
宇部市で生まれた たくさんの笑顔。
これからの100年も
みんなの笑顔があふれるまちへ。

宇部市制施行

周年

【表紙】市制施行100周年記念式典で上映する動画に応募があった市民の皆さんの写真です。
今月号に掲載の内容は10月18日現在の情報です。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。

02
03 05
06 07 

市長・議長メッセージ/式典紹介
100周年関連記事
令和2年度 決算の概要

総人口  162,070人
世帯数  79,802
総人口  162,070人
世帯数  79,802
2021年9月末日の住民基本台帳より2021年9月末日の住民基本台帳より
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　宇部市が市制施行100周年を迎えましたこと
を心からお喜び申し上げます。
　また、この大きな節目の年を市民の皆様と迎
えることができましたことを大変嬉しく思います。

　本市は、石炭産業を基盤として飛躍的に発展を遂げ、大正10年に村
から一躍市制を施行しました。
　その後、戦災や公害問題など幾多の困難を経験しましたが、その都
度、自治の精神とまちづくりへの情熱によってこれらを乗り越え、本市
は山口県の産業、経済、文化の中心都市へと着実に発展してまいりまし
た。
　ここに改めて、先人の方々の並々ならぬご尽力に対し、深く敬意と感
謝を申し上げます。

　現在、本市は、少子高齢化や人口減少、中心市街地の活性化、大規
模災害への対応など、さまざまな課題に直面しています。
　加えて、世界的規模で発生した新型コロナウイルスの感染拡大は、
本市においても経済や教育をはじめとする市民生活に大きな変化をも
たらしました。
　私ども市議会は、これまで先人が築かれてきた本市の歴史と伝統、
文化を継承するとともに、変動する社会情勢に対応するべく、市民の皆
様と手を携えつつ、議決機関としての役割を果たしてまいります。

　今後も、市民の皆様が希望を持てるまちづくりに積極的に取り組ん
でまいりたいと考えていますので、より一層のご支援、ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
　結びに、皆様のご健勝、ご多幸と宇部市のますますの発展を祈念申
し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。

宇部市議会議長　河　崎　　運

　宇部市制施行１００周年を迎え、この記念すべ
き日を、市民の皆様とお祝いできることは、市長
としてこの上ない喜びであると同時に、今日の
礎を築きあげてこられた先人のご功績に深い
敬意と謝意を表します。

　さて、宇部市は、明治以降の石炭産業の振興により発展し、大正10
年11月、村から一躍市へと移行しました。
　先人たちは、「共存同栄・協同一致」の精神（こころ）で、ふるさとの発
展に取り組む一方、宇部大空襲などの困難にも、市民一丸となり乗り
越え復興を遂げてきました。
　戦後の降下ばいじん公害に対しては、「産官学民」が一体となり、知
恵を出し合い、助け合うことで克服し、さらには、現在の「緑と花と彫
刻のまち」へつながる花いっぱい運動や野外彫刻展の開催へと取組
みを広げ、今を生きる私たちに豊かで潤いのあるまちを与えてくれま
した。

　コロナ禍という厳しい状況下での新しい１００年の幕開けではあり
ますが、「共存同栄・協同一致」の精神（こころ）で苦難を乗り越え、次世
代に誇りを持って引き継いで行けるまちを創り上げていくべく、決意
を新たにしているところです。
　新たな１００年を担う子ども達が、将来の自分の人生をふるさと宇
部で描いていくことができるように、また、すべての世代が生き生き
と暮らせる魅力的なまちづくりを市民の皆様とともに全力で取り組ん
でまいります。

　皆様には、本市の輝かしい「未来」に向けて、より一層のご支援とご
協力をお願い申し上げますとともに、本市のさらなる発展を祈念いた
しまして、ご挨拶といたします。

宇部市長　篠　﨑　圭　二

記念サイト

■問い合わせ　秘書課　☎34－8109　>22－0618

■問い合わせ　市制施行100周年記念事業推進課　☎34－8898　>22－6063

特別功労

自治功労

〈順不同・敬称略〉

一般功労

第27・28・29代　市長
久保田　后子

岩村　　誠
黒川　康弘
田中　文代
城美　　暁
矢野　洋司
磯部　惠子
河村　守浩
内藤　哲夫
三藤　眞人
村田　高子
井原　八郎
木下　　昇
中村　達章
村谷　啓介

▷環境衛生功労
　田口　敏彦
　武藤　正彦
　矢野　忠生
　西本　哲明
　フラワーロード
　　　東岐波（団体）
▷社会事業功労
　正司マキコ
　桝冨　清美
　平佐サキヨ
　森本久美子
　吉冨　敏子
　宮本　良子
　

小川　裕己
折井　汲子
川﨑　雅行
佐々木真人
西本　　弘
綿田　敏孝
益原　忠郁
点訳すずかけの会
　　　　　　　　  （団体）
ボランティアグループ
  音訳ひびきの会（団体）
宇部市障害者ケア
　　　　 協議会（団体）

▷産業功労
　安部　研一
　河野　直行
　熊谷　満之
　下井　洋美
　日枝　敏夫
　木下　幸吉
　熱帯植物友の会
　　　　　　　 　（団体）
　炭鉱を記録する会
　　　　　　　　 （団体）

婦木　澄男
野村　　隆
大塚　　徹
野村　清風
三浦　房紀
末次　宣正
和田誠一郎
水田　和江
宮下　　実
白須　道徳
宇部市明るい選挙
  推進協議会（団体）

宇部興産株式会社取締役会長
山本　謙

第29・33・36代　市議会議長
杉山　孝治

ＵＢＥビエンナーレ運営・選考委員長
酒井　忠康

ＵＢＥビエンナーレ運営・選考委員
澄川　喜一

▷教育功労
　相原　次男
　谷澤　幸生
　進士　正人
　三谷　知世
▷芸術文化功労
　竹永　久男
　矢𠩤　久登
　福田　隆眞
　うべ彫刻ファン
　　　  倶楽部（団体）
▷スポーツ功労
　千　　泰久
　西山　一夫

これからのイベント11月1日の行事

ビデオ▲　
メッセージ

●祝賀飛行

●記念式典

●記念花火

12時～12時30分の間の
15分程度

20時～　
宇部港（15分程度）
丸尾漁港（5分程度）

13時～
渡辺翁記念会館

ホワイトアローズ、
F2、T4が市街地
上空を飛行します

「ホワイトアローズ」
写真出典元　海上自衛隊HP

ライブ配信

市勢の発展に功績のあった功労者を表彰します

新しい100年の幕開け
すべての世代が生き生きと
暮らせるまちづくりに全力

市民の皆様が
希望を持てるまちづくりに
積極的に取り組む

祝 宇部市制施行 1 0 0 周 年 記念サイト

〈順不同・敬称略〉〈順不同・敬称略〉

100周年を迎えるにあたり、様々な事業を実施！
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100周年にちなんで制作した
作品やグッズを紹介

