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新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ ※11月18日時点の情報をもとに作成

　しています

詳細はこちら

市ホームページ
県ホームページ

県内の感染者発生状況

 冬は空気が乾燥し飛沫が空気中を長く漂いやすくなるため、感染リスクが高まります。また、年末年始にかけ
て大人数が集まる行事などが増えることから、次の点に注意するなど、引き続き新型コロナウイルス感染防止
対策の徹底をお願いします。

新型コロナウイルスに関する各種相談窓口
感染予防、健康相談などに関する問い合わせ
■宇部市　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

不当な偏見、差別などの人権相談窓口
■みんなの人権110番　☎0570－003－110

新型コロナウイルス感染症に関する福祉相談
生活の困りごと、悩み、不安などの相談に社会福祉士が
応じます
■☎080－1915－4876（週1回不定期　13時～15時）
問い合わせ
　県社会福祉士会事務局　☎083－928－6644

新型コロナウイルス 生活なんでも相談窓口
収入減少、失業、生活の不安などの相談
■宇部市　地域福祉・指導監査課
　☎34－8393　>22－6028

宇部市新型コロナウイルス感染症総合相談窓口
相談先がわからない場合に、問い合わせ窓口をご案内
します
^0800－2000－585　>22－6063

※新型コロナウイルスの影響により、今号に掲載している情報が変更される場合があります

支援制度のご案内個人向け
ひとり親世帯臨時特別給付金
　公的年金受給中や所得制限などにより、児童扶養手当を
受給していない人も対象となる場合があります。
※詳しい支給要件や申請方法などは問い合わせてください
▷基本給付　1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
▷追加給付　1世帯5万円
●申請期限　令和3年2月26日㈮
■申請先・問い合わせ
　子育て支援課　☎34－8331　>22－6051

固定資産税・都市計画税の軽減措置
　事業収入の減少幅に応じて、令和3年度の固定資産税・都市計画
税を全額または1/2減免します。
※申告前に認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります
●対象者　資本金または出資金の額が1億円以下の法人、または常時
　使用する従業員数が1,000人以下の法人など（条件あり）
●対象資産　償却資産、事業用家屋
●申告期間　令和3年1月4日㈪～2月1日㈪
■申告先・問い合わせ　資産税課　☎34－8191　>22－6053

詳細は▶
こちら　

詳細は▶
こちら　

申請受付中 1月から申告受付開始

注意点
▷行事の主催または参加に当たっては、対人距離の確保、手指消
　毒、マスクの着用、大声での会話の自粛など、適切な感染防止策
　を徹底してください。
▷基本的な感染防止策が徹底されていない行事への参加は控え
　てください。特に、自然発生的に不特定多数の人が密集し、か
　つ、大声などの発生を伴う行事などへの参加は控えてください。

▷街頭や飲食店での長時間・深夜
　にわたる飲酒や、飲酒しての行事への
　参加は、なるべく控えてください。
▷必要に応じて、家族同士で自宅で過ごす、
　オンラインのイベントに参加するなどの楽しみ方を検討してください。
▷室内では、適度な換気と保湿をしてください。

　今後のインフルエンザ流行期には、新型コロナウイルス感染症との
判別が難しい発熱などの症状を訴える人が大幅に増えることが予想さ
れます。患者さんに円滑に必要な医療を受けていただき、医療機関で
の院内感染防止を図るため、発熱などの症状がある場合は次の窓口へ
相談してください。

かかりつけ医がある人
まずは、かかりつけ医に電話でご相談ください。かかりつけ医での
受診が難しい場合は、医師から近隣の受診可能な医療機関をご案内
します。

かかりつけ医がない人や、相談する医療機関に迷う場合
次の連絡先へ電話してください。近隣の受診可能な医療機関をご案内
します。
■受診・相談センタ－
　☎083－902－2510　（毎日24時間対応）
■宇部市保健センター
　☎31－1777　（平日8時30分～17時15分）

発熱などの症状がある場合の
受診・相談



広報うべ 2020年12月号 広報うべ 2020年12月号❷ ❸SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

宇 部 市 の 主 な 出 来 事令和２年 宇 部 市 の 主 な 出 来 事令和２年

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。

12月・年末年始の
　 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。

12月6日㈰ 13日㈰ 20日㈰ 27日㈰ 30日㈬ 31日㈭ 1月1日（金・祝） 1月2日㈯ 1月3日㈰

金子小児科
上町
☎22－0006

松岡小児科
西宇部
☎41－8005

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

鈴木小児科
医院
今村北
☎51－1100

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

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

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

宇部市休日・
夜間救急診療所
琴芝
☎31－1099

●歯科　日時　12月30日㈬～1月3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
●受診の付き添いは、マスク着用の上、最低限の車・人数でご来院ください
●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

●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
▷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）

