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2022年4月末日の住民基本台帳より2022年4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5月16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。
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09 

土砂災害特別警戒区域内の
既存建築物に対する支援
小学1年生～中学3年生の
医療費が全員無料になります　など

防災に関するお知らせ 2、3面へ 新型コロナワクチン接種に関するお知らせ ６面へ

姉妹都市カステジョ・デ・ラ・プラーナ市（スペイン）のセラミックタイルを使用したベンチ渡邊祐策翁直筆「共存同栄」レプリカ3階 1階

５月６日、宇部さゆり幼稚園のみなさんとともに新庁舎１期棟オープニングセレモニー・除幕式を行いました。



6月号❷ ❸

サンプル

緊急速報メール（エリアメール）

防災情報の入手方法は複数確保しましょう

避難指示や緊急地震速報、弾道
ミサイル情報などは、携帯事業者
を通じて、緊急速報メールにより
携帯電話・スマートフォンで受け
取れます。

※緊急速報メールを受信できない機種もあり
ますので、お持ちの携帯電話・スマートフォン
が受信できるかどうか確認しておきましょう。
確認方法については、販売店や回線契約をし
ている事業者にお問い合わせください。
なお、受信できない場合は、宇部市の「うべ
メールサービス」や「宇部市LINE公式アカウ
ント」への登録や、民
間事業者のスマート
フォンアプリ（Yahoo!
防災速報）を活用しま
しょう。

うべメールサービス
避難指示や宇部市に発表された警報などの防災
情報をメールで受け取れます。

登録・変更用アドレスにメールを送信し、返信
される登録用メールに従い登録してください。
登録・変更用アドレス　ube@xpressmail.jp

Yahoo!防災速報
ヤフー株式会社が提供するスマートフォンアプリ
を活用して、宇部市の防災情報を受け取れます。

下記専用サイトにアクセスし、画面の指示に
従ってダウンロードしてください。
専用サイトURL　https://emg.yahoo.co.jp/

防災意識啓発ラジオ番組
「ようこそＢＯＵＳＡＩカフェ」

毎週土曜日の13時から、
ＦＭきらら（80.4メガヘルツ）で、
災害に役立つ情報や心構え
などを放送しています。
ぜひ聴いてみてください。

宇部市LINE公式アカウント
避難指示などの防災情報をLINEで受け取れます。

①LINEを起動し、［友だち追加］

②画面の［二次元コード］を選択

固定電話防災
情報配信サービス

携帯電話やスマートフォンをお持ちでない
世帯を対象としたサービスです。宇部市が避
難指示など防災情報を配信すると固定電話
の呼び出し音が鳴り、受話器を取ると防災情
報の音声メッセージを聞くことができます。

防災危機管理課
（☎34－8139）まで
ご連絡ください。

登録
方法

登録
方法

登録
方法

登録方法

②二次元コードを読み取る

LINEで
手軽に防災情報が
得られます

避難指示
　（警戒レベル 4）

00時00分、土砂災害の
危険性が高まっている
ため○○地区の土砂災
害警戒区域に対し避難
指示を発令しました。

土砂災害警戒区域及び
その周辺にお住まいの
方は速やかに避難して
ください。

ココから
入手

■問い合わせ　市民活動課
　☎34－8126
　>22－6016■問い合わせ　下水道整備課　

　☎21－2176　>21－2179

「ネイティブ宇部」の
防災メニュー

災害通報 避難所状況
災害状況を通報 避難所状況など

画像通報

ネイティブ宇部

施設情報
道路・公園・ごみ
の問題を通報

バリアフリー
施設など

TOP メニュー ヘルプ

※イメージ画像

※撮影は身の安全を確保した
　上で行って下さい。

避難所の状況も
チェックできる！災害時

など ダウンロ－ドはこちら

▶iOS版
　App Store

▶Android版
　Google play

å1007738

避難の目安に！

緊急避難場所・
避難所の開設状況・
収容避難人数、

災害通報の状況などを
確認できる！

避難所状況

被災現場を撮影し、
通報できる！

災害通報

宇部市の
アプリ

川の水位を
リアルタイムで
確認できます

玉川（藤山地区）明神川（西宇部地区）
岬明神川（恩田地区） 中川（恩田地区）

増水した河川の
状況を自宅で
安全に確認でき
ます。自主避難・
早めの避難な
どにお役立てく
ださい。

å1016170凡例　警戒水位：河川深さの8割水位
　　　注意水位：河川深さの6割水位

自分が住んでいる地区や、勤務先などの災害リスクを事前に
確認しておきましょう。
ハザードマップは市ウェブサイトで
公開しています。また、防災危機管
理課でも閲覧できます。