Ⓒ読売新聞社

●宇部車えびつかみどりフェスタ

●プロ野球オープン戦

日時　11月12日㈮、13日㈯

日時　11月13日㈯ 
　　　10時～14時
場所　うべ新鮮市場
　　　元気一番の周辺広場

日時　令和4年2月下旬～3月上旬
場所　ユーピーアールスタジアムで開催予定

キッチンカー
も

　　　やって
来る！

フロリアン クラール氏を作家に迎え
令和6年度完成予定の新庁舎広場に
設置する野外彫刻作品を制作します

●第34期竜王戦七番勝負第4局宇部対局

●市制100周年記念
　彫刻プロジェクト
　「100周年、
　　希望あふれる未来へ」

藤井聡太三冠 豊島将之竜王

のぼり旗 横断幕

記念新聞

記念誌
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（　　　　　　　　）令和4年3月31日
まで配信します

広報うべ2021年11月号❷ 宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－祝 広報うべ2021年11月号❸宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－祝

著名人・宇部市ゆかりの人からお祝いビデオメッセージをいただきました
（順不同、敬称略）

紀
藤
　
正
樹

（
弁
護
士
）

完熟フレッシュ
（お笑いコンビ）

A
y
a
s
e

（
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
）

西
村
　
知
美

（
女
優
）

陣内　大蔵
（シンガーソング
　　　 ライター）

高
重
　
翔

（
マ
ジ
シ
ャ
ン
）

宝
来
　
麻
紀
子

（
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
女
子

　
　

  

元
日
本
代
表
）

藤
田
　
三
保
子

（
女
優
・シ
ャ
ン
ソ
ン

　
　
　

 

歌
手
・
画
家
）

末
成
　
映
薫

（
お
笑
い
タ
レ
ン
ト
）

や
す
子

（
お
笑
い
タ
レ
ン
ト
）

ポ
ロ
シ
ャ
ツ

ハンディ
ウェット
ティッシュ ピンバッジ

（金属製、竹製）

紙
製
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル

紙
製
マ
ス
ク
ケ
ー
ス宇

部
の
水

記念グッズ

フェイスタオル

市 制 施 行 1 0 0 周 年 記 念 式 典
日時　１１月１日㈪ １３時～　
場所　渡辺翁記念会館

宇部市の100周年の節目を一緒にお祝いしましょう。
式典の様子は、市制施行100周年記念サイトで、令和4年3月31日まで
配信しています。
※新型コロナウイルス対策として、参加者は表彰者・招待者のみとさせていただきます。



未来を共に創る
ピックアップ

å1002353

å1013524

å1012402

å1005642

å1005485

子どもを生み育てるなら宇部
こども

■職業体験イベント
 「みらいwalkers★UBE」を開催（10月6～7日）

山口宇部空港に隣接する公園に設置を計画。
令和5年春オープンに向けて準備を進めています。

■ 「山口宇部ふれあい公園」に
　大型遊具の設置計画

IT、製造、医療、伝統工芸等、多様な分野の地元事業者の協
力のもと、キャリア教育の一環として市内の中学2年生を対
象に開催。事業者とふれあい、学んだことについて、さらに詳
しく調べ、職業新聞等を制作。専用サイトで公開予定です。 ▼

■ わくわくプレーパークうべ

神原公園で毎週土曜日に開催。
（コロナ禍のため、10月から再開）

■ 妊婦応援都市の推進
令和2年11月3日（いいお産の日）に、妊婦応援都市を宣言。妊産婦や子ども、
子育て世代をまちぐるみで応援しています。（関連記事を9面に掲載）

å1006692

å1007819 å1008049

å1007973

å1008034

SNSで市長の活動報告を配信中！

にぎわい創出の拠点
旧山口井筒屋宇部店の利活用1

　旧山口井筒屋宇部店の利活用計画について、令和
2年9月市議会の審議結果等を踏まえ、これまで実施
してきた市民アンケートやサウンディング型市場調査
の結果等を参考にしながら、あらためて、ゼロベース
から検討を進めてきました。
　令和3年７月には「国道190号（常盤通り）を中心
とした面的な視点で検討」、「公共施設を含む複合施
設として、官民が連携する事業手法を検討」、「既存
建物の取扱いは“解体して建替え”の方向で検討」の3
つの方向性をもって利活用の検討を進めていくことと
しました。
　これらを踏まえ、新たに整備を予定している複合施
設の“核となる公共機能”を「子育て支援拠点」と「く
つろぎ・交流機能」とし、利活用計画の素案としてと
りまとめ、9月に公表し、市民の皆様からの意見（パ
ブリックコメント等）を募集しました。

　誰もが利用しやすいユニバーサルデザインを採用、環境と共生する庁舎を目指
し建て替えを進めてきました。新庁舎では、災害対策活動に備え、防災拠点機能
を拡充、行政手続きのオンライン化などデジタル化も推進します。
　１期棟の本体工事は、今年8月に上棟し、現在、内装工事を進めており、令和
4年2月完成予定で、5月に開庁を予定しています。

宇部郵便局

琴芝駅

●

190
490

旧山口井筒屋
宇部店

常盤通りを中心とした回遊性

市新庁舎
周辺整備

ヒストリア
宇部

ヒストリア
宇部

公園公園

真
締
川
公
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真
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公
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常盤通り（ウォーカブル）商店街

商
店
街

※写真はすべてイメージです

●本市の子育て支援の中核施設
●18歳までの子どもたちが様々な体験や活動に
　参加できる安心・安全な居場所
●先端技術の活用、アート、ものづくり、スポーツ
　などが体験できる施設

子育て支援拠点

●子どもから高齢者まで、すべての世代を対象
●飲食しながらくつろげる場、学生が自由に学習
　できる場、社会人がコワーキングできる場、展
　示やイベントなど多目的に利用できる場など、
　多くの人でにぎわう施設

くつろぎ・交流機能（すべての世代）

å1013766

å1013765

住民票等の各種証明書を市役所の窓口に出向かな
くても、24時間365日いつでもどこでも手続きがで
きます。※証明書は郵送で自宅に届きます。

　引越しや結婚、出産などで必要な市の手続きに
ついて、簡単な質問に答えていくだけで、「どのよ
うな手続きが必要か」「持ち物は何か」「どの窓口に行けばよい
か」を簡単に確認できます。来庁時の滞在時間も短縮。スムーズ
な手続きにお役立てください。

令和４年２月末 完成予定
市役所本庁舎１期棟2

スマートフォンやパソコンを利用した
オンラインサービスを開始します

行かない・書かない・待たない
デジタル市役所

■問い合わせ　総合窓口推進室　☎３４－８２７９　>２２－６００８

スマート申請
スマートフォンで申請、自宅で受け取り

10月9日には市民の皆さんを対象とした上棟見学会を開催。
※今後、完成見学会の開催も予定しています。

11月1日 10時
先行スタート

くらしの手続きガイド
あなたに必要な手続きが簡単に確認できます

住民票、転出証明書
※今後、戸籍証明（謄本・抄本）、印鑑証明、所得課税証明、
　固定資産評価証明書等の申請が可能になる予定です。

対象の証明書

● マイナンバーカード　● クレジットカード
● スマートフォン（アプリのダウンロード）準備するもの

中心市街地  にぎわい

市民の皆さんの声を、市政に反映市民の声を聴く
市政懇談会
市長と市民が直接語る場。
令和3年度前半は、市内24
地区で開催。自治会や子ども
会、ゴミ問題などの地域の課
題について意見交換を行い
ました。

