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平成２８年度児童手当現況届の
提出をお願いします
　「児童手当現況届」は毎年６月１
日の状況を把握し、児童手当等を
引き続き受ける要件を満たしてい
るかどうかを確認するためのもの
です。以下のとおり現況届を送付
しますので、必要な書類などを確
認し、期間内に提出してください。
　なお、現況届の提出がない場合
は、６月分以降の手当が受けられ
なくなります。
○送付対象　現在、児童手当等を

受給している人
○送付時期　６月上旬
■児童手当現況届の受付
○受付場所　市社会福祉課、各出

張所・連絡所
○受付時間　
　8:30 ～ 17:15（㈯㈰㈷除く）
○提出期限　６月３０日㈭
※郵送の場合、郵便の到達日が提

出年月日となります。お早目に
投函ください。

○その他　児童手当（２～５月分）
は６月１０日㈮に支給予定です。

問市社会福祉課
☎�２１１１内線１８７

市県民税と国民健康保険税の
納税通知書を送付します
■平成２８年度
　市県民税納税通知書

○送付日　６月６日㈪
▼同日から最新の所得証明書（平

成２８年度所得証明書＝平成２７
年分の所得等）を発行します。

▼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５
月２日付で平成２８年度市県民
税特別徴収決定通知書を送付し
ています。また、それらの対象
者の所得証明書は、すでに発行
しています。

※所得証明書等の交付申請には本
人確認ができるもの（運転免許
証等）が必要です。

■平成２８年度
　国民健康保険税納税通知書
○送付日　６月１３日㈪
問税務課
☎�２１１１内線１３３, １３４

狂犬病予防注射の手続きは
６月３０日木までに
　獣医師のもと
で狂犬病予防注
射を受けさせる
と「狂犬病予防
注射済証」が発行されます。これ
を市民生活課に持参し、「狂犬病予
防注射済票」の交付（５５０円／頭）
を受けてください。
※獣医師から「狂犬病予防注射実

施猶予証明書」の交付を受けて
いる場合、６月３０日㈭までに
市民生活課へ提示してください。

問市民生活課
☎�２１１１内線１６６

６月１日⺢～７日㊋は
　　　　　第５８回水道週間
○スローガン
　じゃ口から
　　　　安心とどけ　未来まで
問水道課　☎�２１１１内線６４１

米軍岩国基地に関する
　　　　　　苦情受付窓口
　米軍岩国基地の航空機騒音など
への苦情を、次の窓口で受け付け
ています。
■中国四国防衛局
　☎ 082-223-7109
　FAX 082-223-8102
※夜間（17:15 ～翌日 8:30）㈯㈰㈷
　☎ 082-223-8105
　FAX 082-223-4036
■岩国防衛事務所
　☎０８２７�６１９５
　FAX ０８２７�６１９６
※夜間（17:15 ～翌日 8:30）㈯㈰㈷
　留守番電話
■市役所危機管理室　
　☎�２１１１内線４３１
　FAX � 4595
※夜間（17:15 ～翌日 8:30）㈯㈰㈷
　夜間休日受付　☎�２１１６
■市ホームページ
　　 http://www.city-yanai.jp/
　トップページに航空機騒音受付

専用フォーム
■中国四国防衛局ホームページ
　　http://www.mod.go.jp/rdb/

chushi/souon/souon-index.htm
※市内の航空機騒音測定装置によ

る測定数値・回数は、市（日積
公民館設置）と中国四国防衛局

（宮岬団地設置）のホームページ
で閲覧できます。

問危機管理室
☎�２１１１内線４３１
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農薬危害防止運動
強化月間は６月３０日木まで
　農薬を使用する際は、周辺環境
に配慮しましょう。
■事前の確認
▼事前に周辺に農薬を使用するこ

とを連絡しましょう。
▼残留事故を防止するために、飛

散の少ない粒剤やノズルを使用
しましょう。

■使用する農薬の確認
▼必ず使用前にラベルを確認し使

用方法を遵守しましょう。
▼特に粒剤は、使用方法を誤ると

残留する恐れがあるので注意し
ましょう。

■使用時・使用後の確認
▼マスクやゴム手袋、雨ガッパな

どを必ず着用し、風の強さや向
きに注意して散布しましょう。

▼使用後は機器や薬液のタンクや
ホ－スを洗浄しましょう。

▼農薬の使用履歴は確実に記録し
残った農薬は適正に処分してく
ださい。

問柳井農林事務所農業部
　☎�３２９２
　ＪＡ南すおう経済部営農課
　☎�９７８７
　市農林水産課
　☎�２１１１内線３５２

農作業中の事故から
　　　　　  身を守るために
　農作業事故を起こさないように
気をつけましょう。
▼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りには

