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今月号に掲載の内容は令和3年12月16日現在の情報です。新型コロナウイルスに関するお知らせは12面に掲載しています。

子育て支援金に関するお知らせは９面へ

【表紙】宇部市立神原保育園のみなさん。



　市民の皆様には、健やかに新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。

　本市は、昨年１１月１日に市制施行100周
年を迎え、市民の皆様とともに輝かしい門出を
お祝いすることができました。改めて、先人の偉大な業績と
ご尽力に対し、深く敬意と感謝を申し上げますとともに、より
よい宇部を次の世代に引き継いでいく決意を新たにしている
ところです。

　さて、新型コロナウイルスの感染拡大は長期にわたり、日常
生活や経済活動に大きな影響を与え、引き続き、感染防止対策
やアフターコロナを見据えた取組が必要となっています。
　あわせて、人口減少や少子高齢化の進行など、本市を取
り巻く情勢は年々その厳しさを増しています。

　現在、本市では、これからのまちづくりの指針となる「第五
次宇部市総合計画」を策定し、暮らしやすく持続可能な社会
の実現に取り組んでいるところであります。

　私ども市議会は、二元代表制における責務を確実に果たし
ながら、魅力と活力のある希望あふれる未来を次の世代につ
なげていくため、市民の皆様の負託と期待に応えるべく、
全力を尽くしてまいります。

　結びに、新しい年が市民の皆様にとりまして、
明るく幸せな年でありますよう心からお祈り申し
上げまして、新年のごあいさつといたします。

　皆様には、清々しい新年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。

　昨年は、市制施行100周年という本市
にとって記念すべき大きな節目の年を市

民の皆様とともに迎え、新たな門出を祝うことができました。

　さて、今年は、これからのまちづくりの指針となる「第五次
宇部市総合計画」がスタートします。求める都市像を「ひとが
輝き 交流ひろがる わたしたちの宇部（まち）～共存同栄の精
神（こころ）を未来につないで～」とし、市民一人ひとりと手を
取り合い、心をつなぎながら、共創のまちづくりを進めてまい
ります。

　5月には、市役所本庁舎1期棟が開庁します。ユニバーサル
デザインの採用や、災害対策活動に備えた防災拠点機能の
拡充、総合窓口を開設するなど市民の皆様にとって利用しや
すく、安心安全を支える庁舎として生まれ変わります。

　引き続き、これからも市民お一人おひとりの
声を市政に反映し、どの世代にとっても魅力
あるまちを創るため、職員と一丸となって取り
組んでまいります。市民の皆様のより一層の
ご支援とご協力をお願いいたします。

　皆様にとりまして、笑顔あふれる一年となり
ますようお祈り申し上げまして、新年のごあい
さつといたします。

宇部市議会議長　河　崎　　運宇部市長　篠　﨑　圭　二

あけましておめでとうございます
1月号❷ 1 月号 ピックアップ特集 ❸

ウォーカブルな
中心市街地へ

2021年11月13日、「ＴＯＫＩwaＩＫＯＴ（ときわいこっと）」にて

宇部市長

　﨑圭二篠
山口大学大学院准教授

宋  俊煥
まちづくりトークセッション

×
Keiji Shinozaki Junhwan Song

Walkable city Ube

主催・問い合わせ：JR宇部線利用促進協議会（事務局：交通政策推進グループ　☎34－8831）
共催：JR小野田線利用促進協議会・山口市公共交通委員会　協力：JR西日本・株式会社グラウンドワークス

スマホ
スタンプラリー
公式ウェブサイト

まちじゅう
エヴァンゲリオン
公式ウェブサイト
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中心市街地の活性化は
どうして必要なのでしょう？
まちの顔として、地元企業を応援、税収の確保へ

今こそウォーカブルシティでにぎわいを！
『モノ』から『コト』へ、時間を楽しめる空間の創出

共存同栄の精神（こころ）で新たな発展
一緒に創り上げることでシビックプライドを醸成
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高齢者のコミュニティづくりにも活用、
気軽に集まれる場所に

誰もが、「時間を楽しめる空間」に。

おしゃれ空間をみんなで創る

中心市街地は、「まちの顔」とも言うべき地域です。
しかしながら、集客施設の郊外化、居住人口の減少等による中
心市街地のコミュニティとしての魅力低下、中心市街地の商業
地区が顧客・住民ニーズに対応できていないことなどにより、
中心市街地の衰退が進んでいます。
私が市長就任以来、中心市街地の活性化を重要課題の一つと
して取り組んでいますが、どう思われますか。

中心市街地の活性化はしなくても良いのではないかという意
見は実際にあります。
しかし、固定資産税と都市計画税を単位面積当たりで算出しま
すと、中心市街地はその他地域の約10倍にもなります。つま
り、都市の基盤が整い、集約されたエリアを守っていかなけれ
ば、行政の財政はより厳しさを増していきます。
また、中心市街地にある地元の企業は、市内雇用の創出や行
政の財政にも大きく寄与しており、その応援という側面からも
重要なことです。

