
No1555

5
月号

2022年

市ウェブサイト

新しいなにかを創る。宇部 にはそんなチカラがあると
思うのです。炭鉱から産業 を発展させた情熱。自然や
生き物を大切にする 気持ち。まちじゅうを
彫 刻 で いっぱい
にしちゃ うアイデ
ア。世界 をあっと
驚 か せ る才能。
それはま るで、創
造 力 に よって新
しいもの をつくり
だす「彫刻」 のよう。こ
の宇部に生きるすべて の人が持つ、ひらめきと
声がひとつになれば、 きっとすごいことができる
はず。もっと暮らしやす いまちにするために、いつ
か帰ってきたくなるまち にするために、誰かが創る
宇部じゃなく、みんなで 創る宇部に。さぁ、ともに
次の100年を創っていこ う。未来を彫刻するまち、
宇部です。

総人口
世帯数
総人口
世帯数

161,184
79,771
161,184
79,771

2022年3月末日の住民基本台帳より2022年3月末日の住民基本台帳より

主な
内容

人口
世帯数 発行

宇部市
〒755－8601常盤町一丁目7番1号 ☎31－4111（代表）
編集   広報広聴課  ☎34－8123  >22－6063　

今月号に掲載の内容は4月14日時点の情報です。新型コロナウイルスの影響により掲載の情報が変更になる場合があります。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。
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共創によるまちづくり
第五次宇部市総合計画・ロゴの紹介
新庁舎窓口のご案内
詐欺に注意　など

>

誰かが創る宇部じゃなく、
みんなで創る宇部に。



5月号❷

å1012517

■問い合わせ　政策企画課　☎34－8113　>22－6063

基本構想

実行計画

R4～R13

前期実行計画
R4～R8

後期実行計画
R9～R13

1
新型コロナウイルス感染症や自然災害などから、市民の生
命や財産を守るため、感染症対策の強化や地域防災力の
向上などの取組を推進します。

安心・安全重
点 暮らし安心・安全プロジェクト

1

企業や地域コミュニティなどの活動において、「新たな日
常」に対応した取組を促進することにより、ポストコロナ社
会に向けた社会経済活動と地域活動への転換を図ります。

2

2重点 たくましい産業育成プロジェクト
未来を支える成長産業の創出・育成や、次代につなぐデジ
タル人材の育成を推進します。1

企業誘致やサテライトオフィスの誘致、起業・創業、地元企
業の経営基盤の強化を支援します。2

強くて稼げる持続可能な農林
水産業への転換を促進するとと
もに、宇部ブランド戦略を推進
します。

3

産業育成

3
妊婦応援都市として、安心して妊娠・出産・子育てができ
る環境の充実を図ります。

重
点 子ども未来応援プロジェクト

1

未来を担う子どもたちに、確かな学力や豊かな感性、夢
に向かってチャレンジする力を育みます。2

4重点 まちの賑わい創出プロジェクト
常盤通りのウォーカブル化や新庁舎2期棟の整備、旧山
口井筒屋宇部店跡地の利活用などにより、賑わい空間の
創出を図ります。

1

多様な主体と連携した
イベントの開催などによ
り、交流を促進し、まち
の活力を高めます。

2

子ども応援

まちの賑わい

計画の期間
●基本構想は令和4年度から令
和13年度までの10年間です。
●実行計画は社会情勢の変化に
対応できるよう、前期（5年間）
と後期（5年間）に分けて策定
します。

計画の内容など詳しくはこちら▶

基本構想

前期実行計画（5年間） 後期実行計画（5年間）

（10年間）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

❸

ひとが輝き　交流ひろがる　わたしたちの宇部
ま　　 ち

～共存同栄の精神を未来につないで～
こころ

市民の皆さんも、ご活用ください！
ロゴ・コピーの使用について詳しく
は、市ウェブサイトをご確認ください。

誰かが創る宇部じゃなく、
みんなで創る宇部に。

「第五次宇部市総合計画」のスタートにあわせ、今後１０年
間のまちづくりへの思いを込めたロゴとコピー（まちづく
りへの思いを表したメッセージ）を作成しました。
市民のみなさんと思い、進む方向を同じくし、新たな未来
への実現に向けて、「共創によるまちづくり」を進めてい
きます。

「共創」という言葉を軸に据え、宇部市に引き継がれてき
た開拓精神と創造力を宇部市の象徴となる「彫刻」と重
ね、共に未来を創造していくための合言葉として「未来を
彫刻するまち」という言葉で表現しました。

■キャッチコピー「未来を彫刻するまち」

未来に向かってまちを切り拓いていく「宇部のエネル
ギー」を表現。彫刻「蟻の城」をイメージした赤色を基本色
とし、「宇部の自然や恵み」を表す緑、「瀬戸内のきらめき、
広い空」を表す青の３色を設定しています。

■ロゴ

表紙（１面）に掲載している文章は、キャッチコピー「未来
を彫刻するまち」に込めた思いを表現したものです。宇部
市が大切にしてきた「共存同栄」の精神（こころ）や宇部市
をイメージする言葉、これまでの歴史、目指すまちの姿を
表しています。
※ショートバージョンもあります。

■「未来を彫刻するまち」に込めた思い

〈重点プロジェクト〉

第五次宇部市総合計画を策定
まちづくりの進め方～市民の皆さんとともに～

今後のまちづくりは、これまでの「協働」を基本とし、市民や企業・団体、教育機関、行政など
の多様な主体が目標設定の段階から連携することで、課題解決に向けて取り組んでいく
「共創」の考え方を基に進めていきます。

