　ラケットをスリッパに持ち替
えて戦うB級スポーツ。湯田温
泉入浴券のプレゼントもありま
す。
●日時　5月25日㈯10時～19時
●場所　やまぐちリフレッシュ
　パーク（予選）、湯田温泉内ホ

　テル（決勝トーナメント）
●費用　ダブルス3,000円
●定員　ダブルスの部200組程度
　　　　（中学生以上）
●申込期限　5月7日㈫
■問い合わせ　実行委員会
　（☎083－925－6843、
　　>083－925－6851）

　ステージイベント（よさこい総
踊りほか）、しゃぎり、パレード、
バザー　ほか
●日時
　5月25日㈯　16時30分～21時、
　　　26日㈰　10時～16時
●場所　住吉神社と周辺
■問い合わせ
　住吉まつり復活委員会事務局
　（☎83－3360）

　矯正処遇の紹介、刑務所作業

製品の展示・販売コーナー、地
域住民による飲食店出店、ステー
ジイベント、施設見学など
●日時　5月26日㈰9時～15時
■場所・問い合わせ
　美祢社会復帰促進センター
　（☎0837－57－5131）

　“端午の節句”にちなみ、少年
用の甲冑を中心にした「端午飾
り」ほか、毛利家伝来の刀剣や具
足・軍装や身の回りの品々など、
大名家の男性にまつわる名品を
展示します。
●日時　5月26日㈰まで
　　　　9時～17時
　　　　（入館は16時30分まで）
●入館料　大人700円、
　　　　　小中学生350円
■場所・問い合わせ
　毛利博物館
　（☎0835－22－0001）

企画展「端午」

豊田前愛のまごころ
矯正展2019

復活！住吉まつり

湯田温泉スリッパ
卓球大会

萩・夏みかんまつり

石見神楽公演

●対象住宅　旧耐震基準（昭和56年5月31日以前）で着工された
　一戸建て木造住宅
　▽耐震診断（耐震診断員派遣方式）　無料
　▽耐震改修　補助額：改修費用の5分の4（上限100万円）

住宅の安全・安心を
支援します

木造住宅の耐震診断と改修費用の補助

●対象建築物　旧耐震基準（昭和56年5月31日以前）で着工され
　た一定規模以上の共同住宅、幼稚園・保育所・病院など
●補助額　診断費用の3分の2（上限100万円）

建築物の耐震診断費用の補助

②改修の支援措置
　土砂災害に対して安全な構造となるよう改修する費用の一部を
　補助します
　○対象　次の要件を全て満たす建築物
　　▽居室を有するものであること
　　▽土砂災害特別警戒区域の指定前から、土砂災害に対する
　　構造基準（建築基準法施行令第80条の3）を満たしていな
　　いこと
　○補助額　改修費用の23％（最大75万9千円）

①移転の支援措置
　危険住宅（構造基準に適合していない住宅）の区域外への
　移転に対して、費用の一部を補助します

土砂災害特別警戒区域内の既存建築物に対する支援

■問い合わせ先　建築指導課　☎34－8434　>22－6013
受付期間　5月7日㈫～12月13日㈮
※いずれも、予算の上限に達した場合は、受け付けを
　終了します

危険住宅に代わる
住宅の建設
※融資を受けた場合

危険住宅の除去など
対象費用

利子相当額
一戸あたり415万円
（建物319万円、土地96万円）

一戸あたり80万2千円
補助限度額

要事前申込

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

貧困をなくそう　あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ
貧困状態の人は世界に7億人以上いるとされ、日本でも7人に1人の割合となってい
ます。＜目標 1＞では、貧困状態にあるすべての人が、必要最低限の暮らしを確保
できる世界を目指します。
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ボランティア団体による、読み聞か
せ、うた、人形劇、紙芝居、腹話
術、手品など。野菜・スイーツなど
のマルシェも開催!5月18日㈯10
時～15時40分%幼児・児童と保護
者<靴を入れる袋#}図書館
（☎21－1966、>21－3801）

花と緑を中心としたワークショッ
プ、花の展示即売など!5月25日
㈯～26日㈰10時～15時#新天町
名店街アーケード}ガーデンシ
ティ推進グループ（☎34－8485、
>22－6008）

