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2021年（令和3年）

8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」

（　）内は前月比。2021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
77,548
84,772
162,320
79,914

（－48）
（－55）
（－103）
（－20）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入266人  転出289人

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

ワクチン接種後も、引き続き、感染予防対策が必要です！
３密を避け、手洗い、マスクの着用など、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします！

新型コロナワクチン接種予約について

※詳細は、各市民・ふれあいセンター

新型コロナウイルスに関する
相談窓口

ワクチンの副反応について（24時間対応）
☎083－902－2277　>083－902－2212

感染を疑う症状（発熱など）について（24時間対応）
♯7700（受診・相談センター）　☎083－902－2510

予約方法 集団接種会場日程表をご確認のうえ、予約してください。
※キャンセルも受け付けています。

8時30分～17時15分（月～土※祝日除く）

☎0570－003－063
>082－542－1337

宇部市新型コロナワクチン予約・相談センター
電話 （24時間対応）ウェブ

市ウェブ
サイト
å1012325（　　　　　　　　　　　　　　）音声言語障害により、電話での

コミュニケーションが困難な人

☎ 予約が困難な人や予約方法がわか
らない人に、「新型コロナワクチン接
種お助け隊」が、希望の日時を予約
できるようお手伝いします。

予約でお困りの方へ

集団接種

個別接種

現在、16歳以上の接種を希望するすべての人を対象に予約を受け付けています。

国から示された8月以降のワクチン供給量が不明確
であることから、2回目接種分のワクチンを確実に確保
するためです。

16歳以上　新規の予約は停止しています 12歳~15歳　予約受付中　※接種には、保護者の同伴が必要です
7月20日～接種券を郵送しています。
まだ届いていない人はお問い合わせ
ください。

届いたら
すぐ予約OK

●この年齢の集団接種はありません。
●かかりつけ医、または接種券に同封の「接種可能な医療機関
　一覧」に掲載の医療機関に、直接お電話で予約してください。

※7月16日時点の情報をもとに作成しています。※新型コロナウイルスの影響により、今月号に掲載している情報が変更される場合があります

令和３年

11月1日

市制記念日

Let’s 100周年！　Vol.3
市制施行100周年記念サイト

100th Anniversary

「宇部市制施行100周年
  記念乗車券」限定発売！～10年後の自分や家族等へ大切な想いを届けます～

●券種　100円券×5枚
●販売価格　500円
●発売開始日　8月1日㈰から
●販売箇所
　フジグラン宇部、
　フジ西宇部店、
　宇部市交通局・新川営業所、
　バス車内

●参加方法　63円切手を貼ったはがきの表面に「10年後のお届け先の住所・名前」と
　「差出人のご住所・お名前」を、裏面には「未来へのメッセージ」を自由にお書きください。
　そのはがきと参加料（500円）を、指定の受付場所に持参してください。
●受付期間　令和3年8月2日㈪から8月31日㈫まで
●受付場所・時間　市制施行100周年記念事業推進課　平日の9時～17時
●臨時窓口開設　各10時～15時
　8月13日㈮　学びの森くすのき
　8月22日㈰　フジグラン宇部
　8月29日㈰　ゆめタウン宇部
●お届け日　令和１３年（2031年）11月1日頃

■問い合わせ　交通局
　☎31－1134　>22－1772

■問い合わせ
　市制施行100周年記念事業推進課　☎34－8898　>22－6063
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〈表面〉 〈裏面〉

【記載例】

未来郵便局☆うべ

10年後の
我が子へ

10年後の
自分に

両親への
感謝

費用無料要予約

●すでに医療機関で予約済みの人は、接種できます。
●接種を希望する人で、まだ予約をしていない人は、
　集団接種を予約してください。

（12歳になる人へは、誕生月の前月にお届け）

希望あふれる未来へ



市の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、市の職員数や職員の
給与など、人事行政の運営等の状況をお知らせします。
　なお、給与等の詳細については、市ウェブサイト(給与情報等の公表)に掲載
しています。
　また、宇部・山陽小野田消防組合の状況は、消防局ウェブサイトに掲載して
います。

（各年4月1日現在：人）①所属別職員数の状況と主な増減理由　　　　　　　　　　
1.職員の任免と職員数に関する状況

市  長  部  局
議 会 事 務 局
選挙管理委員会
監査委員事務局
農 業 委 員 会
教 育 委 員 会
小　　　　　計

921
10
6
7
5
70

1,019
190
39

1248

（30）

（15）
（45）
（6）

（51）

914
9
6
6
5
68

1,008
189
36

1233

（33）
（1）
（1）

（14）
（49）
（5）

（54）

△7
△1

△1

△2
△11
△1
△3
△15

（3）
（1）
（1）

（△1）
（4）
（△1）

（3）

上 下 水 道 局
交　  通　  局
合　　　　計

宇
部
市

退職者不補充と業務体制の見直し

業務体制の見直し
業務体制の見直し

業務体制の見直し

退職者不補充と業務体制の見直し
退職者不補充と業務体制の見直し

区　分 対前年
増減数 主な増減理由職員数

令和2年 令和3年

（注１）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、会計年度任用職員は除く。）

（注２）（　）内：再任用短時間勤務職員の職員数（外数）
（注３）再任用職員については、１②（ウ）再任用の項を参照
（注４）任期付職員については、１②（エ）任期付の項を参照

（各年4月1日現在：人）臨時職員及び会計年度任用職員の職員数参考1

（注）非常勤を含み、公営企業は除く

（注1）ＵＩＪ：県外在住者を対象とし、採用後は原則本市に居住することを条件と
　　  するもの
（注2）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

