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　柳井商業高等学校跡地に新しい図書館をつくる

ことになりました。毎日でも行きたくなるような

場所になるように、studio-L・山崎亮氏の監修の

もと、ワクワク、ウキウキするアイデアを出し合

うワークショップ「やないのおしゃべりとしょか

ん」が開催されています。

　第１回は２月９日㈮、サンビームやないで山崎

氏を講師に迎え、柳井ひとづくりアカデミーとし

て開催し、約７００人が参加しました。第２回は３

月２日㈮、やまぐちフラワーランドで開催し、約

４０人が参加して、前回よりもさらに踏み込んだ

「図書館でやってみたいこと」について意見を交換

しました。

　この「おしゃべりとしょかん」では、参加者の皆

さん一人ひとりが主人公。子どもから大人まで、

いろいろな人たちが新しい図書館について語り

合っています。

さあ、新しい図書館について
いっしょに考えましょう

特 集
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　図書館はどう始まったのか。お金持ちが持って

いる本をみんなに見せてあげようと始めたのか。

もしくは、一人ひとりが持っている本を集めてみ

んなで読めるようにしたのか。自分では買いそ

ろえることができないほどの本がある図書館は、

自分たちの生活をより良くするための情報が集

まっている場所だと思います。そして、書籍以外

の様々な情報源がある現代、本を読むこと以外の

ことができる図書館が必要です。自分の生活に必

要な情報が得られる、活動、仕事、友達が増える

きっかけになる情報館＝図書館を市民の皆さんと

つくっていくことが必要です。

　私たち studio-L は、これまで図書館のプロジェ

クトを 2～ 3つほどお手伝いしています。その

ような中で、スマホで何でも情報が得られる時代

になり、新しい概念で図書館をつくらないといけ

ないのではと思っています。そうしないと、みん

なに利用してもらえる図書館にはなりません。自

分の子どもや孫の時代になったときに必要とされ

る図書館を考えてほしいです。想像力をつかって

長いスパンで図書館のありかたを考えてほしいと

思います。せっかくお金をかけて、新しい図書館

をつくるのであれば、従来の図書館のイメージで

考えるのではなく、そもそも図書館と呼ばないほ

うがいいぐらいの気持ちで考えてもいいのかもし

れません。色々な事例を学びながら、柳井市には

どんな図書館が必要なのか。皆さんの生活実感と

図書館でどんなことをやりたいのかを混ぜ合わせ

ながら考えてください。

yamazaki ryo

山崎 亮

studio-L 代表。東北芸術工科
大学教授（コミュニティデザ
イン学科長）。慶応義塾大学
特別招聘教授。1973 年愛知
県生まれ。大阪府立大学大学
院および東京大学大学院修
了。博士（工学）。建築事務所
を経て2005年に studio-L を
設立。著書「まちの幸福論」は
国語の教科書に取り上げら
れ、柳井市内の小学６年生も
授業で学んでいる。　
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木工作品など物を作る

料理をする
野菜やお花などを育てる

仕事をする
困りごとを相談する
音楽を演奏する、歌う
物を買う、販売する

本以外の物の貸し借り
親子で遊ぶ

体を動かす、スポーツをする
くつろぐ、昼寝をする

講座などで学ぶ
コーヒーやお茶を飲む

人

（回答数 179 人）

■新しくできる図書館で
　本を読む、借りる以外に
　どのようなことをしたいですか（あてはまるもの３つ）

アンケート結果 （2/9）
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柳井小学校６年生は－
遊べる広場、スポーツができる施設があったり、図

書館の中は小さい子どもが遊べる部屋、集中して勉

強できる部屋、自然を活かした部屋、飲食しながら

本が読める部屋など、テー

マ別の部屋があるといいな

と思いました。体の不自由な

方のためにスロープ等の設

置も大切です。

伊陸小学校６年生は－
市民が集まる楽しい図書館にしたいと考えました。

作家を招いた座談会や読み聞かせ等のイベントを開

催したり、トランポリンな

ど室内で遊べる施設の設置、

静かに勉強する落ちつける

空間づくりなどが必要だと

思いました。

大畠小学校６年生は－
誰にとっても魅力あふれる図書館になったらいいな

と思いました。本が見つけやすかったり、子どもで

も探しやすい工夫が必要です。高齢者や体の不自由

な方、子ども連れの方にも使いやすい図書館が必要

です。また見た目も大切。きれいな建物の屋外のハ

ンモックで本が読めたらいいなと思いました。

　柳井市での自分の理想の暮らしについて考え、そ

れを実現するために図書館でどんなことをしたいか

を考えました。栞とワークシートに各自書き込んだ

後、会場の何人かに発表してもらいました。

　「理想の暮らし」では、休日にすることがいっぱい

あるような賑やかな暮らしがしたい、地域の人と和

やかに、ときにはお酒を飲みながら暮らしたい、平

和でゆったりした生活がしたいという意見がありま

した。

　「図書館でどんなことをしたいか」については、無

理をしない野菜作りや、運動の知識を図書館で得る、

床暖房や足湯でぬくぬくしたい、図書館のまわりを

散歩しながらスケッチしたり、俳句を読んだりしな

がらおしゃべりしたい、今やっている団体で活動し

たい、学生だけで話したり飲食したいなど、一人ひ

とりのやりたいこと、アイデアがたくさん出てきま

した。

小学校６年生はこう考えた

理想の暮らしは？
図書館でどんなことがしたい？

▲参加した多くの皆さんから、図書館へのさまざまな
意見が飛び出しました。

屋外の
ハンモックで
本が読めたらいいな
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図書館でやってみたいことは？

バンドの演奏や練習ができる
ところがあったらいいな。

映画の上映できる場所をつくって
みんなで観られたり、子どもたち
に読み聞かせができたり。柳井の
商店とコラボしたり、動物と触れ
合える場所もあったらいいなとい
う意見が出ました。

子ども食堂など、料理ができ
て食事ができる場所がある

といいねと盛り上がりました。ウ
サギなど動物と触れ合える場所、
例えば自分のペット自慢ができた
り、ペットを通じて人と人がつな
がるような命をつなぐイベントが
したいです。

館内に木のオブジェがあるな
ど、雨が降っても子どもが

遊べるスペースがあるといいな。
ボードゲームや将棋もできたり、
屋外には芝生広場があって親子
で遊べたり。自給自足のHow	to
（栽培～調理）を発信できる場所
にしていきたいです。

スカイプなどで全国や世界と
つながったりできたらいい

な。緑＝苔がある図書館もおもし
ろそうかな。時間帯で変わるバー
やカフェやレストランがあって、
最後はカプセルホテルで宿泊で
きるというのもいいねというアイ
デアが出ました。

図書館に行ったら「あれに会
える、あれが見られる」とい

うインパクトが必要。１人でまっ
たりくつろぎたい場所と、みんな
で集まって何かしたい場所をしっ
かりわけて、両方できる図書館に
なったらいいな。人と出会う図書
館にしたいです。

歴史で人と人をつなぐ図書館
をテーマに。文献で古代の

お酒の作り方を調べて、実際に
つくってみたい。家にある不要な
本を持ってきて、気に入った本を
持って帰ることができたり、小中
学校の情報を集約して発信できた
らいいな。

無回答 
8.9％

あまりよくなかった
1.7%

よかった
32.4％

とてもよかった
57.0％

色々な世代の人が集まって、将来のことを考えるきっか
けになった /今から何を取り組んでいくべきか、何をす
べきかを示してもらったような気がした /小学生がこん
なに考えてくれたのかと感動した /	市民が真剣にアイデ
アを出していた

■今日（2/9）の発表会、講演会やワークショップは
　いかがでしたか

アンケート結果 （2/9）
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人と人とのつながりを生む仕
掛けはマルシェです。各地

域の特産品を発信できる場所に。
外では軒下を使って、ベンチで
ゆっくりしたりカフェでお茶し
たり。バリバリ仕事ができるよ
うにWi-Fi もある施設だといい
ねという意見が出ました。

