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日 日時　場 場所　対 対象　内 内容
持 持参物　申 申込　問 問い合わせ

記号
説明

水道メーター取り替え
　水道メーターの取り替えに委託
業者（市の発行する身分証明書を
携帯）がお伺いします。なお、取
り替えに伴う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により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「29.04」～「30.03」
と書かれてあるもの

問水道課　☎㉒２１１１内線６４３

浄化槽設置補助金
○対象地域　公共下水道事業認可
区域・農業集落排水事業認可区
域を除く市内全域

○補助対象　以下の設置費
▼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1/2以上）
○補助金交付までの流れ
▼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。
▼浄化槽の完成検査終了後に補助
金を交付。

申問

下水道課　☎㉒２１１１内線２９３
※補助件数に限りがありますので
事前にご相談ください。

国民年金
こんなときにはこんな手続きを
　就職や退職、結婚などで年金の
種別が変わったときは、14日以内
に届出をしましょう。
○手続きに必要なもの
　年金手帳、印鑑、退職したとき
や配偶者の扶養から外れるとき
はその日付を確認できるもの（資
格取得喪失確認書等）

○届け出先
■第１号被保険者（自営業者、学
生、無職の人など）

▼ 就職して厚生年金に加入したと
き／勤務先
▼ 結婚して配偶者に扶養されるよ
うになったとき／配偶者の勤務
先
■第２号被保険者（会社員や公務
員など）
▼ 退職したとき／市役所
▼ 退職して配偶者に扶養されるよ
うになったとき／配偶者の勤務
先
■第３号被保険者（第２号被保険
者に扶養されている配偶者）
▼ 離婚または配偶者の扶養から外
れたとき、配偶者が退職したと
き／市役所
▼ 就職して厚生年金に加入したと
き／勤務先
▼配偶者が転職したとき／配偶者
の勤務先
■２０歳になった人
▼第１号被保険者に該当するとき
／市役所
▼第３号被保険者に該当するとき
／配偶者の勤務先

問市民生活課
☎㉒２１１１内線１６８，１６９

お知らせ

熊本地震義援金を受け付けます
義援金は全額、日本赤十字社山口県支部を通じて
被災者の皆様にお届けします。

○募金箱設置場所
　市役所、各出張所・連絡所ほか
※その他の設置場所は、ホームページでご確認く
ださい。

●窓口・問い合わせ
　市社会福祉課（日本赤十字社山口県支部柳井地区）
　☎㉒２１１１内線１８４
　　http://www.city-yanai.jp/soshiki/20/から義援金のページへ

29.04

URL

義援金募金箱
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中山間地域等直接支払制度
説明会（申込不要）
日５月６日㈮ 10:00 ～
場市役所３階大会議室
対新たに制度への取り組みを計画
している集落の代表者、既存の
集落協定代表者等

申問本制度についてはお問い合わ
せいただくか、広報やない４月１４
日号１０ページをご覧ください。
農林水産課
☎㉒２１１１内線３５２

市道等の維持管理に
ご協力ください
　市道の総延長は485㎞あり、草
刈など維持管理には、日頃から皆
様にご協力をいただいています。
▼団体が日を決めて市道や河川の
草刈をする場合、事前にボラン
ティア登録することで、けがや
対物への賠償ができる市民賠償
責任保険を適用できます。
▼刈払機を使用する場合、燃料を
支給しています。登録申請の際
に活用ください。

問土木課
☎㉒２１１１内線２２３, ２２４

耕作放棄地の解消を
支援します
　耕作放棄地から農地へ復元する
取り組みに助成します。
○条件　詳しくはお問い合わせく
ださい。
▼３年以上の耕作または管理を継
続

▼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）

○補助金額
▼開始年
①草刈り・耕起
　15,000 円／ 10a
②草刈り・耕起・作付け（景観作
物を含む）25,000 円／ 10a
▼２年目（①の農地に限る）
③作付け（景観作物等も可）
　10,000 円／ 10a
申問農林水産課
☎㉒２１１１内線３５１

