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新年のごあいさつ

あけましておめでとうございます。新春を健やか

にお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

昨年は平成から令和への改元が行われました。新

元号の出典となった万葉集の中の巻第１５に 3638 番

目の歌として、「これやこの 名に負ふ鳴門の 渦潮

に 玉藻刈るとふ 海人少女ども（これがまああの、

名に聞こえた鳴門の渦を巻く潮で、美しい藻を刈

るといふ海人の娘たちなのか）」と、田辺秋庭とい

う人物が遣新羅使の随員として天平８（７３６）年

に難波から当時の統一新羅国へ向かう途次で、大

畠の瀬戸を詠んでいます。約 1300 年もの昔から

人々の心を打った情景に思いを馳せつつ、歴史と

文化に加え、海や山や川といった自然と、利便度

の高い生活が密接している本市の特性を新しい令

和の時代においても、守り、育て、生かしていき

たいと思います。

課題の解消に向けて
～柳井・平生バイパス～

柳井地区広域消防本部か

ら平生町築廻交差点まで

の約２．２キロの国道１８８号柳井・平生バイパス

の路線は、昭和４９年に都市計画決定されて以降、

４６年間進捗が見られませんでした。しかしなが

ら、多くの救急車が出入りする周東総合病院への

アクセスの改善、柳井商工高校の生徒の通学路の

安全対策、近年頻発する豪雨災害へ備えるための

土穂石川の河川改修事業など、現道は複合的な課

題を抱えてきました。そうしたなか、昨年に入り、

国、県、柳井市、平生町による勉強会が開始され、

その後も様々な検討などが急ピッチで進んでおり、

本年も、国・県へ精力的に要望活動を行い、整備

の早期実現をめざしていきます。

新たな雇用と活力を生む
～企業立地の取組～

昨年８月には東京のＩＴ

関連企業が旧神西小学校

校舎へサテライトオフィスを、１１月には大阪の

自動車部品製造企業が南浜へ工場を設置され、ま

た、現在、地元企業が柳北地区において２月の操

業開始を目途に事業所を建設中であるなど、本市

に新たな雇用と活力を生む動きが活発です。さら

に、こちらも長年の課題である南浜工場跡地への

企業誘致をめざし、現在、排水機能の向上に取り

組んでおり、引き続き企業立地を重要課題と位置

付けていきます。

柳井市長

▲第３回勉強会（８月開催）の様子

▲サテライトオフィスの開所式
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衣食住から移職集、そして福（幸せ）へ
～地域の夢プラン～
昨年１１月３０日に、数年間にわたる協議を経て、

日積、平郡東、伊陸に続いて４地区目となる阿月

地区において夢プラン「みんなでつくろう阿月の魅

力！海あり 山あり 歴史あり！」が策定されました。

移、職、集、福の４つの部会による議論からは、地

域交通のあり方の検討、柑橘（せとみ）の地域ブラ

ンド化、空き家の情報収集

と空き家バンクの登録の推

進、旧阿月小学校の活用、

高齢者への生活支援、朝市

やいきいきサロンの充実、

自主防災組織づくりなどの内容となっています。

他にも、柳北、平郡西などでも策定作業が進行中

であり、少子化・高齢化に加え、地域の担い手が

減少していく中で、自分たちで考えながら地域を

つくっていく動きが加速していきます。

さらに進む学校を中心とした地域づくり
～スクール・コミュニティ～

本年８月には、伊陸地区において、小学校の管理

特別教室棟と公民館・出張所を融合した施設が完

成します。これは、余田小学校と公民館、平郡東

小学校と公民館などに続いて、一体化した建物に

おいて、児童と地域住民が、つながり学びあう空

間となります。また、昨年は６月末に市内全小中

学校の普通教室へのエアコンの導入が完了し、今

後はトイレの洋式化を本格的に進めるなど、ハー

ド面からの学校環境の充実を図っています。本市

の子どもたちが自分を愛し、人を愛し、そして、

地域を愛する人として成長していくためにも、地

域一体となって学校を中心とした地域づくり「ス

クール・コミュニティ」を推進していきます。

少子化・高齢化だからこその居場所づくり
～柳井商業高校跡地利活用～

昨年１１月２４日の休館日を活用し柳井図書館に

おいて開催した「子どもわくわく図書館」では、多

くのボランティアのご協力をいただくなか、子ど

もスペースの大幅な拡大、工作コーナーや読み語

り、喫茶コーナーの設置などを実施し、３７０人

（子ども１７０人、大人２００人）にご来館いただき

ました。こうした“従来の図書館”の概念を超えた

取組が、本市の子育て世

代の方々にもしっかり

と訴求力を持つという

ことを実感しました。

近年、少子化・高齢化が進み、自治会への加入率

の低下や身近に相談できる人がいないことも要因

とされる児童虐待の相談件数の増加、高齢者の地

域での孤立などが問題となっているなか、私は、

誰にとっても居心地のよい居場所づくりが必要で

あると考えています。今後ともデマンド交通を始

めとした地域公共交通網の整備とともに、柳井商

業高校跡地に整備する複合図書館を中心とした文

教ゾーンに、人々が集い、つながり、学び合う場

の創出をめざしていきます。

さて、いよいよ東京オリンピック・パラリンピック

です。５月１４日には聖火が本市へやってきます。

聖火リレーの主役は、ランナーのみならず、スタッ

フや沿道で声援を送る人など全ての人です。まち

づくりも同様で、市民がそれぞれの役割を果しな

がら、協力し合い、お互いを尊重してまちをつくっ

ていくのです。聖火の光が多くの人々にとって希

望の光となる本年も、「柳井で暮らす幸せ」を実現・

実感していただくために、邁進してまいります。

結びに、本年のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、

新年のご挨拶とさせていただきます。

▲阿月地区の柑橘「せとみ」

▲地域住民による放課後学習教室の様子（伊陸小学校）

▲子どもわくわく図書館の様子

◀複合図書館の
外観イメージ
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柳井市財政公表～平成３０年度決算～

柳井市の
お金のつかいみち
平成３０年度歳入歳出決算額が、令和元年第４回定例議会において認定されました。
一般会計と特別会計の決算状況及び主な事業についてお知らせします。

一般会計の決算状況
　　実質収支は２億５２９万円の黒字となっていますが、国、地方とも

に不安定な経済状況にあり、歳入の見通しは依然厳しい状況にあ
ります。一方、道路や下水道などの社会資本整備、公共施設等の
老朽化対策、福祉・医療等の財政需要は増加する傾向にあります。
今後も、財源の確保と効率的運用に配慮しつつ、持続可能な財政
運営に努めます。

歳出のトップは民生費
　　歳入は民生費や教育費など様々な分野に充てられます。目的

別歳出のトップは民生費で全体の 31.6％を占め、次いで総務費
（12.8％）、公債費（11.8％）と続いています。

平成３０年度の主な事業
　　平成３０年度は「第２次柳井市総合計画」に定める将来都市像の

実現に向けて、実施計画を着実に遂行し、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ことで、

　「柳井で暮らす幸せ」を実現・実感できるよう取り組みました。

総務費
柳井商業高等学校跡地整備事業　不用施設解体、駐車場整備工事等 14,166 万円
コンビニ交付事業　全国のコンビニ等で住民票の写しなどを交付するためのシステム改修 2,261 万円

民生費
柳井南保育所空調設備更新事業　柳井南保育所の空調設備の更新 1,166 万円
子ども医療費助成事業　乳幼児医療費助成事業の対象年齢の拡大 2,395 万円

衛生費
子育て世代包括支援センター事業　子育て世代包括支援センターの整備・運営 375 万円
にこにこ健康づくり推進事業　運動を中心とした地域ぐるみでの健康づくりの推進 635 万円

