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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

お知らせ

パブリックコメントを
実施します
皆さんの意見をお寄せください。
なお、提出された意見はホームペ
ージで公開する予定ですが、個別
には回答しませんのでご了承くだ
さい。
■柳井市公共施設等総合管理計画
（案）
○募集期間　２月１５日㈬～３月
１６日㈭（必着）

○閲覧開始　２月１５日㈬～
○閲覧場所　
▼市役所情報提供コーナー
▼各出張所・連絡所
▼財政課・同課ホームページ
○提出方法　住所、氏名、電話番
号を明記し、次の方法で提出し
てください。（様式不問）
▼財政課へ持参
▼郵送（〒742-8714財政課）
▼FAX・電子メール
問財政課　☎㉒２１１１内線441
　FAX㉓４５９５
　　 zaisei@city-yanai.jp

平成２９年
春季全国火災予防運動
○全国統一防火標語
　消しましょう
　　　その火その時  その場所で
○実施期間　３月１日㈬～７日㈫

○火の用心７つのポイント
　家のまわりに燃えやすいものを
置かない／寝たばこやたばこの
投げ捨てをしない／天ぷらを揚
げるときはその場を離れない／
風の強いときはたき火をしない
／子供にはマッチやライターで
遊ばせない／電気器具は正し
く使いたこ足配線はしない／ス
トーブには燃えやすいものを近
づけない

問柳井地区広域消防組合
　☎㉓７７７４

ごみの出し方
■スプレー缶の出し方
　スプレー缶やカセットコンロ用
のボンベは必ず中身を使い切り、
穴をあけてからカン金属類の収集
日に出してください。
　中身が残ったまま廃棄すると、
ごみ収集車やごみ処理施設が火災
となる危険があります。
▼缶を振って「シャカシャカ」と音
がしたら中身が残っています。
火気のない風通しの良い屋外で
スプレーボタンを押してガスを
完全に抜いてください。
▼穴をあけるときは火気に注意し
て市販の穴あけ用具などを使い
ましょう。クギなどで穴をあけ
る場合は、けがに注意してくだ
さい。

問市民生活課
　☎㉒２１１１内線 165

国民年金保険料の口座振替の
申し込みはお早めに
口座振替を利用すると納め忘れも
なくなり、お得な割引もあります。
今年度から現金・クレジットカー
ドでの２年前納も利用できます。
■平成２９年度保険料
　月額 16,490 円（年間 197,880
円）
■前納割引制度
○口座振替（早割）／納付期限よ
り１か月早く口座振替で毎月納
める場合　16,440円 ×12カ月
=197,280円
　１年で 600 円引
○現金払い
▼前納１年度分／１年度分を現金
で前納（クレジットカード払含）
　197,880 円→ 194,370 円　　
　１年で 3,510 円引
▼前納２年度分／２年度分を現金
で前納（クレジットカード払含）
　393,960 円→ 379,560 円　　
　２年で 14,400 円引
○口座振替
▼前納１年度分／１年度分を口座
振替で前納
　197,880 円→ 193,730 円
　１年で 4,150 円引
▼前納２年度分／２年度分を口座
振替で前納
　393,960 円→ 378,320 円　　
２年で 15,640 円引
○申込期限　２月２８日㈫
○申込場所　市民生活課、岩国年
金事務所、各金融機関
○必要なもの　納付書または年金
手帳、通帳、金融機関の届出印

問岩国年金事務所
　☎０８２７㉔２２２２
　市民生活課
　☎㉒２１１１内線 168,169
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市議会定例会（３月議会）
平成２９年第１回市議会定例会を
開催します。
日（予定）　３月７日㈫～２３日㈭
○その他　詳しくは３月２日㈭10
時から開催予定の議会運営委員
会で決定されます。なお、市の
ホームページにも掲載します。
　　http://www.city-yanai.jp/site/
shigikai/