●ナプア・グレイグwithハワイア
ン・フラ・ダンサーズ公演$ハワイ
の文化・伝統を伝えるスペシャリ
スト：ナプア・グレイグがフラ・ダン
サーズと共に常夏のハワイをお届
けします!7月14日㈰14時～#渡
辺翁記念会館&全席指定一般
5,800円、高校生以下2,000円
●樫本大進＆小菅優＆クラウディ
オ・ボルケス トリオ演奏会$ベルリ
ン・フィルコンサートマスターの樫
本大進、注目の若手ピアニスト小
菅優、チェリストのクラウディオ・ボ
ルケスが夢の共演!7月30日㈫18
時半～#渡辺翁記念会館&全席
指定一般6,800円、財団友の会会
員6,500円、高校生以下2,500円
●小野リサ ボサノバコンサート
$ささやくような小野リサの歌声
を、ピアノとの共演でご堪能くださ
い!8月12日㉁15時～#渡辺翁記
念会館&全席指定一般4,800円、
財団友の会会員4,500円、大学生
以下2,000円
●MYSTERY NIGHT TOUR 2019
稲川淳二の怪談ナイト$無二で
巧みな怪談話の中に優しさと郷
愁と笑いがあり、愛と教えに包ま
れます!10月14日㈷16時～#文化
会館&全席指定一般5,500円
……………………………………
}文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

百歳のお祝いにふさわしい手作り
の作品を募集。1個4,000円未満で
必要個数（50個程度）を準備でき
ることなどの要件があります。要
項は市役所、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%市内
の団体、個人|*?∑（7面）と作
品の概要~5月24日まで_高齢者
総合支援課（☎34－8302、>22－
6026）

障害者の雇用と就労を支援する
「宇部市障害者就労支援ネット
ワーク会議」のサポーターを募

集。特典として、サポーターの名
称を公表します%県民、県内に本
店・支店・営業所がある法人など
&協賛金額：個人1口2,000円、法
人・団体1口10,000円から|申込書
を提出。申込書は申込先、市役所
に設置のほか、市ホームページに
掲載~6月28日まで_光栄会障害
者就業・生活支援センター（新天
町一丁目2－32、☎39－5357、>39
－5359）
syuugyo@koueikai.or.jp

地球温暖化対策や実践的な省エ
ネ方法の講座。景品あり!5月1日
～来年3月15日%自治会、環衛連
支部、地域コミュニティなど10人～
100人の団体|*?=希望日時、
希望場所、受講人数、子ども・一
般の別、担当者の氏名・連絡先
~2月28日まで_環境政策課（☎
34－8245、>22－6016）、地球温暖
化対策ネットワーク（☎> 3 8－
8183）
unccainfo@ybb.ne.jp

学力面で高校進学への不安が大
きい中学生向けの無料学習会。
希望する科目の学習を、スタッフ
や大学生のボランティアなどが支
援します!6月から#市内4カ所
%生活保護か就学援助を受けて
いる家庭の中学生{80人（先着
順）※1カ所20人|申込書を提
出。申込書は市役所、多世代ふれ
あいセンター、各市民・ふれあいセ
ンターに設置_こども・若者応援
課（☎34－8447、>21－6020）

第28回UBEビエンナーレ会期中に
会場内で実施するイベントに参加
しませんか%10月まで月1回程度
開催する会議に参加可能な、市内
で活動するダンス（身体表現を含
む）などを行う団体|申込書を提
出。申込書は申込先、市役所など
に設置のほか、ときわミュージアム
ホームページに掲載~5月15日ま
で［消印有効］_UBEビエンナー
レ推進課（〒755－0001大字沖宇部
254、☎51－7282、>51－7205）

気軽に読書を楽しめる「まちかど
ブックコーナー」を設置する店舗
や公共施設を募集します※本は
寄贈図書を活用。設置に係る経
費の補助あり{10カ所程度|申
請書を提出。申請書は申込先に
設置のほか、市ホームページに掲
載~5月31日まで_図書館（☎21
－1966、>21－3801）

申込書と募集団地一覧表を5月7
日から配布します~5月20日～31日
_県施設管理財団宇部支所
（☎37－0878、>35－0233）

●うべスタセミナー!$5月10日
㈮「ビジネススタイル構築セミナー
～ライフシフト・人生100年時代
～」、24日㈮「キャリアアップセミ
ナー～未来を作るセルフマネジメ
ント～」、各18時半～20時{各20人

