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新型コロナウイルス感染症関連情報 ２～５ページ 

 ●特別定額給付金（１人１０万円）の給付手続きを開始します
 ●子育て世帯に臨時特別給付金を給付します
 ●便乗した詐欺・悪徳商法にご用心ください
 ●飲食店等の事業者を支援します
 ●市税の徴収の猶予が受けられます　ほか

市職員採用試験　６ページ

マイナンバーカード申請手続きをお手伝いします　７ページ

  おかげさまで１４周年 棚田花壇のエスコルチア
 （4/21・やまぐちフラワーランド）

市内で開催予定の行事等は、新型コロナウイ
ルス感染症の状況により日程・内容などが変
更される可能性があります。事前に主催者に
よく確認しましょう。
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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2

１人当たり１０万円

特別定額給付金の給付手続きを開始します

新型コロナウイルス感染症関連情報

５月１４日㊍
■ 申請書用紙発送・受付開始

※全世帯に届くまでに数日かかります。

■ 給付開始予定

５月中旬

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、特別定額給

付金を給付します（申請必要）。感染拡大防止のため、原則と

して郵送またはオンラインでの申請受付となっています。

　詳しくは申請書と同封の「特別定額給付金申請のご案内」

を確認してください。

●問い合わせ

　政策企画課　☎㉒２１１１内線 470～472

　　　　　　　☎㉒２１３０（特別定額給付金専用ダイヤル※）

　　　　　　　※受付時間／９：００～１７：００

　　　　　　　（５月２４日㈰までの間は㈯㈰も対応します）

■給付対象者
　令和２年４月２７日時点で柳井市に住民登録がある人
　（外国人のうち短期滞在者および不法滞在者は対象外）

■申請者
　給付対象者の属する世帯の世帯主

■給付額
　給付対象者１人につき１０万円

　※世帯主本人名義の金融機関口座に世帯全員分を一括して給付
します（銀行口座がない場合等は世帯主に現金で給付します）。

■給付までの期間
　申請受付後１～２週間程度

郵送申請

５月中に申請書用紙が届かないときは政策
企画課に問い合わせてください。

オンライン申請

■ 申請期限

８月１３日㊍ ※消印有効

※マイナンバーカードを持っている人が対象。

５月 １日㊎
■ オンライン申請受付開始

※マイナンバーカードなどが必要です。

■申請方法
原則として次のいずれかの方法で申請してください。

　詳しくは「特別定額給付金申請のご案内」でお知らせします。
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マイナンバーカードを持っている人が対象。マイナンバーカードを持っている人が対象。

オンライン申請分

５月下旬
郵送申請分

①市から申請書用紙などを世帯主宛に郵送

②申請書に記入し、必要書類を添付して返送

○用意するもの（世帯主のもの）
▼申請書（押印または署名が必要です）

▼本人確認書類の写し

　／マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など

▼口座番号がわかるものの写し

　／預貯金通帳、キャッシュカードなど

※代理申請の場合は代理人の本人確認書類の写しが必

要です。

①マイナポータルサイト上の特別定額給付金申請画面

から必要な情報を入力

    　https://app.oss.myna.go.jp/Application/search

　※専用アプリ「マイナポータルＡＰ」のインストールが

必要です。

②必要書類をアップロードし、電子署名を行って申請

○用意するもの（世帯主のもの）
▼マイナンバーカード  ※通知カードでは申請できません。

▼口座番号がわかるものの写し

　／預貯金通帳、キャッシュカードなど

URL
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新型コロナウイルスに便乗した
詐欺・悪質商法にご用心ください
　新型コロナウイルスを口実にした詐欺や悪質
商法の相談が全国で寄せられています。大きな
災害や事件が起きると悪意のある人が不安に便
乗してお金をだまし取ろうとします。
　「注文していないマスクが届いた」「水道水に
コロナウイルスが入っているらしいから検査に
行く、と言われた」など詐欺や悪質商法の手口
は様々です。どうぞ気を付けてお過ごしくださ
い。不安な時はすぐご相談ください。

柳井地区広域消費生活センター
TEL 0820-22-2125　FAX 0820-23-7474
ＬＩＮＥ相談をはじめました。右のＱＲコードからセ
ンター公式アカウントを友だち追加するとご利用いた
だけます。最新の悪質商法の情報もお知らせします。

相談受付　月～金　8:30 ～ 17:00（祝日・年末年始を除く）

「特別定額給付金」を口実にした
不審電話や詐欺にご注意ください
　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として１人
当たり１０万円が給付されます。その給付金の手続き

に便乗した詐欺が発生する恐れがあります。詐欺被害

に遭わないため、次のような対応をお勧めします。

❶ 個人情報や金融機関の情報などを聞かれても、すぐ
に答えない。
❷ 電話をかけてきた相手の氏名、役職、所属先、電話
番号を尋ね、「折り返し電話を掛けます」と言い、いっ
たん電話を切る。
❸ 市役所の「特別定額給付金」の担当課（政策企画課）
か消費生活センターに電話をかける。

特別定額給付金に関する問合せは柳井市役所政策企画課まで
TEL 0820-22-2111（内 470）

子育て世帯に臨時特別給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する

ため、児童手当の受給世帯に臨時特別給付金（一時金）が支給されます。

●申請・問い合わせ　社会福祉課　☎㉒２１１１内線 187

○受給対象者　令和２年４月分の児童手当（本則給付）を柳井市で受給する人

（３月分の児童手当の対象となっている新高校１年生も対象）

　※４月１日以降に転入した人は転入前の市町村から支給されます。

○受給額　対象児童１人につき１万円

　　　　　（平成１６年４月２日から令和２年３月３１生まれ）

○支給時期　６月下旬

○その他　受給者が公務員の場合は、所属庁が支給対象者であると証明した

上で、本人が市へ申請します。
①案内文書を送付

②申請不要
（希望しない場合のみ申出書を返送）

③給付金を児童手当振込口座に振込

※公務員の場合は申請が必要です。

申請
不要

６月下旬
支給予定



一律３０万円

上限１０万円

上限 50 万円

予算額 160 万円

予算額 200 万円

予算額 550 万円

　 無担保
延滞金なし
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市税の徴収の猶予が受けられます
事業等の収入に相当の減少があった人は

新型コロナウイルス感染症の影響で事業等に係る収入に相当の減少があった人

は、特例制度として１年間市税の徴収の猶予が受けられます。申請書や収入・

現預金の状況が分かる資料を税務課相談窓口に持参し、申請してください。

　なお、担保の提供や延滞金は不要です。

●問い合わせ　税務課（収納係）　☎�２１１１内線 131,132

○対象者

　以下のすべてを満たす納税者（または特別徴収義務者）

▼令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）で、

事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね２０％以

上減少していること

▼一時に納付（または納入）が困難であること

○申請期限　令和２年６月３０日または納期限のいずれ

か遅い日まで

○対象となる税　令和２年２月１日から令和３年１月

３１日までに納期限が到来する市県民税や固定資産

税、国民健康保険税などのすべての市税

○猶予期間　納期限から１年間

○その他　上記に該当しない場合でも、納税者やその

家族が新型コロナウイルスに感染した場合などは、

猶予が受けられることがあります。詳しくは問い合

わせてください。

飲食店等の事業者を支援します（市独自事業）
新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げが大幅に減少している事業者を支援し