å1015560

基本構想に揚げた将来都市像の実現に向け、前期
実行計画の期間内に重点的・先導的に取り組む施
策を重点プロジェクトとして位置づけています。

～共創によるまちづくり～
ロゴとコピーを作成しました。



❺

■問い合わせ　　財産管理課　☎34－8178　>22－6057

■申込先　学びの森くすのき
　　　　　〒757－0216　大字船木361番地6
　　　　　☎67－1277　>67－0691
　　　　　manabinomori-kusu@city.ube.yamaguchi.jp
　　　　　（要到達確認）

新庁舎へ移転する部署の
電話番号・ファクス番号が変更に

委員の募集

5月号❹

意見募集（パブリックコメント） 宇部市　パブリックコメント 検索

å1015589

　水道施設の老朽化や人口減少に伴う収益の減少を踏ま
え、水道事業の経営方針を定めた「宇部市水道事業総合計
画」（案）について意見を募集しています。

●募集期間　5月19日㈭まで
●提 出 先　水道局　総務企画課
　　　　　　☎39－6311　>21－2172
　　　　　　〒755－0022　神原町一丁目8番3号
　　　　　　soumu@ubesuido.jp （要到達確認）

å1015587

下水道事業総合計画（改定版）（案）水道事業総合計画（改定版）（案）
　下水道施設の老朽化や人口減少、厳しい財政見通しを踏
まえ、下水道事業の経営方針を定めた「宇部市下水道事業総
合計画」（案）について意見を募集しています。

●募集期間　5月19日㈭まで
●提 出 先　下水道経営課
　　　　　　☎21－2191　>21－2179
　　　　　　〒755－0022　神原町一丁目8番3号
　　　　　　suisui@city.ube.yamaguchi.jp （要到達確認）

閲覧方法・閲覧場所 市役所、水道局、北部総合支所、
各市民・ふれあいセンター、
市・水道局ウェブサイト

対　　象 市内に居住か通勤・通学している人

※港町庁舎へ移転する部署の電話番号・ファクス番号は変更ありません。

提出方法 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

組織名 電話番号 ファクス番号
観光スポーツ文化部　文化振興課　UBEビエンナーレ推進係
市民環境部　市民活動課　地域支援係
こども未来部　こども政策課　こども政策係
産業経済部　農業振興課　農地活用・担い手係
産業経済部　農業振興課　農産物振興係
教育委員会事務局　学校給食課　給食係

☎34－8562
☎34－8565
☎34－8566
☎34－8563
☎34－8564
☎34－8561

>22－6083
>22－6016
>22－6008

>22－6013

>22－6066

市制施行100周年記念絵本制作委員会 å1015137

宇部市100年の歴史を綴る絵本の制作についての検討を行う委員
の募集です。

応募方法　応募用紙と小論文「ふるさと学習における絵本教材
　　　　　の役割」（1,200字以内）を持参・郵送・FAX・メールの
　　　　　いずれかで提出

宇部市史編さん委員会 å1015137

宇部市の歴史を記録する「宇部市史」に関する協議などを行う委員
の募集です。

応募方法　応募用紙と小論文「今後の自治体史編さんの役割と
　　　　　活用」（1,200字以内）を持参・郵送・FAX・メールの
　　　　　いずれかで提出

●募集人数　各1人
●任　　期　令和4年６月から2年間
●応募資格　市内居住の18歳以上、年3回程度の会議に出席
　　　　　　できる人
●応募期間　5月17日㈫まで【必着】

共
　
　通

意見募集（パブリックコメント）とは

5月6日
から

新庁舎窓口の便利なサービスをご利用ください！

インターネットで窓口の混雑状況
をリアルタイムに確認できるので
待ち時間の目安になります

今までは直接利用する窓口へ行き手続きをしていましたが、
今後は、1 階・2 階税窓口を利用する場合は
まず番号発券機で番号札を発券してください。

新庁舎オープン当初は繁忙期も重なり窓口の混雑が予想されます。
来庁不要で証明書等が取得できるサービスもご活用ください。

NEW

インターネットで手続きの日時指定 窓口予約ができます

混雑状況を
チェックできる

窓口予約ができるNEW

NEW

・おくやみ（死亡時の手続き）
・障害年金の相談・受付
・保育園等の利用に関する相談

発券せずそのまま窓口へお越しください上記以外の窓口を利用する場合

2階待合ロビー２階税窓口を利用する場合

１階総合案内１階窓口を利用する場合

利用する窓口で「　」の番号を順番にご案内します。

全国のコンビニエンスストアなどで証明書を受け取れます。

※予約枠には限りがあります。
※詳しくは市ウェブサイトでご確認ください。

来　庁　前

来庁したら

今までと
変わります

来庁不要で手続きOK！

まずは、番号札を発券

利用する窓口で待つ

1F（総合窓口・福祉相談窓口）

証明書コンビニ交付サービス

●総合窓口（各種証明・住民異動・戸籍届出・墓地受付など）　●マイナンバーカード　
●福祉総合相談　●高齢介護　●障害福祉　●後期高齢者医療　●国民健康保険　
●国民年金　●子ども・子育て

