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１２月１日木～２月２８日火は
エコスタイル・エコドライブキャ
ンペーン、CO ₂削減県民運動 
■エコスタイル
▼ウォームビズにしよう（着るもの
を工夫して暖房の設定温度を控
えめに）
▼暖房時の設定温度は 20℃以下
にしよう
■エコドライブ／12月はノーマイ
カー強化月間
▼優しいアクセル操作で発進
▼駐停車時はアイドリングストッ
プを
▼車内を暖め過ぎないよう控えめ
エアコンに 
■ライトダウン
▼事業所や家庭において可能な範
囲で照明を消灯

問県環境政策課
　☎ 083-933-3030

１２月１０日土～１月３日火は
年末年始の
交通安全県民運動期間　
年末年始は、忘年会や新年会など
お酒を飲む機会も多くなる時期で
す。気が緩みがちな時期だからこ
そ、交通安全の意識をしっかりと
持ち、事故に気をつけましょう。
■重点目標
　子どもと高齢者の交通事故防止
／自転車の安全利用／シートベル
ト等の着用／飲酒運転の根絶／ス
ピードダウン
問市危機管理室
　☎㉒２１１１内線 432

１２月１５日木から山口県特定
（産業別）最低賃金が改正
■鉄鋼業、非鉄金属製造業
　時間額：８９０円
■電気機械器具製造業　
　時間額：８１５円
■輸送用機械器具製造業
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来春小学校へ入学する児童の
就学通知書を送付します
来年４月に小学校へ入学する児童
の就学通知書を送付します。
○送付時期　平成２９年１月末ま
で（１２月３１日現在の住民登録
に基づいて作成）
▼住民登録の住所と実際に居住す
る住所が一致しない場合は、通
知書が届かないことや就学区域
が変わることがあります。至急、
転居の手続きをしてください。
▼特別な事情のある場合、早めに
学校教育課にご相談ください。

問学校教育課
　☎㉒２１１１内線 322

市短縮マラソン大会に伴い
通行止めを実施します
市短縮マラソン大会のコースとな
る市道新庄余田線・農免農道柳井
田布施線の一部区間を一般車両通
行止めとします。ご理解とご協力
をお願いします。なおこの間、柳
井ウェルネスパークへの出入りは
市斎苑側からとなります。
○通行止め期間
　平成２９年１月９日㈷ 10:30 ～
12:00
○通行止め区間

※通行止めでない区間も選手が通
過するときは、車両の徐行・停
止などにご協力ください。

問生涯学習・スポーツ推進課
　☎㉒２１１１内線 334

　時間額：８５８円
■百貨店、総合スーパー
　時間額：７７９円
問山口労働局労働基準部賃金室
　☎ 083-995-0372

家屋調査にご協力ください
対市税務課または県税事務所の家
屋調査が済んでいない次のいず
れかの人
▼１月１日～１２月３１日までに
新築、増築をした人、家屋の一
部または全部を取り壊した人
○期限　平成２９年１月３１日㈫
※調査日程を調整するため、早め
にご連絡ください。

問税務課
　☎㉒２１１１内線 135,136

建設工事等の
入札参加資格審査
平成２９・３０年度に発注する建
設工事等の入札参加資格審査の申
請を受け付けます。
○申請者の資格　建設業者、測量
業者、土木関係建設コンサルタ
ント、建築関係建設コンサルタ
ント、地質調査業者、補償関係
コンサルタント
○申請要領・様式　市ホームペー
ジからダウンロードできます。
　　http://www.city-yanai.jp/
soshiki/9/sanka29-30.html
○受付期間　平成２９年１月６日
㈮～２月６日㈪

問工事監理室
　☎㉒２１１１内線 444

市道等の維持管理に
ご協力ください
▼団体が日を決めて市道や河川等
の草刈を行う場合、事前にボラ
ンティアの登録申請をすること
で、市民賠償責任保険の対象と
なります。
▼刈払機を使用する場合、燃料を
支給します。登録申請等の際に
お問い合わせください。

問土木課
　☎㉒２１１１内線223,224

お知らせ
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米軍岩国基地航空機の目撃情
報や騒音等に関する苦情受付
市に寄せられた情報等は、その都
度、岩国防衛事務所に報告してい
ます。
※平日（8:30～17:15）,夜間（17:15
～翌日8:30）
■中国四国防衛局
▼平日／☎ 082-223-7109
　FAX 082-223-8102
▼夜間㈯㈰㈷／☎082-223-8105
　FAX 082-223-4036
■岩国防衛事務所
　平日／☎ 0827 ㉑ 6195
　FAX 0827 ㉑ 6196
　夜間㈯㈰㈷／留守番電話対応
■市危機管理室
　平日／☎㉒２１１１内線 431
　夜間㈯㈰㈷
　／☎㉒ 2116（警備室）
　FAX㉓ 4595　
※市ホームページに選択方式の専
用フォームがあります。