通常
業務

通常
業務

年
末
年
始
の
業
務
日
程

▷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

図書館（☎21－1966）
学びの森くすのき（☎67－1277）

市営バスダイヤ（交通局、☎31－1133）

一般的な市施設や業務

資源ごみ拠点回収施設（新町、黒石）

持
ち
込
む
量
に
応
じ
て

料
金
が
か
か
り
ま
す

通常運行 通常運行

※年始の「月・水・金の燃やせるごみ」は1月4日㈪と5日㈫に分けて収集します。1月6日㈬から平常通り収集します。

日祝運行
日祝運行

終日利用可能 終日
利用可能～13時 9時～

8時半～12時、
13時～16時半

9時～11時半、
13時～16時

8時半～12時、
13時～16時半

9時～11時半、
13時～16時

26日
㊏

27日
㊐

28日
㊊

29日
㊋

30日
㊌

31日
㊍

1月1日
㊗

2日
㊏

3日
㊐

4日
㊊

5日
㊋

月・水・金の
燃やせるごみ

プラスチック製
容器包装

12月28日㈪まで

ごみの種類 地　　区 年　末 年　始

12月29日㈫まで

12月24日㈭まで

1月4日㈪から

1月5日㈫臨時収集
※4日㈪の収集はありません

1月12日㈫から

1月7日㈭から

ご
み
の
収
集

身近な市施設の開庁状況など

新川、鵜の島、小羽山、藤山、原、厚南、黒石、西宇部、
厚東、二俣瀬、小野、万倉、吉部

東岐波、西岐波、常盤、恩田、岬、見初、神原、琴芝、
上宇部、川上、船木

新川、鵜の島、小羽山、藤山、原、厚南、黒石、西宇部、
厚東、二俣瀬、小野、船木、万倉、吉部

東岐波、西岐波、常盤、恩田、岬、見初、神原、琴芝、
上宇部、川上

休み

休み

休み

休
み

休
み

休
み

休み

休み

☎
33
―
7
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ご
み
の
直
接
搬
入

▷住民票と印鑑証明を28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休止します。コンビニなどで住民
　票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書などの取
　得はできません
▷上下水道局（☎21－2171）は、料金納入に対応します

年末は大変混み合う
ことが予想されます

　（　　　　　　　　　　　）一般廃棄物最終処分場、
☎22－6890

9時～18時 9時～
19時

（　　　　　　　　　　）減便あり、12月25日まで
に各バス停に掲示

8時半～12時、
13時～16時半

12月3日～9日は障害者週間です
障害者への理解を深めましょう

■相談・問い合わせ　障害福祉課　☎34－8314　>22－6052

　障害のあるなしにかかわらず、誰もがお互いの個性を認め合い、互いに支え合って、
いきいきと安心して暮らせるまちを目指しましょう。

作品、パネルなどの展示
期間　12月1日㈫～11日㈮　場所　市役所ロビー
内容　宇部総合支援学校の児童・生徒の作品展示、障害者団体の活動紹介・
　　　障害者スポーツ紹介パネル展示など

障害のある人へのコミュニケーション支援
　手話、点字、音訳、要約筆記、簡単な文章とルビ、代読、代筆、介助などの支援が、
障害のある人と周囲の人たちとの円滑なコミュニケーションにつながります。
●コミュニケーション支援に関する費用を助成します
　▷コミュニケーション支援用具などの製作費や購入費、コミュニケーション支援者
　　の設置に必要な費用など
　▷手話通訳士、手話通訳者、要約筆記者、同行援護者、職場適応援助者
　　（ジョブコーチ）の資格取得などにかかる費用
●相談窓口をご利用ください
　コミュニケーション支援に関する相談を受け付けています

援助や配慮を必要としていることが外見から
は分かりにくい人が、援助が得やすくなるよう
に作成された全国共通のマークです。

ご存知ですか？
ヘルプマーク・ヘルプカード
●ヘルプマークとは

障害のある人や高齢
者など、支援や配慮を
必要としている人が周
囲に支援をもとめるた
めのカード。必要とする支援内容や緊急連絡先など
を記入しておき、困ったときに周囲に提示することで、
手助けをお願いしやすくするものです。必要な人へ配
布していますので、お問い合わせください。

●ヘルプカードとは

ヘルプマークやヘルプカードを持っている人が
困っていたら、思いやりのある行動をお願いします

12月4日から10日までは、
「人権週間」です

　平和で豊かな社会を実現する
ためには、「相手の気持ち」を考
えて「思いやりの心」を育てること
が大切です。
　平成28年には「部落差別解消推進法」「障害者差
別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」が施行されまし
た。一人ひとりが同和問題をはじめとするさまざまな人
権課題に対する正しい知識を深めましょう。

●常設人権相談所
　人権擁護委員が相談に応じています。いじめ、家庭内の
　トラブルなど、お気軽にご相談ください。
　日時　平日　8時30分～17時15分
　場所・問い合わせ
　　山口地方法務局宇部支局　☎21－7211

■問い合わせ　人権・男女共同参画推進課
　☎34－8308　>22－6016

■問い合わせ　学校教育課　☎34－8609　>22－6071

●就学の条件　
　▷保護者が責任をもって通学させること。
　　※バス通学者には、一定の助成があります
　▷保護者・子どもともにPTA活動などに積極的に参加すること。
●申込方法　学校教育課に備え付けの申請書を提出
　　※事前にお問い合わせください
●申込期限　12月28日㈪