これまでは施設整備を目的とした、「点の議論」が先行している
ように感じていましたが、中心市街地全体の方向性を改めて
考えたときに、「ウォーカブルシティ」という政策にたどり着きま
した。
一昔前、銀天街や新天町をはじめとした中心市街地は買い物
に行く場所だったのです。それが今では、郊外にショッピング
センターができ、インターネットでも買い物ができる時代にな
りました。モノを買いに行く場所からの転換が必要となってき
たのです。そのため、買い物のための「モノ消費」から、自分の
やりたいことができる「コト消費」に変えられる政策が「ウォーカ
ブルシティ」だと思います。

このような時代に、中心市街地をどのように再生するのか。そ
れはそこに「コト消費」、いわば「時間を楽しめる空間」があるか
ということです。
買い物はオンライン販売等へと更に加速化しており、人々の出
会いの機会は益々減少しています。ただ、人に出会ったり、コト
と出会ったりすることを欲する気持ちは、人間の本質にあるも
のであり、そこから新しいビジネスやイノベーションが起こる
わけですね。そういった空間を中心市街地に用意することが、
「ウォーカブルシティ」の重要なポイントと思います。

「ウォーカブルシティ」の推進拠点となる旧山口井筒屋宇部
店の利活用については、令和3年９月に素案を発表させてい
ただきました。
二つの核となる公共機能は「子育て支援拠点」と「くつろぎ・交
流機能」です。「子育て支援拠点」は、0歳から18歳までが、さま
ざまな体験や活動に参加することで、健やかに育つことのでき
る安心で安全な場所で、気軽にダンスやショートムービーの撮
影なども行えます。また、先端技術の活用によってアートやも
のづくり、スポーツなどが体験できる施設とします。
地方であっても都会と同様のコンテンツを受けられる場所に
したいですね。

子どもというキーワードは非常に重要で、宇部市は子育て世代
から選ばれるまちになっていかないといけないと思います。イ
ンターネット(5G) やオンライン授業等の普及により、これから
は、宇部市にいながらも世界中の素晴らしい先生と出会うこと
は可能になっていくと思います。
一方で、子どもが生き生きと体を動かせる空間を用意すること
が求められています。私もそうですが、子育て世代にはそう
いったまちに引っ越したい、生活したいという思いが強くあり
ます。

高齢者の健康づくりや趣味、文化活動などコミュニティの場
としても活用してもらいたいと考えています。
トキスマでの実証実験中もそうでしたが、そのようなニーズ
は非常に高く、必要な機能だと考えています。多くの方にとっ
て、新しいライフスタイルが実現できる場所にしていきたい
ですね。

現代の高齢者の価値観やライフスタイルは本当に多種多様で
す。アクティブに活動できる場所から、気軽に集まりくつろげる
カフェ空間まで、それぞれの目的に合った利用ができるような
施設になればよいと思います。

これまでのように行政が主導して進めてきたまちづくりには限
界があります。多様な市民ニーズに応えるためには、実際に活
用していただく市民の方々と、共に創っていくことが重要で、
そのための仕組みを作っていきたいと考えています。

戦後1950～70年代の物を作る時代には、行政が上に立っ
たトップダウンでうまく進みましたが、道路や公園といった基
盤が整備され、成長社会から成熟社会へと変わった2000年
代以降は、基盤の上でプレーヤーとして動く民間の人たちの
声を聞き、官民連携の手法で調整や再生をしていく時代にな
りました。
11月に常盤通りで開催した社会実証実験の「TOKIwaIKOT
（ときわいこっと。）」のように、市民を巻き込んで一緒に創り上
げていくと、自分事となり、愛着やシビックプライドにもつな
がっていきます。

常盤通り全体に人が集まる仕組みをつくり、人流が生まれるこ
とで、民間投資を呼び込めます。
「TOKIwaIKOT（ときわいこっと。）」では、「おしゃれで楽し
かった」という反響の声が多く届きました。「その場所で時間
（とき）を過ごしたくなる、おしゃれな空間」、そういうスポットが
これまで中心市街地にはなかったように感じています。

おしゃれな空間は、まちのデザインという観点でとても重要で
す。なかなか目には見えにくいので難しいのですが、まちのデ

ザインへ投資することで、質を上げていくことになります。その
結果、おしゃれで綺麗な場づくりができ、最終的には、魅力の
ある中心市街地の実現に繋がります。更に重要なのは、そう
いったまちのデザインが持続性をもって行われるようにまちの
デザインをマネジメントする仕組みを構築することです。今後、
まちのデザインと、そのマネジメントも含めて議論をする場が
必要になるのかもしれませんね。

宇部市には「共存同栄」という、共に支え合って発展してきた歴
史があります。再度、その精神（こころ）を生かして、みんなで新
しい中心市街地を創っていく。それこそが、これからの宇部の
まちづくりであると考えています。

