
今月号に掲載の内容は7月7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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みんなで選んだ大型遊具は、
きっと笑顔で、ずっと楽しい。
子どもたちが安心して楽しく笑顔になれる遊具を、

山口宇部空港に創ることになりました。

どれも素敵な3案の遊具から、今年4月、人気投票を行うことに。

投票をしてくれたのは、子どもたちとそのご家族・先生など。

どれにしようかと選ぶ子どもたちの眼差しは、

宇部市の未来を明るく照らす光のようにきらきらと輝いていました。

来年春、山口宇部ふれあい公園に大型遊具が登場します。

02 インクルーシブ大型遊具　 03 子育てひろば　 04 イベント　 08/09 人事行政運営状況　

介護保険料についての大切なお知らせは11面へ
写真／大型遊具のパネルを見て選んでいる保育園の子どもたち

COMMUNICATION NEWS LETTER

誰かが創る宇部じゃなく、みんなで創る宇部に。



リモート講演「輝きを取り戻す
“発達障がい”と呼ばれる子どもたち」 

「じゃぶスポ」くろいし

予約方法
予約LINEアプリ

開催中！

じゃぶじゃぶ池

空港利用者
専用駐車場

草江駅

既存
駐車場

山口宇部空港
ターミナル

P P

P

人気投票第1位！

子どもたちの

インクルーシブ（inclusive）遊具とは？

県内初！

66台→
無料駐車場拡大！

133台に！
令
和
5
年
春

工事中はご迷惑をおかけすることもあると思いますが、
ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

令和5年春

大型遊具
設置箇所

「宇部の緑と花を守り隊」
インクルーシブ大型遊具も担当してます！

公園緑地課

私たちは、ときわ公園をはじめとした都市公園や街路樹の管理のほか、
中心市街地を華やかに演出する平和通りのガーデニングなど、緑と花で
豊かな宇部のまちを守っています。
公園をもっと楽しく快適にご利用いただけるよう、古くなった遊具やトイ
レなどの更新工事や、子どもたちの遊びを応援するプレーパーク事業に
も取り組んでいます。
また、地域のイベントで公園を利用することもできますので、お気軽にご
相談ください。

問い
合わせ

【4階】公園緑地課
☎34－8442 }22－6050

問い合わせ 【4階】公園緑地課　☎34－8442 }22－6050

子どもから大人まで、誰もが過ごしやすく、年齢や
性別・体力差・障害の有無など、個人の持つそれぞ
れの背景に左右されない、誰もが安心して自然と
笑顔になり楽しめる遊具です。

完成予定図

空港公園にふさわしい飛行機をシンボ
ルに、2つのゾーン「児童用遊具ゾーン」
「幼児用遊具ゾーン」に分かれています。

ベンチ6カ所、車いす対応テーブルベ
ンチ2カ所、シェード4カ所

合計56アイテム
（うちインクルーシブ遊具:23アイテム）

幼児用遊具ゾーン
[インクルーシブ遊具ゾーン]

児童用遊具ゾーン

充実の休憩スペース

市役所紹介

4つのスロープで構成された独創的なインクルーシブ遊具を配置。

児童用遊具ゾーン 幼児用遊具ゾーン
全27
アイテム

全29
アイテム

みんなであそべる
ふわふわの
トランポリン！

シートを
選んであそべる
ブランコ！

みんなで並んであそべる
砂場スタンド！

たかいところから
一気にすべるローラースライダー

ひこうきの中を通る
スリル満点ブリッジ！

くるまイスユーザーも
回転やゆれをたのしめるあそび！

オープンまでのスケジュール 令和4年6月～12月　実施設計、工場制作 令和4年12月～令和5年2月　現地設置工事 令和5年春　オープン

　 　 　  　 市役所・各ふれあいセンター・各問い合わせ先に設置の申込書か、
　 　 　  　 公式ウェブサイトに掲載の申込フォームで提出。
　 　 　  　 8月1日（月）～9月16日（金）
　 　 　 　  （一社）宇部観光コンベンション協会　☎34－2050
　 　 　  　 宇部商工会議所　☎31－0251
　 　 　  　 観光交流課　☎34－8353 }22－6083

今月号から子どもに
関する情報はこちらに
掲載していきます。

魚をさばいて丸ごと食べよう
　　　 8月20日（土）9時30分～12時
　　　 福祉会館　　　　 500円／人
　　　 8月1日（月）～10日（水）にウェブで
　　　※申込多数の場合抽選

講話「栄養士と保育士のはなし」
　　　 8月22日（月）13時30分～14時10分
　　　 妊娠16週以降の妊婦と家族
　　　 8月1日（月）～19日（金）に
　　　 ウェブからメールで

夏休み小学生 親子クッキング

Web版 マタニティ♡サロン

　　　 8月20日（土）14時～16時
　　　 多世代ふれあいセンター
　　　 500円（オンラインは無料）
　　　 7月1日（金）～8月12日（金）に電話・FAX・メールで

食育フォーラム

イクメンパパさん
いらっしゃ～い
8月27日（土）
14時30分～15時

おはなしのじかん
8月13日（土）、20日（土）
各14時30分～15時

ウェブ番号
1003273

楠保健センターの電話が廃止になります。
市保健センターへ ウェブ番号 1009973

来年春頃
（予定）

次代を担う建築家（山口大学学生）のアイデアを採用

多目的トイレを新設！

11月6日（日）

公式ウェブサイト

市保健センター　☎31ー1777 }35ー6533市保健センター　☎31ー1777 }35ー6533

第71回 宇部まつり

☎ 67－1277
} 67－0691

ESDうべ推進協議会　☎・}39－8110

こども支援課　☎31－1732 }21－6020

宇部ファミリー・サポート・センター　☎080－9130－4272

日時
場所

日時
場所
費用

費用
申込

日時
対象
申込

申込

中心市街地活性化推進課　☎34－8896 }22－6049問い合わせ

　　　　　　ときわ公園課　
☎54－0551 }51－7205
問い合わせ

　　　　　　スポーツ振興課　
☎34－8628 }22－6083
問い合わせ

　　　 8月10日（水）10時30分～11時10分
　　　 4カ月～8カ月児の保護者
　　　 8月8日（月）までにウェブからメールで

Web版 離乳食教室
（前期コース） ウェブ番号

1003551日時
対象
申込

申 込

問い合わせ
申込期間

小学生以上と保護者 小学生以下と保護者

平和と戦争の
読み聞かせ
8月6日（土）
14時30分～15時30分

ウェブ番号
1016586

ウェブ番号
1016587

出演者（パレード、ストリートライブ）
出店者（宇部マルシェ）募集！

3年ぶりに
リアル開催！

一緒に
盛り上げて
くれる

本　祭

8月末 9月から楠総合センターの改修工事のため

市では、誰もが安心して利用できる快適な公
衆トイレ設置の要望を受け、トイレを新設し
ます。このトイレは、山口大学の学生＝次代を
担う建築家にアイデアをご提案いただき、市
と共に創ります。
10月上旬には、市民のみなさんからそのア
イデアに投票していただき、10月中旬の審
査会でみなさんの意見も参考に採用案を決
定する予定です。