農林
水産業費

鳴門漁港海岸保全施設整備事業　高潮対策 4,708 万円
漁港機能保全事業　漁港施設の長寿命化を図るための補修・保全工事 13,817 万円

商工労働費
創業等支援事業　市内創業者等への初期投資経費の補助 136 万円
金魚ちょうちん祭り事業　柳井金魚ちょうちん祭りの開催 1,320 万円

土木費
龍角尾上線道路改良事業　道路拡幅工事等 697 万円
姫田古市線道路改良事業　道路拡幅工事等 6,255 万円

教育費

学校施設長寿命化計画策定事業　市内小中学校施設長寿命化計画の策定 1,203 万円
伊陸小学校改築事業　地質調査・基本実施設計・体育倉庫新築等 4,660 万円
給食調理民間委託事業　学校給食調理業務の民間委託 2,954 万円
伊陸公民館改築事業　地質調査・基本実施設計等 1,176 万円
日積公民館整備事業　土地建物の購入・改修工事等 4,136 万円

一般会計決算状況

歳入決算額 ① 165 億 273 万円

歳出決算額 ② 160 億 6,066 万円

形式収支 ③（① - ②） 4 億 4,207 万円

翌年度繰越財源 ④ 2 億 3,678 万円

実質収支 ③ - ④ 2 億 529 万円
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一般会計歳入
　（ ）は２９年度

 165 億 273 万円
（164 億 6,204 万円）

市税 48 億 805 万円

固定資産税や市民税など

繰入金・繰越金 6 億 5,449 万円

ふるさと振興基金などからの繰入金、前年度繰越金

諸収入 7 億 39 万円

貸付金元利収入など他の収入科目に属さない収入

その他 6 億 3,338 万円

財産売払収入、寄付金、使用料および手数料など

地方譲与税・交付金等 8 億 3,856 万円

国が徴収した税の一定割合を譲与・交付するもの

地方交付税 45 億 5,692 万円

市の財政力に応じて国から交付されるもの

国庫支出金 17 億 7,553 万円

特定の事業に国から交付されるもの

県支出金 12 億 985 万円

特定の事業に県から交付されるもの

市債 13 億 2,556 万円

建設事業を行うための国や金融機関からの借金など

一般会計歳出
　（ ）は２９年度

  160 億 6,066 万円
（162 億 3,599 万円）

議会費 1 億 7,771 万円

議会活動にかかる経費

総務費 20 億 5,442 万円

市の全般的な事務などの経費

民生費 50 億 8,104 万円

子どもやお年寄り、障がい者などの福祉のための経費

衛生費 10 億 3,278 万円

ごみ処理や疾病予防などのための経費

商工労働費 6 億 4,302 万円

商工業、観光振興などの経費

農林水産業費 10 億 557 万円

農林水産業の振興などの経費

土木費 14 億 6,856 万円

道路や港湾、住宅などの整備や維持のための経費

消防費 7 億 2,345 万円

広域消防組合負担金や消防活動のための経費

教育費 13 億 8,168 万円

学校教育や生涯学習などのための経費

災害復旧費 3 億 3,261 万円

災害箇所の復旧のための経費

公債費 18 億 9,561 万円

市債を返済するための経費

諸支出金 2 億 6,421 万円

水道事業会計への繰出金

平成３０年度一般会計決算額の内訳

市民税
16億8,387万円

固定資産税
25億5,682万円

軽自動車税
9,761万円

市たばこ税
2億820万円

都市計画税
2億6,155万円

市債

県支出金

国庫支出金

地方交付税

地方譲与税・ 交付金等

その他

諸収入

繰入金・ 繰越金

繰入金・ 繰越金
その他

諸収入

繰入金・ 繰越金

市税

 市債

 県支出金

 国庫支出金

 地方交付税
 地方譲与税・

交付金等
 その他

 諸収入

 繰入金・繰越金

 市税

歳入
165億
 　273万円

48億805万円

8億3,856万円

45億5,692万円

17億7,553万円

12億985万円

6億5,449万円

　  7億39万円

6億3,338万円

13億2,556万円

（29.1%）

（4.2%）

（27.6%）

（10.8%）

（7.3%）

（3.9%）

（4.0%）

（5.1%）

（8.0%）

自主財源 ： 41.2％
依存財源 ： 58.8％

 市債

 県支出金

 国庫支出金

 地方交付税

 地方譲与税・交付金等

 その他

 諸収入

 繰入金・繰越金

都市計画税
市たばこ税

軽自動車税

固定資産税

 市税

 繰入金・繰越金

諸支出金

公債費
災害復旧費

教育費

消防費

土木費

農林水産業費

商工労働費

衛生費

民生費

総務費

議会費

歳出
160億
6,066万円

1億7,771万円
（1.1%）

6億4,302万円（4.0%）

14億6,856万円
（9.2%）

10億557万円
（6.3%）

7億2,345万円
（4.5%）

20億5,442万円
（12.8%）

50億8,104万円
（31.6%）

10億3,278万円
（6.4%）

18億9,561万円
（11.8%）

13億8,168万円
（8.6%）

3億3,261万円
（2.1%）

2億6,421万円
（1.6%）
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特別会計の決算状況
　国民健康保険、公共下水道、介護保険など、平成３０年度特別会計の歳入決算総額は
104 億9,670 万円、歳出決算総額は103億317 万円となりました。

平成３０年度 特別会計決算内訳

 　　　会計名 歳入　　 歳出　　 差引残額　

 国民健康保険事業会計 45 億 5,475 万円 44 億 9,160 万円 6,315 万円

 市有林野区事業会計 2,180 万円 2,164 万円 16 万円

 市営駐車場事業会計 568 万円 488 万円 80 万円

 簡易水道事業会計 8,518 万円 8,518 万円 0 円

 公共下水道事業会計 12 億 1,485 万円 12 億 1,329 万円 156 万円

 農業集落排水事業会計 2 億 7,253 万円 2 億 7,253 万円 0 円

 介護保険事業会計 37 億 2,951 万円 36 億 219 万円 1 億 2,732 万円

 後期高齢者医療事業会計 6 億 1,240 万円 6 億 1,186 万円 54 万円

 　　　　計 104 億 9,670 万円 103 億 317 万円 1 億 9,353 万円

財政指標による市の状況
　平成３０年度決算において、次のと
おり財政に関する指数や比率が算定さ
れました。 
　やや悪化が見られ、今後の動向に注
意が必要な状況にあります。
　今後さらなる経費節減および合理化
に努め、限られた財源を効率的に運用
します。
  
■財政力指数　0.529
　市町村の財政力を示す指標（平成３０
年度３カ年平均）です。市町村が標準
的な行政を実施するために必要な経費
に対する税収入等の占める割合です。
この指数が高いほど財政力が強いとい
えます。

■経常収支比率　98.7％
　社会福祉に要する経費や借入金の
償還金、人件費など経常的な経費に対
し、市税、地方交付税、地方譲与税を
主な財源とする経常的収入がどの程度
充てられているかを知る指数です。
　財政の弾力性（融通性）を測定するこ
とができ、この指標が高くなると弾力
性を失いつつあるといえます。

■実質公債費比率　10.7％
　公債費だけでなく、債務償還経費や
公営企業会計に対する繰出金なども市
の借金としてとらえ、これらが財政負
担に占める割合を表す比率（平成３０
年度３カ年平均）です。

■地方債（市債）残高
　176 億 5,101 万円

　地方債（市債）は道路整備事業や学
校建設事業のように耐用年数が長い施
設の建設財源の一部に充てられます。
この返済に充てられる公債費には、世
代間の公平のため、施設を使用する将
来の市民も負担するという趣旨があり
ます。 
　平成３０年度末地方債残高は対前年
度比３億 9,111 万円の減となってい
ます。
  
■基金残高　55 億 4,373 万円
　基金には特定の目的のために設立さ
れたものや、将来の収入減少、支出増
加に備えるための財政調整基金等が
あります。 
　平成３０年度末の残高は対前年度比
１億 7,809 万円の増となっています。