問議会事務局
　☎㉒２１１１内線 511

家畜・家きんを
飼養している皆様へ
■「定期報告書」の提出をお願いし
ます
　家畜や家きんの飼養者は、毎年
１回、家畜や家きんの頭羽数、飼
養衛生管理の状況（２月１日時点）
を報告することが義務付けられて
います
○対象家畜　牛、水牛、馬、鹿、羊、
山羊、豚、イノシシ（１頭以上）
○対象家きん　鶏、ウズラ、アヒ
ル、キジ、ダチョウ、ほろほろ
鳥、七面鳥、合鴨（１羽以上）
○提出期限　３月７日㈫
○提出場所　農林水産課、各出張
所・連絡所
※「定期報告書」の様式は農林水産
課のホ－ムペ－ジからダウンロ
－ドできます。

問東部家畜保健衛生所
　☎㉒２４１６
　農林水産課
　☎㉒２１１１内線 351

耕作放棄地からの復元を
支援します
○条件　▼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／詳しくはお問い合
わせください。
○補助金額
▼開始年度（原則１回のみ）
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
▼翌年度（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

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日３月９日㈭ ,２３日㈭／ 10:00
～ 12:00,13:00 ～ 16:00

場市役所３階大会議室
※４月１３日㈭ ,２７日㈭の年金相
談の予約は３月１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

行政・市民相談
日３月１６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
　☎㉒２１１１内線１６１

行政相談
日３月１６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に対す
る苦情や要望の相談

問大畠出張所　☎45２２１１

弁護士による無料法律相談
（要予約）
日３月１６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３月１日㈬８時３０分から電
話により先着順で受け付けます。
市民生活課
☎㉒２１１１内線 161

金魚ちょうちん製作教室
（参加無料・要申込）
日いずれの日も同内容。両方の参
加は不可。
①２月１２日㈰ 10:00 ～ 15:00
②２月１８日㈯ 10:00 ～ 15:00
場やない西蔵
内柳井の民芸品『金魚ちょうちん』
を和紙貼りから体験。途中、古
地図を片手に町歩き。
※昼食は各自用意
対高校生以上
定各日２０人（先着順）／①は定
員まで残りわずか
※原則として１世帯１人の体験
　（交替での製作は可）
申問柳井市地域ブランド推進協議
会（商工観光課）
☎㉒２１１１内線 361

市民相談

URL

講座・教室
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中央公民館定期教室（前期）
■冠婚葬祭書道教室（一般・初心
者）

日４～９月の毎月第２・４㈮
　／ 10:00 ～ 12:00
○講師　山本桂韶さん
定２０人　料月 1,000 円
持書道用具一式、黒のマジック（書
き方用のペン）、筆記用具
■美文字に変身！ペン習字教室
　（朝・夜の部／一般）
日４～９月の毎週㈫
▼朝の部　10:00 ～ 12:00
▼夜の部　19:00 ～ 21:00
○講師　田中東峰さん
定各２０人　料月2,000円（初回
に教材費1,010円が別途必要）

持筆記用具（ボールペン、時期が
くれば筆ペン）
■着付教室（朝・夜の部／女性）
▼朝の部　４～９月の毎月第２・
３・４㈬／ 10:00 ～ 12:00
▼夜の部　４～９月の毎月第２・
３・４㈫／ 19:00 ～ 21:00
○講師　山田千鶴枝さん
定各２０人
料月 2,000 円（初回にテキスト料
3,100 円が別途必要）

持着物、肌襦袢、長襦袢、タオル
（２本）、腰ひも（５本）、すそよ
け、伊達〆（２本）、足袋、名古
屋帯、名古屋帯小物、洗濯バサ
ミ、筆記用具
■絵手紙教室（一般）
日４～９月の毎月第３㈯
　／ 13:30 ～ 15:30
○講師　右田朱実さん
定３０人　
料月 1,500 円、材料費約 12,000
円（初回のみ・道具一式代）

持エプロン、タオル、はがき２～
３枚、野菜等（ピーマン、レモン、
イチゴ等）、筆記用具、手持ち
の道具
■和裁教室（一般・初心者）
日４月～平成３０年３月の毎週㈭
／ 13:00 ～ 16:30
○講師　湯治俊子さん
定２０人　料月 2,000 円
持裁縫道具、筆記用具
■全講座共通
○申込期限　３月１５日㈬
申問先着順。申込が少ないときは
教室を中止する場合があります。
生涯学習・スポーツ推進課
☎㉒２１１１内線 331