　AI（※）が進化していく将来、情報を手に入れ

るだけの図書館だったら必要なくなってしま

います。図書館の概念を広げて、次世代の図書

館をイメージしてください。そして、完成後も

図書館に関わってください。図書館ができて、

そこで活動することで、健康で長生きできるよ

うになったというのが理想です。

※人工知能（artifi	cial	intelligence の略）。人間の知的能力をコンピュー

タ上で実現する技術。

これからの 「おしゃべりとしょかん」 は
　今夏あと２回、予定しています。山崎さんは「自分の人生が楽しくな

る機会にしてほしい。役所のためでも、自分のためだけでもなく、そ

の間が大事」と話されています。皆さんで新しい図書館について語り合

いましょう。

　詳しい日程などは後日、広報・ホームページ等でお知らせします。

●問い合わせ　政策企画課　☎�２１１１内線 471　

無回答あまりよくなかった
2.8%

よかった
25.0%

とてもよかった
72.2％

ニックネームで呼ぶ事により、はじめからなごやかなスタート
がきれた。図書館を中心にいろいろなアイデアが出てきて、と
ても楽しい時間だった /今日の活動の中でもつながりのきっか
けが生まれた /いろんな人の意見を聞いて、視野が広がった。
みんなでワイワイしながら楽しくおしゃべりできた /とても良
い雰囲気の中で、色んなアイデアがでた。未来の図書館の姿を
イメージすることができた

■今日（3/2）のワークショップはいかがでしたか

アンケート結果 （3/2）

山崎さんの講評
「次世代の図書館をイメージしよう」

学生さん、現役社会人、家庭人、リタイアした人、様々な人が
集まっていた /図書館の概念を変えていく必要を感じた。未来
にも耐える図書館を考えることの楽しさと大変さ /情報をどの
ようにのせていくか、伝えていくか、共有していくか、「人が集
まる場所」であることが大事だなと思う/柳井市がひとつになれ
るような図書館になればいい /年齢、立場の違う人の意見や思
いが聞けて何よりだった /達成感を感じることができた

■印象に残ったこと（3/2 ワークショップ）
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Pick UPゴールデンウィーク期間中の
ごみ収集日程
５月３日㊍・４日㊎の「可燃ごみ」の収集は実施しませんのでご注意ください。
５月３日㊍・４日㊎の「粗大ごみ」の戸別収集は５月７日⺼に実施します。

４月 ５月
問い合わせ

28㈯ 29㈰ 30㈪ 1㈫ 2㈬ 3㈭ 4㈮ 5㈯ 6㈰

定
期
収
集

可燃
ごみ

⺼㊍
収集地域 × × ○ × × × × × ×

左の不燃ごみ・ビン・乾電池、
カン・金属類／ペットボトル／
古紙は、第１週に収集する地
域のみ対象です。
市民生活課
☎�２１１１内線 165

㊋㊎
収集地域 × × × ○ × × × × ×

不燃ごみ・
ビン・乾電池 × × × × ○ × × × ×

カン・金属類／
ペットボトル／古紙 × × × ○ ○ ○ ○ × ×

直
接
持
込

清掃センター
／可燃ごみ・有料

13:00-16:00 8:30-12:00
13:00-16:30 13:00-16:00

清掃センター
☎�２２７０
㈯㈰㈷粗大ごみ
持込み不可

不燃物処理場
／不燃ごみ・有料 13:00-16:00 × 8:30-12:00

13:00-16:30 × × 13:00-16:00 不燃物処理場☎�６３０６

中山間地域の農業者を支援します

中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等の条件不利地の農用地の農業生産活動を
将来に向けて維持するために、集落協定に基づいた活
動組織を支援します。
○実施方法
　農地を維持するための５年間の集落協定を市と結び
実施します。

○活動事例　
①耕作放棄地の発生防止
②若者などの参画による安定的な営農体制づくり
○交付単価
　田　　急傾斜（1/20 以上）	 21,000 円／１０a
　　　　緩傾斜（1/100 以上）	 8,000 円／１０a
　畑　　急傾斜（１５度以上）	 11,500 円／１０a
　　　　緩傾斜（８度以上）	 3,500 円／１０a
○申込期限　６月２９日㈮
●申込・問い合わせ
　農林水産課　☎�２１１１内線 352

地域の手で農地・農業用施設を守ろう

多面的機能支払交付金
農地や農業用施設などの資源を守るため、地域の皆さ
んが活動組織をつくり、共同で保全活動に取り組むこ
とにより、交付金を受けることができます。
■農地維持支払交付金
　水路の泥上げや道路の草刈り等の活動を支援します。
○交付単価　田 3,000 円／ 10a、畑 2,000 円／ 10a
■資源向上支払交付金（農業振興地域内の農用地のみ

交付対象）
①水路、農道の軽微な補修や景観形成のための植栽な
どの共同活動を支援します。

○交付単価　田 2,400 円／ 10a、畑 1,440 円／ 10a
②水路の更新など農業用施設の長寿命化を図るための
活動を支援します。

○交付単価　田 4,400 円／ 10a、畑 2,000 円／ 10a
※取組状況によっては減額される場合があります。
○活動の手順
▼活動範囲を決め「活動組織」をつくる
▼活動組織の規約を定めて「事業計画」（原則５年間）を
つくる
▼市へ申請書類を提出し計画の認定を受ける
○申込期限　６月２９日㈮
●申込・問い合わせ
　経済建設課　☎�２１１１内線 373
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皆さんに納めていただく税金は、市の仕事を円滑に進める上で重要
な役割を果たします。貴重な財源である市税を有効に使うため、納
期内の納税にご協力をお願いします。
■平成３０年度の市税納期限

年 固定資産税
都市計画税 市・県民税 軽自動車税 国民健康保険

税

３０

① 5/31㈭ ① 5/31㈭
① 7/ 2㈪ ① 7/ 2㈪

② 7/31㈫ ② 7/31㈫
② 8/31㈮ ③ 8/31㈮

③ 10/ 1㈪ ④ 10/ 1㈪
③ 10/31㈬ ⑤ 10/31㈬

⑥ 11/30 ㈮
④ 12/28 ㈮ ⑦ 12/28 ㈮

３１
④ 1/31㈭ ⑧ 1/31㈭

⑨ 2/28 ㈭
⑩ 4/ 1㈪

固定資産税・都市計画税・軽自動車税は５月に
市県民税・国民健康保険税は６月に

納税通知をお届けします
■安心・便利な口座振替を
　お勧めします

▼口座振替の手続に必要なもの
　預貯金通帳、通帳使用の印鑑、
　納税通知書

▼口座振替の手続ができる場所
　預貯金口座のある市内金融機関、
　税務課

●問い合わせ
　税務課
　☎�２１１１内線 131,132

老朽危険空き家の除却費用を
一部補助します
他にも要件等がありますので、詳しくはお問い合わせください。
●申込・問い合わせ
　都市計画・建築課　☎�２１１１内線 237

○対象となる空き家
　次の条件を全て満たす木造住宅で、不良度判定が基
準を満たし、かつ周辺への危険があるもの（※）
▼常時無人の状態の戸建て住宅
▼ 2分の 1以上が居住用
▼個人が所有する住宅		
▼所有権以外の権利が設定されていない住宅
▼法的措置を命じられている特定空家等でないこと
※申込後、事前に現地調査を実施し、住宅の不良度
や周辺への危険度を判定します。

○補助対象者
　次の全てに該当する者（法人は除く）
▼老朽危険空き家の所有者または老朽危険空き家があ
る敷地の所有者（相続人・代理人を含む）
▼柳井市の市税の滞納がない者
▼世帯全員の市町村民税所得割額の合計額が304,200
円未満の者

○補助対象経費
　市内に本店がある解体業者へ依頼し支払った老朽危
険空き家の除却工事費用（住宅の一部を除却する工
事、他の制度による補助金等の交付対象となる工事
費用は補助対象経費に含まず）

○補助額　補助対象経費の額の 1/3、上限額３０万円
○募集件数　１０件
○募集期間　４月１６日㈪～５月３１日㈭
○注意事項
▼補助金の交付決定前に工事に着手した場合（契約を
含む）は、補助対象外となります。
▼１１月９日㈮までに事業を完了できない場合、補助
を受けられません。

