
情報 アラカルト
納期限（8月1日）

▽固定資産税・都市計画税＝2期分

▽国民健康保険料＝2期分

▽後期高齢者医療保険料＝1期分

▽介護保険料＝2期分

▽下水道事業受益者負担金＝1期分

▽下水道事業受益者分担金＝1期分

7月の休場・休館日
●唐戸市場＝日13・27日
問市場流通課（☎231-1440）
●新下関市場＝日水・日曜日、祝日
問青果市場室（☎256-0277）
●図書館＝4・11・19・25・29日
※18日（月）は開館
問中央図書館（☎231-2226）

マイナンバーカードセンター 
からのお知らせ

●出張申請受け付け
所日 ▽勝山公民館＝7月8・9日 10
時～15時30分 ▽アブニール＝7月
15・16日 10時30分～15時30分
持通知カード、本人確認書類など
※申請に必要な写真は会場撮影可
●臨時開庁日
日7月23日（土）、8月27日（土）、
9月10・24日　いずれも9時～17時
※マイナンバーカードの受け取りに
は事前予約が必要です
※市民サービス課は閉庁し
ています。住所異動や証明
発行は受け付けていません
問マイナンバーカードセンター

（☎227-4178）

青果市場の土曜市
日7月16日（土）10時～12時
所新下関市場
※詳しくは、新下関市場業者連合会
事務局（☎256-1171）へ
問青果市場室（☎256-0277）

7月の献血
場所 日にち 時間

ゆめシティ 2・16・
30日

10時～12時
13時15分～16時

豊浦保健
センター 4日（月） 9時30分～12時

※その他の献血会場は「山口県赤十
字血液センターＨＰ」で確認を
問保健医療政策課（☎231-1426）

図書館のイベント
●かたつむり大研究講座
対小学生と保護者
日7月24日（日）9時30分～12時　
定5組10人（先着順）
申7月1日～18日に、直接か電話、
メールで豊田図書館（メlib-tota@
library.shimonoseki.yamaguchi.
jp）へ
問豊田図書館（☎766-3432）
●ぬいぐるみのおとまりかい
期8月25日～27日
定10人（抽選）
申7月21日～8月18日に直接か電
話で彦島図書館へ
問彦島図書館（☎266-5086）

人類学ミュージアムの企画展
●遺跡でたどる真夏の知的大冒険
もうひとつの土井ヶ浜
弥生時代以降の土井ヶ浜の知られざ
る歴史を紹介します。
期8月28日（日）まで
料一般200円、大学生等100円
問土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージア
ム（☎788-1841）

歴史博物館の企画展
●サムライの装い
―下関ゆかりの武具―
長府毛利家・清末毛利家伝来の武具
や、下関の職人たちが作り上げた武
具などを紹介します。
期7月10日（日）まで　休月曜日
料一般210円、大学生等100円
問歴史博物館（☎241-1080）

東行記念館常設企画展
●徹底解剖　高杉晋作と奇兵隊
期9月19日（月）まで
休月曜日、祝日の翌平日（7月18日、
9月19日は開館）
料一般300円、大学生等200円
問市立東行記念館（☎284-0212）

スロージョギング® 
定例走行会

対市内在住、在勤の方
日所集合場所　▷7月14日＝海響館
横緑地広場　▷7月28日＝セービン
グ陸上競技場本部室　いずれも18
時30分～19時30分　
※原則毎月第2・第4木曜日に開催
持動きやすい服装、運動靴、飲み物、
マスク　申当日現地集合
問スポーツ振興課（☎231-2739）

烏山民俗資料館の企画展
●昭和24年の夏休み
室津地区小学1年生の絵日記より
期7月16日～10月16日
内昭和24年に描かれた室津小学校
1年生の夏休みの絵日記を手掛かり
に、昭和の子どもたちの夏休みの過
ごし方を懐かしい夏の生活用具と共
にふり返ります。
問烏山民俗資料館（☎774-3855）