宇部市長 篠﨑圭二
Keiji Shinozaki

山口大学大学院准教授 宋  俊煥
Junhwan Song

プロフィール／東京大学大学院博士課程修了（環境学博士）
都市設計や街並み景観デザインを通し、地域の良好な環境や価値
を向上する、「アーバンデザイン」などの分野で活躍中。
宇部市では「若者クリエイティブコンテナ」代表として2017年4月
から、「まちなか再生」に携わる。

「ウォーカブルシティ」の推進拠点は
旧山口井筒屋宇部店に
子育て支援拠点（子育て支援機能、次世代教育機能）と
くつろぎ・交流機能を整備

ウォーカブル 旧山口井筒屋宇部店
利活用

「ときわいこっと。」を企画した山口大学の学生とまちなかイベント実行委員会
のみなさん

■問い合わせ
　中心市街地にぎわいグループ　☎３４－8468　>22－６００８

詳細は
コチラ



1961年から続く、世界で最も歴史ある野外彫刻コンクール。
今秋、野外彫刻として展示される15点を紹介します。

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、12月31日㈮、1月1日（土・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

…ときわ動物園　☎21－3541　>21－5099　動 …体験学習館モンスタモ

モ

モ  

…ときわミュージアム　☎37－2888ミ

動
園長とさんぽ
ときわ動物園の見どころをガイドします！
　日時　1月9日㈰ ９時35分～10時20分
　　　　1月23日㈰ 13時～13時40分　　　　
　定員　10人（当日先着順）　受付　9時半～動物園入口
動物写真家　内山　晟　写真展
～世界のネコの仲間たち～
　日時　1月29日㈯～2月27日㈰
ときわ動物園・宇部市内郵便局コラボ企画
「ときわ動物園の動物に年賀状を送ろう！」年賀状展示
　展示期間　1月22日㈯～2月6日㈰
　展示場所　　 、フジグラン宇部、フジ西宇部店

「山口県央連携都市圏域」のおすすめスポットを紹介します。

防府市
毛利博物館企画展
「祝いの美-毛利家の正月飾り-」
●日時　1月23日㈰まで
　　　　９時～17時
　　　　（入館は16時半まで）
　※休館日：12月22日～31日
■場所・問い合わせ　毛利博物館
　☎0835－22－0001

山陽小野田市
第13回名産品フェア
●日時　1月8日㈯～10日（月・祝）
　　　　10時～18時
　　　　（最終日は17時まで）
●場所　おのだサンパーク
■問い合わせ　
　山陽小野田名産品推進協議会
　☎82－1313

津和野町
第4期　追悼展
「繪本　仮名手本忠臣蔵」
●日時　3月9日㈬まで
　　　　9時～17時
■場所・問い合わせ　
　安野光雅美術館
　☎0856－72－4155

美祢市
KAMA～AKAGOイルミナイト
●日時　1月4日㈫まで
　　　　16時～0時
■場所・問い合わせ　
　嘉万公民館　☎0837－64－0001 
　赤郷公民館　☎08396－2－0304

買って 応援 食べて応援！ 
萩の地魚シールラリー
●日時　1月5日㈬～
　　　　3月27日㈰
●場所　市内飲食店
■問い合わせ　萩市水産課
　☎0838－25－4195

企画展「れきみん40年の歩みと
所蔵資料展」
●日時　1月8日㈯～3月21日（月・祝）
　　　　9時～17時
　　　　（入館は16時半まで）
■場所・問い合わせ
　山口市歴史民俗資料館
　☎083－924－7001

山口市

萩市

日　時　2月11日（金・祝）
　　　　　 13時30分~15時30分
場　所　ときわ湖水ホール
定　員　200人
申込先　ときわ動物園　
　　　　☎21－3541　>21－5099
　　　　info@tokiwa-zoo.jp
申込受付　1月5日㈬から　

そらいろのテーブル
あるいは風の色のパズル
志賀　政夫（茨城県）

掘ることは生きること、
生きることは掘ること
中村　厚子（神奈川県）

ディスタンス

イベントの開催場所と問い合わせ先
第29回ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）
宇部市制施行100周年・野外彫刻展60周年