■安心・便利な口座振替を
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●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線１６５

■自治会の皆さんにお願いすること
▼泥土堀上作業、泥土回収場所（車両が通る道路）まで
の運搬作業、収集車への泥土積込作業（午前中に終
わるよう計画してください）、自治会内の泥土回収
場所への収集車の誘導をお願いします。
▼下水溝を消毒するときは、使用者が直接医薬品販売
店で購入し、薬剤師・販売業者から説明を受け、購
入者自らが散布してください。誤飲事故を防止する
ため、絶対にペットボトルなどで小分けして配布し
ないでください。
▼家庭ごみ（粗大ごみ、庭木・草等）など下水溝清掃以
外のものは出さないでください。
▼作業中はけがをしないように互いに声掛けをして、
無理をせず十分に注意してください。

■実施日（雨天決行）
○５月１３日㈰
　白潟東一・白潟東二・白潟西下・白潟西二・江の浦東・
江の浦西・宮本東・宮本西・宮野・大屋・大屋東・千
才・野地・琴風・琴風団地・片野東・片野西・北中開
作・姫田・今市・新町・上田・東後地・西後地・尾の上・
和田・サントピア・国清・迫田・下馬皿・中馬皿・土
手・北浜・亀岡・魚町・久保・金屋・古市・中野・愛宕・
洲崎・小野下後・神出・小木尾上・小木尾中・小木尾下・
上浜・伊保庄みどり・高須住宅・旭ヶ丘

○５月２０日㈰
　詳しくは各出張所にお問い合わせください。
▼新庄地区（５月２７日㈰実施自治会以外）
	 新庄出張所　☎�００６９
▼大畠地区（実施地区）
	 大畠出張所　☎�２２１１

○５月２７日㈰
　南中開作・東土手・新天地・山根・山根西・忠信・広瀬・
一丁田団地・北町・新市六・新市中・新市三・天神二・
天神北・天神南・南浜・東大才・中大才・西大才・み
ずほ・柳町・スイートレジデンス柳井駅前・東樋の上・
西樋の上・サントノーレ柳井中央・中塚・箕越東・コー
プ柳井・箕越南・グラン･シエロ柳井駅南・グランビュー
南町・ヴィークス柳井駅南・瀬戸側・土穂石・西土穂
石・東向地・西向地・浜の内・新生・築出東・築出西・
築出北・西高須・西田布路木

　
  大畠地区の下水溝清掃は５月２０日日です
　下水溝清掃は各地区の皆さんの自主活動で実施され
ています。皆さんのご協力をお願いします。
○日時　５月２０日㈰（雨天決行）8:00 ～収集開始
○実施地区
▼中筋・西本谷・東浜・西浜・宮岬団地・瀬戸・石神・
串の下

▼住吉・天神・本町・本町団地
▼天王・東村・蛭子町・遠崎本町・御旅・西里・杉の木・
宮の下

○お願い
①トラックへは必ず自治会で積み込んでください。
②消毒用乳剤の散布は環境に配慮し実施しません。
③家庭ごみ、粗大ごみは絶対に出さないでください。
●問い合わせ　大畠出張所　☎�２２１１

将来、農業法人等で就職したい人を募集します
 平成３０年度 農業インターンシップ事業
　農業法人等に就職したときの具体的なイメージを持
つために、市内の農業法人等のもとでの就業を体験し
ます。詳しくはお問い合わせください。
○実施期間　原則 7日間
○就業先
　市内農業法人等（農林水産課が受入先等を調整）
○就業内容　時期や農作物の品種等により異なるため
内容は受入先の方針による

○応募資格　１８歳以上（未成年者は保護者同意が必要）

○募集人数　２人（先着順）
○報酬　受入先との雇用契約による
○就業時間　受入先の就業規則による
○参加費　無料（交通費・宿泊費等は自己負担）
○募集期限　１２月２８日㈮執務時間内
●申込・問い合わせ
　農林水産課　☎�２１１１内線 353
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平成３０年度 柳井市当初予算

一般会計の概要
　今年度の予算規模は161億 7,400
万円で、骨格予算で編成した前年度
当初予算（153億 2,600 万円）に比
べ、8億 4,800 万円増加しています
（5.5％）。また、政策的、投資的な経
費を計上した６月補正後予算額（156
億 5,170 万 6 千円）と比較すると、
5億 2,229 万４千円増加しています
（3.3％）。

歳入の状況
　市税は４５億 7,072 万 7千円で前
年度（46億 2,837万 7千円）に比べ、
5,765万円（1.2％）の減少を見込ん
でいます。このうち市民税は増加を、
固定資産税、市たばこ税等は減少を
見込んでいます。
　自動車取得税交付金は 3,500 万
円で、前年度（2,200万円）に比べ、
1,300万円（59.1％）の増加を見込ん
でいます。
　地方交付税は地方財政計画等によ
り試算した結果、44 億 7,000 万円
となり、前年度（44億 6,000 万円）

に比べ、1,000万円（0.2％）の増加を
見込んでいます。
　市債は17億 870万円で、前年度
（11億8,680万円）に比べ、5億2,190
万円（44.0％）増加しています。これ
は柳井商業高等学校跡地整備事業等
の建設事業費の増加に伴うものです。
　その他、県支出金は前年度と比べ
企業立地関連基盤整備事業費補助金
の皆減等により減少しています。繰
入金は財政調整基金繰入金の増等に
より、諸収入は基幹系電算システム
データ移行経費負担金の皆増等によ
り増加しています。

歳出の状況
　人件費は定年退職者数の減に伴い
退職手当が減少したことなどによ
り、前年度に比べ 1.6％減少してい
ます。
　物件費は基幹系電算システムの更
新に伴う経費の増加などにより、前
年度に比べ 0.7％増加しています。
　扶助費（社会保障費）は子どものた
めの教育・保育給付に係る私立保育

所運営費や子ども医療費助成事業費
の増加などにより、前年度に比べ
4.3％増加しています。
　補助費等は市議会議員選挙費に係
る選挙公営負担金の皆減に加え、水
道事業会計繰出金の補助費等の部分
が減少したことなどにより、前年度
に比べ 1.6％減少しています。
　普通建設事業費は柳井商業高等学
校跡地整備事業に係る不用施設解体
工事費等や、日積公民館の土地建物
取得費及び整備工事費等を新たに計
上したことなどにより、前年度に比
べ 40.6％増加しています。
　公債費は過去に借り入れた市債の
一部の償還が終了したことや市債発
行を抑制してきたことにより、前年
度に比べ 2.1％減少しています。
　繰出金は介護保険事業特別会計及
び後期高齢者医療事業特別会計に対
する繰出金は増加しましたが、国民
健康保険事業特別会計及び公共下水
道事業特別会計に対する繰出金が減
少となったことなどにより、前年度
に比べ 1.0％減少しています。

29282723 24 25 （年度）

163億4,700万円

155億700万円

163億7,200万円 平成30年度当初予算額
161億7,400万円

150億円

140億円

160億円

170億円 164億6,700万円

156億5,170万6千円
（6月補正後）

26

161億7,959万5千円
（6月補正後）

30

162億3,600万円

　平成３０年度の当初予算は、実施計画を着実に遂行し、複合図書館や駐車場
の整備など柳井商業高等学校跡地を利活用するプロジェクトを推進するととも
に、教育の充実、子育て支援、産業振興、高齢者支援、防災対策等の取組を加
速化する編成としました。
●問い合わせ　財政課　☎２１１１内線 442

