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今月号に掲載の内容は10月21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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COMMUNICATION NEWS LETTER

誰かが創る宇部じゃなく、みんなで創る宇部に。

.

写真は、過去のまつり（石炭祭・宇部まつり）
の様子と、今年の宇部まつりに臨む練習風景

切り取ってご利用ください切り取ってご利用ください

夜の遊園地が
エンターテインメントの世界に！

優待券を持って
　ときわ公園へ行こう！
　　　 詳しくは2面へ！

優待券を持って
　ときわ公園へ行こう！
　　　 詳しくは2面へ！

無料無料

TOKIWAファンタジア2022TOKIWAファンタジア2022
利用人数（　　　　）人利用人数（　　　　）人

〈利用条件〉 期間中の平日のみ〈利用条件〉 期間中の平日のみ
※土日祝は通常価格500円
※12月31日（土）・1月1日（日・祝）休園
※高校生以下、障害者手帳お持ちの人（付き添い
　１人を含む）無料

※土日祝は通常価格500円
※12月31日（土）・1月1日（日・祝）休園
※高校生以下、障害者手帳お持ちの人（付き添い
　１人を含む）無料

▪市民優待券に人数を記入してお持ち下さい。〈有効期間〉 11月27日（日）～令和5年1月9日（月・祝）〈有効期間〉 11月27日（日）～令和5年1月9日（月・祝）
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市民　無料　優待券平日限定平日限定
1世帯1回限り1世帯1回限り



第29回UBEビエンナーレ出品作品を
イメージし創作されたパフォーマンス（9
演目）を上演します。彫刻展のフィナーレ
を飾る、会場を巡りながらのアートの融
合は必見！お気軽にお越しください。

2022.11.27まで開催中！ 入場無料

世界49カ国299点の応募の中から選出された、15点の実物制作指定作品の中から
決定した8賞を紹介します。大賞作品は展覧会終了後、市内に設置します。UBEビエ
ンナーレ彫刻の丘で展示されている野外彫刻は、素材も形もさまざまです。たくさん
の作品に触れ、芸術の秋を存分にお楽しみください。

受賞作品が決定！

第29回 ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）

The 29th
会期 11月27日（日）まで

9：00～17：00

場所 ときわ公園
ＵＢＥビエンナーレ彫刻の丘

問合せ
文化振興課
☎34－8562
}22－6083

日時 11月27日（日）16：00～17：00
※少雨決行 

投票期限 11月27日(日)まで
投票場所 UBEビエンナーレ彫刻の丘本展会場案内（コンテナ）

場所 UBEビエンナーレ彫刻の丘（ときわ公園内）

問合せ 文化振興課　☎34ー8562 }22ー6083
{museum@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

来場者の投票で決定する「市民賞」
は、UBEビエンナーレ会場にて受
付中。受賞作品は展覧会終了後、市
の所蔵作品になります。

市民賞 投票受付中!

少し前から自分自身変わってしまったなと思うことは「距離」の感覚だ。人との
距離感、手で触れるものへの距離感、さらに風景との距離感。強制された距離。どんな距離も
近くない。狂ってしまった距離感に未だ慣れないうちに、アクリル板越しに眺める向こう側へ
のアクセス方法とか、自らが仕切りとなっての密接距離とか、たどり着けない薄さの向こう
側みたいなものを無色のアクリル板に彫刻した。

■受賞作品一覧

ディスタンス　西澤　利高

「彫刻×踊る・舞う2022」ファイナルアクト

UBE株式会社賞（大賞）

進化景色（森から）　土田　義昌 in Wave~Departure~　佐野　耕平わたしはここで　布藤　喜帆

山口県立美術館賞 島根県立石見美術館賞 島根県吉賀町賞

満　‒ 宇部の空気 ‒　上田　要 wind whisper　平山　悟 月と山、水脈　岡田　健太郎Inflating shadow　藤沢　恵

柳原義達賞 毎日新聞社賞 山口銀行賞 宇部商工会議所賞

※当選発表は賞品の発送をもって代え
させていただきます

投票者の中から抽選で
10人に図録をプレゼント!

作家のことば

岩戸神楽舞公演

日時

県指定無形民俗文化財の
岩戸神楽舞の上演は必見！

12月3日（土）
17：30から　神楽劇（万倉小学校児童）　
18：00から　神楽舞奉納
20：30　　　終了

申込期間 11月7日(月)～30日(水)
場所・申込み 万倉ふれあいセンター　☎67－0201 }67－0312

定員 120人（先着順）

「第19回 くすのきカントリーマラソン」
参加者募集！

先着順

10km フルマラソン

申込期限 来年1月31日(火)まで

問合せ くすのきカントリーマラソン実行委員会　☎082－961－4002

開催日 来年3月19日（日）

フルマラソン

10km

１８歳以上（高校生を除く）

中学生以上

1,200人

600人

7,000円

5,000円

ウェブ番号
1017428

万倉ふれあいセンター
（スタート・ゴール）

写真は前回の様子です

３年ぶり
リアル開催
３年ぶり
リアル開催

ホビーフェス 2022

問合せ
宇部観光コンベンション協会　☎34ー2050 }29ー3303
宇部商工会議所　☎31ー0251 }22ー3470
観光交流課　☎34ー8353 }22ー6083