2F（税窓口）
●法人市民税/軽自動車税　●納税　●固定資産税　●個人市県民税

番号札に記載された二次元コードから
メールアドレスをご登録いただくと、
順番が近づいた際にお知らせメールが届きます。

ご利用の際は
マイナンバーカードが必要

å1001684

スマートフォンや自宅のパソコンなどから転出の届出や証明書の申請ができます。
（申請した証明書は自宅に郵送・手数料はクレジットカード決済）

スマート申請 å1013766

■問い合わせ　市民課　☎34－8278　>22－6017

専用サイト▶

窓口予約
サービス▶

画面イメージ

！

å1015729

　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。

１階窓口と２階税窓口では、
職員がシステムを使い、申請内容を
聞き取りながら申請書を作成し、
来庁者の「書く」負担を軽減します。

※一部異なる
　場合も
　あります。

「書かない窓口」を開始します

取得できる証明書 住民票の
写し

印鑑登録
証明書

所得課税
証明書

戸籍
証明書

戸籍附票
の写し

申請できる証明書 転出届 住民票
の写し

印鑑登録
証明書

戸籍
証明書

市税
証明書

順番をメールで
お知らせ



詐欺に注意

■問い合わせ
　●貸館に関すること　高齢者総合支援課　☎34－8302　>22－6026
　●工事に関すること　北部地域振興課　☎67－2812　>67－2158
　●緊急避難場所に関すること
　　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

楠総合センター改修工事に伴う
お知らせ

防災屋外スピーカーの
試験・訓練放送（予定）

å1001210

市職員をかたる不審電話やウクライナ情勢を悪用した詐欺にご注意ください！

市役所職員をかたる不審な電話がかかってきた事例

市役所の職員をかたる男から電話があり、「介護保険料を払い
すぎているのでお返しします」と言われ、ATMに行けば払い
戻しの手続きを受けられるなどの説明を受けた。

訪問販売や電話勧誘販売など特定の販売方法で商品の申し込
みや契約をした場合、一定期間、消費者が自由に契約解除できる
制度です。
※販売方法に指定があり、対象とならない商品・役務もあります。

ア
ド
バ
イ
ス

市では不審電話やうそ電話詐欺などの防犯対策に「警
告メッセージ付き通話録音装置」のモニター制度を実
施しています。詳しくは消費生活センターまでお問い
合わせください。

■番号通知機能・電話番号登録機能や
　留守番電話機能を活用する！
■かかってきた電話にすぐ出ない！
■誰からの電話か分かったうえで折り返し電話をする！

SNSでウクライナへの義援金を募集していた
ので寄付したが、詐欺の可能性があるとわかった事例

ウクライナでロシアの軍事侵攻が激しさを増してきたため、
何か自分にもできないかと思っていたところ、SNSで義援金
を募集していたので、クレジットカード決済で1,000円を募金
した。ところが数日後、SNSに、募金した義援金サイトは偽物
の可能性があると表示された。

ア
ド
バ
イ
ス

今後もウクライナ情勢に関連した様々なパターンの詐
欺が予想されます。十分注意しましょう。

■SNSでの手続きは慎重にする！

不安に感じたり、判断に迷った場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。

■消費者トラブルに遭わないための心得5カ条

■ご存知ですか、クーリング・オフ

全国共通の電話番号で、お住まいの地域の消費生活センター
などの相談窓口をご案内。
※相談は無料ですが、相談窓口につながった時点から通話料金
　がかかります。

■相談は消費者ホットライン「１８８(いやや)」へ！

■消費生活について学んでみませんか

その①　世の中に「うまい話はない」
その②　個人情報はむやみに他人に明かさない
その③　１人で決めずに家族・知人にまず相談
その④　勇気をもって、はっきり言おう「いりません！」
その⑤　簡単に書くな名前、押すな印鑑、じっくり読もう契約書

悪質商法の被害を未然防止する啓発用パネルや、
資料の掲示

（消費生活リーダー養成講座も兼ねています。）
消費者にとって身近なくらしに役立つ知識を身に付
けることを目的とした講座（年5回）。開催時期など
詳細は随時ウェブサイトなどでお知らせします。

■問い合わせ 　宇部市消費生活センター　
　　　　　　　 ☎34－8157　8時30分～17時15分（土・日曜・祝日、年末年始を除く) 　>22－6016

消費生活
パネル展

賢い
消費者
講座

日時　5月9日㈪～20日㈮　 
場所　宇部警察署生活安全ふれあい館　ロビー

å1001388

å1003567

❼5月号❻

住宅などの安全・安心を支援します

福祉医療費受給者証（通称：カクフク）の手続きを

å1002203 å1015256

å1009204

市内の事業者が施工する在宅ワークスペースの確保や、健康・
省エネ住宅に資するリフォーム工事などの一部を補助します。

住宅の耐震化を進めるため、旧耐震基準（昭和56年5月31日以前）
で着工された一戸建て木造住宅について、

●対　　象　Aの工事費５万円以上（税抜）
　　　　　　ＡとＢを併せて行うリフォーム工事 
　　　　　　※Bのみの工事の場合は補助対象外
　　　　　　※令和5年1月31日までに完了報告書を提出できる工事
●補助金額　対象工事費の1/2 (上限15万円)

•在宅ワークスペースの確保　•接触の低減
•衛生環境・換気に配慮するための改修工事
•その他「新しい生活様式の取り組み」と認められる工事

A「新型コロナウイルス感染症対応工事」

•断熱ユニットバス、屋根・外壁の断熱化、太陽光発電設備など
B「健康・省エネ住宅に資するリフォーム工事」

建築物の耐震化を進めるため、旧耐震基準（昭和56年5月31日
以前）で着工された多数利用建築物（一定規模以上の幼稚園・
保育所・病院など）の耐震診断に係る費用の一部を補助します。
●補助金額　診断費用の2/3（上限100万円）

å1009207

地震発生時におけるブロック塀などの倒壊による被害を未然に
防止するため、道路など（国・県・市道など）に面し高さが0.8mを
超える、倒壊の危険性の高いブロック塀などの撤去を行う工事
に対して費用の一部を補助します。
●補助金額　撤去費用の2/3（上限10万円）

受付
期間

手続きが必要な人には更新のご案内を郵送しますので、早めに手続きをしてください。
▷有効期限　6月末まで（重度心身障害者医療）　
　　　　　　7月末まで（ひとり親家庭医療・乳幼児医療・子ども医療）

