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※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
※市ウェブサイトの2次元コードは、サイトのリニューアルに伴い、3月1日以降順次アクセス
　可能となります

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ ※2月17日時点の情報をもとに作成

　しています

詳細はこちら

市ウェブサイト
県ホームページ

県内の感染者発生状況

（　）内は前月比。2021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
77,946
85,080
163,026
79,754

（－2）
（－104）
（－106）
（－1）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入304人　転出263人

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ
　本市では、国・県と連携し、新型コロナワクチンをできるだけ早期に
安心して接種できるように準備しています。
●接種の対象と優先順位
　（厚生労働省の情報　※2月1日現在）

●接種回数　1人2回　●接種費用　無料
●接種方法　市から、案内文書とワクチン接種券（クーポン券）を順次
　郵送します　※接種場所や接種日程は、4月に全世帯へ配布予定です

順位 対象者 接種開始時期
１
２

３

４

時期未定

時期未定

2月中旬～下旬
4月上旬から

医療従事者など
高齢者（令和3年度中に65歳以上に達する人）
高齢者以外で基礎疾患を有する人や高齢者
施設などの従事者
それ以外の人

3月下旬に高齢者へワクチン接種券（クーポン券）を郵送します
▷対象者　令和3年度中に65歳以上に達する人
▷接種は完全予約制です

予約先　宇部市新型コロナワクチン予約・相談センター
　　　　（3月18日開設予定）
　　　　☎0570－003－063　>082－542－1337

■相談・問い合わせ　新型コロナウイルス感染症医療対策室
　　　　　　　　　 ☎39－9908　>35－6533

新型コロナウイルス感染症に
関する人権への配慮について
　新型コロナウイルス感染症陽性者の確認が
続き、予断を許さない状況が続くなか、残念な
ことに、市内でも感染者と家族、同僚や関係
者、治療に携わっている医療機関、医師や看
護師などの専門職、その家族の皆さんへのい
われなき差別や偏見、誹謗中傷が起こってい
ます。
　このような行為は、感染者や医療従事者な
どへの重大な人権侵害であり、断じて許される
ものではありません。また、医療の提供に支障
をきたすうえに、感染拡大防止の取り組みの
妨げにもなります。
　医療従事者の皆さんは、自らも感染リスクに
さらされながら、献身的に感染者の治療にあ
たっていらっしゃいます。
　一人ひとりがお互いを思いやる心と人権意
識を持ち、冷静な行動をお願いします。

応募先　人権・男女共同参画推進課
メール：jinken@city.ube.yamaguchi.jp
　　　  （要到達確認）
F A X：22－6016

医療従事者への感謝と応援の
　 メッセージを募集しています

事業者向け支援制度のご案内
宇部市中小事業者新生活様式対応支援補助金
　不特定多数の顧客を対象に対面販売か対面サービスを行う店舗などを市内に有する
中小事業者に、「新しい生活様式」に則って非接触や感染拡大防止を図るために要する
経費を補助します
●補助の内容　補助率　10/10または3/4
　　　　　　　限度額　1店舗あたり10万円または7万5千円
　※小規模事業者新生活様式対応支援補助金（第1弾）の交付（決定）の有無により異なる
●申請方法　申請書など必要書類を、うべ電子申請サービスか郵送で
　提出。要綱などは、市役所、各ふれあいセンターに設置のほか、市ウェブ
　サイトに掲載
●申請期限　3月31日㈬ ［消印有効］　※予算がなくなり次第終了
　※交付決定後、5月31日㈪までに事業完了（設置・購入）のこと
■申請先　新型コロナウイルス対策室　☎34－8360　>22－6041

①かかりつけ医
②受診・相談センタ－ または　☎083－902－2510（毎日24時間対応）

■宇部市新型コロナウイルス感染症医療対策室　☎39－9908　>35－6533
■厚生労働省　^0120－761770（毎日9時～21時）
　聴覚障害者相談窓口　>03－3581－6251　*corona-2020@mhlw.go.jp
■山口県　☎083－902－2277（毎日8時30分～17時30分）