特に注意し、転落・転倒事故を
防止しましょう。

▼必ずエンジンを止めた状態で機
械を点検しましょう。

▼共同作業時は、お互いが声を掛
け合い安全を確認しましょう。

問農林水産課
☎�２１１１内線３５２

広島広域都市圏で
新たな連携に取り組みます
■連携協約を締結しました
　「広島広域都市圏」（東は三原市
エリアから西は柳井市エリアまで
の２４市町で構成）では、今年３
月に「広島広域都市圏発展ビジョ
ン」を策定。圏域全体の基本的な
方針や取組み、役割分担を定める

「連携協約」を広島市と２３市町と
の間でそれぞれ締結しました。
■圏域人口２００万人を目指して
　今後は、これまで進めてきた連
携や交流をもとに、地域の資源を
圏域全体で活用する様々な施策を
展開することで、圏域経済の活性
化と圏域人口 200 万人を目指し
ます。
問政策企画課
☎�２１１１内線４７１

健康相談（予約不要）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮ 9:00 ～ 11:30
■乳幼児健康相談・栄養相談　
日６月８日㈬ 9:30 ～ 11:00
■こころの相談会
日６月１日㈬ 13:30 ～ 15:00
場 問市保健センター　☎�１１９０

HIV 検査（要予約）
　「HIV 検査普及週間・6/1 ㈬～
7 ㈫」に合わせて実施されます。
日６月３日㈮ 14:00 ～ 16:00
場県柳井健康福祉センター
内問診・５ml の採血検査
　／希望者には梅毒検査
申 問県柳井健康福祉センター
☎�３６３１
　
ヤングテレホン柳井
　市青少年育成センターでは、青
少年のあらゆる悩み（家庭教育を
含む）に対応する電話相談「ヤング
テレホン柳井」を設置しています。
対市内小中学校児童・生徒
日火曜日を除く 8:30 ～ 17:15
○相談番号
　☎�４４９９（しらかべ学遊館内）
○対応者
　市青少年育成センター相談員

無料歯科健診・相談
　「歯と口の健康週間」に合わせて
行われます。
日６月４日㈯～１０日㈮／㈰除く
場県内の歯科医院（事前に電話で

申し込んでください）
問山口県歯科医師会
☎ 083-928-8020

身体障害者定期・巡回相談
日７月１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等、身体障が

いに関しての医学的相談、リハ
ビリの相談等

○実施機関　山口県身体障害者更
生相談所

○申込期限　６月２２日㈬
申 問市社会福祉課　
☎�２１１１内線１９１

市民相談
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知的障害者更生相談所
巡回相談
日７月７日㈭ 10:00 ～ 15:00
場市総合福祉センター
内療育手帳相談、保健相談等
対１８歳以上で知的障がいのある人
持療育手帳、身体障害者手帳
申 問

市社会福祉課
☎�２１１１内線１９１
山口県知的障害者更生相談所
☎ 083-922-7511

バタフライアリーナ健康教室
■ヨガ教室
日６月８日㈬以降
　毎週㈬ 18:30 ～ 19:30
場市文化福祉会館第一和室
○講師　有

ゆ

稀
き

／マタニティヨガ・
産後ヨガ指導者     

○参加料　１レッスン５００円
定１５人程度
持運動のできる服装、
　ヨガマット、水分 ､
　タオル
申 問バタフライアリーナ
☎�０８３０

しらかべ学遊館
　　　　放課後子ども教室
■チャレンジし隊「竹細工に挑戦

しよう！」
日６月１８日㈯ 13:30 ～ 15:30
場市理科研修所（柳井小学校内）
内竹を使ったおもちゃ等を作る
対小学１～６年生
定２０人程度（先着順）　
○参加料　３００円（材料、保険代）
持軍手
申 問６月６日㈪までに電話で申し

込んでください。
しらかべ学遊館　☎�４５１８

中央公民館教室　
■小学生生活講座Ⅱ
　～たのしいおやつ作り～　
日６月２５日㈯ 10:00 ～ 12:30
場市文化福祉会館１階調理実習室
内型ぬきクッキーと牛乳かん作り
○講師　柳井友の会の皆さん
対 定小学生・１５人（先着順）
○参加料　３００円
持エプロン、三角巾
○申込期限　６月１７日㈮ 
申 問生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線３３１

山口県立大学柳井サテライト
カレッジ（全 3 回）
　山口県立大学との共催で「イキ
イキ 長生き！生活習慣病を予防
するための食生活・運動」をテー
マに学習します。
日 内全３回・各回 10:00 ～ 11:30
①６月２５日㈯／食生活を見直し