所得制限などにより、交付を受けること
ができない場合もありますので、詳細は
お問い合わせください。

老朽化のため、北部総合支所移転先である楠総合センターの改修工事を
行います。それに伴い、工事期間中のご利用について変更します。

災害時の情報伝達を確実に行うための全国瞬時警報システム
（Jアラート）を用いた全国一斉の試験放送などを下記日程で行
います。

5月18日㈬ 11時頃 第１回全国瞬時警報システム（Jアラート）
全国一斉情報伝達試験

6月15日㈬ 10時頃 第1回緊急地震速報訓練

8月10日㈬ 11時頃 第2回全国瞬時警報システム（Jアラート）
全国一斉情報伝達試験

11月16日㈬ 11時頃 第3回全国瞬時警報システム（Jアラート）
全国一斉情報伝達試験

令和5年
2月15日㈬ 

11時頃 第4回全国瞬時警報システム（Jアラート）
全国一斉情報伝達試験

11月2日㈬ 10時頃 第2回緊急地震速報訓練

　福祉医療費受給者証の交付を受けると、医療保険での自己負担額が無料となります。

受給者証を持っている人 有効期限が近づいています 新規の申請 随時受け付けています

重度心身障害者医療
▶対　象　者　次のいずれかに該当する人
　① 身体障害者手帳（１～３級）の交付を受けている
　② 療育手帳「Ａ」の交付を受けている
　③ 精神障害者保健福祉手帳（１級）の交付を受けている
　④ １級の障害年金または特別障害給付金を受けている
　⑤ １級の特別児童扶養手当を受けている
　⑥ ①～⑤と同程度の障害があると県が認定している
▶所 得 制 限　本人の所得が一定額以下であること
▶一部負担金　無料

▶対　象　者　小学校就学前の児童
▶所 得 制 限　なし
▶一部負担金　無料

ひとり親家庭医療
▶対　象　者　次のいずれかに該当する人
　① 高校生以下の児童を養育する、ひとり親家庭などの父また
　　 は母と児童
　②  父母のいない高校生以下の児童

　　
▶所 得 制 限　市民税所得割非課税世帯であること
▶一部負担金　無料

▶対　象　者　小学1年生から中学3年生の児童
▶所 得 制 限　父母の市民税所得割額の合計が
　　　　　　　一定額以下であること

▶一部負担金　無料　※入院時の食事代など、医療保険適用
　　　　　　　　　　　外の費用は無料とはなりません。

（　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　   ）定時制高校や通信制高校などに在学中は延長できる
場合あり

■問い合わせ
 　重度心身障害者医療▶障害福祉課　☎34－8314　>22－6052
　ひとり親家庭医療、乳幼児医療・子ども医療
　　　　　　　 　▶こども政策課　☎34－8332　>22－6051

貸館利用
　（ルネッサンスホール）
　（会議室、栄養実習室）
緊急避難場所及び避難所
福祉なんでも相談窓口
楠地区社会福祉協議会

5月末で休止
６月末で休止
６月３０日付けで指定取消
９月から楠庁舎第３庁舎１階へ仮移転
９月から楠庁舎第３庁舎２階へ仮移転

　※くすのき商工会は、工事期間中も業務継続します。

工事期間　令和４年９月から令和５年９月（予定）まで

■問い合わせ
　防災危機管理課　☎34－8139　 >29－4266

å1005141 å1003564

å1003566

乳幼児医療

子ども医療

令和4年8月から所得制限がなくなります。
対象の人には6月下旬にお知らせを送付
します。

 ●新しい生活様式に対応した住宅リフォーム
　補助金
1

●耐震診断の診断員を無料で派遣　●改修工事費の一部を補助
●除却後、居住誘導区域内に住み替える場合、除却工事費の一部
　を補助します。

2

4

3

●補助金額　●改修費用の80％（上限100万円）
　　　　　　●補助額：除却工事費の23％（上限50万円）4

3

 木造住宅の
●耐震診断●改修費用●除却の補助2 3 4

 ●建築物の耐震診断費用の補助5

●ブロック塀など撤去補助6

■問い合わせ
　●●●●
　　〈5月8日まで〉建築指導課　☎34－8434　>22－6013
　　〈5月9日から〉住宅政策課　☎34－8252　>22－6049　　
　●●建築指導課　☎34－8434　>22－6013

321

65

4

●5月23日㈪～11月30日㈬
●●●●●5月16日㈪～11月30日㈬
※予算上限に達し次第、受付終了

1

32 4 65



å1004637

å1001840

å1001616

「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「大江広元-
鎌倉殿を支えた毛利氏の祖-」
●日時　5月29日㈰まで
　　　　9時～17時
■場所・問い合わせ　毛利博物館
　☎0835－22－0001

山陽小野田市
常設展示特設コーナー 10分で
わかる山陽小野田市の歴史
●日時　6月7日㈫まで
　　　　9時～16時半
■場所・問い合わせ
　山陽小野田市歴史民俗資料館
　☎83－5600

津和野町
人々の暮らしの詰まった
「旅の絵本」展　第1期
●日時　6月8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
ガムラン公演「花のみち」
～マルガサリの秋吉台～
●日時　5月28日㈯　17時から
■場所・問い合わせ
　秋吉台国際芸術村
　☎0837－63－0020

企画展「山頭火と小郡農学校」
●日時　5月22日㈰まで
　　　　9時～17時
●場所・問い合わせ
　山口市小郡文化資料館
　☎083－973－7071

山口市

新橋～横浜間鉄道開業150年事
業　萩駅舎に常設展示コーナー
●日時　5月3日（火・祝）～12月4日㈰
　　　　9時～17時
■場所　JR萩駅舎内
■問い合わせ　萩市観光課
　☎0838－25－3139