蚊が媒介する感染症の予防
　デング熱、ジカウイルス感染症、
日本脳炎などは、ウイルスをもっ
た蚊に刺されることで感染します。
蚊に刺されないための対策として
次のことに注意しましょう。
▼流行地域では長袖、長ズボンを
着用し、虫除けを使いましょう。
▼蚊が多く発生する夕方から夜間
に外出するときや草むらなどに
入る場合は、蚊に刺されないよ
う注意しましょう。
▼妊婦はジカウイルス感染症流行
地への渡航を控えてください。
　やむを得ず渡航する場合は主治
医と相談の上、厳密な防蚊対策
を講じることが必要です。

問県柳井健康福祉センター
☎㉒３６３１

ダニ媒介性疾患の予防
　病原体をもつマダニやツツガム
シに咬まれると感染症にかかるこ
とがあります。屋外で活動すると
きは次のことに注意しましょう。
▼山や野原の他、公園、住宅地の
庭などにもダニがいることがあ
ります。剪定や草取りなどの際
は注意してください。
▼ダニの生息する場所に入る場合

には、長袖、長ズボン、足を完
全に覆う靴下・靴を着用するな
ど、肌の露出を少なくすること
が大切です。
▼屋外活動後にはダニに咬まれて
いないか確認してください。
　帰宅後すぐに服を着替え、シャ
ワーで洗い流すと有効です。
▼犬や猫などの動物にダニがつく
ことがあります。除去には目の
細かいクシをかけると効果的で
す。ダニ駆除薬もありますので
獣医師に相談してください。
▼吸血中のダニに気がついたとき
はできるだけ医療機関で処置し
てください。（自分でダニをつぶ
さないようにしてください）
▼ダニに咬まれた後に発熱等の症
状があった場合は、医療機関を
受診してください。

問県柳井健康福祉センター
☎㉒３６３１

県産木材を利用して
家を建てる人に助成します
○助成額　50万円
○助成戸数　220戸
○対象となる住宅の条件（一部）
▼県内に自ら居住するための一戸
建て住宅
▼延べ床面積が 80㎡以上
▼構造材に占める優良県産木材の
割合が 60％以上
▼次の基準を満たすもの
・耐震性：耐震等級２または免震
建築物

・耐久性：劣化対策等級３
・省エネ性：断熱等性能等級４
申問その他の住宅の条件など詳し
くはお問い合わせください。
県ぶちうまやまぐち推進課
☎ 083-933-3395
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柳井市中小企業振興基本条例
を制定しました
■中小企業の振興により地域経済
を活性化
　中小企業は本市経済の基盤をな
すとともに、地域社会の担い手と
して重要な役割を果たしていま
す。中小企業を元気にし、地域経
済を活性化させることを目的にこ
の条例を制定しました。
■一体となって中小企業の振興を
推進
　この条例に基づき、中小企業者
の自主的な努力を尊重しながら、
市、商工団体、商店街で事業を営
む者、大企業者、金融機関、市民
が一体となって、中小企業の振興
を推進します。
■市民の皆様へのお願い
　地産地消や地元での購買活動な
どを通じて中小企業の振興にご協
力ください。
問条例について、詳しくはホーム
ページをご覧いただくかお問い合
わせください。
商工観光課
☎㉒２１１１内線３６３

しらかべ学遊館
　　　  放課後子ども教室
■チャレンジし隊
　　　　「手品にチャレンジ！」

日５月７日㈯ 13:30 ～ 15:30
内簡単な手品を楽しむ
○料金　300円（手品材料、保険代）
○申込期限　５月３日㈫
■チャレンジし隊 「思いを絵に！」
日５月２１日㈯ 13:30 ～ 15:30
内自分の思いを絵で表現する（絵
画教室）

持絵の具、色鉛筆等絵を描く道具
○料金　100円（紙、保険代）
○申込期限　５月１３日㈮
■共通事項
場柳井理科研修所
対小学生１５人（先着順）　
申問しらかべ学遊館　☎㉒４５１８