ます。詳しくは問い合わせてください。

●問い合わせ　商工観光課　☎㉒２１１１内線 360～364

飲食店等経営安定支援金
○対象　市内に店舗がある飲食業、仕出し業、宿泊業、

カラオケボックス等

○内容　外出自粛などにより影響を受けている飲食店

等に支援金を支給します。

事業継続支援金
○対象　国の持続化給付金の上限額を超える事業収入

減があり、市内に本店・本社等がある事業者

○内容　国の給付金上限額を超える収入減について支

給します。

労働者雇用調整支援金
○対象　国の雇用調整助成金の交付を受ける、市内に

本店・本社がある事業主

○内容　解雇を伴わない場合において、雇用調整助成金

対象額の差額の事業主負担分を上乗せ支給します。

テイクアウト推進事業
○対象　柳井料飲組合

○内容　市内飲食店等のテイクアウト商品の周知に係

る広告宣伝事業について、費用を補助します。

異業種連携支援事業
○対象　柳井地区タクシー協会

○内容　交通事業者と飲食店等との連携によりテイク

アウト商品を配送するサービスに対して、配送料の

１／２を補助します（上限額 1,000 円）。

新型コロナウイルス感染症対策相談事業

○対象　柳井商工会議所

○内容　社会保険労務士等専門家とのワンストップ相談

窓口に係る費用を補助します。
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●市長メッセージ

●特別定額給付金情報

●事業者支援情報

●感染症対策窓口　など

日々状況は変わるため、定期的に最新
情報を確認しましょう。
　 https://www.city-yanai.jp/

新型コロナウイルス感染症の関連情報を
市ホームページに掲載しています

URL

こんな時は注意しましょう
次のような症状がある場合は、医療機関を受診する前に必ず柳井健康福

祉センターに電話で相談してください。

！

①風邪の症状や３７．５℃以上の発熱が４日以上続く
　（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）

②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

※高齢者や基礎疾患のある人は、上の状態が２日程度続く場合

●相談窓口
▼山口県柳井健康福祉センター
　／平日 9:00～17:00
　☎㉒３６３１

▼山口県健康増進課
　／平日・土日祝 9:00～17:00
　☎ 083-933-3502

活動自粛による機能低下を防ぎましょう
自宅に閉じこもりがちな状態が続くと、身体機能の低下だけでなく認知機能も低下しやすく

なります。心身機能低下を予防するポイントをまとめた冊子「やまぐち元気アップ手帳（柳井市
版）」などを活用し、元気に過ごしましょう。
　やまぐち元気アップ手帳は市役所、各出張所・連絡所、市内医療機関・歯科

医院などで配布しているほか、市ホームページでもダウンロードできます。

●問い合わせ

　柳井市地域包括支援センター（高齢者支援課内）　☎㉒２１１１内線 157

予防法１ 身体を動かしましょう
○３密（密閉・密集・密接）を避け、開放的な場所で散

歩や軽い運動をしましょう。

○人が少ない時間帯に買い物へ出かけましょう。

○ラジオ体操やストレッチなど、自宅でできる運動を

しましょう。

※自宅でできる運動方法は、周防ケーブルネット（５月

中のみ）や市公式Facebook で紹介しています。

予防法２ 認知機能を鍛えましょう
○二重課題トレーニングを行いましょう。

　手足の運動と語想起（一定の時間内にできるだけ多く

　単語を列挙すること）を組み合わせて実施します。

【手順】

▼座った状態でできるだけ早く足踏みを行います。

▼足が痛い場合はできるだけ早く手を振ります。

▼その状態で、できるだけ早く「動物」「都道府県名」「赤

いもの」などの語想起を５秒間行います。

うさぎ
さる
ねこ
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Pick UP
市職員採用試験
○職種／採用予定人員

　上級行政職　　／４人程度

　上級土木技術職／２人程度

　中級保育士　　／１人程度

○受験資格

▼上級行政職・上級土木技術職

　次のいずれかに該当する人

①平成３年４月２日から平成１１年４月１日生まれの人

②平成１１年４月２日以降に生まれた大学卒業者（令和

３年３月末までの卒業見込者含む）

▼中級保育士

　平成３年４月２日から平成１３年４月１日生まれの人

で、保育士の資格を有する人または令和３年３月３１

日までに当該資格を取得する見込みの人

○試験日時（予定）

▼第１次試験

　７月１２日㈰ 10:00～16:00

　教養試験・専門試験・適性検査

▼第２次試験

　８月下旬

○試験会場　市役所

○採用　令和３年４月１日以降

○受付手続

▼所定の受験申込書を総務課（請求も同じ）に提出して

ください。

▼新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、なるべ

く郵送してください。

○受付期限　６月１１日㈭までの市役所執務時間内

※受験申込書は市ホームページでも印刷できます。

○その他

　地震、台風等の災害や、新型コロナウイルス感染症

対策等やむを得ない事情により、試験の方法、内容、

日時および場所の変更や試験

を中止することがあります。

その場合は市ホームページで

お知らせします。

●申込・問い合わせ

　総務課

　☎㉒２１１１内線 431

柳井市教育振興基本計画
第２期策定審議会委員を募集します
市では教育振興基本計画第２期（令和３年度～令和７年度）策定にあたり、民間有識者

などの意見を聴くため、柳井市教育振興基本計画審議会（学識経験者など 10 人の委員

で構成）を設置します。

　このたび、幅広く多くの人に意見をいただくため、委員 2名を公募します。

○応募方法　「応募の動機、本市の教育の課題と教育振

興のために必要なこと」について 800 字程度（様式自

由）にまとめ、住所 ･氏名 ･年齢・性別 ･電話番号を

明記の上、窓口、郵送、FAX、電子メールのいずれ

かの方法で提出してください。

●提出先・問い合わせ　学校教育課

　☎㉒２１１１内線 321 ／ FAX ㉓７３７１

　〒 742-8714（住所記載不要）　　

　　gakkokyoiku@city-yanai.jp

○応募資格　次の要件を全て満たす市民

▼令和２年５月 1日現在、20 歳以上の人

▼本市の教育振興に関心がある人

▼平日の日中に開催予定の委員会（年４回予定）に出席

できる人

○募集人員　2人（うち 1人は女性優先。応募者多数の

場合は書類選考）

○任期　令和２年６月下旬～令和３年 3月下旬

○報酬　日額 4,800 円

○応募期限　６月１２日㈮
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マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いするサービスを

