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市政だより
日日時  場場所  内内容  対対象  定定員
料参加料  持持参物  申申込  問問い合わせ

３月３１日で期限切れとなる
福祉医療費受給者証を
持っている人へ
■乳幼児用、小学生用
　３月下旬に新しい受給者証を送
付します。
■中学生用
　４月以降、速やかに破棄してく
ださい。
■ひとり親家庭用
　助成対象の児童がいなくなる親
と高校等卒業生は、４月以降、速
やかに破棄してください。
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 183

パブリックコメントを
募集します
市が作成する計画（案）等を公表し
ますので、皆さんのご意見をお寄
せください。なお、個別には回答
しませんのでご了承ください。
■柳井市一般廃棄物（生活排水）処

理基本計画（案）
　市内の生活排水処理に関する総
合的かつ長期的な計画です。
○募集期限　３月２９日㈭（必着）
○閲覧場所
▼市役所情報提供コーナー
▼各出張所・連絡所
▼市民生活課ホームページ　
○提出方法　住所、氏名、電話番

号を明記し、次の方法でお寄せ
ください。（様式不問）

▼市民生活課へ持参

▼郵送（〒 742-8714 市民生活課
／住所記載不要）

▼市民生活課へ FAX・電子メール
問市民生活課
　☎�２１１１内線 161
　FAX �７５６６
　　shiminseikatsu@city-yanai.jp

３月９日㊎～１５日㊍は
高齢者交通事故防止県民運動
高齢者を交通事故から守る意識を
もち、事故を起こさないよう、遭
わないように気をつけましょう。
○重点目標　高齢歩行者の交通事

故防止／高齢ドライバーの交通
事故防止／高齢者の自転車安全
利用の推進／反射材・ハイビー
ムの活用促進

問危機管理室
　☎�２１１１内線 432

公共下水道を使用できる
区域が広がります
３月３１日㈯から
以下の区域で下
水道処理を開始
します。
▼柳井地区／白潟東一の一部、西

後地の一部、南町三丁目の一部
▼新庄地区／中富尾の一部、下富

尾の一部、新庄中村の一部
■図面などの縦覧を実施します
日３月９日㈮～２２日㈭の市役所執

務時間内
場下水道課

対このたび下水道が使えるように
なる区域

■水洗化をお願いします
▼下水道法には下水道が使えるよ

うになった日から３年以内に、
排水設備を設置することが定め
られています。下水処理区域内
の建物はできるだけ早く水洗化
しましょう。

▼排水設備工事を行う場合は、市
が指定する「下水道排水設備指
定工事店」に依頼してください。

■公共下水道使用などの届出
　以下には届出が必要です。
　使用開始・中止・廃止／名義変

更／使用人数の変更（井戸水使
用の人のみ）

問下水道課
　☎�２１１１内線 293

ごみ出しルール
■平成３０年度祝日・年末年始の

燃えるごみ収集は
　祝日・年末年始の燃えるごみの
収集は休みです。ただし、月曜日
が祝日の場合、収集があります。
　平成３０年度は 5/3 ㈭・5/4 ㈮・
11/23 ㈮・12/31 ㈪・H31.1/1 ㈫・
1/3 ㈭・3/21 ㈭が祝日・年末年始
で休みとなります。
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

２月発生状況 7 0 8
累
計

平成３０年 14 0 18
前年対比 -6 0 -2

平成３０年２月２８日現在
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土地・家屋評価額等の
縦覧（無料）
土地や家屋の評価額を確認できま
す（償却資産は縦覧対象外）。
対納税義務者、代理人等
日４月２日㈪～５月３１日㈭の執

務時間内
場税務課
内土地：地番・地目・地積・評価

額、家屋：地番・家屋番号・種
類・構造・床面積・評価額

※所有者の住所・氏名・課税標準
額・税額などは掲載なし

○手続きに必要なもの　本人確認
書類（納税通知書や運転免許証
など）▼納税義務者の相続人の
場合、本人確認ができるものと
続柄を確認できるもの（戸籍等）
▼法人の場合、縦覧する人の本
人確認ができるものと社印又は
法人による委任状

固定資産課税台帳の閲覧、
記載事項の証明
対土地・家屋所有者（納税義務者）

／納税管理人／所有者から委任
を受けた人（要委任状）／借地
人・借家人等（使用、収益の対
象となる部分に限る）

日４月２日㈪以降の執務時間内
場税務課、各出張所・連絡所
内土地：地番・所有者・地目・地

積・評価額・課税標準額・税額、
　家屋：地番・家屋番号・所有者・

床面積・評価額・課税標準額・
税額

○手数料　１名義につき２００円
※閲覧のみ４月２日㈪～５月３１

日㈭は無料
○手続に必要なもの　▼前述の土

地・家屋評価額等の縦覧と同じ
▼借地人・借家人等は契約書な

どの権利関係を示す書類
問税務課　☎�２１１１内線 135

固定資産評価審査委員会への
審査申出
固定資産評価額に不服がある場合
は、固定資産評価審査委員会に審
査の申し出ができます。
日固定資産課税台帳に価格等を登

録した旨の公示の日から納税通
知書の交付を受けた日以後 3 カ
月まで

場市固定資産評価審査委員会事務
局（総務課内）

問総務課　☎�２１１１内線 430

第１０回戦没者遺族特別弔慰金の
請求期限は４月２日月です
期限を過ぎると特別弔慰金を受け
ることができなくなりますので早
めに請求してください。
▼前回の国債の償還が終わった、受

