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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

市議会定例会（９月議会）
平成２９年第３回柳井市議会定例
会を開催します。
日９月５日㈫～２１日㈭／予定
○その他　詳しくは８月３０日㈬

１０時から開催予定の議会運営
委員会で決定されます。なお、
市のホームページにも掲載しま
す。（　 http://www.city-yanai.
jp/site/shigikai/）

問議会事務局
　☎�２１１１内線 511

市民と市長と気楽にトーク
■定例開催（申込不要）
日 場各 18:30 ～ 20:00
８月１４日㈪
／柳東文化会

館
８月２３日㈬
／柳北小コミュニティルーム
８月２８日㈪／市文化福祉会館
■随時開催（要事前申込）
　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 471

海区漁業調整委員会委員選挙
人名簿登録申請
９月１日現在で、海区漁業調整委
員会委員の選挙人名簿を調製しま
す。該当する人は各漁業協同組合
備付の申請書で期限までに必ず申
請をしてください。

対平成１１年１２月６日以前生ま
れ（満１８歳以上）で次のいずれ
かに該当する人

▼年間９０日以上漁船を使用する
漁業を営む人（漁業者）

▼年間９０日以上漁業者のため漁
船を使用して行う水産動植物の
採捕や養殖に従事する人（漁業
従事者）

○申請期間　９月１日㈮～５日㈫
問市選挙管理委員会
　☎�２１１１内線 260,261

就業構造基本調査にご協力を
就業構造基本調査は日本の就業・
不就業の実態を明らかにすること
を目的としており、国が行う調査
の中で特に重要なものとされる基
幹統計調査です。
　９月下旬から調査員が調査をお
願いする世帯に伺いますので、回
答にご協力をお願いします。
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

PCB 廃棄物の処理期限が
迫っています
ポリ塩化ビフェニル（PCB）は健
康や生活環境に被害を及ぼすおそ
れがあります。PCB 特措法に基
づき、処理期限までに適正に処理
してください。
○処分期限（県内）
▼変圧器・コンデンサー・PCB

油類等／平成３０年３月３１日

▼安定器・PCB 汚染物等
　／平成３３年３月３１日
○中小企業者等への補助制度
▼処分に関する補助
　　http://www.jesconet.co.jp/

customer/discount_03.html
▼濃度分析に関する補助　 
　　 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/

cms/a15700/pcb/bunsekihojo.
html

問県柳井健康福祉センター
　☎�３６３１

「第２次柳井市総合計画」の
冊子を作成しました

市役所情報提供コーナー、各出張
所・連絡所で閲覧できます（政策
企画課ホームページにも掲載中）。
また希望者には、政策企画課、各
出張所・連絡所で配布します。
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日９月１３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９月１日㈮８時３０分から電
話により先着順で受け付けます。
市民生活課
☎�２１１１内線 161

市民相談

URL

URL

URL
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行政・市民相談
日９月１３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９月１３日㈬ 13:30 ～ 16:00
　／受付 15:30 まで　　　　
場ふれあいタウン大畠
内行政相談委員による行政への苦

情や要望の相談　　
問大畠出張所　☎�２２１１

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日９月１４日㈭ , ２８日㈭ 10:00 ～

12:00 ／ 13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
※１０月１２日㈭ , ２６日㈭の年金