萩市

「本人通知制度」の登録をお願いします

■申込先　市民課　☎34－8243　>22－6017

●手続窓口　市民課、北部総合支所、各市民センター
●オンライン申請(本人、同一世帯員のみ申請可能)
　「うべ電子申請サービス」https://s-kanatan.jp/ube-u/
●手続きに必要なもの
　①手続きをする人の本人確認書類
　　（運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど）
　②手続きをする人が法定代理人の場合は、①の書類と戸籍謄本
　　などの資格を証明する書類
　③手続きをする人が任意代理人の場合は、①の書類と委任状(原本)

　「本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍証明書など
を第三者などに交付した場合に、本人にその事実を郵送

でお知らせする制度です。
　交付の事実を速やかに本人にお知らせすることで、個人情報の不
正取得の早期発見や防止につながります。
　同一世帯の一括登録やオンライン申請もできます。

■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（5月4日を除く）、5月9日

●マカクウィーク特別イベント
　ときわ動物園のマカク属のサルについてのパネル展示や特別ガイド
　日時　５月1日㈰～8日㈰
●バードウィーク　ときわ公園の野鳥観察会
　ときわ公園を散策しながら初夏の野鳥を観察します
　日時　5月14日㈯ 9時30分～11時30分
　場所　ときわ公園正面入口集合　定員　20人（要事前申込）
●バードウィーク　鳥になりきっちゃおう！
　紙製の鳥ぼうしに色を塗って鳥になりきろう
　日時　5月15日㈰ 13時30分～15時30分
　場所　体験学習館モンスタ　定員　20人（当日先着順）
●園長とさんぽ
　日時　5月8日㈰ 9時35分～10時20分
　　　　5月22日㈰ 13時～13時45分
　　　　各9時30分から動物園入口で受付、10人（当日先着順）
●おはよう！動物ガイド
　日時　5月1日㈰、15日㈰ 各9時15分
　参加料　100円（別途入園料）
　場所　動物園入口集合　定員　10人（当日先着順）
●カピバラ写真展
　「湿原・大河・牧場。そして街中！？南米カピバラの日常」
　南米カピバラ探検家カピゴン松島さんの写真展
　日時　5月22日㈰～7月3日㈰ 9時30分～17時
　場所　体験学習館モンスタ
●世界カワウソの日　特別イベント
　5月25日㈬の世界カワウソの日にあわせて、特別ガイドなどを行
　います
　日時　5月21日㈯、22日㈰

ときわ動物園
●バラ講習会
　日時　5月21日㈯ 10時～11時30分
　費用　500円（年間パスポート所有者は200円）
　定員　10人程度
　持参品　筆記用具
　　　　　（天候により、飲み物や帽子など暑さ対策の出来るもの）
●虫除けスプレーと虫刺され用軟膏づくり
　日時　6月5日㈰ ①10時～12時 ②13時30分～15時30分
　費用　1,000円　定員　各回10人
　持参品　持ち帰り用の袋、筆記用具、汚れても良い服装
●多年草講習会
　日時　6月4日㈯ 10時30分～11時50分
　費用　500円（年間パスポート所有者は200円）
　定員　10人程度　持参品　筆記用具
●～バラ旅～　特別ガイド
　日時　5月21日㈯ 14時～14時30分
　費用　植物館入館料
　定員　10人程度
　持参品　筆記用具

●第29回UBEビエンナーレ実物制作指定作品紹介展
　日時　6月19日㈰まで 10時～16時
　　※会期中「ＵＢＥビエンナーレ60年史　彫刻のまち」
　　　(2,000円税抜)を販売

ときわミュージアム

ときわ湖水ホール アートギャラリー

詳しくはときわ公園ウェブサイト

詳しくは
コチラ

■申込先・問い合わせ
　ときわ動物園　☎21－3541　>21－5099

■申込先・問い合わせ
　ときわミュージアム　☎37－2888　>37－2889

■申込先・問い合わせ　文化振興課　☎34－8562

❾5月号❽

市政情報出前講座

・災害に備えて
・みんなちがって、みんないい
・SDGs未来都市としての取り組み
・終活を行うために
　　　知っておきたいこと
・高齢者や障害者の
　　　　虐待を防ぎましょう
・だまされないぞ！悪質商法
・自主防災活動

令和3年度の人気講座
　市政に対する理解と関心を深めてもらい、皆さんとの協働によって、よりよいまちづくりを進める
ため、市職員が地域に出向き、市の制度や計画などについて説明します。
●対　　象　10人以上の市民で構成する団体など
●日　　時　開催を希望する日　※土・日曜、祝日の開催可　9時～21時の2時間以内
●場　　所　市内で申込者が確保
●申込方法　開催希望日の3カ月前から２週間前までに、郵送、FAXで各講座担当課に申込書を
　　　　　　提出してください。
　　　　　　申込書と講座メニュー表は、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

令和３年度実施状況（3月末現在） 実施件数　108件　延べ参加者　3,973人

■問い合わせ　市民活動課　☎34－8126　>22－6016

å1008925職員募集

交通局
職員募集

要事前申込　5月11日㈬から

要事前申込　5月23日㈪から

要事前申込　5月18日㈬から

市長室見学会を
開催しました

宇部市職員募集パンフレット
をWEBで公開中！

■問い合わせ　保険年金課　☎34－8287　>22－6019

倒産、解雇、雇い止めなどによる離職者は、国民健康保険料を軽減します

●持参するもの
　　雇用保険受給資格者証、国民健康保険証
　　マイナンバーカード

●申請場所　保険年金課、各市民センター、北部総合支所

●対象　離職日に６５歳未満で、雇用保険受給資格者証が次の要件
　　　　を全て満たす人
　　　　▷受給資格者証に□、□の記載がない
　　　　　（□高年齢受給資格者証、□特例受給資格者証）
　　　　▷船員保険でない
　　　　▷離職理由コードが、
　　　　　11、12、21、22、23、31、32、33のいずれかである