若者会議
市内9校の高校生が市の
現状を捉え、市政に対する
意見を発表。中心市街地
活性化、市政の情報発信、
共生社会への取り組みな
どについて意見や提案を
いただきました。

●パブリックコメント
 （計画等に対する意見募集）
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て意見を求めます。市は提出
された意見とそれに対する市の考え方を公表し、市政
へ反映します。

●うべ未来モニター（市民モニター制度）

市政運営の参考とするため、インターネットまたは
文書を利用したアンケートを、年8回程度実施して
います。

これまでの100年、市民のみなさんとともにまちの歴史を紡いできました。
これからも、次代を見据えた取り組みを、市民の皆さんのお一人おひとりの声を大切
に、共に進めていきたいと考えています。
「暮らし満足度ナンバー1 宇部」を目指し、現在進行中の取り組みの一部を紹介します。

◆令和3年度
　10月に実施した意見募集
（パブリックコメント）や市民説
明会、今後実施予定のワーク
ショップ等による市民の皆様
からの意見を反映するととも
に、民間事業者へのヒアリン
グを実施し、民間機能や概算
事業費等を整理します。
◆令和4年度以降
　解体、設計・建設を進め、令
和8年度の竣工を目指してい
ます。

【今後の予定】

くつろぎ
・

交流機能

子育て
支援拠点
①子育て支援機能

×
②次世代育成機能

「居心地がよく
　歩きたくなるまちなか」
（ウォーカブル）

核となる公共機能の整備方針

詳しい
利用方法は
こちら

～宇部市の豊かな未来につなぐ～
● 研究開発・事業化の推進　
● 企業誘致・起業の促進
● 若者の雇用の場の創出

宇部市成長産業推進協議会

大
学
等
研
究
機
関

一
般
企
業
・

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等

プロジェクト医療・健康関連
研究会

次世代技術関連
（宇宙・DX・バイオ等）研究会

環境・エネルギー
関連研究会

提案

支援

しごと

　宇部市が持続的に発展していくため
には、仕事を創出し、人を集め、まちを
活性化させることが必須です。
　産業集積や大学等の高等教育機関、
研究機関が立地する本市ならではの地
域特性を活かし、「産・学・公・金」連携
のもと、医療や宇宙産業などの成長産
業の創出・育成、企業誘致に取り組んで
います。
　現在、大学等の研究機関に対して、シーズ（新たな産業を生み出す芽となる研究や事業化が見
込まれる開発研究）の調査を進めているところです。

成長産業の創出・育成

「ときわ公園実証フィールド活用プロジェクト」進行中
　成長産業創出の取り組みの一環として、ときわ公園を実証フィールドとして活用し、市民課題の
解決や新たなビジネスの創出を目指すプロジェクトを実施しています。

～ときわ公園チャレンジオープンハッカソンを実施しました！～
　市民や関係団体等のみなさんと、9月25日、次世代技術や自動運転などのテーマ別の課題につ
いてアイデアを出し合い、検討を行いました。
　今後は、このアイデア等をもとに、全国から実証実験や企画提案を公募する予定です。

■宇部市成長産業推進協議会
産学公金が連携し、今年5月に設
立。68の企業・団体が参加（令和3年
9月現在）。会員企業は随時募集。

å1012403

広報うべ2021年11月号❹ 宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－祝 広報うべ2021年11月号❺

山口ペイトリオッツ
（男子バスケットボールB3リーグ所属）

レノファ山口
（サッカーJ2リーグに所属）

ミネルバ宇部
（女子フットサルトップリーグ所属）

スポーツでまちを元気にする
スポーツ

　宇部市をホームタウンとしているプロスポーツチームやトップ
リーグチームと地域の活性化に関する包括連携協定を締結。  
　良きパートナーとして協働し、子どもの健全育成や高齢者の健康
づくり、また共生社会の実現など、元気なひとづくり、まちづくりに
つなげていきます。

■ プロスポーツ・トップアスリートと連携

　国道190号（常盤通り）の副道の一部を歩道と一体的に
整備することで、テーブルやベンチ、キッチンカーの配置
等、様々な形で利用が可能な、居心地がよく、歩きたくなる
空間を創出。人の往来や交流・滞在を生む、魅力的で回遊
性のあるまちづくりに取り組みます。



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

9235万円
1185万円

181億1001万円
189億7081万円
27億8025万円

9235万円
1185万円

182億6293万円
193億1595万円
28億3931万円

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
1億2076万円

477万円
2億7808万円

403億6890万円

1億6988万円
481万円

2億7810万円
409億7518万円

会計名
（問い合わせ）

収益的収支 資本的収支
収　入

37億9402万円

58億5984万円

8億2390万円

33億786万円

53億3027万円

8億8250万円

4億8616万円

5億2957万円

△5860万円

10億413万円

40億875万円

47万円

24億3379万円

73億4280万円

8183万円

△14億2966万円

△33億3405万円

△8136万円

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）

市債の残高（市の借金）
（億円）

0
100
200
300
400
500
600
700
800

平成30年度 令和元年度 令和2年度

交
付
税
措
置
分

単
市
返
済
分

659億1274万円

〈一般会計〉

※「交付税措置分」…後年度の元利償還額に応じて
　国が措置するもの

積立基金の残高（市の貯金）

0
80
90
100
110
120
130
（億円）

119億6676万円
126億3961万円130億2244万円

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

〈一般会計〉

耐震、バリアフリー、
省エネ改修に伴う固定資産税の減額

　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

●対象となる工事　平成28年1月2日～令和4年3月31日に完了し、
　工事費が50万円以上の工事
　※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

＜参考＞　市では、市税のうち都市計画税（決算額16億1362万円）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。

■問い合わせ　財政課　☎34－8173　>22－6083

令和2年度　決算の概要 宇部市の
台所事情

3 決算総括

1 概況 2 決算収支

歳入

　令和2年度は、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、未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、財政指標からは財政の健全性が保てていますが、
今後、新庁舎建設に伴う市債償還の開始や管理経費の増
加、老朽施設の更新経費等が見込まれ、市財政は一段と
厳しい状況を迎えます。
　このため、EBPM（証拠に基づく政策立案）を活用して
真に必要な実効性の高い施策に取り組むなど、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
保や市債残高のコントロールを図り、財政健全化のため
の取組を更に継続・強化していきます。

　令和２年度の当初予算においては、「プレ市制施行１００周年」にあたる
年であるとともに、「第２期宇部市まち・ひと・しごと創生総合戦略」がス
タートする年度であることから、「プレ１００周年希望あふれる未来スター
ト予算」として、過去最大の積極的予算を編成しました。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行により、
令和２年４月１６日には、全国を対象とした「緊急事態宣言」が出されるな
ど、新型コロナウイルス感染症は、市民の日常生活や市内経済に甚大な
影響を及ぼすこととなり、このため、感染症への対応を最優先課題として、
補正予算などを積極的に編成し執行しました。

※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

■問い合わせ　資産税課　☎34－8195　>22－6053

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

昭和57年1月1日以前に建築された
住宅

現行の耐震基準に適合した工事
（建築士などの証明が必要）

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4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

平成20年1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

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)

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4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