　決算状況は財政課ホームページで
も閲覧できます。
　 https://www.city-yanai.jp/soshiki/
7/kessan.html
●問い合わせ
　財政課
　☎�２１１１内線 442

各種指標の比較

県内１９市町
平均 柳井市

３０ ３０ ２９ ２８

財政力指数 0.601 0.529（11） 0.529 0.527

経常収支比率 95.2 98.7（19） 99.8 97.2

実質公債費比率 7.2 10.7（15） 10.3 9.9

（ ）内は県内１９市町中の順位

URL
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Pick UP柳井市農業委員会委員・
農地利用最適化推進委員の募集
任期満了（任期：７月１９日まで）に伴う農業委員会委員および農地利用最適
化推進委員を募集します。

区　分 募集人員 役　割 任　期 問い合わせ
農業委員 １３人 ▼農地の権利移動認可及び農地転用許可等に関

する審議並びに審議に関する現地調査
▼農地利用の最適化に関する指針の策定
▼遊休農地の解消指導
▼その他、農業委員会が所掌する業務

7 月 20 日
～令和 5 年 7 月 19 日

（３年間）

農林水産課
☎�２１１１
内線 351～353

推進委員 ２１人
※２１地区
　各1名

▼人・農地プランなど地域の農業者等との話し
合いを推進

▼農地の出し手・受け手への働きかけによる農
地利用の集積・集約化に向けた活動

▼遊休農地の発生防止・解消に向けた活動
▼新規参入の促進に向けた活動

7 月 20 日
～令和 5 年 7 月 19 日

（３年間）

農業委員会事務局
☎�２１１１
内線 380・381

○申込方法　推薦を受けて申し込む
方法と自ら応募する 2 つの方法が
あります。

　いずれも農林水産課・農業委員会
事務局備付の書類を提出してくだ
さい。

　推薦書・応募申込書は市ホーム
ページからもダウンロードできます。

○その他　農業委員・推進委員の両
方への推薦・応募はできますが、
両委員を兼ねることはできません。

○募集期限
　１月２０日㈪～ 2 月２１日㈮ 必着
○申込状況の公開　募集期間の中間

と募集終了後に市ホームページで
提出された書類の内容（住所・電
話番号を除く）を公表します。

○選考方法　提出書類をもとに選考
し、必要に応じて面接を行います。

○報酬　月額 31,000 円
○応募資格　農業に関して識見をも

ち農地利用の最適化など農業委員
会の事務に関しその職務を適切に
行うことができる者で、次のいず
れかに該当するものを除く。

▼破産手続き開始の決定を受けて復
権を得ない者

▼禁固刑以上に処せられその執行を
終わるまで、またはその執行を受
けなくなるまでの者

第４７回

学校健康フォーラム
市内の子どもたちが将来にわたって心身ともに健康な生活を

送ることを願い、一緒に学びませんか。

○日時　１月２３日㈭ 14:00～16:20（予定）

○場所　アクティブやない

○内容　

①研究発表

　「心と体の健康づくりを実践できる児童の育成」

　～「よい姿勢」の意識を定着させるために～

　柳井市学校保健委員会　南部・大畠ブロック

②講演

　「もしも、あなたのとなりにコーチがいたら」

　～聴き方が話を左右する～

　講師：HJC 認定メンタルコーチ

           （下関市立誠意小学校教諭）　山
やま

下
した

昌
まさ

彦
ひこ

さん

●問い合わせ　学校教育課　☎�２１１１内線 322

入場無料
申込不要
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税の申告はお早めに ー申告にはマイナンバーが必要ですー

必要な資料を事前に整理しておくなど、申告時間の短縮にご協力ください。
また確定申告の円滑な受付には、利用者識別番号が必要です。税務署からの
お知らせのはがきや通知を必ず持参してください。
●問い合わせ　税務課　☎�２１１１内線 133,134

市県民税の申告
■申告期限　３月１６日㈪ 
▼申告する必要がある人は、期限までに必ず申告を

してください。
▼市県民税の申告書は１月下旬に発送予定です。

■対象となる人と所得
▼令和２年１月１日に柳井市に住所がある人
▼前年（平成３１年１月１日～令和元年１２月３１日の

１年間）の所得

■申告相談の日程と会場

日時 場所
２月２０日㈭ 9:30～16:00 伊保庄出張所

２月２１日㈮ 9:30～16:00 余田出張所

２月２５日㈫ 9:30～16:00 阿月出張所

２月２６日㈬ 10:00～16:00 平郡西集会所

２月２７日㈭ 9:00～12:00 平郡東小学校

３月 ３日㈫ 9:30～16:00 伊陸出張所

３月 ４日㈬ 〃 　　〃

３月 ５日㈭ 9:30～16:00 日積出張所

３月 ６日㈮ 〃 　　〃

３月 ９日㈪ 9:30～16:00 ふれあいタウン大畠

３月１０日㈫ 〃 　　〃

３月１１日㈬ 〃 　　〃

３月１２日㈭ 9:30～16:00 新庄出張所

２月１７日㈪

〜 8:30～17:15 市役所税務課

３月１６日㈪  ※㈯㈰㈷を除く

公的年金の収入合計が
４００万円以下

公的年金等に係る雑所得
以外の所得金額が
２０万円以下

確定申告は不要
市県民税の申告は必要な
場合あり

公的年金等の確定申告の目安

はい

はい

確定申告が必要

所得税及び復興
特別所得税の還
付を受ける人は
確定申告が必要

いいえ

いいえ

ただし

１月１日に
柳井市に住所がある

所得税の確定申告を済
ませた
または
１年を通じて給与所得
のみで年末調整済み

１年を通じて公的年金
等のみの収入

市県民税の申告が必要

市県民税申告の目安

１月１日の住所地で
申告

市県民税の申告は
不要

年金の源泉徴収票に
記載されたもの以外
の控除を受ける場合
は市県民税の申告が
必要

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

※申告をしていないと国民健
康保険税などが高くなる場
合があります。
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ー申告にはマイナンバーが必要ですー

■確定申告が必要な人は
▼事業所得や不動産所得などがある

人で１年間の所得金額の合計が所
得控除合計額を超える人

▼土地、建物などを売却した人
▼年間2,000万円を超える給与収入

がある人
▼年末調整済の給与以外の所得が

２０万円を超える人

■確定申告をすると所得税が
　戻ってくるのは
▼マイホームを住宅ローンなどで取

得した場合
▼多額の医療費を支払った場合
　／医療費控除には領収書の提出は

不要。領収書の代わりに「医療費
控除の明細書」の添付が必要（平成
２９年分から）／領収書は自宅で
５年間保存し、税務署から求めら
れたときは提示等が必要

▼災害や盗難にあった場合
▼年の途中で退職し、再就職してい

ない場合
▼その他新しく控除を受ける場合
※上記の場合でも、所得税が戻らな

い場合もあります。

■公的年金等の確定申告は
▼公的年金等の収入金額の合計額

が４００万円以下で、かつ公的年
金等に係る雑所得以外の各種の
所得金額が２０万円以下である場
合、確定申告は必要ありません。

▼還付を受けるためには確定申告書
を提出する必要があります。

▼市県民税の申告が必要な場合があ
ります。

■令和元年分確定申告相談期間
○日時

　２月１７日㈪～３月１６日㈪
　
　㈯㈰㈷を除く／受付8:30～16:00、

相談 9:00～17:00
※混雑状況によって 16:00 以前に

受付を終了する場合があります。
※２月１６日㈰以前は申告会場を設

けていません。相談が必要な人は
上記期間に来署してください。

○場所　柳井税務署
▼還付申告は１月１日以後に提出す

ることができます（相談不要の場合）。
▼期間中は駐車場が混雑します。

■ご自宅のパソコンで申告書の
　作成を
　国税庁HP（「国税庁」で検索）の「確
定申告書等作成コーナー」を利用し
てください。
▼金額等を入力すると税額などが自

動計算され、所得税、消費税、贈
与税の申告書や青色申告決算書な
どを作成できます。

▼ e-Tax（※）ならスマホなどで２４
時間申告できます。

※事前に税務署で本人確認をして、
IDとパスワードを取得する必要が
あります（マイナンバーカードが普
及するまでの暫定的な対応です）。

▼郵送等の場合はマイナンバーの入
力と本人確認書類の提示か写しの
添付が必要です。

　ただし e-Tax は本人確認書類の提
示等が不要です。

所得税及び復興特別所得税の申告 ●問い合わせ
　柳井税務署　☎�０２７７（代表）

■振替納税をご利用ください
　申込は「預貯金口座振替依頼書兼
納付書送付依頼書」を申告期限まで
に税務署または金融機関に提出して
ください。
　所得税及び復興特別所得税は４月
２１日㈫、消費税及び地方消費税は
４月２３日㈭にそれぞれ口座から引き
落とされます。