新型コロナワクチンに関する相談窓口

♯7700

新型コロナウイルスに関する各種相談窓口

メッセージは市ウェブサイトで
紹介しています

　接種券が届いたら、下記へ連絡して予約をしてください。4月
中旬になっても接種券が届かない人は、新型コロナウイルス
感染症医療対策室へ連絡してください。

感染を疑う症状（発熱など）がある場合の受診・相談
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　3月・4月は住所変更の手続きなどが増えるため、市民課窓口が
大変混雑します。来庁不要でできる手続きや、窓口での滞在時間
の短縮ができる手続きがありますので、ぜひご利用ください。

　スマートフォンやパソコンから専用サイトにアクセスし、必要事項
を入力すると届出書を自動作成できます。最後に表示される2次
元コードを保存または印刷し、市民課窓口で提示してくだ
さい。　※事前作成だけでは手続きは完了しません

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28日㈰、4月4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）

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
（種別割）

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3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

　4月30日㈮
　5月31日㈪
　6月30日㈬
　8月  2日㈪
　8月31日㈫
　9月30日㈭
11月  1日㈪
11月30日㈫
12月27日㈪
　1月31日㈪
　2月28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

市民課窓口の混雑緩和にご協力ください

郵送で転出の届け出ができます
　※転出以外の届け出は郵送不可

住所異動届を事前に作成できます　【うべ簡単チャット申請】

●必要書類など
　▷転出証明書請求申請書（市ウェブサイトに掲載）
　　※任意の様式に必要事項を明記したもので代用可能です
　▷本人確認書類のコピー（運転免許証、健康保険証など）
　▷返信用封筒（転出する本人の住所、氏名を記入したもの）
　　※切手不要
●送付先　〒755－8601　山口県宇部市役所市民課

●受付窓口　市民課4番窓口
●対象手続き　転入、転出、転居の届出

　※その他、住民票など各種証明書の郵便請求や電子
　　申請の手続き方法は、市ウェブサイトをご覧ください
■問い合わせ　市民課
　▷住所変更の手続き　☎34－8238　>22－6017
　▷住民票など各種証明書の発行　☎34－8232　>22－6017

水道の異動届はお早めに

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。

固定資産税の縦覧・閲覧
縦覧帳簿の縦覧

　令和3年度は固定資産税の評価替えの年です。
　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。

　東京2020オリンピック聖火の地方展示場所のひとつに本市が選定されました。
地方展示は14道府県で行われ、山口県内での展示は本市のみです。
　オリンピックスタジアムに灯される聖火を、この機会にぜひご覧ください。

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）
●価格に不服がある場合は
　4月1日㈭から納税通知書の交付を受けた日後3カ月
　以内までの間、審査の申し出ができます

▷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　

東京2020
オリンピック聖火が
やって来ます

●日時　3月7日㈰ 13時～17時
●場所　俵田翁記念体育館
　※新型コロナウイルスの影響により、変更または中止となる場合があります。
　　最新情報は市ウェブサイトをご確認ください。
■問い合わせ　文化・スポーツ振興課　☎34－8614　>22－6083

東京2020オリンピック聖火リレー

宇部市一般ボランティアの募集
聖火リレーの安全な運営や円滑な進行を支援するボランティアを募集します

●日時・ルート　5月14日㈮ 7時～10時30分（予定）
　　スタート：ユーピーアールスタジアム（恩田運動公園野球場）
　　ゴ ー ル：ときわ公園UBEビエンナーレ彫刻の丘
●活動内容　コースロープ保持、観客誘導など
●対象　5月14日現在18歳以上（未成年は保護者の同意が必要）
●定員　約400人（先着順）
●申込方法　申込書を提出。申込書は市役所、俵田翁記念体育館、
　ユーピーアールスタジアム、西部体育館、楠若者センター、スポーツコミッション、
　各ふれあいセンターに設置のほか、市ウェブサイトに掲載
●申込期限　5月12日㈬
■申込先・問い合わせ　東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレー
　宇部市実行委員会事務局　☎34－8614　>22－6083