て生活習慣病を予防しよう
②７月９日㈯／健康食品との正し

いつきあい方
③７月２３日㈯／頑張らない運動

でロコモを予防しよう
○講師
①山口県立大学看護栄養学部・
　山崎あかね講師
②同学部・大野正博准教授
③同学部・曽根文夫准教授
場市文化福祉会館
定 30 人（先着順）
○参加料　1,000 円（全３回分）
※１回のみ受講の場合、500 円
○申込期限　６月１５日㈬（必着）
申 問住所・氏名・電話番号を記入
し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

地魚を使った魚料理教室
　地魚を使った
魚のさばき方や
手軽で美味しい
魚料理を学び、
試食します。
日６月２６日㈰ 9:00 ～ 14:00
場市文化福祉会館
対 定高校生以上・３０人（先着順）
○講師　蔵本巌さん（魚好人店長）
○参加料　1,500 円
持エプロン、タオル
○申込期限　６月１７日㈮
申 問柳井地区魚食普及推進協議会
事務局（市農林水産課）
☎�２１１１内線３５４
FAX �７４７４

市民活動講座（無料・要申込）
■楽しく子育て人育て
　～子育て応援グループ ママト

リエの 3,000 日～ 
　子育て応援グループ ママトリ
エが活動してきた 3,000 日をご
紹介。子育てや孫育て中の人、市
民活動や地域での子
育て活動に興味があ
る人、組織運営に興
味がある人など、ぜ
ひお越しください。
日６月２９日㈬ 10:30 ～ 12:00 
場市文化福祉会館２階大会議室 
○講師　宮田久美さん／子育て応

援グループ ママトリエ代表 
定３０人／託児所あり 
申 問やない市民活動センター
☎�３５３５／ FAX �３５８３

講座・教室
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おはなしの会（無料）
■大畠図書館（幼児・児童向け）
日６月４日㈯ 13:30 ～ 15:00
場大畠公民館２階和室
内腹話術「もんちゃん」、絵本の読

み語りや紙芝居の後、「おもちゃ
の広場（幼児向け）」

○出演　読み語りボランティア
　「たまてばこ」
問大畠図書館　☎�２２２６

ふるさと山口企業
合同就職フェア
日 場各会場 10:00 ～ 16:00
▼宇部／６月６日㈪・ANA クラウ
ンプラザホテル宇部▼下関／６月
１５日㈬・シーモールパレス▼周
南／６月１７日㈮・ピピ５１０▼山
口／６月２０日㈪・ホテルかめ福
対平成２９年３月大学・短大・専

修学校等卒業予定の学生、平成
２６年３月以降大学・短大・専
修学校等の既卒者

問宇部／宇部商工会議所
　☎０８３６�０２５１
　下関／下関商工会議所
　☎ 083-222-3333
　周南／徳山商工会議所
　☎０８３４�３０００
　山口／山口県経営者協会
　☎ 083-922-0888

県立周防大島高校福祉専攻科
オープンキャンパス（要申込）
～専攻科のメリットや大学・専門
学校との違いが分かる～
申込等詳しくは周防大島高校ホー
ムページをご覧ください。
福祉専攻科とは
▼介護福祉士の資格取得を目指す
▼高校を卒業した人が対象
▼修業年数は２年間の教育課程
日１回目・６月１８日㈯
　２回目・７月２３日㈯
　各 13:00 ～ 14:30
場周防大島高校久賀校舎
内専攻科の説明・体験授業など
申 問周防大島高校久賀校舎
☎０８２０�００２４

子育て輪づくり
大きく広げよう !! 子育て支援の輪
in 柳井南中学校
日６月２８日㈫
　10:00 ～ 11:30（受付 9:30 ～）
場柳井南中体育館
内寸劇「ぴょーん」、親子体操、南

中 3 年生と一緒に遊ぼう
対 定０歳～未就園児とその保護者

／３０組
○参加料　乳幼児１人１００円
○その他　駐車場／柳井南中校庭
○主催　市母子保健推進協議会・

柳井南中学校
○申込期限　６月２１日㈫
申 問電話で申し込んでください
市保健センター　☎�１１９０

８０２０達成者表彰（随時受付）
自薦・他薦を問いません
対満８０歳以上で自分の歯が２０

本以上残っている人（自分の歯
であれば、治療をしている歯で
も対象となります）

○応募・表彰　県内の歯科医院で
口腔内診査を行い、歯科医院の
推薦書にもとづき表彰します。

申 問山口県歯科医師会
☎ 083-928-8020

休日夜間応急診療所パート
■看護師
○職種・募集人員　看護師・１人
○応募資格　看護師または准看護

師免許取得者で以下の時間帯に
勤務可能な人

○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 1,150 円
○勤務場所　休日夜間応急診療所
○雇用予定　６月２０日㈪～
○申込期限　６月１５日㈬
申 問履歴書を提出してください。
健康増進課　☎�１１９０

