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2021年（令和3年）

4月号
「広報うべ」
デジタルブック版

「宇部市LINE
公式アカウント」

※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

（　）内は前月比。2021年2月末日現在
（転入・転出は2月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
77,924
85,011
162,935
79,733

（－22）
（－69）
（－91）
（－21）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入320人　転出301人

会計名 予算額
3億2900万円

200万円
185億4900万円
191億1100万円
28億5300万円
1億6700万円

500万円
3億5300万円

特 別 会 計 合 計 413億6900万円

水 道 事 業（☎21－2291）

下水道事業（☎21－2417）

交 通 事 業（☎31－1133）

収益的及び資本的収支

50億5613万円

115億8695万円

9億294万円

61億6268万円

134億1017万円

10億4837万円

企業会計名
（　）は問い合わせ 収入 支出

特
別
会
計
当
初
予
算

一般会計当初予算

※企業会計の収入と支出の差し引き不足額は、内部留保などで補てんします
予算の概要は、2面に掲載しています

〈歳入〉
715億円

市税
226億円（31.5%）

総務費
141億円（19.7%）

民生費
281億円（39.3%）

衛生費　54億円（7.6%）
農林水産業費　
9億円（1.3%）

商工費
15億円（2.1%）

土木費
67億円（9.3%）

消防費
20億円（2.9%）

教育費
63億円（8.9%）

公債費
59億円（8.3%）

議会費、災害復旧費、諸支出金、予備費
5億円（0.7%）

地方譲与税、
地方特例交付金、
県税交付金など
46億円（6.5%）

分担金及び負担金、
使用料及び手数料
20億円（2.8%）

国庫支出金
127億円（17.7%）

県支出金
52億円（7.2%）

繰入金
38億円（5.4%）

市債
98億円（13.7%）

諸収入など　22億円（3.1%）

地方交付税　86億円（12.0%）

企業会計当初予算公 共 用 地 造 成
食 肉 セ ン タ ー
介 護 保 険
国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 医 療
中 央 卸 売 市 場
地 方 卸 売 市 場
農 業 集 落 排 水

感染を疑う症状（発熱など）がある場合の受診・相談
①かかりつけ医
②受診・相談センタ－

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
新型コロナワクチンに関する相談窓口
■宇部市新型コロナウイルス感染症医療対策室
　☎39－9908　>35－6533
■山口県ワクチン接種専門相談センター
　ワクチン接種の副反応などに関する相談（薬剤師対応）
　☎083－902－2277（毎日8時30分～17時30分）
　>083－902－2212

■厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　^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
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
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
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

♯7700
または　☎083－902－2510（毎日24時間対応）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
各
種
相
談
窓
口

〈歳出〉
715億円

共存同栄　次代創造予算
令和3年度予算 ■問い合わせ　財政課　☎34－8173　>22－6083

一般会計の
予 算 規 模 715億2000万円 対前年比　4.2％

28億8000万円の増

※金額や割合は、端数調整しているため、合計が一致しない場合があります

　年度替わりには学校や職場などでの行事が増加し、感染リスクが高まります。次の点に注意するなど、引き続き
感染防止対策の徹底をお願いします
▷歓送迎会や花見などは、マスクの着用や、大人数・長時間での会食は控えるなど、感染防止対策を徹底した上
　で実施してください

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
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　今年度は、任期満了に伴う衆議院議員総選挙と山口
県知事選挙、議員欠員に伴う山口県議会議員補欠選
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。

市の組織が変わります
■問い合わせ　総務管理課　☎34－8105　>22－0686
市民に分かりやすく、また、効率良く事業を推進するため、市の組織を変更します　※新設・変更となる部署のみ掲載

○新設（担当する主な業務）　●分離・新設（元の名称、担当する主な業務）
◎名称変更（元の名称など）　□担当部の変更

総合戦略局 観光・シティプロモーション推進部

政策広報室

市民環境部

商工水産部

都市整備部

北部・農林振興部

健康福祉部

○新総合計画策定グループ
　（第五次宇部市総合計画の策定）
●交通政策推進グループ
　（共生社会ホストタウン推進グループから
　分離）

●観光・グローバル推進課 
　観光・シティプロモーション推進係、国際係
　（観光グローバル推進係が2つの係に分離）
●ときわ公園企画課（ときわ公園課から分離。
　常盤公園の運営、計画全般など）
●ときわ公園維持整備課（ときわ公園課から
　分離。常盤公園の事業計画、工事など）

○商工振興課 新型コロナウイルス
　経済支援係（新型コロナウイルス対策室を
　統合し、係を新設）
●□成長産業創出課（ICT・地域イノベー
　ション推進グループから分離・新設）
◎地域ブランド推進課（6次産業推進課から
　名称変更。地産地消・外商の推進など）

●都市計画課（都市計画・住宅課から分離）
●住宅課（都市計画・住宅課から分離）
○□公園緑地課 花・緑化推進係（ガーデン
　シティ推進グループを統合し、係を新設）