消費生活センター講座
家計管理にやさしいローコスト・
高栄養の手軽なレシピを身につけ
る調理実習講座。
両講座とも講師はシニア野菜ソム
リエの柳井さつきさんです。
■忙しい時だって！「お財布にも
体にもやさしい節約レシピ」
　大人をターゲットに健康レシピ
を紹介します。
日３月７日㈫ 10:00 ～ 14:00
■お手伝いできるもん！「子・孫
と一緒に作るわくわくレシピ」
　子どもも一緒に作れる簡単な料
理のレシピを紹介します。
日３月１１日㈯ 10:00 ～ 14:00
対保育園年中～小学生とその保護
者（一緒に参加してください）
■共通事項
場市文化福祉会館調理実習室
定各講座３０人
料 500 円（材料費）
○申込締切　２月２８日㈫
申問

柳井地区広域消費生活センター　
☎㉒２１２５

健康 & すくすく
３月の健康相談（予約不要）
場問市保健センター　☎㉓１１９０
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮（２０日は除く）9:00 ～ 11:30
■こころの相談会
日３月１日㈬ 13:30 ～ 15:00
■乳幼児健康相談・栄養相談
日３月８日㈬ 9:30 ～ 11:00

一般健康相談（予約不要）
日３月２日㈭
10:30 ～ 11:00 場平郡東地区老人憩いの家
13:00 ～ 13:30 場平郡西地区老人憩いの家
問市保健センター　☎㉓１１９０

山口県ジェネリック医薬品
安心使用促進セミナー（無料・要申込）
日３月５日㈰ 13:30 ～ 15:00
場ふれあいタウン大畠
内講演「知っておきたい薬の知識」／（一社）山口県
薬剤師会・志熊理史副会長
　講演「後発医薬品の使用促進について」／厚生労働
省医政局経済課・大西友弘課長
○申込期限　２月２４日㈮
申問県薬務課　☎ 083-933-3023

暮らしとこころの相談会（無料）
日３月１２日㈰ 10:00 ～ 16:00
場県総合保健会館（山口市吉敷下東３丁目１- １）
■弁護士による相談（要申込）
内多重債務、解雇や賃金不払い、ＤＶ等の日常生活
上の法的問題に関すること

申問山口県弁護士会　☎ 083-922-0087
■こころの健康相談（申込不要）
内心の病気や心身の不調等の健康に関すること
問県精神保健福祉センター　☎０８３５㉗３４８０
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男女共同参画研修会
（要申込・無料）
「防災と男女共同参画」をテーマに
研修会を開催します。
日２月２１日㈫ 13:30 ～ 15:00
場市文化福祉会館２階大会議室
○講師　市危機管理室職員
○申込期限　２月１６日㈭
申問

市女性団体連絡協議会事務局
（政策企画課内）
☎㉒２１１１内線４７１

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３月４日㈯ 13:30 ～ 15:30
場ひづみ保育園
内お茶をたてる体験をして、おも
てなしの仕方を学ぶ

定小学生１０人（先着順）　
料３２０円（お茶・お菓子、保険代）
※欠席の連絡が当日の場合は、参
加費をいただきます。
○申込期限　２月２０日㈪
申問電話で申し込んでください。
しらかべ学遊館
☎㉒４５１８

中央公民館まつり（参加無料）
中央公民館を拠点に活動するサー
クルなどの展示・発表です。
■展示の部
日３月４日㈯～５日㈰
　／ 9:00 ～ 16:00
■発表の部
日３月５日㈰ 13:00 ～ 16:00
○オープニングイベント
　３月４日㈯ 10:00 ～
場中央公民館（市文化福祉会館）
問生涯学習・スポーツ推進課
　☎㉒２１１１内線 331

地域のみなさんと消防のつどい
防火フェスタ２０１７
日３月４日㈯ 9:30～ 12:00
場ゆめタウン柳井駐車場
内消防マスキングテープ無料配布
（9:15～先着１００人に配布）／