大雨などにより危険が迫った場合には、迷わず避難行動をとる必要があります。避難さ
れる際には、下記の感染防止対策にご協力をお願いします。

危険な場所を確認しておきましょう

避難場所の確認もしておきましょう

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた災害時の避難について

市ウェブサイトや防災危機管理課で
確認できます。

確認方法

ハザードマップ

å1009238

詳しくは
こちら▶
å1001256

■問い合わせ　3階  防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

大雨に備えて 大雨により全国各地で毎年のように大きな災害が
発生しています。
災害時に的確な避難行動がとれるよう、日ごろから
の備えが大切です。

指定の緊急避難場所や避難所へ避難する
際に、発熱や咳などの症状がみられる場
合には、事前に地域福祉課（☎34-8325）
へ連絡する（※緊急の場合など、連絡する
時間がないときには、到着時に職員へ速
やかにお知らせください）

いざという時のために、準備や確認をしておくことが大切です。いざという時のために、準備や確認をしておくことが大切です。

緊急安全確保
（市が発令）

命を守るための最善の行動をとる
〈既に災害が発生・切迫している状況〉

全員避難危険な場所から

危険な場所から

その支援者は避難
〈災害発生のおそれがあります〉

高齢者 障がい者

自らのとるべき避難行動を確認
〈気象状況が悪化しています〉

危 

険 

度

大

小

警戒レベル 避難情報等 住民が取るべき行動

5

避難指示
（市が発令）

〈災害発生のおそれが高まっています〉
4

高齢者等避難
（市が発令）3

大雨・洪水注意報
（気象庁が発表）2

1 災害への心構えを高める
〈今後、気象状況が悪化するおそれあり〉

早期注意情報
（気象庁が発表）

警戒レベル４までに、危険な場所から必ず避難

避難情報と求められる行動
災害時、警戒レベル4
「避難指示」が出たら、
必ず危険な場所から
避難してください。
右の図は避難を判断する際の
目安として非常に重要です。い
つでも確認できるようにしてお
きましょう。

安全な親せき、
知人宅への避難を検討

マスクの着用や咳エチケットの実践

避難先では、こまめな手洗い

手洗いできない時は、
手指消毒で清潔に

避難者同士で十分な距離
（概ね2ｍ）を保つ

非常持出品にマスク・体温計・
消毒液・除菌シートを入れておく

市ウェブ
サイト▶
å1001229



å1012683「まちなかに住まい」「まちなかで事業」を
応援します
まちなかで、住宅の新築・増築や店舗の
リニューアルなどをするときに、さまざまな支援制度があります。ぜひご活用ください。
※詳しい要件などは、お問い合わせください。

建築物の新築・増築
家屋、土地の固定資産税相当額を課税初年度から
3年間助成

所有する空き家を解体し、住宅を新築
解体費の3分の1（上限50万円）を補助

空き家を取得し、住宅としてリフォーム
改修費の3分の1（上限100万円）を補助

まちなかでオフィスを開設
支援金の交付

県外からの転入
引っ越しや住宅にかかる費用の一部を助成
子育て世帯（中学生以下の子供がいる世帯）に一律2万円を助成

空き物件を再生（リノベーション）し、事業を行う
改修費の2分の1（上限250万円）を補助

店舗のリニューアル
改修費の2分の1以内（上限50万円）を補助

店舗のバリアフリー化
改修費の3分の2以内を補助
　（外部出入口の改修　上限50万円）
　（トイレの洋式化　上限50万円）
　（車椅子で利用できる多目的トイレの設置　上限100万円）

若者ふりースペース オープン!

利用時間  毎日10時～20時　休日  12月29日～1月3日　
利用対象  中学生、高校生

ボスティ
ビルド３階に

5/4 移転 å1003607

学習スペース

相談員　安藤さん▶

一人で悩まず
気軽に話して
くださいね！

中高生が利用できる「若者ふりースペース」は、勉強する・友達
と過ごす・悩みを相談するなど気軽に立ち寄れ
ゆっくりくつろげる場所です。
受付もあり安心してご利用いただけます！

相談ダイヤル　☎39－5690

月・水・金曜日　
10時～17時45分

相談

東新川
駅

真
締
川

真
締
川

年金
事務所

県総合
庁舎

簡易裁判所

公園

公園

国
合
同
庁
舎

宇部興産

宇部警察署

水道局

神原小学校

保健センター

総合福祉会館

琴芝小学校

男女共同
参画
センター

慶進中学・高等学校

図書館

仁心会
病院

青少年会館

公園ハミングロード新天町

山口大学
医学部附属病院

国際ホテル
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中津瀬神社

宇部郵便局

●
尾中病院

公園

多世代
ふれあいセンター

市役所

ヒストリア
宇部

宇部記念
病院

山口大学医学部

ANAクラウン
プラザホテル

文化会館

渡辺翁記念会館

490

190

190

宇部
新川駅

公園
中央銀天街

●

●

銀天エコプラザ

琴芝
駅

中央バス停

●警察署
琴芝駅

●市役所 ●郵便局 ●青少年会館

490

190

ココ

新天町二丁目3－3 ボスティビルド3階

1

3

の対象地域（中心市街地内）
の対象地域
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4
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6
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フリースペース