●農業振興課（農林振興課から分離。農業
　振興の推進など）
●農林整備課（農林振興課から分離。農業
　基盤整備、林業振興の推進など）

●市民活動課 地域支援係
　（共生社会ホストタウン推進グループから
　地域支援員所属の係を新設）
○市民課 マイナンバーカード交付係
　（係を新設）
○総合窓口推進室（総合窓口の設置を担当）

●健康増進課 地域保健係（共生社会ホスト
　タウン推進グループから地域保健に係る
　保健師所属の係を新設）

○政策調整課 ふるさと納税係
　（ふるさと納税の推進）
○行政改革推進課
　（行政改革の推進）

総務財務部
●□デジタル市役所推進課
　（ICT・地域イノベーション推進グループ
　から分離。デジタル市役所の推進、情報
　セキュリティなど）

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

「第2期宇部市教育振興基本計画検討委員会」
市民委員の募集

会計年度任用職員の登録募集

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。なお、代理記載人になる
　には、選挙権があり、あらかじめ選挙管理委員会に
　届け出る必要があります。
　▷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
■問い合わせ　選挙管理委員会事務局
　☎34－8451　>22－6069

市と市民が共同使用する カーシェアリングを始めます
　市が公用車専用で利用する時間以外は、市民が利用できます。事前の
会員登録が必要ですので、詳細は市ウェブサイトをご覧ください。
▷利用可能日時　平日夜間（18時～翌朝8時）と土・日・祝日（全日）
▷対象車両　電気軽自動車2台（三菱／アイミーブ）
▷時間料金　15分180円から
▷駐車場所　宇部市立体駐車場半地下

●内　　容　宇部市の教育における中長期的な展望となる計画の策定に向けた
　　　　　　協議・検討
●応募資格　市内に居住する満18歳以上（4月1日現在）で、年4回程度平日に
　　　　　　開催する会議に出席できる人など
●任　　期　5月～令和4年3月（予定）　●募集人数　2人
●申込方法　応募用紙と小論文「これからの宇部市の教育に求められるもの」
　（A4用紙、1,200字以内）を持参、郵送、メールのいずれかで提出。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
　ウェブサイトに掲載
　※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
●申込期限　4月15日㈭［消印有効］

●業務内容　選挙当日投票事務
●登録期間　令和4年3月31日まで　●登録予定人数　20人程度
●申込方法　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、市ウェブサイトに掲載
●申込期間　4月1日から随時
●合格から採用まで　試験に合格し候補者名簿に登録された人の中から、選挙が
　執行される際に選考の上、採用します

■申込先　教育委員会総務課　☎34－8604　
　　　　　ed-soumu@city.ube.yamaguchi.jp

■問い合わせ　財政課　☎34－8177　>22－6083

■申込先・問い合わせ　選挙管理委員会事務局　☎34－8451　>22－6069

令和3年度当初予算の概要
　令和3年度は、「共存同栄」の精神のもと、次代への投資の観点を重視し、希望
あふれる未来を展望できる施策を展開するために、市長選挙公約で掲げた基本政
策と第四次宇部市総合計画後期実行計画を融合させた5つの基本政策を柱に、取
り組みを進めていきます。

こころ

■問い合わせ　政策企画グループ　☎34－8113　>22－6008

新型コロナウイルス感染症に関連するお知らせ
●飲食店と農林漁業者を応援する
　『Go To Eatやまぐち食事券』　発売中！
　販売期間と利用期間が延長されました

●中止する新川市まつり関連イベント
　▷うべ狐の嫁入り行列（結婚式のみ実施）
　▷星★町マルシェin新川市まつり

■問い合わせ　やまぐちGo To Eatキャンペーン実行委員会
　☎083－902－2114　>083－902－2124

●チャレンジデー2021の延期
　5月26日㈬から10月27日㈬に延期します（予定）
■問い合わせ　宇部市チャレンジデー実行委員会事務局
　　　　　　 （宇部市スポーツコミッション内）
　　　　　　　☎39－7653　info@ube-sc.jp
●新型コロナウイルス感染症の影響による税制改正に伴う
　固定資産税及び都市計画税（土地）の特別措置
　課税標準額が増加する土地について、令和3年度に限り、令和2年度
　の課税標準額に据え置いています
 （土地の利用状況などが変更されたものは除く）
■問い合わせ　資産税課　☎34－8194　>22－6053

■問い合わせ　宇部商工会議所　☎31－0251　>22－3355

発行価格
販売期間
利用期間

1冊10,000円分を8,000円で販売
5月31日㈪まで
6月30日㈬まで

5 つ の 基 本 政 策
活力に満ちた強い産業の創出1

未来を担う人財の育成2

▷（仮称）宇部市産業振興計画の策定
▷（仮称）宇部市成長産業推進協議会の運営
▷医療や宇宙産業などの成長産業の事業化を支援
▷魅力的な雇用の場を創出する企業誘致

人々が行き交うまちの創出3
▷山口宇部ふれあい公園への大型遊具設置（調査測量設計）
▷旧山口井筒屋宇部店の利活用計画
 の検討
▷TOKiSMAの運営やイベントなどの
　実施
▷新庁舎1期棟の建設