ヨガとランチイベント
　ゆっくり体を動かした後に、体
にやさしいランチを。
日５月１３日㈮
▼ヨガ　10:30 ～
▼ランチ　11:30 ～
場文化福祉会館大会議室、調理室
○定員　35人
○料金　1,500 円（レシピ付）、ヨ
ガのみ 500円
○申込期限　５月 10日㈫
申問

▼バタフライアリーナ
☎㉓０８３０
▼市文化福祉会館
☎㉒０６８０

働く世代を応援する
　　　　おいしい料理教室
健康マイレージ対象事業
日 対各10:00 ～ 13:00
▼５月２１日㈯／概ね４０～５０
歳代（市内在住または在勤）
▼６月２５日㈯／概ね２０～３０
歳代（市内在住または在勤）

場農業担い手センター（市保健セ
ンター隣）　

内調理実習「簡単！時短！らくら
くクッキング」、ミニ講話「お口
の健康法！」
○定員　各１５人（先着順）／各
５人以下は開催しません。

持参加費（実習材料代５００円程
度）、米 1/2 合、エプロン、三

角巾、筆記用具
○申込期限　各開催日の一週間前
申問市保健センター　☎㉓１１９０

中央公民館教室　
■小学生生活講座Ⅰ
　　　　　～ちくちく縫い！～　
日５月２８日㈯ 10:00 ～ 12:00
場市文化福祉会館２階視聴覚室
内フェルトの動物作り
○講師　柳井友の会の皆さん
対小学生１５人（先着順）
○料金　３００円
持針山、木綿針、まち針、はさみ
※簡単な裁縫道具
○申込期限　５月 20日㈮
申問生涯学習・スポーツ推進課
☎㉒２１１１内線３３１

ママ♥パパ教室
日 内各13:30 ～ 15:30
▼１回目／５月２９日㈰
　お風呂の入れ方、妊婦の疑似体
験など
▼２回目／６月１４日㈫
　小児科医による育児講座、先輩
ママとの交流

場市保健センター
対市内在住の妊婦と夫
○定員　１５組（先着順）
持母子健康手帳、１回目のみハン
ドタオル
○申込期限　５月２３日㈪
申問市保健センター
☎㉓１１９０

講座・教室

　５月２３日㈪
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観光セミナー（無料）
英語でおなんどトリップ♪
岩国藩の“おなんど”と言われた
「白壁の町並み」をあなたも英語で
案内できる！
日全３回・各 13:00 ～ 14:30
▼第１回／５月２８日㈯
　英語で自己紹介
▼第２回／６月５日㈰
　英語でおなんど観光案内①
▼第３回／６月１２日㈰
　英語でおなんど観光案内②
※いずれか１回だけでも参加でき
ます。

場アクティブやない２階視聴覚室
○講師　西田純子さん
○申込期限　実施日の前々日まで
○主催　柳井市観光ボランティア
の会

申問商工観光課
☎㉒２１１１内線３６１

高齢者向け水中運動教室
（６５歳以上の市民・無料）
日６月２日㈭９日㈭１６日㈭２３
日㈭ 10:30 ～ 11:30

場アクアヒルやない
内水中ウォーキング、
　アクアビクス
○定員　３０人
持水着、水泳帽子、タオルなど
○その他　
▼ロビーで受付後、１０時３０分
からプールに移動します。
▼教室終了後のプール利用には、
利用料（７２０円）または回数券

が必要です。
○申込期限　５月２５日㈬
申問高齢者支援課
☎㉒２１１１内線１５６

体を整えるところから
始めませんか？

にこにこ＆コンディショニング
（初回参加時・要申込）
　病院に行くほどではないけれど
スロージョギング®をするには少
し不安があるという人。
　身体の調子を整える「コンディ
ショニング」から始めて、歩くこ
とやスロージョギング ®を楽し
むことを目指してみませんか？
日毎月第２水曜日（５月～平成29
年３月／８月を除く）
　13:30 ～ 14:15
場 FUJIBO 柳井化学武道館（市武
道館）
○講師　大