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100㎡分までを限度に3分の1減額

414億6443万円

244億4831万円

658億7493万円

418億9995万円

239億7498万円

656億2540万円

425億4841万円

230億7699万円

○特別会計の決算状況

○公営企業会計の収支の状況

・感染拡大の防止
 （ワクチン接種体制の整備など）
・市民生活の安定
 （特別定額給付金の支給など）
・市内経済の下支え
 （小売・飲食店等の持続化支援など）
・社会変革の推進（ICT教育の推進など）
・その他　

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2億2530万9千円

・・・・・・・・・・・・・・・・ 172億4134万8千円

・・・・・・・・・・・・ 8億6672万9千円
・・・・・・・ 6億4668万5千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3538万5千円

新型コロナウイルス
感染症対策　 総額 190億1545万6千円

実質収支 15億4560万6千円

総額 
875億8087万7千円

歳入
国・県支出金
40.9％

市税  27.5％

地方交付税
10.1％

地方譲与税・
県税交付金等

5.3％

使用料・手数料
分担金・負担金

2.1％ その他  4.8％

繰入金  2.8％

市債
  　　6.6％

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増などにより
119.6％の増

市民税の減などにより1.7％の減

基準財政需要額の減に伴う普通交付税の減に
より0.5％の減

体育施設整備事業債の皆減などにより5.8％の減

地方消費税交付金の増などにより16.3％の増

財政調整基金繰入金の増などにより40.4％の増

私立保育園保育料の減などにより16.8％の減

プレミアム付商品券販売収入の皆減などにより
3.9％の減

358億1208万円

240億6398万円

88億5307万円

57億5820万円

46億2518万円

24億1626万円

18億5242万円

41億9969万円

歳出 総額 
853億5494万8千円

分類 対前年度増減率 金額

補助費等

扶助費

人件費

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費の皆増などにより
233.1％の増

児童扶養手当扶助費の減などにより0.4％の減

会計年度任用職員制度の開始による増などに
より7.7％の増
介護保険事業会計繰出金の増などにより
1.2％の増
恩田運動公園スポーツパーク整備事業費の皆減
などにより2.3％の減

地方債元金償還金の減などにより3.1％の減

財政調整基金積立金の増などにより30.8％の増

新時代の学びを支える先端技術の活用推進
事業費の皆増などにより14.0％の増

246億4309万円

181億3289万円

95億8124万円

80億793万円

72億8235万円

59億6498万円

17億2574万円

100億1673万円

歳出

補助費等
28.9％

公債費
7.0％

積立金
2.0％

その他
11.7％

人件費
11.2％

扶助費
21.2％

繰出金
9.4％

建設事業費
8.5％

å1001763å1001762 å1001764

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、93.8％と、前年度より0.3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を踏まえ、引き続き積み立てが必要です。

経常収支比率

平成30年度 令和元年度 令和2年度

（％）

0

80

90

100

93.8％ 93.8％94.1％

95.3％ 95.7％ 95.6％

宇部市

県内市平均（単純平均）

〈普通会計〉

〔見込み〕

広報うべ2021年11月号❻ 宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－祝 広報うべ2021年11月号❼宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－祝



☎１８９ 「だれか」じゃなくて「あなた」から
■問い合わせ　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020■問い合わせ　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020

1 1月は「児童虐待防止推進月間」です

子育てに悩んでいる人は、ひとりで抱え込まずに相談してください。
また、周囲で虐待が疑われる事実を知ったときは、連絡してください。

これらはすべて児童虐待です。 「虐待かな？」と思ったら電話をしてください。

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、
縄などにより一室に拘束する など

性 的 虐 待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、
性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの
被写体にする など

ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔
にする、自動車の中に放置する、重い病気に
なっても病院に連れて行かない など

心理的虐待
言葉で脅す、無視、きょうだい間で著しく差別的
に扱う、子どもの目の前で家族に対して暴力を
ふるう（面前DV）など

匿名での通告・相談も可能です。通告・相談をした
人、その内容に関する秘密は守られます。

児童相談所
虐待対応ダイヤル

宇部市こども・
若者応援課

宇部児童相談所

☎189

☎31－1732

☎39－7514

24時間全国共通無料通話

平日8時30分～17時15分　
(土日祝日、年末年始を除く)

オレンジリボンには、
子ども達をあらゆる虐待
から守り、虐待のない
社会を築こうという想いが
込められています。

※緊急の場合は110番

オレンジリボンに関するイベントも、ウェブサイトで公開中

くすのきカントリーマラソン 
開催決定

3年ぶりの現地開催！ 上下水道局職員採用試験

å1003677

開催日　2022年
　　　　3月20日㈰ 
　　　　雨天決行
会　場　万倉ふれあいセンター
　　　　（スタート、フィニッシュ）

募集要項は11月
下旬以降に、
市ウェブサイトにて
公開します！▼

●ボランティアスタッフも募集予定
■問い合わせ　くすのきカントリーマラソン実行委員会 事務局
　（文化・スポーツ振興課）　☎34－8614　>22－6083

■問い合わせ　山口プロバスケットボール㈱　☎39－7705　文化・スポーツ振興課　☎34－8614　>22－6083 

試験区分 職種 受験資格 採用予定人数
初　　級

(高校卒業程度)
企業
(技術系)

▷平成12年4月2日～
　平成16年4月1日生まれ

若干名

業務内容　水道管の管理・設計・布設工事監督、浄水場等の機械設備・電気
　　　　　設備の保守管理・運転操作、その他水道事業に関する業務
試　　験　12月12日㈰
申込期間　11月1日㈪～11月19日㈮　試験会場　福祉会館
申込方法　申込書を持参か郵送

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）上下水道局に設置、上下水道局ウェブサイト
https://ubesuido.jp/pages/277/に掲載

■申込先・問い合わせ　上下水道局総務企画課
　〒755－0022　神原町一丁目8番3号　☎21－2269　>21－2172

■問い合わせ　観光・グローバル推進課
　　　　　　　☎34－8353　>22－6083

を楽しもう
博覧会公式ウェブサイト▶

宇部市のおすすめイベントを紹介！

開催中
YAMAGUCHI  YUME  KAIRO  EXPO 

日時　11月7日㈰ お昼頃から日暮れまで　場所　宇部新川駅前広場
費用 2,000円（素焼きのお茶碗）　対象　どなたでも　※途中参加・退出も自由です　

イベントの
■問い合わせ　ときわ公園企画課　☎54－0551　>51－7205
園内施設休業日…毎週火曜
※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

…ときわ遊園地
…ときわ湖水ホール　☎51－7282　>51－2777
…ときわミュージアム　☎37－2888　>37－2889

…ときわ動物園　☎21－3541　>21－5099　

●つくる・みる・かんじる美術室　かたちときもち
　みえないかたちであそぼう！
　会場の材料や道具を使って
　自分らしいものづくりを楽しもう！
　 ※一部有料
　期間　11月12日㈮～28日㈰

●園長とさんぽ
　ときわ動物園の多々良園長が
　園内を散策しながら見どころ
　をガイドします！
　日時　11月14日㈰ 9時35分～10時20分
　　　　28日㈰ 13時～13時45分
　定員　10人（当日先着順）
　　　　いずれも当日9時30分～動物園入口
　　　　にて受付
●クリスマス展
　ポインセチアなどクリスマスにちなんだ植物
　を、特別展示室に展示します。
　期間　12月1日㈬~ 25日㈯
　　　　※別途入館料が必要