特認校就学制度による就学希望者を募集

学校名
厚　東小学校
二俣瀬小学校
小　野小学校
吉　部小学校
万　倉小学校
厚東川中学校

4
4
3
2
4
8

1
4
3
5
5
11

4
5
5
3
3
－

1
4
5
5
1

1
0
5
2
4

2
5
7
8
2

1年 2年 3年 4年 5年 6年
●特認校と受入可能人数（令和3年度）

住所地によって指定された学校ではなく、特色ある小規模学校で
学ぶことができます。

※住所地によって指定された
　学校が特認校の場合は、他
　の特認校への就学はできま
　せん。
※本制度により吉部小学校と
　万倉小学校を卒業した児童
　は、特例として楠中学校に
　就学できます。

1月

2月

●宝島社『田舎暮らしの本』2020年版第8回住みたい田舎ベスト
　ランキング 人口10万人以上の
　大きなまち 総合部門第1位に
　選ばれる
●俵田翁記念体育館
　リニューアルオープン

4月

宇 部 市 の 主 な 出 来 事令和２年 宇 部 市 の 主 な 出 来 事令和２年
6月 9月

●全小中学校で小中一貫教育をスタート　
●成年後見センターを開設
●うべ未来エネルギー株式会社が市公共施設に電力供給開始
●うべ元気ブランドSDGｓ第1号認証製品決定「ほおばり梅」

●「うべ産業共創イノベーションセンター　志」移転オープン

7月
●「スマートシティ宇部プロジェクト」が内閣府の未来技術社会
　実装事業に選定

8月
●「宇部地域外来・検査センター」を開設

●ときわ動物園の展示手法が「日本展示学会賞」を受賞

11月
●市制施行100周年事業キックオフ

●「宇部まつり」初のオンライン開催
●「妊婦応援都市」を宣言
●宇部市長選挙

5月
●令和3年度開催予定の第29回UBEビエンナーレ(現代日本彫刻
　展)の延期を決定（1961年の開始以降初）

●宇部市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置

「田舎暮らしの本」編集長から
贈呈された表彰盾と賞状

本市北部で収穫された
農薬不使用の粒の大きい
完熟梅と塩、手もみした
紫蘇で作った食品添加物
無添加の本格梅干し

地域内外の「人」「情報」「資金」を
集積・結合し、宇部市から新たな
ビジネス・地域づくりを誘発する
新・宇部方式のイノベーション
創出拠点

カウントダウンボードには、
令和3年11月1日までの残り
日数と、市内の小中学生から
応募があった絵を表示
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イベントの
■問い合わせ　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020

誰ひとり取り残さない子育て応援
「家族」「地域」「社会」で支える

■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205
園内施設休業日…毎週火曜、12月31日㈭、1月1日（金・祝）
※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

●野鳥観察会
　ときわ公園の野鳥の観察
　日時　12月12日㈯ 9時30分～11時30分
　場所　ときわ公園正面入口集合
●干支展
　干支の丑に関する展示
　日時　12月12日㈯～1月24日㈰
　　　　9時30分～17時
●オリジナルカレンダー配布
　ときわ動物園と世界を旅する植物館で共同製
　作した2021年の卓上カレンダーを無料配布　
　日時　1月2日㈯～4日㈪ 9時30分～17時
　配布場所・枚数
　　ときわ動物園入口：1日先着100枚
　　ときわミュージアム：1日先着60枚

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

クラウドファンディング

「ほのぼのキッズスマイル」オープン

「宇部市史」特別価格販売期間
限定
　来年は市制施行100周年。この機会に郷土の歴史に
触れてみませんか？

●販売場所　図書館、学びの森くすのき、各市民センター
●特別価格販売期間　令和4年3月31日まで
■問い合わせ　図書館　☎21－1966　>21－3801

コミュニティ活動で使える備品を整備しました
　（一財）自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業と
して行っているコミュニティ助成事業により、市コミュニティ推
進地区連絡協議会が、パソコ
ン、会議用テーブル、折りたたみ
椅子、放送設備など地域活動
に必要な備品を整備しました。

　本市では、令和3年に市制施行100周年と野外彫刻展60周年を同時に迎え
ることを記念し、『市制100周年記念彫刻プロジェクト』を進めています。
　このたび、作品制作を依頼する候補作家を選出しましたので、ご紹介します。
　今後、候補作家には作品プランを提出してもらい、令和3年10月に招待作家
1名を決定します。

円錐による彫刻、映像や生木を使ったインスタレーション、石を削り出
した作品など、常に予定調和におさまらない表現領域を創出。2013
年に彫刻作品を対象とする国内の権威ある賞「中原悌二郎賞」、第
15～17回現代日本彫刻展で宇部興産株式会社賞を受賞。

■問い合わせ　市民活動課
　☎34－8233　>22－6016

候補作家が決定しました
『市制100周年記念彫刻プロジェクト』

■問い合わせ　UBEビエンナーレ推進課　☎51－7282　>51－2777

　「100周年、希望あふれる未来へ」をテーマに野外彫刻作品を制作。
作品は令和6年に完成予定の新庁舎広場に設置します。

『市制100周年記念彫刻プロジェクト』とは？

植松  奎二
うえまつ   けい じ

音を利用した立体作品や、波のデジタル解析データをもとにした作品
を制作。1998年に第五回KAJIMA彫刻コンクール金賞、2005年に
創業50年記念Benesse賞最優秀賞を受賞。