おお

海
み

仁
よし

子
こ

氏／ NCA（（一
財）日本コンディショニング協
会）認定プロフェッショナルコン
ディショニングトレーナー

　柳井ゴールドス
ターズ軟式野球
スポ少コアトレ
アドバイザー、柳
井高校硬式野球
部コンディショニ
ングトレーナー他

○参加費　１回 500円（市外在住
者も参加可）

申市武道館　☎㉕３３８３
問市保健センター　☎㉓１１９０

手話奉仕員養成講座（無料）
日常会話に必要な手話語

ご

彙
い

、表現
技術が習得できます。
日全１３回（各土曜日）
　①６月２５日②７月９日③７月
２３日④８月６日⑤８月２０日⑥
９月３日⑦９月１７日⑧１０月１
日⑨１０月８日⑩１０月２９日⑪
１１月１２日⑫１１月２６日⑬１２
月１０日
　① 9:00 ～ 16:40
　②③⑤⑦⑨⑩⑪ 9:30 ～ 16:40
　④⑥⑧ 9:30 ～ 15:40
　⑫ 9:30 ～ 15:00
　⑬ 9:30 ～ 14:40
場市文化福祉会館
○定員　２５人程度
○料金　無料・テキスト代は実費
○申込期限　５月３１日㈫
申問市社会福祉課
☎㉒２１１１内線１９２

地域おこし協力隊
（観光振興協力隊）隊員
○業務内容　観光ルートの開発、
　観光イベントの支援等
対概ね２２～４５歳・性別不問／
現柳井市民は対象外

※その他の要件はお問い合わせく
ださい。
○報酬　月額 164,300 円
○募集期限　５月１６日㈪（必着・
市役所執務時間内）までに履歴
書・住民票・取り組みたいこと
（1200 字以内）を商工観光課に
持参または郵送してください。
○勤務時間
　原則平日 9:00 ～ 17:00
○採用　選考・面接の上、採用
○雇用　7月 1日㈮から採用予定
○その他
▼市が住居を用意し、費用負担し
ます。
▼説明は随時実施します。事前に
ご相談ください。

問商工観光課
☎㉒２１１１内線３６２

平郡航路フェリー「へぐり」 ドック入りによる臨時ダイヤ

●問い合わせ　平郡航路㈲　☎㉒７９４４
▼代船運行の間は車両での乗船はできません。
▼代船／旅客船「金比羅丸」旅客定員６１人（車両乗船は不可）

■５月９日月／１便往路は「へぐり」、１便復路から代船で運航
往路 復路

平郡東 平郡西 柳井港 柳井港 平郡西 平郡東
１便 6:00 6:40 7:40 8:30 9:15 9:40
２便 14:30 14:55 15:40 16:30 17:15 17:40

■５月１０日火～１６日月／代船で運航
平郡東 平郡西 柳井港 柳井港 平郡西 平郡東

１便 6:30 6:55 7:40 8:30 9:15 9:40
２便 14:30 14:55 15:40 16:30 17:15 17:40

募　集
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平成２８年度山口県親と子の
よい歯のコンクール参加者募集
　県と県歯科医師会で
は、むし歯がない幼児
とその親を表彰してい
ます。
対平成２７年度中に３歳児歯科健
診を受診した幼児とその親
○選出基準の例　幼児・親ともに
歯・口の中が健康で歯並びがき
れいなど
○選考会　６月中旬に歯科医師に
よる審査を行ない、市の代表 1
組を選出
○申込期限　５月２７日㈮
申問市保健センター　☎㉓１１９０

広島広域都市圏主催
広島東洋カープ共同応援　
　広島広域都市圏で「広島東洋カー
プ」を一緒に応援しましょう。
日６月１８日㈯試合開始 14:00 ～
場マツダスタジアム（現地集合）
○対戦相手
　オリックス・バファローズ
○定員　３００人（申込多数の場合
抽選、小学生以下の場合は保護