第
２
回
うべ元気ブランド SDGs
認証製品が決定しました

※各事業者の店頭などで販売しています

うべ元気ブランドの詳細はこちら

■問い合わせ
　6次産業推進課　☎34－8372　>22－6041

うべ元気ブランド 検索

うべ元気ブランドSDGs認証製品
　「SDGs未来都市」として持続可能なまちづくりを進める本市は、豊かな
山と海の幸を加工した製品の中から、環境や健康志向に配慮した品質の
高い製品を「うべ元気ブランドSDGs」に認証しています。

うべ元気ブランドSDGs・
ゴールド認証製品

　SDGs認証基準を満たし、販
売実績、認知度などにおいて特
に評価が高い製品を「うべ元気
ブランドSDGs・ゴールド」に認証
しています。

純米大吟醸　
ドメーヌTAKA　
宇部山田錦 

㈱永山本家酒造場
大字車地138
☎62－0088

釡炒り小野茶  
㈱山口茶業
大字櫟原152－13
☎64－2116

かまたのおはぎ
（7個セット） 
かまたの恵
中村一丁目6－50　
☎32－1824

岬通りまんじゅう 

蜜カス

㈲小川蜜カス本舗
昭和町一丁目4－22
☎21－0857

新型コロナウイルス
感染拡大防止のため

犯罪被害に遭われた方の面接相談所を開設します4月から 予約制
●日時　毎月第3木曜日　13時～15時（4月の開設日は15日㈭です）
●場所　市役所
●対象　犯罪（交通犯罪を含む）に遭われた方やその家族
　※対象となる事件・事故などは予約先に問い合わせてください

●予約先　山口被害者支援センター
　　　　　☎083－974－5115（平日：9時～17時）
■問い合わせ　市民活動課　☎34－8235　>22－6016
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■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

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

　不妊・不育症治療の経済的な負担を軽減するため、
治療費の一部を助成しています。所得制限などの要件
がありますので、詳細は問い合わせてください。

子どもを生み育てやすい
環境づくりをすすめています

●レコード視聴会 / My Favorite 
Room$第1部：JAZZ編、第2部：ク
ラシック編!3月10日㈬13時半～
#渡辺翁記念会館{100人（先着
順、要事前申込）~3月9日まで

●邦楽演奏会～絆～$尺八に藤
原道山を迎え、箏曲正絃社野村
倫子、箏曲男組、水野利彦が贈る
春の宴!3月28日㈰14時～#文
化会館&全席指定：一般2 ,000
円、大学生以下500円
}文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

保存期間が終了した雑誌を無料
で配布します!3月14日㈰10時～

16時#}学びの森くすのき（☎67
－1277、>67－0691）

●古地図を片手にまちを歩こう
▷上宇部東コース約4km!3月7日
㈰9時50分～12時#琴崎八幡宮
バス停集合~3月5日まで
▷小串周辺コース約6.5km（健脚
向け）!3月14日㈰9時20分～12時

40分#JR宇部新川駅前広場集合
~3月12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27日㈯9
時50分～12時#ヒストリア宇部前
集合~3月26日まで
{各20人（先着順）<タオル、飲
み物_観光・グローバル推進課
（☎34－8353、>22－6083）

文化創造財団のイベント

雑誌のリユース

催　　し
てくてくまち歩き

募　　集

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

不妊治療費助成

お知らせ

イベントの
■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（3月30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

　の工程だけで作った立体動物の作品展
　日時　3月20日（土・祝）～4月7日㈬
　　　　9時30分～17時

　▷ワークショップ　一枚の紙から立体の動
　　物を作ってみよう！　
　日時　3月21日㈰、27日㈯、28日㈰、
　　　　4月4日㈰
　　　　①13時30分～14時
　　　　②14時30分～15時
　費用　100円
　定員　各先着6人　※当日の9時30分から、
　　　　会場で事前受付をします
　対象　小・中学生

●夜桜ライトアップ
　昼間とは違う幻想的な世界に癒されてみま
　せんか？
　日時　3月20日（土・祝）～4月4日㈰
　　　　18時30分～22時
　場所　桜山、東駐車場周辺