バス乗降場

トイレ計画地

駅舎

要予約

要予約

要予約

要予約

宇部新川駅となり

8月27日（土）11時～11時45分　
ときわレストハウス
9月10日（土）11時～11時45分　
多世代ふれあいセンター

8月19日（金） 13時30分～14時15分 
西岐波ふれあいセンター
8月27日（土） 13時～13時45分 
ときわレストハウス
9月　3日（土） 13時30分～14時15分 
アクトビレッジおの
9月17日（土） 11時～11時45分 
ゆめタウン宇部

子ども向けの、絵本の読み聞かせ・
かみしばい・手あそびなど

図書館へ8月2日（火）～各開催日前日
までに電話・FAXで
☎21－1966 }21－3801

申込

幼児

小学
1～3
年生

要予約

要予約

期間 8月22日（月）まで

期間 9月11日（日）まで

学びの森くすのき学びの森くすのき

小学生と保護者

子育てひろば

昔の遊びで
楽しもう！
8月27日（土）
13時30分～16時30分

けん玉、あやとり、お手玉

かみしばい
8月6日（土）、27日（土）、
9月3日（土） 各14時30分～15時

8月13日（土）14時30分～15時15分
8月20日（土）14時30分～15時20分

8月17日（水）10時30分～10時45分

おはなしのじかん

よみきかせのじかん

幼児・
小学生

幼児・
小学生

1～3歳
くらい

☎ 21－1966 } 21－3801

図書館図書館 ・自由研究
・読書感想文
もりだくさん！

の本も

夏休み平和映画会 ウェブ番号
1016593

小学生以上

総務課　☎34－8105 }22－6057　

上映作品『ガラスのうさぎ』
　　　 8月9日（火）
　　　 10時～11時25分
　　　 14時～15時25分
　　　 各30人程度

日時

定員

夏休み

02 インクルーシブ大型遊具が登場！

山口宇部
空港「山口宇部ふれあい公園」に

03子育てひろば 

キラメキ
読書会

要予約2022



まちじゅうエヴァンゲリオン 第2弾 9月4日（日）まで開催中!!
■問い合わせ　観光交流課　☎34－8353 }22－6083

山口宇部空港をジャック！

▲2階出発ロビー ▲中央階段 ▲国内線ターミナルビル入口

まちじゅうエヴァグルメフェア 第2弾

訪れてみたい日本の
アニメ聖地88に認定！

■問い合わせ　地域ブランド推進課　☎34－8372 }22－6013

ノベルティ

　ランチョンマット

コースター

Ⓒカラー

全高3mエヴァンゲリオン初号機全高3mエヴァンゲリオン初号機

階段にもエヴァ現る！階段にもエヴァ現る！
best shot!

夜は、エヴァカラーに
ライトアップ！
夜は、エヴァカラーに
ライトアップ！

グルメフェアに参加して
オリジナルノベルティをGETしよう!!

in 湖水ホール

ふしぎの海の
ナディア展

JRスマホ
スタンプラリー
第2弾

こちらも開催中！

■問い合わせ　都市計画課　
☎34－8831 }22－6049

■問い合わせ　観光交流課　
☎34－8353 }22－6083

３人制プロバスケットボールチームスリストム広島と連携協定を締結。
様々な分野で協同した取り組みを推進していきます。

３人制バスケットボール大会 3x3.EXE PREMIER JAPAN 2022 in 宇部

問い合わせ スポーツ振興課　☎34－8614 }22－6083

問い合わせ 宇部市スポーツコミッション　
☎39ー7653

場所 渡辺翁文化会館前　特設会場
日時 8月6日（土）13時～18時

8月7日（日）11時～19時30分

プロ選手の迫力あふれるプレーを間近で感じられる
チャンス !まちなかの開放感を味わいながら、みんな
で盛り上がろう!

観覧無料 ※一部コート周辺有料座席あり

まちなかでプレーヤーと仲間、観る人たちが一体
になり気軽に楽しめる、３x3バスケットボール・
スケートボード・BMXなどのスポ―ツ

アーバンスポーツ

ストリートサッカー
も同時開催！

キッチンカー
フードコート

さらに飲食エリア

8月6日（土）17時～21時

問い合わせ
中心市街地活性化推進課
☎34ー8468 }22ー6049

ガーデンフェスタ開催

場所
日時

多世代交流スペース
しばふ広場（中央町）

「居心地がよく歩きたくなる」まちへ

国道190号（常盤通り）のウォーカブル化に取り組んでいます！

【4階】中心市街地活性化推進課　
☎34－8896 }22－6049

問い合わせ

市公式ウェブサイト・
市役所本庁舎１階ロビー

活動状況が分かる
プロモーション動画vol.1配信中！
配信・放映場所

東京2020でも大人気

生まれ変わる常盤通り
キャッチフレーズの人気投票を実施！

Logo
フォーム

期間 投票方法８月１日（月）～１７日（水） 市役所１階ロビー・Logoフォーム

　　　８月７日（日）10時～12時、13時～16時　
　　　無料　　　　　　当日随時受付

ときわ公園課　☎54－0551 }51－7205
問い合わせ 園内施設休業日…毎週火曜（8月16日は開館）

　問い合わせ　常盤動物園協会
　☎21－3541 }21－5099 { info@tokiwa-zoo.jp

ときわミュージアム

ときわ動物園

芝生広場にて

　申込先　ときわ公園課　☎37－2888 }37－2889

TOKIWA サマーフェスティバル

※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。

フラダンスショー 17時～20時30分カッタ君ステージにて

大道芸人による
パフォーマンスショー　17時～21時ときわ動物園売店前ほか

夜間営業 17時～21時 ※立体迷宮ときわラビリンスを除く遊園地

全国で活躍する「オレンジハーフ」による

※雨天時は、21日
　同時刻に順延

シャボン玉パフォーマンス＆体験
　8月20日（土）19時30分～20時  
　　　　　　　 オレンジハーフ・ナイトバブル
　　　　　　　 20時～20時30分
　　　　　　　 ナイトバブル体験