開会式、南蛮音頭、やす子お笑いライブ、
高橋洋子ライブ など
※都合により出演者が変更になる場合があります

曳山パレード、南蛮音頭、市民パレード、
コスプレ・痛車パレード など
曳山・痛車展示（14：00～16：30）

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  ※荒天中止

11/13（日）

ほかにもイベントたくさん

実車版ミニ四駆
「エアロアバンテ」展示

中国・九州地方初登場！

模型展示会・コンテスト、 鉄道模型走行・ジオラマワークショップ、
ラジコンカー体験走行、 飛行機・ドローン展示

ミニ四駆走行会・キット販売、
ワークショップ（購入者にミニ四駆作りのサポート！）、
キッチンカー（会場周辺に登場！（４店舗））

場所 ときわ湖水ホール

ときわ遊園地　
☎35ー8289

県最大級の
コースレイアウト！

2日間開催

2日間開催

11月12日（土）10：00～15：00
11月13日（日）10：00～16：00

千人パレード
（常盤通り）11：10～13：30

メインステージ
（平和通り）11：00～17：00

ストリートライブinうべ ほか
（常盤通りほか）11：00～16：00

やす子 高橋洋子

点灯期間 11月27日（日）～来年1月9日（月・祝）
18：00～21：30　※12月31日（土）・1月1日（日・祝）休園

料金 500円　※表紙に市民優待券あります
※高校生以下、障害者手帳お持ちの人（付き添い1人含む）無料

問合せ TOKIWAファンタジア推進協議会事務局（ときわ公園課）　☎54ー0551 }51ー7205

11月27日（日）17：30から
■オープニングセレモニー
■ハンドベル演奏
■大道芸　■キッチンカー 
■遊園地夜間営業

点灯式TOKIWAファンタジア2022TOKIWAファンタジア2022

料金 無料

日時
11月13日（日）
10：00～17：00
※販売15：00まで

必見
です！

宇部マルシェ
（平和通り）10：30～16：00

場所
問合せ

プラネタリウム投影会
社会教育課　☎37－2780 }22－6066

青少年会館

問合せ ●費用／19歳以上55円　●定員／各24人　●申込み／不要
14：00～15：1511/6（日）・13（日）・20（日）・27（日） ウェブ番号

1004618

光の街UBE2022 宇部市の冬を彩るイルミネーション。
幻想的な光りに包まれる市内各会場に足を運んでみませんか。

ウェブ番号
1017431

11月下旬～来年1月上旬

観光交流課　
☎34ー8353 }22ー6083問合せ

期間

イルミネーションバス サンタクロスロード２０２２（中央街区公園）

音楽に
合わせた
光のショー
毎日開催

ヒストリア宇部ライトアップエアポート・イルミネーション

※会場により期間が異なり
ます。詳細はウェブサイト
でご確認ください。

問合せ ときわ公園課　☎54－0551 }51－7205
ホビーショップムック　☎32－9221

ときわ公園課　☎54－0551

キッチンカー、飲食、物販

臨時駐車場と交通規制については、
ウェブサイトでご確認ください。

ほか

新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。

03Event02 Event　楽しいイベントもりだくさん



05マイナポイント　ウォーカブルなまちへ

国道190号（常盤通り）
居心地がよく歩きたくなる
「ウォーカブル」なまちへ！

アンケートに答えて
賞品を当てよう！

マイナポイントがもらえる！

申込方法

必ずご持参
いただくもの

問合せ 市民課　☎34－8264 }22－6017

最大20,000円分の

マイナポイントがもらえる！
最大20,000円分の

マイナンバーカード受取

マイナポイント申込み

マイナンバーカードの
新規取得等で

5,000円分最
大

健康保険証としての
利用申込みで

7,500円分
公金受取口座の

登録で

7,500円分＋ ＋

マイナンバーカードの申請期間が、12月末まで延長されました。まだカードをお持ちでない人は、この機会にぜひご申請ください。

マイナンバーカード申請
12月末まで

2月末まで
ポイント申し込みは
スマホで簡単！

「共創」による
まちづくり

約1～2カ月かかります

応募
方法

おしゃれで「居心地がよく歩きやすい」空間に、
ぜひお越しください！

常盤通りの
ウォーカブル化に向けた社会実験
「ときわいこっと２」開催！

キッチンカー マルシェ くつろぎテーブル
人工芝にくつろぎスペース

11月12日（土）～12月11日（日）会期
旧山口井筒屋宇部店前、ボスティビルド前場所

1カ月間毎日開催

アンケートが郵送で届く
「令和４年度宇部市プレミアム付商品券」
を購入された人へアンケート用紙が事務
局より郵送されます。※1世帯につき1通

郵送で応募
アンケート用紙を同封の返信用封筒（無料、切手
不要）で事務局あてに返送いただくことで、応募
完了です。※応募期限／12月23日（金）消印有効

宇部市プレミアム付
商品券発行事業事務局
☎39－1002　

問合せ

▼

詳しくは
　こちら

各ふれあいセンターに設置のパソコンで申
し込めます。ご利用の際は、必ず事前に各ふ
れあいセンターにお問い合わせください。

※本庁のマイナポイント
申込支援コーナーは、10
月をもって終了しました。

ウェブ番号
1017365

中心市街地活性化推進課
☎34－8896 }22－6049問合せ

生まれ変わる常盤通りの
整備イメージが決定しました！

みんなが自由に使える未来の
通りのイメージが決定しまし
た。このイメージをもとに、これ
から運営・管理方法についても
話し合い検討していきます。
詳細は市ウェブサイトにて公表
しています。

抽選で
100名様に

宇部市プレミアム付商品券

5,000円相当 うべわくわく市場提供▶

前回の様子です

ウェブ番号
1001631

ポイントの申し込みは、カードを受け取ってから（申請から1～2カ月後）となりますので、カードの申請はお早めに！

など

マイナンバーカー
ドを

申請すると

延長!

12月末まで12月末まで
今なら
お得 ！

・マイナンバーカード
・４桁の暗証番号（ご自身で設定した数字）
・ポイント付与を希望されるキャッシュレス決済のカードなど
・公金口座の登録も希望する人は通帳も必要

同時
開催

ミズベリング・
パンマルシェ

11月12日（土）・13日（日）は
多くの出店で、さらに盛り上がる！

スマホや
携帯ショップなど
でも受付中！

ウェブ番号
1001625

市役所1階で受付中申請場所

予約方法
電話で☎34－8264（平日8：30～17：15）

要予約

ウェブ番号
1001623

左記サイト内の「2 マイナン
バーカード申請予約（外部リンク）」
よりお申し込みください。

なるべく
早めの
申請を

すくすくうべ 子育てひろば

04 子育てひろば　

ウェブ番号 1003677

☎ 21－1966 
}  21－3801

幼児
小学生

1～3歳
くらい

おはなしのじかん
11月12日（土）・
19日（土）・26日（土）

かみしばい
11月5日（土）・
12月3日（土）

よみきかせのじかん
11月16日（水）図書館

時間など
詳しくは
コチラ

☎ 67－1277 } 67－0691
学びの森くすのき学びの森くすのき

幼児・小学生

おはなしのじかん
11月5日（土）・12日（土）・19日（土）

ウェブ番号
1004072

ウェブ番号
1017306

11月は
「児童虐待防止
推進月間」です。

守れる命、子どもの小さなSOSを見逃さないで

児童相談所 虐待相談ダイヤル

宇部市
こども支援課

宇部児童相談所

緊急の場合は110番を！

子育てに悩んでいる人も、1人で抱え込まずにどんなことでもお気軽にご相談ください。

☎189 （いちはやく）
24時間全国共通 無料通話

「もしかして？」ためらわないで！ １８９ （いちはやく）

☎34－8447
平日8：30～17：15　
(土日祝日、年末年始を除く)