#_うべスタートアップ（☎39－
5010、>39－5184）
https://ube-startup.com/

床波駅をスタートし、海岸沿いを
通って山口宇部空港を目指します
（約7km）。山口宇部空港では、見
頃を迎えたバラ園をお楽しみくだ
さい※参加者にはガーデンシティ
うべオリジナルクリアファイルをプ
レゼント!5月11日㈯10時半～12時
半#床波駅集合&高校生以上
300円（保険料、資料代）{50人
（先着順）_ガーデンシティ推進グ
ループ（☎34－8485、>22－6008）

!5月15日㈬10時～11時半#保健
センター%9カ月～1歳3カ月児と保
護者{35人（先着順）~5月7日か
ら_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

●時代遅れの酒屋と行く「中島
屋」酒蔵見学と周南市美術博物
館!5月18日㈯&7,900円（昼食・
試飲付き）~5月10日まで（先着
順）
●六月博多座大歌舞伎!6月15日
㈯&26,000円（昼食付き）~6月7
日まで（先着順）
●ジ・アウトレット広島とお土産の
あなごめし弁当! 7月 7日㈰
&7,800円~6月28日まで（先着順）
……………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

!$5月18日㈯「古代・中世の山
口」、25日㈯「近現代の山口」、各
13時半～15時※部分受講も可能
{30人|*?+∑（7面）~5月12
日まで# _学びの森くすのき
（〒757－0216大字船木361－6、
☎67－1277、>67－0691）

!$6月22日㈯「西鶴諸国ばなし」
の世界、7月6日㈯夏目漱石「虞美
人草」を読む、各13時半～15時※
部分受講も可能%中学生以上
{50人（先着順）|*?∑（7面）
~6月14日まで#_図書館（☎21
－1966、>21－3801）

地域で受け継がれてきた神社を
巡ります（約3.5㎞）!5月25日㈯9
時50分～12時#藤山ふれあいセ
ンター集合{40人（先着順）<タ
オル、飲み物~5月24日まで_観
光・グローバル推進課（☎34－
8353、>22－6083）

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、
前立腺がん、特定健康診査
!#①5月27日㈪ときわ湖水ホー
ル②6月15日㈯保健センター、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5月15日から_保健セン

ター（☎31－1777、>35－6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/

!5月30日～7月18日の毎週木曜、
18時半～20時40分、（全8回）
&12,000円とテキスト代3,240円
{15人（先着順）<電卓~5月27
日まで#_宇部フロンティア大学
（☎38－0500）
manabi@frontier-u.jp

手話が分からない聴覚障害者に
対して、話の内容を要約し、文字
にして伝える要約筆記者を養成す
る講座。手書きとパソコンコース
あり!6月8日～11月16日の毎週土
曜、10時～17時（全24回）&テキス
ト代3,600円{20人<パソコンコー
スはノートパソコン（Windows7以
上）とLANケーブル|申込書と返
信用封筒（長形3号の封筒に82円
切手を貼付し、宛名に住所・氏名
を記入）を同封の上、郵送~5月27
日［必着］#_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）
lookym33@c-able.ne.jp

東岐波・西岐波海岸の清掃活動。
団体で参加の場合は要申込!6
月9日㈰9時～11時#東岐波体育
広場か白土海水浴場集合<軍
手、運動靴、帽子|*?団体名、
人数、代表者の連絡先~5月31日
まで_土木河川港湾課（☎34－
8406、>22－6050）

「食」に関する啓発活動を通して、
地域の健康づくりを支えるボラン
ティアを養成する講座!6月14日～
来年1月10日の原則として第2金曜
9時半～（4時間程度）（全8回）
#保健センター&調理実習（全4
回）は1回350円程度{30人<筆
記用具、エプロンなど~6月7日ま
で_健康増進課（☎31－1777、
>35－6533）

10人乗りの手漕ぎボートで往復
240mを競漕!6月16日㈰9時～15
時半%中学生以上で10人のチー
ム&1チーム7,000円{24チーム
（先着順）<着替え、水筒、帽子な
ど|申込書を提出。申込書は市か
アクトビレッジおののホームページ
に掲載~5月7日～24日#_アクト
ビレッジおの（☎64－5111、>64－
2800）
actvillageono@gmail.com
●同時開催イベント▽ボルダリン
グ・懸垂下降体験▽ふれあいバ
ザー（地元特産品、飲み物、軽食
などの販売）