写真はイメージです。

日時
費用 申込方法

▼園長とさんぽ▼おはよう！動物ガイド▼ときわ動物園写真コンテスト作品募集
▼彫刻占い など、楽しいイベントもりだくさん！

日時

場所

つねむね紙切りワークショップ
8月6日（土）～31日（水）
（8月9日、23日、30日は休館）
9時30分～17時
（入場は16時30分まで）
一般600円、３歳～中学生400円

ウェブ番号
1004618

●時間／各14時～15時15分　●費用／19歳以上55円　●定員／各24人　●申込／不要

8/1（月）・2（火）・4（木）・5（金）・7（日）・8（月）・9（火）・
18（木）・19（金）・21（日）・22（月）・23（火）・28（日）

▲

８月22日（月）、24日（水）
各11時から （各日先着50人）

夏休み最後は、夜のときわ公園で思いっきり楽しもう！

プラネタリウム投影会
問い合わせ　社会教育課　☎37－2780 }22－6066

ときわミュージアム
☎37－2888 }37－2889

ときわミュージアムに
レアな世界の昆虫が大集結!!

宇部市出身の大道芸人「つねむね」さんによる紙切り
　　　8月13日（土）、14日（日）10時～、11時～、13時～、
　　　14時～、15時～（各先着10人当日受付）
　　　体験学習館モンスタ　　　　無料

開催日
日時

日時

期間

料金

場所・問い合わせ

　対象　小学生～高校生

ｉｎ

君も紙切り名人
になれる？！

ご朱印＆認定プレート

9月4日（日）
まで空港
に設置中

にぎわい創出検討部会にて、生まれ変わる常盤通りの
キャッチフレーズが提案されました。そこで、市民投票に
よる意向調査を実施します。

アーバンスポーツでまちを元気に‼

山口県内
初開催！

フリースロー大会など
各種イベントもりだくさん！
出場したスリストム広島の
選手がやってくる！

費用

園芸相談 園芸に関することならなんでもご相談ください。
ワークショップ 参加無料 当日

受付

８月８日（月）～12日（金）
各11時から （各日先着40人）
※8月9日（火）を除く

日時 日時
②ダンボール昆虫工作①オリジナルキーホルダーづくり

見て、触って、学ぶ！昆虫の世界

8月20日（土）、21日（日） キッチンカーも
やってくる！

8月21日（日）18時～19時
　　　　　　 サンセットバブル

青少年会館

05ウォーカブル・スポーツイベント04 イベントインフォメーション

ウェブ番号1016323



新型コロナワクチン接種 3回目接種 4回目接種
※7月15日現在の情報です。
ウェブ番号1004906

☎083ー902ー2277
}083ー902ー2212

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

宇部市戦没者追悼献花式
市では、軍人・軍属のみならず一般市民を含めて先の大戦で
戦争の犠牲となられた人々に追悼の意を捧げるため、追悼
献花式を開催します。

日時 8月3日（水）　式典9時30分から
場所 男女共同参画センター 対象 戦没者遺族・市民
問い合わせ 地域福祉課　☎34ー8325 }22ー6026

ウェブ番号
1014581

「住民税均等割が非課税世帯」と「令和4年1月以降に新型
コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯」を支
援するための給付金です。

※確認書・申請書類受理後、支給まで一定期間を要します。

一世帯あたり
10万円

5万円以上の寄付について報告します。（６月分、敬称略）　ご協力ありがとうございました。
●安田 永一（埼玉県狭山市）　1,000,000円
●山整振宇部地区自動車整備協議会（宇部市琴芝町）　1,000,000円問い合わせ 【3階】財政課☎34－8173 }22－6083

寄付金報告

市政だより放送日 ※時間は変更になる場合があります

（80.4MHz）

問い合わせ

問い合わせ 【1階】地域福祉課　☎34－8556 }22－6０26

申込期限
無理のない範囲でご協力をお願いします。

問い
合わせ

宇部市水道局　☎21ー2171 }21ー2172
中国電力ネットワーク（株）　　 0120ー613ー277

07新型コロナワクチン接種・お知らせ

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ー003ー063 }082ー542ー1337

電話
申請

ウェブ
申請

厚生労働省
コロナ
ワクチンナビ

4回目接種券

18歳～59歳で、基礎疾患などにより4回目接種を希望する人 接種券の発行申請が必要です接種券の発行申請が必要です

令和3年度分の支給を受けた世帯には再度支給されません。

■確認書を7月下旬に発送（※1）
■8月以降順次支給

ワクチンの種類／モデルナ 予約方法
電話予約

ウェブ予約

場所 万倉ふれあいセンター

日時 8月28日（日）
9時～13時、14時～18時

対象
18歳以上で、2回目または3回
目接種を3月28日までに受け、
次回の接種券が届いている人
8月20日（土）
8時30分から

予約
開始日

※FAXは音声言語障害などにより、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）
☎0570ー003ー063 }082ー542ー1337

集団
接種

かかりつけ医かお近くの医療機関へご予約ください。
ワクチンの種類／ファイザー・モデルナ※医療機関により、異なる。

ワクチンの種類／ファイザー
接種希望の人は、夏休みを利用した接種をおすすめします。12歳～17歳の3回目接種

個別
接種
3回目接種
4回目接種

3回目接種
4回目接種

新型コロナウイルス感染症医療対策室
☎39ー9908 }35ー6533

1

予約する2

市ウェブ
サイト

ノババックスとは、国産の組換えタ
ンパクワクチンです。
取り扱い医療機関は、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。