相談の予約は、９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「マクラメ編み

を体験しよう！」
日９月２日㈯ 13:30 ～ 15:30

場市理科研修所（柳井小学校内）
内マクラメ編みの編み方を知り、

作品を作る
対小学１～６年生１０人程度（先

着順）　
料５２０円（材料費、保険代）
○申込期限　８月２０日㈰
申 問電話で申し込んでください。
しらかべ学遊館　☎�４５１８

バタフライアリーナ
スポーツ講座
■第７回 ACT SAIKYO バドミン

トン教室（要申込）
日９月１０日㈰ 9:00 ～ 12:00
場バタフライアリーナ
内エキシビジョンマッチ、基礎か

らの技術指導、選手と対戦
○講師　ACT SAIKYO 選手
定５０人（先着順）
料５００円
　（高校生以下は無料）
持ラケット、体育館シューズ、タ

オル、水分
○申込期限　９月６日㈬

申 問バタフライアリーナ
☎�０８３０

環境経営実践講習会
（無料・要申込）

～地球温暖化の長期目標とトヨタの
環境チャレンジ～
■広島広域都市圏対象事業
日９月１２日㈫ 13:20 ～ 17:00
場広島市西区民文化センター（広

島市西区横川新町）
内講演ほか「地球温暖化と私たち

の未来」／国立環境研究所地球
環境研究センター気候変動リス
ク評価研究室長・江守正多氏、

「トヨタが目指す水素社会～環境
チャレンジ 2050 ～」／トヨタ自
動車㈱先進技術開発カンパニー
先進技術統括部主幹・三谷和久
氏

対地球温暖化や環境経営に興味の
ある事業者・個人

定２００人
問（公財）広島市産業振興センター
　☎ 082-242-4170

平成３０年４月小学校入学予定児童の  就学時健康診断
　
　９月１日現在の住民
基本台帳をもとに、対
象者にご案内を郵送し
ます。９月１５日㈮ま
でに案内が届かない場
合は、お問い合わせく
ださい。

●問い合わせ
　学校教育課
　☎�２１１１内線 323

○就学時健康診断の日程
学校名 日程・受付時間
柳井小 10/11 ㈬ 12:50 ～ 13:20
小田小 10/13 ㈮ 13:10 ～ 13:20
余田小 10/17 ㈫ 13:20 ～ 13:30
伊陸小 10/26 ㈭ 13:10 ～ 13:20

柳井南小 11/ 7 ㈫ 13:10 ～ 13:20
柳東小 11/10 ㈮ 12:50 ～ 13:00
新庄小 11/14 ㈫ 12:45 ～ 13:00
柳北小 11/22 ㈬ 13:10 ～ 13:20
日積小 11/29 ㈬ 12:50 ～ 13:00
大畠小 11/29 ㈬ 13:10 ～ 13:20

講座・教室
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やないファミリー・サポート・
センター　第２回講習会
託児有（要申込）
■「子育てを楽しむゆとりとは」
　～心が育つ言葉のかけ方～
日９月２０日㈬ 10:00 ～ 11:45
場市総合福祉センター

４階
内子どもの心に響く言

葉のかけ方を学ぶ
○講師
　たぶせ保育園・出井真治園長
定２０人（先着順・子ども同伴可 )
料１００円（お茶代）
○申込期限　９月１３日㈬
申 問電話で申し込んでください。
やないファミリー・サポート・
センター　☎�０６６８

古地図を片手に街道歩き
■～遠崎・阿月地区編～（要申込）
コース①柳井駅→柳井港駅→長州
征討の碑→月性立像→月性展示館
→柳井港駅→柳井駅／約３km の
徒歩行程
コース②柳井駅→松浦バス停→世
良修蔵屋敷跡→赤祢武人屋敷跡→
克己堂跡→円覚寺→白井小助屋敷
跡→柳井医療センターバス停→柳
井駅／約３km の徒歩行程
コース③柳井駅→柳井港駅→月性
展示館→柳井港駅→柳井駅→松浦
バス停→世良修蔵屋敷跡→克己堂
跡→柳井医療センターバス停→柳
井駅／約６km の徒歩行程
日 場①②１０月２８日㈯ , １１月１１
日㈯、③９月１６日㈯ , １０月１４
日㈯ , １１月２５日㈯ , １２月１６日
㈯、集合／①③ 9:50 柳井駅 , ②
14:30 柳井駅
定各回２０人（先着順）
料① 400 円（入館料・保険料等）
　② 200 円（保険料等）
　③ 600 円（入館料・保険料等）
※各コースとも別途 JR 運賃、バ