フロリアン  クラール

展示空間を非日常的な世界に生まれ変わらせ、鑑賞者の身体的な感
覚を呼び覚ますダイナミックなインスタレーション作品やパブリック
アートを発表。「トーキョーワンダーウォール2000」に『Opened 
Eyes Closed Eyes』で入選。

大巻  伸嗣
おおまき    しん じ

夜の遊園地がメディアアートの美術館に変わる！「TOKIWAファンタジア2020」

▲髙橋匡太
　たてもののおしばい

場所　ときわ遊園地ほか
点灯期間　1月31日㈰まで（12月31日㈭、1月1日（金・祝）休園）
点灯時間　18時～21時30分（開場17時30分）
入場料　当日券1,000円、高校生以下無料

▷メディアアートプロジェクト　全国で活躍する著名なアーティスト（5人）
　によるメディアアート作品を展示
▷オリジナルイルミネーション　企業、学生などの団体がアイデアと夢に
　満ちあふれた手づくり作品を展示
▷クリスマスカードイルミネーション　子どもたちが書いた可愛らしい絵
　やメッセージなどをLEDのライトで灯します

▷遊園地の夜間営業（21時30分まで）
▷UBEビエンナーレ彫刻の丘ライトアップ
　（17時30分～21時30分）
▷ときわ公園「ぼたん苑」”里山の灯り”ライトアップ
　（17時30分～21時30分）

UBEビエンナーレライブラリーのイベント・展示
●彫刻オーナメントをつくってクリスマスツリーにかざろう！　
　日時　12月2日㈬～27日㈰ 9時～17時
●「描いちゃお！うべの彫刻2020」作品展
　市内にある「あなたの好きな野外彫刻」をテーマに描かれた絵画作品の展示
　日時　12月16日㈬～3月22日㈪ 9時～17時
●彫刻カルタであそぼう！　日時　12月28日㈪～3月8日㈪ 9時～17時

ときわミュージアムのイベント・ワークショップ
●サンタクロースと一緒に記念撮影しよう！  ※事前予約不要
　日時　12月5日㈯ ①10時30分～11時45分 ②12時30分～14時30分
　費用　植物館入館料が必要（未就学児は保護者同伴）
●大きな松ぼっくりでクリスマスオーナメントを作ろう
　日時　12月5日㈯、9日㈬ 
　　　　各①10時～11時 ②14時～15時
●レモングラスでリースを作ろう
　日時　12月12日㈯、16日㈬
　　　　各①9時30分～11時 ②13時30分～15時

…ときわミュージアム　　…ときわ動物園
…体験学習館モンスタ

動

動

ミ
モ

モ

他

他 …その他

開催場所の表示

費　　用　各1,000円
定　　員　各回先着3人
申込期間　12月2日㈬から
申 込 先　ときわミュージアム
　　　　　（☎37－2888）

各
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

共
通
事
項

区分 通常価格（円）特別価格（円）
宇部市史　通史編　上巻
宇部市史　通史編　下巻
宇部市史　史料編　上巻
宇部市史　史料編　下巻
宇部市史　年表
全巻（5冊）セット

3,500
3,500
4,500
4,500
2,000
18,000

1,750
1,750
2,250
2,250
1,000
5,400

ミ

ミ

ミ

　宇部市の未来を担う子どもたちや妊産婦をまちぐるみで応援する
ためのプロジェクト資金を募ります。ご協力をお願いします。
　※寄附金控除の対象になります

①妊婦・子ども応援プロジェクト
　出産を控えた妊婦が安心して子どもを産み育てることが
　できるよう、出産準備や育児に係る費用を補助します
　URL:https://www.furusato-tax.jp/gcf/1042

募集期間　令和3年1月30日㈯まで
申込方法　専用サイトから申し込み
　※現金での寄附を希望される場合は、それぞれの担当課にお問い合わせ
　　ください

■問い合わせ　子育て支援課　☎34－8330　>22－6051

②赤ちゃん誕生おめでとう箱プロジェクト
　赤ちゃんの健やかな成長への願いと、ご家族への祝意を
　込めて「赤ちゃん誕生おめでとう箱」を贈ります
　URL:https://www.furusato-tax.jp/gcf/1049

　友達づくりや情報交換、育児相談などの場として、気軽にご利用
ください
　▷開設日時　12月7日㈪ オープン　月～金曜日　10時～15時
　　※当面は新型コロナウイルス感染拡大防止のため予約制
　▷場所　黒石ふれあいセンター
　▷対象　乳幼児とその保護者
　▷問い合わせ　こども・若者応援課　☎34－8447