☎39－7514

「児童虐待かな？」と思ったら、すぐに電話してください。

問合せ こども支援課　☎34－8447 }21－6020

匿名での通告・相談も可能です。通告・相談を
した人や内容に関する秘密は守られます。

こども支援課　☎31－1732 }21－6020
平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれの人対象

ウェブ番号
1003298５歳児健康診査

幼稚園や保育園などを通じ、年中児に問診票
による健康診査（無料）を実施しています。
市外や認可外託児所へ通園中や、どこへも通
園していないなどで、対象年齢なのに「５歳児発達問診
票」の配布がない人は、12月2日(金)までにこども支援課
へお申し出ください。

こども政策課　☎34－8331 }22－6051

高校・大学（大学院含む）などに進学予定の子どもを
持つひとり親家庭の父母など

対象

ウェブ番号
1003636

入学金など就学支度資金を無利子で貸し付けます
申請から貸し付けまで1～2カ月かかります。
審査があり、原則連帯保証人が必要となります。

絵本の読み聞かせやハンカチを使った
手遊びなど、一緒に楽しもう♪

開催日 12月4日（日）
11月4日（金）からチケット発売日

ヒストリア宇部場所

開催日 11月18日（金）
0歳～4歳児と保護者対象

【前売】一 般 券2,000円
　　　子ども券1,000円
【当日】前売プラス500円

費用

申込み　うべ★子ども21　☎21－9114

幼児から大人まで
ハンドミラー作りなど
楽しいワークショップも
盛りだくさん！
詳しくはウェブサイトで！

小さなお子さん向けの
おはなし会

英語の絵本の読み聞かせや
ゲーム・手遊びなど♪
日時 11月26日（土）14：30～15：00

ちびっ子集まれ！
イングリッシュ・スタート

要予約

こども支援課　☎31－1732 }21－6020
Web版 離乳食教室 （後期コース）

要予約

火よう日のごちそうは
ひきがえる

ウェブ番号
1011313

時間など
詳しくは
コチラ

ウェブ番号
1004500

ウェブ番号
1010460

ウェブ番号
1003551

ウェブ番号
1009905

人形劇

▶いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
▶不自然な傷や打撲のあとがある
▶衣類やからだがいつも汚れている
▶表情が乏しい、活気がない
▶夜遅くまで1人で遊んでいる

▶小さい子どもを家においたまま外出している
▶子どもの養育に関して否定的、無関心である
▶子どものけがについて不自然な説明をする

子どもの
サイン

保護者の
サイン



06 人権

職場での活躍を願う女性を応援し、個性と能力を十分に発揮できる労
働環境整備を目的とした「女性活躍推進法」がスタートしてから6年。
女性の社会参画は着実に進んできましたが、市民の意識調査（※1）で
は、性別を問わず多くの人が「いまだ男性中心型社会」が続いていると
感じています。
それぞれの生き方に応じたやりがいのある仕事づくりや安定した雇用
の確保に加え、チャレンジできる環境整備を進めていくことで、年齢・
性別を問わず市民一人ひとりが生きづらさを感じることなく活躍でき
る、そんな魅力ある元気なまちを宇部市は目指しています。
そのための認証制度や助成金の交付など、宇部市の取り組
みを紹介します。

●女性活躍推進企業認証制度
●女性職場環境改善助成金交付
●女性応援イクメン奨励助成金
　（事業者用）交付
●うべイクボス宣言企業登録制度

●女性リーダー育成支援助成金交付 ●女性応援イクメン奨励助成金
　（男性従業員用）交付

詳しくは
女性活躍応援
ポータルサイト

▲（株）エイムで働く女性従業員のみなさん

事業者向け 女性個人向け 男性個人向け

当てはまる
項目に
〇をしてねあなたはどう？

ジェンダー意識度チェック
□デートの費用を彼女に払わせるなんてとんでもない。
□「主人」「奥さん」という言葉に抵抗を感じない。
□職場で育児休業を男性がとるなんて考えられない。
□学校の部活動のマネージャーは、女子の方が向いている。
□地域の会合などで、
　来客にお茶を出したりするのは女性の役目だ。

自分の中の当たり前を見直してみましょう。
男らしさ、女らしさだけでなく、
「あなたらしさ」を大切にしてみませんか。

〇が1つでもあれば要注意！

女性が輝く社会をめざして
あなたの笑顔がわたしもうれしい

宇部市の取り組み（制度や助成金）

働く女性の研修受講など、キャリアアッ
プをサポートします。

男性従業員が子育てに参画しやすい
よう、育休取得をサポートします。

女性トイレ・更衣室の環境整備や、男性
従業員の育休推進など、女性が活躍し
やすい環境づくりをサポートします。

社長より育児休暇の案内があり、1カ月間の育児休暇を取得しま
した。私は4児の父親ですが、初めて育児休暇を取得することに
対し、多少の不安がありましたが、育児を経験されている女性社
長から育児の大変さを直接聞くと、男性も女性も平等に育児を
しないといけないと考え、取得しました。取得中は無給となるた
め、助成金は生活費の一部に充てる
ことができて大変助かりました。初め
て育児の大変さを知り、育児をされ
ている方々に頭が下がる思いです。
これからも妻と共に、育児に取り組み
たいと思います。