■問い合わせ　3階  こども政策課　☎34－8566　>22－6008

❺

■問い合わせ　　～　  4階  中心市街地活性化推進課　☎34－8468　>22－6049
　　　　　　　　 4階  企業立地推進課　☎34－8361　>22－6013
　　　　　　　　 3階  移住定住推進課　☎34－8480　>22－6008

　 4階  商工振興課　☎34－8355　>22－6013
　 1階  障害福祉課　☎34－8314　>22－6052

1

5

6

7

8

4

❺

土砂災害特別警戒区域内の
既存建築物に対する支援

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

6月号❹

å1009206

詳細と対象区域の確認はこちら▶
対象区域の確認は「宇部市土砂災害
ハザードマップ」よりご確認ください。

詳しくはこちら▶

申請
11月30日
まで

がけ（急傾斜地）

特別
警戒
区域

特別
警戒
区域

こんな場所が「土砂災害特別警戒区域」です
がけ崩れ

雨や雪どけ水、地震
などの影響によって、
急激に斜面が
崩れ落ちる
現象

土 石 流
山や川の石・土砂が、
大雨などにより
水と一緒になって
激しく流れ
下る現象

地 滑 り
雨や雪どけ水が
地下にしみこみ、
断続的に斜面が
滑り出す現象

土石流の
おそれがある
渓流特別

警戒
区域

特別
警戒
区域

特別
警戒
区域

特別
警戒
区域

崖の近くなど「土砂災害特別警戒区域」内にある建築物を移転・改修する際、補助金制度があります。
申請は11月30日までです。令和5年度支給分からは事前相談が必要になります。利用計画のある人は、ご相談ください。

▶身体障害者手帳（自分で記入できる方）

土砂災害特別警戒区域内や、2mを超える崖の
上下にあり、擁壁を設けなければならない区域
（下図）にある構造基準に適合していない危険な
住宅を区域外に移転する場合の住宅除去費用

●補助限度額…975,000円／戸

土砂災害に対して安全な構造
になるための、土砂災害特別警
戒区域内にある既存建築物の
改修費用（一部）

●補助金額…改修費の２３％（最大７７万２千円）
●受付期間…１１月３０日㈬まで
　　　　　　（予算の上限に達した場合は、受付終了）

2mを超える

■問い合わせ　選挙管理委員会　☎３４－8451　>22－6069

令和4年度は、任期満了に伴う参議院議員通常選挙（7月）が、令和5年度は統一地方選挙（4月）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、選挙管理委員会に申請してください。

●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（自分で記入できる方）
●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（自分で記入できる方）
●要介護5

▶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

左記郵便等投票が利用できる要件に該当する人
で次の障害がある人は、代理人（※1）に投票用紙
の記載をしてもらうことができます。

（※1）代理人…選挙権がある人※あらかじめ選挙管理委員会に
　　　　　　 届け出る必要があります。

※居室があり、土砂災害特別
　警戒区域の指定前から、
　土砂災害に対する構造基準
　を満たしていない建築物

選挙

移転 改修

■問い合わせ 　3階  建築指導課
　☎34－8434　>22－6013



個人情報保護制度の運用状況

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免

2021
年度 情報公開制度の運用状況2021

年度

▶個人情報取扱業務：883件
▶個人情報の提供申請：110件

▶個人情報の開示請求：29件

承　認：110件
不承認：0件

開示(部分開示含む)：26件
非開示：0件
不存在：3件
取下げ：0件

承認し提供した主な個人情報

令和４年度（令和３年所得分）の
所得課税証明が取得できます。

新庁舎へお越しの際は

６月1日㈬
から

新庁舎北側の立体駐車場に駐車した場合は、駐車券をお持
ちください。庁舎ご利用の場合は、下記に設置の駐車券
割引ライターに差し込み頂くと1時間無料になります。

新庁舎2階以上をご利用の際は、便利な連絡通路をご利用ください！
立体駐車場３階と新庁舎２階をつなぐ連絡通路があります。

6月号❻

市では、「宇部市個人情報保護条例」に基づき、保有する個人情報に
ついて適切に取り扱うとともに、市民の基本的人権を擁護しながら、
制度の適正な運用を図っています。

市では、市民の皆さんに、市政に対する理解と信頼を深めてもらい、
市民参加によるまちづくりを進めるため「宇部市情報公開条例」に
基づき、請求に応じて公文書を公開しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者が、保険料の減免を受けられる場合があります。
詳細はお問合せください。※令和5年3月31日まで