ふるさと納税 
　　　　　「お礼の品」
　市内事業者の皆さんから
ふるさと納税制度のお礼の
品を募集します。
○募集する事業者の要件／以下の

①～④のすべてに該当するもの
①市内で返礼品の生産・製造・加

工・販売・体験等のサービスの
提供を行っている法人、団体、
個人事業者であること。

②市税等の滞納がないこと。
③代表者等が、暴力団による不当

な行為の防止等に関する法律に
おける暴力団の構成員等でない
こと。

④委託事業者の取引条件に対応が
可能であること。

○募集するお礼の品・サービスの
要件／以下の①～③のすべてに
該当するもの

①柳井ブランド認定品のほか、市
内で生産・製造・加工された物
品、市内で提供される体験等の
サービスであること。

②本市の魅力をＰＲできるもので
あること。

③品質・数量の面で、安定供給が
見込めるものであること（期間
限定・数量限定で供給可能なも
のは可）。

■応募予定事業者への説明会
　応募を予定している事業者は参
加してください。
日６月２４日㈮ 13:30 ～ 15:00
場市役所４階４０１会議室
○その他
▼説明会に出席できない事業者は

ご連絡ください。
▼お礼の品の発注、配送管理等の

業務は「（株）さとふる」に委託し
て実施します。

問財政課　☎�２１１１内線４４０

防災行政無線の音声放送が
聞き取れなかったとき
■防災行政無線
　電話応答サービス
　☎�６４００

募　集

催　し
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自衛官候補生
詳しくはお問い合わせください。
○応募資格　１８歳以上２７歳未満

の男子（日本国籍保有者）
○受付期間　年間を通じて
○試験期日　６月２５日（土）
申 問自衛隊柳井地域事務所
☎�８１９９

放送大学
第２学期（１０月入学）学生
　放送大学はテレビ等の放送やイ
ンターネットを通して学ぶ通信制
の大学です。
○出願期間（必着）
①６月１５日㈬～８月３１日㈬ 
②９月１日㈭～２０日㈫
申 問放送大学山口学習センター
〒７５３- ０８４１
山口市吉田１６７７－１
☎ 083-928-2501

平成２８年度消防設備士試験
日９月４日㈰
場下関市、山口市、周南市
内試験の種類　甲種（特類、第１

～５類）、乙種（第１～７類）

○受験願書受付期間
▼電子申請（詳しくは（一財）消防

試験研究センターホームページ
参照）／７月１日㈮～１２日㈫

▼書面申請／７月４日㈪～１５日㈮
問柳井地区広域消防本部予防課
☎�７７７４

税務職員採用試験（高校卒業程度）
○受験資格
▼平成２５年４月１日以降に高等

学校または中等教育学校を卒業
した人

▼平成２９年３月までに高等学校
または中等教育学校を卒業見込
みの人、または人事院が同等の
資格があると認める人

○第 1 次試験日　９月４日㈰
○受付期間
▼インターネット申込／６月２０

日㈪～２９日㈬（申込データを受
信完了）

　   http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html

▼郵送または持参／６月２０日㈪
～２２日㈬（当日消印有効）

問広島国税局人事第二課
　☎ 082-221-9211 内線 3743
　柳井税務署　☎�０２７７

６月の けんけつ
○日程／ 400ml 献血限定
▼６月１２日㈰
9:30 ～ 12:00  ゆめタウン柳井

13:15 ～ 16:00  　　　〃
▼６月２２日㈬
9:30 ～ 12:00  柳井警察署

14:00 ～ 16:00  恵愛会柳井病院
問市保健センター
☎�１１９０

水道修理連絡先
☎ 090-9505-1140
電話がつながりにくい場合、長め
に呼び出すかしばらくしてお掛け
直しください。
市指定水道工事協同組合
加盟業者（順不同）
㈲笹木設備　　　トオル電気㈱
㈱安原設備工業 　日昭住設㈱
ベルダ㈱ 　㈱一山電業

市職員採用
試験
あなたの力をまちづくりに

○職種／採用予定人員
▼上級行政職
　／５人程度
▼上級土木・中級土木技術職
　／あわせて２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昭和 62 年４月２日～平成７年４月１日生まれの人
②平成７年４月２日以降に生まれた大学卒業者（平成

29 年３月末までの卒業見込者含む）
■中級土木技術職
　平成７年４月２日から平成９年４月１日生まれの人

○試験日時
▼第１次試験
　７月 24 日（日）10:00 ～ 16:00
　教養試験・専門試験・適性検査
▼第２次試験
　９月上旬（予定）
○試験会場
　柳井市役所
○採用
　平成 29 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。
○受付期間
　６月 24 日（金）までの市役所執務時間内
※受験申込書は市のホームページからも印刷で

きます ｡
●問い合わせ
　総務課　☎�２１１１内線４３３

URL試　験