ス代、③は弁当代 500 円（希望
者）が必要です。詳しくはお問い
合わせください。

○申込期限　各実施日の１カ月前
から１週間前

申 問

①②柳井にっぽん晴れ街道協議会
☎ 090-7509-3163（岸田・平日

17:30 から）
③柳井市観光協会　☎�３６５５

第９回柳井市障害者フライング
ディスク交流大会（要申込）
障がいを持つ人とスポーツ・レク
リエーションを楽しみましょう。
日１０月２２日㈰ 9:00 ～ 12:00
　／受付 8:30 ～
場柳井小学校体育館
対

▼市内在住または市内施設に入所・
通所する障がい者やその家族

▼フライングディスクに興味のあ
る市民

○参加料　５００円
○主催　柳井市障害者スポーツ・

レクリエーション事業実行委員
会

○申込期限　８月３１日㈭
申 問電話で申し込んでください。
心身障害連絡協議会（担当／川村）
☎�８３７０, ☎ 090-8604-7607

県営住宅の空家入居者
○住宅名　大屋、宮野、旭ヶ丘、
　馬皿、新庄北の各県営住宅
○受付期間　８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 問申込資格など詳しくはお問い
合わせください。
〒 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

動物愛護に関わる
コンクール出品作品
■動物愛護週間は９月２０日㈬～

２６日㈫）
○募集テーマ　動物愛護精神の気

風を助長する内容
○部門・対象　絵画の部：幼稚園

児（保育園児）・小学生・中学生、
　作文の部：小学生・中学生・高

校生・一般、写真の部：小学生

以上一般（テーマ：動物とのふ
れあい）

○規格　絵画の部：画用紙四ツ切
り、作文の部：原稿用紙（４００
字詰）２～３枚、写真の部：六
つ切りワイド（２０㎝×３０㎝）

○申込期限　９月７日㈭（必着）
申 問市民生活課備付の応募票に必
要事項を記入し、作品下部に貼り
付けて送付してください。

（公社）山口県動物保護管理協会　
〒 754-0891 山口市陶 3207
☎ 083-973-8333　

自衛官
詳しくはお問い合わせください。
■防衛大学校学生
○応募資格　１８歳以上２１歳未満

の者（日本国籍保有者）
○受付期間　推薦・総合選抜：９

月５日㈫～７日㈭、一般前期：
９月５日㈫～２９日㈮

○試験日　推薦：９月２３日㈯ , ２４
日㈰、総合選抜：９月２３日㈯、
一般前期：１１月４日㈯ , ５日㈰

■防衛医科大学校医学科・看護科
学生

○応募資格　１８歳以上２１歳未満
の者（日本国籍保有者）

○受付期間　９月５日㈫～２９日㈮
○試験日　医学科：１０月２８日㈯ ,

２９日㈰、看護科：１０月１４日
㈯

問自衛隊柳井地域事務所
　☎�８１９９

職業訓練受講生（受講料無料）
■オフィス実務基礎科
日１１月７日㈫～平成３０年２月

６日㈫／㈪～㈮ 9:30 ～ 16:00
場アクティブやない
内パソコン訓練（ワード・エクセ

ル他）
対ハローワークに求職を申し込ん

でいて、受講指示・受講推薦・
支援指示を受けられる人

料教科書代 16,000 円程度、資格
試験受験料は別途必要

○申込期限　９月２６日㈫
申 問ハローワーク備付の「入校願」
を提出してください。
ハローワーク柳井　☎�２６６１

募　集

催　し
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柳井市の人事行政
人事行政の運営等の状況の公表に関する条
例に基づき、概要をお知らせします。
●問い合わせ
　総務課　☎�２１１１内線 433

