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2 人が輝く・夢が生まれる　瀬戸内のふれあい元気都市

 平成２８年度

当初予算
平成 28 年度予算が 3 月定例市議会で可決されました。
一般会計の予算額は 162 億 3,600 万円で、前年度に比べ
1 億 1,100 万円（0.7％）の減額となりました。
●問い合わせ　財政課　☎�２１１１内線４４０

一般会計予算の概要
予算編成方針
　実施計画の着実な遂行とあわせ、ローカル・マニフェ
スト「チャレンジ柳井２０１３」の具現化を図るため、「ス
クール・コミュニティ」や「地域の夢プラン」による地域
づくり、学校施設の耐震化など市民の安心・安全の確
保、企業立地や雇用創造による地域経済の活性化、本
市の魅力の更なる情報発信による人口定住や交流人口
の拡大、市内遊休地の利活用等へ向けた取組を加速化
する予算編成としました。

歳入
　市税は45億8,170万 7千円で、前年度に比べ7,834
万 7千円 (1.7％ ) の増加を見込んでいます。
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　地方交付税は 46億 2,000 万円で、前年度に比べ、
2億 2,000 万円（4.5％）減少しています（地方財政計
画により試算）。
　市債は16億 5,340 万円で、合併特例債を活用した
合併地域振興基金積立事業を当初予算で計上したこと
などにより、前年度に比べ1億 6,880 万円（11.4％）
増加しています。
　そのほか前年度と比べ、国庫支出金及び県支出金は
それぞれの補助事業、交付金事業等の減少に伴い減少
しています。繰入金は財政調整基金繰入金の増により
増加しています。

歳出
　人件費は定年退職者が増えたことで退職手当が増加
したことなどにより、前年度に比べ1.6％増加してい
ます。

用語解説
▼自主財源…市が自主的に収入できる財源
▼依存財源…市独自で収入額を決められない財源
▼市税…市民税、固定資産税、たばこ税など
▼地方交付税…地方自治体の行政サービスが一定水準を確
保できるよう国から交付されるもの
▼国庫（県）支出金…市が行う事業に対して国や県から交付され
るもの

用語解説
▼人件費…職員等に勤労の対価として支払われる経費
▼扶助費…社会保障制度の一環として支給される経費
▼公債費…市債を返済するための経費
▼普通建設事業費…道路など社会資本整備に要する経費
▼補助費等…各種団体への助成金等に支払われる経費

歳入：162 億 3,600 万円 歳出（性質別）：162 億 3,600 万円
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重点事業
　実施計画計上事業や、ローカル・マニフェスト「チ
ャレンジ柳井２０１３」の根幹をなす３つの柱「ひと
づくり」、「医・職・住」、「開かれた市政」は、重点事
業として優先的に取り組みます。

　　　　　　　～子ども・教育環境の充実～

新規　病後児保育事業　95 万円
平生町・田布施町と共同で実施します。

継続　小１プロブレム解消支援事業　270 万円
小学校入学時の学習環境の変化に伴う問題発生を未
然に防ぎ、保護者の不安やストレスを低減するため、
支援員『ぴか一

いち

サポーター』を配置します。

継続　スクール・コミュニティ推進事業　356 万円
総合コーディネーターを配置し、学校と住民が一体
となったひとづくり、コミュニティづくりを推進し
ます。また、やまぐち型地域連携教育推進事業を併
せて実施します。

継続　キャリア教育支援事業　15 万円
小中学生が将来、地元で就労することを促すため、
地域の仕事の魅力を学ぶ教育プログラムや起業家セ
ミナーを実施します。

新規　余田小学校建設事業　2 億 4,707 万円
管理特別教室棟既設校舎等の解体、建設工事等を実
施します。

新規　柳北小学校屋内運動場改修事業　2,396 万円
屋根、外壁を改修します。

次ページに続く
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149億7,500万円

155億700万円 163億4,700万円

150億5,610万9千円 ※

平成28年度当初予算額
162億3,600万円

150億円

140億円

160億円

170億円
164億6,700万円

26 27

163億7,200万円

161億7,959万5千円 ※

　補助費等は農地集積協力金交付事業費の減額などに
より、前年度に比べ 2.8％減少しています。
　普通建設事業費は各小中学校施設改善事業費などが
減少したものの、公民館建設事業費などが増加したこ
とにより、前年度に比べ 0.7％増加しています。
　貸付金は土地開発公社貸付金を、前年度中に短期貸
付から長期貸付に変更したことなどにより、前年度に
比べ 41.4％減少しています。
　繰出金は国民健康保険事業特別会計に対する繰出金
は減少したものの、公共下水道事業特別会計に対す
る繰出金が増加したことなどにより、前年度に比べ
0.6％増加しています。

特別会計の概要
　特別会計の今年度予算額は 118 億 3,694 万 7千円
で、前年度当初予算に比べ1億9,601万2千円(1.7％ )
の増加となりました。

会計名 予算額（千円）対前年度比
（％）

一般会計 16,236,000 △ 0.7

特別会計 11,836,947 1.7

国民健康保険事業 5,295,056 2.6

港湾整備事業 48,799 △ 11.2

市有林野区事業 810 △ 60.0

市営駐車場事業 9,167 △ 6.1

簡易水道事業 541,271 △ 6.0

公共下水道事業 1,475,854 2.0

農業集落排水事業 275,367 △ 3.8

介護保険事業 3,588,441 2.7

後期高齢者医療事業 602,182 △ 1.5

一般会計 +特別会計 28,072,947 0.3

当初予算の
推移

※ 21・25 年度
は当初予算が
骨格予算のた
め、6月補正
後の金額

すべては、ひとづくりから
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継続　大畠保育所防音事業　2,272 万円
保育棟の防音対策工事を実施します。

新規　社会福祉施設等整備費補助事業　1 億 23 万円
私立保育園の改築整備に係る費用を補助します。

新規　柳東児童クラブ施設整備事業　4,473 万円
対象学年拡大及び待機児童解消のため、現施設の東
側に新たな施設を整備します。	 	

継続　人材育成支援事業　56 万円
まちづくりのリーダーとなる人材育成を目的とした
講演会「柳井ひとづくりアカデミー」（３回を予定）を
開催します。	

継続　遊休地利活用推進事業　16 万円
旧柳井商業高校跡地の利活用について検討、協議し
ます。	

新規　弓道場建設事業　1,287 万円
測量、地質調査及び基本設計を実施します。	

継続　南浜テニスコート改修事業　1,600 万円
コート及び付随設備を改修します。

　　　　　　　　　～柳井の価値を高める～

継続　救急告示病院運営費補助事業　1,574 万円
柳井医療圏の救急医療体制を確保するため、１市４
町で救急告示病院に運営費の補助を行います。

継続　産科医等確保支援事業　260 万円
分娩取扱件数に応じた補助金を産科医療機関へ交付
し産科医・助産師の処遇改善を図ります。

継続　周産期医療支援事業補助事業　57 万円
柳井医療圏の周産期医療を担う総合病院産婦人科に
対し、１市４町で補助します。

継続　にこにこ健康づくり推進事業　1,680 万円
地域主体による楽で長続きする健康づくりを支援
し、推進員の育成、参加者への運動指導、高齢者の
体力調査を行います。
　

	 	

継続　地域ブランド認証事業　170 万円
本市の優れた地域資源を「柳井ブランド」として認証
し、その販売・流通を支援するとともに、情報発信
を行うことにより観光客の誘致につなげます。