（注1）再任用（フルタイム）増減：R2.4.1とR3.4.1現在の数の比較
（注2）宇部市の採用者数及び退職者数には、育児休業代替任期付職員
　　  （採用者1人、退職者2人）を含む

臨時職員
会計年度任用職員

10
488

12
515

2
27

区　分 対前年
増減数 主な増減理由令和

2年
令和
3年

育休代替の増

（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

3.05%
2.5%

区　分 令和元年 令和2年
2.86%
2.5%

2.79%
2.6%

令和3年

43
0
3

43
6
5

2
2
0

2
△4
△2

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等 （人）

（R2.4.2～R3.4.1） （R2.4.1～R3.3.31）

エ任期付 （人）

28
1

28
1

0
0

区　分
R2.4.1 R3.4.1 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
27
1

27
1

0
0

△1
－

△1
－

－
－

2.職員の給与の状況

市　長
副市長
議　長
副議長
議　員

846,000円
698,375円
551,000円
498,000円
470,000円

①特別職の報酬などの状況　

③職員の平均給料・給与月額と平均年齢の状況
◎平成20年4月から給料月額の減額を継続
　令和3年4月からは給料月額の
　0.6％～1.4％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

（令和3年4月1日現在）

（令和3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）

162,615人 85,275,019千円 9,503,024千円 11.1％

②人件費と職員給与費の状況

イ職員給与費の状況(令和２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）

1,058人 6,170千円4,111,228
千円

779,482
千円

1,637,426
千円

6,528,136
千円

ア人件費の状況（令和２年度普通会計決算見込み）

（注）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。

（千円）
（%）宇部市

6500
6300
6100
5900
5700
5500

30

10

15

20

25

H27 H28 H29 H30 R1 R2

1 人当たり給与費（千円）
人件費率（％）

6,142
6,064

6,166
6,213

6,1706,148

14.4 13.4 13.4 14.3 13.3
11.1

（　　　　　　　　　　　　 ）}
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

330,039円
（331,410円）
354,210円

（354,724円）
296,448円

398,346円
（399,717円）
410,575円

（411,089円）
351,663円

45歳0月

47歳1月

51歳8月

17,392千円

1,196千円

－

6
1
1
0
39
32
60
3
2
8
11
51
67
3
1
1
1
5

3
1
1
-
4
1
3
1
1
5
3
5
2
-
-
1
1
3

育 児 休 業 代 替
任期付職員（登録）

障 　 害 　 者

初　　　　　　級

中　　　　　　級

上　　　　　　級
（Ｕ　Ｉ　Ｊ）

上　　　　　　級

宇部市

交通局 職 員 登 用

試験区分等区　分 職　種 受験者数 採用者数

②採用と退職
ア令和2年度採用試験の実施状況 （人）

行 政
土 木
建 築
保 健 師
行政（社会人経験）
行 政
行政（追加募集）
土 木
建 築
保 健 師
保 育 士
行 政
行政（氷河期世代）
行 政
行 政
保 健 師
保 育 士
運 転 士

④級別職員数の状況（令和3年4月1日現在）

（注）再任用短時間勤務職員と
　　派遣職員を含む。

（人）

（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

188,700円
154,900円
182,200円
150,600円

202,400円
165,900円

271,600円
223,200円

経験年数15年 経験年数20年
310,300円
271,600円

348,200円
310,300円

　　　職員の初任給と経験年数別・学歴別の給料月額の状況
　　　【モデル給】（令和3年4月1日現在：一般行政職）

（注）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）
 

（注）時間外手当、特殊勤務手当：令和２年度実績（公営企業除く）
 

（注）勤勉手当の成績率への反映は課長級以上の職員

参考

⑤職員手当の状況（令和3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

7,247円/人
13.33％
税務業務、衛生業務、
清掃業務、福祉業務等 14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-27,000円)/2+11,000円
【28,000円/月】

持家 なし 同　左

6,500円/月
（ただし8級は3,500円/月）
10,000円/月
 6,500円/月
（ただし8級は3,500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

1.275月分
1.275月分
2.55月分

0.95月分
0.95月分
 1.9月分

302千円/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

（注）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、週休日等が異なる

宇部市

①一般職員の勤務時間の状況と有給休暇の取得日数

②育児休業及び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

10人（取得率100％）
女性 男性

0人0人2人（取得率25％）
女性

4.職員の人事評価の状況

9.8日

週休日 土曜日及び日曜日

（注）令和２年度中に新たに取得した職員数

分限処分者数と懲戒処分者数（令和2年度）

営利企業等従事制限に係る許可の状況（令和2年度）

宇部市

宇部市 1件 1件 ・会社その他の団体の役員の地位を兼ねる

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
15人 15人 － 1人

5.職員の分限と懲戒処分の状況

3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

6.職員の服務の状況

研修開催状況（令和2年度）

能力評価

実績評価

区　分 内　容 対象職員等

8.職員の研修の状況

7.職員の退職管理の状況

職員の保有する知識や判断
力等、様々な能力や勤務態
度等を評価
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（新型コロナウイルス対策と
して開催したe-ラーニングによる研修を含む）

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、国等への派遣研修を実施

実施件数：22件
参加人数：785人

実施件数：30件
参加人数：161人

9.職員の福祉と利益の保護の状況

②公務災害などの発生状況（令和2年度の宇部市の認定件数）

①安全衛生管理体制（令和2年度の宇部市の状況）
労働安全衛生法等の規定に基づいて安全衛生委員会（1ヶ所）及び衛生委
員会（2ヶ所）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
康相談及び職場巡視、精神科医、EAP事業者（民間のメンタルヘルス対
策事業者）によるメンタルヘルス相談事業を実施しています。

