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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
冒頭に柳井商業高校跡地の利活用
について説明します。
■定例開催（申込不要）
日 場

▼１１月１１日㈯ 16:00 ～ 17:00
　　／柳東文化会館
▼１１月１８日㈯ 11:00 ～ 12:00
　　／柳北小コミュニティルーム
▼１１月１９日㈰ 10:30 ～ 11:30
　　／市文化福祉会館
▼１１月２５日㈯ 10:30 ～ 11:30
　　／阿月公民館
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

市議会定例会（１２月議会）
平成２９年第４回市議会定例会を
開催します。
日１２月１１日㈪～２２日㈮（予定）
○その他　詳しくは１２月６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、
市ホームページ（　http://www.
city-yanai.jp/site/shigikai/）に
も掲載します。

問議会事務局
　☎�２１１１内線 511

１１月は
児童虐待防止推進月間です
■いちはやく
　　　知らせる勇気　つなぐ声
　虐待は子どもに対する重大な権
利の侵害です。あなたの周りに「気

になる家庭」はありませんか。虐
待を受けたと思われる子どもがい
たら、迷わず通告してください。
○通告先
　児童相談所全国共通ダイヤル　
☎１８９（いちはやく）

問市社会福祉課（家庭児童相談室）
　☎�２１１１内線 190
　岩国児童相談所
　☎０８２７�１５１３

１１月９日木～１５日水は
秋季全国火災予防運動

■平成２９年度全国統一防火標語
　火の用心
　　　ことばを形に　習慣に
○いのちを守る７つのポイント
　▼寝たばこは絶対にやめる▼ス
トーブは燃えやすいものから離
す▼ガスこんろなどから離れる
ときは必ず火を消す▼住宅用火
災警報器を設置する▼寝具、衣
類、カーテンには防炎品を使う
▼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

１１月９日木～１５日水は
高齢者の交通事故防止県民運動
高齢者が関与する交通事故の多発
が懸念されています。高齢者を交
通事故から守る意識をもち、事故
を起こさないよう、遭わないよう
に気をつけましょう。

○重点目標
　▼高齢歩行者の交通事故防止▼
高齢ドライバーの交通事故防止
▼高齢者の自転車安全利用の推
進▼反射材・ハイビームの活用
促進

問危機管理室
　☎�２１１１内線 432

１１月 11 日土～ 17 日金は
税を考える週間

テーマは「くらしを支える税」
■租税作品（税に関する絵はがき・

作文・習字）展示
日１１月１３日㈪～１９日㈰
場ゆめタウン柳井
問柳井税務署　☎�０２７７

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます
「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」（ハガキ）が日本年金機
構から送付されます。年末調整や
確定申告に添付してください。
○送付時期
　１１月上旬（１０月以降に初めて
国民年金保険料を納付した人は
来年２月上旬）

○送付内容
　平成２９年１月１日～１２月３１
日の国民年金保険料納付額

問ねんきん加入者ダイヤル
　☎ 0570-003-004
　岩国年金事務所
　☎０８２７�２２２２

交通事故情報
件数
（件）

死者
（人）

負傷者
（人）

１０月発生状況 6 0 9
累
計
平成２９年 98 3 125
前年対比 +12 +3 +19

平成２９年１０月３１日

URL
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簡易専用水道の
衛生管理に務めましょう
○簡易専用水道とは
　市の水道を水源として、その水
をいったん受水槽にためてから
給水する水道のうち、受水槽の
有効容量の合計が 10㎥を超え
るもの

○設置者の義務
①毎年１回、厚生労働大臣の登録
を受けた検査機関の検査を受け
なければいけません。
②１年以内ごとに１回、受水槽、
高置水槽の点検や清掃などの衛
生的な管理が義務付けられてい
ます。

○簡易専用水道登録検査機関（山
口県対象分）
▼（公財）山口県予防保健協会	
☎ 083-933-0018
▼日東化学工業㈱
　☎ 093-451-2711
○その他　簡易専用水道の設置、
変更、休廃止したときは届出が
必要です。

問水道課　☎�２１１１内線 651

県統計協会「山口県民手帳」（平
成３０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１４㎝×横８㎝
○取扱期間　１１月中旬～平成３０
年１月３１日㈬

問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

戦没者遺族特別弔慰金の
請求を受け付けています
平成２７年４月１日から「戦没者

等の遺族に対する特別弔慰金（第
10回特別弔慰金）」の申請を受け
付けています。
▼国債償還が終わった人や受給者
が亡くなった場合などでまだ支
給対象かどうかを確認をしてい
ないご遺族はご相談ください。

▼市で受け付けた請求は県が順次
審査を行っています。国債の交
付までに半年程度かかる場合も
ありますのでご了承ください。

○請求期限　平成３０年４月２日
問社会福祉課
　☎�２１１１内線１８４

ハトマーク空き家無料相談会
（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

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日１２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１２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１２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１２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

