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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

交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

９月発生状況 5 0 5

累
計

平成３０年 64 0 81
前年対比 -28 -3 -35

平成３０年９月３０日現在

９月・１０月は
産業廃棄物適正処理推進期間
廃棄物の不法投棄・野焼きを見か
けた人はお知らせください。
○不法投棄ホットライン
　☎0120-5

ご み は な い わ

38-710
　　fuhotoki.hotline@pref.yamaguchi.

lg.jp
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165
　県柳井健康福祉センター
　☎�３６３１

１０月１９日金は
　県内一斉ノーマイカーデー
地球温暖化対策として、できる限
りマイカーではなく、公共交通機
関、徒歩、自転車、バイク、相乗
りなどで通勤しましょう。
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

１１月１１日日～１７日土
同和問題啓発週間
県民一人ひとりが同和問題への理
解を深め、主体的に取り組みまし
ょう。人権尊重の視点から、各種
啓発行事が実施されます。
※平成２８年１２月に部落差別の解

消の推進に関する法律が施行され
ています。

問山口県人権対策室
　☎ 083-933-2810

１１月９日金～１５日木
　秋季全国火災予防運動
■全国統一防火標語
　「忘れてない？ サイフにスマホ

に火の確認」
■いのちを守る７つのポイント
○３つの習慣　寝たばこは絶対や

める／ストーブは燃えやすいも
のから離して使う／ガスこんろ
などから離れるときは必ず火を
消す

○４つの対策　住宅用火災警報器
を設置する／防炎品を使う／住
宅用消火器等を設置する／隣近
所の協力体制をつくる

問柳井地区広域消防組合
　☎�７７７４

山口県瀬戸内海海区漁業調整
委員会委員の選挙人名簿の縦覧
平成３０年９月１日現在調製の選
挙人名簿を縦覧します。
日１０月２０日㈯～１１月３日㈯
　／8:30 ～ 17:00
場市選挙管理委員会事務局（㈯㈰

㈷は宿直室）
※大畠、伊保庄、阿月、平郡、西

平郡の各出張所・連絡所でも執
務日に各管内の名簿の写しを縦
覧できます。

問市選挙管理委員会事務局
　☎�２１１１内線 261

市不燃物処理場への
搬入禁止
トラックスケール（計量秤）の保守
点検に伴い、以下の期間は不燃ご
みの搬入ができません。
日１１月１０日㈯
　／天候不良の場合は翌１１日㈰
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

市のごみ袋等の
販売取扱店の追加
○販売取扱店
　ウォンツ  フジ柳井店
　／柳井市柳井 4687-1
問市民生活課　
　☎�２１１１内線 166

県統計協会「山口県民手帳」（平
成３１年度版）の販売（予約不要）
○販売場所
　市役所売店（9:00 ～ 16:00）、
　市内の一部書店などでも購入可

○価格／サイズ
　税込550円／縦14cm ×横8cm
○取扱期間　１１月中旬～平成３１

年１月３１日㈭
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471,472

高等職業訓練促進給付金
（要事前相談）
対象資格、必要書類など詳しくは
お問い合わせください。
対看護師等の資格を取得するため

に１年以上の養成機関で修業す
るひとり親家庭の母または父

○支給対象期間
　修業する期間（上限３年）
○支給金額　月額 100,000 円（市

民税課税世帯は 70,500 円）
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 190

浄化槽の法定検査を
受検しましょう
浄化槽の所有者は浄化槽法で下記
の①、②を実施しましょう。
①水質検査（法定検査：年１回）
　浄化槽を設置したときは、使用

開始後３～８カ月の間に１回、
２年目以降は年に１回受けなけ
ればなりません。

②保守点検（点検・修理・調整等を
年３回以上）、清掃（年１回以上）

※点検、清掃の回数は浄化槽の処
理方式や大きさで異なります。

問県柳井健康福祉センター
　☎�３６３１
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歳末たすけあい募金による
見舞金の申請
対１０月１日現在、自宅で生活す

る柳井市民で以下の①～⑤に該
当する人（生活保護受給世帯を
除く）／①身体障害者手帳１・
２級の人②療育手帳 A・B 判定
の人③精神障害者保健福祉手帳
１・２級の人④福祉医療費受給
者証（ひとり親家庭用）の対象世
帯⑤要介護度５を認定された人、
要介護度５を認定された人と同
居し介護をしている人