１２件の災害が発生し、内訳は職務中の事故が１１件、通勤途上の事故が１件と
なっています。

10.その他市長が必要と認める事項

11.勤務条件に関する措置の要求及び
　  不利益処分に関する不服申立ての状況
令和２年度は実績はありません。

6
3
6
15
2
0
17

0
0
0
0
0
0
0

部長職
部次長職
課長職

課長職以上
課長職以上

区　　分 令和2年度退職者 民間企業等
（再就職の届があった者）

離職時に、管理又は監督の地位（課長職以上）にあった職員の営利企業等への再就職状況

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）16人（1.5％）
7級（次長・課長）
120人（11.4％）
6級（課長補佐）
100人（9.5％）

5級（係長・主務主任）
157人（14.8％）

4級（係長・主任）
417人（39.4％）

3級（係員）130人（12.3％）

2級（係員）63人（6.0％）
1級（係員）54人（5.1％）

（基準年度）

計画
実績

宇部市

H30 R1 R2 R3 R4980

1,004 999

1,019

1,0081,004

1,022

1,014
1,004

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

上下水道局 交通局計画
実績

計画
実績

H28 H29 H30 H30 R1 R3R2 R4R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
170

180

190

200

210

180
193193 190190 189189

3636
3939

42424343
3737 3636

4040
42424343197197199199199199

201

ウ再任用

55
6
1

10
0
1

45
6
0

区　分
R2.4.1 R3.4.1 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
61
7
0

12
2
0

49
5
0

6
1

△1

2
2

△1

4
△1
0

（人）

（人事）

（注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）
（注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

（注１）任期付職員：時限的な業務等に対応するため、予め任期を定めて
　　　 採用するもの
（注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
（注３）交通局は採用実績なし

（注１）職員数：令和2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。）
（注２）職員手当には、児童手当及び退職手当を含まない。

（注１）平均給料月額：令和3年4月1日現在の職員の基本給の平均
（注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
（注３）（　）内：減額前の額

（注）市長及び副市長の給料月額：令和3年4月から実施している自主減額
　　（市長は940,000円から10％、副市長は755,000円から7.5％）後の額

（注１）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
（注２）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

（注）営利企業等の地位とは、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、アドバイザー等も含む当該営利
　   企業等の全ての地位をいう（委託契約、業務契約含む）

※離職時に管理又は監督の
　地位（課長職以上）にあっ
　た職員は、離職後2年間、
　営利企業等の地位につい
　た場合は、届出を行うこと
　としています。

（注１）派遣職員は含み、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員は除く

定員適正化計画の達成状況（各年度4月1日現在）

（基準年度）

30

40

50

（注）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
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子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯以外分）

■申込先・問い合わせ
　人事課　☎34－8129　>22－0686

■問い合わせ　子育て支援課　☎34－8330　>22－6051

今月の

ピックアップ
vol.3  現在

進行中！

å1012819

å1010329

å1009917

①9/11●②10/9●③11/13●土土土

■問い合わせ　観光・グローバル推進課　☎34－8353　>22－6083

を楽しもう
博覧会公式▶
ウェブサイト

　9/4●　10/2●　11/6●　12/4●土 土 土 土

●ゆめ散歩「旧山陽道「船木宿」を
　観光ソムリエと歩く歴史探訪ウォーク」

●ノースウベdeプレミアム体験！
　「楠こもれびの郷」で郷土料理“ゆうれい寿司”づくり体験

宇部市のおすすめイベントを紹介！

▶2021開催中 12/31●金

近代は石炭産出に沸き賑わった歴史の街「船木宿」
を見どころスポット満載でご案内します。

「楠こもれびの郷」で、農業体験と郷土料理”ゆうれい寿司”づくりを体験。
くすくすの湯入浴券と、当日使える1,000円分のお買物券、古民家 倉（sou）のランチ付き！
昼食後、農産物直売所や田舎のパン屋さん「クルール」などでお買い物も楽しめます。

9時～12時 10時～12時半

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
※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

期間　8月7日土～8月29日日 　新しい生活様式に即したモデルイベン
トとして、「TOKIWAファンタスティック
サマー2021～ひかるゆうえんち～」を開
催します。
　ときわ公園を「ひかる遊園地ゾーン」
「納涼ファミリーゾーン」「日の名残ゾー
ン」の3つに分けることで密を回避しなが
らイベントを楽しむことが出来ます！
　夏の夕暮れとともに楽しい思い出作り
をときわ公園で！

宇部市職員採用試験

●試験　9月19日㈰
●申込期間　▷うべ電子申請サービス…8月1日㈰～8月22日㈰
　　　　　　　https://s-kantan.jp/ube-u/
●試験会場　男女共同参画センター
　※原則うべ電子申請サービスからによる申込みとします。
　※受験資格等の詳細については、受験案内（人事課に設置のほか、市ウェブサイトに
　　掲載）などによりご確認ください。
　※新型コロナウイルス感染症の状況により、試験日等を変更する可能性があります。

●利用時間　午前9時～午後9時　
●休日　12月29日～1月3日　●利用定員　50人

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していること
から、経済的に困っている子育て世帯を支援するため、給付金を
支給します。
●対象者　A、Bの両方に該当する人
　（ひとり親世帯分の給付金を受け取った人は除く）
　A18歳未満（障害児は20歳未満）（令和3年3月31日時点）の児童
　　を養育する人（令和4年2月末までに生まれた新生児も対象）
　B令和3年度市民税均等割が非課税の人か、新型コロナウイルス
　　感染症の影響を受け家計が急変し、現在の収入が市民税非課税
　　相当となっている人
●支給額
　対象児童1人あたり一律5万円（支給は児童1人につき1回限り）
●申請手続
　・児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で市民税非課税の人
　 は、申請不要です。令和3年7月下旬以降、順次支給します。
　・次のアイに該当する人は申請が必要です。
　ア公務員や、児童手当又は特別児童扶養手当を受給していない人
　　（高校生のみを養育している世帯など）で、令和3年度市民税
　　非課税の人
　イ新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変
　　し、現在の収入が市民税非課税相当となっている人
●申請方法　市ウェブサイトでご確認ください
●申請期限　令和4年2月28日㈪まで