心身障害児療育相談会
（無料・要予約）

日１２月１４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２２日㈬
申 問市保健センター　☎�１１９０

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日１２月１４日㈭ ,２８日㈭／10:00
～12:00,13:00～ 16:00

場１４日：市役所３階大会議室
　２８日：市役所４階４０１会議室
※平成３０年１月１１日㈭ ,２５日㈭
の年金相談の予約は、１２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

市民相談
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１２月４日月～１０日日は
第６９回人権週間

互いに相手の立場を考えて、豊か
な人間関係をつくりましょう。
■人権に関する標語、作文、詩の

優秀作品等を展示
日１２月５日㈫～８日㈮
場市役所ロビー
■無料人権相談所（秘密厳守）
日１２月７日㈭ 9:30 ～ 12:00
場市役所１階１０１会議室
○相談担当者　市内人権擁護委員
■電話での常設相談所（無料）
日年末年始を除く平日
　／ 8:30 ～ 17:15
問山口地方法務局岩国支局
　☎０８２７�１１２５
■平成２８年１２月、部落差別の

解消の推進に関する法律が施行
されました
　インターネットなどにより情報
化社会が進展し、部落差別の状況
が変化していることを踏まえ、こ
の法律は制定されました。本市で
は様々な人権施策を推進するなか
で、部落差別の解消に向けた教育・
啓発の充実を図り、市民一人ひと
りが理解を深めることで、主体的
に差別解消に取り組むことができ
るよう努めていきます。
問市人権啓発室
　☎�２１１１内線 181

コーディネーション
キッズ運動教室

運動神経を刺激して脳と動きの連
動性や表現力を高めましょう。
日１１月１８日㈯ 10:00 ～ 11:00
場 FUJIBO 柳井化学武道館
内運動あそび、初歩的な運動経験
○講師　川辺浩子さん（元中学校
体育教師）

定小学生２０人
料 1,000 円（保護者も
+500 円で参加可）

持動きやすい服装（裸足で実施）
申 問 FUJIBO 柳井化学武道館
☎�３３８３

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■チャレンジし隊「プラとんぼを

作ってとばそう！」
日１２月２日㈯ 13:30 ～ 15:30
場市理科研修所（柳井小内）
内プラスチック板を使って竹とん
ぼを作る

定小学生１５人程度（先着順）　
料１２０円（材料、保険代）
○申込期限　１１月２２日㈬
申 問

しらかべ学遊館　☎�４５１８

こどもわくわく体験交流会
■米粉ピザとジャムをつくろう　
地元食材で作ります。
日１２月９日㈯ 13:00 ～ 15:30
場ふれあいどころ４３７
○講師　生活改善実行グループ
定子どもと保護者 12組（先着順）
料 250 円／人
持エプロン、三角巾、タオル
○申込期限　１１月３０日㈭
申 問農林水産課
☎�２１１１内線 355

おはなしの会
（柳井図書館・無料）

日１２月２日㈯
■乳幼児向け
　おはなしバスケット
　／ 13:30 ～ 14:00　
内本の読み聞かせ「たのしいクリ
スマス」・ワークショップ

■幼児・児童向け
　おはなしの会／14:30～15:30
内本の読み聞かせ「たのしいクリ
スマス」・ワークショップ

場柳井図書館 2階視聴覚室
○出演
　人形劇サークルぶれーめん
問柳井図書館　☎�０６２８　

人権週間
親子無料映画上映会（申込不要）
「人権の大切さ」について親子でい
っしょに考えてみませんか。
日１２月１０日㈰①12:30～ 14:15
② 14:30～ 16:15（２回上映）

場市文化福祉会館２階大会議室
内上映作品「ぼくはうみがみたく
なりました」出演：大塚ちひろ、
伊藤祐貴、ピエール瀧ほか／自
閉症の青年が教えてくれた大切
なこと。心がすこし優しくなれ
る感動のストーリー。

問山口地方法務局岩国支局
　☎０８２７�１１２５
　人権啓発室
　☎�２１１１内線 181

平成２９年度 犯罪被害者週間 in 柳井
THINK HURT.FEEL HEART.
考えてみませんか、犯罪被害者のために
わたしたちができること。

毎年、１１月２５日から「犯罪被害者等基本法」の成立日である１２月
１日までの一週間は、「犯罪被害者週間」と定められています。
○日時　１１月２５日㈯ 13:00 ～ 16:00
○場所　アクティブやない
○内容
①被害者遺族による講演会　演題「歩と生きる」
　講師　中谷加代子	氏（山口高専生殺害事件遺族）
②原田侑子ライブ（山口県出身シンガーソングライター）
③県警音楽隊演奏
●問い合わせ
　（公社）山口被害者支援センター　☎ 083-976-5152