私たちは、女性が安心して働き続けることができる職場づくりを
進めています。本社内には企業主導型保育園であるコロン保育
園を設置し、社員は勿論ですが、地域の皆様からもご利用いただ
いています。アットホームな環境で小さなお子さんが安心して過
ごせる保育園です。男性
社員も女性の働き方に理
解があり、協力体制が出
来ています。男性も女性
も誰もが活躍できる企業
をこれからも目指してい
きます。

（株）エイム 安全重機（株）…男性従業員から

女性活躍推進企業に認証された企業の声

女性リーダー
育成支援助成金活用

女性応援イクメン奨励助成金
（事業者用）（男性従業員用）活用

Voice.01 Voice.02

ウェブ番号
1013369

アンケートの詳細▶

中村 友一さん▶

問合せ 人権・男女共同参画推進課　☎34－8308 }22－6010

（※1） 令和3年「男女共同参画に関する市民アンケート調査」
 市民男女各1,000人

新型コロナ オミクロン株対応ワクチンの接種が始まっています。

接種券の紛失や、前回接種後の転入者は、申請してください。

※10月21日現在の情報です。

かかりつけ医かお近くの接種医療機関へ
ご予約ください。
取り扱いワクチンの種類については、接種
医療機関へお問い合わせください。

※1・2回目の接種がまだ済んでいない人で、オミクロン株対応ワクチンの接種希望者は、
２回目接種を12月末までに完了してください。

ウェブ予約 市ウェブ
サイト電話予約

※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　8：30～17：15）
☎0570ー003ー063 }082ー542ー1337

オミクロン株対応 モデルナ

新型コロナウイルス感染症医療対策室　☎39ー9908 }35ー6533問合せ

来年3月末まで接種期間

▲コロナ特設サイトコロナ特設
サイト▲

ウェブ番号
1004906

ワクチンの副反応や
有効性・安全性に
関する相談

ワクチン接種専門相談センター
☎083ー902ー2277
}083ー902ー2212

新型コロナワクチン
予約・相談センター
（月～土曜　8：30～17：15）
☎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

新型コロナのオミクロン株に対応したワクチンの接種は、
初回接種（１・２回目接種）を完了した12歳以上の全ての人が対象で、１人1回接種できます。
接種可能時期は、前回接種後5カ月経過後から、３カ月経過後に前倒しとなりました。

ウェブ番号
1017382

来年４月採用の 正規職員

申込み 職員課　
☎34－8839 }22－6057

試験日 12月2日（金）～11日（日）
11月13日（日）まで申込期限

来年４月採用の 水道局正規職員

申込期間 11月1日（火）～21日（月）

●区分：初級
●職種：企業職（技術系）

（第１次試験ウェブテスト方式）

内容

申込み

試験日 12月11日（日）
若干名定員

職員の募集 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。

区分

上級（大学卒業程度）

初級（高校卒業程度）

採用予定人数
10人程度
若干名
若干名

職種
行政
土木
土木

個別
接種

集団
接種

　　 

11月13日（日）

11月26日（土）
12月  3日（土）
12月  4日（日）
12月11日（日）

福祉会館

福祉会館
ときわ湖水ホール
万倉ふれあいセンター
小野ふれあいセンター

 　　

14：00～18：00
14：00～18：00
9：00～13：00
9：00～13：00

9：00～13：00
14：00～18：00

　　  

11月  5日（土）8：30

11月19日（土）8：30
11月26日（土）8：30
11月26日（土）8：30
12月  3日（土）8：30

720人

360人
480人
360人
360人

24時間薬剤師が対応

時間会場期日 予約開始日時 定員

18歳以上対象

オミクロン株対応 ファイザー 12歳以上対象

オミクロン株対応 モデルナ 18歳以上対象

対象となる子どもには、11月下旬に接種券をお届けします。
詳しくは、かかりつけ小児科にお尋ねください。

自宅などで受験可能なウェブテスト方式で実施します。

11月1日から
生後6カ月～４歳の子どもも接種が開始されました。 

水道局
〒755－0022　神原町一丁目8－3
☎21－2269 }21－2172

07新型コロナワクチン接種情報　職員募集
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問合せ 財政課　☎34－8173 }22－6083
※金額や割合は、四捨五入しているため、
   合計が一致しない場合があります

ウェブ番号 1017088

1 概況 2 決算収支

3 決算統括

　令和3年度の予算編成にあたっては、コロナ禍において、「市民の安心・
安全を守る」、そして「地域経済を支えていく」という視点から、新型コロ
ナウイルス感染症への対応を最優先課題としました。加えて、市制施行
100周年という大きな節目となる年として、「共存同栄」の原点に立ち返
り、「活力に満ちた強い産業の創出」、「未来を担う人財の育成」など、次代
への投資の観点を重視した諸事業の推進に配慮しました。
　また、年度内においては、長期化する新型コロナウイルス感染症の影
響に適切に対応するため、補正予算を積極的に編成しました。

　令和3年度は、令和2年度に引き続き新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の両立
に向けて、様々な対策を切れ目なく実施してきまし
たが、いまだ新型コロナウイルス感染症の収束が見
通せない状況にあります。
　また、財政指標の多くは健全性を保っていますが、
今後、新庁舎建設に伴う市債償還の開始や老朽施設
の更新経費などが見込まれ、市財政は厳しい状況を
迎えることが予想されます。
　このため、EBPMを活用して真に必要な実効性の
高い施策の構築に取り組むなど、効果的・効率的な
行財政運営を推進するとともに、自主財源の確保や
市債残高を適切にコントロールし、持続可能な財政
運営の確立に取り組んでいきます。

　要件を満たす工事を行った住宅について、工事が完了した年の翌
年度分の固定資産税を減額します。減額の適用は、各改修工事につ
いて１回限りで、申告が必要です。
●対象の住宅　
　居住面積の占める割合が2分の1以上あり、下記の要件を満たす住宅

平成29年1月2日(バリアフリー改修は4月1日)～令和6年3月31日
に完了し、工事費が50万円(省エネ改修は60万円)超の工事
※工事費は、耐震改修を除き、国や地方公共団体の補助金や、
   居宅介護(介護予防)住宅改修費の給付などを差し引いた自己負担額