令和4年10月2日㈰～11月27日㈰
ときわ公園　ＵＢＥビエンナーレ彫刻の丘

■問い合わせ
　ＵＢＥビエンナーレ推進課　☎５１－７２８２　>５１－２７７７

令和3年度文化芸術創造拠点形成事業

西澤　利高（神奈川県）

Silver Lining
909 （東京都）

大地を編む
奥田　誠一（滋賀県）

わたしはここで
布藤　喜帆（滋賀県）

月と山、水脈
岡田　健太郎（神奈川県）

進化景色(森から)
土田　義昌（千葉県）

in Wave~Departure~
佐野　耕平（京都府）

青空の月
増野　智紀（京都府）

満
上田　要（岡山県）

sky undulation
井口　雄介（東京都）

変身
松本　勇馬（東京都）

wind whisper
平山　悟（山口県宇部市）

Inflating shadow
藤沢　恵（埼玉県）

作品名
作家名（在住）

一次審査で入選した40点
のうち、実物制作指定作品
プランです。

一次審査
結果一覧

宇部の地球と環境を考えるフォーラム
「生物多様性からつながる地方の未来」
講演後、皆さんからの
質問を交え、ときわ動物
園長との対談を行います。

講師：五箇　公一氏
保全生態学者　農学博士

京都大学大学院修士課程修了後、
宇部興産株式会社から国立環境研究所に転じ、
現在は生態リスク評価・対策研究室室長。
テレビなどにも多数出演中。

ご　  か　　　   こう   いち

質問は
事前に
受付

ミときわミュージアムワークショップ

その他バラ講座やランガイドツアーなどもりだくさん！
詳細はコチラ

ボタニカルアート講座 1月16日㈰
ハーブ講座（スパイスづくり） 2月5日㈯

二次審査 令和４年10月1日㈯

1月号❻ 1月号❼

東京ヤクルトスワローズと入団契約！
小森航大郎さんにインタビュー！

小森 航大郎さん
こもり　 　こうたろう

小
学校

のこ
ろから、夢はプロ野球選手！

登下校中もいろんな人が温かく接してくれるまちです！
「いってらっしゃい！」のあいさつに いつも元気をもらっています。

Q
A

宇部市の魅力は？

朝4時半に起床し夜遅くまでの練習も、野球が好きだから苦ではなかったです。
チームに孤立する選手を誰一人として作らない、ごみを見つけたら必ず拾う
などをモットーに、どんなささいなことにも全力で取り組んできました。

Q
A

高校の野球生活でがんばっていたことは？

初めから無理と決めつけず何でもできると自分の思いを信じ、どんどん挑戦して
ほしいです。
プロでも「世界一のショート」を目指し、誰にも負けない強い気持ちでがんばり
ます。これからも応援よろしくお願いします！

Q
A

宇部の子どもたちにメッセージを！
山口県立宇部工業高等学校3年
硬式野球部所属。
足の速さとパワフルな打撃が持ち味。
東京ヤクルトスワローズからドラフト4位で指名。

令和3年11月30日広報広聴課取材



　常時介護が必要な重度の障害があり、施設に入所していない人
　①身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉
　　手帳1級などの場合に対象となる可能性があります。

子育て世帯への臨時特別給付金

市営住宅（空き住宅）
入居者募集

障害者手当の申請

来庁不要で証明書を取得できる！「スマート申請」

å1014180

å1005130

å1013766

●申 込 案 内　1月13日から募集住宅の一覧表と申込書類
　　　　　　　　一式を交付
●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
　　　　　　　　　（1階中央エスカレーター前ほか）
●申 込 方 法　①か④に申込書を持参か郵送
●入居予定日　3月1日㈫　
●申 込 期 間　1月20日～31日[消印有効]

●募集人数　3人程度
●任　　期　令和4年4月1日~令和6年3月31日
●応募資格　市内居住の18歳以上（令和4年4月1日現在)
●申込方法　申込書と、小論文「私にとってのスポーツ」（800字以内）を持参か郵送。
　　　　　　申込書・募集要項は市役所設置のほか、市ウェブサイトに掲載

●選考方法　書類選考、小論文、面接
　　　　　 （面接日時はあらためて通知）
●申込期限　1月31日㈪まで【当日消印有効】

■問い合わせ　子育て支援課　☎34－8330　>22－6051

■問い合わせ　アジアJV　☎37－0211　info@asia-jv.com ■問い合わせ　障害福祉課　☎34－8314　>22－6052

■問い合わせ　市民課　☎34－8243　>22－6017、市民税課　☎34－8199　>22－6084

証明書は自宅へ郵送でお届け
●住民票の写し　
●転出届

●印鑑登録証明書　●身分証明書　●独身証明書　
●所得課税証明書などの税証明

障害児福祉手当

＜支給額＞14,880円／月

所得制限があります。対象要件の詳細はお問い合わせください。

令和
3年度

高校生（※１）の子どもを養育する世帯のうち、児童手当、
児童扶養手当、特別児童扶養手当のいずれも宇部市から
受けていない世帯

※令和4年3月31日生まれの新生児までが対象です　※保護者が児童手当制度の所得制限を超える場合は支給対象外

å1011548

意見募集（パブリックコメント）と説明会開催
å1014255保育実施計画（素案）

　地域社会全体で支える子育てしやすい環境づくりを推進するた
め、基本方針や新たな施策を盛り込んだ「第２期宇部市保育実施
計画」（素案）について、意見を募集します。
※この計画は、平成29年に策定した計画を改定するものです。

●募集期間　1月6日㈭～27日㈭【必着】
●申込先　保育幼稚園学童課　☎34－8327　>22－6051
　〒755－8601　常盤町一丁目7番1号
　kodo-fuku@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

●申込先　商工振興課　☎34－8355　>22－6041
　〒755－8601　常盤町一丁目7番1号
　syoukou@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

å1005462子どもの貧困対策推進計画（素案）
　すべての子どもと親の幸せを守るため、基本理念や新たな施策
を盛り込んだ「第２期宇部市子どもの貧困対策推進計画」（素案）に
ついて、意見を募集します。