区分、職種 試験種別 受験資格（条件をすべて満たす人） 採用予定
人数

▷昭和61年4月2日～平成12年4月1日生まれ
▷社会福祉士資格を有するか令和４年3月末
　までに取得見込みの人

2人程度

5人程度

5人程度

1人程度

社会福祉士
基礎能力
試験
記述試験
基礎能力
試験
記述試験

上　　級
（大学卒業程度）

▷昭和47年4月2日～平成6年4月1日生まれ
▷保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を
　有し、かつ実務経験のある人

保育士
（経験者枠）

中　　級
（短大卒業程度）

▷平成12年4月2日～平成16年4月1日生まれ

▷平成4年4月2日～平成16年4月1日生まれ
▷障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳
　又は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
※点字、音声パソコンによる受験を希望される
　人は、人事課に必ずお問い合わせください

行　政

行　政

教養試験
事務適正検査

基礎能力
試験
記述試験

初　　級
（高校卒業程度）

障害者
対象

申請方法はこちら

どなたでも
ご利用OK！

　勤労青少年会館１階にある、学習スペース「学びの部屋」が、今
までの16席から50席になり、より多くの人にお使いいただけます。
※ご利用前に1階事務室までお申し出ください。

個別デスク（19席） 学習スペース（31席）

事務室横 談 話 室

■問い合わせ
　こども・若者応援課　☎34－8447　>21－6020

学習スペース拡大！

「デジタル市役所」構築中！

市役所での手続きを、もっと便利に、快適に。 業務生産性の向上業務生産性の向上

2021年４月、デジタル市役所推進課と総合窓口推進室を新設。
デジタル技術を活用し、定型的な事務作業はAI等のデジタル技術に任せ、
職員は職員でなければできない業務に特化することで、「市民サービスの向上」と
「業務生産性の向上」を図ります。
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AIやRPA  による
業務の自動化・省力化

市民サービスを提供
するための、安心・安全な
端末利用環境の構築

※

※ＲＰＡ…人の代わりに単純作業
　をしてくれるツール

いつでもどこでも　　　　  
で、申請ＯＫ！

書かずに楽 ！々

予約も手続きも
スムーズに！パソコン スマホ

行かない
2021年11月～

「証明書オンライン申請サービス」開始
住民票等の証明書申請と、手数料の決済が可能に
（マイナンバーカードをお持ちの方のみ）

新庁舎移転時（2022年5月予定）～

「申請書作成支援システム」本格稼働
職員がシステムを使い申請書を作成するので、
来庁者の「書く」負担が軽減できる

キャッシュレス 2022年2月～

「手数料キャッシュレス決済」導入
窓口での支払いがクレジットカードや二次元コード
で決済可能

「行政手続案内サービス」開始
簡単な質問に答えるだけで、必要な手続きを確認
できる

新庁舎移転時（2022年5月予定）～

「総合窓口」の開設
引越し・出産・死亡等に伴う多くの手続が、１か所で
完結
「窓口受付案内システム（番号発券システム）」導入
来庁前に、受付予約や窓口の混雑状況確認が
できる

■問い合わせ
　デジタル市役所推進課
　　☎34－8119　>22－6009
　総合窓口推進室
　　☎34－8279　>22－6008

勤労青少年会館

開催！ イベントの　
詳細はこちら▶

●じゃぶじゃぶ池

UBEビエンナーレ ときわミュージアム
●つくる・みる・かんじる美術室
　『かたちときもち』シールであそぼう！
　いつもの展示室が美術室に大変身。
　美術室の材料や道具を使って自分らしい
　ものづくりを楽しもう！無料プログラム「シールで
　あそぼう！」のほか、会場とウェブサイトで工作キット
　を販売。!7月30日㈮～8月15日㈰10時～16時
　#ときわ湖水ホールアートギャラリー
　https://tmk.ubebiennale.com&一部有料

ときわ動物園
●第3回ときわ動物園写真コンテスト作品募集
　野生生物の生息環境を再現したときわ動物園で、
　動物の生き生きとした魅力的な姿の写真を募集
　します~8月1日㈰～9月15日㈬　審査：9月下旬　
　審査員：内山　晟（動物写真家）　
●園長とさんぽ
　ときわ動物園の多々良園長が園内を散策しながら
　見どころをガイドします!第2・4日曜日開催　8月8日
　（日・祝）9時35分～10時20分、8月22日㈰13時～13時45
　分{10人（当日先着順）受付：当日9時半～動物園
　入口

☎21－3541　>21－5099　
info@tokiwa-zoo.jp

常盤動物園協会（ときわ動物園）申込先・問い合わせ

☎51－7282　>51－2777
UBEビエンナーレ推進課問い合わせ

●ちょこっとクイズ
　世界を旅する植物館に入館してクイズに答えよ
　う！正解した人にはオリジナルトレーディングカード
　をプレゼント！!8月11日㈬～8月22日㈰9時半～
　17時（最終入館16時半）&無料（別途入館料は
　必要）

●カラーリーフ&食虫植物展
　世界を旅する植物館特別展示室で、クロトンやベ
　ゴニアなどのカラーリーフや、ウツボカズラ、サラ
　セニアなどの食虫植物を展示しています！!8月
　30日㈪まで　9時半～17時（最終入館16時半）
　&無料（別途入館料は必要）