継続　観光振興対策事業　1,199 万円
スポーツ観光を推進するため、スポーツイベント
（サザンセト・ロングライド等）を開催します。また、
地域おこし協力隊（観光振興協力隊）１名を配置し、
観光振興を推進します。

新規　清狂草堂屋根等修理補助事業　500 万円
清狂草堂の茅葺屋根ふき替えの補助を行います。

新規　広域連携観光宣伝事業　70 万円
柳井広域市町で連携し、観光宣伝を実施します。

継続　中山間地域振興事業
　　　・平郡特産農産物育成事業　762 万円　
平郡東地区のサツマイモの６次産業化を図り、島内
の産業として自立できる体制の確立を目指す取組を
行います。２名の地域おこし協力隊員が駐在します。

継続　離島振興事業　231 万円
企業と離島地域が連携した特産品開発・販路開拓支
援等を行います。

継続　地産・地消推進事業　52 万円
柳井ファーマーズマーケット等を開催し、都市と農
村漁村の交流を促し、農水産業の活性化を図ります。

新規　農業インターンシップ事業　9 万円
就農希望者に農作業を実体験できる機会を提供し、
就農を促進します。

新規　水産多面的機能発揮対策事業　22 万円
アマモの移植等を行い、稚魚の育成場の維持・回復
を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

継続　漁港機能保全事業　1 億 5,051 万円
老朽化した鳴門・柳井漁港施設等の長寿命化を図る
ため、補修・保全工事を行います。

継続　企業立地促進事業　2,000 万円
企業立地促進のための情報収集や意見交換等を実施
するとともに、新たに立地した事業所に対し、事業
所設置奨励金などを交付します。

キーワードは、「医・職・住」

医

職
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新規　企業立地関連基盤整備事業　900 万円
企業用地（南浜）へのインフラ整備（市道拡幅工事実
施設計等）を行い、企業立地を推進します。

	 	

継続　防災無線整備事業　5,297 万円
同報系防災行政無線の難聴地域を解消するため、子
局スピーカを増設します。

新規　消防機庫等施設整備事業　2,931 万円
伊陸分団２部の１班と２班の消防機庫等を統合し、
新たに整備します。阿月分団１部と２部の消防機庫
等を統合し、新たに整備します。

継続　空き家対策事業　545 万円
管理不全な空き家の解消を図るため、実態把握のた
めの調査委託等を行います。

継続　鳴門漁港海岸保全施設整備事業
　　　　　　　　　　　　　　  1 億 2,001 万円
高潮等から住民の生命財産を守るため、護岸のかさ
上げ、消波ブロックの設置を行います。

継続　宮本雨水ポンプ場整備事業　3 億 6,000 万円
宮本排水区の浸水対策として、老朽化した宮本雨水
ポンプ場を改築します（事業期間　平成２４年度～
平成３０年度）。

新規　柳北排水区計画策定事業　1,600 万円
築出・広瀬地区の浸水対策として、築出雨水ポンプ
場整備計画を策定します。

新規　広域消費生活相談窓口運営事業　441 万円
柳井地域１市４町の消費生活相談窓口を設置し、広
域で連携した相談体制を整備します。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

継続　古開作線整備事業　1 億 6,800 万円
都市計画道路古開作線の道路整備に併せ、橋本橋を
建設（県事業負担金）します。

継続　姫田古市線道路改良事業　1 億 5,850 万円
道路拡幅等により、サンビームやないからバタフラ
イアリーナまでの安全性の向上を図ります。　

新規　広域農道柳井大畠線開通記念事業　30 万円
柳井・大畠間の広域農道全線開通を記念して、愛称
募集やウォーキング大会を実施します。

継続　生活交通活性化対策事業　116 万円
日積地区の予約制乗合タクシー運行を支援します。

新規　新庄公民館建設事業　1 億 9,224 万円
現在の場所に公民館を建て替えるための建設工事を
行います。

新規　余田公民館建設事業　4,842 万円
余田小学校管理特別教室棟建替えに併せて、公民館
を建設します。

継続　人口定住促進事業　383 万円
移住コーディネーターを配置し、空き家バンク制度、
空き家改修補助金等を活用し、UJI ターン者の定住
を図ります。

　　　　　　～オープンガバメントの推進～

新規　議会本会議生放送実施事業　100 万円
議会本会議を生放送するため、民間ケーブルテレビ
局に中継を委託します。

継続　総合計画策定事業　158 万円
本市のまちづくりの指針となる第２次柳井市総合計
画を総合計画審議会や市民懇談会などで、市民の皆
さまの意見を取り入れながら、策定します。

継続　市民と市長と気楽にトーク開催事業　3 万円
市長が各地区に出向いて、市民の皆さまと市政につ
いて意見交換します。

継続　市民活動支援事業　698 万円
ボランティア団体やＮＰＯなどの市民活動を支援
し、市民の皆さまと行政との協働のまちづくりを推
進します。　

継続　臨時福祉給付金給付事業　4,690 万円
消費税率の引上げによる低所得者への影響緩和のた
めの給付を引き続き行います。

継続　ふるさと納税推進事業　462 万円
ふるさと納税専用ポータルサイトの活用、クレジッ
トカード等納付方法の多様化、返礼品の充実を図る
ことにより、寄附金額の増額と、本市の PR、地場
産業の振興等に結びつけます。　　

住

さらに開かれた市政へ

その他
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○受診期間
　平成 29年３月 31日（金）まで
※早めに受診する、誕生月に受診するなどの工夫を
して、受診を忘れないよう心がけましょう。

○受診方法
①市指定医療機関に必ず予約し、
市の検診を受ける旨を伝える
（健康診査は市へ要申込）。
②予約当日に医療機関へ健康手
帳を持参し受診する。

※健康手帳（市保健センターで交
付）がないと受けられません。

■胃がん、大腸がん
　個別検診と集団検診のどちらか一方を選んで受け
てください。集団検診は 10月に市保健センターと大
畠総合センターで実施します。詳しくは 6月 9日に
各世帯に配布するちらし等（平郡地区には別途通知）
でお知らせします。

※市国民健康保険加入者が集団検診を受ける場合、特
定健診を追加料金無料で受診することができます。
　詳しくは6月上旬に発送予定の特定健診の案内をご
覧ください。

■子宮がんと乳がん検診は２年度に１回
▼平成 27 年４月１日～ 28 年３月 31 日の間に、市
の子宮・乳がん検診を受けた人は、今年度の市の検
診は受けられません。ただし検診の結果、医師から
２年以内の検査を勧められている場合は必ず医療
機関等を受診しましょう。
▼乳がん検診は集団検診を新たに行います。対象者は
個別検診と同様です。個別検診と集団検診のどちら
か一方を選んで受けてください。集団検診は１１月
に実施予定で、詳しくは広報等でお知らせします。

■結核・肺がん検診は集団検診のみ
　７月（平郡地区は 9月）に実施予定です。詳しくは、
広報（平郡地区には別途通知）でお知らせします。

平成２８年度個別検診の対象者・料金

検診の種類
（◎は２年度に１回の検診） 対象／柳井市に住民票がある人

料金（円）
69歳以下 70歳以上

　胃がん検診（胃透視）
40 歳以上（～昭和 52年 3月31日生まれ）の人

2,800 500

　大腸がん検診（便潜血検査） 800 400

◎子宮がん検診
　（視内診・細胞診）

頸部のみ 20 歳以上（～平成 9年 3月31日生まれ）の女性
／体部検診は半年以内に自覚症状のあった人のみ

1,400 500

頸体部 2,000 500

◎乳がん検診
　（視触診・マンモグラフィ検査） 40 歳以上（～昭和 52年 3月31日生まれ）の女性 1,500 500

　肝炎ウイルス
　検診

特定健診などと
同時に受診

▼昭和 51年 4月1日～昭和 52 年 3月31日生
まれの人／節目検診
▼昭和 6 年 4月1日～昭和 51年 3月31日生ま
れで肝炎ウイルス検査を受けたことがない人