始めました。「オンラインで申請したいけど、画面の操作方法がよ

くわからない」「顔写真を撮影してもらえるなら申請したい」といっ

た人は、ぜひ利用してください。

　なお、手続は必ず申請者本人が行い、１５歳未満の人や成年被後

見人は親権者等の法定代理人も同行してください。

●問い合わせ

　市民生活課　☎�２１１１内線 163,164

マイナンバーカード（個人番号カード）
申請手続きをお手伝いします（市民対象・無料）

○受付時間

　市役所開庁日の 8:30～17:00

○場所

　１階市民生活課（５番窓口）

○手続に必要なもの

▼通知カード

▼個人番号カード交付申請書
　（通知カードと一緒に送付されています）

　※交付申請書がない場合は市役所で再発行します。

　窓口で申し出てください。

▼住民基本台帳カード（持っている人のみ）

▼本人確認書類 ／ ① 1 点または② 2点

　①顔写真付きの公的身分証明書

　　　　　　　　　　●運転免許証（運転経歴証明書）

　　　　　　　　　　●パスポート

　　　　　　　　　 　●顔写真付き住民基本台帳カード

　　　　　　　　　　●障がい者手帳　など

　②「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が印字され

　ているもの

　　　　　　　　　　●健康保険証

　　　　　　　　　　●介護保険証

　　　　　　　　　　●年金手帳　など

※１５歳未満の親権者や成年被後見人が申請する場合

は、上記に加えて以下のものが必要です。

▼法定代理人の本人確認書類（上記① 1点または② 2点）

▼法定代理人であることの確認書類（戸籍謄本・登記事

項証明書等）

申請手順　所要時間 約２０分

１．顔写真撮影
　職員がタブレット端末を使用して顔

　写真を撮影します。（写真店等で撮影

　したものよりも画質は劣ります）

２．オンライン申請
　個人番号カード交付申請書に従っ

　て職員がタブレット端末を操作し、

　申請を行います。

３．カードの受取
　申請から約 1 か月後、申請者本人

　の住所に届きます。
　　　　　　　　　　●運転免許証（運転経歴証明書）

　　　　　　　　　　●パスポート

　　　　　　　　　 　●顔写真付き住民基本台帳カード

　　　　　　　　　　●障がい者手帳　など

　　　　　　　　　　●健康保険証

　　　　　　　　　　●介護保険証

　　　　　　　　　　●年金手帳　など

　　　　　　　　　 　●顔写真付き住民基本台帳カード

　　　　　　　　　　●障がい者手帳　など

　　　　　　　　　　●パスポート

　　　　　　　　　 　●顔写真付き住民基本台帳カード

　　　　　　　　　　●健康保険証　　　　　　　　　　●健康保険証

　　　　　　　　　　●介護保険証

　　　　　　　　　　●年金手帳　など

　　　　　　　　　　●健康保険証

　　　　　　　　　　●介護保険証

　　　　　　　　　　●年金手帳　など

◆注意事項
▼当日の窓口の混雑状況によりお待ちいただく

場合があります。

▼撮影した写真はお渡しできません（申請後消去

します）。

▼申請書類に不備があった場

合は、「地方公共団体情報シ

ステム機構（Ｊ－ＬＩＳ）」か

ら郵便または電話で連絡が

あります。その際は市民生活

課に問い合わせてください。



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8

第１段階 基準額× 0.30  19,440 円

第２段階 基準額× 0.50  32,400 円

第３段階 基準額× 0.70  45,360 円

第４段階 基準額× 0.90  58,320 円

第５段階 基準額× 1.00  64,800 円

第６段階 基準額× 1.20  77,760 円

第７段階 基準額× 1.30  84,240 円

第８段階 基準額× 1.50  97,200 円

第９段階 基準額× 1.70  110,160 円

第１０段階 基準額× 1.90  123,120 円５００万円以上

３００万円以上５００万円未満

２００万円以上３００万円未満

１２０万円以上２００万円未満

１２０万円未満

年金収入額と合計所得金額から
公的年金等雑所得を控除した
金額の合計額が８０万円以下

年金収入額と合計所得金額から
公的年金等雑所得を控除した
金額の合計額が１２０万円以下

年金収入額と合計所得金額から
公的年金等雑所得を控除した
金額との合計額が８０万円以下

生活保護を受けている

老齢福祉年金を
受給している

世帯に住民税を
納めている人がいる

住民税を納めている

前
年
の
合
計
所
得
金
額

※年金収入額…課税対象となる公的年金等の収入額（障害年金・遺族年金等は非課税年金のため含まない）。
※合計所得金額…収入金額から経費などを差し引いた額で、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除

額を差引く前の金額。長期・短期譲渡所得の特別控除額を控除した額を用いる。

令和２年度 介護保険料
６５歳以上の人の保険料の基準額は 64,800 円 （昨年度と同額）です
消費税率の引き上げに伴い、第１段階から第３段階の保険料率が軽減されます

介護保険料の所得段階区分および年間保険料額（６５歳以上）

ここからスタート

介護保険は介護を予防し、また介護が必要になったと

きには費用の一部を支払ってサービスを利用できるよ

うに、社会全体で連帯して支えあう制度です。

　４０歳以上の全ての人が介護保険の被保険者となり

ます。６４歳までの人の介護保険料は加入する医療保

険の保険料に含まれていますが、６５歳以上の人は医

療保険料とは別に納めることになります。

●問い合わせ
高齢者支援課　☎�２１１１内線 155～157

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

はい

はい
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６５歳以上の人の保険料はこうして決定

平成３０年度からは、介護保険給付費用・地域支援事
業費用の２３％を６５歳以上の人が負担することにな
りました。今期の保険料は、今年度までのこれらの費
用がまかなえるよう、負担割合等をもとに算出した「基
準額」を基礎としています。
個人の年間保険料額はこの「基準額」をもとに、８ペー
ジのとおり所得段階に応じて決まります。どの所得段
階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。

保険料の納め方は

○特別徴収

▼介護保険料は原則、年金から天引きします（特別徴
収）。年金の年額が１８万円以上ある人は、年６回の
年金支給時に、保険料があらかじめ差し引かれます。

▼４・６・８月の徴収額は仮徴収期間として、原則、
前年度２月の天引額と同額です。

　６月に年間保険料額が決定した後、８月以降の徴収
月ごとの徴収額が極力均等になるように８月の仮徴
収額を調整します。

▼１０月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険
料額から仮徴収額を差し引いた金額が、１０・１２・
２月の本徴収額となります。

○普通徴収

▼年金の年額が１８万円未満の人など特別徴収による
納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納
めることになります。

▼原則として、６月から翌年３月までの各月の月末が
納期となります。

▼納期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアやス
マートフォンアプリ「PayB」では使用できません。

※普通徴収の対象となるのは
　年金の年額が１８万円未満の人／老齢福祉年金を受

給している人／６５歳になったばかりの人／年金が
一時給付停止状態の人など

普通徴収の人は口座振替がおすすめ

納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機
関・収納代理金融機関で利用できます。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、納付

方法を特別徴収から口座振替に変更することができ
ますが、介護保険料は特別徴収が原則となっている
ため、特別徴収の人が口座振替に変更することはで
きません。

保険料額の通知は６月中旬に

年間の保険料額や納付方法などが記載されていますの
で、内容をご確認ください。

苦情・相談などは

市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。
山口県国民健康保険団体連合会介護保険課
☎ 083-995-1010

保険料の納め忘れはありませんか

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納
期間に応じて次のような措置がとられます。

■保険料を１年以上滞納すると

　サービス利用時に利用者が利用料の全額をいったん
負担し、申請により後で介護給付費が支払われるこ
とになります。

■１年６カ月以上滞納すると

　利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付
の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、
滞納していた保険料と相殺されることがあります。

■２年以上滞納すると

　利用者負担が３割（４割の場合も）に引き上げられる
などの措置がとられます。

※災害等で財産について著しい損害を受けるなど特
別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶
予や減免を受けることができる場合があります。高
齢者支援課にご相談ください。

公費（税金）
50％

国 ： 25 ％
県 ： 12.5％
市 ： 12.5％

６５歳以上の人の保険料
23％

年金からの天引・口座振替・納付書による個別納付

加入している医療保険（国民健康保険や社会保険など）から納付

４０～６４歳の人の保険料
27％
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交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

４月発生状況 7 0 8

累
計

令和２年 21 0 25
前年対比 -7 0 -9

令和２年４月３０日現在

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

市議会定例会（６月議会）
令和２年第２回市議会定例会を開
催します。
日６月９日㈫～２６日㈮（予定）
○その他　日程など詳しくは６月

３日㈬１０時からの議会運営委
員会で決定され、市ホームページ

　（　https://www.city-yanai.jp/
site/shigikai/）にも掲載します。

問議会事務局
　☎�２１１１内線 511

水道メーターの取り替え
水道メーターの取り替えに委託業
者（市発行の身分証明書を携帯）が
伺います。取り替えに伴い費用を
請求することはありません。
※水道メーターは計量法で８年

ごとに交換するよう定められて
います。

○交換対象　蓋を開けた裏側にあ
るシールに「33.04」～「34.03」
と書かれてあるもの

問水道課　☎�２１１１内線 651

障がい者等への軽自動車税
（種別割）減免制度（要申請）
次の要件に該当する場合は軽自動
車税（種別割）を減免します。
○減免要件
▼１台のみの減免　原則として①

～③のいずれかの人がＡまたは
Ｂを運転する場合

①身体障がい者、精神障がい者本人
②障がい者と同一世帯の人
③障がい者のみの世帯の障がい者

を常時介護する人
Ａ：障がい者本人が所有する軽自

　動車
Ｂ：障がい者と生計を同一にする

　人が所有する軽自動車
※障がいの程度により減免できな

い場合があります。
※自動車税（種別割）で減免を受け

ている場合は減免されません。
▼所有者・使用者・台数にかかわら

ず減免　構造変更（車いすの昇
降装置等）を施した軽自動車

○その他
▼自動車税（種別割）・軽自動車税
（種別割）の減免を受けた場合は
障がい者福祉タクシー券の交付
を受けることができません。

▼自動車税（種別割）の減免は柳井
県税事務所（☎�２１２１）に問
い合わせてください。

○申請期限　５月２５日㈪
申 問税務課
☎�２１１１内線 131,132

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金（65 歳から受けら
れる年金）は、20 歳から 60 歳ま
での 40 年間保険料を納めなけれ
ば、満額の年金を受け取ることが
できません。
過去に保険料の納め忘れなどがあ
り、受給資格期間が１０年に満た
ない人や納付期間が４８０月に満
たない人は、任意加入して保険料
を納めることで受取年金額を増や
すことができます。
対①～③のいずれかに該当する人
①日本に住む６０歳以上６５歳未