日積地区に騒音測定装置を
追加設置しました
航空機騒音のさらなる実態把握の
ため、新たに騒音計を追加設置し
ました。（昨年 12月に日積公民館
に設置済み）
○設置場所
　グループホームあそか
○調査内容　７０デシベル以上で
５秒間以上継続した航空機騒音
の発生回数と最大値を収集
○調査結果等　中国四国防衛局に
報告、市ホームページで公表

問市危機管理室
　☎㉒２１１１内線 431

体育施設使用調整会議の
開催（事前提出書類あり）
平成２９年度中に大会等で対象施
設の使用を希望する団体は必ず出
席してください。
■FUJIBO柳井化学武道館、南浜・
ウェルネスパークテニスコート

日２月６日㈪ 18:30 ～
場 FUJIBO柳井化学武道館会議室
■バタフライアリーナ
日２月７日㈫ 18:30 ～
場バタフライアリーナ会議室

■ビジコム柳井スタジアム、南浜・
小田浜・大畠グラウンド

日２月８日㈬ 18:30 ～
場 FUJIBO柳井化学武道館会議室
問事前の提出書類・期限等は各施
設にお問い合わせください。
▼市生涯学習・スポーツ推進課　
　☎㉒２１１１内線 335
▼バタフライアリーナ…㈱ビーク
ルーエッセ　☎㉓０８３０
▼ FUJIBO 柳井化学武道館
　…柳井ビル美装㈱　☎㉕３３８３
▼ウェルネスパークテニスコート
…ミズノグループ　☎㉔００２５

国保高額療養費の申請
■確定申告の医療費控除を受ける
人はご注意を
　高額療養費の申請には医療機関
の領収書等が必要です。確定申告
で医療費控除用に領収書（１２月診
療分まで）を使用する場合は、必
ず申告よりも前に、市民生活課、
出張所・連絡所で高額療養費の申
請をしてください。
　なお、１２月分の高額療養費支
給予定額のご案内は、２月中旬以
降となります。
問市民生活課
　☎㉒ 2111 内線 150,151

水道管の凍結にご注意を
寒くなることが予想される場合は
早めに凍結対策をしましょう。
○凍結しやすい水道管
▼露出している管
▼建物の陰になり、日光が当たら
ない場所にある管
▼風当たりの強い場所にある管
○対策　保温材や毛布、布などで
管を保護する

問水道課　☎㉒２１１１内線 651

弁護士による無料法律相談
（要予約）
日平成２９年１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１月４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
☎㉒２１１１内線 161

市民相談

消費生活相談の
インターネット受付を始めました
　消費生活センターでは、契約に関することや架空
請求など、消費者と事業者の間に発生したトラブル
の相談を受け付けています。
　原則、来所もしくは電話で相談を受け付けていま
すが、開所時間に相談ができない人を対象にインタ
ーネットでの相談受付を始めました。

○相談受付フォーム
http://www.city-yanai.jp/site/shohiseikatsu-center/

※急ぎの人は電話か来所でご相談ください。

柳井地区広域消費生活センターでの相談は
㈪～㈮（祝日・年末年始は除く）
8:30 ～ 17:15（相談受付は 17:00 まで） 
市役所 3階商工観光課内／☎㉒２１２５（直通） 
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タオルなどでおおって
ビニール袋をかぶせる

◀ビニールテープ
　を巻く

◀毛布、布など
　を巻く

左上アドレス
QRコード
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行政・市民相談
日平成２９年１月１１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、
書類作成等についての相談

問市民生活課
　☎㉒２１１１内線１６１

行政相談
日平成２９年１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行政への苦
情や要望の相談

問大畠出張所　☎45２２１１

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日平成２９年１月１２日㈭ ,２６日
㈭ ／ 10:00 ～ 12:00,13:00 ～
16:00

場市役所３階大会議室
※２月９日㈭ ,２３日㈭の年金相
談の予約は１月４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
☎０８２７㉔２２２２

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■昔の遊び伝え隊「将棋に挑戦し
よう」

日場①②各 13:30 ～ 15:30
①平成２９年１月２１日㈯
　市理科研修所（柳井小内）
②２月４日㈯
　伊保庄公民館
内将棋の基本を学び、楽しむ
定小学生１５人（先着順）
料保険代等３０円
○申込期限　①１月１３日㈮、②
１月２７日㈮

申問電話で申し込んでください。
しらかべ学遊館　☎㉒４５１８

市民活動センター交流会
（無料・参加自由）
地域で活動する団体・
個人が集い相互理解
や親睦を深めます。
利用登録の有無に関わらず、気軽
にご参加ください。
日１２月１７日㈯ 13:30 ～ 15:00
場市文化福祉会館２階大会議室
内登録団体から活動発表、交流
問やない市民活動センター
☎㉕３５３５,FAX㉕３５８３