■問い合わせ　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020

市内の子育て
サークル情報はこちら

市の施設で働く人を募集
[1次]
▷日時　1月16日㈯10時～（作文）
▷場所　市役所
[2次]
▷日時　2月上旬（面接）
▷場所　市役所

▷持参か郵送
　12月1日㈫～23日㈬
　[消印有効]
▷うべ電子申請サービス
　12月1日㈫～22日㈫
　https://s-kantan.jp/ube-u/

市民活動課
　☎34－8260
　>22－6016

職　種 試験内容 申込方法 申込期間 申込先登録人数
会計年度任用職員 令和3年4月1日～令和4年3月31日採用期間

ふれあいセンター
館長

①

ふれあいセンター
職員

②

2人程度

5人程度

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

※登録試験に合格し、名簿に登録された人の中から採用します。なお、登録と採用は別であり、登録者が必ず採用されるものではありません。

臨時的任用教職員

人権施策推進審議会委員を募集

※登録を随時受け
　付けています

●対象　必要な資格や免許を有していて、市内の小中学校
　で臨時的任用教職員（教諭など、養護教諭、事務職員、
　栄養職員）として働きたい人
●登録方法　臨時的任用希望調書（登録書）を持参か
　郵送。登録書は申込先に設置のほか、県教育委員会と
　市ホームページに掲載
■申込先　学校教育課　☎34－8611　>22－6071

●内容　人権施策の推進に関する提言や検討など
●応募資格　市内に居住か通勤・通学している20歳以上
　（12月1日現在）で、年間2回程度開催する会議に出席
　できる人など
●任期　令和3年2月1日～令和5年1月31日（2年間）
●募集人数　1人
●申込方法　応募用紙と小論文「人権が尊重されるまち
　づくり」（様式自由、800字以内）を持参、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、男女共同参画センター・
　フォーユーに設置のほか、市ホームページに掲載
●申込期限　12月21日㈪[必着]
■申込先　人権・男女共同参画推進課
　　　　　☎34－8308　>22－6016

意見を募集 計画などの案について意見を募集します
●閲覧方法
　▷閲覧場所　市役所、北部総合支所、各市民・ふれあいセンターなど
　▷市ホームページ　
●対象　市内に居住か通勤・通学している人、②は市内に事務所
　などを有する事業者も対象

宇部市　パブリックコメント 検索

①第8期宇部市高齢者福祉計画（素案）
　令和3～5年度までの3年間の高齢者施策の方向性を定める計画（素案）
です
●提出方法　意見と氏名、住所を記入し、持参、郵送、FAX、メールの
　いずれかで提出　※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
●募集期間　12月8日㈫～28日㈪
●提出先・問い合わせ　高齢者総合支援課
　☎34－8394　>22－6026　t-kourei@city.ube.yamaguchi.jp
②（仮称）宇部市パートナーシップ宣誓制度（案）
　誰もが自分らしく暮らせる社会を目指す宇部市パートナーシップ宣誓
制度の創設を予定しています
●提出方法　意見と氏名（事業者名）、連絡先を記入し、郵送、FAX、
　メールのいずれかで提出　※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
●募集期間　12月1日㈫～28日㈪
●提出先・問い合わせ　人権・男女共同参画推進課
　☎34－8308　>22－6016　jinken@city.ube.yamaguchi.jp

ふるさと納税制度を活用した

子育てサークルくろいし

　ときわ公園の冬を彩る中国地方でもトップ
クラスのイルミネーションイベント。全国で活躍
するアーティストが手がけたメディアアートや
イルミネーションは必見です。※一部有料

要事前申込

要事前申込

●試験区分・職種　上級【行政】　●採用予定人数　5人程度
●受験資格　▷昭和60年4月2日～平成11年4月1日生まれ
　　　　　　▷大学を卒業したか、令和3年3月末までに卒業見込み
　※令和2年度の宇部市職員採用試験受験者は受験できません

●第1次試験　1月10日㈰ 9時30分～　福祉会館
●申込方法・期限　うべ電子申請サービス　12月20日㈰
　　　　　　　　　https://s-kantan.jp/ube-u/
　※受験申込書などは、申込先に設置のほか、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

宇部市職員の追加募集
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公認心理師の国家資格を目指せ
る「社会人入学制度」と、安価な
学費で心理学やビジネスの講義、
教養科目などが自由に学べる「教
養履修制度」の説明と相談。卒業
時に学士（心理学）と認定心理士
の資格が取得可能!12月10日
㈭、17日㈭、24日㈭13時半～14時
半#}宇部フロンティア大学（☎
38－0511）

各集合場所から市役所までの清
掃活動。※団体は要事前申し込
み!12月13日㈰9時50分～11時
※雨天中止#宮大路児童公園か
宇部新川駅前に集合<軍手}修
養団宇部市連合会事務局（☎41
－5435、>44－4423）

人気のパン屋が集合!12月20日
㈰10時～14時#新天町名店街
}中心市街地にぎわい創出推進
グループ（☎34－8468、>22－
6008）

●横山令奈 Lena Yokoyama ヴァ
イオリン・リサイタル$イタリアの
病院屋上から祈りの演奏を届け、
世界で注目を浴びた横山令奈の
来日公演!1月23日㈯15時～&全
席指定：一般3,500円、財団友の会
会員3,000円、大学生以下2,000円
●音楽の絵本～バレンタイン～
$テレビでおなじみの曲や、ロマン
チックな曲いっぱいでお届けする
バレンタインだけのスペシャルプロ
グラム!2月14日㈰14時～&全席
指定：3歳以上3,800円、ペアチケッ
ト6,800円~12月4日から
}文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

