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■投票日時

　２月２６日（日）

　 7:00 ～ 20:00
※平郡地区
　２月２５日㈯ 7:00 ～ 18:00

■投票できる人
　平成１１年２月２７日までに生まれ
た人で、平成２８年１１月１８日まで
に柳井市に住民登録し、引き続き柳
井市に住所があり、選挙人名簿に登
録されている人

◆市内で転居した人
　２月８日までに市内転居の手続を

すませた人は現在の住所地の投票
所での投票となります。

　２月９日以降に手続をされた人は
転居前の住所地の投票所での投票
となります。

■新庄第１投票区投票所の場所
　新庄第１投票区投票所である「新
庄出張所」の場所は、旧 JA 南すお
う新庄支所（横断歩道橋南西側の建
物）となっています。（該当自治会は

「投票所一覧」の新庄第１投票区の欄
をご覧ください）

■投票所入場券
　投票所入場券（市長選挙・市議会
議員補欠選挙兼用）は２月１９日ご
ろ郵送でお届けする予定です。はが
きの入場券が届いたら、あなたの行
く投票所をよく確かめてください。
　また、同じ家族でも別々の日に入

場券が届くことがあります。入場券
が届かなかったり、紛失した場合で
も、そのことを投票所で申し出て、
選挙人名簿に登録されていれば投票
できます。詳しくは市選挙管理委員
会事務局へお問い合わせください。
　なお、入場券の裏面には「期日前
投票宣誓書」が印刷されています。

■投票の方法
　はじめに市長選挙の投票用紙（白
色）を受け取り、「市長候補者」の氏名
を記入して投票してください。
　次に市議会議員補欠選挙の投票用
紙（クリーム色）を受け取り、「市議会
議員候補者」の氏名を記入して投票
してください。

■選挙公報
　候補者の氏名、経歴、政見等を記
載した選挙公報を投票日の２日前ま
でに自治会を通じて配布します。ま
た、２月２１日頃から市選挙管理委
員会事務局や各出張所および連絡所
にも備え付けます。

■期日前・不在者投票等
◆期日前投票
　投票日当日、仕事や旅行などで投

票所に行けない見込みの人は、期
日前投票ができます。

　期日前投票する場合、投票日当日
に投票所に行けない旨の宣誓書の
提出が必要です。入場券の裏面の

「期日前投票宣誓書」（右図）に事前
に記入して持参すると、受付が早
くすみます。

　各期日前投票所の投票期間および
時間は次のとおりです。　

◆各期日前投票所の投票期間

市役所本庁
○期間　２月２０日㈪～２５日㈯
　／ 8:30 ～ 20:00
※平郡地区の人は２月２４日㈮まで
○対象　市内全域の有権者

大畠出張所
○期間　２月２２日㈬～２５日㈯
　／ 8:30 ～ 20:00
○対象　大畠地区に住所のある人

大畠以外の出張所・連絡所
○期間　２月２２日㈬～２４日㈮
　／ 8:30 ～ 17:15
○対象　各地区管内に住所のある人

入場券（はがき）の裏面

柳井市長選挙／柳井市議会議員補欠選挙
任期満了（３月２６日）に伴う柳井市長選挙と欠員に伴う柳井市議会議員補欠選挙は、２月
１９日㈰に告示され、２月２６日㈰（平郡地区２５日㈯）に市内２７カ所で投票が行われます。
棄権することなく、必ず投票に行きましょう。
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◆滞在地の不在者投票
　柳井市に住所を有し居住している

人で選挙期間中に業務などやむを
得ない用務のため市外に滞在する
人は、所定の手続きにより郵送さ
れた投票用紙を持参の上、滞在地
の選挙管理委員会で投票すること
ができます。

　なお、手続に日数がかかりますの
で、早めに市選挙管理委員会事務
局にお問い合わせください。

◆郵便等による在宅投票
　身体に重度の障がい（部位により

１～３級程度）のある人で身体障
害者手帳または戦傷病者手帳の交
付を受けている人や、要介護区分
５の介護被保険者証を持っている
人は、市選挙管理委員会から郵便
等投票証明書の交付を受けること
で郵便等での投票ができます。