å1004906新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
■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 ※5月16日時点の情報です。

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

3回目接種から５か月経過後接種時期

接種方法

3回目接種から5カ月経過する頃に接種券を郵送します。▶60歳以上

▶基礎疾患などで治療中・入院中の18歳～59歳

国民健康保険

4回目接種がはじまります

3回目接種も対象です
かかりつけ医かお近くの医療機関へご予約ください。

捜査関係事項の照会
生活保護に関する照会
生活環境調査に関する照会
成人式該当者の氏名

宇部警察署ほか
宇部県税事務所ほか
山口保護観察所ほか
自治会

提供内容 提供先

公開請求・公開申し出件数
公開請求（条例の施行日以後に作成した公文書についてのもの）…２８６件
公開申し出（条例の施行日前に作成した公文書についてのもの）…３件

決定状況
全部公開…239（うち公開申し出2）件
部分公開…47（うち公開申し出1）件

公開しなかった主な情報
•特定の個人が識別される個人情報
•法人などに関する情報

主な請求内容
公共工事に関する資料

審査請求件数と処理状況
審査請求件数…１件
認容…１件

※入院中または施設などに入所中の人は、入院（入所）中の医療機関または高齢者施設などにお尋ねください。

6月12日㈰　①9時から　②14時から 6月4日㈯  8時30分から

福祉会館

モデルナ ※12～17歳、10代・20代の男性の3回目接種はファイザーです。

モデルナ

宇部市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）
☎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

市ウェブサイト

å1001833 介護保険 å1001892後期高齢者医療制度 å1001877

《証明書発行窓口》●１階総合窓口
●市民センター　　　　　　　　
●北部総合支所

●１階総合案内　
●市民課窓口　
●保険年金課　
●２階発券機横　
●２階駐車場への
　渡り廊下

来庁不要で手続きOK！
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。

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。

（ご利用の際はマイナンバーカードが必要）

▶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

取得できる証明書
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）

▶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

申請できる証明書

税務署 ５月３０日、新庁舎２階に移転オープンしました！ 食堂 今後建設予定の新庁舎
2期棟に入る予定です。開庁時間　８時３０分～１７時

ポストは
正面玄関入口
横にあります！

コロナ
ワクチンナビ▶

宇部市新型コロナワクチン予約・相談センター
☎0570－003－063　>082－542－1337

連
絡
通
路
▼

新庁舎 立体駐車場

2階 3階

税証明のみ
取得したい場合 ２階で直接発券

２階税窓口でも
取得できます。

■問い合わせ　3階  総務課　☎34－8105　>22－6057■問い合わせ　3階  総務課　☎34－8105　>22－6057

混雑緩和のお願い

もっと便利に！

■問い合わせ
　1階  保険年金課　9番窓口　
　☎34－8287　>22－6019

■問い合わせ
　1階  保険年金課　7番窓口　
　☎34－8343　 >22－6019

■問い合わせ
　1階  高齢者総合支援課　5番窓口
　☎34－8297　>22－6026

駐車券割引
ライター
設置場所

証明書コンビニ交付サービス å1001684 å1013766スマート申請

【１８歳～５９歳で接種対象となる基礎疾患】
●慢性の呼吸器の病気、慢性の心臓病（高血圧を含む）●慢性の腎臓病●慢性の肝臓病（肝硬変等）
●インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病またはほかの病気を併発している糖尿病●血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
●免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
●ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている●免疫の異状に伴う神経疾患や神経筋疾患
●神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）●染色体異常
●重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）●睡眠時無呼吸症候群
●重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療
（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）
●知的障害（療育手帳を所持している場合）※精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所持している人については、
通院または入院をしていない場合も対象となります。
●BMIが30以上の人●新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた人

➡

ウェブ
（受付6月中旬から）

電話

駐車券をお持ちください 立体駐車場連絡通路

❼

日　　時 予約開始

場　　所 ワクチン

接種券は
申請が
必要です

個別接種

3回目接種も対象です集団接種

電
話
予
約

ウ
ェ
ブ
予
約

予約方法

ワクチン

申
請
方
法

3回目接種
接種可能時期は、
2回目接種から5か月
経過後に前倒しと
なりました。

これまでに接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザーまたはモデルナを
接種します。



å1003566

場所 山口県立美術館

場所 ときわ湖水ホール
■問い合わせ　山口県立美術館
　☎083－925－7788　>083－925－7790

■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

●七夕イベント「植物館で星に願いを」
　短冊に願い事を書いて、みんなで笹の葉を彩ろう！
　日時　7月1日㈮～10日㈰  9時～17時
●ラベンダーファンとラベンダースティックづくり
　日時　7月3日㈰  ①10時～12時　②13時30分～15時30分
　費用　800円　定員　各10人（先着順）
　持参品　持ち帰り用の袋、筆記用具、汚れても良い服装
　申込期間　6月８日から　申込方法　電話