●ドリームデイ・アット・ザ・ズー
　障害のある人と家族をときわ動物園に招待し
　ます

　日時　3月23日㈫
　　　　①10時～11時45分
　　　　②12時15分～14時
　　　　③14時30分～16時15分
　対象　市内在住か市内施設を利用する障害
　　　　のある人とその家族（年齢制限なし）
　定員　各10組40人
　申込期限　3月14日㈰
　　　　　　※申込者多数の場合は抽選
　申込先　ときわ動物園
　　　　　（☎21－3541、>21－5099）

●うーばー・プロジェクトプレゼンツ
　「みんなの好き！をつなごう」
　毛糸で作ったハートをつなげて、UBEビエン
　ナーレライブラリーの壁を飾ろう
　日時　3月26日㈮～6月7日㈪ 9時～17時

●春の企画展
　市制100周年記念彫刻プロジェクトの紹介
　と、UBEビエンナーレ60年の歴史を振り返る
　コレクション展
　日時　4月1日㈭～11日㈰ 10時～16時

●桜染めをしてみよう！
　ときわ公園の桜の枝から採った染色液を
　使って手ぬぐいを染めてみませんか？
　日時　4月4日㈰
　　　　①10時～11時　②14時～15時
　費用　800円
　定員　各先着7人
　申込期間　3月22日㈪から
　申込先　ときわミュージアム
　　　　　（☎37－2888）

●野生生物の日特別イベント
　3月3日の「世界野生生物の日」に合わせて  
　動画配信、パネル展示、野生生物図鑑の公
　開、クロスワードクイズなどを行います
　日時　3月3日㈬～4月4日㈰

●世界を旅する植物館　マダガスカルの不思
　議展　～ビザールプランツの島～
　マダガスカル原産のビザールプランツ（風変
　わりな植物）の展示
　日時　3月6日㈯～5月9日㈰ 9時～17時
　　　　（植物館は9時30分開館、最終入場は
　　　　16時30分）
　場所　ときわミュージアム
　　　　▷イベントホール：入場無料
　　　　▷世界を旅する植物館
　　　　　（アフリカゾーン）：入館料が必要

●ときわ公園クイズラリー
　～春の訪れを探そう～
　ときわ公園内の各スポットを巡りながら、クイ
　ズラリーを楽しもう！
　スタンプを5個獲得すると園内店舗などで使
　えるクーポンをプレゼント。
　スタンプを10個獲得すると、素敵な景品がも
　らえるチャンスも！
　※参加には、インターネット接続が可能な
　　スマートフォンが必要です
　日時　3月13日㈯～28日㈰ 
　　　　9時30分～17時

●一枚の紙から生まれる動物達
　のりなどを使わずに、折る、畳む、曲げるなど

ミ

湖

ミ

ミ

モ

モ
要事前申込

要事前申込他

他

動

動

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

「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　3月下旬～4月上旬
　19時～22時
●場所　山口市後河原
■問い合わせ　山口市観光交流課　
　（☎083－934－2810）

●日時　3月23日㈫まで　
　9時～16時30分　※月曜、祝日休館
■場所・問い合わせ　山陽小野田市
　歴史民俗資料館（☎83－5600）

●展示期間　4月3日㈯まで　
●場所　萩市内の文化財施設など
　16カ所
■問い合わせ　萩市観光課
　（☎0838－25－3139）

●日時　4月11日㈰まで　9時～17時
■場所・問い合わせ　毛利博物館
　（☎0835－22－0001）

●日時　4月14日㈬まで　9時～17時
　※3月18日休館
■場所・問い合わせ　桑原史成写真
　美術館（☎0856－72－3171）

●日時　4月15日㈭まで　9時～17時
　（入館は16時30分まで）※月曜休館
■場所・問い合わせ　長登銅山文化
　交流館（☎08396－2－0055）

毛利博物館企画展
「お雛さま」

一の坂川
桜ライトアップ

企画展「人々と寺社」

萩城下の古き雛たち 第4期展　東日本
大震災から10年

国指定史跡長登銅山跡調査速報-
解読成功！？木簡から新たな発見！-

湖ミ 動

各イベントの詳細は、
ときわ公園ホームページをご覧
ください

ときわミュージアム　世界を旅する植物館
臨時休館のお知らせ

3月5日㈮は、展示会準備のため臨時休館
します

詳細はこちら

▷宇部市一般不妊治療費助成事業
　対象となる治療　医療保険適用の不妊治療（タイミング法、男女
　　の薬物療法、不妊検査、不妊治療のために必要な手術）
　助成額　1年度あたり3万円以内　助成期間　通算5年間
▷山口県不妊治療（人工授精）費助成事業
　対象となる治療　医療保険適用外の人工授精
　助成額　1年度あたり3万円以内　助成期間　通算5年間