柳井地区広域消防音楽隊演奏／
はしご車展示／幼年消防クラブ
の防火演技／防災グッズ等大抽
選会（9:40～先着２００人に抽選
券を配布）／防火もちまき／展
示・訓練コーナー／住宅用火災
警報器の展示／消火器取扱い訓
練／はしご車体験搭乗／消防装
備品の展示及び記念撮影／わた
がしの配布（先着200人）
■火災予防優秀作品展
　平成２８年に募集した火災予防
作品のうち金賞作品３１点を展示
します。
日２月２５日㈯～３月５日㈰
場ゆめタウン柳井店
問柳井地区広域消防組合
　☎㉓７７７４

広島広域都市圏バスツアー
（要申込）
■みはら歴史館と竹原町並み雛め
ぐり

日３月１８日㈯ 9:00 ～ 17:30
場集合・解散／ＪＲ広島駅新幹線
口

内道の駅みはら神明の里（ショッ
ピング）、ミルキー鉄男のかき
小屋三原店（昼食）、みはら歴史
館、竹原町並み散策・雛めぐり
（ガイド説明あり）、道の駅たけ
はら（ショッピング）

料 5,000 円（交通費、昼食代込）
定４０人（先着順・最少催行人員
１５人）

申問フジトラベルサービストムズ
緑井営業所　☎ 082-831-8005
（10:00 ～ 19:00）

清掃業務パート職員
○勤務内容　ガラスびんの色選別
作業等
○募集人員　２人
○応募資格　１８歳以上の人（高
校生不可）／未成年者は保護者
の同意が必要
○勤務場所　不燃物処理場
○雇用期間　４月３日㈪～６月３０
日㈮／更新あり
○勤務時間　9:30 ～ 16:00

○休日　㈯㈰㈷
○賃金　時給 860円
○個別面接　２月２７日㈪／時間
は申込時に個別に指定
○申込締切　２月２４日㈮１２時
申問履歴書を提出してください。
市民生活課
☎㉒２１１１内線 165

市斎苑清掃パート職員
○勤務内容　施設清掃業務、除草
業務、利用者への案内など
○募集人員　１人
○応募資格　㈯㈰㈷も勤務可能な
人
○勤務場所　市斎苑
○勤務時間　原則隔日勤務
　／ 8:30 ～ 12:00（就業時間の
変動、延長の場合あり）
○賃金　時給８６０円
○雇用　選考し、採用決定日から
雇用予定
○申込期限　２月２４日㈮
申問履歴書を提出してください。
市民生活課
☎㉒２１１１内線166

市体育施設管理人
○業務内容　市体育施設の管理及
び利用受付、その他体育用品の
管理など
○募集人員　１人
○応募資格　普通自動車免許
○勤務形態　週４日程度
　／原則 8:30 ～ 17:00
○賃金　日額 6,700 円
○雇用開始　４月３日㈪
○受付期間　２月１０日㈮～３月
３日㈮／市役所執務時間内

申問履歴書を直接または郵送で提
出してください。
生涯学習・スポーツ推進課
☎㉒２１１１内線 334

簡単管理 , 非課税 , 掛金助成

中小企業退職金共済制度
「中退共」で検索！

問（独）勤労者退職金共済機構
　中小企業退職金共済事業本部
　☎ 03-6907-1234

催　し

募　集
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県営住宅の入居者
○住宅名　大屋、新庄北、宮野、
馬皿の各県営住宅

○受付期間　２月２０日㈪～２８日
㈫（この期間の郵便局の消印が
あるものが有効）

申問申込資格など詳しくはお問い
合わせください。
〒740-0016
岩国市三笠町１－１－１
一般財団法人山口県施設管理財団
県営住宅管理事務所岩国支所
☎０８２７㉚１０３０

ねんりんピック山口２０１７
（山口県健康福祉祭）
スポーツ文化交流大会参加者と
美術展出品作品
対象年齢／６０歳以上
申込方法など詳しくはお問い合わ
せください。
■スポーツ文化交流大会参加者
対市内在住の６０歳以上（昭和３３
年４月１日以前に生まれた人
■卓球・テニス・ソフトテニス・
ソフトボール・ペタンク・弓道・
剣道・囲碁・将棋・健康マージャ
ン