900 300

肝炎検診のみ
単独で受診 1,600 500

　健康診査
　（身体測定、尿検査、血液検査など）

40 歳以上（～昭和 52年 3月31日生まれ）で医
療保険に加入していない人 無料 無料

※生活保護受給世帯に属する人の健（検）診料は無料です。印鑑を持参し、医療機関の受付に申し出てください。

けんしんを受けることは、自覚症状のない病気を早期に発見して治療したり、
生活習慣による病気の危険性に気づいて予防するために大切です。
年に 1 回はけんしんのための時間をつくり、自分の健康を管理して、日々を
元気に過ごしましょう。

けんしん を受けましょう！
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■肝炎ウイルス検診とは
　血液検査により、Ｂ型・Ｃ型肝炎の感染の有無を判
定します。市の検診として生涯に１回受診できます。
○対象
▼節目検診対象者
　節目検診受診券を送付しています。（昭和 51年 4月
1日～昭和 52年 3月 31日生まれの人）
▼昭和６年4月1日～昭和51年３月31日生まれで、
今までに肝炎ウイルス検査を受けたことがない人
　市保健センターで未受診者用受診券を交付します。

■健康診査（医療保険に加入していない人、主に
生活保護受給者）
　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）やそ
の予備群を早期発見し、保健指導により生活習慣病の

市指定医療機関一覧（※：完全予約制・定員あり）

指定医療機関名 電話番号 胃がん 大腸がん 子宮がん 乳がん 肝炎 健診
伊原内科消化器科（岩国市由宇町） ０８２７�３３００ ○ ○ ○
ウエルネスクリニック �１０２４ ○ ○ ○
うつみ内科クリニック �０１００ ○ ○ ○
おりたクリニック �３３２２ ○ ○
河谷内科医院 �０３４７ ○ ○ ○
久米医院（岩国市由宇町） ０８２７�０１２３ ○ ○ ○
恵愛会柳井病院 �１００２ ○ ○ ○
こうだクリニック �３０００ ○
河内山医院 �００２３ ○ ○ ○
国立病院機構柳井医療センター（医事係） �０２１１（代） ○ ○ ○ ○
小林外科胃腸科 �５５８８ ○ ○ ○ ○
最所クリニック �２２５２ ○ ○
坂本医院（新市） �１０５９ ○ ○ ○
坂本病院（余田） �６８００ ○ ○ ○ ○
周東総合病院（健康管理センター）※ �３４５６（代） ○ ○ ○ ○ ○ ○
新郷外科 �２８８８ ○ ○ ○ ○
神出内科医院 �１９２１ ○ ○ ○
野田整形外科クリニック �２３４５ ○ ○
浜田内科循環器科 �１１３７ ○ ○ ○
柊診療所 ( 旧嵜山医院 ) �５４００ ○ ○ ○
弘田脳神経外科 �７１１９ ○ ○
政井医院 �１０６８ ○ ○ ○
松井クリニック �５３１１ ○ ○ ○ ○
まつばら内科・胃腸科 �２２６６ ○ ○ ○
優クリニック �０３１７ ○
吉田クリニック �１２１２ ○ ○ ○
平郡診療所 �２０３２ ○ ○ ○
平郡西出張診療所 �２８８８ ○ ○ ○
向井医院（平生町） �２１０６ ○
平生クリニック（平生町）※ �２０００ ○
光市立大和総合病院（健診科）※ �２１１２ ○ ○

予防につなげるための健診です。（生活習慣病で治療
中の人は対象外）
○検査項目　身体測定・尿検査・血液検査・心電図検
査等

○受診方法　受診希望者は、事前に市保健センターへ
申し込み、質問票の交付を受けてください。
※医療保険加入者は、加入している保険者が実施す
る健康診査を受けてください。

■ご注意ください
　国民健康保険の人間ドックや職場健診などで、同様
の検診を受ける場合には、市の検診を受けることはで
きません。

●問い合わせ　市保健センター　�１１９０
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ゴールデンウィーク期間中のごみ収集日程
「○」は通常どおりの収集または持ち込みを、「×」は収集しないまたは持ち込みできないことを示しています。

４月 ５月
備考・問い合わせ

29㊎ 30� １㊐ ２⺼ ３㊋ ４⺢ ５㊍ ６㊎

定		

期		

収		

集

可燃ごみ

⺼・㊍
収集地域 × × × ○ × × × ×

※不燃ごみ・ビン・乾電池、カン・
金属類、ペットボトル、古紙の
収集は、第１週の収集該当地域
のみです。
市民生活課
☎�２１１１内線 165・166

㊋・㊎
収集地域 ○ × × × × × × ○

不燃ごみ・ビン・
乾電池 × × × × × ○ × ×

カン・金属類
ペットボトル、古紙 × × × ○ ○ ○ ○ ○

直		

接		

持		

込

清掃センター
（可燃物・有料）

13時
～
16時

13時
～
16時

13時
～
16時

○
13時
～
16時

13時
～
16時

13時
～
16時

○
※�㊐祝休日の粗大ごみの持込は
できません。
清掃センター　☎�２２７０

不燃物処理場
（不燃物・有料） ×

13時
～
16時

13時
～
16時

○ × × × ○ 不燃物処理場　☎�６３０６

※５月３日㊋～５日㊍の「粗大ごみ」戸別収集は、５月６日㊎に実施します。（有料・予約制）
　可燃ごみの５月３日㊋・５日㊍の収集は行いません。ご注意ください。

　収集時間は収集作業や交通状況などにより、その日
ごとに時間が異なります。所定の時間に出さないと収
集漏れの原因にもなり、集積場所の近隣に住んでいる
人や管理する人の迷惑になります。

ごみは時間を守って出しましょう
ごみは収集日の朝 8 時 30 分までに、所定の集積場所に出してください。

「うちの地区は収集が午後からだから（昼前に出して
も大丈夫）」というのではなく、収集日の朝 8時 30分
までに出すようにしましょう。
●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線 165

５月は固定資産税・都市計画税・軽自動車税
６月は市県民税・国民健康保険税
の納税通知をお届けします

■平成２８年度市税納期限一覧表

年 固定資産税
都市計画税 市・県民税 軽自動車税 国民健康保険税

28

① 	5/31㊋ 	5/31㊋
① 6/30㊍ ① 6/30㊍

② 8/1⺼ ② 8/1⺼
② 8/31⺢ ③ 8/31⺢

③ 9/30㊎ ④ 9/30㊎
③ 10/31⺼ ⑤ 10/31⺼

⑥ 11/30⺢
④ 12/28⺢ ⑦ 12/28⺢

29
④ 1/31㊋ ⑧ 1/31㊋

⑨ 2/28㊋
⑩ 3/31㊎

■安心・便利な口座振替をお勧めします
　口座振替の手続方法は
　▼手続に必要なもの
　　預貯金通帳・通帳使用の印鑑・納税通知書
　▼手続ができる場所
　　預貯金口座のある市内の金融機関、税務課