持続可能なまちづくりに向けて

一般会計予算額の推移
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区　分
予算額（千円） 増減率

（％）平成３０年度 平成２９年度
（６月補正後）

一般会計 16,174,000 15,651,706 3.3

特別会計 10,462,011 11,191,044 △ 6.5

国民健康保険事業 4,368,046 5,157,353 △ 15.3

市有林野区事業 899 1,103 △ 18.5

市営駐車場事業 6,498 7,794 △ 16.6

簡易水道事業 89,263 76,592 16.5

公共下水道事業 1,355,766 1,453,619 △ 6.7

農業集落排水事業 277,153 260,895 6.2

介護保険事業 3,712,716 3,593,495 3.3

後期高齢者医療事業 651,670 640,193 1.8

一般会計+特別会計 26,636,011 26,842,750 △ 0.8

義務的経費
投資的経費
その他の経費

公債費普通建設・
災害復旧事業費

補助費等

貸付金

人件費

扶助費

物件費

その他

歳出
（性質別）
内：29年度
外：30年度

15.5%

16.3%

11.8%

12.4%

11.7%
8.5%

11.4%

12.0%

2.5%

12.0%

16.8%

2.6%

17.6%

18..8%18.6%

11.5%

25億277万円

19億89万1千円

18億9,558万8千円

4億190万1千円

27億2,052万6千円

30億3,959万3千円

18億6,461万3千円

18億4,811万8千円

　　　　　                    自主
財

源
比

率
   38.8%

 
　　　　　　　　　　　　　　　　依 存

 財
 源

　
61

.2％

　

その他
市債

県支出金

国庫支出金

地方交付税

その他

市税

歳入
内：29年度
外：30年度

28.3%

29.6%

10.5%

10.0%

27.6%

28.5%
10.7%

11.2%

7.4% 8.2%

10.6%

7.6%

4.9%

4.9%

11.2%

45億7,072万7千円

17億1,084万円44億7,000万円

17億3,093万1千円

11億9,840万2千円

17億870万円

7億8,440万円

特別会計の概要
　特別会計は国民健康保険や公共下
水道事業など特定の事業をするため
に、一般会計とは別に保険料や使用
料などの特定の収入をもって運営す
る会計です。
　今年度の予算規模は104億 6,201
万1千円で、前年度当初予算（111億
5,583万1千円）に比べ、6億9,382
万円減少しています（△6.2％）。６月
補正後予算額（111億 9,104万 4千
円）と比較すると、7億2,903万 3千
円減少しています（△6.5％）。これは
国民健康保険事業特別会計において、
制度改正に伴い事業費が大幅に減額
したことが主な要因です。

一般会計歳出
（性質別グラフ）

一般会計歳入

用語解説

▼自主財源…市が自主的に収入できる財源

▼依存財源…市独自で収入額を決められない財源

▼市税…市民税、固定資産税、たばこ税など

▼地方交付税…地方自治体の行政サービスが一定水準を確

保できるよう国から交付されるもの

▼国庫（県）支出金…市が行う事業に対して国や県から交付

されるもの

用語解説

▼人件費…職員等に勤労の対価として支払われる経費

▼扶助費…社会保障制度の一環として支給される経費

▼公債費…市債を返済するための経費

▼普通建設事業費…道路など社会資本整備に要する経費

▼補助費等…各種団体への助成金等に支払われる経費

※平成２９年度は６月補正後の数値
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  これからの自治体経営

中山間地域振興事業　688 万円

平郡島への地域おこし協力隊員の配置
地域の夢プランの策定、実現活動への支援

市民と市長と気楽にトーク開催事業　3 万円

市民と市長による懇談会の開催

人材育成支援事業　29 万円

「柳井ひとづくりアカデミー」の開催

新規 コンビニ交付事業　2,275 万円

全国のコンビニエンスストアで住民票の写しなどを
交付するためのシステム改修等

人口定住促進事業　387 万円

柳井市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理、
移住コーディネーターによる支援、空き家改修補助金等
新規：市有地等を活用した子育て世代定住促進助成金

  人権・子育て・教育

新規 子育て世代包括支援センター事業  449 万円

妊娠・出産・子育てに関する包括的支援体制を
構築するためのセンターの整備・運営

新規 子ども・子育て支援事業計画策定事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　 252 万円

第２期計画策定のためのニーズ調査

	
民間保育サービス施設利用者保育料助成事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　 216 万円

民間保育サービス施設利用者への保育料助成

新規 柳井南保育所空調設備更新事業  1,185 万円

空調設備の更新
	
子ども医療費助成事業　3,253 万円

小学校６年生まで（入院は中学生まで）の医療費助成

新規 柳井商業高等学校跡地整備事業
　　　　　　　　　　　　　　   6 億 9,337 万円

不用施設解体工事、駐車場整備工事
複合図書館等の基本設計・実施設計等

	
新規 学校施設長寿命化計画策定事業  1,477 万円

市内小中学校施設長寿命化計画の策定

	
新規 給食調理民間委託事業　3,988 万円

学校給食調理業務の民間委託

新規 伊陸小学校改築事業　4,759 万円

地質調査、基本実施設計等

	
新規 伊陸公民館改築事業　1,254 万円

地質調査、基本実施設計等

	
新規 日積公民館整備事業　3,934 万円

土地・建物の購入、改修工事等

  健康・福祉

にこにこ健康づくり推進事業　686 万円

運動を中心とした地域ぐるみでの健康づくりの推進

平郡診療所施設整備事業　629 万円

平郡診療所新築に係る実施設計等

  安全・都市基盤

防災訓練事業　19 万円

防災訓練の啓発
新規：自主防災組織研修会の開催

新規 がけ地近接等危険住宅移転事業　 802 万円

土砂災害特別警戒区域等内の危険住宅移転への補助

鳴門漁港海岸保全施設整備事業   1 億 2,000 万円

鳴門漁港海岸（大畠天神地区）の高潮対策

	

平成３０年度 主な事業



13広報やない　2018.4.12

漁港海岸保全施設長寿命化対策事業  2,000 万円

漁港海岸保全施設に係る長寿命化計画の策定

新規 宮本水口線道路改良事業　1,500 万円

道路拡幅のための測量、用地購入	 　

新規 龍角尾上線道路改良事業　800 万円

道路拡幅のための工事等

	
道路新設改良事業負担金　1,000 万円

県営河川改修に伴う市道田布呂木土穂石線改良事業
への負担金

	
橋りょう長寿命化事業　6,020 万円

柳井市橋りょう長寿命化修繕計画に基づく修繕等

新規 古開作中央線道路施設リニューアル事業
　　　　　　　　　　　　　  　　     624 万円

柳井駅南北地下道の機能点検、診断、補修設計

	
古開作線整備事業　1 億 8,250 万円

橋本橋建設（県事業）負担金、古開作線街路本体工事

	
姫田古市線道路改良事業　1 億 1,000 万円

道路拡幅工事、用地補償等

東部高速交通体系整備促進事業　18 万円

県東部高速交通体系の整備促進（国道１８８号柳井平生
バイパス等）

	
岩国柳井間バイパス建設促進事業　18 万円

岩国柳井間バイパスの整備促進（国道１８８号岩国南
バイパスの南伸等）

	
新規 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業 　
　　　　　　　　　　　　　　  　   1,285 万円

JR 西日本の柳井駅バリアフリー化設備等整備（測量・
設計費）への補助

	
バス路線維持対策事業　3,732 万円

生活に不可欠なバス路線の維持・確保	 	

  環境
	
新規  「山口ゆめ花博」連携推進事業　335 万円

「山口ゆめ花博」での連携事業、「市町デ―」の実施

地域ブランド認証事業　123 万円

柳井ブランドの認証、情報発信等

  観光・産業・文化
　 	

観光振興対策事業　873 万円

「２０１８サザンセトロングライド inやまぐち」運営補助等

新規 余田南地区基盤整備合意形成推進事業
　　　　　　　　　　　　 　　　　1,000 万円

ほ場整備事業の地形図、農地集団化計画の作成

	
新規 水産業強化対策整備交付金事業　199 万円

畜養施設整備に係る調査費、設計費への交付金

	
新規 内海地区水産環境整備事業　150 万円

漁場環境を保全する藻場の造成

	
漁港機能保全事業　1 億 6,003 万円

漁港機能保全計画に基づく補修、保全工事（柳井漁港、
平郡漁港、鳴門漁港）

創業等支援事業　100 万円

駅北地区新規出店者への初期投資経費の補助

	
企業立地促進事業　1,772 万円

事業所設置及び雇用促進奨励金の交付、企業立地パン
フレットの作成等
新規：（仮称）サテライトオフィス誘致推進補助金

	
広域消費生活相談窓口運営事業　467 万円

広域連携による柳井地区広域消費生活センターの運営

新規 サンビームやない設備改修事業  4,050 万円

舞台機構操作盤の修繕、シーリングスポットライトの改修
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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