●サンタが植物館にやってくる！
　サンタと一緒に写真を撮った
　りお願いを聞いてもらおう。
　日時　12月4日㈯
　　　　10時～11時30分、
　　　　13時30分～15時
　　　　※別途入館料が必要

いちはやく

詳細は、上下水道局ウェブサイトに掲載します

住宅用火災警報器設置促進等広報活動イベント

アルパカ１日消防署長！
日時　11月14日㈰ 9時30分～13時
住宅用火災警報器の展示や、
疑似消火体験ゲームもできる！
秋の火災予防運動期間
11月9日㈫～15日㈪

問い合わせ　消防局予防課　☎21－7599

まってるヨ～！

イベントの開催場所と
問い合わせ先

光の街ＵＢＥ2021

■問い合わせ　観光・グローバル推進課　☎34－8155　>22－6083

宇部市の冬のイルミネーションイベントが連携する『光の街ＵＢＥ』。
ときわ公園をはじめとし、市内のあちこちで幻想的な光りに包まれます。
とっておきの冬をお過ごしください。

＊サンタクロスロード2021＊
中心市街地が約10万球のイルミネーション
で彩られる！
芸術性の高い演出が人気で、音楽に合わせ
た光のショー「光のミュージカル」を毎日開催！
(18時～22時)
場所　中央街区公園 
期間　11月27日㈯～来年1月2日㈰ 17時～24時
　※11月27日㈯～来年1月16日㈰には、平和通り周辺でもイルミネーション
　実施予定

＊TOKIWAファンタジア2021＊（一部無料）
「ときわ公園」の冬を彩る、中国地方でも
トップクラスのイルミネーションイベント。
市民部門に加え、「アート」な空間が出現
し、夜の遊園地がメディアアートの美術館
へ変わります！

山口宇部空港から宇部新川駅までを
つなぎます。
運行日　11月28日㈰～12月19日㈰
　　　　の土日と、
　　　　12月24日㈮、25日㈯、26日㈰
停車バス停　山口宇部空港、ときわ公園正面、常盤町二丁目、
　　　　　　宇部中央、宇部新川駅

場所　ブルーウェーブテクノロジーズ株式会社
　　　あすとぴあ事業所
期間　12月11日㈯～来年1月31日㈪
　　　18時～21時（予定）

場　所　ときわ公園 
期　間　11月28日㈰～来年1月16日㈰
　　　　17:30開場、18:00～21:30
　　　　12月31日㈮、来年1月1日（土・祝）は休園
入場料　前売り券500円、当日券700円、パスポート1,000円
　　　　高校生以下無料。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
　　　　手帳をお持ちの人と、それに伴う付き添いの人１人無料

＊エアポート・イルミネーション＊
＊ヒストリア宇部ライトアップ＊

＊イルミネーションバス＊

＊祈りの木 た々ち 2021＊

館内の高さ5mの
クリスマスツリーも必見！
場所　山口宇部空港
期間　11月26日㈮～
　　　　来年1月6日㈭ 
　　　17時～21時30分
　　　
　　
　※クリスマスツリーは
　　12月25日㈯まで 期間　11月28日㈰～来年1月16日㈰

　　　18時～22時

期間限定

初登場

å1003962

運転手はサンタさん?！

11月9日㈫～16日㈫は、山口ゆめ回廊
博覧会のため臨時休館します

ときわミュージアム　世界を旅する植物館　
臨時休館のお知らせ

　素焼きのお茶碗に絵付けをするワークショッ
プを開催。絵付けしたお茶碗はその場で焼き上
げられ、希望者はお抹茶を楽しめます。

　チャーミングな格好をしたきむらとしろうじん
じんやスタッフと「今・ここ」でしか味わえない体
験に参加してみませんか？

宇部市は、令和2年11月3日（いいお産の日）に妊婦応援都市宣言を行ってから、今年1周年を迎えます。
今後も、妊産婦や子育て世代を大切にし、妊娠期から切れ目のない子育て支援を進めていきます。

宇部市妊婦応援都市宣言

妊婦応援都市

市章をモチーフにしたオリジナルデザインの箱に育児用品を収めて、
プレセント！
「思い出BOX」として、赤ちゃんの大切なグッズを保存いただけます。
※対象者には申請書をお送りします。

うべ妊婦・子ども応援団

赤ちゃん誕生おめでとう箱

å1003279

赤ちゃんが
生まれたら å1003605

宇部市制施行100周年記念　山口ペイトリオッツ　宇部市民応援デー

◆チケット・試合情報・ブースタークラブ（ファンクラブ）の詳細は公式サイトで▶

市内在住・在学・在勤の人は、当日購入に限り2階自由席を特別記念価格にてご購入いただけます。

大　人　市民応援デー特別価格 ￥1,000（通常当日価格￥2,100） 
小中高　市民応援デー特別価格 ￥500   （通常当日価格￥1,600）

日時　11月6日㈯ 18時 試合開始
　　　　　 7日㈰ 14時 試合開始
場所　俵田翁記念体育館（恩田町4－1－1）
対戦　金沢武士団（かなざわさむらいず）

2階
自由席

美術家・きむらとしろうじんじん氏による『野点』
宇部市
初登場

【きむらとしろうじんじん】　
京都市立芸術大学、
大学院卒業後
1995年より現活動を
続行中の美術家

動

動

動

遊

遊

湖

湖

湖

ミ

※イメージ
　です

ミ
ミ

ミ

ミ

ミ

生命のはじまりを担う妊産婦を大切にし、子どもたちが健やかに生ま
れ育つ環境づくりを進めていくことは、光り輝く未来へとつなぐ、今を
生きる私たちの使命です。
生命の大切さとかけがえのなさを認識し、妊産婦や子育て世代を大切
にする意識を高め、地域社会全体で、未来を担う子どもたちの健やか
な成長を支えていくため、ここに、「妊婦応援都市」を宣言します。

第
１８回

　遊園地の乗り物が1,000円で乗り放題！

　日時　11月7日㈰
　　　　10時～17時（販売10時～15時） 
　販売枚数　800枚（先着順） ※当日販売のみ

ぶちのりパスポート

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）一部機種は対象外です。天候等により
運休となる機種があります。

ワークショップなどほかにもイベントもりだくさん！
・小野和紙ワークショップ
・多肉植物寄せ植え

・ハーブでクリスマスリース作り
・ドライフラワーリース展 など

くわしくは
ときわ公園
ウェブサイトへ！

※お茶碗の数には限りがあり、売り切れる場合があります。予めご了承ください　

■申込先・問い合わせ　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020■申込先・問い合わせ　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020

※写真は平成30年度開催時のものです

お楽しみに

å1012149

マタニティ
ショッピング

要
予約

ユニクロ宇部清水川店にて「妊婦さん・
4か月までの産婦さん」とその家族だけ
で、ゆっくり楽しくお買いものいただけ
ます。

11月27日㈯　8時30分～9時30分

令和２年11月3日　宇部市

å1013834

子育て家庭を応援する企業など「うべ妊婦・子ども応援団」とともに「妊娠・
出産から子育て」を社会全体で支えていくことを目指し活動しています。
ご協力いただける企業・団体募集中！