軽減期間 離職の翌日の属する月から翌年度末まで

高
高

特
特 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）持っていない人はマイナンバーがわかる

ものと運転免許証などの本人確認書類

イベント情報

ようこそ市長室へ！

公募で選ばれた、小学1年生～中学1年生までの20
人の子どもたちが市長室見学会に参加してくれまし
た。市長室や議場、市長記者会見場を見学し、市長の
仕事紹介や山口宇部ふれあい公園の大型遊具設置に
関する取り組みなどをお話ししました。

4月2日
土

市職員採用セミナーを開催
●日　　時　５月28日㈯、29日㈰
　　　　　　午前の部▷9時から　午後の部▷13時20分から　
●場　　所　市役所
●内　　容　令和４年度職員採用上級試験（大卒程度）の
　　　　　　スケジュール、募集予定人数、勤務条件などの説明、
　　　　　　新庁舎案内、職員との対談　など
※初級（高卒程度）試験などを対象とした採用セミナーについては8月に実施する予定です（詳細は市ウェブサイトなどでお知らせします）

※初級、中級（保育士経験者枠）などについは広報うべ8月号にてお知らせします

●対　　象　採用試験を受験予定の人、大学・高校等の就職
　　　　　　担当者など
●申込期限　5月20日
●定　　員　各回20人程度（先着順）
●申込方法　うべ電子申請サービスで申し込み
　　　　　　https://s-kantan.jp/ube-u/　

■問い合わせ　職員課　☎34－8839　>22－0686

桜染
ワークショップ
あります！

ときわ公園の桜で
てぬぐいを染めます

インスタグラム
でも情報発信中！

職　　種 申　込　先

行政、土木、建築
行政、社会福祉士
保育士

上級（社会人経験者枠）

中級（短大卒業程度）

職員課　
☎34－8839　
>22－0686

詳細はコチラ

上級（大学卒業程度）

職　　種 申　込　先

事務補助員、バス運転士
運行管理者、営業所販売員

会計年度任用職員
交通局　
☎31－1133　
>22－1772

詳細は
コチラ

パンフ
レット
公開中



ボランティア団体によるお子さん
向けの読み聞かせ、人形劇、紙芝
居、腹話術、手品など。10時からミ
ニマルシェも同時開催。
!5月21日㈯14時～16時
#図書館{50人程度（先着順）
}図書館（☎21－1966、>21－
3801）å1012419

雑誌のリユース、絵本の読み聞か
せ、フルートミニコンサート、本の装
備体験、工作教室など楽しいイベ
ントたくさん！
!5月21日㈯
}学びの森くすのき（☎67－
1277、>67－0691）å1015118

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
ス感染状況により、オンライン開催
になる場合があります。
!5月11日㈬～7月13日㈬19時～
21時※5月11日の講座でクラス分
けします※事前申込不要。受講は
随時受付
#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）
}観光交流課（☎34－8136、>22
－6083）å1007280

講話「離乳食の進め方について」
動画「離乳食の作り方」
!5月11日㈬10時半～11時10分
%生後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~4月27日か
ら受付中_}こども支援課（☎31
－1732、> 21－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）å1003551

講話「保育士・保健師・栄養士の
はなし」
!5月23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）
|*?~5月6日から
_こども支援課（☎31－1732、
>21－6020）å1003273

草江駅、ターミナル展望台、薔薇
園（約2km）
!5月14日㈯9時半～12時
#山口宇部ふれあい公園駐車場
{30人（先着順）
<タオル・飲み物
|*?~5月13日まで
_観光交流課（☎34－8353、>22
－6083）å1003888

3～10人でチームを組み「ボッチ
ャ」を楽しもう
!5月29日㈰12時半～15時40分
#パルセンター
{32チーム
|応募専用フォーム
https://forms.gle/MZCtn7dTF5w2
SphBA
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
~5月19日まで（受付時間 平日9
時～17時） 
}D-SHiPS32（®090－4322－
4440）［森田］å1014283

障害者の雇用と就労を支援する
「宇部市障害者就労支援ネットワ
ーク会議」のサポーターを募集。
特典として、サポーターの名称を
公表。

&協賛金額：個人…１口2,000円、
法人・団体…１口10,000円から
%県民、県内に本店・支店・営業
所がある法人など
|申込先・市ウェブサイトに設置
の申込書を提出
~5月2日～6月30日※期限以降も
随時申込可 
_光栄会障害者就業・生活支援
センター　〒755－0029　新天町
一丁目2番32号（☎39－5357、
>39－5359）
syuugyo@koueikai.or.jp
å1005294

ふるさと納税のお礼の品をご提供
いただく応援事業者と新規で参加
を検討する事業者向けの説明会
!5月26日㈭10時～11時、15時～
16時
#市役所・オンライン
{30人程度
<筆記用具、名刺
|*?=~5月23日まで
_移住定住推進課（☎34－8168、
>22－6083）
iju@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）å1015742

美しい瀬戸内海を守るために東
岐波・西岐波海岸の清掃活動をし
ます
!6月12日㈰9時～11時
#東岐波・西岐波海岸（開会式は
東岐波体育広場と白土海水浴場）
<怪我をしないような服装（軍手、
運動靴、帽子）
|*?団体名、人数、代表者連絡
先~団体での参加は5月27日まで
_商工振興課（☎34－8379、>22
－6013）å1015920