■申告相談時に必要なもの
▼印鑑
▼収入金額がわかるもの（源泉徴収

票や支払調書など）
▼控除内容がわかるもの（国民年金

や健康保険などの社会保険料の
領収書か証明書、生命保険料・
地震保険料の控除証明書、障害
者手帳など）

▼口座番号がわかるもの（所得税及
び復興特別所得税の還付を受ける
場合）

▼マイナンバーが分かるもの、本人
確認ができるもの（平成２８年分
以降）

■中国税理士会柳井支部による
　税の相談会（無料・申込不要）
　所得税及び復興特別所得税、消費
税、法人税、相続（贈与）税などの税
に関する疑問・質問に、地元税理士
が無料で相談に応じます。
○日時　２月２２日㈯ 9:00～16:00
○場所
　ゆめタウン柳井２階特設コーナー
●問い合わせ
　中国税理士会柳井支部
　☎�０４５５（担当：田中）
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市民と市長と気楽にトーク
今回のトークでは、上半期のトーク
での課題や「柳井商業高等学校跡
地の利活用」について意見交換を
します。
■定例開催（申込不要）
日 場

▼１月１８日㈯　10:00～11:00
　／伊保庄公民館
▼１月２７日㈪　10:15～11:15
　／平郡東小学校多目的ルーム
▼１月２７日㈪　13:00～14:00
　／平郡西集会所
■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。

　　　　　▲高校生との気楽にトーク
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

パブリックコメントを実施します
市が作成する計画案を公表します。
皆さんのご意見をお寄せください。
ご意見は公開予定ですが、個別に
は回答しませんのでご了承ください。
■第２期柳井市子ども・子育て支
援事業計画（案）
○募集期限　２月１０日㈪ 必着
問市社会福祉課
☎�２１１１内線 188
FAX �７５６６
　shakaifukushi@city-yanai.jp
■柳井農業振興地域整備計画（案）
○募集期間　１月１６日㈭～２月

１７日㈪必着
問農林水産課
☎�２１１１内線 351
FAX �７４７４
　norinsuisan@city-yanai.jp
■柳井市地域公共交通網形成計画（案）
○募集期間　１月２４日㈮～２月

２５日㈫必着

問商工観光課
☎�２１１１内線 363
FAX �７４７４
　shokokanko@city-yanai.jp
■共通事項
○閲覧場所
▼市役所情報提供コーナー
▼各出張所・連絡所
▼各担当課ホームページ
○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）

▼各担当課へ持参
▼郵送／〒７４２ ‐８７１４  各担当

課名（住所記載不要）
▼ＦＡＸ・電子メール

就学援助費（新入学児童生徒学
用品費）の入学前支給の申請を
受け付けます
対令和２年４月に小・中学校に入学

する市内在住の児童生徒で経済
的理由により就学が困難な者の
保護者

○申請期限　１月３１日㈮／㈯㈰
㈷を除く市役所執務時間内

○申請場所　学校教育課
持印鑑、保護者の通帳、その他必

要な書類
○その他
▼７月支給の希望者は４月８日㈬

～３０日㈭に申請してください。
▼学校給食費・学用品費等の就学

援助費は４月に別途申請が必要
です。

申 問 詳しくは問い合わせてくだ
さい。
学校教育課
☎�２１１１内線 321

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

柳井市地域公共交通網形成計画に係る意見交換会
市全域における持続可能な公共交通のあり方に関する計画の素案に
ついて説明し、意見交換をします。

○日時  いずれも内容は同じです。
　①１月２５日㈯ 10:00～11:30
　②１月２９日㈬ 13:30～15:00
　③　　〃　　　19:00～20:30
○場所　市文化福祉会館２階大会議室
●問い合わせ　商工観光課 ☎�２１１１内線 363
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国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の
納付済通知書を郵送します
所得税の確定申告、市県民税の申
告等にご利用ください。
○通知内容　昨年（平成３１年１月

１日～令和元年１２月３１日）に
納付した国民健康保険税、介護
保険料、後期高齢者医療保険料
の金額

○発送時期　１月下旬
問☎�２１１１
▼国民健康保険税（税務課）
　内線 131,132
▼介護保険料（高齢者支援課）
　内線 155
▼後期高齢者医療保険料（市民生

活課）　内線 168,169

家畜・家きんの飼養者は
定期報告書を提出してください
家畜や家きんの所有者は毎年１回

（２月１日時点）、頭羽数、飼養衛
生管理の状況を報告することが義
務付けられています。
※定期報告書の様式は農林水産課

HPからダウンロ－ド可
○対象家畜　牛、水牛、馬、鹿、羊、

山羊、豚、いのしし（１頭以上）
○対象家きん　鶏、うずら、あひる、

きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七
面鳥、あいがも（１羽以上）

○提出期限　３月６日㈮
○提出場所
　農林水産課、各出張所・連絡所
問東部家畜保健衛生所☎�２４１６
　農林水産課☎�２１１１内線 355

償却資産の申告期限は
１月３１日㊎です
固定資産税の償却資産（※）を所有
する個人・法人は期限内に申告書
を提出してください。
※土地・家屋以外の事業に使う資

産のうち、その減価償却額が損
金や必要経費に算入されるもの。
ただし自動車税・軽自動車税の
対象になるものを除く。

問税務課
　☎�２１１１内線135,136

2020 年農林業センサスを
実施します
この調査は今後の農林業の政策に
役立てるため 5 年に 1 回実施され
る大切な統計調査です。調査への
ご理解とご協力をお願いします。
○期間　１月中旬～
▼調査対象となった皆さまのお宅

に調査員がお伺いし、調査票の
配布・回収を行います。

▼インターネットでも回答できます。
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

支払方法 ６カ月分 １年分 ２年分

①通常払 毎翌月末払 （割引なし） 98,460円 196,920円 395,400円

②前納

口座振替 97,340円
（1,120円引）

192,790円
（4,130円引）

379,640円
（15,760円引）

現金／
クレジットカード払

97,660円
（800円引）

193,420円
(3,500円引）

380,880円
（14,520円引）

①通常払／毎月支払い。現金、口座振替、クレジットカード払いが可能。
②前納／口座振替のみ年間600円引きになる早割（当月末払い）も利用可能。

国民年金保険料
口座振替の前納の申し込みはお早めに
国民年金保険料の納付は安心、便利、確実な口座振替がおすすめ。
お得な割引制度や、現金・クレジットカードでの前納制度もあります。

○令和元年度保険料　月額16,410円

○申込期限
　①通常払／随時受付
　②前納／２月末（日本年金機構

必着。市役所で手続きの場合
は２月２１日㈮）まで）

○申込先　市民生活課、岩国年
金事務所、各金融機関（口座振
替のみ）

○必要なもの　納付書または年
金手帳、通帳、金融機関届出
印またはクレジットカード

●問い合わせ
　岩国年金事務所
　☎０８２７�２２２２
　市民生活課
　☎�２１１１内線 168,169

　☎�２１１１内線 471
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弁護士による福祉無料法律相談
／高齢者・障がい者優先