不育症治療費助成
▷宇部市不育症治療費助成事業
　対象となる治療　医療機関において受けた不育症治療（診断に
　　関する検査と治療に関する検査を含む）
　助成額　1治療期間・1年度につき夫婦合わせて20万円以内
　申請期間　治療期間が終了した日の翌日から起算して1カ月を
　　経過する日の月末まで

▷山口県特定不妊治療費助成事業（令和３年１月から制度拡充）
　対象となる治療　医療保険適用外の高額な医療費がかかる特定
　　不妊治療（体外授精、顕微授精）
　助成額　・1回30万円
　　　  　 ・凍結胚移植（採卵を伴わないもの）、採卵したが卵が得ら
　　　　　　れないなどのため中止したものについては、1回10万円
　　　   　・男性不妊治療を行った場合は30万円

不妊専門相談 不妊・不育症などについて、専門家が相談に応じています。面接相談は事前に予約が必要です。
不妊専門相談センター（県立総合医療センター内）　☎0835－22－8803　メール： nayam119@ymghp.jp

令和3年二十歳のつどい（成人式）

●日時　5月4日（火・祝）
　第1部　12時30分～（対象地域：市内西部）
　▷対象となる出身中学校　桃山、藤山、厚南、
　　黒石、厚東、小野、楠、宇部フロンティア大学
　　付属、慶進、宇部総合支援学校、その他宇
　　部市外の中学校など
　第2部　14時30分～（対象地域：市内東部）
　▷対象となる出身中学校　東岐波、西岐波、
　　常盤、神原、上宇部、川上
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　　2部制により開催します。（各部の対象地域
　　は、延期前と同じです）
●場所　渡辺翁記念会館
●対象　平成12年4月2日～平成13年4月1日
　生まれで、本市の住民基本台帳に記載されて
　いる人
●その他　入場券は開催の1カ月前頃に郵送
　しますので、当日お持ちください。その他詳細
　は、随時市ウェブサイトに掲載します。
■問い合わせ　こども・若者応援課
　　　　　　　☎34－8447　>21－6020

　1月10日に開催を予定していた二十歳のつ
どいは、次のとおり延期して開催します。

　宇部市公式ウェブサイトを3月上旬
にリニューアルします。新しいウェブサ
イトは、アイコンやバナーを活用した視
覚的に伝わるデザインになります。ま
た、全ページから防災情報にアクセス
でき、防災情報を得やすい配置にして
います。

宇部市公式ウェブサイトをリニューアル

防災、市政、イベントなどの情報を発信しています
　市では、市公式ウェブサイトや「広報うべ」以外にも、さまざまな方法で市の情報を
発信していますので、ぜひご利用ください。

うべメールサービス
市からのお知らせを配信しています。利用には事前の登録が必要です。
「ube@xpressmail.jp」に空メールを送信してください。

宇部市公式フェイスブック
「https://m.facebook.com/ubecity」にアクセスしてください。

宇部市公式YouTube
「https://www.youtube.com/user/UbeCityOffice」にアクセスしてください。

宇部市LINE公式アカウント
市からのお知らせを通知するほか、「広報うべ」デジタルブックの閲覧、証明書に
関する問い合わせ、住民異動届の事前作成などができます。利用には事前の登録
が必要です。
LINEアプリを起動し、［友だち追加］画面から2次元コードを読み取ってください。

■問い合わせ　広報広聴課　☎34－8158　>22－6063
（イメージ）



広報うべ 2021年３月号 広報うべ 2021年３月号

内田　ちひろ（埼玉県さいたま市）
榎本　雅一（東京都練馬区）
藤田　慎一（東京都北区）
末永　和義（山陽小野田市）
有間　博道（東京都葛飾区）
猿渡　義雄（神奈川県相模原市）
飯田　雄三（滋賀県栗東市）
澁木　政明（東京都葛飾区）　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円