そば打ち教室
①大人のそば打ち教室
対高校生以上の方
日8月6日（土）
定10人（先着順）
料1,700円
②親子でそば打ち教室
対中学生以下の子どもと保護者
日8月7日（日）
定10組（先着順）　料1組1,700円
※①②いずれも9時30分～13時
共持エプロン、三角巾、筆記用具　
共申7月9日～31日に、直接か電
話でとんがりぼうし豊浦へ。
所問とんがりぼうし豊浦

（☎774–3700）

インターネット公売
▷申込期間＝7月22日13時～8月
2日23時　
▷せり売り期間（動産等）＝8月9
日13時～8月11日23時
▷入札期間（不動産）＝8月9日13
時～8月16日13時
▷公売財産＝動産等・不動産　
※公売内容の変更や、公売中止の場
合あり。公売財産、参加申込方法な
ど詳しくは市ＨＰかＫＳＩ官公庁
オークションＨＰで確認を
問納税課（☎231-1170）

市・県民税の普通徴収第1 
期納期限は6月30日です

令和4年度の納税通知書を6月1・
10日に発送しています。まだ納付
が済んでいない方は、お忘れの納税
通知書がないか再度確認を。
地方税法第20条により、宛先不明
などで市役所に返戻されたものを除
いて、発送した納税通知書は納税義
務者のもとに届いたものと見なされ
ます。
毎年納税通知書が届いていて今年度
はまだ見ていないという方はご注意
ください。
問市民税課（☎231-1916）
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会計年度任用職員募集（地 
域包括支援センター業務）

市会計年度任用職員登録申請書を
提出した方の中から、面接などの
選考により採用を決定。
対保健師、経験のある看護師、主
任介護支援専門員、介護支援専門
員、社会福祉士のいずれかの資格
を有する方
申登録方法=直接か郵送で長寿支援
課（〒750-8521南部町1番1号）へ。
※所定の登録申請書は、長寿支援課
か市HPから取得可
問長寿支援課

（☎231-1345）

大島商船高専　練習船 
「大島丸」関門海峡体験航海

大島商船高等専門学校の練習船「大
島丸」に乗船し、関門海峡の航海を
体験　対小・中学生と保護者　
※小学生は保護者同伴　
日8 月 1 0 日（ 水 ）9 時 3 0 分 ～ 1 0
時30分　所集合＝岬之町23号岸壁
定40人（抽選）
申7 月 1 5 日（ 金 ）ま で に メ ー ル
で希望者全員の必（10㌻）を港湾
局振興課（メc ru i s e@c i t y . s h i 
monoseki.yamagu
chi.jp）へ
問港湾局振興課

（☎231-1277）

下関海の日協賛会行事
●海の日水泳大会参加者募集
対小学5年生以上　日7月18日（月）
8時30分～12時45分　所市民プー
ル　申7月2日（土／必着）までに
郵送（〒750-0820新椋野3-6-3 飯
塚宛）、かメール（メhikoland62@
gmail.com）で下関市水泳連盟へ。
※申込書は連盟HPから取得可　
※詳しくは下関市水泳連盟（飯塚
／☎090-4806-5342）へ
問港湾局振興課（☎231-1277）

防犯カメラ設置費用 
一部補助（追加募集）

対市内の自治会か地域住民により
組織された団体　
内設置費用の2分の1で1台につき
最大15万円（1団体上限30万円）　
申所定の事前協議申請書を生活安
全課か各総合支所地域政
策課へ。
問生活安全課

（☎242-0797）

あなたの就職活動を 
応援します！

市内での就職を希望する方を、さ
まざまな形でサポートします。
就活に役立つ情報を随時掲載しま
すので、ぜひご利用ください。
対市内での就職を希望するすべての方
内就職イベント、セミナーの案内、
補助金制度の案内など。
※詳しくは、HPで確認を
問産業立地・就業支援課

（☎231-1310）

青少年に愛のひと声を
7月は青少年の非行・被害防止全国
強調月間です。
インターネットや携帯電話の普及
で青少年がさまざまな危険にさら
されています。
子どもたちを被害から守り、青少
年による非行を未然に防止するた
めには社会全体で取り組む必要が
あります。
地域の皆さんの温かい見守りと、愛
のひと声の実践をお願いします。
問生涯学習課（☎231-7968）