●募集期間　1月7日㈮～31日㈪【必着】
●申込先　こども・若者応援課　☎34－8447　>21－6020
　〒755－0033　琴芝町二丁目4番25号
　kodo-waka@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

●募集期間　1月21日㈮まで【必着】

å1014330教育振興基本計画（素案）
　本市の目指す教育の基本的な方向性等を定めた「第２期宇部市
教育振興基本計画」（素案）について、意見を募集します。

●募集期間　1月21日㈮まで【必着】
●申込先　教育委員会総務課　☎34－8604　>22－6066
　〒755－0027　港町一丁目11番30号
　ed-soumu@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

宇部市　パブリックコメント 検索

●日時　1月13日㈭15時30分～16時30分
●場所　福祉会館
●申込　1月11日㈫まで【必着】に、氏名・住所を電話、
　　　　メールのいずれかで申込み
　　　　※新型コロナウイルス感染拡大状況により、参加
　　　　　人数の制限や中止の可能性があります。

å1014221

　次世代に向けた強い産業と魅力的な雇用の場を創出するため、
「宇部市産業振興計画」（素案）について、意見を募集します。

産業振興計画（素案）

素案に対する説明会

スポーツ推進委員募集 　本市のスポーツ推進のため、市民大会の企画運営や、住民
に対しスポーツに関する指導と助言を行います

■問い合わせ　文化・スポーツ振興課
　　　　　　　☎34－8628　>22－6083

市役所、北部総合支所、各市民・ふれあいセンター、
市ウェブサイト

1月4日から
スタート 

申請が必要な世帯 申請が不要な世帯

　常時、特別な介護が必要な最重度の障害がある在宅の人
　上記①の障害が重複する、重複する場合と同じ程度の障害がある、
　寝たきりなどで要介護4・5の場合などに対象となる可能性があり
　ます。

å1005129特別障害者手当

＜支給額＞27,350円／月

20歳未満の人

20歳以上の人

●申 請 者　父母のうち前年所得の高い人
●申請期間　1月4日～3月31日まで［必着］
●申請方法　市ウェブサイトでご確認ください▶

●児童手当を受けている世帯
　⇒中学生以下児童分は令和3年12月に支給済
　⇒高校生（※１）分は1月下旬支給予定
●高校生（※１）の子どもを養育する世帯のうち、児童扶養手当
　または特別児童扶養手当を受けている世帯
　⇒1月下旬支給予定

詳細はコチラ

■提出方法　

職員募集 ◀詳細はコチラ

職　　種 申　込　先

教諭、養護教諭、事務職員、栄養教諭

障害者就労ワークステーション事務職員

保育士

保育士・調理員・看護師・事務職員

婦人相談員

学校教育課　☎34－8611　>22－6071

障害福祉課　障害者就労ワークステーション
☎34－8342　>22－6052

人権・男女共同参画推進課　☎34－8308　>22－6016

保育幼稚園学童課　☎34－8329　>22－6051

臨　時　職　員

臨　時　職　員

会計年度任用職員

会計年度任用職員

会計年度任用職員

å1005091健康づくり計画（素案）
　令和４年度から8年度までの本市の健康づくり施策等を定めた
「第四次宇部市健康づくり計画」（素案）について、意見を募集します。

●募集期間　1月31日㈪～2月21日㈪【必着】
●申込先　健康増進課　☎31－1777　>35－6533
　〒755－0033　琴芝町二丁目1番10号
　hose@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

å1014367

å1014379

地域公共交通計画（素案）
　公共交通が果たすべき役割を明確にするとともに、持続可能な
地域公共交通を実現するための「宇部市地域公共交通計画」（素案）
について、意見を募集します。

●募集期間　1月17日㈪～2月7日㈪【必着】
●申込先　交通政策推進グループ　☎34－8831　>22－6008
　〒755－8601　常盤町一丁目7番1号
　kotsu@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

　本計画について理解を深めていただくため説明会を開催
します。

※子どもの貧困対策推進計画（素案）は多世代ふれあい
　センターにも設置
※教育振興基本計画（素案）は、港町庁舎、図書館、学びの森
　くすのきにも設置
※健康づくり計画（素案）は、保健センターにも設置

　市役所に来庁しなくても、スマートフォンやパ
ソコンなどで、ご自宅や外出先から24時間365日い
つでも手続きOK！

　住民票の写し、転出届に加え、1月4日からはサー
ビスがさらに拡がります。

＋

見初、猿田、岬、石原、風呂ヶ迫、第６平和荘、第７平和荘、
西岐波、東部、新栄

募集予定住宅

高校生（※１）以下の子ども１人につき10万円の給付金を支給します。

（※1）平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ

支給を確認できない場合は下記までご連絡ください。

意見募集（パブリックコメント）とは
市が政策などを決定する過程で、事前にその素案を市民の皆さんに公
表し意見を求め、それらを考慮の上意思決定するとともに、提出された
意見とそれに対する市の考え方を公表する、一連の手続きのことです。
これは、政策決定過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、
市民参加によるまちづくりを目指すために行っているものです。