取人が亡くなったなどで、まだ
支給対象かどうかを確認してい
ない遺族はご相談ください。

▼市で受け付けた請求は、県が順
次審査しています。国債の交付

までに半年程度かかる場合もあ
りますのでご了承ください。

問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 184

児童扶養手当・特別児童扶養
手当・特別障害者手当等の
支給額の変更
全国消費者物価指数の公表により
平成３０年４月分から本ページ下
表のとおり変更されます。
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 188,191

無料人権・子どもの人権
相談所（予約不要）
悩みやもめごと（差別、相続、登
記手続、金銭の貸借等）、心配ご
となど相談に応じます。
日４月５日㈭ 9:30 ～ 12:00
場市役所１階１０２会議室
○相談担当者
　市内の人権擁護委員
問市人権啓発室
　☎�２１１１内線 181

■児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当等の手当額

区　分 ２９年度（月額） ３０年度（月額）

児
童
扶
養
手
当

児童１人
全部支給 42,290 円 42,500 円
一部支給 42,280 ～ 9,980 円 42,490 ～ 10,030 円

第２子
加算額

全部支給 9,990 円 10,040 円
一部支給 9,980 ～ 5,000 円 10,030 ～ 5,020 円

第３子以降
加算額

全部支給 5,990 円 6,020 円
一部支給 5,980 ～ 3,000 円 6,010 ～ 3,010 円

特別児童
扶養手当

１級 51,450 円 51,700 円
２級 34,270 円 34,430 円

特別障害者手当 26,810 円 26,940 円

障害児福祉手当・
経過的福祉手当 14,580 円 14,650 円

市民相談
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弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日４月１１日㈬ 9:30 ～ 12:00
場市役所３階大会議室
定８人（定員になり次第締切）
申 問４月２日㈪ 8:30 から電話で
受け付けます（先着順）。
市民生活課　☎�２１１１内線 161

行政・市民相談
日４月１１日㈬ 13:30 ～ 16:00
　／受付 15:30 まで
場市役所３階大会議室
内行政相談：行政相談委員による

行政への苦情や要望の相談
　市民相談：行政書士会岩国支部

柳井地区会員による官公署手続、
書類作成等の相談

問市民生活課
　☎�２１１１内線 161

行政相談
日４月１１日㈬ 13:30 ～ 16:00
　／受付 15:30 まで
場ふれあいタウン大畠
内行政相談委員による行政への苦

情や要望の相談
問大畠出張所　☎�２２１１

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日４月１２日㈭ , ２６日㈭／ 10:00

～ 12:00,13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
※５月１０日㈭ , ２４日㈭の年金相

談の予約は、４月２日㈪から受
け付けます。

申 問相談日の前日までに電話で申
し込んでください（先着順、定員
になり次第締切）。予約の際には
基礎年金番号を確認します。
岩国年金事務所お客様相談室
☎０８２７�２２２２

三つ葉春まつり
／ウォークラリー（要申込）
日４月１日㈰ 10:00 ～ 14:30
場やまびこふれあいセンターとそ

の周辺
内▼ 10:00 ～ウォークラリー（要

申込）▼ 12:00 ～２色むすび・
やまびこ汁など

※ウォークラリー参加希望者は
３月２２日㈭までに大畠公民館

（☎�２２２６）へ申し
込んでください。

問三つ葉三世代
　交流会
　☎ 090-7128-6405（土井）

柳井桜土手さくら祭り
日４月８日㈰ 11:00 ～ 16:00
場市内南浜桜土手
内▼石見神楽▼マウンテンマウス、

まぁしぃと仲間達▼空手演技、
大畠俄太鼓、篠笛と三味線▼保
育園児演奏▼柳井学園高校吹奏
楽部演奏▼フラダンス、日本舞
踊、バレエほか▼カラオケ（自
由参加・CD 各自持参）▼地元産
品の出店など

問柳井桜土手さくら祭実行委員会
　☎�４７７８（大野）

古地図を片手に街道歩き
（要申込）
■独歩ゆかりの地を歩く
日３月２１日㈷／集合 9:00
　9:10 ～ 16:00
場集合・柳井駅、解散・柳井港駅
内柳井駅→白壁

の町並み→国
木田独歩旧宅
→金剛寺→茶臼山古墳→置土産
碑→白潟→遠崎→柳井港駅／徒
歩行程は約８km

料 1,200 円（保険代等、弁当代込）
○申込期限　３月１４日㈬
■維新の地と春まつりを巡る
日４月１５日㈰／集合 9:20
　9:25 ～ 15:35
場集合・柳井駅、解散・柳井駅
内柳井駅→松浦バス停→阿月地区