採用職員数（平成２８年４月２日～平成２９年４月１日）

行政職 土木技術職 社会
福祉士 計大学卒業

程度
社会人

経験者等
大学卒業

程度
４人 ３人 ２人 ３人 １２人

採用試験（平成２８年度）　　　　　　　　　　　　単位：人

試験
区分 職種

採用
予定
数

申込
者数

１次試験 ２次試験
採用
者数合格者数

（受験者数）
合格者数

（受験者数）

行政職

上級試験
大学卒業程度 5 37 13 (29) 5 (12) 4

社会人
経験者等 3 34 11 (30) 4 (11) 3

土木
技術職

上級試験
大学卒業程度

2
2 2 (2) 2 (2) 2

中級試験
短大・高専卒業程度 0 0 0 0

保健師 社会人経験 1 0 0 0 0
社会

福祉士 社会福祉士 2 5 4 (5) 3 (4) 3

退職職員数（平成２８年度）：１６人

退職者の再就職者数（平成２９年４月１日現在）：１人
※退職時に部長級の職員で、営利企業等へ再就職した人数

部門別職員数（各年４月１日現在）　　　　　　　単位：人

区分 部門 Ｈ２８ Ｈ２９ 対前年増減

一　　般
行政部門

議会 5 5
総務 67 71 4
税務 22 21 ▲ 1
民生 47 48 1
衛生 30 30
労働 2 1 ▲ 1
農水 31 31
商工 9 8 ▲ 1
土木 27 27
計 240 242 2

特　　別
行政部門

教育 39 38 ▲ 1
消防 2 2
計 41 40 ▲ 1

計 281 282 1

公営企業等
会計部門

水道 15 11 ▲ 4
下水道 9 9
その他 13 14 1

計 37 34 ▲ 3
合　計 318 316 ▲ 2

再任用職員の在職（各年４月１日現在）　  単位：人

区分 Ｈ２８ Ｈ２９ 対前年増減
常勤勤務 ７（１） ９（４） ２

短時間勤務 ８（６） １１（５） ３
（　）内は任期を更新した職員数　　　　

職員数の推移（再任用常時勤務職員を含む）

一般行政職の級別職員数（平成２９年 4 月 1 日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
７級 部長・部次長級 11 人 4.2％
６級 課長級 27 人 10.3％
５級 課長補佐級 41 人 15.6％
４級 主査・出張所長級 109 人 41.4％
３級 主任級 30 人 11.4％
２級

職員
21 人 8.0％

１級 24 人 9.1％
計 263 人 100.0％

※市の行政職給料表は、国の行政職俸給表（一）の 1 ～ 10 級
のうち、1 ～ 7 級を採用。

人件費（平成２８年度普通会計決算）

住民基本台帳
（H29.3.31）

歳出額
Ａ（千円）

実質収支額
（千円）

人件費※
Ｂ（千円）

人件費率
（B/A）

32,692 人 16,837,038 219,489 2,623,141 15.6％

※人件費は特別職に支給される給料、報酬を含む。

職員給与費（平成２９年度一般会計予算）

職員数
Ａ

給与費（千円）

給料 職員手当 期末・
勤勉手当 計Ｂ 一人あたり

（Ｂ／Ａ）
279 人 1,122,835 181,431 422,644 1,726,910 6,190

※職員手当に退職手当は含まず。給与費は当初予算計上額。

平均給料月額・平均年齢（平成２９年４月１日現在）

一般
行政職

平均給料月額 平均年齢
336,204 円 ４５歳４月

初任給（平成２９年４月１日現在）

区分 初任給 採用２年経過日給料額

一般
行政職

大学卒 178,200 円 190,100 円

高校卒 146,100 円 154,500 円

315

320

325

330 各年 4月 1日現在

25 26 26 28 29
（平成・年）

（人）

327

328

316

323

318
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経験年数別・学歴別平均給料月額
区分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般
行政職