ノババックスの
接種が

始まりました
18歳以上の1～3回目接種

節水・節電にご協力ください。

毎週月曜日 7時15分～7時25分
毎週水曜日 7時45分～7時55分
毎週金曜日 8時～8時10分

3回目接種から5カ月経過する頃に順次接種券を郵送します。60歳以上 申請不要

世帯全員が令和4年度
「住民税均等割が非課税」の世帯

令和4年1月以降、収入が減少し
「住民税非課税相当」の収入になった世帯

返信が必要です 申請が必要です

（※1）発送は、令和4年6月1日時点で
住民登録のある市区町村から

住民登録がある市区町村に申請してください。
申請方法・期間は市ウェブサイトでご確認
いただくか、地域福祉課へご連絡ください。
該当するか、お悩みの際はお気軽にご相談
ください。

住民税非課税世帯などへ
臨時特別給付金を支給します

令和４年度

※令和3年度分は9月3０日（金）まで
令和4年度分 1０月31日（月）まで

助成金
　

　　　住まい探し
　　　空き家の所有者との
　　　マッチングをお手伝いします

仕事探しの就労相談や、
起業・創業も充実の
サポート！

ハローワーク
宇部

UBE
START
UP

JOBSTA

申 込 先

ウェブ番号
1016594

ウェブ番号
1008925

委員の募集
宇部市文化振興まちづくり審議会委員
文化の振興や文化によるまちづくりに関する
調査・協議・検討を行う委員の募集です。

【3階】文化振興課　〒755－8601 常盤町一丁目7－1
☎34－8616  }22－6083
{museum@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

募集要項
・

応募用紙
３階文化振興課に設置のほか市ウェブサイトからもダウ
ンロードできます。

ウェブ番号
1016284

宇部市環境審議会委員
環境保全に関する調査・協議・検討を行う
委員の募集です。

市職員採用セミナー
令和４年度宇部市職員採用試験のスケジュール・募集
予定人数・勤務条件などの説明・新庁舎案内・職員との
対談などを行います。

　　　　 区分、職種 採用予定人数

　中　　　級 　保育士 　３人程度（短大卒業程度） （経験者枠）

　初　　　級 　行　政 　４人程度
（高校卒業程度） 　土　木 　３人程度

　障害者対象 　行　政 　１人程度

宇部市への移住に興味がある人へぜひお声掛けください！

Uターンをサポートします 
うべの魅力的なモノ・人・コトに出会い
移住後の生活をプチ体験！

　うべ移住・定住サポートセンター
　（移住定住推進課） 
　☎34－8480 }22－6008

「うべ体感ツアー」

ご相談は
お気軽に

1泊2日

応募用紙と小論文「文化の薫るまちづくりについて」（様
式自由、800字以内）を、郵送、持参、FAX、メールのいず
れかで提出
※結果は9月下旬までに応募者全員に通知します。

応募方法

応募資格 市内に在住・在勤・通学している18歳以上の人で、
年数回開催される審議会（平日）に出席できる人

任　　期 10月1日（土）～令和6年9月30日（月） 募集人員
2人

募集人員
2人

試 験 日 令和4年9月18日（日）

8月1日（月）～25日（木）（必着）応募期間

申込期間 8月1日（月）～28日（日）
【3階】職員課　
☎34－8839 }22－6057

申 込 先

申 込 先
【2階】環境政策課　〒755－8601 常盤町一丁目7－1
☎34－8248 }22－6016
{ info-envi@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

募集要項
・

応募用紙
2階環境政策課に設置のほか市ウェブサイトからもダウ
ンロードできます。　

応募用紙と小論文「宇部市の環境について市民として思
うこと」（様式自由、800字以内）を、郵送、持参、FAX、
メールのいずれかで提出
※結果は9月に応募者全員に通知します。

応募方法

応募資格 市内在住の満18歳以上の人で、
年2回程度開催される審議会（平日）に出席できる人

任　　期 11月15日（火）～令和6年11月14日（木）
8月1日（月）～31日（水）応募期間

申込方法 うべ電子申請サービス
https://s-kantan.jp/ube-u/

場　　所 市役所 各20人程度（先着順）定　　員

8月1日（月）～14日（日）申込期間

【3階】職員課　☎34－8839 }22－6057問い合わせ

日　　時 8月20日（土）
午前の部9時・午後の部13時20分から

対　　象 令和４年度宇部市職員採用試験を受験予定の
高校生・高校などの就職担当者

ウェブ番号1015952令和５年４月に採用する 正規職員

職員の募集

みなさんの意見を広く市政に反映させるため、「市が抱える課題等について
市民のみなさんや学識経験者の方などにご意見をいただく組織」の委員を募集します。

今年完成した新しい庁舎で、宇部市の未来を共に創る意欲あふれる人材を募集しています。

対 象

問い合わせ

　　　山口県のサポートも！
　 　・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

東京圏から移住する人

▷世帯100万円＋
　子ども１人あたり30万円
▷単身60万円
※助成金には、条件があります。「ぶちエエやまぐち！」 就職アプリもチェック！

06 宇部移住計画・職員の募集・委員の募集

¥
さらに

引越し費用・住宅購入費用
などの助成があります

令和3年度入所職員

宇部市への移住を検討中の
子育て世帯

日 程 10月1日（土）・2日（日）



区　分 令和3年度退職者 民間企業等
（再就職の届があった者）

宇　部　市
部　長　職   4 2
部 次 長 職   5 1
課　長　職   6 0
計 15 3

水　道　局 課長職以上   2 1
交　通　局 課長職以上   0 0

合計 17 4

週の勤務時間 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分
1日の勤務時間 8時30分～17時15分
休憩時間 12時～13時 週休日 土曜日及び日曜日
休日 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）
有給休暇の平均取得日数 9.7日

区　分 育児休業 介護休暇
男性 女性 男性 女性

宇部市 5人（取得率33.3％） 20人（取得率100％） ０人 ０人

区分 内　　　　容 対象職員等
能力
評価

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

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

実績
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

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

区　分 宇部市 国
期
末
・
勤
勉
手
当

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
6月期　
12月期　
計　　

1.200月分
1.200月分
2.40月分

0.95月分
0.95月分
 1.9月分

同　左

退職手当 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

支
給
率

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

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

同　左

調
整
額

区　　 分
金　　 額
最高支給月数

2区分
32,500円・43,350円
60.00月分

8区分
21,700円～70,400円
同　左

時間外手当平均年額 310千円 /人 －
特
殊
勤
務
手
当

平均年額
支給職員割合
主な業務名

6,466円/人
10.74％
税務業務、衛生業務、
清掃業務、福祉業務等 15種

－

扶
養
手
当

配 偶 者

子
父 母 等

　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）

住
居
手
当

借　　家
【最高限度額】

(家賃ー16,500円)/2＋12,000円
【28,000円/月】

(家賃ー27,000円)/2+11,000円
【28,000円/月】

持　　家 なし 同　左
通
勤
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
距離区分により
2,000円/月～31,600円/月