Plan

Do

Check

Action

（仮称）宇部市産業振興計画
強い産業力の

創出

・現状分析
・将来ビジョン
・戦略的な施策

▷GIGAスクール構想の推進
　（電子黒板配置、デジタル教科書・AIドリルの導入など）

▷職業体験イベントの開催
▷子ども医療費助成制度の自己負担無料化
▷多胎児育児の支援

◀GIGAスクール（イメージ）

TOKiSMA周辺の様子

主
な
取
り
組
み

主
な
取
り
組
み

安心・安全な暮らしの確保4
▷防災ラジオの整備
▷消防団車両の整備
▷ひきこもりの人とその家族のための
　支援体制を強化
▷飼い主のいない猫の
　不妊・去勢手術費等補助金の拡充 消防団車両

主
な
取
り
組
み

ひとつになった市政の推進5
▷デジタル市役所の構築
▷地区を巡回する市政懇談会の開催
▷行財政改革の推進（外部検討委員会など）
▷デジタル人材など外部人材の活用など

主
な
取
り
組
み

主
な
取
り
組
み

1921年（大正10年）村から一躍市制施行▶

●新型コロナウイルス感染症対策事業関連

▷ワクチン接種体制の整備
▷プレミアム付商品券の発行
　（購入金額1万円で1万3千円分の商品券）
▷移動式幼児用プールの設置

主な取り組み 主な取り組み
●市制施行100周年記念事業関連

▷市制施行100周年記念式典
▷将棋竜王戦の招致
▷プロ野球オープン戦の招致
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市が指定する区間の市道の草刈
り作業をする団体・グループを募
集。作業面積1㎡当たり年間55円
を支払います%5人以上で組織
し、500m以上の区間で作業でき
る団体|申込書を提出。申込書
は申込先に設置のほか、市ウェブ
サイトに掲載~5月31日まで_道
路整備課道路現場事務所（☎21
－2348、>34－3050）

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!4月8日㈭、22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）

●翻訳教室（英語から日本語へ）
!4月10日～6月12日（全4回）%英
語中級～上級レベル&4 ,800円
{20人●SNSとの上手なつきあ
い方!5月13日～27日（全3回）
%インターネットを利用する人
&3,600円{40人●英語の歌で
発音・リスニングを練習しましょう
! 5月2 6日～6月9日（全3回）
&2,400円{25人※全てオンライ
ン講座（同時双方向型）
|*?∑（7面）とふりがな、年代、
性別、メールアドレス、受講希望講
座名_山口大学地域未来創生セ
ンター（☎083－933－5059、>083

－933－5029）

●インスタ映えの丸尾崎灯台（約
4km）!4月17日㈯9時50分～12時
#旧丸尾漁港集合~4月16日まで
●役場は上宇部からお引越し（約
4.5km）!4月25日㈰9時15分～12
時#琴崎八幡宮バス停集合（市
役所前バス停で解散）~4月23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）

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」!4月21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」
!4月26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~4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）

講義とゴーヤの種の芽切り実演、
ゴーヤの苗の無料配布!5月15日
㈯9時半～11時#福祉会館{45
人（先着順）<苗持ち帰り用袋
|*?†∑（7面）~4月23日まで
_環境政策課（☎34－8245、>22
－6016）https://s-kantan.jp/ube-u/

市道の草刈り作業を行う
団体（うべみちサポート）

シルバー人材センター
入会説明会

山口大学公開講座

てくてくまち歩き

Web版 子育て関連教室

緑のカーテン講習会

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

イベントの
■問い合わせ　ときわ公園企画課　☎54－0551　>51－7205
園内施設休業日…毎週火曜（4月6日、5月4日を除く）、
　　　　　　　　4月12日㈪、19日㈪
※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

●城井文アニメーション原画展　ネンドリアン
　とマーブルの彫刻ってなあに？
　彫刻をテーマにしたアニメーションの完成を
　記念して、アニメの上映と原画や制作の様子
　を紹介
　日時　4月23日㈮～7月4日㈰ 9時30分～17時　

湖

「山口県央連携都市圏域」のおすすめ情報を紹介します。

●見頃　3月下旬～4月初旬　
●場所　美祢市役所横厚狭川河川敷
■問い合わせ　美祢市商工労働課　
　（☎0837－52－5224）

　