「社会を明るくする運動」 
強調月間

「社会を明るくする運動」は、すべ
ての国民が、犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生について理解
を深め、犯罪や非行のない地域社会
を築くことを目的とする全国的な運
動で、7月は強調月間です。
本市でも、みんなで、より安心・安
全な社会を目指しましょう。
問福祉政策課

（☎231-1418）
各総合支所市民生活課

犬・猫の譲渡会 
譲渡前講習会

日7月9・23・28日
▷講習会受け付け…
9時30分～9時50分
▷譲渡会受け付け…
11時まで
定各日10人程度（先
着順）
申講習会開催日の前日までに、電
話かファクス、メールで動物愛護
管理センター（メhkdoubut@city.
shimonoseki.yamaguchi.jp）へ。
※詳しくは問い合わせを
問動物愛護管理センター

（☎263-1125　フ256-6950）

自衛官募集
●航空学生（航空・海上）
対 ▽航空＝18歳以上21歳未満の方　

▽海上＝23歳未満の方
日試験日＝9月19日（月）
申9月8日（木）まで
●一般曹候補生
対18歳以上33歳未満の方
日試験日＝9月16日～18日
いずれか1日
申9月5日（月）まで
●自衛官候補生
対18歳以上33歳未満の方
日試験日＝年間を通じて実施
※詳しくは自衛隊下関出張所（☎
223-3935）へ。
問総務部総務課（☎231-2413）

労働保険の更新と 
電子申請のお知らせ

①令和4年度の労働保険（労災保
険・雇用保険）の年度更新
期7月11日（月）まで
内最寄りの労働局・労働基準監督
署・金融機関で申告、納付を。詳
しくは厚生労働省労働基準局労働
保険徴収課（☎03-5253-1111内線
5163）へ。
②労働保険の電子申請
労働保険の手続きは電子申請e-Gov
の活用を。詳しくは厚生労働省労
働基準局労働保険徴収課

（☎03-5253-1111内線
5160）へ。
問産業立地・就業支援課

（☎231-1310）

下関市消防操法大会
災害現場における組織的規律と基
本的な消防技術の向上を図るため、
消防団員による基本操法と、婦人
防火クラブ員による水バケツ消火
競技を実施します。
この大会で、上位入賞したチーム
は、9月17日（土）開催の山口県
消防操法大会に出場します。
日7月16日（土）9時30分～12時
※予備日23日（土）
所下関市消防局
問消防局警防課（☎233-9112）
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情報 アラカルト
多文化共生ワークショップ 
参加者募集

「言葉や生活習慣が異なる異文化の
中にいるとき、人はどのように感じ
るか？」について、JICA中国と共
催でワークショップを行います。
日7月17日（日）14時～16時
所しものせき市民活動センター
定 ▽ 会場参加20人（先着順／小学
生は保護者同伴）

▽オンライン参加10人程度（先着順）
申7月12日（火）までに、電話かフ
ァクス、メールでしものせき国際
交流ねっと（☎フ242-2991　メ
yurikoishii901@yahoo.co.jp）へ。
問国際課（☎231-9653）

国民健康保険証（兼高齢受 
給者証）を更新します

現在の国民健康保険証の有効期限は、
7月31日です。
新しい保険証を7月31日までに簡
易書留で郵送します。

「国民健康保険証の更新について」
のはがきが届いた方は、保険年金課
か管轄の総合支所で更新を。
問保険年金課（☎231-1930）
各総合支所市民生活課

農業委員（中立委員） 
の募集

対農業に識見を持ち、農地利用の最
適化など農業委員会の事務に関する
職務を適切に行うことができる方
で、農業委員会の行う事務に利害関
係がない方（農業経営に携わってい
ない方）
内 ▽任期＝任命日から令和6年2月
21日まで