市民と市長と気楽にトーク
お子様連れ、小中学生、高校生の
参加もお待ちしています。
■定例開催（申込不要）
日 場各18:30 ～ 20:00
▼５月２１日㈪
　　／ふれあいタウン大畠
▼５月２８日㈪
　　／神代学習等供用会館
▼５月３０日㈬
　　／遠崎学習等供用会館
■随時開催（要申込）
　３人以上の参加者から受け付け
ています。
問政策企画課
　☎�２１１１内線 472

パブリックコメント（計画等へ
の意見募集）を実施します
市が作成する計画等（案）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。
■柳井商業高等学校跡地利活用基

本構想（案）

　柳井商業高校跡地全体の利活用
に関する基本構想です。
○募集期間　４月２５日㈬～５月
２４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
▼政策企画課ホームページ　
○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）
▼政策企画課へ持参
▼郵送（〒742-8714政策企画課・
住所記載不要）
▼ FAX・電子メール
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471
　FAX�４５９５
　　seisakukikaku@city-yanai.jp

平郡航路フェリー「へぐり」
ドック入りによる
臨時ダイヤ（下図）
▼予備船運航の間は車両での乗船
はできません。

▼ドック予備船／旅客船「金比羅
丸」：旅客定員６１人、車両乗
船は不可

問平郡航路㈲　☎�７９４４

はり・きゅう施術費の
一部助成
対①または②に該当する人　
①市国民健康保険の被保険者でな
い７０歳以上の市民　
②市国民健康保険の被保険者
○利用回数　月１０回まで
○助成額　はり・きゅう術いずれ
か：７００円／回、はり・きゅう
術併用：８００円／回

申 問印鑑と保険証を持参して次の
場所で申請してください。なお助
成対象となる施術院は申請の際に
お問い合わせください。
①高齢者支援課
　☎�２１１１内線 186
②市民生活課
　☎�２１１１内線 151
①②各出張所・連絡所

山口県交通安全学習館が
4/13㊎にリニューアルします
従来からの講習に加え、最新シュ
ミレーター等を導入した高度な参
加・体験型の交通安全教育を受け
られます。
申 問団体は要予約。詳しくはお問
い合わせください。
山口県交通安全学習館（山口市小
郡下郷）　☎ 083-973-1900

交通事故情報
件数
（件）

死者
（人）

負傷者
（人）

３月発生状況 5 0 6

累
計
平成３０年 19 0 24
前年対比 -13 -1 -16

平成３０年３月３１日現在

■５月１４日㈪／１便往路は「へぐり」、１便復路から予備船で運航
往路 復路

平郡東 平郡西 柳井港 柳井港 平郡西 平郡東
１便 6:00 6:40 7:40 8:30 9:15 9:40
２便 14:30 14:55 15:40 16:30 17:15 17:40

■５月１５日㈫～２１日㈪／予備船で運航
平郡東 平郡西 柳井港 柳井港 平郡西 平郡東

１便 6:30 6:55 7:40 8:30 9:15 9:40
２便 14:30 14:55 15:40 16:30 17:15 17:40
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緊急通報装置を
月額５００円で設置します
緊急通報装置はボタンを押すと２４
時間いつでも緊急通報センター
（市委託業者）へつながり、救急車
の要請依頼や各種相談の受付等に
応じます。
対①・②のいずれかに該当し設置
を希望する在宅の市民で、家に
固定電話が設置されている

■高齢者
① 75歳以上のひとり暮らし高齢
者
② 65歳以上のひとり暮らし高齢
者または高齢者のみの世帯等の
人で、かつ慢性疾患等があり健
康上特に注意が必要な人
※同一敷地内や隣接地に 75歳未
満の親族がいる人は対象外

○利用額　月額５００円
申 問高齢者支援課
☎�２１１１内線 186
■重度身体障がい者
①ひとり暮らしの重度身体障がい
者（身体障害者手帳 1・2級）
②ひとり暮らしの障がい者または
障がい者のみの世帯で、日常生
活に常時注意を必要とし、緊急
時等に適切な措置が困難な障が
い者

○利用額　月額５００円
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 191

訪問理美容サービスの
出張経費の助成
在宅生活をする市民で、理髪店や
美容院に出向くことが困難な人
に、出張理美容による訪問理美容
サービスを行います。
○対象者　①または②に該当する
人で、椅子に座る等体位が保て

ない人
① 65歳以上の寝たきりまたは認
知症の高齢者
②心身の重度障がいや傷病等があ
る人

○利用回数　年４回まで
○その他
　理美容料金は利用者負担
申 問印鑑を持参して申請してくだ
さい。
①高齢者支援課
　☎�２１１１内線 186
②市社会福祉課
　☎�２１１１内線 191

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日５月９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５月１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５月９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５月９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

広報やない第４木曜日号に掲載していました未就園児親子や妊婦
さんを対象とした子育て支援の紹介は、市ホームページのパパ・
ママ応援サイト「やない DE 子育て」（　http://yanadeko.com/）に
移行します。
●問い合わせ
　市社会福祉課
　☎�２１１１内線 187,188

防災行政無線放送予定
▼４月２５日㈬ 14:00 ごろ
　Ｊアラートの動作確認放送
▼５月１日㈫ 12:30 ごろ

消防署によるサイレン吹鳴
テスト

防災行政無線の音声放送が
聞き取れなかったときは
電話応答サービス
☎�６４００

●問い合わせ
　危機管理室
　☎�２１１１内線 431

市民相談

見てね！

URL

電話応答サービス

　☎�２１１１内線 431
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岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日５月１０日㈭ ,２４日㈭／10:00
～ 12:00,13:00 ～ 16:00

場市役所３階大会議室
※６月１４日㈭ ,２８日㈭の年金相
談の予約は、５月１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

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■チャレンジし隊「囲碁にチャレ

ンジ！」
日５月１９日㈯ 13:30 ～ 15:30
場市理科研修所（柳井小内）
内囲碁を知ろう！
定小学生１６人（先着順）　
料３０円（保険代）
○申込期限　５月１１日㈮
申 問しらかべ学遊館
☎�４５１８

中央公民館教室
■小学生生活講座Ⅰ
　～クレープでパーティーを！～
日５月１９日㈯ 10:00 ～ 12:00
場市文化福祉会館１階
調理実習室

内みんなでクレープを
作って楽しく食べる

○講師
　柳井友の会の皆さん
定小学２年生以上１５人（先着順）
料３００円
持エプロン、三角巾
○申込期限　５月１１日㈮
申 問生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331

要約筆記者養成講座
（要申込・無料）

日６月１０日㈰～１２月９日㈰の
　毎週㈰（7/15,10/7,11/25を除
く）／10:00～17:00（全２４回）

場山口県聴覚障害者情報センター
（山口市鋳銭司）他

内手話が分からない聴覚障害者等
に対して、手書き・パソコンで
話しの内容をその場で要約し、
文字にして伝える要約筆記者を
養成する講座

対県内在住者で要約筆記による聴
覚障害者等のコミュニケーショ
ン技術の習得に熱意のある人

定２０人程度
料テキスト代 3,600 円
持パソコンコースはノートパソコ
ン（Windows	7以上）、LANケー
ブル

○申込期限　５月２８日㈪必着
申 問

山口県聴覚障害者情報センター
☎ 083-985-0611
FAX083-985-0613

歌手 谷本耕治氏を迎えて贈る２０１８
第８回 松島詩子の名曲を歌う会
 （入場無料・申込不要）
○日時　４月２７日㈮ 13:30 開演
○場所　町並み資料館１階ロビー
　　　　（２階：松島詩子記念館）
○内容