閲覧方法・閲覧場所

市内に居住か通勤・通学している人
対象

意見と該当ページ、氏名、住所（市外の人は勤務先か
学校名）を記入し、郵送、FAX、メール、持参のいずれか
で提出

1月号❽ 1月号 ❾



●プロから学ぶお菓子つくり
チョコパウンドケーキと生チョコタ
ルト
!1月9日㈰10時から{24人
<筆記用具・エプロン・三角巾
~1月7日まで
●サバイバル火おこしマスター
メタルマッチを使った火おこし体
験とサバイバル
!1月16日㈰10時から{20人
<筆記用具・軍手
~1月10日まで
&各1500円|*?=
_アクトビレッジおの
（☎64－5111、> 64－2800）

actvillageono@feelkankyo.com

小さな子どもから大人まで楽しめ
ます♪
!2月4日㈮10時半～11時半
#学びの森くすのき
{30人（先着順）|*?
~1月4日から
_学びの森くすのき
（☎67－1277、>67－0691）
å1014088

●北向地蔵尊大祭＆飛上り地蔵
尊の寒詣り
バスを利用します（歩き1km）
!1月24日㈪9時半～12時50分
~1月21日まで
●古地図を片手にまちを歩こう
小串コース（健脚向け6.5km）
!1月9日㈰9時20分～12時40分
~1月7日まで
#JR宇部新川駅前広場　集合
{各40人（先着順）
<タオル・飲み物|*?
_観光・グローバル推進課
（☎34－8353、>22－6083）
å1003888

基礎的な日本語と日本の生活習
慣などを学習※新型コロナウイル
ス感染拡大状況により、オンライン
開催になる場合があります。
!1月12日㈬～3月16日㈬19時～
21時※1月12日の講座で、クラス
分け（申込不要）
#常盤工業会会館
%市内在住か就労する外国人
&500円（テキスト代）
}観光・グローバル推進課（☎34
－8136、>22－6083）
å1007280

就労を希望する人は、ぜひ説明会
にご参加ください。
!1月13日㈭、27日㈭各13時半か
ら#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、>41－4334）

講話「離乳食の進め方について」
動画「離乳食の作り方」
!1月19日㈬10時半～11時10分
%9カ月～1歳3カ月児の保護者
{10人（先着順・予約制）
|=∑（11面）と、児の名前・生年
月日・月齢・質問内容
~1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）
å1003551

1月22日㈯11時～12時▷自己紹介
カードを作ろう 
1月29日㈯10時半～12時▷自己分
析（すごろくゲームで自己分析）
2月5日㈯11時～12時▷自己分析
（自分の職業興味を知ろう）
2月19日㈯11時～12時▷履歴書・
職務経歴書の書き方（基礎）
2月26日㈯11時～12時▷面接の心
構え
#うべ産業共創イノベーションセ

ンター 志
%市内在住か宇部市で仕事を探
している人{各6人（先着順）
|*?=申込書などは市ウェブ
サイトに掲載~各前日まで
_ジョブスタ（☎39－5013、>39－
5184）jobsta@aurora.ocn.ne.jp
å1014084

講話「保育士・保健師・栄養士の
はなし」
!1月24日㈪13時半～14時半
#多世代ふれあいセンター
%原則妊娠中期（16週）以降の妊
婦{10人（先着順・予約制）
<筆記用具・親子健康手帳（母子
健康手帳）
|*?~1月5日から
_こども・若者応援課
（☎31－1732、>21－6020）
å1003273

地元プロ・バスケットボールチーム
のホーム戦に、小学生～高校生と
その保護者ペアをご招待！※当選
者にはチケットを発送します。
!2月5日㈯18時から②2月6日㈰
14時から#俵田翁記念体育館
{各40組（応募多数の場合抽選）
|=申込（お問い合わせ）フォーム
∑（11面）とメールアドレス・観戦
希望日・学生氏名・学年
~1月1日～21日
_スポーツコミッション（☎39－
7653、>39－6584）info@ube-sc.jp

社会的課題の解決に向けた講座
など。バザー同時開催※当日来場
可!2月10日㈭11時～20時
#ANAクラウンプラザホテル宇部
%市民、NPO団体、市内を中心と
した企業
&入場・駐車場代無料
}虹の架け橋プロジェクト実行委
員会（市民活動センター「青空」
内）（☎36－9555、>39－2272）

3～10人でチームを組み、「ボッチ
ャ」を楽しもう。
!2月20日㈰12時半～15時40分
#パルセンター
{30チーム
|応募専用フォーム▶　　
チーム名・参加人数・代表者氏名
（未成年者のみのチームは保護者
名）・メールアドレス・電話番号
~1月1日～2月10日（受付平日9時
～17時）}NEC IMC本部　
（®080－8863－3488［西峯］）、
D-SHiPS32（®090－4322－4440
［森田］）
å1014283