▽業務内容＝農地の権利の移動・転
用等に関する農業委員会の会議への
出席など
定1人
申7月11日～8月19日（必着）に、
直接か郵送で、規定の様式を、農業
振興課（〒750-8521南部町1番1
号　窓口はカラトピア4階）へ
※募集要項、推薦書、応募申込書
は、農業振興課、各総合支所建設農
林（水産）課、農業委員会事務局、北
部支局、市HPで取得可　※詳しく
は募集要項で必ず確認を
問農業振興課

（☎231-1250）

下関市議会議員選挙の期日 
と政治活動用ポスター撤去 
のお知らせ

下関市議会議員一般選挙を令和5年
2月5日（日）に執行します。
令和5年2月12日（日）に下関市
議会議員の任期が満了することか
ら、公職選挙法の規定に基づき、8
月12日（金）から下関市議会議員
一般選挙の日までの間、下関市議会
議員の公職にある方と公職の候補者
となろうとする方は、政治活動のた
めのポスターを掲示することができ
ません。該当のポスターを掲示して
いる方は撤去をお願いします。
問選挙管理委員会事務局

（☎231-2415）

ため池ハザードマップ作成
下流域に人家や公共施設などがある
防災重点農業用ため池が決壊した場
合のハザードマップを作成しました。
地域での防災の話し合いなどで活
用を。ハザードマップは、市HPに
掲載。
問農林水産整備課

（☎231-1232）

市功労者･善行者の推薦を 
お願いします

市民の模範となる功労者・善行者を
表彰します。

▽功労表彰＝自治功労　教育文化功
労　産業功労　厚生功労　社会事業
功労

▽善行表彰
申該当する方を、協会、組合、連合
自治会等の団体を通じて、市へ推薦
してください。
該当する方、推薦期間など、詳しく
は、市ＨＰで確認を。
問総務部総務課（☎231-2413）

わが街事典を配付しています
下関市の総合的な行政情報を掲載し
た「わが街事典」を、市報7月号と
一緒に配布して
います。
また、本庁、各
総合支所、本庁
各支所などに配
付用として置い
ています。
問広報戦略課

（☎231-2951）

令和4年度福祉医療費受給 
者証（乳幼児用、ひとり親 
家庭等用）を送付します

令和4年度（8月1日から有効）の
受給者証を7月下旬に送付します。
対更新手続きがお済みの方と乳幼児
医療費助成の自動更新対象者の方
※更新手続きがお済みでない方は早
めに手続きを
問こども家庭支援課（☎231-1928）

国民健康保険料・後期高齢 
者医療保険料の減免制度 

（新型コロナウイルス関連）
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、次の①か②に該当する場合は、
申請により保険料が減免される場合
があります。　
対①主たる生計維持者が死亡・重篤
な傷病を負った世帯　②主たる生計
維持者の事業収入等の減少（前年比
10分の3以上）が見込まれる世帯（前
年の所得状況によっては対象外）　
期令和5年3月31日（金）まで　
内減免額＝一部か全部（条件による）
※詳しくは問い合わせを
問保 険 年 金 課（ 国 民 健 康 保 険 ☎
231–1930、後期高齢者医療☎231–
1306）、各総合支所市民生活課

国民年金保険料の免除・ 
納付猶予制度

7月1日（金）から、経済的な理由
などで国民年金保険料の納付が困難
な場合に免除・猶予となる制度の令
和4年度の申請受け付けを開始し
ます。
※令和3年度に全額免除か納付猶予
の承認を受け、継続審査を希望して
いる方は、申請書の提出不要
※免除などの承認期間でも、希望す
れば10年以内ならさかのぼって納
付できる追納制度あり。詳しくは下
関年金事務所（☎238-0071）へ
問保険年金課（☎231-1931）　
各総合支所市民生活課

精神科医による 
こころの健康相談

日所①7月22日（金）＝市役所本
庁舎西棟3階相談室　②7月27日

（水）＝豊浦保健センター　※いず
れも13時～16時
定4人（先着順）
申①7月19日（火）②7月22日（金）
までに電話で健康推進課へ。
問健康推進課（☎231-1419）
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