※当日会場での購入のみ対象、前売は通常価格

広報うべ2021年11月号❽ 宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－祝 広報うべ2021年11月号❾宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－祝



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
（300円・500円、先着50人）、クイズラ
リー（景品あり、先着100人）、パネル
展示（各団体の活動紹介）!11月28
日㈰10時～14時#万倉ふれあいセン
ター<エコバッグ}農業振興課（☎
67－2819、>67－2316）å1013691

子ども向けの、読み聞かせ・かみしば
いなど!#●幼児対象▷11月27日㈯
11時～11時40分、ときわレストハウス
▷12月11日㈯11時～11時40分、多世
代ふれあいセンター●小学1～3年生
▷11月20日㈯11時～11時40分、アクト
ビレッジおの▷11月27日㈯13時～13
時40分、ときわレストハウス▷12月4日
㈯13時～13時40分、黒石ふれあいセ
ンター▷12月18日㈯11時～11時40
分、13時～13時40分、まちなかキッズ
スペース（ボスティビルド2階）▷12月
19日㈰11時～11時40分、西岐波ふれ
あいセンター{各30人（先着順）
|*+?=∑（11面）~11月2日～16
日_図書館（〒755－0033琴芝町一丁
目1番33号、☎21－1966、>21－
3801）library@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）å1013783

《宇部市制施行100周年記念事業》
●交響曲UBE完成披露メモリアルコ
ンサート$宇部市制施行100周年の
今年、宇部に交響曲が誕生！!12月7
日㈫18時半から&一般：5,000円、大
学生以下：2,000円}宇部市文化創
造財団（☎35－3355）
●第15回  第九「歓喜の歌」でHAPPY
END 2021 in 渡辺翁記念会館!12月
26日㈰14時から$「新しい日常」の中
でも、心癒すひと時をお届けします。
&一般：1,500円、高校生以下：500円
#渡辺翁記念会館※詳細はチラシ、
財団ウェブサイトへ}宇部市文化創
造財団（☎35－3355）

年中児を対象に、幼稚園や保育園な
どを通じて問診票による健康診査を
実施しています。「5歳児発達問診
票」の配布を受けていない保護者は
連絡をしてください。%平成28年4月2
日～平成29年4月1日生まれ
|*?=対象児の氏名、生年月日、
保護者の連絡先~12月3日まで_こ
ども・若者応援課（☎31－1732、>21
－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）å1003298

持続的な企業経営のためのセミナー
です。「事業継続力強化計画」認定
制度をわかりやすく解説!11月10日

㈬14時～15時半#うべ産業共創イノ
ベーションセンター　志%市内事業
者{現地15人とオンライン（Zoom）
|?申込専用ウェブサイト}商工振
興課（☎34－8360、
>22－6041）å1013768

●呼吸と姿勢　ストレッチをしながら
呼吸を合わせて体幹を整えます。足
腰の痛み予防にも！!11月10日㈬、24
日㈬各10時から&各3,000円{各10
人~11月6日まで
●アロマ教室　MPソープで作るアロ
マ石鹸＆心地よい睡眠を誘う香りの
スプレー!11月17日㈬13時から、26
日㈮19時から&各1,700円{各15人
~11月13日まで
#アクトビレッジおの<筆記用具
|*?=_アクトビレッジおの（☎64
－5111、> 64－2800）
actvillageono@feelkankyo.com

就労を希望する人は、ぜひ説明会に
ご参加ください。!11月11日㈭、25日
㈭各13時半～#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）

●渡辺翁記念会館見学＆松巌園ヨ
ガ 市の重要文化財「渡辺翁記念会
館」を見学後、「松巌園」で、初心者
でもできるやさしいヨガをします。!11
月29日㈪9時半～12時、13時半～16時
#渡辺翁記念会館 正面玄関集合
&各1,500円~11月26日まで{各10
人（最少催行人数：5人）<動きやす
い服装、タオル、飲み物|*∑（11
面）_うべ探検倶楽部（☎39－7460、
>39－7461）}スポーツコミッション
（☎39－7653）å1004865

特徴的な岩石、鉱物を見つけながら、
地質・地層について学びます。!11月
13日㈯13時～15時#キワラビーチ
%県在住の小学生以上{20人<帽
子、マイボトル、動きやすい服装、タオ
ル、軍手、筆記用具|*?=†~11
月1日～12日_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/å1013272

ときわ動物園の猿たちを観察しなが
ら学び、人間との共生や環境問題に
ついて考えるSDGsワークショップ
●アジアの森林から「シロテテナガザ
ル」!11月13日㈯13時～16時半
●宇部の動物から「ニホンザル」
!11月27日㈯13時～16時半
●マダガスカルから「ワオキツネザ

ル」!12月12日㈰13時～16時半
#ときわ動物園%市内小・中学生
（親子で参加可）{各10人（組）（先着
順）<筆記用具|応募専用フォーム
より申込~10月8日から}政策企画グ
ループ（☎34－8113、>22－6008）
å1013742

●秋冬野菜の収穫体験
!11月14日㈰~11月8日まで
●ダイズ収穫体験
!12月5日㈰~11月29日まで
●ダイズ脱穀体験
!12月12日㈰~12月7日まで
!各9時半～11時半#森部農園（船
木）&各1,000円{各15人（先着順）
<手袋、タオル、長靴、水筒、※秋冬
野菜の収穫体験は野菜を持ち帰るた
めの袋も必要
_有機ネット山口西部（®090－5690
－5758［天野］）å1003949

会場やオンラインで、空き家問題を含
めた議論を行います。!11月16日㈫
18時～20時#新川ふれあいセンタ
ー・オンライン（Zoom)%市民&対面
会場：200円、オンライン：無料{対面
会場20人、オンライン40人<筆記具
|*?=氏名・ふりがな・電話番号・
メールアドレス~11月13日まで
_まちなか環境学習館（☎>39－
8110）ubekuru@gmail.com
http://ubekuru.com/

講話「離乳食の進め方について」
動画「離乳食の作り方」!11月17日
㈬10時半～11時10分%生後9か月～
1歳3か月児の保護者{10人（先着
順・要予約）|=∑（11面）と質問内
容、児の名前・生年月日・月齢~11月5
日から_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）å1003551

ゆっくり過ごしながら、講話「産後から
受けられる支援、事業、サポートにつ
いて」を聴いたり、個別相談も受け付
けます!11月18日㈭10時～14時半
#楠こもれびの郷%市内在住の2か
月～1歳児と母親{10人（先着順・要
予約）<オムツ・着替え・ミルク（哺乳
瓶）・飲み物など~11月4日10時～11
日17時まで_こども・若者応援課（☎
31－1732、>21－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

就職面接に自信を持って望めるよう、
第一印象アップのポイントを学びま

す。!11月20日㈯10時半～12時#ジ
ョブスタ（うべ産業共創イノベーション
センター　志）かオンライン%市内在
住求職者か市内への就職希望者
{各10人|*?=※詳細は市ウェ
ブサイトでご確認ください~11月19日
まで_ジョブスタ（☎39－5013、>39
－5184）
jobsta@aurora.ocn.ne.jpå1013578