○予定額　①～③・⑤ 5,000円
　④１世帯あたり 5,000円、こども

１人につき 1,000円加算
◯その他　見舞金は原則として１２

月中に民生児童委員から給付
◯申請期限　１１月９日㈮
申 問希望者は市社会福祉協議会、各
出張所・連絡所、民生児童委員宅に
備付の申請書を提出してください。
市社会福祉協議会　☎�３８００

働き方改革関連法が
成立しました
■時間外労働の上限規制を導入
○施行日　2019年４月１日（中小

企業は 2020年 4 月 1 日）
■年次有給休暇の確実な取得
○施行日　2019年 4 月 1 日
○相談窓口　各労働基準監督署
■正規雇用労働者と非正規雇用労

働者間の不合理な特遇差の禁止
○施行日　2020年４月１日（中小

企業は 2021年４月１日）
○相談窓口
▼パート、有期雇用労働者は
　山口労働局雇用環境・均等室
　☎ 083-995-0390
▼派遣労働者は
　山口労働局職業安定部需給調整

事業室　☎ 083-995-0385
問商工観光課
　☎�２１１１内線 361

司法書士による
無料電話相談会（予約不要）
日１１月３日㈯ 10:00 ～ 16:00
○相談受付電話番号
　☎ 0120-003-821
内多重債務、相続登記、空き家、養

育費問題等
問山口県青年司法書士協議会
　☎ 083-277-3297（明石）

女性の人権ホットライン
（相談無料・秘密厳守）

日１１月１２日㈪～１８日㈰／ 8:30
～19:00 ／㈯㈰10:00～17:00

内女性の様々な問題・悩み（夫・
パートナーからの暴力、職場等
の各種ハラスメント、ストーカー
行為など）

○相談番号　☎0570-070-810
問山口地方法務局人権擁護課・山

口県人権擁護委員連合会
　☎ 083-922-2295

行政・市民相談
日１１月１４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１１月１４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

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日１１月１４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１１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

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日１１月８日㈭ ,２２日㈭／10:00

～ 12:00,13:00 ～ 16:00
場８日㈭：市役所３階大会議室
　２２日㈭：同４階 401会議室
※１２月１３日㈭ , ２７日㈭の年金

相談の予約は１１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

退職金は国の制度を賢く活用

中小企業退職金共済制度
「中退共」で検索

●問い合わせ
（独）勤労者退職金共済機構中小
企業退職金共済事業本部
☎03-6907-1234

市民相談
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平成２９年度
健全化判断比率・資金不足比率の公表

　地方財政の健全化を図るため、「地方公共団体の財政
の健全化に関する法律」の規定により、毎年、健全化判
断比率と公営企業ごとの資金不足比率を議会に報告し、
公表することが義務付けられています。
　平成２９年度決算の各比率は以下のとおりです。
●問い合わせ
　財政課　☎�２１１１内線 440

■健全化判断比率

区　分 健全化
判断比率

早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率 － 13.38％ 20.0％
連結実質赤字比率 － 18.38％ 30.0％
実質公債費比率 10.3％ 25.00％ 35.0％
将来負担比率 59.1％ 350.0％

　「－」は実質赤字額または連結実質赤字額がないこと
を表しています。

■資金不足比率

特別会計名 資金不足
比率

経営健全化
基準

水道事業会計 －

20.0％
簡易水道事業特別会計 －
公共下水道事業特別会計 －
農業集落排水事業特別会計 －

　「－」は資金不足額がないことを表しています。

　平成２９年度の決算では、健全化判断比率・資金不足
比率において、財政の黄信号を示す早期健全化基準、経
営健全化基準を下回っており、柳井市の財政が概ね健全
であることを表しています。