採れたてにんにくを味わい尽くしま
す▽食べるにんにくオイル（血圧
を下げる最強レシピ）、簡単フライ
ドガーリックで鰹のたたき、大葉の
にんにく醬油漬け!6月20日㈭13
時～15時&1,700円{20人（先着
順）<エプロン、三角巾、筆記用具
|*?=∑（7面）~6月13日まで

#_アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

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、金属加工、電気設備
技術、住環境コーディネート!7月
2日㈫～12月26日㈭%求職者&教
科書・作業帽などの実費~5月31
日まで#}ポリテクセンター山口
（☎083－922－2143）

子どもたちの将来の夢の実現に
つながる活動にかかる経費に対
し、10万円か30万円を上限に助成
※所得制限あり。要件などの詳細
は問い合わせてください%小学4
年～高校3年|申込書と作文を提
出。申込書は申込先、市役所、北
部総合支所、各市民・ふれあいセ
ンターなどに設置~活動開催月
の前々月末まで※最終は来年1月
31日まで_こども・若者応援課（☎
34－8447、>21－6020）

保育現場での就労への不安を取
り除くために、保育園などで1日3時
間程度の就労体験を3日間実施し
ます%保育士資格取得者で保育
現場への復職希望者か勤務未経
験者{市立保育園25人、私立保
育園24人|申請書を提出。申請
書は市役所に設置のほか、市ホー
ムページに掲載_保育幼稚園学
童課（☎34－8244、>22－6051）

身体障害などで一定の要件に該
当する場合、軽自動車税を減免し
ます。減免を受けるには手続きが
必要です。納税通知書が届いたら
問い合わせてください~5月31日ま
で}市民税課（☎34－8197、>22
－6084）

対象者に案内はがきを送付します
ので、指定医療機関に予約をして
接種してください!来年3月31日ま
で%▽65歳、70歳、75歳、80歳、85
歳、90歳、95歳、100歳になる人、
100歳以上の人▽60歳～64歳で、
心臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免
疫不全ウイルスによる免疫の機能
に身体障害1級程度の障害を有す
る人※過去に肺炎球菌ワクチン
（ポリサッカライド）を受けた人は対
象外&2,770円（消費税率改定後
は金額が変わります）、生活保護
受給者は無料<案内はがき、生
年月日が確認できる書類（保険
証、免許証など）}健康増進課
（☎31－1777、>35－6533）

対象者に無料受診券を送付しま
すので、指定医療機関に予約をし
て受診してください。抗体検査結
果が陰性の場合は、予防接種を
受けることができます!来年2月
29日まで%▽昭和47年4月2日～昭
和54年4月1日生まれの男性▽昭
和37年4月2日～昭和47年4月1日生
まれで受診を希望する男性は要
連絡<無料受診券、生年月日が
確認できる書類（保険証、免許証
など）}健康増進課（☎31－1777、
>35－6533）

一人でも多くの患者さんを救うた
め、一人でも多くのドナー登録が
必要です。ビデオ視聴などで骨髄
バンク制度を理解していただき、
問診と採血をします※要事前予
約。詳細は市ホームページに掲
載!毎月第2水曜、10時～12時（所
要時間30分）%体重が男性45kg・
女性40kg以上の18歳～54歳
#_県宇部健康福祉センター
（☎31－3200、>34－4121）

市民環境部を対象にした定期監
査の結果を掲示しています!5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）

5月～6月に工業統計調査の調査
員が各事業所を訪問しますので、
調査票への記入をお願いします
%製造業を営む事業所}県統計
分析課（☎083－933－2654）、総務
管理課（☎34－8114、>22－0686）

宇部港初となる外国クルーズ船
「カレドニアン・スカイ」が新町埠
頭に寄港します※船内視察などは
ありません!5月5日㈷、6月7日㈮、
15日㈯}観光・グローバル推進課
（☎34－8353、>22－6083）

!5月7日㈫～6月6日㈭#}県宇
部港湾管理事務所（☎31－3311）

6月24日開院予定の新病棟の中を
見学できます!5月18日㈯14時～
17時（受け付けは16時半まで）
#山口大学医学部附属病院A棟
ガレリアエントランスで受け付け
}山口大学医学部経営企画課
（☎22－2019、>22－2145）

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!6月
1日㈯13時～15時#福祉会館%本
人、家族_むつみ会（☎35－3365）