催　し

講座・教室

入場無料
申込不要
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平成３０年
柳井市成人祝賀式
１０月末日時点で市内に住民票が
ある人に、１１月中旬ごろ案内状
を送付します。
日平成３０年１月７日㈰ 11:00 ～
12:30（予定）

場アニバーサリーステージベルゼ
対平成９年４月２日～平成１０年
４月１日生まれで▼市内に住民
票がある人▼市内中学校卒業者
で、市外に転出しているが、市
成人祝賀式に出席を希望する人

○その他　市内に住民票がなく、
当市での式典に出席を希望する
人は申し込んでください。

申 問生涯学習・スポーツ推進課　
☎�２１１１内線 333,331

やない西蔵
ギャラリー展示情報
開館 9:00 ～ 17:00 ／毎週㈫休館
■墨流会作品展
　１１月２０日㈪まで
問やない西蔵　☎�２４９０

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　１１月２０日㈪～３０
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

サザンセト カップリング
パーティー in 柳井 参加者　
出会いを探している人、真剣にお
付き合いしたい人を募集します。
日平成３０年１月２８日㈰ 14:00
～ 17:00 ／受付 13:30 ～

場やまぐちフラワーランド
内パティシエ指導のケーキ作り体
験、フリートークタイム

対男性／２０～４５歳の独身者で
柳井地域（柳井市・周防大島町・

上関町・田布施町・平生町）居
住者、女性／２０～４５歳の独
身者（住所不問）

定男女各２０人
料男女各 4,000 円（軽食・ドリン
ク代含む）

○協力　（一社）やまぐち定住促進
県民活動ネットワーク

申 問平成３０年１月１９日㈮まで
に申し込んでください。（応募者多
数のときは抽選）
政策企画課　☎�２１１１内線470
				
市税徴収嘱託員
○業務内容　市税の徴収事務等
○募集人員　１人
○応募資格
　普通自動車免許取得者
○勤務日・時間　平日・週３日／
8:30 ～ 17:15（夜間勤務あり）

○報酬　日額 9,150 円
○雇用予定　１２月１８日㈪～
○申込締切　１１月３０日㈭
申 問履歴書を提出してください。
税務課　☎�２１１１内線 132

公立保育所のパート保育士
○職種・募集人員　保育士・１人
○応募資格
　保育士資格を有する人
○勤務場所　柳井南保育所
○勤務時間　毎週㈪～㈯・週５日
程度／ 8:30 ～ 17:00

○賃金　時給 930円
○通勤手当　出勤日数や通勤距離
に応じて支給

○雇用予定
　平成３０年４月１日～
○採用　選考・面接の上採用
申 問履歴書に資格証明書の写しを
添えて提出してください。
市社会福祉課
☎�２１１１内線 188

休日夜間応急診療所の
パート職員
○職種・募集人員　看護師・２人
○応募資格　看護師または准看護
師免許取得者

○勤務場所　休日夜間応急診療所
○勤務形態・賃金（日額）
▼休日昼間（㈰㈷）

　月２回程度 8:45 ～ 17:15
　13,500 円／日
▼平日夜間（㈪～㈮）
　週１～２回程度18:45～ 22:15
　6,300 円／日
▼年末年始・盆等は割増有、研修
期間中は時給1,190円

○雇用予定　１２月１日㈮～
○申込期限　１１月２７日㈪
申 問履歴書を提出してください。
市保健センター　☎�１１９０

大畠駅前月極駐車場利用者
○募集区画　下図１区画
○貸出開始　１２月１日㈮
○貸出価格　6,000 円／月
○募集期限
　１１月２４日㈮ 16:00（必着）
○その他　中・大型車不可、応募
多数の場合は抽選

申 問財政課・大畠出張所備付の用
紙で申し込んでください。申込用
紙は市ホームページからも印刷で
きます。
財政課　☎�２１１１内線 441

自衛官
■陸上自衛隊高等工科学校生徒
　（一般）／推薦あり。詳しくは
お問い合わせください。

○応募資格　中卒（見込含）１７歳
未満の男子（日本国籍保有者）

○受付期限
　平成３０年１月９日㈫
○試験期日　１次：平成３０年１
月２０日、２次：平成３０年２月
１～４日（いずれか１日を指定）

■自衛官候補生
○応募資格　１８歳以上２７歳未
満の者（日本国籍保有者）

○受付期間　随時
○試験期日　１１月１９日㈰ ,１２
月１６日㈯

申 問自衛隊柳井地域事務所
☎�８１９９

大畠駅

国道188号 至 岩国至 柳井

:募集区画大畠駅前
駐在所

募　集