●お菓子のパーツを飾りつけて、トゥ
ンカロンのスイーツデコボックスをつく
ろうå1013623
!11月20日㈯10時から、11時から、13
時から#学びの森くすのき%※小学
校低学年以下は保護者同伴&600円
{各5人（先着順）~11月3日～14日
●松ぼっくりとフェルトでフクロウをつ
くろう！å1013652
!11月26日㈮10時半～11時半
&100円{10人（先着順）~11月3日
から
●色画用紙の輪をつなげてクリスマ
スツリーをつくろう！å1013653
!12月7日㈫10時半～11時半&100
円{10人（先着順）~11月3日から
|*?_学びの森くすのき（☎67－
1277、>67－0691）

今富ダムまでの往復約7kmと、湖畔
散策約1.5kmを歩きます。※小雨決
行!11月23日（火・祝）8時50分～12時
#万倉ふれあいセンター集合{100
人（先着順）<飲み物、雨具、帽子、タ
オルなど|*?∑（11面）~11月19日
まで_北部地域振興課（☎67－
2812、>67－2158）å1006297

●菩提寺山から平原八幡宮へ　
追条路を巡る（健脚向け6km）!11月
21日㈰9時半～12時#西宇部ふれあ
いセンター集合~11月19日まで<タ
オル・飲み物・トレッキングシューズ着
用
●市制施行100周年記念「役場は上
宇部からお引越し」（4.5km）!11月
28日㈰9時15分～12時#琴崎八幡宮
バス停集合※市役所前解散<タオ
ル・飲み物~11月26日まで
{各20人（先着順）|*?_観光・グ
ローバル推進課（☎34－8353、>22－
6083）å1003888

「災害時の『食』について～家庭内備
蓄のススメ～」と消費生活ミニミニ講
座!11月24日㈬13時半～15時半
#福祉会館{50人（先着順）
|*?=∑（11面）_消費者ネットワ
ークうべ（☎36－9555、>39－2272）
mail@ubenet.comå1001387

MEGASTAR（移動式プラネタリウム）

による星空のインスタレーションと講
演!11月27日㈯、28日㈰※両日とも
講演２回、インスタレーション２回開催
予定（詳細は市ウェブサイト掲載）
#図書館{各30人（先着順）
|†~11月22日まで_コミュニティス
クール推進課（☎37－2780、>22－
6071）
 https://s-kantan.jp/ube-u/å1013685

演題「LGBTって何だろう？～誰もが自
分らしく生きられる社会を目指して
～」※手話通訳、要約筆記あり。優先
席を設定　ライブ配信あり!12月1日
㈬18時半～20時半#文化会館{150
人|*?=∑（11面）~11月22日ま
で_人権教育課（☎34－8620、>22
－6072）
jinkenkyouiku@city.ube.yamaguchi.j
p （要到達確認）å1011160

「運動で体力年齢若返りたい人コー
ス」個人の体力や体組成に合わせた
「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
!12月から
●教室型#保健センター、ユーピー
アールスタジアム、宇部西リハビリテ
ーション病院、Goppoええぞなクラブ、
フィットネスクラブハバック、ココラン
ド、西ケ丘自治会館
●個人参加型#カーブス
%はつらつ健幸ポイント参加者。市内
在住か在勤の40歳以上で、医師から
運動制限をされていない人&3,000
円／月（カーブスは４か月目から6,270
円／月）※別途、活動量計1,000円／

年が必要<運動できる服装、室内運
動シューズ、水分補給|*?∑（11
面）と希望コース、年齢~11月19日ま
で
_健康増進課（☎31－1777、>35－
6533）å1005085

障害の特性や適切な配慮、手話など
のコミュニケーションの方法を学ぶ講
座です。!12月4日㈯13時～15時半
#福祉会館%市内在住か通勤・通学
する人{20人|*?=∑（11面）
~11月24日まで_障害福祉課（☎34
－8457、>22－6052）
syou-fuku@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）å1013666

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、特定
健康診査※要事前予約!①12月4日
㈯、②18日㈯9時～12時{&各健診
により異なる（有料・先着順）
|*?†~①11月4日から②11月18
日から# _保健センター（☎31－
1777、>35－6533）
 https://s-kantan.jp/ube-u/å1004988

室内ペタンク!12月6日㈪9時（集合8
時半）～12時#俵田翁記念体育館
%60歳以上<上靴、靴袋※老人クラ
ブ未加入の人は、各ふれあいセンタ
ーに設置の申込書を提出~11月10日
まで_老人クラブ連合会（☎22－
4380）

!来年1月4日㈫10時～11時#俵田
翁記念体育館&1,000円（飲食なし）
{400人（先着順）~11月30日まで
_総務管理課（☎34－8105、>22－
0686）、北部総合支所

1次試験：来年1月22日㈯か23日㈰
2次試験：来年2月3日㈭～6日㈰の間
の指定日%来年4月1日現在、15歳～
16歳の男子（中学校などの卒業見込
者含む）~来年1月14日まで_自衛隊
宇部地域事務所（☎31－4355）

楠地域を運行している「くすのき号
（瀬戸線）」に、11月10日から新しいノ
ンステップバス（低床バス）が登場し
ます。}交通政策推進グループ（☎
34－8831、>22－6008）、船木鉄道㈱
（☎67－0321）å1002814

11月14日は世界糖尿病デーです。糖
尿病の予防や治療の啓発活動として
ヒストリア宇部が糖尿病啓発のシンボ
ルのブルーにライトアップされます。
!11月9日㈫～15日㈪17時半～23時
半}健康増進課（☎31－1777、>35
－6533）å1013682

マイナンバーカードの申請をお手伝い
します。お申込みの先着100人にクリ
アファイルをプレゼント！!11月23日
（火・祝）9時～12時、13時～17時%市内

在住の人<本人確認書類（運転免許
証、健康保険証など）|*?_市民
課（☎34－8264、>22－6017）
å1013794

看護、介護職関係職種の求人事業
所による合同就職面接会!11月25日
㈭10時～12時、13時半～15時半#と
きわ湖水ホール%看護、介護関係職
種への就職希望者}ハローワーク宇
部（☎31－01 6 4、> 3 1－1 8 3 5）
å1013678

コミュニケーションの取り方や薬の相
談!12月4日㈯13時～15時#福祉会
館%本人・家族_むつみ会（☎>35
－3365）

プレミアム付商品券は、利用期間を過
ぎると利用できなくなります。ご利用は
お早めに。}宇部市プレミアム付商
品券事務局（☎34－2388）
https://www.ube-premium-shohinken.
com/

10月1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）

市は、法務省の「養育費不払い解消
に向けたモデル事業」に参加し、弁護
士による法律相談や公正証書の作
成など、養育費確保の支援や費用の
補助を行っています。お気軽にご相談
ください。~来年2月まで}子育て支
援課（☎34－8331、>22－6051）

寄付金報告
安田　一成（宇部市大字西岐波）
山本　弘美（山口県周南市）
山口興産株式会社（宇部市文京町）
株式会社山原商会（宇部市大字沖宇部）
株式会社アモダ（宇部市大字山中）
宇部市土木建設協同組合（宇部市大字東岐波）
株式会社清和防水（宇部市大字西岐波）
株式会社山縣屋（宇部市西中町）
明治安田生命保険相互会社山口支社（山口県下関市）
株式会社山口銀行床波支店（宇部市床波）