差別や暴行・虐待を受けた、セク
ハラ・パワハラを受けた、いじめ・体
罰を受けた、名誉・プライバシーを
侵害されたなど、人権問題全般に
ついて、人権擁護委員が相談に応
じます!6月3日㈪10時～15時#市

役所}山口地方法務局宇部支局
（☎21－7211、案内番号［3］）

10月からスタートする消費税の軽
減税率制度の説明会を開催しま
す※事前予約制!6月10日㈪～14
日㈮15時半～17時#宇部税務署
{50人<筆記用具_宇部税務署
法人課税第一部門（☎21－3135）

❻ ❼

お知らせ

お知らせ

募　　集

催し 事前申込なしで
参加できます

みんなおいでよ
こども春まつり

まちなかフラワーフェスタ
＆緑化祭

文化創造財団のイベント

百歳長寿者に贈る記念品

うべ障害者就労ネット
サポーター

身体障害者などの
軽自動車税の減免

成人用肺炎球菌ワクチン
の定期接種

家庭の省エネ実践講座
（出前講座）

空港のバラ鑑賞ウオーク
ファイナンシャル・プランナー
入門（3級）講座

要約筆記者養成講座

ポリテクセンター山口
7月期受講生

子どもの夢の実現を支援
「子ども笑顔サポート助成金」

保育士のトライアル雇用

「リフレッシュ瀬戸内」
海岸清掃

食生活改善推進員
養成講座

小野湖交流ボート大会

ハーブを楽しむ会
畑クッキング

離乳食（後期）・幼児食教室

交通局の旅プラン

県立大学サテライトカレッジ
「やまぐちの文学と歴史」

県立大学サテライトカレッジ
「日本文学に親しむ」

てくてくまち歩き
「藤山の神社めぐり」

総合集団健診

中学生への学習支援
「きらめき学習会」

「彫刻×踊る・舞う2019（仮）」
参加団体

「まちかどブックコーナー」
の設置事業者

県営住宅入居者

うべスタセミナー

風しんの抗体検査・
予防接種

特設人権相談所を開設

消費税の軽減税率制度説明会

骨髄ドナー登録に
ご協力ください

監査結果の公表

工業統計調査に
ご理解を

宇部港初
外国クルーズ船寄港

宇部港廃棄物埋立護岸築造
事業環境監視結果の縦覧

山口大学医学部附属病院
新病棟内覧会

統合失調症・うつ病相談会

∑…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　　　　　　（広報広聴課）へ

寄付金報告
大永商事 株式会社
　代表取締役　大谷　幸雄（居能町）………………… 3,000,000円
一般財団法人　山口県学校保健予防会
　理事長　石丸　英治（山口市）………………………… 165,448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
（3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

!5月12日㈰、6月23日㈰と9月まで毎月1回、各9時～12時%小学生以
上&各1,620円{各20人~各2日前まで#_アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800）

ほたる観賞会、各種バザー、地元新鮮野菜の販売など!5月25日㈯
18時～21時#横瀬八幡宮と周辺}小野ふれあいセンター（☎64－
2024）

小野湖ボート・カヌー教室

上小野ほたる祭り

市民の掲示板 詳細は_}に問い合わ
せてください

>22－6063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）□必

チャレンジデー20195月29日㈬ 0時～21時
■問い合わせ　文化・スポーツ振興課
　　　　　　　☎34－8628　>050－3488－4747
●チャレンジデーとは？
　5月の最終水曜日に、運動
やスポーツに取り組んだ住
民の割合を対戦相手と競い
ます。
●今年の対戦相手は？

　米沢牛が有名な、山形県の
最南端に位置する自然の恵
み豊かな都市です。

●参加方法は？
　当日に市内で15分
以上継続してから
だを動かし、21時30分までに、
電話、FAX、メールなどで事
務局に報告するだけです。

●どんな運動が対象？
　本格的なスポーツだけでなく、
家でのストレッチ、徒歩や自転
車での通勤、愛犬との散歩な
ど、15分以上継続し、からだを
動かせばすべて対象となります。