●日時　4月3日㈯～7月4日㈰
　10時～19時
　※休館日：5月4日を除く火曜日、4月
　　22日、5月6日、12日、13日

■場所・問い合わせ　山口情報芸術
　センター（☎083－901－2222）

●見頃　4月中旬～下旬
■場所・問い合わせ
　江汐公園（☎83－5378）

●日時　4月14日㈬～5月15日㈯
■場所・問い合わせ　防府天満宮
　（☎0835－23－7700）

●日時　5月1日㈯～5日（水・祝）
　9時～17時30分
●場所　萩市民体育館
■問い合わせ　萩焼まつり実行委員
　会（☎0838－25－3333）

●日時　6月9日㈬まで　9時～17時
　※祝日を除く木曜休館
■場所・問い合わせ　安野光雅美術
　館（☎0856－72－4155）

防府天満宮大石段
花回廊

厚狭川河川敷桜並木
ホー・ツーニェン：ヴォイス・オブ・
ヴォイド̶虚無の声

江汐公園のツツジ

萩焼まつり

安野光雅　追悼展

…ときわ湖水ホール …ときわ動物園 …体験学習館モンスタ開催場所の表示 モ湖 動

●募集予定住宅
　西岐波、則貞、八王子、岬、東部、見初、第6平和荘、第7平和荘、
　風呂ヶ迫、鍋倉
●申込案内
　4月13日から募集住宅の一覧表と申込書類一式を交付します
　▷設置場所
　　①市役所庁内アジアJV 
　　②北部総合支所　③各市民センター 
　　④アジアJV事務所窓口（鍋倉町5－15－2ホームメイトFC内） 
　　⑤ゆめタウン宇部内（1F中央エスカレーター前ほか）
　　　※①～③は土・日曜休み、④は水・日曜休み
　▷申込方法　①か④に申込書を持参か、①に郵送
　▷申込期間　4月20日㈫～30日㈮［消印有効］
●入居予定日　6月1日㈫
　※随時募集している市営住宅もあります
　　（詳細は問い合わせてください）
■問い合わせ
　アジアJV　☎37－0211　 info@asia-jv.com

■問い合わせ　道路整備課　☎34－8415　>22－6064

　歩行者の安全確保と自転車利用者が快適に走行できる通行空間を創
出するため、市内中心部の駅や学校を結ぶ路線を中心に自転車レーンの
整備を進めています。交通ルールやマナーを守って、安全・快適に自転車
を利用しましょう。