　なお、手続きに日数がかかります
ので、早めに市選挙管理委員会事
務局にお問い合わせください。

■代理投票や点字投票
　身体が不自由で候補者の名前を書
くことができない人は、投票所の受
付にその旨を申し出てください。係
員が代筆します。
　また、目の不自由な人のために「点
字器」も用意していますので、必要
な人は申し出てください。

■開票
○日時
　２月２６日㈰ 21:00 ～（予定）
○場所　柳井小体育館
○その他　開票状況の速報は開票会

場に掲示するとともに、市ホーム
ページ（　 http://www.city-yanai.
jp）でもご覧いただけます。

■問い合わせ
　市選挙管理委員会事務局
　☎�２１１１内線 260,261

投票事務に伴い大畠公民館と
大畠図書館を臨時休館します
○休館日　２月２６日㈰
●問い合わせ
　大畠公民館　☎�２２２６

投票所一覧

投票区 投票所 区域

柳
井

第１ 柳東文化会館
白潟東一、白潟東二、白潟西上、白潟西下、白潟西二、江の浦東、
江の浦西、宮本東、宮本西、宮野、千才、琴風、琴風団地、水
口、恵愛会

第２ ふたば集会所 大屋、大屋東、野地、片野東、片野西

第３
中開作
ふれあい文化
センター

北中開作、南中開作、東土手、新天地、山根、山根西、新市六、
新市中、新市三、天神二、天神北、天神南、土手、北浜、亀岡、
洲崎、東大才、中大才

第４ 市役所
１階ロビ－

南浜、みずほ、箕越東、箕越南、瀬戸側、土穂石、西土穂石、
東向地、西向地、グランビュ－南町、グラン・シエロ柳井駅南、
ヴィークス柳井駅南

第５ 文化福祉会館
姫田、今市、新町、上田、東後地、西後地、尾の上、魚町、久保、
金屋、古市、中野、愛宕、西大才、柳町、東樋の上、西樋の上、
中塚、コ－プ柳井、サントノ－レ柳井中央、スイートレジデンス
柳井駅前

第６ 西福祉センタ－ 和田、忠信、広瀬、北町、サントピア、一丁田団地

第７ 柳北小学校コミュ
ニティルーム 国清、迫田、下馬皿、中馬皿

第８ 上馬皿公会堂 上馬皿、石井

第９ 黒杭公会堂 横川、黒杭、余田畑

日
積

第１ 大里集会所 水梨、鷹の巣、堺原、大福原、正福、的場、尾崎原、宮の下、
大里、北智雲院、中院、大原、北小国、あそか苑

第２ 日積出張所
上若杉、若杉、割石、東割石、小国、平和台、大谷、宮ケ峠、
東宮ケ峠、忍道、早馬原、川谷、丸子、諏訪、鍛冶屋原、宮ケ
原、南、坂川、岡村

伊
陸

第１ 旧伊陸中学校
クラブハウス 長野、木部、錦、北畑、宗兼、下竹常

第２ 伊陸公民館 中村、奥畑、門前、泉、宮ケ原、旭、久可地、丸山、藤の木、
上大の口、中大の口、下大の口、大迫、上竹常、松山、塩田地

新
庄

第１
新庄出張所

（旧 JA 南すおう
新庄支所）

宝泉、下沖原、中沖原、沖原、大倉、安行、林の西、林の東、
水越、上り屋敷、佐保、篠原、中村、浜、山の口、新生、築出東、
築出西、築出北、わかば、樋の口、みどり、さくら、向陽