●問い合わせ
　税務課　☎�２１１１内線１３１・１３２

皆さんに納めていただく税金は、市の仕事を円滑に進める上で重要な役
割を果たしています。貴重な財源である市税を有効に使うため、納期内
の納税にご協力をお願いします。

Pick UP



9広報やない　2016.4.14

NEW

ポイントシールがもらえる健康づくり事業は

市保健センターの出前講座、にこにこ健康づくり推進
員の活動、「体組成・体力測定会」などの市主催事業の
ほか、各地区主催の健康づくり事業も対象となってい
ます。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームペー
ジをご覧ください。

貯まったマイレージはこんな景品（①～⑥）と交換

①歯みがきセット
　歯ブラシ , フッ素入り歯みがき剤 , フロスのセット

②万歩計
　歩いた歩数を記録してみましょう。

③農家さんがお届けする

　　　季節のお野菜セット

④甘露醤油と減塩スプレー
　佐川醤油店の「甘露しょうゆ」100ml と「霧醤」
100ml。スプレーでかけ過ぎを防ぎます。

⑤大畠生改連の　橘香酢２本セット
　　　　　　　　　　　　【栄養士作成のレシピ付き】
　青みかんを一つ一つ丁寧に手絞りした果実酢。
　クエン酸やビタミン類をたっぷり含んでいます。

⑥市内小中学校に寄付
寄付したい市内小中学校の PTAに、応募者 1名あ
たり 500 円を託します。PTAは寄付する物品を選
定・購入し、学校に寄付します。
詳しくは保健センターにお問い合わせください。

○その他
　応募はがきの提出は１人につき年１回

●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

健康づくりに取り組んでマイレージが貯まれば、健康グッズなどの景品がもら
える「健康マイレージ」。その景品に「学校への寄付」が加わりました。
子どもたちの健康づくりにも貢献できる健康マイレージに参加し、心も身体も
元気になりましょう。

元気のきっかけづくり

健康マイレージが生まれ変わります

①まずは 応募はがき付のチラシ をもらいま
しょう。配布場所は、市保健センター、各出
張所・連絡所です。

②３マイル 集めると健康グッズと引き換える
ことができます。

▼１マイル
　２ヶ月以上取り組むことを決め、提出時に実行
した結果を記載しましょう。

▼１マイル
　健康診査を受診しましょう。（１つ以上）

▼１マイル
　３つ以上の「健康づくり事業」に参加し、「ポイン
トシール」を３枚集めましょう。

③マイルと健康グッズを引き換えます。
　３マイルたまったら、１２月１９日（月）までに、
応募はがきを郵送または市保健センター、各出
張所・連絡所に提出してください。

健康マイレージへの参加方法はこちら

　健康診査を受診しましょう。（１つ以上）

すこやか元気くん
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お知らせ

市政だより

訪問理美容サービスの
出張経費の助成
対在宅生活をする市民で、理髪店
や美容院に出向くことが困難な
次の人
▼ 65歳以上の寝たきりまたは認
知症の人
▼心身の障がいや傷病等がある人
○利用回数　年 4回まで
○その他　理美容料金は、利用者
負担

申 問印鑑を持参の上、申請してく
ださい。
高齢者支援課
☎� 2111 内線 186

はり・きゅう施術費の
一部助成
対①または②に該当する人
①市国民健康保険の被保険者でな
い 70歳以上の市民
②市国民健康保険の被保険者
○利用回数　月 10回まで
○助成額　

▼はり・きゅう術いずれか
　700円／回
▼はり・きゅう術併用
　800円／回
申 問印鑑と保険証を持参の上、次
の場所で申請してください。なお、
助成の対象となる施術所は申請の
際にお問い合わせください。
▼①／高齢者支援課
　☎� 2111 内線 186
▼②／市民生活課
　☎� 2111 内線 151
▼①・②／各出張所、連絡所

緊急通報装置を
月額 500 円で設置します
　急病などの緊急時に通報がすぐ
に行えるよう緊急通報装置を設置
します。ボタンを押すと 24時間
市の委託業者の緊急通報センター
へつながり、救急車の要請依頼や
各種相談の受付等に応じます。
対対対①または②のいずれかに該当し
固定電話が設置されている在宅
の市民

■高齢者
① 75歳以上でひとり暮らしの人

② 65歳以上のひとり暮らしまた
は高齢者のみの世帯等でかつ慢
性疾患等があり健康上特に注意
が必要な人
※同一敷地内及び隣接地に 75歳
未満の親族がいる人は対象外

申 問高齢者支援課
☎� 2111 内線 186
■重度身体障がい者
①ひとり暮らしの重度身体障がい
者（身体障害者手帳 1・2級）
②ひとり暮らしまたは障がい者の
みの世帯の障がい者で日常生活
に常時注意を必要とし、緊急時
等に適切な措置が困難な者

○利用額　月額 500円
申 問市社会福祉課
☎� 2111 内線 191

中山間地域等直接支払交付金
　中山間地域等の条件不利地の農
用地の農業生産活動を将来に向け
て維持するために、集落協定に基
づいた活動組織を支援します。
○活動事例
①耕作放棄地の発生防止
②若者などの参画による安定的な
営農体制づくり

○実施方法　農地を維持するため
の 5年間の集落協定を市と結
び実施します。

○交付単価
▼田　急傾斜（1/20 以上）

　　　　21,000 円 /10a　
　　　緩傾斜（1/100 以上）

　　　　8,000 円 /10a　
▼畑　急傾斜（15度以上）

　　　　11,500 円 /10a　
　　　緩傾斜（8度以上）

　　　　3,500 円 /10a　
問詳しくはお問い合わせください。
農林水産課
☎� 2111 内線 352

住民税課税世帯の人の入院時食事代が
４月から 260 円▶ 360 円 に引き上げられます
　入院時の一食あたりの食事代（標準負担額）が以下のとおり引き
上げられます。なお、住民税課税世帯（一般）の区分以外に変更は
ありません。

●問い合わせ　市民生活課　☎� 2111 内線１５０・１５１

一般病床
住民税課税世帯（一般） 260 円▶360 円
住民税非課税世帯
（低所得Ⅱ）

90日までの入院 210円

過去12か月で
90日を超える入院 160円

低所得Ⅰ 100円

こんばんは 早めのライトで ごあいさつ
交通事故情報

人身
事故

死者 負傷
者

３月の発生状況 16件 0人 19人
累計 平成28年 28 件 0人 47人

前年対比 -11件 0人 -14 人
（平成28年3月31日現在）

交通安全スローガン

日日時、期間　場場所　対対象
内内容　申申込　問問い合わせ

記号
説明
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農業集落排水施設使用などの
届出と減免申請手続
■使用などの届出
　農業集落排水施設が使用できる
区域内（余田地区、新庄地区の一
部、遠崎・大畠・神代地区）で次
に該当する場合は必ず届出をして
ください。
▼使用開始、休止、廃止、再開、
使用水の変更、名義変更などの
場合
▼住民票を異動しないで長期間に
わたって世帯人数の変更がある
場合（井戸水のみの使用・水道
水と井戸水を併用している人が
対象）

■使用料の減免申請手続（申請は
毎年度必要）
　井戸水のみの使用または水道水
と井戸水の併用で、住民票を異動
しないで長期間にわたり不在の人
がいる場合は、使用料の減免を受
けられることがあります。