●設置場所　廃棄物対策課棟
●設置台数　1台
募集要項などは、市ウェブサイトで
ご確認ください。
|廃棄物対策課へ持参
~1月7日～2月7日
_廃棄物対策課
〒755-0001　大字沖宇部字沖ノ
山5272番地6
（☎33－7291、>33－7294）
å1014146

今年は式典のみ開催※観閲行
進・特別訓練は実施しません
!1月8日㈯9時半～11時#渡辺
翁記念会館}防災危機管理課
（☎34－8528、>29－4266）

申請手続きを市職員がお手伝い
します。
●ふれあいセンター
※要予約（各25人）
1月11日㈫恩田、12日㈬小羽山
14日㈮見初、17日㈪琴芝
18日㈫船木、19日㈬鵜の島
21日㈮新川、25日㈫西宇部
26日㈬岬、28日㈮常盤
31日㈪藤山

!各9時40分～15時
~各開設日の２日前まで（土、日、
祝日を除く）|*?
å1001630
●フジグラン宇部
※予約不要（50人・先着順）
1月29日㈯ 受付10時～12時、13時
～14時半
å1014065
<本人確認書類、お持ちの人は
通知カード・住民基本台帳カード
_市民課
（☎34－8264、
>22－6017）

蔵書点検のため休館します。移動
図書館「あおぞら号」も運休しま
す。電子図書館（電子書籍の貸出
し）は休館中も利用できます。
!1月18日㈫～21日㈮
}図書館
（☎21－1966、>21－3801）
学びの森くすのき
（☎62－1277、>67－0691）

令和2年1月～12月で保存期間を
終了した雑誌を、1人10冊まで無
料で配布※要事前申込
!1月22日㈯10時～12時
|*?}図書館
（☎21－1966、>21－3801）
å1012460

相談には、当日配布かLINEで事
前発行の入場整理券が必要
!1月24日㈪から　受付8時半～
16時（相談9時～17時）
}宇部税務署
（☎21－3131）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談
!2月5日㈯13時～15時
#福祉会館%本人・家族_むつ
み会（☎>35－3365）

夫婦間・親子間の悩み事やDV・セ
クハラなど日常生活のさまざまな
相談に応じます※秘密厳守※要
予約!2月5日㈯10時～16時
#福祉会館%女性
_県行政書士会
（☎083－924－5059）
å1014170

４月に高等学校、特別支援学校、
高等専門学校に入学する市内在
住の生徒※在学する中学校長の
推薦が必要
{20人以内（選考あり）
~2月15日まで
_在学する中学校
}教育委員会総務課
（☎34－8604、>22－6066）
å1003571

土地や家屋以外の事業用資産を
所有（1月1日現在）している人は、
その資産について、申告してくださ
い。申告は、郵送のほかeLTAX
（エルタックス）によりインターネッ
トを利用した電子申告もできます。
~1月31日まで
_資産税課
（☎34－8191、>22－6053）
å100177

▷鉄鋼業、非鉄金属製造業995円
▷電気機械器具製造業921円
▷輸送用機械器具製造業965円
▷百貨店、総合スーパー875円
}山口労働局
（☎083－995－0372）

寄付金報告

細田　明
隅田　龍雄（宇部市大字川上）
池田　貴司（広島県広島市）
小田　豊（東京都調布市）
櫻井　秀樹（東京都千代田区）
増田　勝彦（東京都練馬区）
礒部　雅晴（京都府京都市）
株式会社アースクリエイティブ（宇部市大字上宇部）
宇部新川ライオンズクラブ（宇部市神原町）
株式会社山口銀行西宇部支店（宇部市西宇部南）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

・・1,000,000円
・・・・・・・・・・・・・500,000円

5万円以上の寄付について報告します（11月分、敬称略）
ご協力ありがとうございました。  
■問い合わせ　財政課　☎34－8173

申込（お問い合わせ）
フォーム▶

催　　し

お知らせ
募　　集

図書館と
学びの森くすのきの
臨時休館

絵本・紙芝居の読み聞かせ

消防出初式

税務署で申告相談開始

統合失調症・うつ病相談会

奨学金10万円を給付

償却資産の申告

てくてくまち歩き

マタニティ・サロン

アクトビレッジおの
体験イベント

シルバー人材センター
入会説明会

山口ペイトリオッツ
ホーム戦にご招待

自動販売機を設置する
事業者

マイナンバーカードの
出張申請窓口を開設

女性行政書士による
｢女性のための無料相談会」

県の特定（産業別）
最低賃金が改正

図書館で
雑誌リユース

虹の架け橋
プロジェクト2022

第1回 山口県民
パラスポーツ大会

Web版 離乳食教室
（後期コース）

就活の基礎を学ぶ
「ジョブスタ ゼミ」

外国人のための
日本語講座（冬期）

å1006692

SNSで市長の活動報告を配信中！

広報うべがアプリで読める！聞ける！
音声読み上げも可能で、便利な機能が盛りだくさん！ Catalog Pocket

カタログ ポケット

ウェブ番号　　　　　が記載されている記事は、市ウェブサイトでもご覧いただけます。市ウェブサイトのトップ画面「情報を探す」
エリアの「ウェブ番号検索」欄に７桁の数字を入力して検索をしてください。