日５月１０日㈬10:00～16:00（雨
天予備日１１日㈭）

場山口県維新百年記念公園ほか
○申込期限　２月１３日㈪～３月
１７日㈮（必着）

申問高齢者支援課
☎㉒２１１１内線 186
■ゴルフ
日４月２６日㈬
場防府新山口カンツリー倶楽部
○申込期限　３月２４日㈮（必着）
申問山口県ゴルフ協会
〒 754-0014 山口市小郡高砂町
2-10 第１原ビル５階
☎ 083-973-4701
FAX 083-973-4702
■マラソン（１５００ｍ・５０００ｍ
のトラック種目）

日６月３日㈯（山口マスターズ陸
上競技選手権大会と併催）

場山口県維新百年記念公園
申問山口マスターズ陸上競技連盟
〒 758-0025
萩市土原１区184斉藤忠彦方

☎・FAX ０８３８㉒３８７５
■ボウリング
日５月２２日㈪
場ボウリングの森（山口市）
申問山口県ボウリング連盟
〒 753-0066 山口市泉町 9-38 ハ
イツ堀本３０６
☎ 083-924-7670
FAX 083-928-6260
■「美術展」出品作品
対市内に住所を有する６０歳以上
（昭和３３年４月１日以前に生ま
れた人）のアマチュアの人が創
作した未発表の作品

日６月３日㈯～５日㈪
場防府市地域交流センター（アス
ピラート）
○応募点数　1人１点（複数部門
への出品不可）
○部門　日本画、洋画、彫刻、工
芸、書、写真
○申込期限　２月１３日㈪～３月
１７日㈮（必着）
○その他　作品は５月２２日㈪～
２６日㈮の間に高齢者支援課へ
持参してください。

申問高齢者支援課
☎㉒２１１１内線 186

第１７回キラリンピック・全国
障害者スポーツ大会
派遣選手選考会参加者
日場内

■５月１４日㈰
▼フライングディスク
　9:30 ～／山口きらら博記念公
園多目的ドーム
▼陸上競技　9:30 ～／維新百年
記念公園陸上競技場
■５月２１日㈰
▼アーチェリー　9:50 ～／維新
百年記念公園弓道場
▼水泳
　9:30 ～／美祢市温水プール
対平成２９年４月１日現在、１３
歳以上で県内に居住する身体・
知的・精神の障がいを有する人
（競技に支障のある疾患を有し
ない人に限る）

◯その他　卓球、サウンドテーブ
ルテニス、ボウリングを加えて
「第１７回全国障害者スポーツ大

会派遣選手選考会」を同時開催
○申込期限　３月２日㈭
申問詳しくはお問い合わせの上、
申し込んでください。
市社会福祉課
☎㉒２１１１内線 191

学校（生活）支援員
○勤務内容　支援・配慮を必要と
する児童の支援・介助。学級担
任の補助等
○募集人員　若干名
○資格等　不問
○勤務場所　市内小学校
○勤務時間　学校授業時間のうち
１日４時間（週４日程度）
○賃金　時給 910円
○採用　面接の上、選考し採用
○申込期限　２月２２日㈬
申問履歴書を提出してください。
学校教育課
☎㉒２１１１内線 321

学校支援ボランティア
あなたの知識や経験を市内の小中
学校で生かしませんか。
○募集分野
▼環境整備（校舎等の補修、草刈
りなど）
▼教育活動（国語、算数、体育な
ど教科指導の補助、読み聞かせ、
体験談、園芸指導など）
▼スクールガード（登下校時の付
き添いなど）
▼食育ボランティア（郷土料理、
朝食作りの指導など）
※最寄りの学校からの依頼で活
動をお願いしています。
○申込期限　３月末／随時受付
申問各小中学校、学校教育課、各
出張所・連絡所、市スクール・コ
ミュニティセンター備付の申込用
紙で申し込んでください。
▼柳井市スクール・コミュニティ
センター
　☎㉒０６３０（担当・山口）
▼学校教育課
　☎㉒２１１１内線 321