○手続場所　下水道課、新庄・余
田・大畠の各出張所

○申請方法　備付の減免申請書に
減免理由が確認できるものを添
えて提出

○申請期限　５月６日㈮
■施設使用上の注意
　施設のポンプや管路に異物が混
入する事例が発生し、除去するた
めに多額の費用を要しています。
マナーを守り、正しく使用してく
ださい。
問下水道課		☎�２１１１内線２９４

土砂災害特別警戒区域等に住んで
いる・住宅等を持っている皆さんへ
住宅等の移転・改修への補助
制度が創設されました
詳しくはお問い合わせください。
■がけ地近接等危険住宅移転事業

補助制度
　急傾斜地崩壊危険区域及び土砂
災害特別警戒区域内で、区域が指

定される以前からの居住者または
住宅等を持っている人が安全な区
域へ移転を計画される場合に、国・
県・市が補助します。
■住宅・建築物土砂災害対策改修

事業補助制度
　土砂災害特別警戒区域内で、区
域が指定される以前からの居住者
が、既存の住宅を安全な建物とな
るよう補強する場合に、国・県・
市が補助します。
○受付期間
　４月１４日㈭～６月３０日㈭
申 問都市計画 ･建築課
☎� 2111 内線 236・237

○支給対象者
　平成 27年度市民税均等割が非課税で平成２８年
度中に６５歳以上（昭和２７年４月１日以前の生
まれ）となる人。ただし、課税されている人に扶
養されている人や生活保護受給者等は対象外。

○支給額
　一人につき 30,000 円
○申請方法等
▼ 4月下旬に税務課から送付する“課税されてい
ない旨の通知”に、今回の給付金の申請書類を同
封します。
▼申請書に必要書類（本人確認書類や振込先口座の
確認ができる書類の写し等）を添付し、同封の返
信用封筒で郵送または窓口で申請してください。
▼申請書類が届いても、課税されている人に扶養
されている場合など給付金の支給対象とならな
いこともありますのでご了承ください。

▼通知が届かない人で給付金の支給要件に該当す

ると思われる場合は、市社会福祉課へご連絡く
ださい。

○申請期間
　５月２日（月）～８月２日（火）／郵送の場合は
消印有効
※期間中に申請しないと辞退されたものとみなし
ます。ご注意ください。

○申請窓口
　市社会福祉課、各出張所・連絡所（５月は市役所
２階に受付会場を設置します）

●問い合わせ
　市社会福祉課　☎�２１１１内線 181

振り込め詐欺や個人情報の詐取に
ご注意ください。
市や厚生労働省などがATM（銀行・コンビニなど
の現金自動支払機）の操作や給付金の手数料などの
振込を求めることは絶対にありません。

高齢者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）
賃金引上げの恩恵がおよびにくい高齢者への支援として実施
されます。柳井市に申請できるのは、平成 27年 1月 1日時
点で柳井市に住民票のあった人です。

厚生労働省給付金キャラクター
カクニンジャ

　申請書類が届いたら
　すぐにカクニンじゃ。
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多面的機能支払交付金
地域の手で農地・農業用施設を守
ろう
　農地や農業用施設などの資源を
守るため、地域の皆さんが活動組
織を作り、共同で保全活動に取り
組むことで、交付金を受けること
ができます。
■農地維持支払交付金
　水路の泥上げや道路の草刈り等
の活動を支援します。
　交付単価／農用地面積10aあた
り田3,000円、畑 2,000円

■資源向上支払交付金（農業振興
地域内の農用地のみ交付対象）
①水路、農道の軽微な補修や景観
形成のための植栽などの共同活
動を支援します。
　交付単価／農用地面積10aあた
り田2,400円、畑1,440円
②水路の更新など農業用施設の長
寿命化を図るための活動を支援
します。
　交付単価／農用地面積10aあた
り田4,400円、畑 2,000円
※活動の取組によっては減額有り
○活動の手順
▼活動範囲を決め、活動組織を作
る。
▼活動組織の規約を定めて事業計
画（原則 5年間）を作る。
▼市へ申請書類を提出し計画の認
定を受ける。

申 問

経済建設課
☎� 2111 内線 374

■お願い
▼泥土の堀上／回収場所（車両が通る道路）までの運搬／収集車へ
の泥土積込（午前中まで）／収集車の回収場所への誘導をお願
いします。

▼家庭ごみ（粗大ごみ、庭木・草等）など下水溝清掃以外のものは
出さないようにしてください。

▼下水溝の消毒をする場合、使用者が直接医薬品販売店で購入し
薬剤師または販売業者から説明を受けて、購入した人自らが散
布してください。誤飲事故も発生していますので、ペットボト
ルなどでの小分け配布は絶対にしないでください。

■実施日（雨天決行）

○５月８日（日）
　白潟東一・白潟東二・白潟西下・白潟西二・江の浦東・江の浦西・
宮本東・宮本西・宮野・大屋・大屋東・千才・野地・琴風・琴
風団地・片野東・片野西・北中開作・姫田・今市・新町・上田・
東後地・西後地・尾の上・和田・サントピア・国清・迫田・下馬
皿・中馬皿・土手・北浜・亀岡・魚町・久保・金屋・古市・中野・
愛宕・洲崎・小野下後・神出・小木尾上・小木尾中・小木尾下・
上浜・伊保庄みどり・高須住宅・旭ヶ丘

○５月２２日（日）
　南中開作・東土手・新天地・山根・山根西・忠信・広瀬・一丁田団地・
北町・新市六・新市中・新市三・天神二・天神北・天神南・南浜・
東大才・中大才・西大才・みずほ・柳町・スイートレジデンス柳
井駅前・東樋の上・西樋の上・サントノーレ柳井中央・中塚・箕
越東・コープ柳井・箕越南・グランシエロ柳井駅南・グランビュ
ー南町・ヴィークス柳井駅南・瀬戸側・土穂石・西土穂石・東
向地・西向地・浜の内・新生・築出東・築出西・築出北・西高須・
西田布路木・余田平尾

■新庄地区（５月２２日実施自治会以外）、大畠地区は各出張所へ
お問い合わせください。

▼新庄地区実施日　５月１５日（日）　新庄出張所　☎�００６９

▼大畠地区実施日　５月２９日（日）　大畠出張所　☎�２２１１

●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線１６６

下水溝清掃の実施に
皆さんのご協力をお願いします
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ライフコーダ分析会
平成 27 年度のにこにこ健康教室
に参加し、ライフコーダをお持ち
の皆さんへ
　普段は印刷ができない日ごとの
運動強度の推移などをカラー印刷
します。窓口で職員にお声かけく
ださい。詳しい分析結果を見て活
動の励みにしましょう。
日４月２２日㈮・２６日㈫
　8:30 ～ 17:15
場 問

市保健センター　
☎� 1190　

弁護士による無料法律相談
（要予約）

日５月１１日㈬ 9:30 ～ 12:00
場市役所 3階大会議室
定 8 人（市民対象・定員になり次
第締切）

申 問 5 月 2日㈪ 8:30 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

行政・市民相談
日５月１１日㈬13:30～16:00（受
付 15:30 まで）　

場市役所 3階大会議室
○内容　
▼行政相談：行政相談委員による
国・県・市の行政に対する苦情
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、
書類作成等についての相談