▼谷本耕治による松島詩子の名曲コーナー
▼一緒に歌おうコーナー
▼谷本耕治オンステージ
　ピアノ／角田啓子、バイオリン／弘重裕子、
　司会／山近絹代

♪谷本耕治プロフィール
　島根県出身。国士舘大学文学部卒。ビクター歌謡音楽研究会認定
講師。第４回浜松シャンソンコンクールグランプリ獲得。その後、
シャンソン歌手として活動。２０１４年２月に演歌・歌謡曲でデ
ビュー。

○主催　柳井市白壁の町並みを守る会
●申込・問い合わせ
　町並み資料館（㈪㈭休館）　☎�２１３７

講座・教室
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第５回ウェルカム柳井
（要申込）

ようこそ柳井へ、おかえりなさい
柳井へ。柳井に転入された人を歓
迎するイベントです。
日５月１２日㈯ 12:00 ～ 16:00
場伊保庄小野海岸（雨天の場合、
黒島会館）

内マテ貝掘り、バーベキューなど
で楽しく交流

定２０人（先着順）
料男性 2,000 円、女性 1,000 円、
小学生以下無料

○申込期限　４月３０日㈪
○主催　柳井UJI ターン応援の会
○後援　柳井市
申 問柳井UJI ターン応援の会
☎ 090-3587-6171（島元）

おはなしの会（無料・申込不要）
「おまつりかみしばい」

／幼児・児童向け
日５月１２日㈯ 10:30 ～ 14:30
場大畠総合センター１階（ふれあ
いうずしおまつり会場の一画）

内読み語りボランティア「たまて
ばこ」などによる紙芝居、絵本
の読み語り、簡単な工作など

○その他
　５月：大畠公民館での開催なし
　６月～：大畠図書館で原則毎月
第１㈯に開催

問大畠図書館　☎�２２２６

募　集

■就職や退職、結婚などで年金の種別が変わったとき

年金の種別 こんなとき 届出先
第１号被保険者
学生、自営業者、農林漁業
者、無職の人など

就職して厚生年金に加入した 勤務先
結婚や収入減少等で配偶者に
扶養されるようになった

配偶者の
勤務先

第２号被保険者
会社員、公務員など

退職した 市役所

退職して配偶者に扶養されるよ
うになった

配偶者の
勤務先

第３号被保険者
第２号被保険者に扶養され
ている配偶者

収入増加や離婚等で配偶者の
扶養から外れた

市役所

配偶者が退職した 市役所

就職して厚生年金に加入した 勤務先

配偶者が転職した 配偶者の
勤務先

■２０歳になったとき／手続きは２０歳誕生日の前日から

区　分 届出先
学生、自営業者、農林漁業者、無職の人 市役所
会社員、公務員 手続き不要
第２号被保険者の配偶者に扶養されている人 配偶者の勤務先

■市役所での手続きに必要なもの（①～③）
　①年金手帳またはマイナンバーカード／②印鑑／③退職や配偶者
の扶養から外れるときはその日付を確認できる書類（資格取得・
喪失確認書等）

国民年金 こんなときには、こんな手続きを
●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線 168,169

児童クラブ職員
○応募資格　保育士・教員・社会
福祉士・放課後児童支援員の認
定資格を持っている人

○勤務内容
　放課後児童の育成支援
○勤務場所　小田児童クラブ　
○勤務時間
　毎週㈪～㈯のうち原則週４日

平日13:30～18:45、土曜日・長
期休み7:45～18:45のうち５時
間４５分

○報酬　月額 85,000 円
○雇用
　選考・面接の上、５月から採用
申 問履歴書に資格証明書の写しを
添えて申し込んでください。
市社会福祉課　
☎�２１１１内線 188

催　し
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3/18 やない白壁 花香遊

3/16 小学生が農地整備を学ぶ
　中国四国農政局南周防農地整備事業所が伊陸小北側
で進められている農地整備事業について、同小で出前
授業を行いました。児童らは身近
で行われている工事が、農地の区
画を大きくする工事であり、農作
業の合理化につながることなどを
学びました。

　花と香りをテーマにした白壁の町並みの春の恒例イ
ベントが開催され、約１万人の人出で賑わいました。
和服姿の女性客や家族連れも多く見られ、お香遊び
やお茶席、投扇興、昔遊びなど多彩な催しで、通りは
華やかな雰囲気に包まれました。

3/16 「地域発！いいもの」に選定

3/14 入園者１４０万人を突破
　やまぐちフラワーランドの入園者が平成１８年４月のオ
ープンから１４０万人を突破しました。節目の入園者とな
った大学１年生・原望

み

月
づき

さん（光市出身）は「訪れたのは１０
年ぶり。１４０万人目と聞いてはじめは驚いたが光栄に思
います」と喜びを語りました。（写真は原さん（中央）と母の
倫
のぶ

子
こ

さん（左））

　柳井縞の会（石田忠男会長・写真中央）が技術継承や地域
の特色ある取組を評価する中央職業能力開発協会の「地域
発！いいもの」に選ばれました。県内の選定は２８年度の
防府商工高校の取組に続き２例目です。石田会長は「励み
になる。認知度をもっと高めていきたい」と今後の抱負を
語りました。

まちの出来事

◀コールバンビのステージ（左）、むろやの園でのお香
遊びの様子（右）

▲通りは和服姿の家族連れなどで賑わいました。
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健康 & すくすく
５月の健康相談（予約不要）
●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０
■健康相談の日
○日時　毎週㈪㈬㈮（４㈮を除く）／ 9:00 ～ 11:30
■こころの相談会
○日時　５月２日㈬ 13:30 ～ 15:00
■乳幼児健康相談・栄養相談
○日時　５月９日㈬ 9:30 ～ 11:00
○場所　いずれも市保健センター　
■一般健康相談（予約不要）
○日時・場所　５月７日㈪
　10:30 ～ 11:00・平郡東地区老人憩いの家
　13:00 ～ 13:30・平郡西地区老人憩いの家

Let's エクササイズ
～カラダを動かすことを楽しもう～（要申込）
○日時　４月２７日㈮ , ５月２５日㈮ , ６月２２日㈮
　／ 17:00 ～ 17:45
○場所　FUJIBO 柳井化学武道館
○内容　運動あそび、初歩的な運動経験
○講師　川辺浩子さん（元中学校体育教師）
○定員　小学生２０人
○参加料　５００円（保護者も＋５００円で参加可）
○持参品　動きやすい服装（裸足で実施）
●申込・問い合わせ
　FUJIBO 柳井化学武道館　☎�３３８３

やないファミリー・サポート・センター
「おしゃべりサロン♪」（要申込）
■親子でリラックス
　子育て中のママ・パパの「おしゃべりサロン♪」
　子育てのことなど気軽におしゃべりしませんか？
○日時　５月１６日㈬ 10:00 ～ 11:30
○場所　市総合福祉センター２階
○内容　おしゃれなクリップ作り
○対象・定員　未就園児の親子１５組
○参加料　５０円（材料費）
○申込期限　５月９日㈬
●申込・問い合わせ
　やないファミリー・サポート・センター
　☎�０６６８

ママ♡パパ教室（要申込）
○日時　各 13:30 ～ 15:30
▼１回目　５月１３日㈰　
　お風呂の入れ方、妊婦の疑似体験など
▼２回目　５月２２日㈫
　小児科医による育児講座、先輩ママとの交流
○場所　市保健センター
○対象　市内在住の妊婦と夫
○定員　１５組（先着順）
○持参物　母子健康手帳、１回目のみハンドタオル
○申込期限　５月７日㈪
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

元気アップ教室（無料・要申込）
／対象：６５歳以上の市民
○日時　６月６日㈬～８月２９日㈬の毎週㈬（8/15 は
除く）・全１２回／ 13:30 ～ 15:00

○場所　アクアヒルやない
○内容　簡単な体操と負荷の軽い運動器具を使用した
トレーニングを組み合わせて、年齢に応じた筋力
アップと日常の生活動作の維持・改善を目指す