●バラ講座「育ててみよう素敵なバラ」

　夏に剪定して、きれいな秋バラを咲かせよう！!8月
　25日㈬10時～11時半、13時半～15時|*&500円
　{各回10人（先着順）<筆記用具、帽子や飲み物
　など暑さがしのげるもの
●アロマテラピーバスソルトを作ろう！

　夏の疲れを、心も身体もリフレッシュ＆デトックス！世
　界最高品質の精油とハーブ、お塩で自分だけのバ
　スソルトを作ろう。!8月27日㈮10時半～11時半、13
　時半～14時半%小学生以上|*&1,000円{各
　回7人（先着順）<筆記用具、持ち帰り用の袋
●マスクに使える！オリジナルアロマ抗菌スプレーを
　作ろう！
　体も心もしっかりケア。毎日大活躍する天然アロマ
　スプレーを作ろう！!8月29日㈰10時半～11時半、13
　時半～14時半%小学生以上|*&1,000円{各
　回7人（先着順）<筆記用具、持ち帰り用の袋

●こけ玉ぼうやを作ろう！

　熱帯植物を使ったこけ玉づくりをしよう！!8月18日
　㈬10時半～11時半、13時半～14時半%小学生
　|*&500円{各回6人（先着順）<筆記用具、持
　ち帰り用の袋、うす手の軍手
●植物も汗をかく？葉っぱの温度を測定してみよう！

　サーモカメラを使って、植物が汗をかく仕組みにつ
　いて学ぼう！!8月19日㈭10時半～12時、13時半
　～15時%小学校6年生|*&500円{各回6人
　（先着順）<筆記用具
●プラントボックスを作ろう　植物つき！

　顔みたいなプラントボックスを作り、植物で髪の毛を
　表現しよう！!8月23日㈪11時～12時、14時～15時
　%小学生以上|*&1,200円{各回7人（先着順）
　<持ち帰り用の袋、うす手の軍手

夏休み特別企画　植物館ラボ
要事前申込　8月4日㈬

要事前申込　8月4日㈬ 要事前申込　8月4日㈬

要事前申込　8月4日㈬
要事前申込　8月4日㈬

要事前申込　8月4日㈬

申込先・問い合わせ　ときわミュージアム　☎37－2888（受付：8時半～17時）

!…日時　#…場所　%…対象　&…費用　{…定員　<…持参品　|…申込方法　~…申込期間　}…問い合わせ　*…電話記号の見方

待たない

書かない

期間　8月7日㈯～8月29日㈰
　家族で遊べる夏の人気スポット
　が2年ぶりに復活！！暑い夏を
　涼しく過ごしちゃおう！！
利用時間　①10時～12時
　　　　　②12時半～14時半
　　　　　各40人

休場日　毎週火曜日、雨天か水温が22度以下の時、管理運営上
　支障がある時、新型コロナウイルス感染状況が悪化した時
協力金　小学生以下　1人100円
　（園内店舗で利用可能な特典付き）※付き添いの保護者は無料

小学生以下20人まで・
付き添いの保護者は1人まで（　　　　　　　　　　　　 ）

要予約

行かない 書かない 待たない

■問い合わせ　うべ移住定住サポートセンター
　（政策企画グループ内）☎34－8480　>22－6008

宇部に帰ってきませんか

Uターンをサポートしています

住まい探し

Uターンをはじめ、宇部市へ移住される人をサポートしています。

空き家の所有者との
マッチング

助成金
●引越し費用
●中古住宅購入費用
●家賃　などの一部

山口県のサポート
●引越し費用●ローン金利
●車購入●住宅取得費用
●リフォーム費用　の一部支援

東京圏から移住される人
　▷ 世帯 100万円
　▷ 単身   60万円
※助成金等は、条件があります。 ご相談はお気軽に！

「ぶちエエ
　　　　やまぐち！」

就職アプリも
チェック！

場所　船木ふれあいセンター
費用　1,500円（お菓子代含む）　定員　6～25人
持参品　タオル・飲み物
申込期間　①9月3日㈮まで②10月1日㈮まで
　　　　　③11月5日㈮まで、各17時まで
申込先　船木ふれあいセンター
　　　　（☎67－1183、>67－1404）

場所　楠こもれびの郷「くすくすの湯入口」　費用　5,000円　定員　4～8人
申込先　要予約（開催日1週間前まで）
　　　　※詳細は、ガイドブックまたは博覧会
　　　　　公式Ｗｅｂサイトをご覧ください。
問い合わせ　（一社）宇部観光コンベンション協会
　　　　　　（☎34－2050　土日祝日を除く）

「アソビュー！」からの申し込みで半額に！

アソビュー 検索

対象 9月4日㈯・10月2日㈯
※クーポンなくなり次第終了

仕事探し
▷ハローワーク宇部
▷JOBSTA
▷UBE STARTUP
就労相談や、起業・創業をサポート

予約申込　宇部市公式LINEアカウント
　「申請・問合せ」メニュー
　　→「じゃぶスポ」のアイコンをタップ

サポート内容

条件あり



国内唯一のヴァイオリン＋男女ヨー
デル・デュオの3人組。各地のヨーデ
ルを伝統的なものから現在のヨー
デルまで、トークを交えながらわかり
やすく紹介。!8月7日㈯14時から
#多世代ふれあいセンター&全席
指定：一般3 ,500円、大学生以下
1,500円_文化創造財団（☎35－
3355、> 31－7306）