第２ 新庄小学校
図書室

宮の下東、宮の下西、東富尾、下富尾、中富尾、深田、上富尾、
浜の内、幸南、幸ケ丘、苗代地、上苗代地、上大祖、下大祖南、
下大祖中、下大祖北、築山

余
田 余田公民館 河添、中村、平田、尾林、西山、蓮台寺、晩ノ木、小平尾、今出、

中郷、院内、保生地、堀、小原、坂本、宝積台、平尾

伊
保
庄

第１ 柳井南小学校
多目的ホール

病院、岩政、近長上、近長下、開作前、開作後、向田、八幡、
大古庵、福井、郷中、岡河内、原、山近、小野上、小野下前、
小野下後、伊保庄園、国立療養所、ゆうわ苑

第２ 柳井南中学校
図書室

浜前、浜後、中郷、空上、空下、和田石、黒島上、黒島下、前
瀬越、後瀬越

第３ 小田小学校
クラブハウス

楠、神出、小木尾上、小木尾中、小木尾下、大木尾、上浜、東高須、
西高須、高須住宅、東田布路木、西田布路木、旭ケ丘、みどり

阿
月

第１ 阿月公民館 宇積、中村造船、国清、竹の浦、松浦、西、和田、合中上、合
中下、東、青木、吉毛、畑、コスタ

第２ 相の浦集会所 相の浦上、相の浦中、相の浦下、池ノ浦

平
郡

第１ 平郡東小学校
体育館

阿宗、内浜、縄手、石仏、大江、中浜、河内、浦中手、中手、石原、
佐保、下久保、上久保、江の尻、波止

第２ 平郡西集会所 鶴甫、松葉川、伊場

大
畠

第１ 大畠出張所
玄関ホール

大久保、上原東、西上原、住吉北、住吉南、天神東、天神西、
本町東、本町中、本町西、西畑、坂川、本町団地

第２ 遠崎学習等
供用会館

天王、東村、蛭子町、本町、御旅、西里、杉ノ木、原善、宮の
下

第３ 神代学習等
供用会館 殿畑、東本谷、中筋、西本谷、東浜、西浜、宮岬団地、宮岬南

第４ 石神学習等
供用会館

東瀬戸、西瀬戸、東石神、南石神、中石神、西石神、串、串の下、
東瀬戸住宅

URL
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介護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査にご協力ください
柳井市高齢者福祉計画・第７期介
護保険事業計画（平成３０～３２年
度）の策定に向けて、高齢者の生
活状況、健康状況、支援のニーズ
などを把握するため実施します。
調査票が届いた人はご協力をお願
いします。
対６５歳以上の人（要介護１～５

の人を除く）から無作為抽出し
た 2,300 人

内郵送によるアンケート
○郵送時期　１月下旬
問高齢者支援課
☎�２１１１内線 159

柳井地域広域水道企業団建設
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、物品（薬品）の
製造・販売業者等

○申請要領　企業団ホームページ
（ 　http://ww51.tiki.ne.jp/~yanai-
kousui/）からダウンロードでき
ます。

○受付期間
　２月１３日㈪～３月１３日㈪
申 問柳井地域広域水道企業団　
☎�５３３３

国民年金保険料の
現金・クレジットカードによる
２年前納が始まります
４月から口座振替に加えて、現
金・クレジットカード納付でも割
引額の大きな２年前納が利用でき
ます。
■現金（納付書）による前納
　任意の月から翌年度末までの前
納が可能になります。（最大で４月
分から翌々年３月分までの２年分
の前納が可能になります）
■クレジットカードﾞによる前納
　新たに２年前納が可能になりま
す。現在の口座振替による２年前
納と同じく、４月分から翌々年３
月分までの保険料を４月末に納付
できます。
問岩国年金事務所
　☎０８２７�２２２２
　市民生活課
　☎�２１１１内線 168,169

お知らせ

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

この給付金は、消費税率の引き上げに伴い所得の低い人の負担を緩和するための臨時的な
措置です。平成２６, ２７, ２８年度に引き続き、経済対策の一環として４月から平成３１年
９月までの２年半分を一括して支給します。

○申請期間　３月１日㈬～６月１日㈭（郵送の場
合、消印有効）／期間中に申請がない場合、辞
退されたものとみなします。

○申請窓口　市社会福祉課、各出張所・連絡所
○支給対象　平成２８年１月１日時点で柳井市に住

民票があり、平成２８年度の市民税均等割が非
課税の人（課税されている人の扶養親族等や生活
保護受給者は対象外）

○支給額　一人につき 15,000 円
○申請方法等　支給対象となる可能性のある人に

は２月下旬に申請書類を送付します。
▼申請書に必要事項を記入し、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）を添付して、同封の返信用封筒で郵送する
か窓口で申請してください。