財政の健全度を測る目安とされる「健全化判断比率」は、基準値を下回り、健全な状態にあります。
財政の弾力性を測る目安とされる「経常収支比率」については、87.5％と、前年度より6.3ポイント低下（改善）しています。
市債（借金）残高は、本庁舎建設工事に係る建設地方債の発行増により、増加しました。
市の貯金にあたる基金については、不測の事態への対応、各種事業への効果的な活用に備え、引き続き積み立てが必要です。

総額  60億6598万1千円

実質収支  22億6897万1千円

（物品、ワクチン接種体制の整備など） 11億1925万1千円
・感染拡大の防止

（子育て世帯などへの給付金の支給や、プレミアム付商品券の発行など）
45億4541万6千円

・市民生活、市内経済の下支え

（ICT教育環境の整備など） 4億131万4千円
・ポストコロナに向けた経済構造の転換・新たな日常への対応

新型コロナウイルス
感染症対策

歳入 846億547万8千円
総額　

歳出 819億4622万円
総額　

分類 対前年度増減率 金額

国・県支出金

市税

地方交付税

市債

地方譲与税・
県税交付金等

使用料・手数料
分担金・負担金

繰入金

その他

特別定額給付金事業費補助金の皆減などにより
32.4％の減

固定資産税の減などにより0.2％の減

基準財政需要額の増に伴う普通交付税の増により
16.3％の増

本庁舎建設事業債の増などにより62.1％の増

地方消費税交付金の増などにより18.6％の増

庁舎建設基金繰入金の増などにより72.6％の増

休日・夜間救急診療所診察料の増などにより
0.5％の増

市有地売払収入の増などにより24.8％の増

242億1189万円

240億730万円

102億9437万円

93億3550万円

54億8524万円

41億6993万円

18億6197万円

52億3929万円

歳入

国・県支出金
28.6％

市税
28.4％

市債
11.0％

地方譲与税・
県税交付金等
6.5％

繰入金
4.9％

使用料・手数料
分担金・負担金

2.2％
その他
6.2％

地方交付税
12.2％

宇部市の
台所事情

耐震、バリアフリー、省エネ改修に伴う固定資産税の減額

宇部市

県内市平均（単純平均）

令和元年度 令和2年度 令和3年度

〔見込み〕94.1% 93.8% 

87.5%

95.7% 95.6%

89.7%

100

90

80

0

（％）

経常収支比率〈普通会計〉 市債の残高（市の借金）〈一般会計〉 積立基金の残高（市の貯金）
〈一般会計〉

※万単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります

0

80
90
100
110
120
130
（億円）

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

126億3961万円
119億6676万円

130億6522万円

特別会計の決算状況

公営企業会計の収支の状況

公共用地造成
食肉センター
介護保険
国民健康保険
後期高齢者医療

3564万円
158万円

181億6225万円
194億5596万円
28億2588万円

3564万円
265万円

185億2572万円
196億3235万円
28億8830万円

特別会計名 歳　入 歳　出
中央卸売市場
地方卸売市場
農業集落排水
特別会計合計

特別会計名 歳　入 歳　出
1億1040万円

477万円
2億9381万円

408億9029万円

1億6508万円
481万円

2億9385万円
415億4839万円

会計名
（問合せ）

収益的収支 資本的収支
収　入

37億1024万円

61億5503万円

8億9146万円

32億3532万円

57億5306万円

8億4763万円

4億7492万円

4億197万円

4383万円

7億7266万円

31億6166万円

1億6524万円

24億4577万円

65億7096万円

2億9122万円

△16億7311万円

△34億930万円

△1億2597万円

支　出 差し引き 収　入 支　出 差し引き
水道事業会計

（☎21－2291）

交通事業会計
（☎31－1133）

下水道事業会計
（☎21－2417）

耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修

住宅の要件

工事内容

減額内容

ウェブ番号 1001762 ウェブ番号 1001763 ウェブ番号 1001764

問合せ 資産税課　☎34－8195 }22－6014

昭和57年1月1日以前に建築された
住宅

新築から10年以上経過し､65歳以上の人、
要介護・要支援認定を受けている人、障害
者のいずれかが居住する、改修後の床面積
が50㎡以上280㎡以下の住宅

廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・便所
の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、
引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化

一戸あたり120㎡分までを限度に2分の
1（平成29年4月1日から令和6年3月
31日の工事で、認定長期優良住宅に該
当することとなったものは3分の2)減額

一戸あたり120㎡分までを限度に3分
の1（平成29年4月1日から令和6年3月
31日の工事で、認定長期優良住宅に該
当することとなったものは3分の2)減額

窓の断熱改修（必須）、床・天井・壁の
断熱改修で、現行の省エネ基準に適合
する改修(建築士などの証明が必要)

平成26年4月1日以前に建築され、改
修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
の住宅

現行の耐震基準に適合した工事

一戸あたり100㎡分までを限度に3分の1減額

（建築士などの証明が必要） 

●対象となる工事　

人件費 職員給の減などにより1.1％の減 94億7511万円

補助費等

扶助費

繰出金

建設事業費

積立金

公債費

その他

特別定額給付金事業経費の皆減などにより
68.5％の減

子育て世帯臨時特別給付金経費の増などにより
22.0％の増

宇部阿知須公共下水道組合負担金の皆減などに
より6.0％の減

本庁舎建設事業費の増などにより73.9％の増

長期償還元金の増などにより7.3％の増

財政調整基金積立金の増などにより203.2％の増

新型コロナウイルスワクチン接種経費の増などに
より5.2％の増

76億8055万円

224億2880万円

75億3081万円

126億6374万円

63億9956万円

52億3202万円

105億3563万円

分類 対前年度増減率 金額

補助費等
9.4％

扶助費
27.4％

建設事業費
15.5％

人件費
11.6％

繰出金
9.2％

公債費
7.8％

積立金
6.4％

その他
12.9％

歳出

〈参考〉市では、市税のうち都市計画税（決算額15億9390万円）を、街路、公園、下水道、市街地開発の都市計画事業に充てています。

令和元年度 令和2年度 令和3年度

658億7493万円 659億1274万円

690億4950万円

646億7553万円 637億5674万円 629億5260万円

11億9940万円 21億5600万円 60億9690万円
本
庁
舎

建
設
分

そ
の
他

600

550

650
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700
（億円）



暮らし・手続き

案内・お知らせ

健康・福祉・スポーツ

文化

献血ご協力のお願い
▶宇部警察署
　11月9日（水）9：30～13：00
▶山口合同ガス㈱宇部支店
　11月9日（水）15：00～16：30
▶宇部税務署
　11月11日（金）
　9：00～12：00、13：15～16：00
▶山口大学医学部附属病院
　11月17日（木）13：30～16：00
地域福祉課
☎34－8326 }22－6026
1005438