【車道部】 【歩道部】

お知らせ

自転車レーンの
整備を進めています

事業者やNPOなどから企画提案を募集 募集要領や仕様書などは、
市ウェブサイトに掲載します

今後募集予定のもの（【事業名】と概要） 募集予定時期 問い合わせ

4月から募集するもの（【事業名】と概要） 事業費上限額 問い合わせ企画書提出
期限（期間）

4月～5月 環境政策課
☎34－8248

【子育てグッズ・子ども用スポーツグッズリユース事業】
子育て用品や子ども用スポーツ用品、学生服、学用品の回収と譲渡

廃棄物対策課
☎34－8247132万円 4月15日㈭

【自発的活動支援事業】
障害者やその家族、地域住民などによる障害者理解の啓発、研修会・講演会などの開催など自発的に活動
を行う団体への補助金

障害福祉課
☎34－8342問い合わせ 4月20日㈫

【新しい生活様式に即したモデルイベント企画運営業務委託】
ときわ公園の夏の集客対策として、新たな生活様式に即し、県内外からの誘客に繋がる集客イベントの実施

ときわ公園企画課
☎54－05511000万円 4月30日㈮

【移動式幼児用プール設置運営業務委託】
新型コロナウイルス感染予防対策に配慮した幼児用プール設置・運営に係る業務委託

文化・スポーツ振興課
☎34－86282700万円 5月14日㈮

【地域循環共生圏推進事業】地域資源を活用した経済・社会・環境問題の同時解決を図る事業への補助金

4月～5月 人権・男女共同参画推進課
☎34－8308

【女性活躍推進啓発事業】
男性の家事参画の促進、女性活躍の推進を目的とした「イクメン・カジダン養成講座」の企画・開催

4月 商工振興課
☎34－8355

【小規模事業者ICT導入促進事業】
市内の小規模事業者を対象に、ICTの導入・運用を支援するためのサポートや具体的なアドバイスなど個別
指導の実施

4月中旬～5月上旬 地域福祉・指導監査課
☎34－8325

【生活困窮者自立支援事業業務委託】
生活困窮者に対し、自立に関する相談支援や就労に関する支援など、自立の促進を図る事業の実施

2月下旬～3月上旬 高齢者総合支援課
☎34－8303

【保健福祉専門職による健康福祉相談事業】
高齢者を対象にした介護予防などの普及啓発や保健福祉に関する環境の整備

未定 雇用創造課
☎34－8356

【企業訪問ツアー開催事業】
大学生などを対象に、市内企業の認知度を高め地元への就職、定着を促進する事業の企画・実施

未定 雇用創造課
☎34－8361

【サテライトオフィス等活用促進事業】
都市部からのサテライトオフィス誘致やテレワーク人材の移住を促進する事業の企画・実施

未定 市制施行100周年記念事業
推進課　☎34－8898

【市制施行１００周年記念絵本作成事業】
市制施行１００周年を記念し、宇部市の歴史や文化、地域資源などを絵本にする事業の企画・実施

未定 人事課
☎34－8839

【「職員募集案内パンフレット」制作委託業務】
主に就職活動者を対象として、業務内容や勤務条件などを分かりやすくまとめたパンフレットの作成・印刷

4月下旬～5月上旬 こども・若者応援課
☎31－1732

【多胎児支援事業委託】
多胎妊婦や多胎児を育てている親子とその家族に対して、交流会、研修会、ピアサポートなどの企画・実施

4月下旬～5月上旬 こども・若者応援課
☎34－8447【子どもの貧困対策体制整備計画策定業務委託】第2期宇部市子どもの貧困対策体制整備計画の策定

5月上旬～6月下旬 市民活動課
☎34－8233【地域づくり支援業務委託】外部人材による専門的なノウハウやスキルを活用した地域の特定の課題解決

7月～8月 こども・若者応援課
☎34－8447【二十歳のつどい企画運営事業】式典の実施、その他お祝いイベントの企画・運営

7月 人権・男女共同参画推進課
☎34－8308【女性活躍推進啓発事業】女性の活躍推進をテーマとした啓発事業の企画・実施

7月中旬～8月下旬 人権・男女共同参画推進課
☎34－8308【人間が尊重される都市づくり講座（人権交流ひろば）】人権課題をテーマとした啓発行事の企画・実施

未定 雇用創造課
☎34－8356

【就職氷河期世代キャリアアップ支援事業】
非正規雇用の就職氷河期世代の正規雇用化を支援する事業の企画・実施

市営住宅（空き住宅）入居者募集

　自転車の通行位置と方向を示すものです。逆行はしないでください。
なお、法令の定めのない表示であり、新たな交通方法を指定するもの
ではありません。

自転車ナビライン（青い矢印）

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

●日時　5月3日（月・祝） 10時～14時30分（雨天時は13時30分まで）
●会場　アクトビレッジおの　※送迎バスはありません
●イベント内容　▷製茶の工程見学、新茶・地元野菜・特産品の販売、食バザー、キッチンカーなど
　　　　　　　  ▷藤河内茶園の様子や過去のお茶まつりの映像を会場やWeb上で配信
　　　　　　　　 ※藤河内茶園での茶摘み体験は実施しません
■問い合わせ　農業振興課　☎67－2819　>67－2316

八十八夜
お茶まつり

4月19日の飼育の日にあわせてイベントを開催
●あなたの疑問に飼育員が答えます
　質問募集：4月1日㈭～14日㈬　
　回答掲示：4月17日㈯～5月30日㈰
●飼育員のお仕事
　＆カメラロールの写真見せます！
　日時　4月17日㈯～5月30日㈰  9時30分～17時
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広報うべ 2021年４月号 広報うべ 2021年４月号

辻野　晃一（東京都渋谷区）
福重　正（大阪府吹田市）
松澤　桂（石川県金沢市）
吉田　渡（東京都新宿区）
大石　岳（神奈川県横浜市）
木原　実（兵庫県西宮市）
佐々木　雅邦（埼玉県さいたま市） 
清水　美奈子（東京都港区）
菅原　敬介（和歌山県和歌山市）
辻　志乃ぶ（神奈川県横浜市）　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・800,000円

・・・・・・・・200,000円

水野　暢裕（新潟県新潟市） 
安村　俊徳（千葉県船橋市）
有馬　健（千葉県八千代市） 
岩井　香（神奈川県横浜市）
堀越　勇（東京都杉並区） 
渡邉　俊彦（東京都大田区）
髙橋　克巳（神奈川県横浜市）
野手　勇輝（東京都港区）
公益財団法人渡辺翁記念文化協会（大字小串）
株式会社山口銀行西宇部支店（西宇部南）

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（2月分、敬称略）

東京2020オリンピック聖火リレー
宇部市内ルートのお知らせ

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!5月から#多世代ふれ
あいセンター、隣保館厚南会館、
鵜の島ふれあいセンター、隣保館
上宇部会館、西岐波ふれあいセン
ター%生活保護か就学援助を受
けている家庭の中学生{75人程
度（先着順）※1カ所15人程度
|申込書を提出か電子申請。4月
上旬に対象世帯へ案内文書を郵
送~4月16日まで_こども・若者応
援課（☎34－8447、>21－6020）

詐欺被害防止に効果がある警告
メッセージ付き通話録音装置を5
月～9月に貸し出します%満65歳
以上の人が居住し、装置を設置で
きる固定電話（黒電話を除く）を使
用している市内の世帯{20人
|申請書を提出。申請書は市役
所、各市民・ふれあいセンター、福
祉会館に設置のほか、市ウェブサ
イトに掲載~4月23日まで_宇部
市消費生活センター（☎34－
8159、>22－6004）