○対象　全１２回のメニューをなるべく欠席せずに参
加でき、医師に運動の制限をうけていない人

○定員　２０人
○持参物
　室内シューズ、タオル、飲料水、運動のできる服装
○申込期限　５月１８日㈮
●申込・問い合わせ
　高齢者支援課　☎�２１１１内線 156

高齢者向け水中運動教室（無料・要申込）
／対象：６５歳以上の市民
○日時　６月７日㈭～２８日㈭の毎週㈭（全４回）
　／ 10:30 ～ 11:30
※受付後、１０時３０分にプールへ移動します。
○場所　アクアヒルやない
○内容　水中ウォーキング、アクアビクス
○定員　３０人
○持参品　水着、水泳帽子、バスタオルなど
○その他　終了後のプールの利用には利用料（７２０円）
または回数券が別途必要

○申込期限　５月１８日㈮
●申込・問い合わせ
　高齢者支援課　☎�２１１１内線 156
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がん・肝炎ウイルス検診
平成３０年度（受診期間：平成３１年３月３０日㈯まで）

検診を受けることは、自覚症状のない病気を早期に発見し、早期に治療するために
大切です。年に１回は検診のための時間をつくり、自分の健康を管理して、日々を
元気に過ごしましょう。

■受診方法
①市指定医療機関に市の検診を受け
ることを伝え、予約する。
②当日に医療機関へ健康手帳（市保
健センターで交付）を持参し、受
診する。

※人間ドックや職場検診などで同様
の検診を受ける場合は受けられま
せん。

※生活保護受給世帯に属する人の料
金は無料です。印鑑を持参し、医
療機関・集団検診会場の受付に申
し出てください。

■２年度に１回のがん検診
　以下の検診は２年度に１回です。
昨年度（２９年度／２９年４月１日～
３０年３月３１日）、市の検診を受け
た人は、今年度は受けられませんの
でご注意ください。
○胃がん（内視鏡）検診
　５０歳以上を対象としています。
○子宮がん・乳がん検診
　前回の検診の結果、医師から２年
以内の検査を指示されている人
は、必ず受診しましょう。

■胃がん（胃透視）・大腸がん・
　乳がん・子宮がんは
　集団検診を実施
▼個別または集団検診のどちらか一
方を選んで受診してください。
▼市国保加入者が胃がん・大腸がん
の集団検診を受ける場合、特定健
診を無料で受診できます。
▼今年度から、子宮がん検診も集団
検診で受診できます。

■結核・肺がん検診は
　６月下旬から 7 月上旬予定
　集団検診のみ実施します（平郡地
区は１０月予定）。詳しくは後日お
知らせします。

■肝炎ウイルス検診
　血液検査でＢ型・Ｃ型肝炎の感染
の有無を判定するものです。
▼市の検診は４０歳以上で、この検
査を初めて受ける人が対象です。
生涯に一度だけ受けられます。
▼節目検診の対象者には受診券を送
付しています。なお、今年度から
この節目検診は無料です。

▼節目検診の対象者以外で肝炎ウイ
ルス検診の受診を希望する人は、
市保健センターにお問い合わせく
ださい。
	
詳しくは５月下旬ごろに配布予定
の「柳井市がん検診・健康診査ま
るわかりガイド」や特定健診のお
知らせなどをご覧ください。

検診の種類
（◎は２年度に１回の検診）

対象
（柳井市民に限定）

料金 集団検診の
予定４０歳になる人

（※１） ６９歳以下 ７０歳以上

大腸がん検診（便潜血検査） ４０歳以上
　S54.3.31 生まれまで

無料／クーポン
対象（※２） 800円 400円 ９月下旬

～１０月上旬

胃がん検診（胃透視） ４０歳以上
　S54.3.31 生まれまで 2,800円 2,800円 500円 ９月下旬

～１０月上旬

◎胃がん検診（胃内視鏡） ５０歳以上
　S44.3.31 生まれまで 3,100円 3,100円 500円 なし

◎子宮頸がん検診
　（視内診・細胞診）

２０歳以上の女性
　H11.3.31 生まれまで 1,400円 1,400円 500円 ９月・

３１年２月
◎乳がん検診
　（マンモグラフィ検査）
　／平成３０年度から視触診廃止

４０歳以上の女性
　S54.3.31 生まれまで

無料／クーポン
対象（※２） 1,500円 500円 ９月・

３１年２月

肝炎
ウイルス
検診

特定検診と同時受診 S6.4.1 ～ S54.3.31 生まれ
節目検診：今年度４０歳になる人

無料 900円 300円 なし

肝炎検診のみ単独受診 無料 1,600円 500円 なし

※１）４０歳になる人：S53.4.1 ～ S54.3.31 生まれ
※２）対象者には 6月上旬ごろに無料クーポン券を発送します。
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市指定医療機関一覧（医療機関に直接予約して受診してください）
医療機関名 電話番号 胃透視 胃内視鏡 大腸 子宮 乳 肝炎

伊原内科消化器科（岩国市由宇町） ０８２７�３３００ ○ ○
ウエルネスクリニック �１０２４ ○ ○
うつみ内科クリニック �０１００ ○ ○
おりたクリニック �３３２２ ○
河谷内科医院 �０３４７ ○ ○
久米医院（岩国市由宇町） ０８２７�０１２３ ○ ○
恵愛会柳井病院 �１００２ ○ ○
河内山医院 �００２３ ○ ○ ○
国立病院機構柳井医療センター（医事係） �０２１１（代） ○ ○ ○ ○
小林内科クリニック �５５８８ ○ ○ ○
最所クリニック �２２５２ ○ ○
坂本医院（新市） �１０５９ ○ ○
坂本病院（余田） �６８００ ○ ○ ○ ○
周東総合病院（健康管理センター） �３４５６（代） ○ ○ ○ ○ ○ ○
神出内科医院 �１９２１ ○ ○
野田整形外科クリニック �２３４５ ○
浜田内科循環器科 �１１３７ ○ ○
弘田脳神経外科 �７１１９ ○
政井医院 �１０６８ ○ ○
松井クリニック �５３１１ ○ ○ ○ ○
まつばら内科・胃腸科 �２２６６ ○ ○ ○
優クリニック �０３１７ ○
吉田クリニック �１２１２ ○ ○ ○
平郡診療所 �２０３２ ○ ○
平郡西出張診療所 �２８８８ ○ ○
平生クリニック（平生町） �２０００ ○
光市立大和総合病院（健診科） �２１１２ ○ ○

高齢者の肺炎球菌ワクチンの定期接種（公費接種）
今年度対象者には４月上旬に予診票をお送りします

○接種期間　４月２日㈪～平成３１年３月３０日㈯
○対象　今までにこのワクチンを接種したことがない下記対象者
▼平成３０年度中に下表の年齢になる人

H30.3.31
の満年齢 生年月日

６５歳 昭和２８年４月２日～昭和２９年４月１日生

７０歳 昭和２３年４月２日～昭和２４年４月１日生

７５歳 昭和１８年４月２日～昭和１９年４月１日生

８０歳 昭和１３年４月２日～昭和１４年４月１日生

８５歳 昭和 ８年４月２日～昭和 ９年４月１日生

９０歳 昭和 ３年４月２日～昭和 ４年４月１日生

９５歳 大正１２年４月２日～大正１３年４月１日生

１００歳 大正 ７年４月２日～大正 ８年４月１日生

▼６０歳以上６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能不全、または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある人

※接種を受ける人の接種希望の意思が確認でき
ない場合は、定期接種として受けることはでき
ません（任意接種は可能）。

○自己負担金
　2,780円／生活保護受給者は無料
○接種方法
①事前に指定医療機関（※）へ予約します。
※指定医療機関は予診票同封の一覧表で確認し
てください。一覧表に記載のない医療機関は、
市保健センターに問い合わせてください。
②接種当日は自宅に届いた予診票、健康手帳、
本人確認ができるもの、自己負担金（2,780円）
が必要です。健康手帳は市保健センターで交
付しています。

●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぎます。
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わらいごえ　みんなのえがお　わたしすき