【用語の意味】

●実質赤字比率／一般会計等（普通会計）の実質赤字額の標

準財政規模（※）に対する比率

●連結実質赤字比率／一般会計や公営企業会計など全ての

会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率

●実質公債費比率／一般会計等が負担する地方債の元利償

還金・準元利償還金（特別会計への繰出金のうち、地方債

の償還に充てたもの等）の標準財政規模に対する比率

●将来負担比率／地方債の残高をはじめ一般会計等が将来

負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

●資金不足比率／公営企業会計に係る資金不足の事業規模

（事業収入）に対する比率

※地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上での必要な

一般財源で、標準税率で算定した税収入額と譲与税など

の税外収入に地方交付税を加えた額

平成２９年度　柳井地域広域水道企業団の
資金不足比率の公表

　平成２９年度柳井地域広域水道企業団の資金不足比率
も同様に公表します。
●問い合わせ
　柳井地域広域水道企業団　☎�５３３３

会計名 資金不足
比率

経営健全化
基準

柳井地域広域水道企業団
水道用水供給事業会計 － 20.0 ％

　「－」は資金不足額がないことを表しています。

未就園児親子や妊婦さんの
子育て支援情報は

「やないDE子育て facebook」をシェアすると、
最新の子育て支援情報がお手元に届きます。

●問い合わせ
　市社会福祉課　☎�２１１１内線187,188
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平成３０年分給与所得の
年末調整説明会（申込不要）
日１１月２１日㈬／年末調整説明会

13:30～15:30、消費税の軽減
税率説明会 15:30～16:00

場アクティブやない
対市内の源泉徴収義務者（個人・

法人）
問柳井税務署  ☎�０２７７内線１８

空き家無料相談会
（無料・申込不要）

日１１月２３日㈷ 10:00 ～ 12:00
場（一社）山口県宅建協会柳井支部 
（南町 3-8-4 荒田ビル２階）

内宅地建物取引士による個別相談
問（一社）山口県宅建協会柳井支部
　☎�２３８９

心身障害児療育相談会
（無料・要申込）

日１２月１３日㈭ 13:00 ～ 16:00

場県柳井健康福祉センター
○相談科目　小児科、言語、心理

診断、保健衛生
対心身に障がいがある、または障

がいが疑われる乳幼児の保護者
○申込期限　１１月２６日㈪
申 問市保健センター　☎�１１９０

市民点字講習会（無料・要申込）
初心者を対象に点字の基礎から文
章作成までを点字板で習得します。
日１０月１３日㈯～１２月１５日㈯
　の毎週土曜日（全１０回）
　／ 10:00 ～ 12:00
場市総合福祉センター
○その他
▼点字板は準備します。
▼途中受講もできます。
申 問「白壁」点字サークル
☎�０１７２（粟屋）

平成３０年度下半期 犬・猫の
譲渡会・子犬のしつけ方教室
犬・猫の譲渡には様々な条件があ
ります。詳しくはお問い合わせく
ださい。
■犬・猫の譲渡会（申込不要）
日平日開催 14:30～15:05／１０月

２９日㈪，１１月２６日㈪，１２月２５
日㈫，平成３１年１月２８日㈪，２
月２５日㈪，３月２５日㈪

　休日開催 10:45～11:30／１０月
１４日㈰，１１月１１日㈰，１２月９
日㈰，平成３１年１月１２日㈯，２
月９日㈯，３月１０日㈰

※譲渡会に一般の人が犬、猫を持
ち込むことはできません。

○譲渡前講習会　譲渡希望者は必
ず受講してください。

日平日13:00～、休日9:00～
■子犬のしつけ方教室（無料）
　子犬（生後概ね６カ月齢
以下）を連れて参加する場
合には要予約。
日休日開催の犬・猫の譲渡会と同

日／ 13:15 ～ 15:30
場山口県動物愛護センター（山口

市陶 943-12）
申 問山口県動物愛護センター
☎ 083-973-8315

歯科衛生士復職支援研修会
（無料・要申込）

日１１月４日㈰ 11:50 ～ 14:00
場とだ歯科医院
内復職相談、復職に必要な

歯科診療の知識・技術の
研修

対歯科衛生士の資格を持つ人
定１０人
申 問

玖珂歯科医師会事務局（山中歯科
医院内）　☎０８２７�２２２７

11/5月 内閣府地震・津波防災訓練で
地震防災訓練アプリ（スマートフォン専用）を
利用しましょう
１　Google play または App Store で“地震防災訓練”と検索して、アプリを