チョコレートの世界へようこそ！
!12月11日㈮13時半～15時#福
祉会館{50人（先着順）
|*?=∑（7面）_消費者ネット
ワークうべ（☎36－9555、>39－
2272）mail@ubenet.com

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促
進、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
!12月11日㈮13時半～15時半
#厚南市民センター&200円{30
人<上履き~12月10日まで_より
あい処西ヶ丘（®080－1136－
9416［片山］）

●寄植えワークショップ：ハボタン
で作る迎春寄せ植え!12月11日
㈮10時～&2,800円{6人（先着
順）<エプロン、マスク、筆記用具
~12月7日まで
●ハーブを楽しむ会「アロマの匂
いに誘われて」：お好みの香りでス
プレーやクリーム作り!12月16日
㈬13時～&1,700円{16人（先着
順）<エプロン、マスク、筆記用具
~12月8日まで
●そば打ち体験：年越しそば作り
に挑戦!12月26日㈯9時半～13時
&2,000円{12人（先着順）<エ
プロン、三角巾、マスク、持ち帰り
容器~12月18日まで
|*?=∑（7面）_アクトビレッ
ジおの（☎64－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

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!12月17日㈭、1月7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）

①Web版  離乳食教室（後期コー
ス）$講話「離乳食の進め方につ
いて」!12月16日㈬10時半～11
時10分%生後9カ月～1歳3カ月児
の保護者
②Web版 マタニティ♥サロン$講
話「栄養士と保育士のはなし」
!12月23日㈬13時半～14時10分
%原則妊娠中期（16週）の妊婦
{各10人（先着順）|=∑（7面）
と質問内容、①は児の名前・生年
月日・月齢、②は生年月日、出産予
定日~12月4日から_こども・若者
応援課（☎31－1732、>21－
6020）ubehapi@city.ube.yamaguchi.
jp（要到達確認）

『電子サイコロ＆ラーメンタイマー
を作ろう』PICマイコンや発光ダイ
オードなどをハンダ付けし、電子回
路を作成します!12月19日㈯9時
半～11時半#宇部工業高等学校
%小学5・6年生&1,000円{10人
|?†∑（7面）と学校名、学年、
保護者氏名~12月11日まで_コミ
ュニティスクール推進課（☎37－
2780、>22－6071）
https://s-kantan.jp/ube-u/

!12月19日㈯10時～12時$共生
社会について考えてみよう①10時
～10時50分：「ダイバーシティ（多様
性）とは？」LGBTについての理解、
現代社会で行われている活動②
11時～11時50分：「聴覚障害者へ
の対応」簡単な手話体験#ユー
ピーアールスタジアム{50人<筆
記用具、マスク|*?=氏名、電
話番号、参加希望講座、必要な支
援（手話通訳など）~12月16日ま
で_スポーツコミッション（☎39－
7653、>39－6584）info@ube-sc.jp

ボルダリングの基礎やルール、登
り方の基本を学びます!12月20日
㈰①ジュニアの部（小学生）10時
～12時②ジュニア・一般の部（小
学生以上）13時～15時#俵田翁
記念体育館{各15人（先着順）
<体育館シューズ、飲み物
|*?∑（7面）と性別、学年、未

成年は保護者氏名、参加希望時
間~12月18日まで_文化・スポー
ツ振興課（☎34－8628、>22－
6083）

●レノファ山口応援バス!12月20
日㈰&3,900円（地域共通クーポ
ン1,000円分付き）
●ルネッサながと「万作・萬斎　
狂言公演」!1月11日㈷&9,000
円（昼食・地域共通クーポン1,000
円分付き）
~12月11日まで（先着順）_交通
局（☎31－2442、>22－1772）

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、
前立腺がん検診、特定健康診査
※要事前予約!1月9日㈯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~12月2日から
#_保健センター（☎31－1777、
>35－6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/

講師：小山内健（ローズソムリエ）
!1月9日㈯10時～12時#福祉会
館&500円{70人（先着順）<筆
記用具_ガーデンシティ推進グル
ープ（☎34－8485、>22－6008）

あなたの大切な思い出を形に残
す記念樹を植樹しませんか。ヤマ
ボウシ（樹高1.5ｍ）を植樹し、記念
日と氏名を掲載したプレートを設
置します!2月14日㈰10時～12時
#ときわ公園東側周遊園路沿い
%誕生・入学・卒業・結婚・就職・
退職・還暦などの記念日を迎える
人&8,000円{20人程度
|+∑（7面）と記念該当者の氏
名、記念日の名称と年月日~12月
16日まで_ガーデンシティ推進グ
ループ（☎34－8485、>22－6008）