・・・・・・・・・・合計1,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・628,083円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・532,413円

・・・100,000円

日野　有姫（東京都港区）
協伸産業株式会社（西本町）
株式会社ヨータイ（大阪府貝塚市）・
村上建設工業株式会社（大字善和）
宇部労働会館（西平原）
株式会社結心行房（大字西岐波）
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
MS&ADゆにぞんスマイルクラブ（東京都渋谷区）

寄付金
報　告

ご協力ありがとうございました。■問い合わせ　財政課　☎34－81735万円以上の寄付について報告します（1月分、敬称略）

戯曲ワークショップ
　文学座・瀬戸口郁（山口県出身。俳優、劇作家）を
招いてワークショップを行います

▷日時　3月13日㈯、14日㈰、21日㈰ 各9時～12時
【初級コース】「劇のせりふを読んでみよう」（全3回）

▷日時　3月13日㈯、14日㈰、21日㈰ 各13時～17時
　　　　3月20日（土・祝） 18時～21時
●場所　文化会館
●費用　各コース2,000円（高校生以下1,000円）
●定員　各コース15人程度
●申込方法　電話、はがき、FAX、メールのいずれか
●必要事項　住所、氏名、電話番号、年齢、職業（学校名）、
　メールアドレス、活動略歴、応募理由など（400字程度）
●申込期限　3月10日㈬　※申込期間延長中
■申込先　文化創造財団　☎35－3355　>31－7306
　　　　　kikakuka@ube-bunzai.jp

【上級コース】「名作戯曲を読もう～森本薫作品より～」（全4回）

①Web版 離乳食教室（前期コー
ス）$講話「離乳食の進め方につ
いて」!3月17日㈬10時半～11時
10分%生後4カ月～8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」!3月22日㈪13時半～14時10
分%原則妊娠中期（16週）以降の
妊婦と家族
{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~3月5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）

ときわ湖水ホール・常盤湖周遊園
路エリアの彫刻を清掃します!3
月20日㈷9時15分～11時半#とき
わ公園桜山集合{200人<マス
ク、ゴム手袋、軍手、草取り用具な
ど|*?∑（7面）と中学生以下
は年齢、団体で参加の場合は団
体名_うべ彫刻ファン倶楽部事
務局（☎37－5877、>37－5887）
~3月7日まで}UBEビエンナーレ
推進課（☎51－7282、>51－
2777）

●コロナ禍でもスポーツしよう！～
スポーツ活動と防衛体力～$カラ
ダの状態を知り、メンテナンスをす
ることが「体調管理力」です。その
ために、カラダを守り、カラダをつく
るコンディショニングやスポーツ愛
好家のためのスポーツ活動とスポ
ーツ障害を専門家から学びます
!3月20日㈷10時～11時半
●シニアに対する健康づくり運動
のすすめ$高齢化社会の実情を
知り、実技や有資格者の指導実
践を学びます。また、各現場で生
かせる運動プログラムの実施ポイ
ントなどを紹介します!3月20日㈷
13時～15時%健康づくりに携わる
人<筆記用具、動きやすい服装、
室内シューズ、タオル、飲み物など
~3月18日まで
{各30人#ユーピーアールスタ
ジアム|*?=_スポーツコミッ

ション（☎39－7653、>39－6584）
info@ube-sc.jp

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3日㈯8時50分～12時
#万倉ふれあいセンター集合
&500円（楠こもれびの郷買い物
券500円付き）{100人（先着順）
<飲み物、雨具、帽子、タオルなど
|*?∑（7面）と年
齢~3月31日まで
_北部地域振興課
（☎67－2812、>67
－2158）

!4月6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{80人（先
着順）~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）

!$5月9日（アーチェリー）、16日
（陸上競技、水泳）、23日（フライン
グディスク、一般卓球、サウンドテ
ーブルテニス）、30日（ボウリング、
ボッチャ）#競技により異なる%平
成20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~3
月5日まで※新入生や4月からの施
設利用者は4月9日まで_障害福
祉課（☎34－8342、>22－6052）

!試験日：5月8日㈯、9日㈰%来年
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~4月28日まで
_自衛隊宇部地域事務所（☎31
－4355）