→賀茂神社→伊
保庄マリンパー
ク前バス停→柳
井駅／徒歩行程
は約８km

料 1,200 円（保険代等、弁当代込）、
別途バス代 920 円

○申込期間　３月１５日㈭～４月
８日㈰

■共通事項
定２０人（先着順・最小催行１０人）
申 問柳井市観光協会　☎�３６５５

学校給食センター
パート調理員
市内のこどもたちの給食をいっしょ
に作りませんか。
○職種　給食調理（調理師免許不
要）
○勤務場所
　学校給食センター
○勤務日時　㈪～㈮

／ 8:30 ～ 15:30、
　休日：㈯㈰㈷
○賃金等　時給９００円、交通費支

給、雇用保険・労災保険有
○採用　面接の上、決定
○その他　当センターは８月から

給食調理業務を民間事業者に委
託する予定ですが、それ以降の
勤務継続も可能です。ただし、
雇用条件等は改めて受託事業者
が提示することとなります。

申 問履歴書を提出してください。
学校給食センター　☎�１３１２

国税専門官
○受験資格　▼昭和６３年４月２

日～平成９年４月１日生まれの
人▼平成９年４月２日以降生ま
れの人で大学を卒業した人、平
成３１年３月までに卒業する見
込みの人、人事院が同等の資格
があると認める人

対大学卒業程度
○第１次試験日　６月１０日㈰
○受付期間　インターネット：３

月３０日㈮～４月１１日㈬、郵送・
持参：３月３０日㈮～４月２日
㈪（当日消印有効）

申 問詳しくは国税庁 HP を確認す
るか、お問い合わせください。
▼広島国税局人事第二課
　☎ 082-221-9211 内線 3635
▼柳井税務署　☎�０２７７

募　集

催　し
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試

　験

市ふるさと学生応援奨学金
奨学生
学業成績が優秀であるにもかかわ
らず経済的な理由で修学が困難な
人に奨学金を貸し付けています。
対次の全ての要件を満たす人▼大

学、短期大学、専修学校のうち
修業年限２年以上の専門課程、
高等専門学校（第４・５学年、
専攻科に限る）に在学する▼保
護者が市内に２年以上住所を有
する▼他の奨学金の貸付を受け
ない▼市町村税を完納している
連帯保証人２人を有する

○募集人数　２人程度（選考による）
○貸付金額（月額）　一般奨学金：

３万円、定住促進奨学金（※）：
１万円　

※大学等卒業後に市内定住を希望
する奨学生に対し、一般奨学金
に上乗せして貸し付ける。

○貸付期間　在学する大学等の正
規の修業期間

○返還方法　卒業の６カ月後から
毎月、貸付期間の 2.5 倍の期間

（最長１０年）内での返還
○申込期間　４月２日㈪～６月８

日㈮市役所執務時間内（郵送の
場合は消印有効）

申 問詳しくはお問い合わせください。
教育総務課　☎�２１１１内線 313

平成３０年度前期危険物取扱者
試験（甲・乙・丙種）
日６月１６日㈯ , １７日㈰
場県内各市（柳井市は 6/16 ㈯）
○受験資格
　甲種以外は誰でも受験可能
○願書受付期間　書面申請：４月

６日㈮～１９日㈭／受験願書は
最寄りの消防機関まで、電子申
請：４月３日㈫～１６日㈪

○その他　乙種第４類を対象とし
た試験準備講習会を開催

申 問詳しくはお問い合わせください。
柳井地区広域消防本部予防課
☎�７７７４

山口ゆめ花博 |  本年秋開催！
花と緑が作りあげる美しい世界で、心豊かな未来提案を楽しみます。ファ
ミリーなら、ここならではのユニークな遊びを満喫できます。
○期間　９月１４日㈮～１１月４日㈰
○場所　山口きらら博記念公園（山口市）
●問い合わせ
　山口ゆめ花博実行委員会事務局　☎ 083-933-4805
　　http://yumehana-yamaguchi.com/

 前売入場券の販売が始まります
４月２日から次の場所で購入できます（夜間・休日を除く）。
▼都市計画・建築課（市役所２階）／☎�２１１１内線 232
▼各出張所、連絡所
▼柳井商工会議所／☎�３７３１
▼大畠商工会／☎�２４１４
○入場料金
　【大人】　当日 1,200 円、前売 900 円
　【高校生】　当日 800 円、前売 600 円
　【小・中学生】　当日 600 円、前売 500 円
　【小学生未満】　無料

 ボランティアスタッフを募集します
山口ゆめ花博の運営ボランティア 5,000 人を募集しています。
○応募資格　原則として、開催期間中に通算３日以上活動できる人（高

校生以下は要保護者同意）
○応募期限　５月３１日㈭
●応募方法　「はなアクション申込書」（山口ゆめ花博 HP からダウン

ロード）を郵送・FAX・メールいずれかの方法で提出してください。

1,000 万の花が咲き誇る、ゆめの未来公園はじまる！

URL

試　験