（要予約・市民対象）
日１月１５日㈬ 9:00～11:30
場市総合福祉センター３階研修室
内遺産分割、債務不存在確認、成

年後見申立などの初期相談
定５人（先着順）
○相談時間　３０分以内
申 問市社会福祉協議会☎�３８００

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２月６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

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日２月１２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２月３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２月１２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２月１２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

国民年金のお知らせ
■年金の源泉徴収票が届きます
源泉徴収票は確定申告や市県民
税の申告等に必要となりますの
で大切に保管してください。紛失
したときはお問い合わせください。
○送付時期　１月中旬～下旬
○送付内容　平成３１年１月から

令和元年１２月に支払われた年
金額、源泉徴収税額

○送付対象　老齢年金受給者全員
（障害年金・遺族年金は非課税
のため送付対象外）

問ねんきんダイヤル
　☎ 0570-05-1165
　岩国年金事務所
　☎０８２７�２２２２
■２０歳になったら国民年金
日本国内に居住する２０歳以上６
０歳未満の人は国民年金への加
入が義務付けられています。
○２０歳になったときに…
①学生や自営業、無職の人（第１
号被保険者）／手続き不要
▼誕生日からおおむね２週間以内

に「年金手帳」と「お知らせ」が届
きます。

※しばらくしても「お知らせ」が届か
ない人は市役所で手続きが必要。

▼「年金手帳」は大切に保管し、保
険料は納め忘れがないようにし
てください。

▼口座振替やクレジットカード払
いもできます。

▼支払いが困難な人は「学生納付
特例制度」や「免除・納付猶予制
度」の手続きを、出産予定の人
は「産前産後免除」の手続きをし
てください。

②民間会社員や公務員などの人
（第２号被保険者）／手続き不要
③第２号被保険者に扶養されている
人（第３号被保険者）／手続き必要
▼配偶者の勤務先で手続きしてく

ださい（保険料は配偶者の厚生
年金や共済組合が負担します）。

問市民生活課
　☎�２１１１内線 168,169
　岩国年金事務所
　☎０８２７�２２２２

市民相談山口県が定める都市計画区域マスタープランの変更

説明会・公聴会を開催します
●素案の縦覧
○期間　１月１７日㈮～２月２７日㈭  8:30～17:15 ※ ㈯㈰㈷を除く
○場所　県都市計画課、県柳井土木建築事務所、市都市計画・建築課

●説明会
○日時　２月１０日㈪  19:00～
○場所　市役所３階大会議室

●公聴会
公聴会で意見を述べるには事前に公述申出書の提出が必要です。提出
がない場合は公聴会を開催しません。

○日時　２月２７日㈭  19:00～
○場所　市役所３階大会議室
○公述申出書（様式自由）
▼記述内容／意見の要旨・理由、住所、氏名、電話番号を記載
▼提出先／〒 753-8501　山口市滝町１番１号　県都市計画課
▼提出方法／持参または郵送
▼提出期限／２月２０日㈭  ※当日消印有効

●問い合わせ
　県都市計画課  ☎ 083-933-3733
　市都市計画・建築課  ☎�２１１１内線 231
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岩国年金事務所による
年金相談（要電話予約）
日２月１３日㈭ , ２７日㈭／ 10:00

～12:00,13:00～16:00
場市役所３階大会議室
申 問３月１２日㈭ , ２６日㈭の年金
相談の予約は２月３日㈪から受け
付けます（先着順）。定員になり次
第締め切るため、早めに申し込ん
でください。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

心身障害児療育相談会
（無料・要申込）

日２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　１月２７日㈪
申 問市保健センター　☎�１１９０

身体障害者定期・巡回相談
（無料・要申込）

日３月６日㈮ 13:30～15:30
場周東総合病院１階救急外来
対 県内在住の補装具費支給申請

者、申請予定者など
内補装具の装着・適合判定等、身

体障がいに関する医学的相談、
リハビリ等に関する相談など

○実施機関
　山口県身体障害者更生相談所
○申込期限　２月２６日㈬
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 192

長尾原Ⅱ・五反田遺跡
成果説明会（申込不要）
発掘調査で見つかった
遺構や遺物をもとに、
古代から中世へ移り
変わる伊保庄の歴史を
垣間見てみませんか。
日１月２５日㈯ 10:00～12:00
場伊保庄公民館
問文化財室　☎�２１１１内線332

スキー教室（要申込）
日１月２６日㈰ 6:30～19:30
場アサヒテングストンスキー場（島

根県浜田市旭町）（予定）
※状況により変更の可能性あり
内全日本スキー連盟公認指導員に

よる講習（小学 3 年生以上）ま
たは自由滑走

定４０人
料大人5,500円、小学生以下3,000

円（リフト代・昼食代別途）
○主催　柳井市スキー連盟
○申込期限　１月１６日㈭
申 問参加費を添えて申し込んでく
ださい。詳しくは問い合わせてく
ださい。
柳井市スキー連盟事務局

（カツラスポーツ内）
☎�２５２９

高齢者活躍人材確保育成事業
人生100 年時代
ラクして暮らしていく整理術

（無料・要申込）
日１月２８日㈫ 13:00～16:00
場柳井クルーズホテル
内今後の生活をラクして快適に送

るコツや、不要なものを上手に
手放す方法をプロに学びます。

対柳井市・田布施町・平生町在住
の 60歳以上の人

定３０人（先着順）
○受付開始　１月１０日㈮ 8:30 ～
※㈯㈰㈷を除く。
申 問

（公社）山口県シルバー人材センター
連合会☎ 083-921-6070

国指定重要無形民俗文化財

阿月神明祭
○日時　２月１１日㈷

▪起し立て／8:00 ～

▪神明太鼓／13:20 ～

▪長持じょうげ／14:00 ～

▪神明踊り／①長持じょうげ終了後 ②18:00 ～

▪はやし方／18:20 ～

○場所　阿月東・西神明宮前の浜

●問い合わせ　阿月公民館　☎�０００１

長持じょうげ▶

▲はやし方
▲起し立て

柳井市スキー連盟事務局

子育て女性等の再就職準備
セミナー（無料託児付・要申込）
日２月７日㈮ 10:00～12:00
場市西福祉センター
内 ▼働き方マイプラン▼ハロー

ワーク就職支援メニュー▼山口
県の就職支援ほか

定１６人　
○申込期限　２月６日㈭
申 問参加申込書に記入して申し込
んでください。
ハローワーク柳井　☎� 2661

男女共同参画研修会
（無料・要申込）
■「男女が安心して暮らせる社会を

めざして～囚われのない人生を～」
日２月１３日㈭ 10:00～11:30
場市文化福祉会館２階大会議室
○講師　
　山口県立大学学長　加

か

登
と

田
だ

惠
けい

子
こ

○申込期限　２月４日㈫
申 問市女性団体連絡協議会事務局

（政策企画課内）
☎�２１１１内線471

しらかべ学遊館
放課後子ども教室（要申込）
■チャレンジし隊「手話に挑戦しよう！」
日２月１５日㈯ 13:30～15:00
場市理科研修所（柳井小学校内）
内手話を学んで簡単な会話に挑戦

します。
定小学生１０人　
料 30 円（保険代、資料代等）
○申込期限　２月７日㈮
申 問しらかべ学遊館　☎�４５１８

講座・教室
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内研修制度などに関するガイダンス
問（公財）やまぐち農林振興公社
　☎ 083-902-6696