ときわミュージアム

ときわ遊園地

●園長とさんぽ
　日時　６月12日㈰  9時35分～10時20分
　　　　6月26日㈰  13時～13時45分
　　　　いずれも9時30分～動物園入口で受付
　定員　10人（当日先着順）
●おはよう！動物ガイド
　日時　6月5日㈰、19日㈰  各9時15分～9時30分
　　　　いずれも9時15分動物園入口集合
　定員　10人（当日先着順）　参加料　100円（別途入園料）
●オウムインコデー特別イベント
　クイズ大会（インコに関するクイズを出題）
　日時　6月12日㈰ 14時から　場所　インコ展示場前
　※6月11日㈯、12日㈰の各13時15分、15時45分のインコ飼育
　　員ガイド終了後に募金を行います
　　（募金をした人にはインコの羽をプレゼント）
●南米カピバラ探検家カピゴン松島ギャラリートーク

　開催中の写真展にあわせ、南米の野生のカピバラのお話などが
　あります
　日時　6月26日㈰　10時30分～12時
　場所　体験学習館モンスタ
　　　　（園内のカピバラも見学するため、入園料が必要です）
　参加料　無料（別途入園料）　定員　20人（先着順）
　申込方法　電話・メール・ファクス
●アルパカ毛刈り
　毛刈りを間近で見れるチャンス！
　日時　６月１８日㈯  １１時から

ときわ動物園

詳しくは　
コチラ▶

❾6月号❽

庵野秀明展

ふしぎの海のナディア展

まちじゅうエヴァンゲリオン第2弾  開催！

å1012652

å1012198

熱中症ゼロへ！要事前申込　6月5日㈰から

イベント情報

「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
企画展「源平から鎌倉へ
　　　　～そのとき防府は～」
●日時　10月2日㈰まで
　　　　9時半～17時
■場所　文化財郷土資料館
■問い合わせ　文化財課
　☎0835－25－2237

山陽小野田市
青年の家プラネタリウム（ミノルタ
MS-10）「ありがとう投映会」
●日時　6月4日㈯、6月19日㈰、
　　　　7月16日㈯、8月27日㈯
　　　　①10時から②13時半から
　　　　各回１時間程度
■場所・問い合わせ
　青年の家天文館　☎76－1688

津和野町
人々の暮らしの詰まった
『旅の絵本』展　第2期展
●日時　6月10日㈮～9月7日㈬
　　　　9時～17時
■場所・問い合わせ　安野光雅
　美術館　☎0856－72－4155

美祢市
芸術村フェスティバル
●日時　6月26日㈰
　　　　10時～15時半
■場所・問い合わせ　秋吉台国際
　芸術村　☎0837－63－0020

企画展
「獅子頭─つながる人と郷土─」
●日時　6月7日㈫～8月7日㈰
　　　　9時～17時
●場所・問い合わせ
　山口市歴史民俗資料館
　☎083－924－7001

山口市

鉄道開業150周年記念特設展示
「日本最初の鉄道開通と井上勝」
●日時　12月4日㈰まで
　　　　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

熱中症は、湿気とともに気温が上昇するこの時期から注意が
必要です。
感染症予防のためにマスクの着用は必要ですが、人のいない
所で適宜外すなど熱がこもらないようにしましょう。

６月分（１０月支給分）の手当から、「児童手当の特例給付におけ
る所得上限」を超える場合は、手当の支給対象外となり支給さ
れません。対象者には、お知らせを送付します。

熱
中
症
予
防
し
よ
う
！

●のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給
●気温と湿度を気にかけ、室内は扇風機やエア
　コンで温度調節
●通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服の
　着用
●屋外で人と２ｍ以上離れている場合、必要に
　応じてマスクを外す
●「熱中症警戒アラート」の活用を

屋内外問わず気をつけて！
※消防庁調べ熱中症の約40％が自宅で発生

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

小学１年生～中学３年生の医療費が
全員無料になります！

å1003557

å1013830

原則 現況届が不要になります

宇部市お茶まつり

所得上限を超える人は、
支給されなくなります

※入院時の食事代など医療保険適用外の
　ものは除く

6月から受給者の現況を市の書類で確認できる場合は、現況届の
提出が原則不要になります。

受給にあたって申請などの手続き不要
●助成開始日　8月1日㈪
●受給者証送付予定日　7月下旬
　※新たに対象となる人には6月下旬にお知らせを送付します
●助成の範囲　加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分

※６月初旬に現況届が届いた人は、提出が必要です。

8月
から

助成の方法
県内の医療機関で受診するときは、
健康保険証とともに医療機関の窓口
に受給者証を提示してください。
県外で受診したときや、受給者証を持参せず診療費を
支払ったときは払い戻しの申請が必要です。領収証・受
給者証・振込口座がわかるものをこども政策課へ提出
してください。