日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写
真のアマチュアによる未発表の作
品を募集します!6月12日㈯～14
日㈪10時～18時（初日は10時半か

ら、最終日は15時まで）#防府市
地域交流センター（アスピラート）
%来年4月1日現在60歳以上|申
込書を提出。募集要領などは郵
送しますので問い合わせてくださ
い~3月24日まで_高齢者総合支
援課（☎34－8302、>22－6026）

ソフトテニス、テニス、バドミントン、
ソフトバレーボール、卓球、ウオー
キングジャズ、体操、ダンス、弓道、
ヨガなど%&教室により異なる
|申込書を提出。募集要項は市
内体育施設などに設置_市体育
協会（☎31－1507）
sportskyoushitsu@ube-taikyou.
or.jp

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（令
和2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）_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

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（☎050－55 4 0－
2073）▷軽自動車（三・四輪）…軽
自動車検査協会山口事務所（☎

050－3816－3085）

防災危機管理監、議会事務局を
対象にした監査の結果を掲示して
います!3月15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）

!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）

!3月30日㈫、31日㈬$システム
更新処理、館内整備などのため休
館します。4月1日㈭9時から開館し
ます}図書館（☎21－1966、>21
－3801）、学びの森くすのき（☎67
－1277、>67－0691）

令和3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）

%令和2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、令和2年1月2日以降
に宇部市に転入した人は令和2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9日まで_こども・若

者応援課（☎34－8447、>21－
6020）

ひとり親家庭や、障害のある児童
を養育している家庭のための手当
です。支給要件や所得制限など
の詳細は問い合わせてください
▷児童扶養手当%18歳までの児
童を養育しているひとり親家庭
や、両親の一方が重度の障害の
状態にある家庭
▷特別児童扶養手当%身体や精
神に重度または中度の障害のあ
る20歳未満の児童を養育してい
る家庭
}子育て支援課（☎34－8331、
>22－6051）

障害基礎年金などを受給している
ひとり親家庭の児童扶養手当額
の算出方法が、3月分（5月支払い
分）から変更となります。今まで手
当を受給できなかった人も受給で
きる場合があります。受給には申
請が必要です。支給要件や所得
制限などの詳細は問い合わせてく
ださい}子育て支援課（☎34－
8331、>22－6051）

●高等職業訓練促進給付金$ひ
とり親家庭の親が看護師、介護福
祉士などの資格を取得するため
に養成機関で修業する場合に、生

活費の負担軽減を図るための給
付金を支給
●自立支援教育訓練給付金$ひ
とり親家庭の親が雇用保険法の
教育訓練給付制度の指定教育訓
練講座を受講し修了した場合に、
支払った費用の一部を支給
●高等学校卒業程度認定試験合
格支援事業給付金$高等学校を
卒業していないひとり親家庭の親
か子が、高等学校卒業程度認定
試験の合格のために対象講座を
受講し修了した場合、また受講修
了後2年以内に認定試験の全科
目に合格した場合に、支払った費
用の一部を支給
※開始前に必ず事前相談が必要
です。受給要件や申請方法などは
問い合わせてください
_子育て支援課（☎34－8346、
>22－6051）

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!4月
3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。
会場と日程は市ウェブサイトに掲
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）

浜田川以東の西岐波、東岐波の
下水道事業は、4月1日から宇部市
上下水道局が引き継ぎます}上
下水道局下水道企画室（☎21－
2191、>21－2179）

汲み取り式か単独浄化槽から合
併浄化槽へ転換する場合、4月１
日から補助金の上乗せを行います
※対象区域や詳細は、上下水道
局ホームページに掲載※4月1日
から浄化槽設置補助金の申請窓
口は、廃棄物対策課から上下水
道局下水道整備課に変更となり
ます}上下水道局下水道企画室
（☎21－2191、>21－2179）

!3月28日㈰10時～15時#フジグ

ラン宇部}県土地家屋調査士会
（☎083－922－5975、>083－925
－8552）

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、人の
健康や生活環境に被害を与える
おそれがある物質です。ポリ塩化
ビフェニル廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別措置法に基
づき、3月31日までにPCB廃棄物を
適正に処理してください。なお、一
般家庭用の照明器具に、PCBは
使われていません}県廃棄物・リ
サイクル対策課（☎083－933－
2988、>083－933－2999）