問市民生活課
☎� 2111 内線 161

○内容
①体組成測定（体脂肪率、部位別脂肪量、部位別筋肉量など）
②体力テスト（エアロバイクを活用した簡易体力テスト）
③ミズノスタッフによる運動指導（自重によるトレーニング）
④にこにこ健康づくり３種の運動（任意受講）
※医師に運動を止められている人は参加をご遠慮ください。
○対象
　高校生以上なら誰でも参加可
○時間
　10:00 ～ 20:00 のうち２時間程度（日程調整のため候補日をい
くつか挙げてください）

○人数
　４～６人／お子様の付き添いは、運営に支障がある場合、ご遠
慮いただくことがあります。

○場所
　アクアヒルやない
○費用
　1,000 円（市内在住者）、1,500 円（市外在住者）
▼今後の体組成のみの測定は市内在住者 300円、市外在住者 500
円とします。
▼体組成のみ測定に参加した人には「ミズノグループ」からアクア
ヒルやないフィットネス 1回利用券をプレゼントします。

○その他
　この初回測定参加者は、アクアヒルやないと市武道館の「にこに
こ健康づくりコーナー」に設置してあるエアロバイクを、市内
在住者は１５０円、市外在住者は２００円で利用できます。また、
４月からは、利用時間を１９時まで延長しますので、仕事帰り
にもご利用いただけます。

○申込
　アクアヒルやない　☎�００２５
●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０　

体組成・体力（初回）測定会　
グループでのスポット申込みを受け付けます

４～６人のグループで申し込めば、希望の日程で開催ができるよ
うになりました。柳井市以外にお住まいの人もOK。職場の友人
などで参加してみてはいかがでしょうか。

市民相談
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行政相談
日５月１１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国・県・市
の行政に対する苦情や要望の相談
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５月 12日㈭・26日㈭
　10時～ 12時・13時～ 16時
※６月９日㈭・23日㈭の予約は、
５月２日㈪から受け付けます。

場市役所３階大会議室
申 問相談日の前日までに電話で岩
国年金事務所お客様相談室に申し
込んでください。（先着順・定員に
なり次第締切／予約の際、基礎年
金番号を確認します）
☎０８２７�２２２２

身体障害者定期・巡回相談
日５月１３日㈮ 13:30 ～ 15:30
場周東総合病院 2階リハビリ室
内補装具支給の適否、処方判定及
び適合判定、身体障がいに関し

ての医学的相談、補装具の装着、
リハビリ等に関する相談

○実施機関　山口県身体障害者更
生相談所

申 問 5 月 6 日㈮までに市社会福
祉課へ申し込んでください。
☎� 2111 内線 186

市民活動講座（無料）
住民同士の助け合いを続ける仕組
みをつくる
日 5月19日㈭13:30～15:00
場市文化福祉会館２階大会議室
内活動を始める、継続するために
必要なことを学ぶ

○講師　市川マヤ氏（NPO法人陽
だまり代表理事／2014年「第３
回健康寿命をのばそう！アワー
ド」団体部門優良賞受賞）

申 問やない市民活動センター
☎� 3535・FAX� 3583

1 歳のお誕生
わくわくセミナー （託児有）
日 内５月２０日㈮ 13:30 ～ 15:30

▼講話「むし歯予防、幼児食のポ
イント」
▼プチお誕生日会・交流会（手作
りおやつ試食）

場市保健センター
対市内在住の１１～１５ケ月児の
親子

定１５組（先着順）
持母子健康手帳、参加費 300 円
程度

申 問 5 月 16 日㈪までに電話で申
し込んでください。
市保健センター　☎� 1190

ハングル講座（初心者向け）
日６月２日・９日・１６日・23日各
㈭19:00～ 21:00

場アクアヒルやない
内韓国語の基礎から会話まで
○講師　李菊枝氏／比治山大学、
広島女学院高校等韓国語講師

定２５人（先着順）
○参加費　5,500円／全４回の講
座費、教材費は別途必要

申 問山口県柳井地区日韓親善協会
（古川）☎ 090-4659-6002

　肺炎球菌ワクチンは肺炎の原因となる肺炎球菌
の 23種類の型に免疫をつけることができるほか、
呼吸器感染症や副鼻腔炎等の予防効果があります。
○接種期間
　４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金）
○今年度の対象者
▼平成２８年度中に下表の年齢になる人

平成 29 年
3 月 31 日
の満年齢

生年月日

65歳 昭和26年 4月2日	～	昭和 27年 4月1日生

70歳 昭和21年 4月2日	～	昭和 22年 4月1日生

75歳 昭和16年 4月2日	～	昭和17年 4月1日生

80歳 昭和11年 4月2日	～	昭和12年 4月1日生

85歳 昭和 6年4月2日	～	昭和 7年 4月1日生

90歳 大正15年 4月2日	～	昭和 2年 4月1日生

95歳 大正10年 4月2日	～	大正11年 4月1日生

100歳 大正 5年4月2日	～	大正 6年 4月1日生

▼６０歳以上６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機
能不全、またはヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能障害のある人
※すでに肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことの
ある人、接種する人の接種希望の意思が確認で
きない場合は、定期接種として受けることはで
きません。（任意接種は可能）

○自己負担金
　2,790 円／生活保護の人は無料
○接種方法
①事前に指定医療機関に予約します。
※指定医療機関は予診票に同封の一覧表で確認し
てください。一覧表に掲載のない医療機関は、
市保健センターにお問い合わせください。
②自宅に届いた予診票、健康手帳、本人確認がで
きるものを持って予約日に接種します。
※健康手帳は、市保健センターで交付しています。
③自己負担金（2,790 円）を支払います。
●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

高齢者の肺炎球菌予防接種
今年度対象者には４月中旬に予診票をお送りします

講座・教室
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おはなしの会（無料）
日	4 月 23 日㈯
▼乳幼児向け（おはなしバスケッ
ト）13:30 ～ 14:00　
　読み聞かせ「こんにちは」
▼幼児・児童向け（おはなしの会）
14:30 ～ 15:30　
　読み聞かせ「ちからたろう」
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

ふれあいどころ 437 誕生祭
日 4 月 24日㈰ 9:00 ～ 15:00
場ふれあいどころ 437
内飲食・工芸品屋台／平郡マル
シェ／ポン菓子無料配布

問ふれあいどころ 437
☎� 5437

四つ葉デー
　農事組合法人ウエスト・いかち
「四つ葉工房」は、毎月第一金曜日
にミニイベント「四つ葉デー」を開
催します。
日 5 月 6日㈮ 9時～ 12時
場四つ葉工房直売所（伊陸 7446
番地 4）

内販売品／巻寿司、助六寿司、ち
らし寿司、惣菜、あん餅、炊き
込みごはん、大豆水煮、新鮮野
菜など、お楽しみイベントあり

問農事組合法人ウエスト・いかち
☎� 0780

韓国体験旅行
日６月１０日㈮～１２日㈰
内韓国釜山近郊への旅
定 15 人
申 問５月７日㈯までに申し込んで
ください。
山口県柳井地区日韓親善協会
（古川）☎ 090-4659-6002

古地図を片手に街道歩き
柳井にっぽん晴れ街道を歩く
柳井・大畠地区編（要申込）
駅から始まるガイド付きのウォー
キングイベントです。
日 5 月 8日㈰
○集合・解散場所／時刻
　柳井駅／ 9:30 集合
　大畠駅／ 16:30 頃解散
○行程　柳井駅→白壁の町並み→
昼食→月性展示館→大島大橋→
大畠駅

○参加料　1,500 円 ( 保険代、弁
当代、入場料等 )