健康ハイキング大会
（無料・申込不要）

日２月１１日㈷ 
■琴石山ハイキング（雨天中止）
○集合場所・集合時間 
▼琴石山ルート
　集合／市文化福祉会館前
　受付／ 8:30～9:00
▼日積南ルート
　集合／日積南公会堂
　受付／ 8:30～9:00
○その他
▼白潟西下集会所で白潟地区有志

によるぜんざいの無料接待があり
ます（12:00～なくなり次第終了）。

▼川谷峠で市スポーツ推進委員に
よるお茶等の接待があります。

▼下山後、日積南公会堂で豚汁と
おむすびの無料接待があります。

▼11:00～13:00に琴石山山頂で
ハイキングチャレンジカード（登
頂記録）を交付します。

問生涯学習・スポーツ推進課
　☎�２１１１内線335
■新庄地区ふれあいハイキング大会
（雨天のときは一部実施）

○集合場所　新庄出張所
○集合時間　受付9:00～／9:30

～15:00 帰着予定
※雨天時は11:30に新庄出張所へ

集合／豚汁、お菓子を配布
内ウェルネスパーク～やまぐちフラ

ワーランド（年間パスポートがある
人は持参してください）

対小学３年生以下は保護者同伴
持 参加記録カード（参加経験者）、

弁当、水筒、お椀（豚汁用）、はし、
菓子を入れる袋

○その他　新庄地区スポーツ推進
協議会による豚汁の無料接待、
スタンプラリー、菓子まきや参
加賞があります。

問新庄公民館　☎�００６９

冬の星座を観る会
（無料・要申込）

日２月１４日㈮ 19:00～20:30
※雨天、曇天は中止。天候がはっき

りしないときは実施日の 17:00～
18:00に問い合わせてください。

場星の見える丘工房
定２０人（先着順）
※幼児・児童・生徒は保護者同伴
持暖かい服装
○申込期限　２月７日㈮
申 問生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線331

地魚を使った魚料理教室
（要申込）
地魚を使って魚のさばき方や手軽で
美味しい料理を学び、試食します。
日２月１６日㈰ 9:00～14:00
場市文化福祉会館１階調理実習室
○講師　蔵

くら

本
もと

巌
いわお

さん（魚好人店長）
対 定高校生以上・３０人
（先着順、男女不問）

料 1,500円
持エプロン、タオル、包丁
○申込開始
　１月２１日㈫ 8:30～
申 問 柳井地区魚食普及推進協議
会事務局（農林水産課）
☎�２１１１内線355

白壁の町並み施設見学会
（無料・要申込）

日２月１５日㈯ 10:00～12:00
○集合場所　白壁ふれあい広場
内国森家住宅、むろやの園、町並

み資料館の見学を通して白壁の
町並みの成り立ちを学びます。

○主催　柳井市観光ボランティ
アの会

○申込期限　２月９日㈰
申 問柳井市観光協会  ☎�３６５５

やない西蔵
　ギャラリー展示情報
開館 9:00～17:00／㈫休館
■１月１５日㈬～２月３日㈪
　島スクエア フォトクラブ写真展
問やない西蔵　☎�２４９０

災害用伝言ダイヤル「１７１」
PR キャンペーン
日１月２０日㈪ 10:30～13:30
場市役所１階ロビー
内「１７１」に直接ダイヤルし、利

用方法を体験
問（公財）日本公衆電話会山口支部
　☎083-923-4475

ふるさと山口企業合同就職フェア
日２月４日㈫ 10:00～12:30,
　13:30～16:00
場山口グランドホテル（山口市小郡）
対

①令和２年３月に大学、短大、専
修学校等を卒業予定の人

②求職中の人
問詳しくは問い合わせるか、ホー
ムページを確認してください。
山口しごとセンター
☎ 083-976-1145
　http://www.joby.jp/

ふるさとやまぐち農林水産業
新規就業ガイダンス

（無料・申込不要）
日１月２５日㈯ 10:30～15:00
場県総合保健会館（山口市吉敷）

柳井地域合同就職面接会（無料・申込不要）
参加企業の採用担当者と個別ブースで面談します。

○日時　２月７日㈮ 13:30～16:30
　　　　／受付12:30～
○場所　柳井クルーズホテル
○対象　一般求職者、既卒者
●問い合わせ
　企業立地・雇用創造推進室　☎�２１１１内線369

琴石山山頂からの眺望

URL

催　し
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柳井駅南北地下道掲示板
広告事業者を募集します
○掲出期間　４月１日㈬～令和３年３月３１日㈬
○広告掲出料　１枠あたり 8,000 円／月以上
○申込期限　２月２８日㈮
●申込・問い合わせ　詳しくは市ホームページを確
認するか問い合わせてください。
都市計画・建築課　☎�２１１１内線232

柳井図書館 おはなしの会
（無料・申込不要）

日２月１５日㈯
■乳幼児向け　13:30～14:10
　おはなしバスケット／絵本の

読み聞かせ「わぁぃわぁぃゆ
き」ほか、詩、パネルシアター

■幼児・児童向け  14:30～15:30
　おはなしの会／素話「こぶじい

さま」、絵本「てぶくろをかい
に」ほか、詩、パネルシアター

場柳井図書館２階視聴覚室
○出演　お話サークル ことこと
問柳井図書館　☎�０６２８

広島広域都市圏広島ドラゴン
フライズ共同応援（要申込）
日３月８日㈰ 13:30 試合開始
場広島サンプラザホール（現地集合）
内 B リーグのプロ

バスケットボー
ルチーム「広島ド
ラゴンフライズ」
を応援します。

▼指定席：アリーナサイド２階
▼対戦相手：越谷アルファーズ
対広島広域都市圏内居住者（小学

生以下は大人の同伴が必要）
定１００人（申込多数の場合は抽選）
料大人 1,200 円 ,
　高校生以下 800 円
○主催　広島広域都市圏協議会
○申込期限　１月３１日㈮消印有効
申 問往復はがきに（１枚に５人ま
で）、参加者全員の住所、氏名、年
齢、電話番号と「ドラゴンフライズ
共同応援希望」の旨を記入し下記事
務局へ。広島広域都市圏ホームペ
ージからも申し込みができます。
〒 730-8586（住所不要）
広島市役所広域都市圏推進課
広島広域都市圏協議会
☎ 082-504-2017
FAX 082-504-2029

市営墓地の使用者
○対象墓地　瀬戸山墓地園／神代

１３４５番地１５・１３４５番地２１
○種別　中：2.25 ㎡、小：1.44 ㎡
○区画数　中：３区画、小：１区画

○使用料　中：１５万円／区画、
　小：１０万円／区画
○申込資格
　次の①と②を共に満たす人
①市内に本籍か住所を有し、市営

墓地の使用許可を得ていない人
▼１世帯からの申込は１回限り
（同住所の血族・姻族関係にあ
る世帯は一つの世帯とみなす）

▼市内に住所のない人は市内在住
の代理人が必要

②５年以内に使用を開始できる人
○選考
　申込が複数の場合は公開抽選
○申込期間
　１月１６日㈭～２月１４日㈮必着
申 問 所定の申込用紙（市民生活課
備付、市ホームページからダウン
ロード可）で申し込んでください。
市民生活課　☎�２１１１内線 166

会計年度任用職員
市で働く非常勤職員の制度が令和
２年４月から変わります。新しい制
度での名称は「会計年度任用職員」
とされ、一般職の地方公務員とな
ります。令和２年４月から働く
会計年度任用職員を募集します。
職種や勤務条件など、詳しくは
市ホームページ（ 　https://www.
city-yanai.jp/soshiki/5/kainin.
html）を確認してください。
問総務課
　☎�２１１１
　内線 433,434