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
総合集団健診を受けましょう
事業所などで健診を受ける機会のない人など
が受診できる、各種がん検診・骨粗しょう症検
診・特定健康診査です

▶保健センター
　①11月19日（土）
　②12月3日（土）※女性限定・託児あり
　③12月17日（土）
▶厚南市民センター
　④11月27日（日）
　各9：00～11：45
有料・申し込み先着順、
健診により異なる
①10月19日（水）～11月14日（月）
②11月4日（金）～28日（月）
③11月17日（木）～12月12日（月）
④10月27日（木）～11月18日（金）
各8：30～17:15※最終日12：00まで
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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
視覚障害者のためのＩＴ講習会

12月14日（水）～16日（金）
▶初級コース：9：00～12：00
パソコンの基本操作、インターネッ
トの使い方
▶中級コース：13：00～16：00
Windows10のアップデート、
Microsoftナレーターについて

市役所
市内在住の視覚障害者とその介助者
各コース５人
障害福祉課へ、11月25日（金）まで
に、電話・FAX・メールで
☎34－8314 }22－6052
{syou-fuku@city.ube.yamag
uchi.jp（要到達確認）
1017271

今富ダム湖畔
紅葉ウォーキング
万倉ふれあいセンターから今富ダムまでの往復
（約7㎞）。「うべの里アートフェスタ万倉の日」と「楠
こもれびの郷KUSUKUSU FESTA」も同日開催

11月23日（水・祝）9：30～13：00

万倉ふれあいセンター
飲み物・雨具・帽子・タオルなど
100人（先着順）
北部地域振興課へ、11月1日（火）か
ら、住所・氏名・当日連絡のとれる電
話番号を、電話・FAXで
☎67－2812 }67－2158
1004796

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
てくてくまち歩き

▶古地図、藤曲コース
　11月２0日（日）
　10：20集合
▶れんがのある風景を歩く
　11月２7日（日）
　9：50集合
観光交流課へ、電話で
☎34－8353 }22－6083
1003888

空き家の無料相談会
我が家が空き家にならないために、それぞれの
お悩みに応じた対策や住宅耐震相談を開催

11月10日(木)14：00～16：00
市役所
20人（先着順）
住宅政策課へ、11月1日（火）～9日
（水）に、電話で
☎34－8252 }22－6049
1002192

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

来年4月1日現在、15歳～16歳の男子
1次試験：来年１月14日（土）か15日（日）
2次試験：来年１月26日（木）～29日（日）
までの間の指定する１日
自衛隊宇部地域事務所へ、来年1月6
日（金）までに、電話で
☎31－4355

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
合併処理浄化槽への転換に
補助金交付します
既存の専用住宅のくみ取り便槽か単独浄化槽
を、合併浄化槽に転換する工事に、補助金を交
付します※要事前相談

下水道整備課
☎21－2180 }21－2179
1015128

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
農業者・漁業者の人へ
事業継続を支援します
コロナ禍における原油価格や物価の高騰を受
け、農業者・漁業者を対象に、農業者の肥料・飼料
代と漁業者の省エネ対策費の一部を支援します

県の緊急支援事業の認定を受けた農
業者・漁業者
県の助成金額の1/2
申請方法は、対象の人に文書などでお
知らせします
農業振興課☎34－8564
水産振興課☎34－8370 
}22－6013

1017449
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地域における情報共有活性化講習
ＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用した地域における情報の
共有や発信の方法について講習会を開催します
（全15回開催）11月の開催日は次のとおりです

▶福祉会館
　11月7日（月）19：00～20：30
　11月24日（木）13：30～15：00
　12月5日（月）13：30～15：00
▶万倉ふれあいセンター
　11月12日（土）10：00～11：30
▶川上ふれあいセンター
　11月17日（木）19：00～20：30
　11月27日（日）10：00～11：30
▶黒石ふれあいセンター
　11月22日（火）19：00～20：30
市民でスマートフォンをお持ちの人
各回20人（先着順）
筆記用具、スマートフォン
市ウェブサイトの専用申込フォームで
市民活動課
☎34－8233 }22－6016
1017339

火災予防
この時季は空気が乾燥し、火災が発生・拡大し
やすくなります。暖房器具や寝たばこ、火の取
り扱いには十分注意しましよう

11月9日（水）～15日（火）
宇部・山陽小野田消防局予防課
☎21－7599 }21－6120
1001363

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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

11月18日（金）13：30～15：30
福祉会館
50人（先着順）
消費者ネットワークうべへ
11月1日（火）から、氏名・住所・電話
番号を、電話・FAX・メールで
☎36－9555 }39－2272
{mail@ubenet.com
1004575

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人権を考えるつどい
演題「病気になった人々の経験から社会を見る
～ハンセン病を主たる例として～」
※手話通訳、要約筆記あり。優先席を設定。ライ
ブ配信予定

11月18日（金）14：00～16：00
文化会館
150人
人権教育課へ、11月8日（火）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.yam
aguchi.jp（要到達確認）
1011160

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県営住宅の入居者募集
申込書と募集団地一覧を11月1日（火）から配
布します

11月20日（日）～30日（水）
県施設管理財団宇部支所
☎37－0878 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
白ばら講演会
政治への参加意識の向上と、政治・選挙に対す
る意識の高揚を図る講演会。演題「歴史学にお
ける選挙制度～選挙からみた宇部の近代史～」

11月20日（日）14：00～16：00
多世代ふれあいセンター
300人（先着順）
選挙管理委員会事務局へ
電話・FAX・はがき・メールで
〒755－0027港町一丁目11－30
☎34－8451 }22－6069
{senkan@city.ube.yamaguc
hi.jp（要到達確認）
1007733