8月15日まで恩田運動公園で開催
中の、大人気「じゃぶスポ」が、場所
を移動し、原地区に登場！【要事前
予約】!8月28日㈯～9月12日㈰※
毎週月曜日休場①9時～10時半②
11時～12時半③13時半～15時#西
沖の山1－2内　PETグラウンド%小
学生以下（小学3年生以下は保護
者同伴）（水深：30cm）&200円（各
営業時間ごとに必要）{各70人
|*市ウェブサイト_予約専用電
話：じゃぶスポ事務局（®090－8364
－6860、9時～17時）

「福岡県内の手話言語条例規定の
現況」「オリ、パラ、デフリンピックと
の違いは？」についての手話講演
!8月8日（日・祝）13時～15時#福祉
会館（現地）、Zoom（オンライン）
%手話をコミュニケーション手段と
する市内の聴覚障害者&500円
（資料代）{約50人（現地＋オンライ
ン）|?氏名、連絡先、メールアドレ
ス（オンライン参加のみ）~8月5日
㈭まで_宇部市聴覚障害者福祉協
会事務局（>083－963－4297）

●オカリナ教室：オカリナを吹いてみ
よう！初心者から経験者まで体験で
きます。!8月10日㈫・24日㈫①10
時から②13時から%①初心者向け
②経験者向け&2，000円{各10人

<オカリナ（お持ちの方のみ）~8月
5日まで
●アロマ教室：保湿化粧水スプレー
＆アロマ石けん作成!8月18日㈬①
13時～②14時半～&1,700円{各
15人<タオル・持帰り用袋
|*?=~8月14日まで_アクトビ
レッジおの（☎64－5111、>64－
2800）
actvillageono@feelkankyo.com

就労を希望する会員を募集。まずは
説明会にご参加を。!8月12日㈭、
26日㈭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）

「東京2020パラリンピック聖火」の
もとになる「宇部市の火」を採火し
ます。当日は、障害のある方と宇部
市共生社会ホストタウンジュニアサ
ポーターが、火起こし器を使用し行
います。また、観覧後、希望者はボッ
チャの体験に参加できます。!8月
16日㈪【採火】13時半～14時半【ボ
ッチャ】14時半～15時半#ときわミ
ュージアム%市内在住者{15人
（要予約、応募多数の場合抽選）
|*?=∑（7面）とファクス番号、
ボッチャ参加・不参加~8月6日（必
着）_障害福祉課（☎34－8457、
>22－6052）
syou-fuku@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

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」!8月18日㈬10時半～11時10分
%生後4か月～8か月児の保護者
②Web版　マタニティ♥サロン
$講話「栄養士と保育士のはなし」
!8月23日㈪13時半～14時10分
%原則妊娠中期（16週）以降の妊
婦とその家族
{各10人（先着順、要予約）|=
~8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）

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、特定
健康診査※要事前予約※対象とな
る人のうち、がん検診を過去3年間
受診していない人には、がん検診受
診券の送付を停止中。受診券送付
希望の人は、保健センターまで連絡
を。!①8月21日㈯保健センター②9
月4日㈯保健センター③9月18日㈯
楠保健センター④9月26日㈰厚南

市民センター各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
|*?†~①7月21日から②8月4
日から③8月18日から④8月25日から
_健康増進課（☎31－1777、>35－
6533）

「大切なひとを守るための防災～コ
ロナリスクをふまえて、いま準備して
おくこと～」!8月27日㈮13時半～
15時半#福祉会館{50人（先着
順）|*?=∑（7面）~8月2日から
_消費者ネットワークうべ（☎36－
9555、>39－2272）
mail@ubenet.com

●ミネルバ宇部 親子でできる運動
遊び$年齢・性別・障がいの有無を
問わず、楽しく交流しよう。!①8月
21日㈯②22日㈰各8時～10時#コ
コランド体育館&1人1,000円（親子
2,000円）{各15組30名（先着順）
<動きやすい服装・室内シューズ・
飲み物・タオル・マスク|*=∑（7
面）~8月20日まで_ミネルバ宇部
（®070－4478－1417）
info@minerva-ube.jp
●運動指導現場におけるケガ等の
初期対応講習会!8月28日㈯10時
～12時#ユーピーアールスタジアム
%運動指導者、スポーツ施設管理
運営者など{30人（先着順）<筆
記用具・飲み物・タオル・マスク
|*?氏名・電話番号~8月23日ま
で_ミズノスポーツサービス㈱　山
口きらら博記念公園（☎65－6900、
>65－6902）
●若年層の運動・スポーツ指導講
習会!8月28日㈯14時～16時#ユ
ーピーアールスタジアム%スポーツ
少年団の指導員、幼稚園などの保
育士、初等教育教員、保護者など
{30人（先着順）<筆記用具・飲み
物・タオル・マスク|*?氏名・電話
番号~8月23日まで_ミズノスポー
ツサービス㈱　山口きらら博記念
公園（☎65－6900、>65－6902）
●キッズ運動広場（全3回）$子ども
たちが楽しみながら、心も身体もたく
ましく成長できる運動遊びプログラ
ム。国内最高峰の「日本女子フット
サルリーグ」に参戦の“ミネルバ宇
部”の皆さんも指導者として参加！
!①9月11日㈯②10月23日㈯③11
月27日㈯各13時～16時（予定）#コ
コランド体育館%幼児（年長）～小
学3年生まで※原則全3回参加でき
る人{40人程度（先着順）<室内
シューズ、動きやすい服、タオル、飲
み物|*?申込専用ウェブサイト
　氏名、学年、保護者氏
名・連絡先~9月7日まで
_ミネルバ宇部（®070－