聴覚障害者などに話の内容を伝
える要約筆記者を養成する講座
（手書きコース・パソコンコース）
!6月19日～12月11日の日曜日
（10時～17時）（全24回）（8月14
日、11月6日を除く）
&3,670円（テキスト代）

{20人程度
<パソコンコースはノートパソコン
（Windows8以上）、LANケーブル
|申込書と返信用封筒（長形3号
の封筒に94円切手を貼付し、宛名
に住所・氏名を記入）を同封の上、
郵送~6月6日［必着］　
#_県聴覚障害者情報センター
〒747－1221　山口市鋳銭司南原
2364－1（☎083－985－0611、
>083－985－0613）
h t t p s : / / w w w . c - a b l e . n e . j p /～
lookym33/

個人の体力などに合わせた「有酸
素運動」と「筋力トレーニング」を
実施※時間・定員は問い合わせを
!7月から
●教室型#保健センター、宇部西
リハビリテーション病院、ココラン
ド、ボスティビルド、フィットネスクラ
ブハバック、ユーピーアールスタジ
アム
●個人参加型#カーブス
%はつらつ健幸ポイント参加者で、
市内在住か在勤の40歳以上、医
師から運動制限をされていない人
&2,000円/月
<運動できる服装、室内運動シュ
ーズ、水分|*?
~5月13日～6月20日
_健康増進課　
（☎31－1777、>35－6533）
hose@city.ube.yamaguchi.jp（要
到達確認）å1005085

▷規格：縦92mm×横173mm、モノ
クロ
▷配布枚数：
偶数月に市東部約40,000枚
奇数月に市西部約40,000枚
!1期（2カ月）か半期（1カ月）単位
&1期330,000円※半期は半額
~期により異なる
_水道局営業課（☎21－2295、
>21－2172）
https://ubesuido.jp

「保育現場での就労の不安を取り
除くため、保育園などで1日3時間
程度の就労体験を3～5日間実施
%保育士資格取得者で保育現場
への復職希望者か勤務未経験者
|申請書を提出。申請書は市役所
に設置のほか市ウェブサイトに掲載
_保育幼稚園課（☎34－8328、
>22－6051）å1003707

申込書と一覧表を5月2日から配
布!5月20日～31日［消印有効］
}県施設管理財団宇部支所
（☎37－0878、>35－0233）

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（申込先に設置、市ウェ
ブサイトに掲載）を提出
~5月31日まで
_道路整備課道路現場事務所
（☎21－2348、>34－3050）
å1002286、1002287

令和3年度　教育委員会（小学
校・中学校）を対象にした定期監
査の結果を掲示しています。
!5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）å1012679

差別や暴行・虐待を受けた、セク
ハラ・パワハラを受けた、いじめ・体
罰を受けた、名誉・プライバシーを
侵害されたなど、人権問題全般に
ついて、人権擁護委員が相談に応
じます。
!6月1日㈬9時半～12時#市役所
}山口地方法務局宇部支局
（☎21－7211、案内番号［3］）

身体障害などで一定の要件に該
当する場合、軽自動車税（種別
割）を減免。また、障害のある人が
利用するための仕様（車椅子の昇
降装置など）を持つ車に対する減
免制度もあり。（事業用の車は除
く）減免を受けるには手続きが必
要。納税通知書が届いたらお問い
合わせを。
~5月31日まで
}市民税課（☎34－8197、>22－
6014）

▷市の子育てサービスにはどんな
ものがあるのか？▷保育園に入園
するにはどうしたらいいのかなど、
子育ての悩みに応じて情報提供
や悩み解決までのアフターフォロ
ーなど保育コンシェルジュが丁寧
にお応えします。オンライン相談も
受付（要事前申込）
!平日9時～17時
_保育幼稚園課（☎34－8328、
>22－6051）å1003671

就職支援金として10万円を交付
※書類審査あり
%▷保育士資格取得見込み、また
は令和4年度保育士試験合格者
▷保育士養成機関を来年3月卒業
見込み▷市内の私立保育園など
に就職が内定し、常勤保育士とし
て2年以上継続して勤務する人
{17人~12月1日から
}保育幼稚園課（☎34－8328、
>22－6051）å1012300

対象者には受診券を4月中旬に送
付しています※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）

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、特定健康診査※要
事前予約!①6月6日㈪②11日㈯
9時～11時45分
#各健診により異なる（有料・先
着順）|*?†
~①5月6日から②5月11日から

_保健センター（☎31－1777、
>35－6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/
å1004988

▷検査内容：特定健康診査の検査
項目、MRI（頭部）、MRA（頭部・頸
部）、認知機能検査など▷実施医
療機関はお問い合わせを
!来年3月31日まで
%今年度中に40～74歳になる国
民健康保険の被保険者で、令和
2・3年度に脳ドックを受診してない
人※脳ドックを受診する人は特定
健康診査を受診できません。ペー
スメーカー装着者や入れ墨を入
れている人などは、予約時に医療
機関へ要相談。
&10,000円{400人（先着順）
~来年1月13日まで
_保険年金課（☎34－8338、> 
22－6019）、北部総合支所、各市
民センターå1004986

