
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】
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