管理職手当
1.部長職　  給料月額の16％
2.次長職 　 給料月額の13％
3.課長職  　給料月額の12％
4.課長補佐職 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

区　分 職員数
（Ａ）

給与費 1人当たり
給与費

（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(Ｂ)

宇部市 1,062
人
4,124,710

千円
809,213

千円
1,644,156

千円
6,578,078

千円
6,194
千円

区　分 給料月額等 期末手当支給割合
市　長 940,000円 6月期　　　2.15月分  

12月期　　　2.15月分 
計　　　4.30月分    副市長 755,000円

議　長 551,000円 6月期　　1.625月分
12月期　　1.625月分

計　　  3.25月分
副議長 498,000円
議　員 470,000円

区　分 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）

宇部市 161,184人 81,868,468千円 9,401,807千円 11.5％

区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
宇部市 338,757円 373,533円 43歳3月
水道局 354,166円 409,337円 46歳4月
交通局 292,153円 382,970円 51歳9月

区 分 試験区分等 職 種 受験者数 採用者数

宇部市

上 級

行政（デジタル専門枠） 0 -
行 政 （ U I J ） 13 1
行 政（ 社 会 人 経 験 ） 29 3
行 政 132 8
行政（WEBテスト方式） 74 7
土 木 4 0
土木（WEBテスト方式） 1 0
建 築 3 0
建築（WEBテスト方式） 2 0
保 健 師 13 3
社 会 福 祉 士 7 1
学 芸 員 20 1

中 級 保 育 士 18 3
保 育 士（ 経 験 者 枠 ） 16 3

初 級 行 政 51 6
障 害 者 行 政 4 1

水道局 上 級
行 政 25 5
土 木 2 0
電 気 1 0

初 級 企 業 職 11 2
交通局 職 員 登 用 運 転 士 3 3

区　　分 令和3年 令和4年 対前年増減数 主な増減理由
臨時職員 12 26 14 育休代替の増

会計年度任用職員 515 525 10

区　分 採用者数
（R3.4.2～R4.4.1）

退職者数
（R3.4.1～R4.3.31）

再任用
（フルタイム）増減 増減

宇部市 40 42 △ 2 △ 4
水道局 7 4 0 3
交通局 3 4 0 △ 1

区　分 R3.4.1 R4.4.1 増減
フルタイム 短時間 フルタイム 短時間 フルタイム 短時間

宇部市 61 12 49 73 10 63 12 △ 2 14
水道局 7 2 5 5 2 3 △ 2 0 △ 2
交通局 0 0 0 0 0 0

区　　分 令和2年 令和3年 令和4年
宇部市 2.86% 2.79% 2.6%
法定雇用率 2.5% 2.6% 2.6%

区　分 職員数 対前年
増減数 主な増減理由令和3年 令和4年

宇　
部　
市

市 長 部 局 914 (33) 974 (47) 60 （14） 下水道事業の
市長部局への移管

議会事務局 9 (1) 9 （1）
選挙管理委員会 6 (1) 7 1 （△1）業務体制の見直し
監査委員事務局 6 6
農業委員会 5 5
教育委員会 68 (14) 69 (15) 1 （1） 組織改編による業務体制の見直し
小 計 1,008 (49) 1,070 (63) 62 （14）

水 道 局 189 (5) 121 (3) △68 （△2） 下水道事業の
市長部局への移管

交 通 局 36 35 △1 退職者不補充と
業務体制の見直し

合 計 1,233 (54) 1,226 (66) △7 （12）

市の人事行政の運営等の状況
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、市公式ウェブサイト(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。

①所属別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在：人）

②採用と退職の状況
　ア令和３年度採用試験の実施状況 （人）

③職員の平均給料・給与月額と平均年齢の状況 （令和4年4月1日現在）

　イ採用者数と退職者数等 （人）

　ウ再任用  （人）

（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

（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

区　分 R3.4.1 R4.4.1 増減
フルタイム 短時間 フルタイム 短時間 フルタイム 短時間

宇部市 27 27 0 21 21 0 △ 6 △ 6
水道局 1 1 0 0 0 0 △ 1 △ 1

　エ任期付  （人）

（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）平均給料月額：令和4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）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

（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）非常勤を含み、公営企業は除く。

　問い合わせ　職員課　☎34－8839 }22－6057

１. 職員の任免と職員数に関する状況

①特別職の報酬などの状況 （令和4年4月1日現在）

①一般職員の勤務時間の状況と有給休暇の取得日数 

2. 職員の給与の状況

3. 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

5. 職員の分限と懲戒処分の状況

4. 職員の人事評価の状況

　参考1　臨時職員及び会計年度任用職員の職員数 （各年4月1日現在：人）

　参考2　障害者雇用率の推移 （各年6月1日現在）

　参  考　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4年4月1日現在：一般行政職）

　参  考　人件費率及び1人当たり給与費の推移
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◆ 1人当たり給与費（千円） ◆人件費率（％）

⑤職員手当の状況 （令和4年4月1日現在）

（注１）職員数：令和3年4月1日現在（再任用短時間勤務職員は含み、特別職、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。

　イ職員給与費の状況(令和３年度全会計決算見込み)
（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。

②人件費と職員給与費の状況
　ア人件費の状況（令和３年度普通会計決算見込み）

（注）再任用短時間勤務職員と
派遣職員を含む。

④級別職員数の状況 （令和4年4月1日現在）

7級（次長・課長）
119人（11.1％）
6級（課長補佐）
101人（9.4％）

8級（部長）16人（1.3％）

5級（係長・主務主任）
179人（16.7％）

4級（係長・主任）
398人（37.2％）

1級（係員）63人（5.9％）
2級（係員）60人（5.6％）

3級（係員）136人（12.7％）

区　分 採　用 給料月額
初任給 経験年数2年 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

宇部市 大学卒 188,700円 202,400円 271,600円 310,300円 348,200円
高校卒 154,900円 165,900円 223,200円 271,600円 310,300円