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第6回オーガニックフェアうべ
有機野菜などのマルシェ、有機農業に関する講
演会、しめ縄作り体験、クイズラリー（景品あり）、
パネル展示（各団体の活動紹介）

11月27日（日）10：00～14：00
万倉ふれあいセンター
講演会、クイズラリー…無料
しめ縄作り体験…500円

令和5年新年互礼会
来年1月4日（水）10：00～11：00
（開場は9：30）
ANAクラウンプラザホテル宇部
1,500円
総務課、北部総合支所、各市民セン
ターへ、会費を添えて申し込み
総務課　
☎34－8105 }22－6057
1017319

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山口県の最低賃金が888円／時
に改正
10月13日から適用されています。パート、ア
ルバイトなどを含めすべての労働者に最低賃
金以上の賃金が支払われなければなりません

山口労働局
☎083－995－0372

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
道路照明灯スポンサーの募集
照明灯にスポンサー名入りの表示板を設置可
能です

企業、団体か個人※所在地、居住地の
制限はありません
新設・更新については要問合せ、維持
管理費支援は年額2万円／基
道路整備課
☎34－8412 }22－6050
1002289

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クイズラリー…100人（先着順）
しめ縄作り体験…50人（先着順）
エコバッグ
農業振興課
☎34－8564 }22－6013
1013691

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
VRコンテスト「Ube VR AWARDS 
2022」作品 大募集中
市内で撮影した3～5分程度の360度の実写に
よる映像を募集中。カメラの貸し出しもあり

本審査（公開プレゼンテーション）
12月18日（日）14：00から
うべスタートアップ
市内在住か通勤・通学する人、または
県央連携都市圏域にある高等学校以
上の学生（聴講生は除く）
成長産業創出課へ、11月30日（水）ま
でに、メール・市ウェブサイトで
{ｓｓｓ@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）
※詳細は市ウェブサイトに掲載
成長産業創出課
☎34－8118 }22－6013
1016683

…はつらつ健幸ポイント対象事業

ウェブ番号1017401

8月中旬にいずれかの封筒で納付書を
お送りしています。
納付期限をすぎた納付書でも納めるこ
とができます。

高齢者総合支援課（介護保険料について）
☎34ー8297 }22－6０26
保険年金課（後期高齢者医療保険料について）
☎34ー8343 }22－6０19

問合せ ご不明な点はご連絡ください。

5万円以上の寄付について報告します。
ご協力ありがとうございました。（9月分、敬称略）

問合せ
☎34－8173 }22－6083

財政課寄付金報告

●小泉　晃志（埼玉県さいたま市）…66,000円

住民税均等割非課税世帯や令和４年１月から12月までに家計急変の
あった世帯を支援するための新たな給付金です。

※確認書(または申請書)を受理した後、記載漏れがないかなどの確認をするため支給までに一定期間
を要します
問合せ

申込期限

地域福祉課　☎34－8556 }22－6０26

給付金を受給するためには、手続きが必要です。

■確認書を11月中旬以降に発送（※1）
■提出された確認書受理・審査後、順次支給

世帯全員が令和4年度
「住民税均等割が非課税」の世帯

返信が必要です

予期せず家計が急変したことで収入が減少し、
世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
　　　　　　 (家計急変世帯)

申請が必要です

（※1）発送は、9月30日時点で住民登録のあ
る市区町村から

■申請時点で住民登録のある市区町村に申請
してください
■申請方法、申請期間は市ウェブサイトなどで
ご確認ください

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給

来年1月31日（火）まで

一世帯あたり
5万円

中学3年生・高校3年生へ
インフルエンザ予防接種
にかかる費用を助成

助成期間 11月1日（火）～来年2月28日（火）

宇部市に住民票がある、
中学3年生、高校3年生の
年齢相当者

対象者

問合せ

1人2,500円を上限に1回のみ助成内容

「介護保険料」・「後期高齢者医療保険料」
納付のお願い

介護保険料封筒

介護保険料・後期高齢者
医療保険料封筒

宇部市の取り組みや身近なお役
立ち情報など、宇部市の“今”がわ
かる！

YouTube 
宇部市長 
チャンネル始めました

ウェブ番号1016908

健康増進課
☎31－1777 }35－6533

市役所窓口の時間延長
（木曜夜間窓口）

アクセス
はこちら

●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】

【毎週木曜日19：00まで実施中 ※祝日除く】

場所
日時

ウェブ番号

ウェブ番号

ウェブ番号

問合せ

問合せ

申込み

対象

日時
場所
定員

申込み

試験日

申込み

場所
定員

申込期間

補助額

問合せ

対象

申込み

ウェブ番号

ウェブ番号

日時

日時

対象

申込み

定員
持参物

ウェブ番号

ウェブ番号

コース
日時

ウェブ番号

ウェブ番号

申込み

申込み

持参物
集合場所

日時

定員

場所
日時

場所
日時

日時
内容

申込み

ウェブ番号

申込み

費用・定員 ウェブ番号

ウェブ番号

問合せ

ウェブ番号

ウェブ番号

会費

日時

場所

定員

日時
場所

申込み

ウェブ番号

ウェブ番号

定員

日時
場所

日時
場所

持参物

対象

日時

場所

申込み

申込み

申込み

対象

費用

費用

定員

問合せ

問合せ

ウェブ番号

問合せ

問合せ

受付期間

対象
定員

場所

申込み

問合せ
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12 当番医　無料相談　健康減塩レシピ

小児科

内科・外科

11月の日曜・祝日当番医 ※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。

9：00～17：00 宇部市休日・夜間救急診療所　※12：00～13：00は待合時間　☎31－1099

宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099
※12：00～13：00は待合時間、17：00～18：00は休診　※0：00～9：00、21：00～24：00は、救急病院で対応します。

19：00～22：00

9：00～21：00

診療科 日時

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
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19：00～翌朝8：00）