植物が五感に与える刺激には、癒
しやリラックス効果があります。花
と緑による健康促進のまちづくり
について学んでみませんか!5月
～11月（全4回）9時半～11時半頃
#福祉会館&2,000円{20人程
度（先着順）<筆記用具、軍手、せ
ん定ばさみなど|+?†∑（7面）
と受講希望理由~4月23日まで
_公園緑地課（☎34－8411、>22
－6050）https://s-kantan.jp/ube-u/

花苗の栽培やまちなか花壇の植
栽、花壇の維持管理方法など、花
やガーデニングに関する専門的な
知識や技術を学んで、ガーデニン
グの指導者であるガーデンマイス
ターを目指しませんか!5月～来
年2月まで（全14回）9時半～11時
半頃#ときわ湖水ホール、ときわ
ミュージアムほか%ガーデンマイ
スターとして活動意欲のある18歳
以上&一般4,000円、学生2,000円

{20人程度（先着順）<筆記用
具、軍手、せん定ばさみなど
|+?†∑（7面）と受講希望理
由~4月23日まで_公園緑地課
（☎34－8411、>22－6050）
https://s-kantan.jp/ube-u/

工作教室、体験学習、作品展示会
など!5月8日～来年3月12日まで、
原則第2・4土曜の9時半～12時
#青少年会館ほか%小学4～6年
生（保護者の送迎が必要）&年
5,000円{15人（先着順）<筆記
用具|+?=∑（7面）と性別、学
校名、学年_少年少女発明クラ
ブ事務局（〒755－0029新天町一
丁目2－36市民活動センター内、
☎36－9555、>39－2272）
mail@ubenet.com

!試験日：1次5月21日～30日の間
の指定日、2次6月18日～7月4日の
間の指定日%18歳以上33歳未満
~5月11日まで}自衛隊宇部地域
事務所（☎31－4355）

応募資格などは募集要項を確認
してください。申込先に設置のほ
か財団ホームページに掲載~4月
12日～5月2日_文化創造財団（☎
35－3355、>31－7306）

渡辺翁記念会館のロビーを利用
して「ロビーコンサート」などのイ
ベントを開催しませんか。採用され
た企画は、財団が実施の協力をし
ます!5月～来年3月|企画書を
提出~随時_文化創造財団（☎
35－3355、>31－7306）

聴覚障害者の社会参加を支援す
る手話奉仕員を養成する講座
!入門課程：令和3年6月～令和4
年2月、基礎課程：令和4年4月～令
和5年2月、各原則毎月第2・4・5火
曜、各原則19時～20時半#福祉
会館%市内在住か在勤で全課程
を受講できる人、地域福祉諸活動
に積極的に参加できる人&年間
資料代各4 ,800円、テキスト代
3,300円{20人|返信用封筒（94

円切手を貼付し、住所・氏名を記
入）を同封し、申込書類を請求~5
月25日まで［必着］_宇部市社会
福祉協議会コミュニケーション支
援室（〒755－0033琴芝町二丁目4
－20、☎35－7608、>35－9093）

木材生産に必要な資格の取得、
高性能林業機械などの基本操作
習得など、林業に就業するための
研修※研修期間中（5カ月間）は、
月額125,000円の給付金を支給
（一定要件あり）!6月7日～11月5
日の間の60日#県林業指導セン
ター（山口市）ほか%林業への就
業を希望し、山林での作業が可能
な原則18歳以上45歳未満（4月1
日現在）{10人（書類審査と面接
あり）~4月28日ま
で_県森林企画
課（☎083－933－
3460、>083－933
－3479）

4月2日（世界自閉症啓発デー）か
ら8日までは「発達障害啓発週間」
です。誰もが幸せに暮らすことが
できる社会の実現を目指して、発
達障害への理解を深めましょう
●ときわ遊園地大観覧車のブル
ーライトアップ!4月2日㈮～8日㈭
夜間※ブルー（青色）は発達障害
啓発のシンボルカラーで、癒しや
希望を意味します
●発達障害に関連する図書の展
示!4月2日㈮～8日㈭の開館時間
#図書館}障害福祉課（☎34－
8522、>22－6052）

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%▷今年度65歳、70歳、75
歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100
歳、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23価肺炎球
菌莢膜ポリサッカライドワクチンを
受けた人は対象外&2,840円※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）

指定医療機関で接種スケジュー
ルを相談し、予約して接種してくだ
さい!来年3月31日まで%1歳以
上2歳未満&接種費用（医療機関
により異なる）から助成金額
（3 ,800円）を差し引いた額<印
鑑、健康保険証、親子健康手帳な
ど}健康増進課（☎31－1777、
>35－6533）