å0000000

10言語対応「広報うべ」
デジタルブックで配信中！

∑…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（11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

1月号10 1月号 11

　除草剤を含む農薬の使用は、健康被害のほか周辺の環境に悪影響を
及ぼす恐れがあります。使用に当たっては、散布の必要性を十分に検討
し、やむを得ず使用する場合は、用法・用量を順守するようお願いします。

å1013761

■問い合わせ　環境政策課　☎34－8248　>22－6016

除草剤を含む農薬の使用について

やまぐち安心飲食店

■問い合わせ
　商工振興課　☎34－8360　>22－6041
やまぐち安心飲食店認証サイト（宇部市）　
https://yamaguchi-ninshou.com/shop-list/#area02

　県では、安心して飲食店を利用できる環境づ
くりを推進するため、十分な感染防止対策を行っ
ている飲食店を「やまぐち安心飲食店」として認
証しています。
　市内では、レストラン・居酒屋・バー・スナックなど、636店舗（令和
3年12月15日現在）が認証されており、認証店には「認証ポスター
とステッカー」が掲示してあります。
　なお、会食の際は、3密を避け、食事中以外のマスクの着用、手指
消毒の徹底など、基本的な感染予防対策をしてください。



■弁護士相談　!1月19日㈬13時半～15時半　予約受付開始1月6日㈭8時
半～　!2月2日㈬13時半～15時半　予約受付開始1月20㈭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　!1月12日㈬、26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　!1月8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　!1月18日㈫　#市役所
　{4組　~1月11日まで　_県よろず支援拠点（☎083－902－5959）
■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　!1月18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　~1月14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
　!1月12日㈬、28日㈮各10時～16時、22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。

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

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月1日（土・祝） 2日㈰ 9日㈰ 10日（月・祝）3日㈪ 16日㈰ 30日㈰23日㈰

よしもと
小児科医院
中尾
☎22－0555

むらかみこども
クリニック
東須恵
☎44－4976

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

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

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

金子小児科
上町
☎22－0006

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

●歯科　日時　1月1日(土・祝)、2日㈰、3日㈪ 9時～17時　1月10日（月・祝) 9時～12時　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　1月1日(土・祝)、2日㈰、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
●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

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（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（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）
「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）
YICによる体操教室（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）
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・特設人権相談所（船木ふれあいセンター　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）
「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）
「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）
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）
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（多世代ふれあいセンター　11時～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」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）

19日㈬
21日㈮

22日㈯

26日㈬
28日㈮
30日㈰

2月2日㈬
4日㈮
5日㈯

定
例
無
料
相
談

宇部市　救急医療情報 検索

å1004887
受診の付添いは、最低限の
車・人数で、お願いします。
マスク着用のうえ、ご来院
ください。

1月3日㈪
5日㈬

7日㈮
8日㈯

14日㈮

15日㈯

16日㈰
18日㈫

１
月
の
日
曜・祝
日
当
番
医 ☎＃8000または☎083－921－2755（毎日19時～翌朝8時）

☎＃7119または☎083－921－7119（毎日24時間）
※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。

▷小児救急医療電話相談（おおむね15歳未満）
▷救急安心センター（おおむね15歳以上）

発熱などの症状がある人の相談窓口
まずは電話でご相談ください

受診相談センター（山口県新型コロナウイルス専用相談ダイヤル）

宇部市受診相談窓口（宇部市保健センター）☎31－1777 （平日8時半～17時15分）
#7700または☎083－902－2510

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

■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

å1004906

今後の接種券発送時期又は接種開始時期が前倒しに
なる場合は、改めて市ウェブサイト等でお知らせします。

接種券発送 2回目接種日から8カ月経過しても接種券が
届かない人は申請をしてください。

接 種 予 約

接種日は、２回目接種日から8カ月以降の日を
予約してください。

12歳以上の
1、2回目が未接種の人
接種を希望する人は、で
きるだけ令和4年1月末
までの接種をおすすめ
します。
接種場所などは、下記に
問い合わせて下さい。

1月下旬から、2月に２回目接種後
8カ月経過する人へ順次発送

２月から、接種券がお手元に届き
次第（※１）予約可能

●ウェブサイトで申請【厚生労働省のコロナワクチンナビ】
◀「追加接種（3回目）用の接種券
　発行申請」をクリック

●窓口か郵送で申請 下記に問い合わせてください。

２回目の接種を終了している人を対象に追加接種（３回目接種）を開始しています

（2回目接種後に宇部市へ転入した・海外で接種したなど）

1月号12

（※１）

●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

（毎日24時間対応）

情
報
カ
レ
ン
ダ
ー
1
月
１
日
〜 

2
月
５
日

1
月
１
日
〜 

2
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
）

プラネタリウム投影会　!1月9日㈰、16日㈰、23日㈰、30日㈰　各14時～15時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

※令和３年12月15日時点の情報です。