国 大学卒 182,200円
高校卒 150,600円

（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

（注）時間外手当、特殊勤務手当：令和3年度実績（公営企業除く。）

（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

※R4については、数値
比較のため、上下水
道局から市長部局へ
移管した下水道事業
部門68人（R4.4.1時
点）を除く。

※R4については、数値
比較のため、上下水
道局から市長部局へ
移管した下水道事業
部門68人（R4.4.1時
点）を含む。

（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。

（注）令和３年度中に新たに取得した職員数

（注）勤勉手当の成績率への反映は課長級以上の職員

②育児休業及び介護休暇の取得状況 

区　分 分限処分者 懲戒処分者
免職 休職 降任 降給 計 免職 停職 減給 戒告 計

宇部市 － 15人 － － 15人 － － 1人 － 1人

分限処分者数と懲戒処分者数 （令和３年度）

（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。）。

6. 職員の服務の状況

区　分 申請件数 承認件数 承認した主な事項
宇部市 6件 6件 ・会社その他の団体の役員の地位を兼ねる

・講習会の運営及び講師等

営利企業等従事制限に係る許可の状況 （令和３年度）

区分 内　　　　容 実績

集合
研修

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。）

実施件数：27件
参加人数：1121人

派遣
研修

山口県ひとづくり財団、山口県建設技術センター又
は山口県健康づくりセンター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：42件
参加人数：164人

研修開催状況 （令和３年度）

定員適正化計画の達成状況 （各年度4月1日現在）

7. 職員の退職管理の状況
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

8. 職員の研修の状況

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

9. 職員の福祉と利益の保護の状況

※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。

①安全衛生管理体制（令和３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。

②公務災害などの発生状況（令和３年度の宇部市の認定件数）
18件の災害が発生し、内訳は職務中の事故が16件、通勤途上の事故が2
件となっています。

　（令和３年度は実績はありません。）

（人）
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（注1）再任用（フルタイム）増減：R3.4.1とR4.4.1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2人、

任期満了2人）を含む。

◆  計画  ◆  実績

◆  計画  ◆  実績

◆  計画  ◆  実績
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健康・福祉・スポーツ
まちなか保健室
高齢者の健康づくりや介護予防に関する
相談、指導などを保健福祉専門職が行います。

▽図書館
　8月3日（水）13時半～15時
▽多世代ふれあいセンター
　8月5日（金）11時～14時半
　8月12日（金）11時～14時半
　8月19日（金）11時～14時半
　8月26日（金）11時～14時半
　9月2日（金）11時～14時半
▽学びの森くすのき
　8月17日（水）1０時半～12時
▽片倉温泉くぼた
　8月24日（水）13時～15時
▽フジグラン宇部
　8月27日（土）10時半～13時
今村くらしの相談室
☎51－6233 }43－7444
1014458

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
献血ご協力のお願い
安定した輸血医療のため、献血バス巡回会場へ
のご来場、ご協力をお願いします。

▽ゆめタウン宇部
　8月7日（日）10時～16時
　8月28日（日）10時～16時
▽フジグラン宇部
　8月13日（土）9時半～16時
　8月25日（木）9時半～16時
※12時～13時15分は除く
地域福祉課
☎34－8326 }22－6026
1005438

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
総合集団健診
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（①②④のみ）、
特定健康診査

▽保健センター
①8月2０日（土） ②9月3日（土）
③9月1０日（土）※女性限定・託児あり
▽厚南市民センター
④9月25日（日）各9時～11時45分
健診により異なる
有料・申込み先着順
①8月15日（月）まで
②8月3日（水）～29日（月）
③8月10日（水）～9月5日（月）
④8月25日（木）～9月15日（木）
健康増進課へ電話・FAX・電子申請で、
☎31－1777 }35－6533
https://s-kantan.jp/ube-u/
1004988

山口大学公開講座
「がん予防に役立つミニ知識」
1日目／がんの現状とがん予防、リラクゼーショ
ン、マッサージについて。
2日目／がん予防及び治療中に行いたい運動に
ついて。

9月1日（木）、2日（金）
各10時～12時
山口大学小串キャンパス
3,250円
20人（先着順）
山口大学地域未来創生センターへ
8月18日（木）までに、
氏名・年代・性別・住所・電話番号・
メールアドレス・講座名を、
電話・FAX・ウェブ・郵送で
☎083－933－5059
}083－933－5029
〒753－8511　山口市吉田1677－1 
山口大学　地域未来創生センター

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
統合失調症・うつ病相談会
コミュニケーションの取り方や薬の相談

9月3日（土）、10月1日（土）
各13時～15時
福祉会館
本人・家族
むつみ会 ☎・}35－3365

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
身体障害者の巡回相談
補装具の要否判定、適合判定など

9月20日（火）15時～16時
福祉会館
8月31日（水）までに、
障害福祉課へ電話・FAXで
☎34－8314 }22－6052
1005195

宇部市民オーケストラ
クラシックの午後

9月4日（日）14時～16時
渡辺翁記念会館
自由席 大学生以上1,000円、
高校生以下500円　
※未就学児入場不可
文化創造財団
☎35－3355

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日本語ボランティア養成講座
外国人に日本語を教えるボランティアを育成す
るため、日本語ボランティアとして必要な基礎知
識や心得を学びます。

9月7日（水）・14日（水）・21日（水）・
28日（水）各19時～21時
常盤工業会会館
市内在住か在勤の人
20人程度
観光交流課へ8月1日（月）～19日
（金）に、氏名・郵便番号・住所・電話番
号を、電話・はがき・FAX・メールで
☎34－8136 }22－6083
{kokusai@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）
1016770

小野湖清掃作業の参加者募集
宇部・山陽小野田市の飲料水原水で、
豊かな生態系も育む小野湖周辺での清掃

8月28日（日）9時～12時
※少雨決行。雨天時は9月4日（日）に延期。
小野櫟原地区
宇部自然保護協会事務局へ
8月22日（月）までに、氏名・住所・電話
番号を、メール・電話・FAXで 
☎・}55－5631 
☎090－3748－4923（村田）
{ramut@oregano.ocn.ne.jp
1016549