沖縄県などで、サツマイモやカン
キツ類などに被害を与える病害虫
が発生しています。これらの病害
虫が広がらないよう、植物防疫法
により、一部の植物などは対象地
域からの持ち出しが規制されてい
ますのでご注意ください}門司植
物防疫所下関出張所（☎083－
266－4442）

❻ ❼

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

市立図書館と
学びの森くすのきの休館

障害者福祉タクシー券の
交付

病児・病後児保育
保育料の減免申請

児童扶養手当・特別児童
扶養手当の申請

市民交通災害共済に
加入しませんか

軽自動車税（種別割）の
申告

障害年金受給者の児童
扶養手当が変わります

ひとり親家庭の自立の
ための給付金制度

病害虫のまん延防止に
ご協力ください

統合失調症・
うつ病相談会

飼い犬の登録と年1回の
狂犬病予防注射を忘れずに

宇部・阿知須公共下水道組合
は3月31日をもって解散します

下水道整備区域見直しに伴う
浄化槽設置補助金の上乗せ

土地・建物の表示登記に
関する無料相談会

PCB廃棄物を処理できる
期限は3月31日です

韓国語講座
（入門・初級・中級）

全国障害者スポーツ大会
派遣選手選考会

自衛隊一般幹部候補生
試験

ねんりんピック
（県健康福祉祭）「美術展」

体育協会スポーツ教室

Web版 子育て関連教室

うべ彫刻ファン倶楽部
彫刻清掃

スポーツコミッションの
イベント

今富ダム湖畔
桜ウオーキング

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

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

!3月27日㈯10時～#福祉会館%大人{10人~3月20日まで_森
のオカリナ教室（®050－7119－6396［山﨑］）

春のオカリナ無料体験会
市民の掲示板 詳細は_} に

問い合わせてください
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談

■弁護士相談　!3月17日㈬13時半～15時半　予約受付開始3月4日㈭8時半
～　!4月7日㈬13時半～15時半　予約受付開始3月18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10日㈬、24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13日㈯9時半～11時半　※要予
約　#福祉会館　{8組　}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16日㈫　#市役所
　{4組　~3月9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）
■就労相談・職業紹介　!平日　11時～19時※木曜休館　土・日・祝日
　10時～18時　#}ジョブスタ（☎39－5013）

■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　!3月16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　~3月12日まで　

　#_教育支援課（☎34－8630、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　!3月9日㈫、18日㈭各10時
～16時、20日㈯13時～16時　#_ふらっとコミュニティひだまり（☎21
－1552）
■若者のための相談ダイヤル（不登校、進路、人間関係など） !月～金
曜日　9時～17時 #}若者ふりースペース（多世代ふれあいセンター
内）（☎29－6322）

■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
※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

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 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～14時）
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）
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）
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）
献血・400mL限定（中国電力ネットワーク㈱山口ネットワークセンター善和事務所　9時半～12時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～14時）
献血・400mL限定（山口マツダ㈱宇部店　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）
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）
献血・400mL限定（山口合同ガス㈱宇部支店　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～14時）
元気アップ教室（TOKiSMA　13時半～14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）
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（宇部・山陽小野田消防局　9時～11時15分）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～14時）
おはなしのじかん(幼児向け)（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）
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～14時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）

3月3日㈬

5日㈮
6日㈯

7日㈰
9日㈫
12日㈮

13日㈯

14日㈰
16日㈫
17日㈬

17日㈬
19日㈮

20日㈷

21日㈰
23日㈫
24日㈬
26日㈮

27日㈯

28日㈰
4月2日㈮
3日㈯

プラネタリウム投影会　!3月7日㈰、14日㈰、21日㈰、28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

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7日㈰ 14日㈰ 20日（土・祝） 21日㈰ 28日㈰

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

いのくまこどもクリニック
西岐波
☎51－0880

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

宇部市　休日・夜間診療 検索

●歯科　日時　20日（土・祝） 9時～12時　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
●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）