今年度の特定健康診査とがん検
診などの受診期間は、5月10日㈪
～来年1月20日㈭です※受診券は
5月初めに送付予定}▷がん検診
…健康増進課（☎31－1777、>35
－6533）▷特定健診…保険年金
課（☎34－8338、>22－6019）

対象者には受診券（オレンジ色）を
4月末に発送します（白色の封筒）
▷検査内容：フレイルチェック、身
体測定、血圧測定、血液検査、尿
検査など!来年3月31日まで#総
合集団健診会場、県内の健診実
施医療機関%施設入所などのた
め受診券交付停止になっていな
い後期高齢者医療被保険者
&500円<後期高齢者医療被保
険者証、受診券、質問票}保険年
金課（☎34－8338、>22－6019）
県後期高齢者医療広域連合（☎
083－921－7112、>083－932－
5321）

対象者には受診券を4月中旬に発
送します※受診は要予約#各健
診実施機関%全国健康保険協会
（協会けんぽ）に加入する40歳～
74歳の被扶養者&健診実施機関
により異なる<受診券、健康保険
証}全国健康保険協会山口支部
（☎083－974－1501）

在学中の保険料の納付が猶予さ
れる「学生納付特例」の令和3年
度の申請を4月から受け付けます
※前年度納付特例が承認され、4

月以降も在学期間がある学生に
は日本年金機構から通知が送付
されますので、必要事項を記入し
て返送してください%20歳以上の
第1号被保険者で、所得が一定以
下の学生<年金手帳、学生証（写
し可）か在学証明書、本人確認書
類|申請書を提出（郵送可）。詳
細は市ウェブサイトに掲載_保険
年金課（☎34－8292、>22－
6019）、北部総合支所、各市民セ
ンター}宇部年金事務所（☎48－
0021）

市内の貴重な動植物・地形などの
分布状況を把握するための自然
環境調査を実施しています。調査
員（専門家）が近隣を調査するこ
とがありますので、ご協力をお願い
します。なお、調査員は「自然環境
調査」と記した腕章と身分証明書
を携行しています!令和5年3月ま
で}環境政策課（☎34－8248、
>22－6016）

都市整備部を対象にした監査の
結果を掲示しています!4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）

宇部都市計画下水道事業の事業
計画を変更しましたので、関係図
書を縦覧します!4月12日㈪～26
日㈪8時半～17時15分#}上下
水道局下水道企画室（☎21－
2191、>21－2179）

ストマ用装具、紙おむつ、人工鼻
の購入費用の一部を助成します
※所得制限あり#障害福祉課、
北部総合支所、事前に申し出た市
民センター（申請場所の変更は事
前に連絡してください）%身体障
害者手帳にその旨の記載があり
以下に該当する人▷ぼうこう・直
腸機能障害や脳原性運動機能障
害、乳幼児期以前に発症した脳性
まひなどを原因とした肢体不自由
により排尿・排便の意思表示が困
難▷喉頭摘出により音声・言語機
能障害がある<身体障害者手帳
}障害福祉課（☎34－8314、>22
－6052）

▷奨学金：月額3万円（返済不要、
他の奨学金と併用可）※詳細は
問い合わせてください!給付期
間：4月～来年3月（1年間）%ひとり
親家庭の中学3年生、高等学校な
どに在籍する生徒（令和3年4月現
在）~4月28日まで［必着］_県母
子寡婦福祉連合会（☎083－923
－2490、>083－923－2499）

簡単な質問に答えることで、ストレ
スや落ち込み度を知ることができ
ます。こころの健康状態に目を向
け、ストレスと上手に付き合いまし
ょう※詳細は市ウェブサイトに掲
載}健康増進課（☎31－1777、
>35－6533）

大切な人を自殺で亡くした遺族
が、自身の体験や想いを語り合い
分かち合う場。初めて参加する人
は要事前連絡!8、12月を除く毎
月第3土曜、13時半～15時半

&200円（茶菓子代）#}県福祉
総合相談支援センター（☎083－
902－2672）

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!5月
1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!5月18日㈫15時～16時#福祉
会館~4月30日まで_障害福祉課
（☎34－8314、>22－6052）

20件の市有地を売却します※物
件により入札中止の場合あり※詳
細は市ウェブサイト「市有地売却
情報」に掲載
●入札と開札!5月27日㈭、28日
㈮各9時～16時半#市役所~4月
14日～5月14日_財政課（☎34－
8177、>22－6083）

●日時　5月14日㈮ 8時35分スタート～9時18分ゴール
●ルート（主な経由地のみ）
　恩田運動公園野球場→国道190号線（小郡方面）
　→ときわ公園UBEビエンナーレ彫刻の丘
●交通規制ご協力のお願い
　リレールートと周辺道路において交通規制を実施します。
　ご不便をおかけしますが、安全かつ円滑な聖火リレー実施
　のため、ご理解とご協力をお願いします。
■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
　　　　　　　☎34－8628　>22－6083