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
市営バス　お盆の墓地臨時運行
白石公園墓地と開公園墓地へ臨時バスを運行し
ます。運行時刻は、宇部市交通局のウェブサイト
か電話でご確認ください。

8月13日（土）・16日（火）
交通事業課
☎31－1133 }22－1772
{ info@ubebus.jp

令和4年就業構造基本調査
8月下旬から対象として選ばれた地区に統計調
査員が伺います。調査の趣旨をご理解いただき、
ご回答にご協力をお願いします。

行革推進課
☎34－8114 }22－6083
1007589

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
監査結果の公表
令和3年度観光・シティプロモーション推進部を対
象にした定期監査の結果を掲示

8月1日（月）～15日（月）
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 }22－6010
1016015

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
井戸の衛生管理を行いましょう
・1年に1回以上水質検査を。
・異常を感じたときは、飲むのをやめて直ちに水質検査を。
・井戸の周辺にみだりに人や動物が立ち入らな
いよう注意し、いつも清潔に。
・水道給水区域内では、安全な水道水の利用を
お勧めします。

環境政策課 ☎34－8251 }22－6004
1００2534

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
都市計画説明会・公聴会
市が定める都市計画「萩原団地汚物処理場」の変
更について、説明会・公聴会を開催します。
●素案の縦覧

8月1日（月）～25日（木）
都市計画課、下水道施設課（東部浄化
センター）

●説明会
8月5日（金）19時から
西岐波ふれあいセンター

●公聴会
8月25日（木）19時から
西岐波ふれあいセンター
公聴会で意見を述べるには、
都市計画課へ8月18日（木）までに、
意見の要旨・その理由・住所・氏名・電
話番号を記載した公述申出書を、持参
か郵送（当日必着）で 〒755－8601 
常盤町一丁目7－1　宇部市長宛て
☎34－8465 }22－6049
1005623

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
JOBSTAゼミ
求職者を対象としたセミナーを開催

▽「自己分析ワークショップ」
　8月5日（金）14時～15時
▽「初心者のためのパソコン講座」
　8月19日（金）14時～15時
▽「ビジネスで活かす美文字講座」
　8月26日（金）14時～15時半
うべスタートアップ
市内在住の求職者
6人
JOBSTAへ電話で
☎39－5013 }39－5184
1005471

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
シルバー人材センター
入会説明会
就労を希望する会員を募集しています。

賢い消費者講座
消費生活に関するお得な情報やトラブル時の対
処法などを学ぶ講座

8月20日（土）13時半～15時半
福祉会館
50人（先着順）
消費者ネットワークうべへ
8月1日（月）から、
電話・FAX・メールで
☎36－9555 }39－2272
{mail@ubenet.com
1004575

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
マイナンバーカード
出張申請窓口を開設
申請手続きをお手伝いします

8月21日（日）
受付9時半～12時、13時～14時半
フジグラン宇部
宇部市民で、初めてマイナンバーカー
ドを申請する人
5０人程度
本人確認書類（運転免許証など）
市民課 ☎34－8264 }22－6017
1014065

8月12日（金）・25日（木）
9月8日（木）・22日（木）
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へ電話で
☎31－3251 }41－4334

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人権を考えるつどい
演題「同和問題をはじめとするさまざまな人権問
題について」※手話通訳・要約筆記あり、優先席
あり、ライブ配信予定

8月18日（木）14時～16時
文化会館
15０人
人権教育課へ8月8日（月）までに、
名前・住所・電話番号を、
電話・FAX・メールで
☎34－8620 }22－6066
{ jinkenkyouiku@city.ube.
yamaguchi.jp（要到達確認）
1011146

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
県営住宅入居者募集
募集団地・戸数など、詳しくはお問い合わせくだ
さい。

8月20日（土）～31日（水）
県施設管理財団宇部支所
☎37ー0878

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

暮らし・手続き

文化

案内・お知らせ

場所
・
日時

問い合わせ

ウェブ番号

ウェブ番号

ウェブ番号

ウェブ番号

ウェブ番号

ウェブ番号

ウェブ番号

ウェブ番号

ウェブ番号

ウェブ番号

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ場所
・
日時

場所
・
日時

申し込み

問い合わせ

申込期間

費用・定員

申し込み

場所

内容
・
日時

対象
定員

申し込み

場所

期間

場所

期日

日時
場所
定員

申し込み

申し込み
費用

申し込み

費用
定員

日時

問い合わせ

場所

定員
持参物

対象

日時

申し込み

場所
対象

申し込み

申し込み

日時
場所

期間

場所

日時
場所

日時
場所

日時
場所

申し込み

日時

対象
場所

定員

定員

日時
場所

申し込み

日時

場所

場所

日時

対象

山口大学 公開講座 2022 秋・冬 検索

宇部市交通局 検索

問い合わせ

ウェブ番号

ウェブ番号
ウェブ番号

ウェブ番号

問い合わせ

問い合わせ

期間

はつらつ健幸ポイント
【参加者募集中】

くらしの情報

日時

　令和4年8月特別徴収（年金からの天引き）の介護保険料について、電算処理を誤った
ため、特別徴収ができなくなりました。大変ご迷惑をおかけしますが、8月分の介護保険料
は納付書での納付をお願いいたします。
　対象となる皆様には、深くお詫びを申し上げるとともに、今後、このようなことがないよ
う事務処理を徹底し、再発の防止に努めてまいります。

ウェブ番号1016820お詫びとお願い（介護保険料について）

対象となる人に納付書を
8月上旬から順次発送します 納付書での納付をお願いします 今回の事案に便乗した

特殊詐欺に注意してください

65歳以上、年金額が年額18万円以上の人で、これまで年金からの天引きで
介護保険料を納めていただいている人のうち、特別徴収額が変更となる人
（約5万人）。

対象と
なる人

8月分の介護保険料は、納付書で市役所、北部総合支所、各市民センター、市の指定金融機関やコン
ビニエンスストアなどへ納付をお願いします。
10月分以降は、予定どおり特別徴収（年金からの天引き）をします。

●市がATMの操作をお願いすることは、
絶対にありません。

●市が介護保険料の納付や還付のために、
口座を電話で聞くことは、絶対にありません。
●不審な電話やメールなどを受けた際
は詐欺被害に遭わないよう、警察署や
市消費生活センター（☎34ー8157）
にご相談ください。

24地区で市政懇談会、7月スタート!
市政懇談会は、市長が市民の皆さんと直接語る場です。皆様からの地域やまちづくりに関する
ご意見、ご提案を今年度もしっかりお聴きし、皆様とともにまちづくりを進めていきます!