ふるさと山口就職ガイダンス
日平成２９年１月１３日㈮
場山口グランドホテル（山口市小
郡金町）

内山口企業研究コーナー（５０社
以上参加）、公務員志望者相談、
個別就職相談、インターンシッ
プ＆キャリア学習フェアなど

対平成３０年以降に卒業予定の大
学・短大・高専・専修学校等の
学生
○無料送迎バス（要予約）
　福岡・山口西便、広島・山口東
便、山口県央便　

問／予約
県若者就職支援センター
☎ 083-976-1145

平成２９年柳井市消防出初式
日平成２９年１月８日㈰ 9:40 ～
内 7:00 ／サイレン吹鳴、9:40 ／
観閲・市中行進（市道柳井駅和
田橋線）、10:15 ／式典（サン
ビームやない）
※雨天の場合、観閲・市中行進を
中止します。
○車両通行止め　8:45 ～ 10:10
　ご理解、ご協力をお願いします。

問危機管理室
　☎㉒２１１１内線 432

第２８回サザンセト音楽祭
邦楽の部（入場無料）
音楽に親しむ柳井市、周防大島町
及び平生町の個人、団体が日頃の
練習の成果を披露します。
日平成２９年１月２２日㈰
　開場 13:00、開演 13:30
場サンビームやない
内仕舞、箏曲、民謡、津軽三味線、
尺八、大正琴、二胡など１１組

問サンビームやない　☎㉒０１１１

催　し

柳井川

至 柳井駅

柳井小
サンビーム
やない

通行止め▶
区間

白壁通り

講座・教室
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○実施期間　原則 7日間
○就業先　市内農業法人等（農林水産課が受入先等を調整）
○就業内容　時期や農作物の品種等により異なるため、内容は受入
先の方針による
○応募資格　１８歳以上（未成年者は要保護者同意）
○報酬　受入先との雇用契約による
○就業時間　受入先の就業規則による
○参加費　無料（交通費等は自己負担）
○募集人数　２人（先着順）
○募集期限
　平成２９年１月２０日㈮執務時間内
●申込・問い合わせ　詳しくはお問い合わせください。
　農林水産課　☎㉒２１１１内線 352

生不可）／未成年者は要保護者
同意
○雇用期間　平成２９年１月４日
㈬～３月３１日㈮（原則更新）
○勤務時間　8:30 ～ 17:00
○休日　㈯㈰㈷／ただし㈪㈬の祝
日は勤務日
○賃金　日給 7,370 円
○個別面談　１２月２１日㈬／時
間は申込時に個別に指定

○申込期限　１２月２０日㈫12:00
申市民生活課へ写真を貼付した履
歴書を提出してください。

問市民生活課
　☎㉒２１１１内線 165

放送大学
平成２９年度４月入学の学生
心理・教育・福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など幅広い

やない西蔵
ギャラリー展示情報
開館 9:00 ～ 17:00 ／毎週㈫休館
■平成２９年１月４日㈬～１６日㈪
　写真展
■１月１９日㈭～２９日㈰
　字遊の会　二人展
※年末年始（12/29～ 1/3）休館
問やない西蔵　☎㉓２４９０

広島広域都市圏事業
プロバスケットボールチーム
「広島ドラゴンフライズ」
共同応援
日平成２９年２月２５日㈯ 14:00
試合開始

場広島サンプラザホール（広島市
西区）現地集合

内対アースフレンズ東京Ｚ、１階
指定席でまとまって応援、コー
ト内で記念撮影あり

対広島広域都市圏内居住者
定 75 人（申込多数の場合は抽選）
料 1,700 円
○主催　広島広域都市圏協議会
問申往復はがきに参加者全員の住
所、氏名、年齢、電話番号と「ド
ラゴンフライズ共同応援希望」の
旨を記入し、１月２０日㈮（消印
有効）までに応募してください。
※小学生以下は要大人同伴
〒 730-8586（住所不要）
広島市役所広域都市圏推進課
広島広域都市圏協議会
☎ 082-504-2017
FAX082-504-2029

ごみ収集臨時職員
○募集人員　１人
○応募資格　18歳以上の人（高校

分野を学べます。
○出願期間　第 1回／ 12月 1日
㈭～平成２９年２月２８日㈫、
　第 2回／３月１日㈬～２０日㈪
問・資料請求　〒 753-0841
　山口市吉田 1677‐1
　放送大学山口学習センター
　☎ 083-928-2501

広告掲載業務取扱事業者
平成２９年度の市ホームページ・
広報やないに有料広告を掲載する
広告掲載業務取扱事業者（広告代
理店）を募集しています。詳しく
はお問い合わせください。
問政策企画課　☎㉒２１１１
▼市ホームページ／内線 467
▼広報やない／内線 472

将来、農業法人等で就職したい人を募集
平成２８年度 農業インターンシップ事業
農業法人等に就職した場合の具体的なイメージを持つために、
市内の農業法人等のもとでの就業を体験します。

募　集