『運動で体力年齢若返りたい人コ
ース』個人の体力や体組成に合

わせた運動プログラムに沿って、
「有酸素運動」と「筋力トレーニン
グ」を行います※実施の時間、定
員は問い合わせてください!#来
年2月～▷教室参加型（週1回）：フ
ィットネスクラブHBACC、ミネルバ
宇部（COCOLAND）▷個人参加
型：カーブス（宇部駅前、フジグラ
ン宇部、おのだサンパーク、サンパ
ークあじす）%市内在住か在勤の
65歳以上で、医師から運動制限を
されていない人※はつらつ健幸ポ
イント参加者であること&3,000円
/月（最初の3カ月は1,500円/月）、
カーブスは4カ月目から6,270円/月
※活動量計1,000円/年が別途必
要<活動量計、室内運動シュー
ズ、飲み物|*?∑（7面）と希望
コース、年齢~12月23日まで_健
康増進課（☎31－1777、>35－
6533）

いつでも、どこでも読書を楽しめる
電子書籍を導入します▷利用資
格：市内に居住か通勤・通学する
人▷貸出冊数：5冊以内▷貸出期
間：14日以内▷利用開始日：12月1
日※詳細は市ホームページかチラ
シでご確認ください}図書館（☎
21－1966、>21－3801）

若者活躍サポート応援事業（Ube
YouthBase)では、若者同士の交流
や情報発信を行うウェブサイト
「U B E Q U I T O U S」（https: / /
ubequitous.com）を開設しました。
キャラクターが出題する課題やア
イデア募集への参加、メールでの
悩み相談なども受け付けています
}（学）YIC学院（受託事業者）
（☎29－6322）、こども・若者応援
課（☎34－8447、>21－6020）

来年4月に小・中学校入学予定者

の保護者を対象に、就学援助費
の申請を受け付けます。認定され
た人には入学準備金を入学前（2
月）に支給します%次のすべてに
該当する人▷申請日時点で宇部
市に居住し、来年4月以降も宇部
市に居住する予定の人▷就学援
助費の支給の対象となる人（経済
的な理由で給食費などの支払い
が困難と認められる人※所得制
限あり）<印鑑、振込希望口座が
確認できるもの、借家の場合は家
賃額が確認できるもの、令和2年1
月2日以降に宇部市に転入した人
は、同居者全員の令和2年度所得
証明書|申請書と必要書類を持
参（郵送不可）。申請書は申込先
に設置のほか、市ホームページに
掲載~12月28日まで_教育委員
会総務課（☎34－8604、>22－
6066）、入学予定か兄姉が在学中
の公立小・中学校（私立などへの
入学予定者は教育委員会総務課
で受け付け）

手当額▷20歳以上：月額27,350円
▷20歳未満：月額14 ,880円%精
神、身体に著しく重度の障害を有
するため、日常生活において常時
特別の介護を必要とする在宅の
障害者（児）※支給基準や所得制
限などの詳細は問い合わせてくだ
さい_障害福祉課（☎34－8314、
>22－6052）

就職支援助成金として10万円を
交付します※書類審査あり%過
去に保育士としての勤務経験が
ない、保育園などに常勤保育士と
して新たに就職が内定または勤務
している、常勤保育士として同一
の保育園などに2年以上継続して
勤務する、保育士証を取得または
取得予定であるなどの条件があり
ます
●養成施設卒業予定者{15人
（先着順）~12月1日～来年1月29
日［必着］
●保育士試験合格者{2人（先着

順）~来年1月14日～3月15日［必
着］
|申請書などを持参か郵送。募集
要領・申請書などは市役所に設置
のほか、市ホームページに掲載
_保育幼稚園学童課（☎34－
8328、>22－6051）

次の都市計画が変更になりました
ので、関係図書を縦覧します①宇
部都市計画及び山口都市計画下
水道（宇部市、山口市公共下水
道）②宇部都市計画下水道（宇部
市公共下水道）#}都市計画・住
宅課（☎34－8465、>22－6049）

県勢や日常生活に役立つ統計資
料、各種名簿、生活便覧を掲載し
た縦14cm×横8cmの手帳#市役
所、北部総合支所、各市民センタ
ー、各ふれあいセンター（市民セン
ターのある校区と船木・万倉・吉
部を除く）&550円}総務管理課
（☎34－8114、>22－0686）、2月
以降は県統計協会（☎>083－
934－3110）

不妊の検査や治療で悩んでいる、
配偶者や家族に理解してもらえず
悩んでいるなどの相談に、専門医

や臨床心理士が対応します（予約
制）!12月11日㈮15時～17時
~12月10日まで#_県宇部健康
福祉センター（☎31－3202、>34
－4121）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談に精神科医が応じます!1月
9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!1月19日㈫15時～16時#福祉
会館~1月5日まで_障害福祉課
（☎34－8314、>22－6052）

漁業法が改正され、12月1日から
密漁の罰則が強化されます。「あ
わび・なまこ」などの国指定の水
産動植物（特定水産動植物）を、
一般の人が採ると3年以下の懲役
または3,000万円以下の罰金、また
「あさり、さざえ、たこ、わかめ」な
ども、一般の人が採ると100万円
以下の罰金に処せられる可能性
があります}県水産振興課（☎
083－933－3530、>083－933－
3559）

ひとり芝居の人形劇!12月13日㈰14時～15時#福祉会館%小学生
以上※未就学児入場不可（託児1人300円、12月7日までに要申込）
&前売券2,500円、当日券3,000円※チケットは申込先のほか、文化
会館、宇部市民活動センター「青空」で販売{約100人<マスク
_うべ★子ども21（☎21－9114、>22－3210）（月・水・金曜11時～17
時）ubekodomo21@hi.enjoy.ne.jp