インストールしてください。

２　１でインストールした訓練アプリから訓練専用ＱＲコード（右下）を読み
取り、訓練の予定を登録します。

３　訓練の日時になると専用ブザー音が鳴動します。音が聞こえたら、避
難行動をとる訓練をします。

※詳しくは「柳井市ＨＰトップページ > 救急、消防、防災 > 内閣府地震・
津波防災訓練の実施について」をご覧ください。

●問い合わせ　危機管理室　☎�２１１１内線 431

講座・教室

訓練アプリから読み取り　　　
（柳井市）内閣府地震・津波防災訓練▶
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大島商船高専島スクエア
次世代育成講座（無料）
■地域を考える・自分を考える・

起業のための基礎講座
日 １１月１０日㈯ 13:30 ～ 16:30

起業に関する講習、１１日㈰ 8:30
～ 16:00 島スクエアふれあい市
場で実習

場大島商船高専島スクエア起業教
育研究センター

内起業、地域資源の活用等
対起業に興味・関心のある人　
定２０人（グループ参加可）
○申込期限　１０月２６日㈮
申 問大島商船高専総務課
☎０８２０�５５２４
　srenkei@oshima-k.ac.jp

高校生のための広島市立大学
サテライト講座（受講無料）
ひと足早く大学の雰囲気を味わい
自分の未来を考えてみましょう。
日１１月１８日㈰ 10:20 ～ 12:00
　（冒頭に広島地域の大学紹介）
場市文化福祉会館
内アフリカ地域研究入門～フィー

ルドワークによりマサイの暮ら
しを考える～

○講師　国際学部・目
め

黒
ぐ ろ

紀
と し

夫
お

講師
対柳井広域圏（柳井市、周防大島

町、上関町、田布施町、平生町）
に居住または通学している高校
生・その保護者

定５０人（先着順）
○主催　柳井市、広島市立大学
○申込締切　１１月１２日㈪
申 問住所・氏名・電話番号・学校・
学年を添えて申し込んでください。
政策企画課　☎�２１１１内線 471
FAX �４５９５
　seisakukikaku@city-yanai.jp

市文化福祉会館文化教養講座
建築美術史講座（要申込）
■社寺建築に見る長州の匠の軌跡

～まもなく再建から１２０年～賀
茂神社神殿と長州大工門

か ど

井
い

宗
そ う

吉
き ち

日１１月２４日㈯10:00～12:00
場伊保庄賀茂神社（伊保庄 487）
内長州大工・門井宗吉の技を伝え

る伊保庄賀茂神社から学ぶ
○講師　宮本常一記念館地域交流

員・川
か わ

口
ぐ ち

智
さとし

氏
定５０人（先着順）
料５００円（資料代含む）
持筆記用具
※ヒールでの参加は不可
○申込期限　１１月２０日㈫
申 問バタフライアリーナ
☎�０８３０／ FAX �０８３１

中央公民館教室
■絵手紙教室（一般）
日１１月２５日㈰ 13:30 ～ 15:30
場中央公民館２階視聴覚室
内自分で作ったスチロール版画や

干支の印を使った絵手紙年賀状
を作る

○講師　右田朱実さん
定２０人（先着順）　料 1,500 円
持 カッターナイフ、ボールペン、

3B鉛筆、朱肉、（持っている人は）
絵手紙道具、スタンプパッド

○申込期限　１１月１６日㈮
申 問生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331

遊休品即売会（申込不要）
青少年の健全育成、更生を誓い社
会復帰をめざす人の支援を目的に
開催します。
日１０月２４日㈬ 10:00 ～ 14:00

場市文化福祉会館２階大会議室
内衣料品、日用品、陶器類、農産

物、食料品、雑貨
○主催　柳井市更生保護女性会
問柳井市更生保護女性会事務局
　☎�１５３６（大下）

男女共同参画フォーラム
（入場無料・要申込）

日１０月２７日㈯ 10:00 ～ 15:10
場カリエンテ山口（山口市湯田温

泉５丁目 1-1）
内岡本安代氏（フリーアナウンサー）

による講演「同じやるなら全力で
～ライフワークバランスの取り
方～」、分科会、団体等の活動紹
介など

○その他　託児あり（要予約）、手
話通訳・要約筆記あり

申 問県男女共同参画課
☎083-933-2630

第５２回
柳井市生活芸術展覧会
各部門の生活芸術を一堂に展示し
ます。
日１１月１日㈭～３日㈷／9:00～

17:00（３日は 16:00まで）
場市文化福祉会館
内盆栽、水石、山野草、生花、木彫
問第５２回柳井市生活芸術展覧会

運営委員会（生涯学習・スポー
ツ推進課内）

　☎�２１１１内線 331

催　し
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大畠図書館まつり
内１１月１０日㈯ 9:00 ～ 17:00
場大畠図書館
内人形劇、おもちゃのひろ