○申込期限　5月 2日（月）
申柳井市観光協会　☎� 3655
問柳井にっぽん晴れ街道協議会
　事務局　☎ 090-7509-3163

学校給食センターパート調理員
○募集人員　若干名
○業務内容　調理補助
○勤務場所　市学校給食センター
○勤務時間　
　㈪～㈮／ 8:30 ～ 15:30
○休日　㈯㈰㈷、春・夏・冬休み
○賃金　時給 820円
申 問履歴書を市学校給食センター
へ提出してください。
☎� 1312

ＪＡ農園「ＪＡアグリランド」
利用者
　野菜作りにチャレンジしてみま
せんか。詳しくはＪＡ南すおうの
ホームページをご覧ください。
場石井ダム近く
対市内またはＪＡ南すおう管内に
居住する人

○区画　1区画24㎡（3ｍ×8ｍ）
○利用料　1区画3,500円／年（3
区画以上の利用者に割引有り）

○期間　1年間（以降自動継続）
申 問ＪＡ南すおう営農課
☎� 9787

島スクエア講座受講生（無料）
起業や新たな事業展開に役立つ基
礎講座を６月から実施します。
○講座内容　起業／商品開発（食

品加工、ものづくり、サービス
など）／デジカメやWeb など
情報発信など

■説明会日 場

▼５月１４日㈯ 14:00 ～ 15:00
▼５月１９日㈭ 19:00 ～ 20:00
　大島商船高専
問大島商船高等専門学校総務課
☎ 0820 � 5524

独歩記念事業
柳井市短詩型文学祭作品
○応募部門・規定
▼短歌部門　自由詠　2首 1組
▼俳句部門　自由詠　2句 1組
▼詩部門　自由詩　1作品（400
字詰原稿用紙 2枚以内）

○応募作品　創作未発表の作品に
限る

○応募資格　18歳以上（高校生は
不可）の県内在住者

○応募点数
▼短歌・俳句部門／１人１組
▼詩部門／１人１点
○応募締切　5月 23 日㈪（消印
有効）

○発表　6月 23 日㈭に発表し入
賞者に直接通知

○賞　各部門１位～３位に賞状と
副賞（図書カード）

○その他
▼応募原稿は返却しません。
▼応募作品の著作権は柳井市に帰
属するものとします。

○応募方法
▼応募部門名・郵便番号・住所・
氏名（フリガナ）・年齢・電話番
号を明記の上、短歌・俳句は
ハガキで、詩は封書で応募して
ください（電子メールでの応募
可）。
▼作品中の漢字で特別な読み方を
する場合はフリガナをつけてく
ださい（字が読めない場合は無
効）。

申 問〒 742-8714（住所記載不要）
生涯学習・スポーツ推進課内　中
央公民館文学祭係　
☎� 2111 内線 331
chuokominkan@city-yanai.jp

募　集

催　し
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まちの  出来事

3/20  やない白壁  花香遊
　花と香りをテーマにしたイベント「花香遊」が開催
され、約 11,000 人の人出で賑わいました。暖かな日
和となったこの日は、家族連れや着物姿の女性客も多
く見られ、お香遊びやお茶席、投扇興、かるたなどの
昔遊びや歴史講演など多彩な催しで、通りは華やかな
雰囲気に包まれました。

2/28  伊陸南山神社の神楽

　市無形民俗文化財に指定されている伊陸南山神社の
神楽の歴史は古く、神社保管の木札によれば元禄 16
（1703）年に執行された記録があり、300年以上継承
されています。この日は、伊陸南山神社神楽保存会（小
学生から一般まで 14人）により、12演目の舞が奉納
されました。
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3/24  児童向けの図書を寄贈
　柳井ライオンズクラブから地理や歴史、科学、しか
け絵本などの図書 29冊（約 8万円分）を寄贈いただき
ました。桑原教育長は「38年間、図書を寄贈いただき
2,000 冊を超えている。柳井の子どもたちの国語力の
向上に大いに貢献してもらっています」とお礼を述べ
ました。同クラブからの寄贈は、今回で累計2,158冊、
547 万 1,940 円にのぼります。（写真は柳井図書館で
の寄贈式の様子。右から同クラブ村

むらもとさとし

本智教育奉仕委員
長、松

まつ

永
なが

義
よし

則
のり

幹事、柳
やな

本
もと

めぐみ会計担当）

3/28  県消防功労者を受賞

　白壁の町並みで、長年にわたり防火・避難訓練や年
末の夜回りなど自主防災活動に努められてきた金屋防
災会（山近俊爾会長・写真）が、平成２７年度山口県消
防表彰（知事表彰）・自主防災組織部門を受賞し、この
日、県知事に代わり市長から表彰状の伝達が行われま
した。この表彰は防災に関する活動が顕著であり、他
の組織の模範と認められるものに対し贈られるもの
で、柳井市からの受賞は初めてとなります。

3/24  「FUJIBO 柳井化学武道館」に

　一昨年にオープンした市武道館の４月１日から３年
間の命名権スポンサーが柳井化学工業株式会社（青

あお

木
き

隆
たか

夫
お

代表取締役社長・写真左）に決まり、この日、調
印式が行われました。施設名は同社の親会社である富
士紡ホールディングスにもちなみ「FUJIBO 柳井化学
武道館」に決定。青木社長は「創業 78年を迎え、日頃
らお世話になっている地元に貢献したい」と述べられ
ました。

3/18  河川愛護モデル地区に指定

　土穂石川沿い「さくら土手」の環境美化活動を行いな
がら、新名所として整備し地域を盛り上げようと活
動されている柳井桜土手を守る会（弘

ひろ

津
つ

天
てん

祐
ゆう

会長・写
真中央）が、（公財）山口放送みらい財団から平成28年
度（第４０回）河川愛護モデル地区指定を受け、この日、
市役所で指定書交付式が開催されました。弘津会長は
「紆余曲折はあったが、アーチ状の桜が毎年立派に咲
いている。これからも多くの人の憩いの場となるよう
活動していきたい」と感謝の言葉を述べられました。
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柳井 天神春まつり

ＪＲ柳井駅

 

 

◀24日（日）の大名行列は、14時30分ごろ
　柳井駅前近辺を通過します。

柳井小学校
サンビームやないバタフライアリーナ

アクティブやない

市文化福祉会館

柳井市商工会館柳井市商工会館

町並み資料館

宝来橋 緑橋柳西橋

柳井天満宮

白壁ふれあい広場

むろやの園

両運橋本橋

イベント・行列の実施に伴い、以下のとおり交通規制を行います。
ご協力をお願いします。

●問い合わせ
　柳井天神春まつり実行委員会（柳井商工会議所内）　☎㉒３７３１

４月２３日�
　夜参り行列  １９時～２０時

４月２４日㊐
　大名行列 １３時～１６時

２３日（土）／夜参り行列　車両通行止め区間
　　　　　　　19:00 ～ 20:00		※

２４日（日） ／大名行列　車両通行止め区間
　　　　　　　13:00 ～ 16:00		※
　　　　　　　 8:30 ～ 17:30		（柳井天満宮近辺）

※行列の進行に合わせて、車両通行止めを行います。

24日（日）の大名行列は、14時 30 分ごろ
柳井駅前近辺を通過します。

歌手谷本耕治を迎えて贈る 2016 ～松島詩子の名曲を歌う会～（入場無料・申込不要）

○日時　４月２８日（木）13:30 開演
○場所　町並み資料館１階ロビー
○内容
▼谷本耕治による松島詩子の名曲コーナー
▼一緒に歌おうコーナー
▼谷本耕治オンステージ
　伴奏　ピアノ／角田啓子、バイオリン／弘重裕子
　司会　山近絹代