大学卒 該当年齢者なし 311,200 円 350,300 円

高校卒 該当年齢者なし
※経験年数：卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している

場合の採用後の年数。

職員手当（平成２９年４月１日現在）

名称 区分 柳井市 国

期末手当
・

勤勉手当
※

支給月数 期末 勤勉 期末 勤勉

6 月期 1.225
（0.650）

0.85
（0.4）

同左12 月期 1.375
（0.800）

0.85
（0.4）

計 2.6
（1.45）

1.7
（0.8）

退職手当

支給月数 自己都合 定年
応募認定

自己
都合

定年応
募認定

勤続２０年 20.445 25.55625

同左
勤続２５年 29.145 34.5825
勤続３５年 41.325 49.59
最高限度額 49.59 49.59

その他
加算措置

定年前早期退職特例
措置（２～ 45％加算）  同左

扶養手当
（月あたり）

①配偶者
②扶養親族

① 10,000 円
② 8,000 円 / 人

 同左

住宅手当
（月あたり）

①借家

②持ち家

①家賃 23,000 円以下
　 家賃 -12,000 円
　家賃 23,000 円超
　（家賃 -23,000）÷２
　　          +11,000 円
　[ 最高 27,000 円 ]
② 3,000 円

①同左

②  －

通勤手当
（月あたり）

①交通機関利用
　（支給限度額）
②交通用具利用
　（距離制）

① 55,000 円
 
② 2,000 ～ 31,600 円

①同左

②距離区分が
　一部異なる

※職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり。（　）内は
再任用職員に係る支給月数。

名称 内容

時間外
勤務手当

（H28）

支給総額 54,967 千円

職員１人あたりの支給年額 188 千円

特殊
勤務手当

（H28）

職員全体に占める手当支給
職員の割合 9.2％

支給対象職員１人あたりの
平均支給年額 100,666 円

手当の種類 10

代表的な手当の名称
福祉主事手当
税務外勤手当
土木現業従事手当

特別職の報酬等（平成２９年４月１日現在）

区分 給料・報酬月額 期末手当等

市長 783,000 円 6 月期　2.075 月分
12 月期　2.225 月分

計　4.3 月分
副市長 616,500 円

教育長 553,500 円

議長 425,000 円 6 月期　1.55 月分
12 月期　1.7 月分

計　3.25 月分
副議長 366,000 円

議員 325,000 円
※給料：市長・副市長・教育長、報酬：議長・副議長・議員
※平成２１年１０月１日から、市長・副市長・教育長の給料は１０％

減額しており、減額後の額を記載。

勤務時間等
　勤務時間／ 8:30 ～ 17:15、休憩時間／ 12:00 ～ 13:00

有給休暇 （平成２８年１月１日～１２月３１日）
　平均取得日数：9.0 日

育児休業の取得（平成２８年度）：３人

介護休暇の取得（平成２８年度）：０人

分限処分者（平成２８年度）：２人（休職）

懲戒処分（平成２８年度）：０人

営利企業等従事制限の許可（平成２８年度）
　申請：０件、承認：０件

研修受講状況（平成２８年度）

区分 研修数 受講者数 内容

階層別研修 7 件 66 人 山口県ひとづくり財団

特別研修 30 件 70 人 山口県ひとづくり財団、
山口県建設技術センターなど

派遣研修   2 件 2 人 自治大学校、
国際文化アカデミーなど

計 39 件 138 人

人事評価
　全職員を対象とした人事評価（能力・業績評価）を実施（評
価期間４月１日～翌年３月３１日）。

公務災害の認定（平成２８年度）
　公務災害２件

勤務条件に関する措置の要求（平成２８年度）：０件

不利益処分の不服申立て（平成２８年度）：０件

健康管理（平成２８年度）

区分 内容 実施状況

定期健康診断
（法定）

血液検査、胸部エックス線
撮影など 129 人

人間ドック 202 人

その他の検診 生活習慣病検診、Ｂ型肝炎
抗体検査 169 人

健康相談 血圧等測定、その他相談 10 人

健康講座 「Ｃ型肝炎の新しい治療について」 15 人

福利厚生（平成２８年度）

区分 内容 実施状況

慶弔事業 弔慰金等の給付 12 件

元気回復事業 柳井まつり花傘おどり参加 31 人

貸付事業 3 件