満で、以下の条件を満たす人
▼保険料の納付月数が４８０月未満
▼老齢基礎年金の繰上げ支給を受

けていない
▼厚生年金保険、共済組合等に加

入中でない
②６５歳まで加入しても受給資格

期間が１０年に満たない人で、
７０歳まで加入したら受給資格
を満たす人のみ、資格満了まで
期間延長が可能

③国外に住む２０歳以上６５歳未
満の日本人

○その他
▼令和２年度の保険料は 1 カ月

16,540 円で、③を除き原則と
して口座振替です。

▼任意加入期間中の保険料免除制
度はありません。

持

▼年金手帳またはマイナンバーカ
ード

▼預金通帳
▼金融機関届出印
申 問郵送でも受け付けています。
手続方法など詳しくは問い合わせ
てください。
市民生活課
☎�２１１１内線 168,169

ここにシール

URL

コンビニ交付サービスを一時停止します
税証明書の年度切替処理のため、以下のとおりコンビ ニで の住民票

の写し等証明書交付サービ スを一時停止します。

　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

○サービス停止日時　５月３１日㈰ 終日

●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線163



●問い合わせ　柳井医師会　☎�２６９６

医院名 電話 所在地 診療科目 診療時間 休診日
㈰㈷以外 その他

小林
内科クリニック �５５８８ 東土手 消化器内科・内科・

肝臓内科・リハビリ科
 9:00 - 12:00
14:00 - 18:00 木・土 午後

胃 ･ 大腸がん検診・
内視鏡検査
骨粗鬆症検査
往診・在宅医療可

松井クリニック �５３１１ 南浜
１丁目

外科・消化器科・内科・
肛門科・リハビリ科

 8:30 - 12:30
14:00 - 18:00 木・土 午後

胃 ･ 大腸がん検診・
内視鏡検査
往診・在宅医療可
入院・手術設備有

吉田クリニック �１２１２ 南町
１丁目

外科・内科・胃腸科・
肛門科・リハビリ科

 8:30 - 13:00
14:30 - 18:30 木・土 午後

胃・大腸内視鏡検査
胃・大腸がん検診
禁煙治療

桑原整形外科 �２２７７ 南町
６丁目 整形外科・リハビリ科  9:00 - 12:00

14:00 - 18:00 木・土 午後 骨粗鬆症検査

野田整形外科
クリニック �２３４５ 天神 整形外科・リハビリ科・

リウマチ科
 9:00 - 12:00
14:00 - 18:00 木・土 午後 骨粗鬆症検査

おりた
クリニック �３３２２ 中央

１丁目
脳神経外科・神経内科・
心療内科

 8:30 - 12:30
14:00 - 18:00 水・土 午後 受付は３０分前まで

弘田脳神経外科 �７１１９ 西東条 脳神経外科・外科・
リハビリ科

 8:45 - 12:30
14:30 - 18:00

土　  ８:45 - 13:00
土 13:00 - 往診・在宅医療可

入院設備有

キャプテンキッズ
クリニック �３３３６ 南町

７丁目 小児科  9:00 - 12:00
14:00 - 17:45 木・土 午後 乳児健診・予防接種（要予約）

舌下免疫療法可（スギ・ダニ）

恵愛会柳井病院 �１００２ 宮本東 精神・神経科・内科・
小児神経発達外来

9:00 - 12:00
急患に限り午後可 受付 8:30 - 11:30

こうだ
クリニック �３０００

ニュー
タウン
南町

泌尿器科・皮膚科・
人工透析

 9:00 - 12:30
15:00 - 17:30

火・木・土
午後

柳井皮フ科 �７７１４ 新庄
築出 皮膚科  9:00 - 12:00

14:00 - 18:00 木・土 午後 皮膚がん検診
受付は１５分前まで

たじり
皮フ科医院 �１１８０ 中央

２丁目 皮膚科  9:15 - 12:30
14:15 - 17:30 水・土 午後 受付は１５分前まで

志熊眼科 �０１４８ 中央
３丁目 眼科  9:00 - 12:00

14:00 - 18:00 木・土 午後

藤本眼科 �８７７７ 南町
７丁目 眼科  9:00 - 12:00

15:00 - 18:00 木・土 午後

松田医院

�５６７８

古市

糖尿病・代謝内科

火木 13:00 - 18:00
水金    8:30 - 12:00
第 1･3･5 土

8:30 - 11:30
14:00 - 16:00

月
火・木 午前
水・金 午後
第 2･4 土

�３３８７ 耳鼻咽喉科

月        8:30 - 11:30
14:00 - 17:00

火木 8:30 - 12:00
水金 14:00 - 17:00
第 2･4 土

8:30 - 11:30
14:00 - 16:00

火・木 午後
水・金 午前
第 1･3･5 土

第 1･2･4 火午前、
第 2･4 木午前：補聴器外来
舌下免疫療法可（スギ・ダニ）

吉浦
耳鼻咽喉科医院 �２２６９ 中央

１丁目 耳鼻咽喉科

月火水金
9:00 - 12:15

15:00 - 18:00
木　    9:00 - 12:00
土　    9:00 - 13:00

木 12:00 - 
土 13:00 - 

金補聴器外来
舌下免疫療法可（スギ・ダニ）

優クリニック �０３１７ 中央
１丁目

産科・婦人科・
女性内科

月火水金
 9:00 - 12:00
14:00 - 18:30

木土
9:00 - 12:00

木・土 午後 子宮がん検診



最所クリニック

ふれあいタウン大畠

至 柳井港駅 至 大畠駅

石神川

国道１８８号

大畠地区 岩国市由宇町

国道１８８号

至 柳井

至 岩国

国道１８８号

由
宇
駅

伊原内科
消化器科

久米医院久米医院

伊原内科
消化器科

国立病院機構柳井医療センター
柳井南中学校

ビジコム柳井スタジアム ウェルネスクリニック

恵愛会柳井病院

小林内科クリニック

坂本医院

周東総合病院

桑原整形外科

キャプテンキッズ
クリニック

まつばら内科・胃腸科

南町内科循環器科

柳井市役所

市保健センター

藤本眼科

柳井高校
坂本病院

吉田クリニック

柳井警察署

うつみ内科クリニック

松井クリニック

たじり皮フ科医院

志熊眼科

小泉医院

野田整形外科クリニック

増本クリニック

河谷内科

河内山医院

休日夜間応急診療所

優クリニック

吉浦耳鼻咽喉科
柳井駅

弘田脳神経外科

柳井皮フ科

浜田内科
循環器科

新庄出張所
柳井学園高校

柊診療所

柳北小学校

政井医院

柳井中学校

サンビームやない柳井小学校

至 柳井港駅

至 岩国

至 上関

至 平生

至 田布施

至 玖珂

土穂石川

柳井川

柳井医師会医療機関マップ

片野川

国道１８８号

こうだ
クリニック

野田整形外科クリニック

河谷内科

小泉医院

優クリニック

河内山医院

たじり皮フ科医院

柳井警察署

キャプテンキッズ
クリニック

まつばら内科・胃腸科

吉浦耳鼻咽喉科

吉田クリニック

柳井高校

藤本眼科

南町内科循環器科

市保健センター

桑原整形外科

弘田脳神経外科

柳井皮フ科

ビジコム柳井スタジアム

神出内科神出内科

国道１８８号

休日夜間応急診療所
増本クリニック

おりたクリニックおりたクリニック

坂本医院

松田医院科松田医院

小林内科クリニック

市文化福祉会館
バタフライアリーナ
アクティブやない

市文化福祉会館
バタフライアリーナ
アクティブやない

●問い合わせ
　柳井医師会　☎㉒２６９６
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令和２年度　柳井医師会診療体制