保育士トライアル制度
経験が少なく就労に不安な保育士
の就業をサポートする制度です。
○勤務期間　１カ月間（１０日程度）

募　集

○勤務時間　7:30～19:00のうち
３時間程度

○勤務場所　柳井南保育所、大畠
保育所

○応募資格　保育士資格
○賃金　時給 970 円（通勤距離２

km以上の場合は通勤手当150円）
申 問社会福祉課
☎�２１１１内線 187

自衛官
■予備自衛官補（一般・技能）
○応募資格　一般：１８歳以上３４歳

未満（日本国籍保有者）、技能：
１８歳以上で保有する技能（資
格）に応じ５３歳～５５歳未満

○受付期限　４月１０日㈮
○試験期日　４月１８日㈯～２２日

㈬のうちの１日
○合格発表　５月２２日㈮
申 問自衛隊柳井地域事務所
☎�８１９９

柳井中央老人大学受講生
日４月～令和３年２月（原則第４㈭

開催、８・12 月は休講）
対市内中央・新庄・余田・伊保庄・

阿月地区在住のおおむね６５歳
以上

※日積・伊陸・平郡東西・大畠地
区は地区ごとの老人大学（各公民
館）に直接申し込んでください。

○募集要項・受講申込書
　関係各公民館、市西福祉セン

ター、柳東文化会館に備付
○申込期間　
　１月２３日㈭～２月２７日㈭必着
申 問柳井中央老人大学事務局

（しらかべ学遊館内）／㈫休館
☎�４４９９,FAX �４６３３

URL

▲広告はＡ１版以内

▲地下道内に６枠あります
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ハンセン病元患者の家族に対する補償金制度
令和元年１１月１５日に成立した「ハンセン病元患者家族に対する補償金
の支給等に対する法律」に基づき、対象となるハンセン病元患者の家族
に補償金が支給されます。
　請求書の提出や請求については厚生労働省の担当窓口に連絡してく
ださい。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/

kenkou/hansen/index.html）

●問い合わせ
　厚生労働省補償金担当窓口 ☎ 03-3595-2262
　受付／㈪～㈮ 10:00～16:00 ※祝日・年末年始を除く。

URL

２月の健康相談（予約不要）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮（２４日㈪を除く）
　／ 9:00～11:30
■こころの相談会
日２月５日㈬ 13:30～15:00
■乳幼児健康相談・栄養相談
日２月１２日㈬ 9:30～11:00
場いずれも市保健センター
問市保健センター☎�１１９０

心配ごと相談（無料・市民対象）
日２月４日㈫ 9:30～12:00
場市総合福祉センター２階会議室
内家族、健康、福祉、医療などの

悩みごと相談
問市社会福祉協議会☎�３８００

にこにこ筋活教室
（当日現地申込）
基礎的な筋力トレーニングを行う
運動講座です。主に自体重を利用
した軽めのトレーニングで、初心
者でも安心して参加できます。
日１月１４日㈫,２８日㈫,３月１０日

㈫ ,２４日㈫ ／ 13:00～14:00
場アクアヒルやない
○講師　三

み

島
しま

孝
たか

雄
お

さん
対医師に運動の制限

を受けていない人
定各回２０人
料各回 300 円
申 問アクアヒルやない☎�００２５

持室内シューズ
申 問アクアヒルやない☎�００２５

やないファミリー・サポート・センター
第３回講習会（託児有・要申込）
■「乳幼児と児童に対する救急法

指導」と「AED の使い方」
日２月５日㈬ 10:00～11:45
場市総合福祉センター４階大ホール
内心肺蘇生法の実技を学び、いざ

という時に備える。
○講師　柳井地区広域消防組合
定２０人（先着順・子ども同伴可）
料１００円（お茶代）
○申込期限　１月２９日㈬
申 問

やないファミリー・サポート・センター
☎�０６６８

乳がん・子宮がんの集団検診
（先着順・要申込）
２年に一度の受診が推奨されてい
る乳がん・子宮がん検診を受診で
きます。
日２月１６日㈰
　／受付 13:15～15:30
場市保健センター
対

▼乳がん検診：４０歳以上の市民、
▼子宮がん検診：２０歳以上の市民
※昨年度または今年度すでに受

診している人は対象外。
料

▼６９歳以下：各 1,000 円
▼７０歳以上：各 500 円
申 問市保健センター☎�１１９０

減
へらソ～ルト

塩！ヘルシークッキング教室
（要申込）

日３月６日㈮ 10:00～13:00
場農業担い手センター
内身体にやさしいヘルシー料理
対市内在住者
定１５人
料材料代 500 円程度
持エプロン、三角巾、米 1/2 合
○申込期限　２月２８日㈮
申 問市保健センター☎�１１９０

（２４日㈪を除く）（２４日㈪を除く）

～15:00～15:00

体組成・体力測定会
（無料・要申込）
体組成計で体のバランス、部位ご
との筋肉量などを測定し、エアロ
バイクで体力を測定します。以後、
無料の体組成継続測定会（奇数月
に開催）に参加できます。
日２月３日㈪
　① 13:00- ② 14:30- ③ 16:00-
　２月４日㈫
　① 10:00- ② 11:30- ③ 13:00-
　２月８日㈯
　① 13:00- ② 14:30-
　③ 16:00- ④ 17:30-
場アクアヒルやない
対医師に運動の制限を

受けていない人
定各回３人
○申込期限　各開催日前日
申 問アクアヒルやない☎�００２５

にこにこステップ教室
（当日現地申込）
ステップ台を使った踏み台運動講
座です。音楽に合わせて楽しく体
を動かしてみませんか。
日２月４日㈫,３月１７日㈫
　／ 13:00～13:45
場アクアヒルやない
○講師　三

み

島
しま

孝
たか

雄
お

さん
対医師に運動の制限

を受けていない人
定各回２０人
料各回 300 円
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まちの出来事

柳井ゴールドスターズ軟式野球スポーツ少年団（友
と も

座
ざ

泰
やすし

代表兼監督）
が、地域社会貢献活動としてビジコム柳井スタジアムに大型扇風
機４台を、市野球連盟に連盟旗などを寄贈し
ました。市長は「忘れられない経験の土台には
環境がある。その環境を整備していただいた
ことに感謝している」と謝辞を述べました。

12/22 柳井ゴールドスターズが地域社会貢献活動

11/29 文部科学大臣表彰受賞を
              報告

全国学校保健・安全研究大会にお
いて、柳井小学校医の市

いち

山
やま

正
まさ

宏
ひろ

さ
んと余田小学校が文部科学大臣表
彰を受賞され、市長と教育長に報
告しました。個人の部で受賞され
た市山さんは「気力・体力が続く限
り頑張って半世紀務め上げたい」と
意気込みを語りました。

12/14 ３高校が少年野球教室

柳井高校、柳井商工高校、柳井学園
高校の３高校が合同で少年野球教
室を開催し、柳井・平生・田布施
地区の７つの少年野球チームから
約 100 人が参加しました。参加者
は高学年、中学年、低学年、女子
チームに分かれ、それぞれ高校生が
考えたメニューで練習を行い、指導
を受けました。

12/12 柳北小児童が
          自然薯収穫を体験

柳北小学校６年生１１人が学校そば
の畑で育てた自然薯の収穫を体験し
ました。収穫は政田自然農園（政

まさ

田
だ

健
けん

太
た

郎
ろう

代表取締役）の指導・協力の
もと行われ、児童たちは最大で１kg
を超える自然薯を力を合わせて掘り
出していました。

12/9 内閣総理大臣表彰・総務
        大臣表彰受賞を報告

選挙制度１３０周年記念選挙関係功
労者表彰において、市明るい選挙
推進協議会元会長の山

やま

本
もと

郁
いく

枝
え

さん
（写真左）が内閣総理大臣表彰を、
同会副会長の佐

さ

々
さ

木
き

曉
あけ

美
み

さん（写真
右）が総務大臣表彰をそれぞれ受賞
され、市長に喜びを報告しました。

12/23 山火事予防ポスター用標語
             各賞受賞を報告

山火事予防ポスター用原画及び標語
において、柳井学園高校１年の有

あり

福
ふく

美
み

有
ゆ

さんが消防庁長官・林野庁長官
賞を、同３年の原

はら

野
の

杏
あ

実
み

さん、森
もり

﨑
さき

康
こう

太
た

郎
ろう

さん、同２年の山
やま

本
もと

達
たつ

望
み

さん、
同１年の山

やま

下
した

七
なな

海
み

さんが日本森林
林業振興会会長賞をそれぞれ受賞
され、市長に報告しました。

12/20 チャリティーコンサートで
               災害義援金を寄附

’１９やないチャリティーコンサート
実行委員会が、同会主催のコンサ
ート（12/8・サンビームやない）に
よる入場料等の収益金 630,000 円
を令和元年台風１９号災害義援金と
して寄附されました。義援金は日
本赤十字社山口県支部を通じて被
災地へ届けられます。