4478－1417、>33－5244）
●運動会必勝塾$走り方の基本や
スタートダッシュのコツなど運動会
で活躍するためのポイントが学べま
す。!8月29日㈰①10時～12時（受
付：9時半から）②13時半～15時半
（受付：13時から）#恩田運動公園 
陸上競技場%小学生（1～6年）&1
人500円（当日徴収）{各50人（先
着順）<履きなれた運動靴、運動の
できる服装、タオル、飲み物|チラ
シ（体育協会ウェブサイトに掲載、ユ
ーピーアールスタジアム事務所に
設置、小学校に配布）に必要事項を
記入し、体育協会へ直接持参・郵
送・FAX~8月10日～19日（必着）
_体育協会（〒755－0023　恩田町
4丁目1－4　☎31－1507、>21－
7138）

産業施設や遺構などを巡り、産業
の発展と深く結びついた地域の歴
史や企業の取組などを楽しみなが
ら学ぶツアー。各コースの詳細は、
パンフレット（宇部観光コンベンショ
ン協会・各市民・ふれあいセンター
設置）や、専用ウェブサイトでご確認
ください。!9月～12月#宇部市・美
祢市・山陽小野田市%大人（子ども
の参加は問い合わせ）&有料（コー
スにより異なる）{10人か20人（コ
ースにより異なる）|*ウェブサイト
~7月30日10時から（出発日により
異なる）_交通局（☎31－2442）、㈱
船鉄観光旅行社（☎83－3275）
}宇部観光コンベンション協会（☎
34－2050）
https://www.csr-tourism.jp/

絵本の世界の楽しさや読み聞かせ
の技術を学ぶ講座!①9月4日㈯②
9月18日㈯各10時～12時（全2回）
#図書館%読み聞かせボランティ
アに興味のある人{30人（先着順）
|*?∑（7面）~8月1日～20日
_図書館（☎21－1966、>21－
3801）

ＮＨＫ「趣味の園芸」でおなじみの
ローズソムリエ小山内健さんを講師
に迎え、バラの育て方を学びます。
!9月11日㈯9時半～11時半#福祉
会館&500円{70人（先着順）<筆
記用具|*?∑（7面）_}公園緑
地課（☎34－8485、>22－6050）

技能・技術を身につける職業訓練▷
募集科：電気設備技術科!10月1日
㈮～来年3月30日㈬#ポリテクセン
ター山口%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{コースに

よって異なる~8月27日まで#}ポ
リテクセンター山口（☎083－922－
2143）

申込書と募集団地一覧表を8月2日
から配布~8月20日～31日_県施設
管理財団宇部支所（☎37－0878、
>35－0233）

新たに介護職として就職する人に
就職支度金を助成。助成金額：常勤
介護職員10万円、非常勤介護職員
5万円%①新卒就職者（常勤介護
職員として、市内の事業所などに2
年以上継続勤務すること）②転職
就職者（介護職以外の職を離職し
た人で、常勤介護職員か非常勤介
護職員として、市内の事業所に２年
以上継続勤務すること）③復職就
職者（介護職から1年以上離職した
人で、市内の事業所に２年以上継
続勤務すること）|申請書などを提
出。要綱などは市役所に設置のほ
か、市ウェブサイトに掲載~来年3月
31日まで_高齢者総合支援課（☎
34－8394、>22－6026）

コロナ禍を背景とした経済的な理由
や、家庭環境により、生理用品を購
入できない・利用しにくいなどの状
況にある女性に、生理用ナプキン
（昼用1パック）を無償で配布。（1階
ロビー内に設置の「受取カード」を
センター職員へ渡し、中身が見えな
い袋で受け渡し）!来年3月31日㈭
まで#各地区ふれあいセンター}
人権・男女共同参画推進課（☎34－
8308、>22－6016）

▷児童扶養手当の現況届：受給資
格がある人は、届いた現況届を8月
末までに提出▷特別児童扶養手当
の所得状況届：受給資格がある人
は、8月上旬に届く所得状況届を9月
10日までに提出※期限内に提出で
きない場合、要相談}子育て支援
課（☎34－8331、>22－6051）
　　　　　（児童扶養手当）
　　　　　（特別児童扶養手当）

今年4月末までに、マイナンバーカー
ドを申請した人は、マイナポイントの
対象です。カードの取得がまだの人
は、お早めにお受け取りください。マ
イナポイントのチャージやお買い物
の期限は、9月末です。※カードの受
け取りは要予約|*?_市民課
（☎34－8264、>22－6017）

空き家と住宅耐震化について、司
法書士、宅地建物取引士、建築士
が相談に応じます。希望の人は直
接会場へ。!8月7日㈯▷空き家対
策セミナー（10時～）▷住宅耐震化
説明会（11時～）▷空き家＆住宅耐
震相談会（11時半～）※受付12時ま
で（先着順）#文化会館<相談内
容に関する資料があれば具体的な
相談が可能}生活衛生課（☎34－
8251、>22－6016）

!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）

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27
日㈮～9月2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）

健康福祉部とこども・若者応援部を
対象にした、監査の結果を掲示。
!8月2日㈪～16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）

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付
を行います。有効期間：資格認定の
日～10月31日　詳しくは、市ウェブ
サイトか契約課へお問い合わせを。

~9月1日～14日}契約課（☎34－
8183、>22－6057）

補装具の要否判定、適合判定など
!9月21日㈫15時～16時#福祉会
館|*?~8月31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「育児をお手伝いしたい人
（提供会員）」に登録いただき、手伝
ってほしいときに有償ボランティアと
して紹介します。登録は随時受付中
%▷依頼会員：小学6年生までの子
どもがいる家庭▷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平日7時～19
時まで1時間600円、②①以外1時
間700円|印鑑・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（〒755
－0086　大字中宇部西岩田1570-1
（YICキッズ横）（®080－9130－
4272）