ば（出演：たまてばこ）、
図書館クイズ、手作りお
もちゃ、リサイクル本

問大畠図書館　☎�２２２６

古地図を片手に街道歩き
（要申込）
■明治の文豪国木田独歩ゆかりの

地を歩く
日１１月１０日㈯ 9:00～16:00
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
（昼食）→置土産碑→月性展示館
→小瀬上関往還→柳井港駅

　／約８km の徒歩行程
定２０人（先着順）
料 1,200円（保険代・弁当代・入館

料等）
○申込期限　１１月３日㈯
申 問柳井市観光協会　☎�３６５５

第５回
大島夢さくひろば祭り
日１１月１１日㈰ 10:00 ～ 14:00
場大島夢さくひろば（周防大島町

小松 91-4）
内農水産物・雑貨等販売、おもちゃ

の病院とガラクタ市、ディズ
ニーの動画上映、ブックトレー
ディング、ロボット展示・実演、
鉄道模型、ステージイベント他

問島スクエア起業教育研究センター
　☎０８２０�４８７７
　（医）おかはら会
　☎０８２０�２２２１

第１５回丸太村里山文化祭
（要申込）

日１１月１７日㈯ 10:00 ～ 15:00
場岩国市周東町丸太村
内竹楽坊演奏、大木伐採見学、里

山整備体験、ワークショップ等
定２００人
料５００円（大人子供同額、里山汁

付き）
○申込期限　１１月９日㈮
申岩国市周東町丸太村
　☎ 0827 � 1213

問県岩国農林水産事務所
　☎０８２７�１５６５

余田地区ハイキング大会
（無料・要申込）

日１１月１８日㈰・雨天中止
場余田小グラウンドに９時３０分

集合
内コース　余田北部→

やまぐちフラワーラ
ンド散策 

※余田地区スポーツ推進協議会が
豚汁を無料で接待します（昼食・
飲み物等は持参してください）。

申 問余田公民館　☎�０１０１

柳井市交通安全
フェスティバル（申込不要）
日１１月１９日㈪ 10:00 ～ 11:00
　（雨天中止）
場レトロ市民交流広場～サンビー

ムやない駐車場
内山口県警察音楽隊による駅前通

りパレード、園児による交通安
全宣言等

○注意事項
▼周辺駐車場は混雑が予想されま

す。できるだけ公共交通機関を
利用してください。

▼パレード時には一時駅前道路の
交通規制を実施します。

問危機管理室
　☎�２１１１内線 432

やない西蔵
　ギャラリー展示情報
開館 9:00 ～ 17:00 ／毎週㈫休館
■１０月１１日㈭～１５日㈪
　古布の掛軸と着物リメイク展　
■１０月１７日㈬～２２日㈪
　陶芸クラブ・八幡窯作品展
■１０月２５日㈭～１１月５日㈪
　ふたり展（写真展）
■１１月７日㈬～１９日㈪
　墨流会作品展　
問やない西蔵　☎�２４９０

サザンセト
ぶちうま！キャンペーン２０１８
○期間　１０月１日㈪～１２月３１日㈪

○場所　やまぐち食彩店、販売協力専門店、やまみ

ちゃん応援店、やまみちゃん起業家の各店舗

○応募方法
▼専用の応募用紙に「やまぐち食彩店・販売協力専

門店のスタンプ」、または「やまみちゃんシール（対

象商品に貼ってあります）」をあわせて３つを集め

て応募してください。

▼スタンプは各店で異なります。必ず違うお店のス

タンプを集めてください。シールは重複しても構

いません。詳しくは対象店舗に備付の応募用紙を

ご覧ください。

○賞品　応募者の中から抽選で、やまみちゃん商品の詰め合わせや

バラの花束、やまぐち食彩店で使える利用券等をプレゼント

●問い合わせ
　柳井農林水産事務所　☎�３２９１

▲地産・地消
　SHOP
　ガイドマップ 
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市営住宅空家の入居者
○住宅名　琴風・迫田・高須・新