医院名 電話 所在地 診療科目 診療時間 休診日
㈰㈷以外 その他

ウェルネス
クリニック �１０２４ 宮本東

内科・生活習慣病・
甲状腺（糖尿病・
高脂血症・高血圧）

第 2･4 水以外
9:00 - 12:00

月木金
15:00 - 18:00

火　   17:00 - 20:00

第 2･4 水終日
第 1･3･5 水午後
土午後

受付は３０分前まで
電話予約可
第４㈰午前中は予約患者
のみ
往診・在宅医療可

うつみ
内科クリニック �０１００ 南町

４丁目 内科・呼吸器内科
9:00 - 12:00

月水   15:00 - 17:30
火金   14:00 - 17:30

木・土 午後 在宅医療可
受付は 17:15 まで

河谷内科医院 �０３４７ 中央
１丁目 呼吸器内科 9:00 - 12:30

15:00 - 18:00 木・土 午後
肺がん（二次）検診
在宅療養可
受付は３０分前まで

河内山医院 �００２３ 中央
２丁目 内科 9:00 - 12:00

14:00 - 18:00 木・土 午後 大腸がん検診
胃内視鏡検査

坂本医院 �１０５９ 新市
内科・小児科・
胃腸科・循環器科・
呼吸器科

9:30 - 12:00
14:00 - 18:30 木・土 午後

坂本病院 �６８００ 余田
尾林

内科・小児科・
胃腸科・循環器科・
呼吸器科・人工透析

9:00 - 12:00 土 終日

大腸がん検診
骨粗鬆症検査
全身ＣＴ検査
胃内視鏡検査

柊診療所 �５４００ 北町 内科 8:50 - 12:30 漢方治療主体
予約制

神出内科医院 �１９２１ 中央
１丁目 内科 9:00 - 11:30

14:00 - 18:00
火・木・土
午後

往診 ･ 在宅医療可
受付は３０分前まで

浜田
内科循環器科 �１１３７ 新庄

篠原 内科・循環器内科

月火水金
9:00 - 12:00

14:00 - 18:00
木土　 9:00 - 12:30

木・土
12:30 -

在宅医療可
訪問診療日
月火水金 14:00 - 16:00

政井医院 �１０６８ 中馬皿 内科・皮膚科 8:30 - 11:30
14:30 - 17:30 水・土 午後 在宅医療可

受付は１０分前まで

増本
クリニック �３１２１ 天神

精神科・
精神科デイケア・
内科・心療内科

9:00 - 12:00
14:00 - 18:00 木・土 午後

まつばら
内科・胃腸科 �２２６６ 南町

７丁目 内科・消化器内科 9:00 - 13:00
15:00 - 18:00 木・土 午後 大腸がん検診

胃・大腸内視鏡検査

南町
内科循環器科 �５７５７ 南町

６丁目 内科・循環器科 9:00 - 12:45
15:00 - 18:00 木・土 午後 午後の受付は

17:30 まで

最所
クリニック �２２５２ 大畠 内科 9:00 - 12:00

14:00 - 18:00 水・土 午後

伊原
内科消化器科

０８２７
�３３００

由宇町
由宇崎 内科・消化器科 9:00 - 12:00

15:00 - 18:00 木・土 午後

久米医院 ０８２７
�０１２３

由宇町
横町 内科・循環器科 9:00 - 12:00

14:45 - 18:00 木・土 午後 在宅医療可
受付は３０分前まで

小泉医院 �０２４９ 中央
２丁目 外科  9:00 - 12:00

14:00 - 18:00 土 午後
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６月１日⺼～７日㊐は
第６２回水道週間
○スローガン
　飲み水を
　　未来につなごう　ぼくたちで
問水道課
　☎�２１１１内線 640

工業統計調査を実施します
製造事業所を対象に工業統計調査
が行われます。
○調査期日　６月１日㈪
対製造業を営む事業所
内５～６月に調査員が各事業所を

訪問します。
問県統計分析課商工労働統計班
　☎ 083-933-2654
　市政策企画課
　☎�２１１１内線 471

耕作放棄地の解消を
支援します（要事前相談）
農地の荒廃が進むと病虫害、鳥獣
被害、ゴミの無断投棄やそれによ
る火災、用排水施設への悪影響等
が懸念されるため、耕作放棄地か
ら農地へ復元する取り組みに補助
します。
○補助条件
▼農業振興地域内の耕作放棄地
　（保全管理している農地は対象外）
▼耕作・管理を３年間以上継続
　など
※詳しい条件は市ホームページを

確認してください。
○補助金額上限／１０a
▼開始年
①草刈り・耕起 15,000 円
②草刈り・耕起・作付け（景観作

物を含む）25,000 円
▼２年目：作付け（①の農地に限る。

景観作物等も可）10,000 円
申 問農林水産課
☎�２１１１内線 351

第３子以降の子を出産した家庭
にお祝状とお祝品を贈呈します
○期間　令和２年４月１日～令和

３年３月３１日
対県内在住で期間中に第３子以降

の子を出産した世帯
○お祝品等　お祝状・お祝品（県

産米 60kg 引換券）
○必要書類
▼出生証明書の出生子が３人以上

の場合／出生証明書
▼上記以外の場合／第３子以降の

子であることを証明する書類
申 問詳しくは問い合わせてください。
県こども政策課
☎ 083-933-2754

児童手当等現況届の提出を
お願いします
６月上旬に児童手当等の受給者へ
現況届を送付します。期間内に提
出をお願いします。
　現況届は毎年 6 月 1 日の状況を
把握し、受給要件を満たしている
かどうかを確認するためのもので
す。提出がない場合は６月分以降
の手当が受けられなくなります。
○受付期間　６月１日㈪～３０日㈫
　／ 8:30～17:15（㈯㈰除く）
※郵便の場合は必着です。早目に

投函してください。
場社会福祉課、各出張所・連絡所
○その他　児童手当（２～５月分）

は６月１０日㈬支給予定
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 187

浄化槽の設置費を
補助します（要事前相談）
対公共下水道事業計画区域・農業

集落排水事業区域を除く市全域
※上記区域でも地理的要件等で補

助できる場合があります。
○補助対象　以下の設置費用
▼一般家庭の専用住宅に設置され

る１０人槽以下のもの
▼小規模店舗などの併用住宅に設

置される１０人槽以下のもの（住
宅部分の面積が２分の１以上）

※令和２年度から一部要件が変
更されています。

○補助金交付までの流れ
①設置工事着工前に補助金の交付

申請をし、交付決定を受ける。
②設置工事の完了検査後に補助金

を交付。
○申込期限　令和３年１月末
申 問下水道課
☎�２１１１内線 293

農業用ため池の届出をお願いします
農業用ため池の被災による被害を防止するため、ため池の所有者（管

理者）は県・市への届出が必要です。

　未届のため池がある場合や届出内容に変更があった場合は、届出

書の提出をお願いします。

○対象　農業用に利用される全てのため池

※現在は農業用に利用・管理されてい

なくても、貯水機能のあるため池は

対象です。

○届出期限
　▼未届のため池　６月３０日㈫

　▼内容変更・廃止　変更事由発生時

○提出先　市経済建設課

●問い合わせ

　市経済建設課　☎�２１１１内線 371,374

　県柳井農林水産事務所　☎�３２９４（農村整備部）
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農作業中の事故から
身を守るために
▼体調管理に心がけましょう。
▼早めに休憩を取りましょう。
▼機械に巻き込まれない服装で作