▲ベンチ天井に設置
された扇風機



市民の力で支えあい、一人ひとりが主役の笑顔あふれるまち柳井18

さみしい手  みんなでつなげば  あったかい

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

救急医療電話相談
こども（１５歳未満）の相談　19:00 ～翌朝 8:00

☎ #8000（つながらないとき／☎083-921-2755）
おとな（１５歳以上）の相談　２４時間３６５日対応

☎ #7119（つながらないとき／☎083-921-7119）
※緊急・重症の場合は迷わず１１９番に通報してください。 

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
㈲笹木設備、トオル電気㈱、日昭住設㈱、
ベルダ㈱、㈱一山電業

２月のけんけつ （４００ml 限定）
○日程

２日㈰ 9:30 ～ 12:00 ゆめタウン柳井
13:15 ～ 15:30 　　〃

９日㈰ 9:30 ～ 12:00 アクティブやない
13:00 ～ 15:00（ボランティアまつり）

１９日㈬ 9:30 ～ 11:45 柳井警察署
13:30 ～ 16:00 井森工業㈱

●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

太古の人々は食料を自分たちで獲得しなければな

りません。前回紹介した日積の南大原遺跡では食

用の小動物を獲るために長い溝を掘っていました。

上幅１ｍでＶ字の形に掘り込んでいます。落ちると

這い上がれません。調査区内で２３ｍの長さを確認

しましたが、さらに調査区外にも続いていました。

小動物を追い立てて、長溝に落とし込んで捕らえ

たのでしょう。溝を掘るには道具が必要です。掘り

具を製作するには多大な労力を要しました。タンパク

質を口にするにはかなりの知恵と汗を要したのです。

　ところが海岸の集落においては、肉類を容易く

手に入れる方法がありました。貝掘りです。幾世代

の長期にわたって貝を食べ続け、貝の殻を捨てま

した。その貝殻の集積跡を、現代人は貝塚と呼ん

でいます。伊保庄や阿月などの縄文人も、貝をしっ

かり食べていました。なのに、貝塚がまったく発見

されません。

やないの先人たちの知恵と汗・原始編
～サザンセト伊保庄マリンパークの縄文遺跡・自然の恵み～

　　　市教育委員会社会教育指導員　松島　幸夫

　伊保庄マリンパークは人気の高い海水浴場です

が、その北側の海浜におびただしい数の縄文土器

片が貝殻とともに砂中に混入しています。貝を煮沸

した際の破損土器片をそのまま海浜に放置したの

でしょう。有名な黒島浜遺跡です。阿月の与浦遺

跡の海浜でも同様です。集落に貝を持ち帰らずに、

海浜において貝を煮て食したと考えられます。ある

いは貝の肉だけを取り出して家に持ち帰り、舌鼓を

打ったのかもしれません。自然の恵みを取り入れる

先人たちの営みの仕方

によって、地域性が生

まれたのです。

●問い合わせ

　文化財室　☎�２１１１内線 332

縄文土器が散乱する伊保庄マリンパーク

郷土史コラム

※令和元年１２月３１日現在の人口は、発行時期の
都合により２月１３日号に掲載します。
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ごめんねと  言える強さ  ほんものだ

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、1/31㊎
　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）

彼方のゴールド・・・・・・・・・ 大
おお

崎
さき

　　梢
こずえ

ライオンのおやつ・・・・・・・・ 小
お

川
がわ

　　糸
いと

小箱・・・・・・・・・・・・・・ 小
お

川
がわ

　洋
よう

子
こ

祝祭と予感・・・・・・・・・・・ 恩
おん

田
だ

　　陸
りく

太陽はひとりぼっち・・・・・・・ 鈴
すず

木
き

るりか
夕焼けポスト・・・・・・・・・ ドリアン助

すけ

川
がわ

人間・・・・・・・・・・・・・・ 又
また

吉
よし

　直
なお

樹
き

ファーストクラッシュ・・・・・・ 山
やま

田
だ

　詠
えい

美
み

みちづれの猫・・・・・・・・・・ 唯
ゆい

川
かわ

　　恵
けい

 
退職代行・・・・・・・・・・・・ 小

お

澤
ざわ

亜
あ

季
き

子
こ

 
世界の少数民族・・・・・ イアゴ・コラッツァ 
後悔しない子育て・・・・・・・・ 信

のぶ

田
た

さよ子
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表紙写真の説明
柳井中学校美術部が、今年の干支
「子

ね

」などを描いた巨大絵馬を市内
神社３社に奉納しました。表紙写真
の絵馬には、琴石山や大島大橋を
背景に、金魚ちょうちんや白壁の
町並みに向かって打ち出の小槌を
振るねずみの姿が描かれています。

編集後記
昨年末、こどもたちが次々にインフルエンザにかか
り、ほぼ１カ月間右往左往しました。まだまだ油断
はできませんが、ひとまず終息。次は自分がかから
ないように気を付けたいと思
います。子

ね

年は繁栄の年と言
われます。２０２０年が良い年
になりますように。（高杉）

㊎飲酒運転の根絶
飲酒運転は、自分勝手な判断が招く、危険で悪質

な犯罪行為です。罰則の強化や行政処分点数の引

き上げ、さらには周辺の人にも厳しい罰則が設け

られましたが、未だに飲酒運転をするドライバー

が後を絶ちません。

　飲酒運転により交通事故を引き起こした場合、

死亡事故へと繋がる確率は、飲酒していない場合

に比べ約８．９倍と高くなります。本人が強い意思

を持つことはもちろんですが、周囲の人も「飲酒運

転を絶対にしない、させない」という共通の意識を

持ち、飲酒運転を根絶しましょう！
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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。
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ガーデンシクラメン
　多年草　サクラソウ科　

　冬に室内で鉢植えとして楽しむ印象の強いシクラ
メンですが、ガーデンシクラメンは耐寒性があり、
冬も屋外で楽しむことができます。霜や寒風を避け
ればきれいな状態で長く楽しめます。やまぐちフラ
ワーランドでは入園ゲートから回廊にかけて、ガー
デンシクラメンの寄せ植えを展示しています。

季節の
たより

12/5
冬の白壁の町並みを駆け抜ける

初冬の風物詩「柳井小しらかべマラソン大会」が開催され、３
～６年生約３７０人が学年別・男女ごとに、白壁の町並みを走
り抜け、小学校グラウンドのゴールを目指しました。沿道に
は保護者や地域住民のほか、放光保育園や柳井幼稚園の園児
たちも駆けつけ、一生懸命走る児童らに、大きな声援を送っ
ていました。

12/8
第３４回市民駅伝競走大会

一般、高校男子、中学男子、女子の 4部門に計８０チーム（約５２０人）
が参加し、５区間（計 15.1 ㎞）でタスキをつないでゴールを目指しま
した。今大会では高校男子の部出場の柳井商工高等学校Aが全体の
トップで、53分 54 秒で駆け抜けました。

▲柳井ウェルネスパーク前でのスタートの様子
▲トップでたすきをつなぐ柳井商工
　高校Aの選手