庄北・築出・石神・串の下・本
町

○注意事項　入居資格など詳しく
はお問い合わせください。

　▼申込者多数の場合は抽選▼単
身者の申込可能な住宅あり▼同
一の募集住宅・住戸タイプが２
戸以上ある場合、高齢者世帯等
のみで抽選する優先枠を設定▼
原則、公営住宅に居住者は申込
不可

○申込期間　１０月１１日㈭～３１
日㈬の執務時間内（郵送の場合、
同期間の消印有効）

申 問所定の申込書に６２円切手２
枚を貼り付けて期間内に申し込ん
でください。
〒 742-8714
柳井市建設部都市計画・建築課
☎�２１１１内線 236,237

周東環境衛生組合臨時職員
（技能員）
○採用予定　技能員１人
○業務内容　ごみ焼却施設の運転、

維持管理作業
○受験資格　平成元年４月２日～

平成１３年４月１日生まれの人
○賃金日額　7,700 円
○試験
日１２月２日㈰ 9:00 ～
場柳井市役所４階４０１会議室
内労務適性検査、作文試験、面接

試験
○採用　平成３１年４月１日
○その他　１年間臨時職員として

勤務の後、勤務成績優秀な場合
は職員（技能員）として正式採用

○申込期間　１０月１１日㈭～３１日
㈬／平日 8:30 ～ 17:15

申 問組合事務局備付の受験申込書、
自己紹介書を提出してください。
周東環境衛生組合事務局
☎�２２７０

第３３回市民駅伝競走大会
出場者
日１２月９日㈰ 9:00 ～ 12:30
　（10:00 スタート）
場集合／柳井西中学校
○コース　柳井ウェルネスパーク

～柳井西中学校　総延長15.1㎞
対市内在住または通勤通学先を有

する中学生以上の人
○区分／区間／チーム人数　職場・

地域・学校単位（クラブ単位可）
でチームを編成してください。

　①一般（社会人、男女の混成可）
②高校男子③中学男子④女子の
部／５区間／選手５人、補員２
人、計７人

料１チームあたり
　／① 1,000 円、②③④ 500 円
○申込期限　１１月１６日㈮
申 問所定の申込書で申し込んでく
ださい。（郵送可）
生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 335

自衛官
詳しくはお問い合わせください。
■高等工科学校生徒（推薦・一般）
○応募資格　男子で中卒（見込含）

１７歳未満（日本国籍保有者）
○受付期間　推薦：１１月１日㈭～

３０日㈮、一般：１１月１日㈭～
平成３１年１月７日㈪

○試験日　推薦：平成３１年１月５

日㈯～７日㈪の１日、一般：１
次／１月１９日㈯、２次／２月１
日㈮～４日㈪の１日

■自衛官候補生
○応募資格　１８歳以上２７歳未

満（日本国籍保有者）
○受付期間　年間を通じて
○試験日　年間を通じて
問自衛隊山口地方協力本部柳井地

域事務所　☎�８１９９

柳井准看護学院
平成３１年度入学生
○募集人員　２０人
○受験資格　中学校卒業（見込含

む）またはそれと同等以上の学
力があり、心身ともに健康な人

○受付期間　平成３１年１月７日
㈪～１８日㈮必着

○試験日　平成３１年１月２６日㈯
問詳しくはお問い合わせください。
　（一社）柳井医師会附属柳井准看

護学院　☎�３０２９

柳井ウェルネスパーク

柳井西中学校

宝積台団地

やまぐち
フラワーランド

開・閉会式／ゴール

スタート

◀至 田布施方面 至 柳井小・中学校方面▶

至 斎場▲

至 柳北方面▶

市民駅伝コース
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防災行政無線放送予定
▼１０月２４日㈬ 16:00
　Ｊアラートテスト放送訓練
▼１１月１日㈭ 12:30
　消防によるサイレン吹鳴

▼１１月５日㈪ 9:00
　緊急地震速報、大津波警報サイ

レン吹鳴（内閣府地震・津波防
災訓練）

●問い合わせ
　危機管理室
　☎�２１１１内線 431

募　集