人形劇団ココン「トレテツクパレード」
市民の掲示板 詳細は_} に

問い合わせてください

ユ 　 ビ 　 キ 　 タ 　 ス

❻ ❼

土曜日実験工作塾

スポーツクライミング
ボルダリング種目体験

共生社会について学ぼう！心の
バリアフリーの推進に向けて

交通局の旅プラン

総合集団健診

バラの冬の越し方
～つるバラ編～

「わたしの記念樹」の
植樹者

あなたにぴったりの
個別運動プログラム

賢い消費者講座

特別障害者手当、
障害児福祉手当の申請

市内に就職する新卒保育士
などに助成金を交付します

都市計画変更の
関係図書縦覧

令和3年版
県民手帳の販売

不妊専門相談

統合失調症・
うつ病相談会

身体障害者の巡回相談

密漁の罰則が
強化されます

電子書籍の貸出
サービスを開始します

若者交流ウェブサイトを
開設

就学援助費（入学準備金）
の申請

お知らせ

スクエアステップ
体験教室

アクトビレッジおので
体験イベント

シルバー人材センター
入会説明会

Web版 子育て関連教室募　　集

催し 事前申込
なしで参加
できます

宇部フロンティア大学
社会人向けの入学説明会

年末街頭美化清掃

パンマルシェ

渡辺翁記念会館の
イベント

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 !…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

寄付金報告

簗場　広一（東京都目黒区）
株式会社山口銀行東新川支店（昭和町）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・600,000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
（10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

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

市政情報番組 放送内容

放送
日時

第2回目　
妊産婦や子ども、子育て世代を応援する
取り組みを紹介します

変更に
なる場合が
あります

12月15日㈫ 23時10分～23時15分
12月18日㈮ 11時35分～11時40分（再放送）
12月20日㈰ 14時50分～14時55分（再放送）

（yab山口朝日放送）
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■弁護士相談　!12月16日㈬13時半～15時半　予約受付開始12月3日㈭
8時半～　!1月6日㈬13時半～15時半　予約受付開始12月17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　!12月9日㈬、23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　!12月12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　!1月6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　!12月15日㈫　#市役所
　{4組　~12月8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～土曜日　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　!12月15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　~12月11日まで　

　#_教育支援課（☎34－8630、>22－6071、相談場所は港町一丁目11－30）
■発達障害等の相談　!月・火・木・金曜日　9時～17時、水曜日　12
時～20時（第3水曜日は9時～17時）※要予約　%発達障害等の人
と家族、発達障害児・者等の支援者　#_発達障害等相談センタ
ーそらいろ（多世代ふれあいセンター内）（☎43－6777）

■ひきこもり相談・ひきこもり家族相談会　!12月1日㈫、19日㈯各
13時～16時、17日㈭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～土曜日　10時～18時
　}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　
※12月31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

情報カレンダー情報カレンダー 12月1日～1月5日12月1日～1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）

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）
「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）
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）
全国一斉生活保護ホットライン（^0120－158－794　10時～16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）
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）
「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）
うべ移住者交流会（吉部地区　10時半～12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）
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）
第九「歓喜の歌」でHAPPY END 2020（渡辺翁記念会館　14時～）㊒
「介護相談ふれんど」（多世代ふれあいセンター　10時～12時）
行政相談（福祉会館　9時～12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）

12月2日㈬

4日㈮
5日㈯

6日㈰
10日㈭
11日㈮
12日㈯

15日㈫
16日㈬

18日㈮

19日㈯

20日㈰

21日㈪
23日㈬
25日㈮
26日㈯

プラネタリウム投影会　!12月6日㈰、13日㈰、20日㈰、27日㈰　各14時～15
時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

SDGs未来都市・宇部

「山口県央連携都市圏域」のおすすめ情報を紹介します。

●日時　開催中　①9時～12時30分
　　②13時～16時30分
　※要事前申込
■場所・問い合わせ　秋吉台アドベン
　チャーツアーズ（®080－4555－
　4264）

●日時　12月5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　12月21日㈪まで
　9時～17時　
■場所・問い合わせ　毛利博物館
　（☎0835－22－0001）

●日時　12月25日㈮まで　
●場所　山陽小野田市内各所
■問い合わせ　山陽小野田市文化
　スポーツ推進課（☎82－1115）

●日時　12月31日㈭まで　
●場所　山口市内各所
■問い合わせ　日本のクリスマスは
　山口から実行委員会（☎083－
　925－2300）

●日時　1月20日㈬まで　9時～17時
　※12月17日㈭は休館
■場所・問い合わせ　桑原史成写真
　美術館（☎0856－72－3171）

秋吉台の地下で未踏
の大洞窟探検ツアー

ガラスアートフェス
in 山陽小野田

12月、山口市は
クリスマス市になる。

雪舟生誕600年記念
特別展「国宝」

世界遺産登録5周年記念企画展
「世界遺産・萩城下町のひみつ」 風の村～人の命の尊厳と

　　介護の現場を垣間見る～