者同伴）
○参加料　３歳以上、1,600円（外
野指定席券）

内外野指定席で、まとまって応援。
スカイジェットバルーンをプレ
ゼントします。

申問往復はがきに参加者全員（５
人まで）の住所、氏名、年齢、電
話番号を記入し、５月１８日㈬（消
印有効）までに申し込んでくださ
い。
広島広域都市圏協議会事務局（広
島市企画調整課内）
〒 730-8586（住所記載不要）
☎ 082-504-2017

２０１６無事故・無違反コンテ
スト１５０参加者
　１５０日間の無事故・無違反を目
指すコンテストへの参加者を募集
します。
○募集期間　７月１日㈮まで
○実施期間　７月４日㈪～１１月
３０日㈬までの１５０日間
○コース・参加人数
▼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
○参加費　１人６３０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

申問

▼市危機管理室
☎㉒２１１１内線４３２
▼柳井警察署
☎㉓０１１０
▼県地域安心・安全推進室
☎ 083-933-2619

　以下の記事に誤りがありまし
たので、お詫びして訂正いたし
ます。

４月１４日号５ページの「市民と
市長と気楽にトーク開催事業」
予算額

▶正　３万円
▶誤　３２万円

ふるさと納税（寄附）をしていただきありがとうございました

平成２７年１月から平成２８年３月までの間に、ふるさと納税（寄附）として、総額 1,491 万 5,300 円のご
寄附をいただきました。

脇村利恵子様（大阪府）　入江正克様（兵庫県）　　東田俊次様（兵庫県）　　石川茂様（広島県）　　　芳野祐一様（福岡県）　
三嶋弘様（広島県）　　　隅田博行様（奈良県）　　髙村浩様（広島県）　　　山根智行様（兵庫県）　　山本つや子様（広島県）
廣繁隆様（東京都）　　　坂本寛様（兵庫県）　　　門司佳久様（埼玉県）　　福永玲子様（広島県）　　久保淳史様（広島県）
廣中享二様（東京都）　　木本志朗様（兵庫県）　　藤森裕太様（東京都）　　藤井和之様（神奈川県）　下村太郎様（東京都）
竹花嗣豊様（岡山県）　　石田富美夫様（埼玉県）　堀内勝也様（長野県）　　岡村健司様（東京都）　　久野芙美佳様（東京都）
飯田猛様（福岡県）　　　岡村博文様（東京都）　　山根敦様（山口県）　　　南珠代様（東京都）　　　石松一美様（東京都）
遠藤賀子様（東京都）　　松嶋秀和様（奈良県）　　田村一穂様（東京都）　　前田康志様（香川県）　　出口真由美様（石川県）
小林伸吉様（東京都）　　吉山典秀様（東京都）　　徳永一厳様（兵庫県）　　山本昌宏様（福井県）　　服部浩明様（兵庫県）
中林大平様（愛知県）　　吉本知可様（広島県）　　出相泰裕様（奈良県）　　平畠秀典様（千葉県）　　佐藤彰洋様（東京都）
津田勝之様（大阪府）　　星出康拡様（茨城県）　　宮野俊行様（愛知県）　　藏田卓矢様（東京都）　　延命大喜様（東京都）
伊東英隆様（福岡県）　　右田章様（福岡県）　　　井上優子様（大阪府）　　清水武様（埼玉県）　　　水野伸二様（東京都）
西牧大輔様（群馬県）　　廣野正明様（埼玉県）　　廣瀬皇子様（福岡県）　　椿野啓明様（兵庫県）　　高橋能力様（神奈川県）
和泉剛司様（福島県）　　船造健一様（兵庫県）　　鳴海翔悟様（福岡県）　　（順不同）

その他匿名希望の方を含めて延べ 541 人の皆様からご寄附をいただきました。お寄せいただいた寄附金
は、ご趣旨に従い有効に活用させていただきます。

○寄附金を活用した主な事業
　地域ブランド認証事業・人材育成支援事業・プラチナ卓球大会開催事業・小学校図書購入事業

●問い合わせ　財政課　☎㉒２１１１内線４４０