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請書類を
２月下旬に送付します

▼申請書類が届いても、課税されている人の扶養
親族等である場合など支給対象とならないこと
もあります。

▼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ご連絡ください。

●問い合わせ
　市社会福祉課
　☎�２１１１内線 181,184

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を
市や厚生労働省などが ATM の操作をお願いする
ことは絶対にありません。

市や厚生労働省などが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。

この給付金は、消費税率の引き上げに伴い所得の低い人の負担を緩和するための臨時的な
措置です。平成２６, ２７, ２８年度に引き続き、経済対策の一環として４月から平成３１年

　申請書類が届いたら
　すぐにカクニンじゃ。

　忘れてないか
　カクニンじゃ。

URL
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乗用トラクタ等の農耕作業用
自動車は軽自動車税の申告が
必要です
乗用装置のある
農耕作業用のト
ラクタ、田植機、
農業用薬剤散布車などの小型特殊
自動車に該当する農業機械は、公
道走行の有無に関わらず車体に標
識（ナンバープレート）を取り付け
る必要があります。
現在所有されており登録がまだの
人は申告をお願いします。
○申告に必要なもの
　車名・型式・車台番号・排気量

等が記載されているもの（販売
証明書等）、印鑑

問税務課　☎�２１１１内線 131

身体障害者定期・巡回相談
日３月３日㈮ 13:30 ～ 15:30
場周東総合病院１階救急外来
内補装具支給の適否等、身体障が

いに関する医学的相談、補装具
の装着、リハビリ等の相談など

○実施機関　山口県身体障害者更
生相談所

○申込期限　２月２１日㈫
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 191

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■昔の暮らし伝え隊
　「お茶のいただき方を学ぼう」
日２月１８日㈯　13:30 ～ 15:30
場しらかべ学遊館
内お茶の作法、日本伝統の礼儀を

学ぶ　
定小学生１０人
　（先着順）
料 320 円（茶・菓子、保険代等）
○申込期限　２月６日㈪
申 問しらかべ学遊館　☎�４５１８

柳井地域合同就職面接会
（参加無料・申込不要）
採用担当者と
個別ブースで
面談します。
日２月８日㈬
　13:30～16:30（受付12:30～）
場柳井クルーズホテル
対一般求職者・既卒者
問企業立地・雇用創造推進室
　☎�２１１１内線 369

国指定重要無形民俗文化財
阿月神明祭
日 内２月１１日㈷
　起し立て 8:00 ～
　神明太鼓 13:20 ～
　長持じょうげ 14:00 ～
　神明踊り（長持じょうげ終了後）

14:00 ～ ,19:00 ～
　はやし方 19:20 ～
場阿月東・西神明宮前の浜、阿月

公民館周辺、阿月地区グラウン
ド

問阿月公民館　☎�０００１

第７９回西日本卓球選手権大会
（入場無料）
国内の実業団、大学生、高校生、
中学生等の優秀な選手が出場する
恒例の卓球大会です。
日２月１１日㈯～１２日㈰
場バタフライアリーナ、柳井小体

育館（１１日のみ）
問西日本卓球大会実行委員会事務

局　☎�２９３３（神崎）

健康ハイキング大会
（無料・申込不要）
■琴石山ハイキング（雨天中止）
日２月１１日㈷
○内容
▼琴石山ルート（工事中のため通

行できない場合があります。詳
しくはお問い合わせください）

　集合／市文化福祉会館
　受付／ 8:30 ～ 9:00
▼日積南ルート
　集合／日積南公会堂
　受付／ 9:00
○その他
▼他ルートからも自由に登山でき

ます。また 11:00 ～ 13:00 に山
頂でハイキングチャレンジカー
ド（登頂記録）を交付します。

▼白潟西下集会所で白潟地区有志
による無料接待があります。

　（11:00 ～なくなり次第終了）
問生涯学習・スポーツ推進課
　☎�２１１１内線 335
■新庄地区ふれあいハイキング

大会（雨天中止）
日２月１１日㈷ 9:30 ～ 15:00
○集合場所・時間等　新庄小グラ

ウンド・受付 9:00 ～
○行程　新庄小→果子乃季工場見

学→やまぐちフラワーランド
問新庄公民館
　☎�００６９（雨天の場合、当日

7:30 以降に対応）

講座・教室

催　し

市民相談