詳細はこちら

❻ ❼

おたふくかぜワクチン
接種費用の助成

特定健診・がん検診など
の受診期間を変更します

後期高齢者医療
制度の健康診査

全国健康保険協会の
特定健診

国民年金保険料の
学生納付特例

発達障害への理解を
深めましょう

成人用肺炎球菌
ワクチンの定期接種

自然環境調査に
ご協力をお願いします

市有地を一般競争入札
で売却します

監査結果の公表

都市計画下水道事業計画
変更の関係図書縦覧

ストマ用装具などの申請
受け付け（4月～9月分）

夢を応援基金「ひとり親
家庭支援奨学金制度」

山口自死遺族の集い　
クローバー

「こころの体温計」でストレス
チェックしてみませんか？

統合失調症・
うつ病相談会

身体障害者の巡回相談

少年少女発明クラブ員

自衛隊一般曹候補生

宇部市文化創造財団
理事候補者

「記念会館ロビー
活用イベント」企画

手話奉仕員養成講座

林業就業への近道！
「林業即戦力短期育成塾」

中学生への学習支援
「マナビバ」

高齢者に通話録音装置
を貸し出します

うべ・まちなかセラピーガーデン
インストラクター養成講座

ガーデンマイスター
養成講座

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

講師はカナダ人男性。見学歓迎!毎週木曜日（中級：9時半～10時
半、上級：10時40分～11時40分）#青少年会館%大学生以上&月
額3,000円{中級クラス若干名|=氏名、電話番号、見学希望日
_英会話倶楽部　Red Leaf Circle（nob.3360k@gmail.com）

英会話倶楽部　Red Leaf Circle　会員募集

朝市、エビネ鑑賞、原木椎茸栽培場見学、小野和紙を使った工作な
ど!5月8日㈯8時半～16時#上小野集会所集合&大人2,500円、小
学生以下2,000円（未就学児は要相談）※昼食付き{25人程度（先
着順）<マスク、運動靴、飲み物、タオル、雨具など~4月27日12時ま
で_小野ふれあいセンター（☎64－2024）

里山散策・エビネ鑑賞＆小野和紙の工作

市民の掲示板 詳細は_} に
問い合わせてください
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■弁護士相談　!4月21日㈬13時半～15時半　予約受付開始4月8日㈭8時半
～　!5月7日㈮ 13時半～15時半　予約受付開始4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　!4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）
■行政書士会の遺言・相続相談　!4月10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　!4月20日㈫　#市役所
　{4組　~4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局（☎21－7211）
■犯罪被害（交通犯罪含む）に関する相談　!4月15日㈭13時～15時　
※要予約　#市役所　_山口被害者支援センター（☎083－974－5115）

■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　!4月20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　~4月16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　!4月6日㈫、22日㈭各10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）

■若者の働くことに関する相談　!火～土曜日　9時半～17時半
　}うべ若者サポートステーション（☎36－6666）
■生きづらさを感じた時の電話相談「山口いのちの電話」
　!毎日　16時半～22時半　☎22－4343

※電話相談は、場合によりつながりにくいことがあります。
　しばらくしてから、おかけ直しください。

窓
口
の
時
間
延
長

!
19
時
ま
で
　#
市
役
所

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 4月1日～5月5日4月1日～5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）

「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）
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（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）
献血・400mL限定（大栄建設㈱　13時半～16時）
「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）
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（フジグラン宇部　9時半～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）
「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）
「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・特設人権相談（船木ふれあいセンター　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～14時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
献血・400mL限定（㈱創舎　9時半～11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）
献血・400mL限定（宇部総合庁舎　13時半～16時）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
献血・400mL限定（宇部護国神社　9時～12時）
献血・400mL限定（ミスターマックスメルクス宇部店　14時～16時半）
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）

4月2日㈮
3日㈯

4日㈰
7日㈬

8日㈭
9日㈮
10日㈯

13日㈫

16日㈮

17日㈯

18日㈰
19日㈪
20日㈫
21日㈬

23日㈮
24日㈯
27日㈫

28日㈬
29日㈷

5月1日㈯

プラネタリウム投影会　!4月1日㈭、2日㈮、4日㈰、5日㈪、6日㈫、11日㈰、
18日㈰、25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。

4月4日㈰ 11日㈰ 18日㈰ 29日（木・祝）25日㈰ 3日（月・祝）5月2日㈰ 4日（火・祝） 5日（水・祝）

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

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

竹川
小児科医院
厚南中央
☎41－3100

鈴木
小児科医院
今村北
☎51－1100

金子小児科
上町
☎22－0006

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

宇部市　休日・夜間診療 検索

●歯科　日時　4月29日（木・祝） 9時～12時、5月3日（月・祝）～5日（水・祝） 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
●眼科・耳鼻咽喉科　日時　5月3日（月・祝）～5日（水・祝） 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
●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）