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。

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・1,500,000円

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

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

・・・526,500円
・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円

ご協力ありがとうございました。  ■問い合わせ　財政課　☎34－8173

5万円以上の寄付について報告します
（9月分、敬称略）

催　　し

お知らせ

募　　集

くすのき号（瀬戸線）の
バスが新しく！

オーガニックフェアうべ

キラメキ読書会2021

文化創造財団のイベント

5歳児健康診査

「中小企業強靭化法」
セミナー

「せかい！動物かんきょう会議」
ときわ動物園プログラム

宇部の地質を探ってみよう
-岩石ことはじめ-

マスク時代の
就活テクニック講座

産後のお母さん向け
サポート事業

Web版 離乳食教室
（後期コース）

スポーツコミッションの
イベント

シルバー人材センター
会員募集と入会説明会

アクトビレッジで
体験イベント

有機栽培講習会

※対面
会場のみ

環境サロン「終活・空き家
片付け ごみに
ついて考える」

今富ダム湖畔　
紅葉ウォーキング

学びの森くすのきの
イベント

てくてくまち歩き

賢い消費者講座

地上最高の星空作りを
目指して～MEGASTAR
開発ストーリー～

あなたにぴったりの
個別運動プログラム

老人スポーツ大会

総合集団健診

人権を考えるつどい

「障害のある人への理解を
深めよう」受講生

令和４年新年互礼会

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

生活習慣を見直し
糖尿病を予防しましょう

楠こもれびの郷で
マイナンバーカード出張
申請窓口開設

養育費確保をサポート

県の最低賃金が
857円／時に改正

宇部市プレミアム付商品券
利用期間は12月10日まで

統合失調症・うつ病相談会

医療・福祉の
合同就職説明会

∑…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

広報うべは点訳・音訳でも発行しています！
毎号、発行にご協力いただいているボランティアグループをご紹介

（点訳版）
創立50周年を迎え、会員は50名。
中途失明者点字教室、視覚障害者との交流、市内の
各学校での点字指導なども行っています。

点訳では、グラフ
やイラスト、写真なども分かりやす
く表記することを心がけており、社
会全体に点字の認識が広がってほ
しいと願い活動しています。

2008年に発足し、会員は19名。
文字情報をCDに音声データ化して利用者にお届
けしています。録音するときには、声の出し方、発音、
アクセント、
写真や図な

どを分かりやすく伝える工夫を
しています。
視覚障害者の目の代わりとし
て、情報を正確に伝えることを
大切に思い活動しています。

すずかけの会

（音訳版）ひびきの会

※市ウェブサイトでは広報うべの各記事を音声で聴くことができます。

å0000000
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■弁護士相談　!11月17日㈬13時半～15時半　予約受付開始11月4日㈭8時半～　
!12月1日㈬13時半～15時半　予約受付開始11月18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　!11月10日㈬、24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　!11月13日㈯9時半～11時半　※要予約　
　#福祉会館　{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　!11月16日㈫　#市役所
　{4組　~11月9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　!11月18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　!11月16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　~11月12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
　!11月9日㈫、18日㈭各10時～16時、27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）　!火～土曜日　11
時～20時　#}若者ふりースペース（多世代ふれあいセンター内）（☎29－6322）

■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。

11月3日（水・祝） 7日㈰ 14日㈰ 21日㈰ 23日（火・祝） 28日㈰ 12月5日㈰

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

金子小児科
上町
☎22－0006

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

よしもと
小児科医院
中尾
☎22－0555

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

●歯科　日時　3日（水・祝）、23日（火・祝） 9時～12時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099
●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
●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

☎＃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）

明るい選挙啓発優秀作品移動写真展（フジグラン宇部）※7日まで
租税作品展示（ゆめタウン宇部　9時～21時（※最終日は17時まで））※8日まで
行政相談（市役所　9時～12時）
献血・400mL限定（大栄建設㈱　13時半～16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）
おはなしのじかん（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）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～16時）
献血・400mL限定（宇部総合庁舎　9時半~11時半）
明るい選挙啓発優秀作品移動写真展（ゆめタウン宇部）※14日まで
献血・400mL限定（新光産業㈱　9時半~11時半）
高齢者障がい者のための弁護士電話法律相談（☎083－920－8730　10時～12時）
租税作品展示（フジグラン宇部　9時～21時（※最終日は17時まで））※14日まで
「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）
献血・400mL限定（宇部税務署　9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30分～15時）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
明るい選挙啓発優秀作品移動写真展（楠こもれびの郷）※23日まで
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）
租税作品展示（図書館　9時～17時）※22日休館、26日まで
「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）

献血・400mL限定（中国電力ネットワーク㈱善和事務所　9時半～12時、
㈱フジシールウエスト　13時半～16時、宇部興産海運㈱　14時～16時半）
「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）
スクエアステップ（多世代ふれあいセンター　13時半～14時半）
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（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　10時～12時）
明るい選挙啓発優秀作品移動写真展（学びの森くすのき）※12月2日まで
献血・400mL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（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）
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）
「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）
「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）
明るい選挙啓発優秀作品移動写真展（市役所）※17日まで
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宇部市　救急医療情報 検索※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。

å1004887

å1004906

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

受診の付き添いは、マスク
着用の上、最低限の車・
人数でご来院ください▷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）
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●ラン展　11月12日㈮～14日㈰9時半～17時※最終日は16時半まで
●宇部市文芸大会　11月14日㈰10時～
●東洋蘭展（ときわ湖水ホール）　11月19日㈮～21日㈰9時～16時※最終日は15時まで
●陶芸展　11月26日㈮～28日㈰9時～17時※最終日は16時まで
●宇部市民音楽祭　12月5日㈰　開演13時～㊒入場料300円

芸術祭 ※会場の表示のないものは文化会館で開催
す
べ
て
予
約
不
要
で
参
加
で
き
ま
す

（
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）

新型コロナワクチン接種のお知らせ
■問い合わせ　宇部市新型コロナウイルス感染症医療対策室　☎39－9908　>35－6533

※この内容は10月18日時点の情報です。変更される場合がありますので、
　最新の情報は市ウェブサイトでご確認ください。

希望される人を対象に実施しています。

12
〜
15
歳集

団
接
種 16
歳
以
上

（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方）
※キャンセルの連絡も受け付けています。
※ウェブ予約はできません。

予約方法

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

電話予約のみ　8時30分～17時15分（月～金曜日※祝日除く）
日　　時　 1回目 12月4日㈯、 2回目 25日㈯ 各14時～16時
予約開始　11月8日 8時30分から
場　　所　宇部市休日・夜間救急診療所
接種人数　90人　※接種当日は、必ず保護者が同伴してください。

日　　時　 1回目 11月6日㈯、 2回目 27日㈯ 各14時～16時
予約開始　11月1日 8時30分から
場　　所　宇部市休日・夜間救急診療所
接種人数　90人 ※集団接種は12月で終了予定です。ご予約はお早めに。
　　　　　　　　　今後の情報は市ウェブサイトで随時公開します。

プラネタリウム投影会　!11月7日㈰、14日㈰、21日㈰、28日㈰　各14時～15時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

接種済証　紛失された人は再発行いたします。
ご希望の人は、新型コロナウイルス感染症医療対策室まで
お問い合わせください。

広報うべ2021年11月号12 宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－祝
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