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）

東須恵

むらかみこども
クリニック

☎44－4976
西岐波

いのくまこども
クリニック

☎51－0880
今村北

鈴木
小児科医院

☎51－1100
今村北

鈴木
小児科医院

☎51－1100
中尾

よしもと
小児科医院

☎22－0555
東岐波

きばた
小児科

☎58－6333
山陽小野田市日の出

すながわこども
クリニック

☎43－9200

歯科

宇部市  救急医療情報 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。

●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。

ウェブ番号
1004887

市ウェブサイトは
こちら▶

11月3日（木・祝） 6日（日） 13日（日）

11月3日（木・祝）、23日（水・祝）　9：00～12：00　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099

20日（日） 23日（水・祝） 27日（日） 12月4日（日）

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。

契約トラブルや多重債務
などの消費生活相談

日時

①11月16日（水）13：30～15：30
　[予約受付開始　11月4日（金）8：30から]
②12月7日（水）13：30～15：30
　[予約受付開始　11月17日（木）8：30から]

場所 市役所 定員 各12人（申込先着順）※受付要件あり
申込み 市民活動課 ☎34ー8126

日時

①11月9日（水）9：00～11：00 [予約受付中]
②11月24日（木）9：00～11：00
　[予約受付開始　11月10日（木）8：30から]
③12月14日（水）9：00～11：00
　[予約受付開始　11月25日（金）8：30から]

場所 市役所 定員 各10人（申込先着順）※受付要件あり
申込み 市民活動課 ☎34ー8126

場所
日時

▽万倉ふれあいセンター　11月15日（火）9：30～11：30
　（特設人権相談も開催）
▽福祉会館　11月24日（木）9：00～12：00

問合せ 市民活動課 ☎34ー8126 }22ー6016
月～金曜日　8：30～17：15

宇部市消費生活センター ☎34ー8157 }22ー6016

月～金曜日　8：30～17：15日時
申込み こども政策課 ☎34ー8331 }22ー6051

中小企業・
小規模事業者向けの
経営相談

男女間の暴力
（DVなど）の相談

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 申込期限 11月8日（火）まで
日時

日時

11月15日（火）9：30～16：30
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 11月17日（木）13：00～15：00

日時 月・火・木・金曜日　9：00～17：00
水曜日　12：00～20：00（第3水曜日は9：00～17：00）

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

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 11月6日（日）・26日（土）　13：00～16：00
11月15日（火）・18日（金）　10：00～16：00

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

日時 月・水・金曜日　10：00～17：45
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 11月12日（土）9：30～11：30 場所 福祉会館
定員 8人（申込先着順） 申込み 市民活動課 ☎34ー8126

申込み 山口被害者支援センター ☎083ー974ー5115

日時 月～土曜日　9：00～16：00
問合せ 配偶者暴力相談支援センター ☎33ー4649

場所・問合せ うべ若者サポートステーション ☎36ー6666
日時 火～土曜日　9：30～17：30

行政相談

問合せ ☎083－902－0889やまぐち性暴力相談ダイヤルあさがお
問合せ ☎189虐待かもと思ったら「児童相談所全国共通ダイヤル」

生きづらさを感じたら
「山口いのちの電話」 　　 0120－783－556　毎日16：00～21：00

☎22－4343　毎日16：30～22：30問合せ
日時

弁護士相談 要予約

犯罪被害（交通犯罪含む）
に関する相談 要予約

発達障害等の
相談

日時 11月18日（金）～24日（木）
月～金曜日　8：30～19：00、土・日・祝日　10：00～17：00女性の人権

ホットライン

要予約

ひきこもり相談・
ひきこもり
家族相談会 要予約

養育費
弁護士相談 要予約

司法書士
相談 要予約

行政書士会の遺言・
相続相談 要予約

場所
日時

▽多世代ふれあいセンター　毎週金曜日　11：00～14：30
▽図書館　毎月第1水曜日　13：30～15：00
▽学びの森くすのき　毎月第3水曜日　10：00～12：00
▽フジグラン宇部　毎月第4土曜日　10：30～13：00

問合せ 今村くらしの相談室 ☎51ー6233 }43ー7444

人権相談
日時 月～金曜日　8：30～17：15
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

まちなか保健室

日時 月～金曜日　9：00～16：00
申込み 山口地方法務局宇部支局 ☎21ー7211登記相談 要予約

日時 12月3日（土）13：00～15：00 場所 福祉会館
対象 本人・家族 問合せ むつみ会 ☎}35－3365

統合失調症・
うつ病相談会

場所・問合せ

日時 11月15日（火）17：00～19：00 場所 市役所

問合せ 教育支援課 ☎34－8630 }22－6066
不登校等教育相談 定員 2人 申込期限 11月11日（金）まで

問合せ ☎0570－070－810

宇部市では、無理をしない減塩「へら塩」と、もっ
と野菜を食べる「ベジうべ」に取り組んでいま
す。野菜を食べることも減塩につながります。
あなたもできることから始めてみませんか？

健康減塩レシピ
①鶏もも肉は余分な脂を
除き、やや大きめの一口
大に切って、ボールに入
れる。
②①にAを入れ、よくもみ
込み10分おく。
③②の肉をBにつけ、180
度くらいの油できつね
色に揚げる。
④器に盛り付け、レモン果
汁をかける。

02 ピリ辛唐揚げ

■熱量376kcal ■たんぱく質16.8g
■脂質27.2g ■食塩相当量0.2g1人分栄養価

地産品でおいしい！へら塩部門（H29）　優秀賞作品

問合せ 健康増進課
☎31ー1777 }35ー6533

2022年9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）

総人口 160,690
世帯数 80,054

人口・世帯数

発行 No.1561

編集／広報広聴課
☎34－8123
}22－6063

　　　　　　◇鶏もも肉 200g　A…酒 小さじ１、みり
ん 小さじ１/2、七味唐辛子 少々、片栗粉 大さじ２・２/3、
ごま油 小さじ１/2、ニンニク 4g　B…生姜 2g、小野茶 
2g、ごま 小さじ２　◇油 適宜　◇レモン果汁 適宜

材料（2人分）

こちらにもレシピが
たくさん載っています！

七味唐辛子・ニンニク・生姜で、塩や
しょうゆを使わずおいしくいただけます！減塩のコツ