山形県　米沢市

目指せ参加者10万人！

　（人口　80,927人　4回目の参加）

当日のイベント
●オープニングプログラム
　『やまぐち元気ラジオ体操＆スローエアロビック』
　▽時間　7時30分～8時
　▽場所　渡辺翁記念会館前（雨天時はロビー）
●ファイナルプログラム『長縄跳び競技「ロープジャンプX」』
（全国共通イベント）　
　長さ10mのロープを使い、跳んだ人数と回数でポイントを競
い合う大縄跳びです。
　▽時間　18時50分～19時50分▽場所　新天町アーケード内
特設会場（エフエムきらら前で受け付け）▽募集数　10チー
ム（先着順）※1チーム3人以上、中学生以下は保護者同伴
　▽申込方法　チーム名、全員の氏名・年齢、代表者連絡先を、
電話かFAXで連絡▽申込期間　5月7日㈫から
　▽申込先　スポーツコミッション　☎39－7653　>39－6584
そのほか、当日は市内各所でイベントが盛りだくさん
　詳細は、市役所、各市民・ふれあいセンターに設置のチラシ、
市かスポーツコミッションのホームページをご覧ください。

要事前申込

当日報告先（21時30分まで）
▽報告専用フリーダイヤル　☎0800－200－0263
▽チャレンジデー実行委員会事務局
　☎34－8628　>050－3488－4747　メールc-day@ubespo.jp
▽チャレンジデーチラシ裏面の参加報告書に記入
　し、公共施設などに設置の回収ボックスに投函
▽うべ電子申請サービス



情報カレンダー情報カレンダー 5月1日～6月5日5月1日～6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）

5月1日㈷
4日㈷

5日㈷
7日㈫

9日㈭
10日㈮

11日㈯

14日㈫

15日㈬

16日㈭

17日㈮
18日㈯

19日㈰
21日㈫

22日㈬
23日㈭
24日㈮
25日㈯

26日㈰
28日㈫
29日㈬
31日㈮

6月1日㈯
5日㈬

「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（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
新川市まつり献血・400mL限定（市役所　10時～11時45分、13時～15時半）
行政相談（市役所　9時～12時）
憲法週間無料法律相談（宇部法律相談センター　13時～17時[受け付けは16時半まで]）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
押し花展示会（ときわミュージアム　9時～17時※最終日16時まで）※13日まで
「まちなか保健室」介護・健康相談（にぎわい宇部　11時～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（幼児向け）（図書館　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）
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」介護・健康相談（にぎわい宇部　11時～15時）
春のばら展（ときわミュージアム　9時～17時※最終日16時まで）※19日まで
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　13時45分～16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）
行政相談・特設人権相談所（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）
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（にぎわい宇部　11時～15時）
ちびっ子あつまれ！イングリッシュ・スタート（学びの森くすのき　14時半～15時）
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）
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）
チャレンジデー・ウオーキング（保健センター　10時～11時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（にぎわい宇部　11時～15時）
かみしばい（図書館　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）

プラネタリウム投影会　!5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54円
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■弁護士相談
　!5月10日㈮13時半～15時半　予約受付中
　!5月15日㈬13時半～15時半　予約受付開始5月7日㈫8時半～
　!6月5日㈬13時半～15時半　予約受付開始5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　!5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　!5月11日㈯9時半～11時半
　#福祉会館　{8組　当日受付　}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　!5月21日㈫　#市役所
{6組　~5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

■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　!5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　~5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。

　本市におけるSDGsの達成に向けた取り組みを加速させるため、
「宇部SDGｓ推進センター」を開設しました

宇部SDGs推進センターを開設
SDGs未来都市・宇部

　▽SDGsに関する相談・周知啓発・セミナーの開催
　▽SDGs達成に向けた取り組みへの支援
　▽SDGs推進・活動に関する情報の集約と発信
●場所　中央町三丁目13－7　カーサ合歓1階
　　　　（「うべ産業共創イノベーションセンター　志」に併設）
●運営時間　平日11時～19時、土・日・祝10時～18時
　　　　　　毎週木曜日と年末年始（12月29日～1月3日）は休業
●連絡先　JOB　STA　☎39－5013　>39－5184
■問い合わせ　政策企画グループ　☎34－8113　>22－6008

平和通り
平和通りシン ボルロード

国道190号

市道上町線

多世代交流スペース 宇部中央銀天街

中
央
街
区
公
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「うべ産業共創イノベーション
センター　志」に併設

開設場所

ねむ

ジョブ スタ

エスディージーズ

主な機能

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5月7日㈫、31日㈮ ※祝日を除く