※感染予防対策のため、会場内では手指消毒液の設置と検温を実施し開催します。

日時　６月２６日㈰ 
　　　１０時～１４時３０分（雨天時は１３時３０分まで）
場所　アクトビレッジおの　Pあり

■申込先　ときわ公園課　☎37－2888　>37－2889

無料

ぶちのりパスポート
遊園地の乗り物が1,000円で乗り放題　※荒天の場合は中止
日時　6月19日㈰ 10時～17時　※販売時間は10時～15時

無料

■申込先・問い合わせ　常盤動物園協会
　☎21－3541　>21－5099　info@tokiwa-zoo.jp

　 ～ときわ公園で中南米を旅しよう～
中南米原産の植物や民族衣装、楽器などを展示！
中南米をイメージしたフォトスポットも！！
日時　6月18日㈯～7月18日（月・祝）  9時～17時

植物館入館者には 植物プレゼント

昨年度は特に6月頃から発症者が増加し、市では４～10月に
55人が救急搬送されました。

児童手当

日時　7月8日㈮～9月4日㈰

日時　7月8日㈮～9月4日㈰

日時　7月8日㈮～9月4日㈰
9時～17時※入館16時まで

■問い合わせ　1階  こども政策課　☎３４－８３３０　>２２－６０５１

■問い合わせ　1階  こども政策課　☎３４－８３３２　>２２－６０５１

■問い合わせ　4階  農業振興課　☎34－8564　>22－6013

■問い合わせ　3階  観光交流課　☎34－8353　>22－6083

※園内でご覧いただけますが、混み合う場合
　は人数の制限を行うことがあります。

正解者にはプレゼント！

❾

before after

養育費確保をサポートします！

離婚の際に養育費の取り決めをしておくこと
は、お子様の健やかな成長と生活の安定のた
めにとても大切なことです。
市では、養育費確保の支援として、弁護士に
よる無料法律相談を行っています。

まずはお気軽にご相談ください！

■問い合わせ　1階  こども政策課「ひとり親家庭等相談窓口」
　　　　　　　☎34－8331　>22－6051

新茶・地元野菜・
特産品の販売、
バザー（食べ物）など

詳しくは広報うべ7月号で！
乞う
ご期待！

予告

　日時　7月3日㈰　①10時～12時　②14時～16時
　費用　1,200円　定員　各10人（先着順）
　申込方法　電話　申込期間　6月10日から

世界を旅する植物館リニューアルオープン5周年記念

ラ・ラ・ラ展
テン

●コーヒー「ラテアート体験」

6月18日 オープニングイベント  10時オープン！

先着100
名



!6月5日㈰、18日㈯
各14時から（開場13時半）
#渡辺翁記念会館　
$世界各国で行われる、ジャンル
やプロ・アマを問わないライブコン
サート※要事前申込
&入場無料（全席自由）
{各100人程度（先着順）|*
}文化会館
（☎31－7373、>31－7306）

減塩・野菜の適量摂取ができる家
庭料理向けのかんたんレシピ。
詳しくは市ウェブサイトへ
%市内在住・在勤か県内の高校・
大学・専門学生
|?=郵送
~7月29日まで
_〒755－0033　琴芝町二丁目１
番10号　保健センター「へら塩ベ
ジうべ　かんたんレシピ」募集係
hose@city.ube.yamaguchi.jp" 
（要到達確認）
}健康増進課
（☎31－1777、> 35－6533）
å1005008

①離乳食教室（前期コース）
講話「離乳食の進め方について」
動画「離乳食の作り方」
!6月8日㈬10時半～11時10分
%生後4カ月～8カ月児の保護者
å1003551
②マタニティ・サロン
講話「栄養士と保育士のはなし」
!6月27日㈪13時半～14時10分
%原則妊娠中期（16週）以降の妊
婦と家族
å1003273
{各10人（先着順・要予約）
|=
~①5月25日から　②6月6日から

∑（11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
_}こども支援課
（☎31－1732、>21－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

就労を希望する人は、ぜひ説明会
にご参加ください。
!6月9日㈭、23日㈭、7月14日㈭、
28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）

外来植物の駆除体験と、増やさな
いために出来ることを考えてみま
しょう。
!6月12日㈰、14日㈫9時～11時
#ときわ公園
%県内在住者
{各15人
<軍手、タオル、帽子、飲み物
|*?=†∑（11面）
~6月10日まで
_環境政策課
（☎34－8248、>22－6016）
info-envi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）
https://s-kantan.jp/ube-u/
å1015875

ＡＩ、ＩＣＴなどを活用した、式典を
企画・実施する団体
%民間企業、ＮＰＯ法人、その他
の法人、法人以外の団体で、応募
資格要件を満たすもの
~6月15日～7月12日
_社会教育課
（☎37－2780、>22－6066）
å1015948