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）

募　　集

お知らせ

マタニティ・サロン

てくてくまち歩き

要約筆記者養成講座

保育士トライアル制度

県営住宅入居者

監査結果の公表

学びの森くすのき祭り

みんなおいでよ図書館
こども春まつり

うべ障害者就労
ネットサポーター

応援事業者向け
ふるさと納税説明会

市道の草刈り作業を行う
団体（うべみちサポート）

あなたにぴったりの
個別運動プログラム

水道メーター検針票の
広告掲載事業者

「リフレッシュ瀬戸内」
海岸清掃

保育・育児の悩みに
お応えします

市内に就職する新卒保育士
などへ助成金を交付

国民健康保険　
脳ドック

山口自死遺族の集い 
クローバー

「特設人権相談所」を開設

障害のある人や福祉車両の
軽自動車税（種別割）の減免

外国人のための
日本語講座（春期）

Web版 離乳食教室
（後期コース）

第１回 山口県民
パラスポーツ大会

全国健康保険協会の
特定健診

総合集団健診

å1006692

SNSで市長の活動報告を配信中！SNSで市長の活動報告を配信中！

催　　し
お出かけの際は、感染対策をしっかりしましょう。

寄付金報告
福重　正（大阪府吹田市）
宇部工業株式会社（宇部市大字妻崎開作）
サンエイ興産株式会社　アイフルホーム宇部店
　　　　　　　　　　　（宇部市大字東須恵）
太陽石油株式会社（東京都千代田区）

SIS株式会社（宇部市明神町）
戎屋宇部店（宇部市中央町）
株式会社広島企業　宇部テクノリサイクルセンター
　　　　　　　　　　　　　　（宇部市大字山中）

5万円以上の寄付について報告します（3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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103,000円
・・・・・・・・・・1,000,000円

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110,000円

・・・・50,000円

∑…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

115月号10

英会話倶楽部　Red Leaf Circle
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&月額3,000円{両クラスで合計5人
|=氏名、電話番号、見学希望日
_英会話倶楽部　Red Leaf Circle （nob.3360k@gmail.com）

市民の掲示板 詳細は_に問い合わせてください



■弁護士相談　!5月6日㈮13時半～15時半　予約受付開始4月21日㈭8時半
～　!5月18日㈬13時半～15時半　予約受付開始5月9日㈪8時半～　

　!6月1日㈬13時半～15時半　予約受付開始5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　!5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）
■行政書士会の遺言・相続相談　!5月14日㈯9時半～11時半　
　#福祉会館　※要予約　{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　!5月17日㈫　#市役所
　{4組　~5月10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）
■犯罪被害（交通犯罪含む）に関する相談　!5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　!5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　~5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
　!5月6日㈮・19日㈭各10時～16時、15日㈰・21日㈯各13時～16時
　#_ふらっとコミュニティひだまり（☎21－1552）
■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。

5月8日㈰ 15日㈰ 22日㈰ 29日㈰ 6月5日㈰

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

●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献血限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
献血・400mL献血限定（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）
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）
献血・400mL献血限定（山口合同ガス㈱宇部支店　9時～10時半）
献血・400mL献血限定（宇部地方合同庁舎　11時半～13時）
献血・400mL献血限定（市役所　10時～12時、13時15分～16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）
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）
献血・400mL献血限定（宇部興産海運㈱　13時45分～16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）
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献血限定（日立建設㈱　9時半～12時）
献血・400mL献血限定（ゆめタウン宇部　14時～16時半）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～16時）
行政相談（福祉会館　9時～12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）
かみしばい（図書館　14時半～15時）

18日㈬
21日㈯

22日㈰
25日㈬
28日㈯

6月4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。

5月1日㈰
4日（水・祝）
6日㈮
7日㈯

11日㈬

13日㈮
14日㈯

17日㈫

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。※5月1日・3日～5日の当番医は広報うべ4月号に掲載済みです。

▷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）

●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。

情
報
カ
レ
ン
ダ
ー
5
月
１
日
〜 

6
月
５
日

5
月
１
日
〜 

6
月
５
日

プラネタリウム投影会　!5月1日㈰、8日㈰、15日㈰、22日㈰、29日㈰　
各14時～15時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

■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

3回目接種は、2回目接種から
6カ月経過すれば接種できます。

ワクチンの副反応や有効性・安全性に関する相談【24時間薬剤師が対応】ワクチン接種専門相談センター　☎083－902－2277　>083－902－2212

5月号12

モデルナ（予定）※12歳～17歳はファイザーを接種します。

かかりつけ医かお近くの医療機関へご予約ください。個
別
接
種

å1004906

ワクチン

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

※4月14日時点の情報です。

接種を希望する人は、ワクチンの種類
に関わらずなるべく早い接種をご検討
ください。

集
団
接
種  

３
回
目
接
種

市ウェブ
サイト☎0570－003－063　>082－542－1337

※FAXは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のみ

新型コロナワクチン予約・相談センター
（月～土曜8時30分～17時15分  ※日曜・祝日除く）

日時 予約開始 5月21日㈯8時30分から

追加接種の接種券が届いている18歳以上の人 ワクチン モデルナ（予定）
場所

予約
方法

ときわ湖水ホール

電話予約 ウェブ予約
対象

5月29日㈰  午前  9時～　午後  14時～

対象となる人には、接種券を発送
しています。

市役所窓口の
時間延長

【毎週木曜日19時まで実施中　※祝日除く】住民票、印鑑証明書、戸籍謄・抄本 発行／住所異動 手続き／所得証明書 発行／児童手当、児童扶養手当、
福祉医療費助成、養育医療／保育園入園、保育料 手続き／国民健康保険 手続き／保険料納付・相談／市税納付・相談

12～17歳の人も3回目の接種を
受けられるようになりました。

※一時的に接種を休止している医療機関があります。詳細は市ウェブサイトでご確認いただくか、
　新型コロナウイルス感染症医療対策室へお問い合わせください。

5歳から11歳の人の1・2回目接種は、個別接種で行っています。
まずはかかりつけ小児科にご相談ください。