誰かが創る宇部じゃなく、みんなで創る宇部に

問い合わせ 広報広聴課　☎34－8124 }22－6063

ウェブ番号
1007819

問い合わせ 高齢者総合支援課　☎34ー8297 }22－6０26ご不明な点はご連絡ください

11介護保険料特別徴収・市政懇談会・くらしの情報10 くらしの情報



12 当番医・無料相談

2022年6月末日の住民基本台帳より

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

市役所窓口の時間延長（木曜夜間窓口）
●住民票、印鑑証明書、戸籍謄・抄本、所得証明書など発行
●住所異動　手続き　●保育園入園、保育料　手続き　　
●児童手当、児童扶養手当、福祉医療助成、養育医療　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（２階）　●市営住宅受付・相談（４階：アジアJV）

市ウェブサイト
はこちら

発行

総人口　161,060　世帯数　80,118人口・世帯数

厚南中央 東須恵
小児科

内科・外科

8月の日曜・祝日当番医 ウェブ番号
1004887

※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。

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。救急医療電話相談

9時～17時

9時～12時

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　☎31－1099
※12時～13時は待合時間、17時～18時は休診※0時～9時、21時～24時は、救急病院で対応します。

19時～22時

9時～21時

診療科 日時 8月7日（日） 11日（木・祝） 14日（日） 15日（月） 16日（火） 21日（日） 28日（日） 9月4日（日）

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）

かわかみ整形外科・
小児科クリニック

☎37－3700

金子
小児科

☎22－0006

松岡
小児科

☎41－8005

竹川
小児科医院

☎41－3100

むらかみこども
クリニック

☎44－4976

歯科

宇部市  救急医療情報

●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。

9時～17時 宇部市休日・夜間救急診療所 ☎31－1099

野原 野原中尾西宇部南上町 野原

かわかみ整形外科・
小児科クリニック

☎37－3700

かわかみ整形外科・
小児科クリニック

☎37－3700

よしもと
小児科医院

☎22－0555

No.1558

要予約

要予約

無料相談 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。

弁護士相談

司法書士
相談

行政相談

契約トラブルや
多重債務などの
消費生活相談

日時

①8月3日（水）13時半～15時半
　[予約受付中]
②8月17日（水）13時半～15時半
　[予約受付開始　8月4日（木）8時半から]
③9月7日（水）13時半～15時半
　[予約受付開始　8月18日（木）8時半から]

場所 市役所 定員 各12人（先着順）※受付用件あり
申込み 市民活動課 ☎34ー8126 }22ー6016

日時

①8月10日（水）9時～11時
　[予約受付中]
②8月24日（水）9時～11時
　[予約受付開始　8月12日（金）8時半から]
③9月14日（水）9時～11時
　[予約受付開始　8月25日（木）8時半から]

場所 市役所 定員 各10人（先着順）※受付用件あり
申込み 市民活動課 ☎34ー8126 }22ー6016

日時
①8月3日（水）9時～12時
②8月16日（火）9時半～11時半
③8月24日（水）9時～12時

場所 ①市役所 ②万倉ふれあいセンター ③福祉会館
問合せ 市民活動課 ☎34ー8126 }22ー6016

月～金曜日　各8時半～17時15分
場所・
問合せ

宇部市消費生活センター
☎34ー8157 }22ー6016

日時 月・火・木・金曜日　各9時～17時
水曜日　12時～20時（第3水曜日は9時～17時）

場所・
申込み

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ー6777

日時 月～金曜日　各8時半～17時15分
定員 各12人（先着順）
申込み こども政策課 ☎34ー8331

中小企業・
小規模事業者
向けの経営相談

人権相談

登記相談

犯罪被害（交通
犯罪含む）に
関する相談

男女間の暴力
（DVなど）に
関する相談

発達障害等の
相談

ひきこもり相談・
ひきこもり
家族相談会

若者のための
相談ダイヤル
（不登校、進路、
人間関係など）

若者の働くことに
関する相談

定員 4組 申込期間 8月9日（火）まで
日時

日時

8月16日（火）9時半～16時半
場所 市役所

問合せ 山口県よろず支援拠点
☎083ー902ー5959 }083ー902ー5244

日時
8月26日（金）～9月1日（木）
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

問合せ 　　0120－007－110
山口地方法務局 ☎083－922－2295

日時 8月18日（木）13時～15時

日時 月・水・金曜日　各10時～17時45分

対象 発達障害などの人と家族、発達障害児・者などの支援者

日時
8月7日（日）・27日（土）各13時～16時
8月9日（火）・25日（木）各10時～16時

場所・
申込み

ふらっとコミュニティひだまり
☎・}21ー1552 {f-hidamari@juno.ocn.ne.jp

場所・
問合せ

若者ふりースペース
（新天町二丁目3ー3 ボスティビルド3階）
☎39ー5690

場所 市役所

日時 月～金曜日　各8時半～17時15分

問合せ 山口地方法務局宇部支局 ☎21ー7211
全国共通人権相談ダイヤル ☎0570ー003ー110

日時 月～金曜日　各9時～16時
申込み 山口地方法務局宇部支局 ☎21ー7211

日時 8月13日（土）9時半～11時半
場所 福祉会館 定員 8人（先着順）
申込み 市民活動課 ☎34ー8126 }22ー6016

申込み 山口被害者支援センター ☎083ー974ー5115

問合せ ☎083－902－0889

日時 月～土曜日　各9時～16時
場所・
問合せ

男女共同参画センター
（電話可・☎33ー4649）

日時 火～土曜日　各9時半～17時半
うべ若者サポートステーション 
☎36ー6666

要予約

要予約

やまぐち性暴力相談ダイヤルあさがお
問合せ ☎189

問合せ ☎22－4343（毎日16時半～22時半）
虐待かもと思ったら「児童相談所全国共通ダイヤル」
山口いのちの電話

養育費
弁護士相談

行政書士会の遺言・
相続相談

要予約

要予約

子どもの人権
110番

要予約

※②8月16日（火）は
　特設人権相談あり

要予約

場所・
問合せ