業しましょう。
▼安全キャブフレームのあるトラ

クターを使用し、シートベルト
の着用を徹底しましょう。

▼路肩の走行やほ場の出入には特
に注意しましょう。

▼機械の点検は必ずエンジンを止
めた状態で行いましょう。

▼共同作業時には、声を掛け合い、
安全を確認しましょう。

問農林水産課
　☎�２１１１内線 352

都市計画の案を縦覧します
日６月１２日㈮～２６日㈮
　8:30 ～ 17:15 ※㈯㈰を除く
場県都市計画課、市都市計画・建

築課
内 県が定める都市計画区域マス

タープランの変更
○その他　縦覧期間中に限り、意

見書（宛先は山口県知事）を提出
できます。詳しくは問い合わせ
てください。

○意見書提出先
　〒 753-8501
　山口市滝町 1 番 1 号
　県都市計画課
問県都市計画課
　☎ 083-933-3733

　市都市計画・建築課
　☎�２１１１内線 231

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５月２０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

　

市県民税・国民健康保険税
納税通知書を送付します

■国民健康保険税納税通知書
○送付日　６月１２日㈮

▼賦課限度額が改定されます。

　医療保険分：63 万円（令和元年度 61 万円）

　介護保険分：17 万円（令和元年度 16 万円）

▼均等割額・平等割額の軽減判定基準が見直され

ます。
世帯の軽減判定所得 軽減割合

33 万円以下　※変更なし ７割

33 万円+(28.5 万円×被保険者数）以下

令和元年度：28 万円
　→ 令和２年度：28.5 万円

５割

33 万円+(52 万円×被保険者数）以下

令和元年度：51 万円
　→ 令和２年度：52 万円

２割

　（２割・５割軽減の対象者が拡大）  

■市県民税納税通知書
○送付日　６月５日㈮

▼最新の所得証明書等（令和元年分所得等）は、６

月１日㈪から市役所等の窓口とコンビニ交付に

より発行します（市県民税を給与天引で納付し

ている人も同日です）。なお所得証明書等の交

付には本人確認ができるもの（運転免許証等）が

必要です。

　※コンビニ交付はマイナンバーカードが必要

▼市県民税を給与天引で納付している人には、事

業所を通じて市県民税特別徴収決定通知書を送

付しています。

●問い合わせ

　税務課　☎�２１１１内線 133,134

市民相談
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試

　
験

宅配業者を騙
かた

るメールにご用心
宅配業者を装うメールが届き、偽サイトに誘導されたと

いう相談がありました。

　メールに添付されている偽サイトにアクセスして、ア

プリのダウンロードや個人情報の入力をすると、不審な

電話やメールが大量に届いたり、電話料金の合算払い

（キャリア決済）に知らない請求が発生することもあります。

　身に覚えのないメールが届き、不安なときは消費生活

センターに相談してください。個人情報を入力してし

まった場合でも対処法をご案内します。

●消費者相談窓口
　柳井地区広域消費生活センター
　（商工観光課内）
　☎�２１２５

５月のくらしの護身術
～消費生活センターからのお知らせ～

▲LINE相談受付中

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日６月１０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６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６月１０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６月１０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（要電話予約）
日６月１１日㈭,２５日㈭／10:00～

12:00,13:00～16:00
場市役所３階大会議室
申 問７月９日㈭ , ２２日㈬の年金相

談の予約は６月１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６月１１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　５月２１日㈭
申 問市保健センター☎�１１９０

全国どこからでも３桁の電話番号で最
寄りの消費生活センターなどにつなが
り、専門の相談員がトラブル解決をお
手伝いします。
　一人で悩まずに、まずは相談してく
ださい。

消費者ホットライン『１
い

８
や

８
や

』

消費者庁 消費者ホットライン188
イメージキャラクター「イヤヤン」

（局番なし）
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身体障害者定期・巡回相談
（無料・要申込）

日７月３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

▼補装具費支給の適否、処方判定
および適合判定

▼身体障がいに関する医学的相談
▼補装具、補装具の装着、リハビ

リ等に関する相談など
○申込期限　６月２３日㈫
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 192

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
　「チョークアートに挑戦！」
日６月２０日㈯ 13:30～15:30
場市理科研修所（柳井小学校内）
内チョークアートでオリジナル作品

作り
定小学生１０人（先着順）
料５３０円（材料費・保険代）
○申込期限　６月１２日㈮
申 問しらかべ学遊館
☎�４５１８

日食観察会（無料・要予約）
日６月２１日㈰ 16:30～17:30
※雨天・曇天の場合は中止。
場柳井西中学校
定３０人（先着順）
持日食メガネ（持っ

ている人のみ）
○その他
　幼児・児童・生徒は保護者同伴
○申込期限　６月１２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７日㈰～１２月６日㈰の毎
週㈰※ 8/16,11/15 を除く。

　／ 10:00～17:00（全２５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 3,670 円
持パソコンコースはノートパソコン
（Windows８以上）、LANケーブル

○申込期限　５月２５日㈪必着
申 問山口県聴覚障害者情報センター
☎ 083-985-0611
FAX 083-985-0613

　
公共下水道・農業集落排水使用者の皆さまへ
■使用開始・中止・変更は届出が必要です

■井戸の水量は使用人数により計算します
　井戸を使用している場合、使用料算定上の井戸の水量は使用人数

により計算します。井戸のみを使用または井戸と水道を併用してい

る人は、７月から以下の認定方法により計算します。

○認定方法　６月末日の住民票の世帯人数を使用人数とする

○適用期間　７月から翌年６月までの１年間

▼適用期間中に住民票の世帯人数に変更があった場合、上下水道料

金お客様センターに届出をすると、翌月分から使用人数が変更さ

れます。

▼入院等で長期間不在になる場合、使用料の減免を受けられること

があります。

●問い合わせ
　下水道課　☎�２１１１内線 292

●使用開始等の届出先
　上下水道料金お客様センター

　☎�２１１１内線 642～644

083-985-0613

講座・教室
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山口県立大学柳井サテライト
カレッジ（無料・要予約）
■国木田独歩とやまぐち～柳井市
とゆかりのある小説にふれつつ～
日７月４日㈯ 10:00～11:30
○講師　加

か

藤
とう

禎
よし

行
ゆき

先生（同大学郷
土文学資料センター研究員）

場市文化福祉会館２階大会議室
定３０人（先着順）
○その他　講座開始前に受講通知

を郵送します。
○申込期限　６月２６日㈮（必着）
申 問住所・氏名・電話番号を添え
て申し込んでください。
生涯学習・スポーツ推進課　
〒 742-8714（住所記載不要）
☎�２１１１内線 331, FAX�７３７１

柳井竹細工教室作品展
日５月２８日㈭ 13:00～15:00
場星の見える丘工房
○その他　見学者に花かご（一輪

挿し）、竹とんぼ、風車、笛い
ずれかをプレゼント（先着３０人）

問柳井竹細工教室
　☎�１７４８（安原）

「塩」ゆかりの地を歩く（要申込）
日６月１３日㈯ 9:00～15:00
場柳井港駅集合・柳井駅解散
○行程　柳井港駅→宮本塩浜→天

津橋→南浜→蛭子神社→白壁の
町並み→むろやの園→甘露醤油
資料館→柳井駅（約５km）

定２０人（先着順）
　※最少催行人数１０人
料 1,200 円（弁当代・保険料込）

※別途むろやの園入館料が必要
○申込期限　６月６日㈯
申 問柳井市観光協会　☎�３６５５

県営住宅の空家入居者
○住宅名　大屋、宮野、旭ヶ丘、
　新庄北の各県営住宅
○受付期間
　５月２０日㈬～３１日㈰
　（この期間の郵便局の消印があ

るものが有効）
※申込資格などは詳しくは問い合

わせてください。
申 問

〒 740-0016 岩国市三笠町 1-1-1
（一財）山口県施設管理財団県営住
宅管理事務所岩国支所
☎０８２７�１０３０

戦没者遺族の慰霊巡拝参加者
対 定 先の大戦の戦没者遺族（原則
８０歳以下の配偶者、子、兄弟姉妹、
孫）／地域ごとに１０～１００人
○主な地域　硫黄島、旧ソ連、ソ