常盤通りからときわ公園へ
（約5.5km）
!6月19日㈰9時15分～12時20分
#市役所前集合、ときわ公園解散
{30人（先着順）
<タオル・飲み物
|*?
~6月17日まで
_観光交流課
（☎34－8353、>22－6083）
å1003888

採用試験受験予定者、将来「消
防士」になりたい人、「消防」の職
業に興味がある人へ向けた消防
業務の紹介
!6月26日㈰9時～12時
{40人
|*
~6月20日まで 
_宇部・山陽小野田消防局総務課
（☎21－6112、>31－0119）
å1001363

花いっぱい運動記念ガーデンを彩
る花苗を植え付けます※参加者
に花苗プレゼント
!7月2日㈯9時半～11時
（小雨決行、大雨中止）
#ときわ公園（花いっぱい運動記
念ガーデン）
{30人（先着順）
|*+?
~6月24日まで
_公園緑地課
〒755－8601　常盤町一丁目7－1
（☎34－8485、>22－6050）
å1015964

希少昆虫ヒヌマイトトンボや同じ地
域に生息する昆虫類の観察会
!7月3日㈰10時～12時

#厚東川河口の中川ポンプ場そば
%県内在住者
<汚れてもいい服、タオル、帽子、
飲み物、長靴
|*=∑（11面）
~6月30日まで
_宇部自然保護協会事務局
（®090－3748－4923）　
ramut@oregano.ocn.ne.jp

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
!①7月9日㈯、②11日㈪、
③30日㈯9時～11時45分
#各健診により異なる（有料、先
着順）
|*?†
~①6月9日から②13日から
③30日から
_保健センター
（☎31－1777、>35－6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/
å1004988

歯や歯肉の状態と口腔清掃状態
などのチェックと噛む力・舌の動
き・のみこむ力の確認をする歯科
健診
!6月1日㈬～来年1月31日㈫
#対象の歯科医療機関
%受診券が届いた令和3年度に
75歳に到達か障害認定により後
期高齢者医療制度の被保険者資
格を取得した人と、受診券が届い
ていない希望者
<受診券（桜色）、質問票、後期高
齢者医療被保険者証
}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）

県では、身体障害者の自立と社会
参加を促進することを目的とし、
補助犬受給者を募集。詳しくは市
ウェブサイトへ
{県内１人（選考）
~6月30日まで
_障害福祉課
（☎34－8342、>22－6052）
å1005186

補装具の要否判定、適合判定など
!7月19日㈫15時～16時
#福祉会館
|*?
~6月30日まで
_障害福祉課
（☎34－8314、>22－6052）
å1005195

家庭内の事故の通報や健康相談
を看護師などの専門職員に24時
間365日できる緊急通報装置
%ひとり暮らしの高齢者など
&所得により月額0円～800円
|申請書、登録票、承諾書に必要
事項を記入し、高齢者総合支援
課まで持参
_高齢者総合支援課
（☎34－8302、>22－6026）
å1005380
　

公道の漏水を発見し、通報した人
に粗品を進呈
!6月7日㈫まで
}上水道整備課
（☎21－2406、>21－2172）

令和3年度　総合戦略局を対象
にした定期監査の結果を掲示して
います
!6月15日㈬まで
#市役所、北部総合支所、各市民
センター、万倉・吉部出張所
}監査委員事務局
（☎34－8726、>22－6013）
å1012679

農地の実態把握と遊休農地発生
防止・解消対策、農地の無断転用
防止対策を重点に、農業委員・農
地利用最適化推進委員が現地確
認を行います。
!6月から
}農業委員会事務局
（☎34－8731、>22－6079）

申請手続きを市職員がお手伝い
します
●フジグラン宇部　※予約不要
　!6月19日㈰　
　受付9時半～12時、13時～14時半
　<本人確認書類
　å1014065
●原市民センター　※要予約
　!6月9日㈭、7月5日㈫
●小野ふれあいセンター　※要予約
　!6月13日㈪、7月28日㈭
●厚東市民センター　※要予約
　!6月14日㈫、7月19日㈫
●東岐波ふれあいセンター　※要予約
　!6月16日 ㈭、7月14日㈭
●船木ふれあいセンター　※要予約
　!6月20日㈪、7月26日㈫
●厚南市民センター　※要予約
　!6月21日㈫、7月22日㈮
●二俣瀬ふれあいセンター　※要予約
　!6月27日㈪、7月12日㈫
●西岐波ふれあいセンター　※要予約
　!6月30日㈭、7月21日㈭
!各9時40分～15時{各13人
<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、
自署困難な人は印鑑|*?
~各開設日の2日前まで（土、日、
祝日を除く）
_市民課
（☎34－8264、>22－6017）
å1001630