やないの維新１５０年 連載コラム ②

幕末柳井の三英傑 ～柳井地域に尊王攘夷思想を普及～

　幕末の柳井において先駆的で中心的な役割を果た
した人物が、新庄の岩
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政
まさ
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比
ね
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げっ

性
しょう

、阿月
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の三人です。信比古が天皇を敬う尊王論を
主張し、月性が外国を打ち払う攘夷論を広め、靱負
が討幕運動に突き進む志士を育成しました。
　新庄の岩政信比古は、幕府が重んじる外国から伝
来した仏教や儒教ではなく、日本古来の「古事記」や
「万葉集」などを研究する国学者です。神道を重んじ、
神と我々の間に位置する天皇を敬愛しました。信比
古の学問が幕府の権威を失墜させたのです。
　月性は、遠崎の妙円寺に生まれました。遠崎には
長崎から清への海産物輸出を手掛ける俵物問屋があ
り、月性は欧米列強によるアジア侵略の情報を不断
に耳にしていました。また、長崎にも出向いてオラン
ダ船の巨艦を見て脅威を実感し、海防論者になりま
す。海防に本気で取り組まない幕府は必要ないと断

じ、多くの知識人に先駆けて討幕論を展開しました。
　阿月の領主である浦靱負は、ペリー来航にあたり
長州藩の最高責任者として江戸近海の防備を指揮し
ました。強国に対峙するには兵員の充実と武器の近
代化が必要と考えて、阿月に克己堂を創って身分に
こだわらない軍隊を組織しました。

－次回は６月１４日号に掲載します。

市教育委員会社会教育指導員　松島　幸夫

県小児救急医療電話相談
☎ 083-921-2755／携帯電話	☎ #8000
■ 19:00 ～翌朝 8:00

休日夜間応急診療所　☎�９００１
受付は診療終了時間の３０分前まで／土曜日休診
■休日昼間	:	 9:00 ～ 12:00,13:00 ～ 17:00
■平日夜間	:	19:00 ～ 22:00

水道修理連絡先　☎ 090-9505-1140
市指定水道工事協同組合加盟業者（順不同）
㈲笹木設備、トオル電気㈱、㈱安原設備工業、
日昭住設㈱、ベルダ㈱、㈱一山電業

５月のけんけつ	（400ml）
○日程
１３日㈰ 9:30 ～ 12:00 ゆめタウン柳井

13:15 ～ 16:00 　　　〃
●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０

やまぐちフラワーランド
イベントガイド
１４�～１５㊐

春のフリーマーケット
春の写生大会（当日受付）
フード屋台

２０㊎～２２㊐　フラワーランドの誕生祭
▼大餅まき大会　２１㈯ 15:00 ～
▼春の山野草展	
▼お買い物抽選会
園内売店でお買い上げ５００円ごとに抽選券配布

▼福祉車両体験会　２１㈯・２２㈰
▼フード屋台

4/28�～ 5/6㊐　グリーンフェスタ
▼ミニ列車運行～エスター号に乗ろう～
▼体験横丁
▼ジャグリング体験　など

市の
人口 32,311人（前月比５１人減）

　男性 15,065 人　女性 17,246 人
　15,746 世帯3/31 現在

こだわらない軍隊を組織しました。

福祉車両体験会　２１㈯・２２㈰

グリーンフェスタ
ミニ列車運行～エスター号に乗ろう～

（当日受付）

フラワーランドの誕生祭

岩
いわ

政
まさ

信
さ

比
ね

古
ひこ

月
げっ

性
しょう

浦
うら

靱
ゆき

負
え



23広報やない　2018.4.12

ひろげよう　ひまわりみたいな　そのえがお

新刊情報　図書館だより
柳井図書館　☎㉒０６２８
大畠図書館　☎45２２２６
■休館日：毎週月曜日　
　柳井図書館／祝日の翌日
　大畠図書館／祝日

新刊図書の一部をご紹介します。

しらかべ
ポリスニュース
　　　　　  柳井警察署　☎㉓０１１０

■一般書（柳井図書館）

浅海光彦と七人の探偵たち・・・・ 内
うち

田
だ

康
やす

夫
お

他
モモコとうさぎ・・・・・・・・・ 大

おお

島
しま

真
ま

寿
す

美
み

雪の階・・・・・・・・・・・・・ 奥
おくいずみ

泉　　光
ひかる

海馬の尻尾・・・・・・・・・・・ 萩
はぎ

原
わら

　　浩
ひろし

雪子さんの足音・・・・・・・・・ 木
き

村
むら

　紅
く

美
み

額を紡ぐひと・・・・・・・・・・ 谷
たに

　　瑞
みず

恵
え

樽とタタン・・・・・・・・・・・ 中
なか

島
じま

　京
きょう

子
こ
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田
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鉱物のお菓子・・・・・・・・・ さとうかよこ

■一般書（大畠図書館）

一流の老人・・・・・・・・・・・ 山
やま

﨑
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あお

井
い

　　碧
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ペコロスの母の忘れもの・・・・・ 岡
おか
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の
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ゆう

一
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僕と彼女の左手・・・・・・・・・ 辻

つじ

堂
どう

　ゆめ
護られなかった者たちへ・・・・・ 中

なか

山
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　七
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里
り

■児童書（柳井図書館）

ママが１０にん！？・・・・・・・ 天
あま

野
の

　　慶
けい

かたあしの母すずめ・・・・・・・ 椋
むく

　　鳩
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十
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動物たちは、建築家！・・・ ダニエル・ナサル
チョコレート物語・・・・・・・・ 佐

さ

和
わ

みずえ
きつねのパックス・・・ サラ・ペニーパッカー

編集後記
　今号から月１回の発行に変わります。大谷翔平選
手のメジャーリーグ初ホームランのように派手な出
だしではありませんが、今まで
と少し違った広報やないを、発
信していけたらと思っていま
す。（三浦）

表紙写真の説明
　１８０年以上の歴史を持ち、通
称「牛天神」と呼ばれ親しまれて
いる伊陸天神祭の様子です。御
神幸行列では、金襴緞子で着飾っ
た寄進牛が、御網代輿を引いて、
氷室亀山神社の参道を練り歩き
ました。

平成３０年
山口県警察視閲式の開催
○日時　５月１２日㈯ 14:00 ～
　　　　一部アトラクション 13:00 ～

○場所　山口きらら博記念公園多目的ドーム

○内容　／荒天時は一部中止

▼視閲式
　徒歩部隊・車両部隊による分列行進

▼アトラクション
　○警察音楽隊によるミニコンサート
　○白バイによる傾斜走行
　○管区機動隊による訓練
　○警察車両、ヘリコプターの展示
　○子供免許証作成　等

●問い合わせ
　山口県警察本部警務部警務課
　☎ 083-933-0110
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「音訳しらかべの会」の皆さんによる「声の広報（音訳版広報）」を市ホームページに掲載しています。

　伊陸南山神社で市無形民俗文化財の神楽が奉
納されました。この日は同神社神楽保存会の会員
１２人が、湯立て、六神、砂水など１２演目の華
やかな舞を披露しました。この神楽の歴史は古く、
神社保管の木札によれば元禄１６（1703）年に執行
された記録があり、３００年以上継承されていま
す。また、松舞（松登り）を伴う八関神楽は２４年
の周期で奉納されます。次回は１０年後の２０２８
年の予定です。

2/25 伊陸南山神社の神楽

4/1 余田まつり　余田公民館と名合
八幡宮で開催されま
した。公民館では自主グループの展示などが、八
幡宮周辺では各種バザーや子どもみこし、太鼓、
梅干しの種飛ばし大会、すもう大会、餅まきなど
が行われ、大人も子供も盛り上がりました。

季節の
たより

リビングストンデージー　ツルナ科　一年草
　日が当たると、まぶしい蛍光色の花を株一杯に咲
かせます。きらきらと光って見えるため、花壇を明
るくしてくれます。花色が豊富で、春の定番の花の
ひとつです。フラワーランドでは、フラワーガーデ
ンに植栽しています。

※イベントガイドを２２ページに掲載しています。