ロモン諸島、フィリピン等
○概算経費（国内旅費は別途）
　硫黄島２～３万円、その他２０～

３５万円・旅費の約 1/3 を国が
補助

申 問県長寿社会課援護班
☎083-933-2800

国勢調査事務従事職員
（会計年度任用職員）
○募集人員　２人
○応募資格　不問
○勤務内容　国勢調査等の事務
（調査準備、問合せ対応、オンラ
イン回答支援、調査票審査など）

○勤務時間　8:30 ～16:00 のう
ち 5.5 時間（週５日勤務）

○勤務場所　柳井市役所
○賃金　時給 897 円
○採用　書類選考・面接の上で採用
○雇用期間
　７月１日㈬～１２月２８日㈪
○申込期限　６月１日㈪（必着）
申 問履歴書を提出してください。
政策企画課
☎�２１１１内線 471

ごみの野焼きは禁止されています
煙や臭いで洗濯物が干せない、窓を開けると煙が入って気分が悪く

なるなどの苦情が多く寄せられています。違反した場合は罰則もあ

ります。

▼例外として、農業のためにやむを得ないあぜ草などの野焼きは行

　えますが、良く乾かし、少量にとどめ、風向きなどに注意するな

　ど近隣住民の迷惑にならないようにしましょう。

▼庭で剪定した枝や刈った草、家庭のごみは燃や

さないようにしましょう。

●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線 165

内線 471

募　集
催　し
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災害や断水を伴う事故などによる非常時の

応急給水活動の充実を図るため、加圧ポン

プを備えた給水車を導入しました。

　本市におけるポンプ付き給水車の導入は

初めてで、これまでと比べ、運搬可能な水

量が増加し、高所の貯水槽への給水も可能

となり、迅速かつ効率的な応急給水活動が

可能になります。

市斎苑受付事務員
（会計年度任用職員）
○募集人員　１人
○応募資格　㈯ ㈰ ㈷も勤務可能

な人
○勤務内容　斎苑受付事務、日常

的な管理業務（清掃・草刈）など
○勤務時間　原則隔日勤務・8:30

～17:00（変動・延長の場合あり）
○勤務場所　市斎苑
○賃金　時給 1,139 円
○採用　選考し、６月１日㈪から

採用予定
○雇用期間　６月１日㈪～令和３

年３月３１日㈬
○申込期限　５月２２日㈮ 17:00
申 問履歴書を提出してください。
市民生活課☎�２１１１内線165

甲種防火管理新規講習
日７月２日㈭,３日㈮9:00～16:00

※２日間の受講が必要です。
場市文化福祉会館２階大会議室
料 3,800 円（テキスト代）

○申込期間　６月１日㈪～１９日㈮
申 問受講申込書に必要事項を記入
して申し込んでください。
柳井地区広域消防本部予防課
☎�７７７４

２０２０無事故・無違反
コンテスト１５０ 参加者

１５０日間無事故・無違反をめざす
コンテストです。達成チームには
副賞が贈呈されます。
日７月４日㈯～１１月３０日㈪
内

▼オフィス・コース（事業所など）：
１チーム５人

▼ファミリー・コース（家族、友人
など）：１チーム３人

▼シルバー・コース（全員が６５歳
以上）：１チーム２人

料１人６７０円（運転記録証明書申
請手数料）

○副賞等　無事故・無違反を達成
したチームの中から抽選で県産
品、商品券等を贈呈

○申込期限　６月３０日㈫
申 問

▼危機管理課
　☎�２１１１内線 432
▼柳井警察署　☎�０１１０
▼県県民生活課
　☎ 083-933-2619

刑務官採用試験　　　　　　
○第１次試験日　9 月２０日㈰
○受験資格
■刑務および刑務（武道）A・B
　平成３年 4 月 2 日～平成１５年
　4 月 1 日生まれの人
■刑務（社会人）A・B
　昭和５５年 4 月 2 日～平成３年
　4 月 1 日生まれの人
○受付期間（インターネットのみ）
　７月２１日㈫～３０日㈭
問岩国刑務所
　☎ 0827 � 0136

ポンプ付き給水車を
　　　　 導入しました

供用開始　令和２年３月２７日

【機能】

○給水タンク容量　2,000 L

○ポンプ能力
▼最大揚程　２５m

▼最大吐水量　２５０ L ／分

○装備等　給水栓４か所、スピーカー、

　回転灯、作業灯

●問い合わせ　水道課☎�２１１１ 内線 640

試　験
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心配ごと相談（無料・市民対象）
日６月２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

６月の健康相談（要予約）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮／ 9:00～11:30
■こころの相談会
日６月３日㈬ 13:30～15:00
場いずれも市保健センター
申 問前日までに予約してください。
市保健センター
☎�１１９０

トラクター、アルバム大使）
定２０人（先着順・子ども同伴可）
※託児希望者は事前に連絡して

ください。
料３００円（材料費）
○申込期限　６月１０日㈬
申 問やないファミリー・サポート・
センター☎�０６６８

やないファミリー・サポート・センター
第１回講習会（託児有・要申込）
日６月１７日㈬ 10:00～11:45
場市総合福祉センター４階大ホール
内家族やペットの写真を可愛くデ

コレーションしてみよう
○講師　國

くに

行
ゆき

典
のり

子
こ

さん（ＩＳＡ２
級スクラップブッキングインス

国民健康保険制度 人間ドック利用内容等の変更について
新型コロナウイルス感染防止のため、人間ドックの検査項目や受

診日が変更される場合があります。

　変更がある場合は、医療機関から文書などで連絡がありますの

で、確認をお願いします。

●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線 151

結核・肺がん検診など集団検診の
　実施時期を変更または中止します
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、令和２年度の結核・肺がん検

診などの各種集団がん検診は、実施時期を変更または中止します。

　実施時期等は決まり次第お知らせしますが、感染拡大の状況により、

やむを得ず中止する場合がありますのでご了承ください。

●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０

 検診の種類  集団検診  個別検診

 結核・肺がん検診
 秋に実施予定
 （中止の可能性あり）

 

 胃がん検診  中止
指定医療機関で個別検診を受けられます。指定医療機

関は広報やない４月９日号（No.327）18,19 ページま

たは市ホームページ等で確認してください。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、指定医療機
関が検診内容等を変更する場合があります。事前に医療機
関に問い合わせてください。

 大腸がん検診  中止

 子宮がん検診
 秋に実施予定
 （中止の可能性あり）

 乳がん検診
 秋に実施予定
 （中止の可能性あり）

 前立腺がん検診  中止

健康 & すくすく
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「ありがとう」  小さなことばに  むげんの力