○主催　柳井市白壁の町並みを守る会
○後援　柳井市教育委員会
●問い合わせ　町並み資料館（⺼㊍休館）　☎㉓２１３７

♪谷本耕治氏プロフィール
鳥取県出身。国士舘大学文学部卒。ビクター歌謡音
楽研究会認定講師。第４回浜松シャンソンコンクー
ルグランプリ獲得。その後、シャンソン歌手として
活動。2014 年 2月に演歌・歌謡曲でデビュー。
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■一般書（柳井図書館）

ガラパゴス　上・下・・・・・・・ 相
あい

場
ば

　英
ひで

雄
お

花冷えて・・・・・・・・・・・ あさのあつこ
異郷の友人・・・・・・・・・・・ 上

うえ

田
だ

　岳
たか

弘
ひろ

よこまち余話・・・・・・・・・・ 木
き

内
うち

　　昇
のぼり

死んでいない者・・・・・・・・・ 滝
たき

口
ぐち

　悠
ゆう

生
せい

ムーンナイト・ダイバー・・・・・ 天
てん

童
どう

　荒
あら

太
た

シェアハウスかざみどり・・・・・ 名
な

取
とり

佐
さ

和
わ

子
こ

帰ってきた腕貫探偵・・・・・・・ 西
にし

澤
ざわ

　保
やす

彦
ひこ

異類婚姻譚・・・・・・・・・・・ 本
もと

谷
や

有
ゆ

希
き

子
こ

  
へろへろ・・・・・・・・・・・・ 鹿

か の こ

子　裕
ひろ

文
ふみ

 
小品盆栽をはじめよう・・・・・・ 梶

かじ

山
やま

　富
とみ

蔵
ぞう

 
みつばち高校生・・・・・・・・・ 森

もり

山
やま

　あみ

■一般書（大畠図書館）

坂の途中の家・・・・・・・・・・ 角
かく

田
た

　光
みつ

代
よ

猫の言い分お伝えします。・・・・ ア　ネ　ラ
陰陽・・・・・・・・・・・・・・ 今

こん

野
の

　　敏
びん

 
買い物の九割は失敗です・・・・・ 岸

きし

本
もと

　葉
よう

子
こ

ロゴスの市・・・・・・・・・・・ 乙
おと

川
かわ

優
ゆう

三
さぶ

郎
ろう

■児童書（柳井図書館）

なくしものくじら・・・・・・・・ 神
かん

田
だ

たくみ
おじょらぽん・・・・・・・・ はせがわせつこ
ごはんのじかん・・・・・・ レベッカ・コップ
キキに出会った人びと・・・・・・ 角

かど

野
の

　栄
えい

子
こ

築地市場・・・・・・・・・・・ モリナガヨウ

新入学時期の交通事故防止

　新学期を迎え、ピカピカのラン
ドセルを背負い元気いっぱいに通
学する新入学生の姿は、たいへん
ほほえましいものです。その笑顔
をいつまでも保つため、交通事故
の被害に遭わないよう、学校、家
庭でも「危険なこと」を子供と一
緒に考えてみましょう。

例えば・・・
▼道路の向こうに友達がいても、いきなり車道に
飛び出したら危険！
▼信号は赤信号、でも車が見えないから渡っちゃ
えは危険！
▼道路で友達と遊びながら歩くのは危険！
他にも「危険なこと」はいっぱいあります。通学
路を一緒に歩いて危険な場所を点検し、親子で交
通安全について話し合いましょう。

「うそ電話詐欺」
　　　　被害防止のポイント

公的機関をかたる者から

「医療費の還付金があるので、携帯電話とキャッ
シュカードを持って、ＡＴＭに行って！」

は詐欺の手口です。公的機関が各種還付手続きで
ＡＴＭ操作を依頼することはありません。

編集後記
　以前より、縦書きでは桁の多い数字や英文が
読みづらいなどのご意見があり、今号から横書
きに変更しました。最初は少し慣れが必要かも
しれませんが、ご理解いただけたらと思います。

（三浦）

表紙写真の説明
　１７０年以上の歴史を持ち、
通称「牛天神」と呼ばれ親しまれ
ている伊陸天神祭（4/3）の様子
です。金襴緞子で着飾った寄進
牛が御

お

網
あ

代
じ ろ

輿
ご し

を引いて、参道を
練り歩きました。

新刊情報　図書館だより
柳井図書館　☎㉒ 0628
大畠図書館　☎45 2226
■休館日：毎週月曜日　
　柳井図書館／祝日の翌日、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　☎� 01100110

ありがとう みんながえがおに なるまほう
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市の
人口

「広報やない」の音訳版と点訳（抜粋）の作成をしています。
●問い合わせ　音訳しらかべの会　☎�０１７２（粟屋）
「音訳しらかべの会」の皆さんによる「声の広報（音訳版広報）」を発行後１週
間程度で市ホームページに掲載しています。
●問い合わせ　市社会福祉課　☎�２１１１内線１９２

4/21 ㊍～ 24 ㊐
■フラワーランドの誕生祭
春の山野草展（期間中毎日）
お買い物抽選会（期間中毎日）
ラッキーナンバープレゼント		21 ㊍
記念フォトカードプレゼント／先着100名		21 ㊍
ダンス＆書道パフォーマンス		23 �
開園10周年記念植樹セレモニーなど		24 ㊐

4/29 ㊎㈷～ 5/8 ㊐
■グリーンフェスタ
ミニ列車運行～エスター号に乗ろう～
体験横丁
大道芸パフォーマンスなど

ネモフィラ　ハゼリソウ科　観賞期：３月～５月
青空のようなブルーの花がとても魅力的な花。細かく
枝分かれして、横方向に茂る特性があり、満開になる
と株を覆い尽くすほどの小さくて可憐な花をびっしり
とつけます。フラワーランドでは、フラワーガーデン
で約 5,000 本の青の絨毯が楽しめます。

☎�１１８７ イベントガイド

広報やないで市が収集した個人情報は、柳井市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。
編集・発行　柳井市総合政策部政策企画課　http://www.city-yanai.jp　yanaishi@city-yanai.jp
住所　〒742-8714山口県柳井市南町一丁目10番 2号　☎0820� 2111内線 472
印刷　㈱藤本印刷

33,191人（前月比 94人減）
男性　15,465 人
女性　17,726 人
15,831 世帯

3/31
現在

レスリング グレコローマンスタイル  太田忍選手
リオデジャネイロ五輪への出場を報告
　今年８月のリオデジャネイロオリン
ピック代表が内定した柳井学園高校出
身・太

おお

田
た

忍
しのぶ

選手が、五輪への出場権
獲得を市長に報告しました。
　太田選手は青森県出身で小学生のこ
ろから勝

かつ

村
むら

靖
やす

夫
お

さん（現・山口県レス
リング協会名誉会長）に師事し、勝村
さんを慕って柳井学園高校に進学。勝
村さんが代表を務める齋藤道場で腕を
磨き、世界的な選手に成長しました。
　太田選手は「さらにパワーアップし
て、金メダルを取るつもりで臨みた
い」と五輪に向けた意気込みを語りま
した。

▲太田忍選手（写真中央）と勝村靖夫・山口県レスリング協会名誉会長（左
から２番目）