市内各公園の遊具などの一斉点
検を、宇部市地域の安全づくり連
絡協議会と協働で行います。
遊具の不具合などお気づきの点
があればお知らせください。
!7月初旬～中旬
}公園緑地課
（☎54－2181、>51－2185）

①透析液加温器の対象者が、腎
臓機能障害3級以上から等級制
限なしに変更
②点字図書は点字新聞も対象に
変更
&①原則、購入費用の１割を自己
負担※所得により負担割合が異
なる
②点字翻訳する以前の一般図書
の購入価格相当額を自己負担。デ
ータ版・音声版含む
<身体障害者手帳
|申請書を窓口へ提出
_障害福祉課
（☎34－8314、>22－6052）
å1005196

募　　集

市民ボランティアによる
ガーデンづくり
「花植えイベント」

お知らせ

外来植物を知ろう

てくてくまち歩き

総合集団健診

身体障害者の巡回相談

水道週間の行事

2022音楽の祭日 in うべ

へら塩ベジうべレシピ

Web版子育て関連教室

令和５年二十歳のつどい
（成人式）企画運営団体

宇部・山陽小野田消防組合
採用ガイダンス

後期高齢者医療制度
無料 お口の健康診断

盲導犬・介助犬・聴導犬
受給希望者

ヒヌマイトトンボ
自然観察会

緊急通報装置を
設置しませんか

マイナンバーカードの
出張申請支援窓口開設

監査結果の公表

農地パトロールにご協力を

シルバー人材センター
入会説明会

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

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10言語対応「広報うべ」
デジタルブックで配信中！

公園遊具などを一斉点検
します

日常生活用具の対象者が
変更になりました

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。

∑…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

116月号10

田邉　克己（大阪府吹田市）
株式会社　アモダ（宇部市大字山中）
株式会社　防長スイミングサークル（宇部市西平原）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105,000円

寄付金報告
ご協力ありがとうございました。 

5万円以上の寄付について報告します（4月分、敬称略）

■問い合わせ　3階  財政課　☎34－8174

11



■弁護士相談　!6月15日㈬13時半～15時半　予約受付開始6月2日㈭8時
半～　!7月6日㈬13時半～15時半　予約受付開始6月16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（6月から要予約）　!6月8日㈬9時～11時　予約受付開始
5月26日㈭8時半～　!6月22日㈬9時～11時　予約受付開始6月9日㈭
8時半～　!7月13日㈬9時～11時　予約受付開始6月23日㈭8時半～

　#市役所　{各10人　※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　!6月11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　!6月21日㈫　#市役所　

{4組　~6月14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　!6月16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
■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
　!6月8日㈬、16日㈭、23日㈭各10時～16時、25日㈯13時～16時
　#_ふらっとコミュニティひだまり（☎21－1552）
■若者のための相談ダイヤル（不登校、進路、人間関係など）　!月、水、金
曜日　10時～17時45分　#}若者ふりースペース（新天町二丁目3－3　
ボスティビルド3階）（☎39－5690）
■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。

6月5日㈰ 12日㈰ 19日㈰ 26日㈰ 7月3日㈰

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

金子小児科
上町
☎22－0006

むらかみこども
クリニック
東須恵
☎44－4976

●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。
●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。
●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。

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）
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）
「まちなか保健室」介護・健康相談・体操教室
（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）
「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・スクエアステップ
（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）
行政相談・特設人権相談所（吉部ふれあいセンター　9時半～11時半）
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　13時～15時）
献血・400mL献血限定（宇部市上下水道局　13時～16時）
「まちなか保健室」介護・健康相談・ボッチャ
（多世代ふれあいセンター　11時～15時）
献血・400mL献血限定（宇部興産ビル　9時半～12時、13時15分～16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）
イクメンパパさんいらっしゃ～い（学びの森くすのき　14時半～15時）
献血・400mL献血限定（宇部警察署　9時半～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）
かみしばい（図書館　14時半～15時）

18日㈯
21日㈫
22日㈬

23日㈭
24日㈮

25日㈯

29日㈬
7月1日㈮
2日㈯

定
例
無
料
相
談

宇部市　救急医療情報 検索

å1004887

6月1日㈬

3日㈮
4日㈯

10日㈮

11日㈯

15日㈬

17日㈮

18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。

▷こども（おおむね15歳未満）
▷おとな（おおむね15歳以上）

情
報
カ
レ
ン
ダ
ー
6
月
１
日
〜 

7
月
５
日

6
月
１
日
〜 

7
月
５
日 プラネタリウム投影会　!6月5日㈰、12日㈰、19日㈰、26日㈰

各14時～15時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

6月号12

市役所窓口の時間延長
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

【毎週木曜日19時まで実施中　※祝日除く】