寄付金報告

中川　晴美（宇部市大字東岐波）
紀藤　正樹
福永商事株式会社（宇部市浜町）
株式会社宮商（宇部市大字善和）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000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）

直径20ｍの巨大プールで遊んじゃおう！
写真はイメージです

産業観光バスツアー

絵本の読み聞かせ講座

秋バラの管理のコツを
学ぶ

身体障害者の巡回相談

ポリテクセンター山口
10月期受講生募集

県営住宅入居者

生理用品の無償配布

介護職等就職支援
助成制度

Web版子育て関連教室

児童扶養手当・特別児童
扶養手当の申請

マイナンバーカードの
受け取り

空き家対策セミナーと
住宅耐震化説明会

物品・製造等に係る競争
入札参加資格審査の申請

ご利用ください
ファミリー・サポート・センター

市営バス
お盆の墓地臨時運行

子どもの人権110番
相談時間の延長

監査結果の公表

アクトビレッジおので
体験イベント

総合集団健診

賢い消費者講座

スポーツコミッションの
イベント

芸術祭「ヨーデル・
チロリアン コンサート」

じゃぶスポ　第2弾 
原地区にオープン！

聴覚に障害がある人の
ための日曜教室

シルバー人材センター
入会説明会

東京2020パラリンピック聖火リレー
「宇部市の火」採火の観覧とボッチャ体験

お知らせ

催　　し

募　　集

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）　å…ウェブ番号 　　 …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

å1012902

å1013104

å1004988

å1001925

å1012679

å1006581

å1003673

å1002192

å1013004

å1001387

å1006692

å1013024

SNSで

市長の日々 の取り組みや活動を、SNSなどで随時配信しています。

市ウェブサイト「ようこそ市長室へ」からもアクセスできます。

市長の活動報告を配信中！

「市営墓地のあり方検討委員会」
委員の募集

●内容　市営墓地の今後のあり方に関する検討、意見交換
●応募資格　市内に居住する20歳以上で、年間２回程度平日の会議に
　出席できる人
●任期　10月1日～令和5年3月31日
●募集人員　2人（応募多数の場合、審査により決定）
●応募方法　応募用紙と、小論文「市営墓地の今後のあり方に関する
　本市への提言」（800字以内）を、持参、郵送、FAX、メールのいずれか
　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
　ーに設置のほか、市ウェブサイトに掲載
●申込期間　8月20日まで
●申込先　生活衛生課　☎34－8251　>22－6016
　メール seikatsueisei@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

●日時　8月12日㈭　式典10時半～　　
●場所　男女共同参画センター
■問い合わせ　地域福祉・指導監査課
　☎34－8326　>22－6028

宇部市戦没者追悼献花式
　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 に々追悼の意を捧げるため、追悼献
花式を開催します。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、規模を縮小し開催いたします。
　ご参列につきましては、宇部市連合遺族会役員と市関係者の一部に限定させていただき、一般
の方のご参列はご遠慮いただきますことをご了承ください。

å1003559
å1003560
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定
例
無
料
相
談

■弁護士相談　!8月18日㈬13時半～15時半　予約受付開始8月5日㈭8時
半～　!9月1日㈬13時半～15時半　予約受付開始8月19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11日㈬、25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）
■中小企業・小規模事業者向けの経営相談　!8月17日㈫　#市役所
　{4組　~8月10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　!8月19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　!8月17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　~8月13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
　!8月3日㈫、19日㈭各10時～16時、21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）
　!火～土曜日　11時～20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 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）

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（宇部・山陽小野田消防局　9時～11時）
献血・400mL限定（山口産業株式会社　12時～13時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（多世代ふれあいセンター　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）
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）
高齢者障がい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（多世代ふれあいセンター　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(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
介護相談ふれんど（福祉会館　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）
「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）
「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」介護・健康相談（多世代ふれあいセンター　11時～15時）

スクエアステップ（多世代ふれあいセンター　13時半～14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(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
高齢者障がい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）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（片倉温泉くぼた　10時～12時）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（多世代ふれあいセンター　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（フジグラン宇部　10時半～13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」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（多世代ふれあいセンター　11時～15時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）

8月4日㈬

6日㈮
7日㈯

8日（日・祝）
10日㈫
13日㈮
14日㈯

16日㈪
17日㈫
18日㈬

20日㈮

20日㈮
21日㈯

24日㈫
25日㈬

26日㈭
27日㈮
28日㈯

29日㈰
9月1日㈬
3日㈮
4日㈯

プラネタリウム投影会　!8月1日㈰、2日㈪、3日㈫、5日㈭、6日㈮、8日（日・祝）、
9日（月・休）、10日㈫、19日㈭、20日㈮、22日㈰、23日㈪、24日㈫、29日㈰　各14時
～15時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

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、市ウェブサイトをご覧いただくか、
　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。８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。

1日㈰ 14日㈯ 15日㈰ 16日㈪ 22日㈰ 29日㈰8日（日・祝） 9日（月・休） 9月5日㈰

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

よしもと
小児科医院
中尾
☎22－0555

鈴木小児科
医院
今村北
☎51－1100

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

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

竹川小児科
医院
厚南中央
☎41－3100

宇部市　休日・夜間診療 検索

●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。

å1004887

●歯科　日時　8日（日・祝）、9日（月・休）　9時～12時　14日㈯、15日㈰、16日㈪　9時～17時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099

▷子ども（おおむね15歳未満）☎＃8000または☎083－921－2755　小児救急医療電話相談（毎日19時～翌朝8時）
▷おとな（おおむね15歳以上）☎＃7119または☎083－921－7119　救急安心センター（毎日24時間）
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