今我々は、新型コロナウイルスと戦っています。歴

史を振り返ると、柳井市の先人たちも幾多の天災や

人災に遭遇してきましたが、そのたびに並々ならぬ

努力をし、克服してきました。今回は、弥生時代の

危機にどう対処したかを見てみましょう。

　平成２９年、伊保庄の上
かみとうげ

峠遺跡で発掘調査を行い

ました。大星山の中腹に位置し、標高８０ｍの高所

にある集落です。出土した土器によって弥生時代か

ら古墳時代にかけて造られた集落とわかりました。

稲作をする時代に、なぜ不便な高所を選んだので

しょうか。

　その疑問には、出土した石が答えてくれます。住

居の直近におびただしい数の石が置かれていまし

た。石の径は１０cm前後です。その中には川から運

び上げた石も混ざっています。集石の目的は、敵が

攻めて来た際に投弾とするためです。

　縄文時代は平和な時代でしたが、弥生時代になっ

やないの先人たちの知恵と汗・原始編
伊保庄の弥生遺跡・高地の集落で戦乱から身を守る

　　　市教育委員会社会教育指導員　松島　幸夫

て稲作が大陸から伝来すると、他村の貯蓄米を略奪

する争いが始まりました。豊かになった代償に、戦

いの社会になったのです。柳井近辺の先人たちも不

便な高地に登らざるを得ませんでした。一連の戦い

によって大和政権が誕生し、日本統一がなされたの

です。

　上峠遺跡から更に高い山
さん

稜
りょう

にも集落が造られまし

た。戦闘が最も激化した時期に造られた吹
ふき

越
こし

遺跡で

す。投弾用の石だけでなく、人を殺傷するための鉄
てつ

鏃
ぞく

（矢じり）が出土しました。吹越遺跡や上峠遺跡の

高地性集落は、日本統

一の過程における厳し

い時代の生きざまを示

してくれます。

●問い合わせ

　文化財室　☎㉒２１１１内線 332

郷土史コラム  

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

市の
人口

31,441 人

（前月比23 人減）
男性 14,687 人

女性 16,754 人

15,663 世帯

4/30
現在

増 転入 205 人
出生 16 人
その他 2 人

減 転出 198 人
死亡 47 人
その他 1 人

６月のけんけつ （４００ml 限定）
○日程
１４日㈰ 9:30 ～ 12:00 ゆめタウン柳井

13:15 ～ 15:30 　　　〃
１６日㈫ 9:45 ～ 11:45 中国電力㈱柳井発電所

13:30 ～ 16:00 井森工業㈱
２４日㈬ 9:30 ～ 12:00 柳井警察署

14:00 ～ 16:00 恵愛会柳井病院

●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０

上峠遺跡の投弾石
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もうやめよう  自分がされて  いやなこと

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、5/31㊐
　大畠図書館／祝日
　※上記以外でも臨時休館する場合があります。

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）
その犬の名を誰も知らない・・・・ 嘉

か

悦
えつ

　　洋
ひろし

絶対猫から動かない・・・・・・・ 新
あら

井
い

　素
もと

子
こ

できない男・・・・・・・・・・・ 額
ぬか

賀
が

　　澪
みお

いかがなものか・・・・・・・・・ 群
むれ

　ようこ
発注いただきました！・・・・・・ 朝

あさ

井
い

リョウ
夜明けのＭ・・・・・・・・・・・ 林

はやし

　真
ま

理
り

子
こ

よその島・・・・・・・・・・・・ 井
いの

上
うえ

　荒
あれ

野
の

嫁ぐ日・・・・・・・・・・・・・ 諸
もろ

田
た

　玲
れい　こ

子
照り柿・・・・・・・・・・・・・ 藤

ふじ

原
わら

緋
ひ

沙
さ

子
こ

 
お殿様の人事異動・・・・・・・・ 安

あん

藤
どう

優
ゆう

一
いち

郎
ろう

 
野菜はくすり・・・・・・・・・・ 村

むら

田
た

　裕
ゆう

子
こ

 
日本廃

はい

村
そん

百選・・・・・・・・・・ 浅
あさ

原
はら

　昭
あき

生
お

■一般書（大畠図書館）
お京危うし・・・・・・・・・・・ 鳥

と

羽
ば

　　亮
りょう

あきない世
せい

傳
でん

 金と銀　八 ・・・・ 髙
たか

田
だ

　　郁
かおる

病院でちゃんとやってよ・・・・・ 小
お

原
はら

　周
しゅう

子
こ

かわいい夫 ・・・・・・・・・・山
やま

崎
ざき

ナオコーラ
仮面病棟・・・・・・・・・・・・ 知

ち

念
ねん

実
み

希
き

人
と

■児童書（柳井図書館）
へんかしらそうかしら・・・・・・ 高

たか

部
べ

　晴
せい

市
いち

くちばしだーれ？・・・・・・ サトウマサノリ
とりあえずありがとう・・・・・・ 五

ご

味
み

　太
た

郎
ろ う

くさい！・・・・・・・ クライヴ・ギフォード
うりぼうウリタ・・・・・・・・ おくやまゆか

㊐侵入させない防犯対策を！
昨年、県内では４２８件の侵入
盗を認知しており、一昨年に比
べ約３割の増加となりました。
　また、住宅を対象とする侵入
盗被害のうち、６割は鍵をかけ
ていない玄関や窓などから侵入されています。
　侵入盗被害を防ぐため、次のことに注意しましょう。

■短時間の外出でも玄関の施錠を心がけ、２階の
部屋や浴室・トイレの窓にも鍵をかけましょう。

■侵入者は、侵入に時間がかかるとあきらめる傾
向にあります。防犯性能の高い建物部品（ＣＰ部
品）や玄関・窓への補助錠の取付け、防犯フィル
ムの貼付などが有効です。

■センサーライト・防犯カメラ・カメラ付きイン
ターホンなどを設置し、侵入者が嫌がる防犯機
器を効果的に活用しましょう。

■侵入者は「人の目」を嫌います。日頃から近所付
き合いを大事にし、声をかけ合い、「地域の目」で
犯罪の起きにくい街にしましょう。

表紙写真の説明
やまぐちフラワーランド（現在休
園中）の棚田花壇のエスコルチア
です。同園には年間約１００品目
の花が植えられています。花には
それぞれ花言葉がありますが、そ
れを調べながら散策すると、また
違った楽しみ方ができそうです。

編集後記
先日、会議アプリを使って、大学時代の友人たちと
オンラインで旧交を温めました。この状況下でも気
軽に集まれる嬉しさを感じる反面、実際に会って話
をしたい気持ちも強くなります。
今制約が大きい分、終息後は何で
もないことがとてもありがたく感
じられるかもしれません。（高杉）
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URL

「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。

☎�１１８７

バラ
　バラ科　

　花の女王と言われ、贈り物としても多く用いられ
る花です。園内各所で約 300 品種のバラを植栽し
ており、ローズガーデンでは連なったアーチや壁面
のつるバラが見頃を迎えています。その先のベンチに
腰掛けると、豊かな香りに包まれて、身も心も癒さ
れます。欧風庭園は主にイングリッシュローズが植栽
され、ガゼボにはピンクのバラ『アンジェラ』が屋根
や柱を覆いつくすほど咲いています。約 500 鉢あ
る鉢植えのバラも、その多くが見頃を迎えています。

季節の
たより

3/27 柳井市体育協会 優秀団体を表彰
　令和元年度に顕著な成績を収めたスポーツ少
年団３団体に対し、市体育協会から表彰状が授
与されました。表彰されたのは柳井バスケット
ボールスポーツ少年団（中国ミニバスケットボ
ール交歓大会で準優勝）、柳井ＪＢＣスポーツ
少年団（県体育大会バドミントン競技スポーツ
少年団女子団体の部で優勝）、新庄少年剣友会
（全国道場対抗剣道大会山口県予選会で優勝）の
３団体で、同協会の金井朗会長からは「子ども
を芯から丁寧に指導した成果。これからもたく
さんほめて子どもたちを育てていってほしい」
とお祝いの言葉が贈られました。

Facebook・Instagram で配信中！

休園中の園内の様子を、動画や写真で紹介してい
ます。「やまぐちフラワーランド」をフォローして、
おうちでフラワーランド散策を楽しみましょう！

現在休園しています
休園期間　～５月２４日㈰
再開時期は、決定次第ホームページやメルマガ、
Facebook、Instagram 等でお知らせします。

▼ケータイ会員（メルマガ）登録方法
　k-g@flowerland.or.jp に空メールを送信
▼ Facebook・Instagram
　「やまぐちフラワーランド」で検索


