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■投票日時

　１２月３日（日）

　 　　7:00 ～ 20:00
※平郡地区
　１２月２日㈯ 7:00 ～ 18:00

■投票できる人
　平成１１年１２月４日までに生まれ
た人で、平成２９年９月１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
　　１１月１５日までに市内転居の

手続をした人は、現在の住所地の
投票所での投票となります。

　　１１月１６日以降に手続をした
人は、転居前の住所地の投票所で
の投票となります。

■投票所入場券
　投票所入場券は１１月２６日ごろ
郵送する予定です。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、入場券は同じ家族でも別々
の日に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。

■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、１１月２８日ごろから市選挙
管理委員会事務局、各出張所・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。

　　期日前投票をする場合、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
　１１月２７日㈪～１２月２日㈯
　／ 8:30 ～ 20:00

※平郡地区の人は１２月１日㈮まで
○対象　市内全域の有権者

大畠出張所
○期間
　１１月２９日㈬～１２月２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
　１１月２９日㈬～１２月１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

柳井市議会議員一般選挙
任期満了（１２月３１日）に伴う柳井市議会議員一般選挙は、１１月２６日㈰に告示
され、１２月３日㈰（平郡地区２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。
●問い合わせ
　市選挙管理委員会事務局　☎�２１１１内線 260,261
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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
　１２月３日㈰ 20:50 ～（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）でも確
認できます。

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　１２月３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 新庄公民館
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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市民と市長と気楽にトーク
冒頭に柳井商業高等学校跡地の利
活用について説明します。
■定例開催（申込不要）
日 場

１０月２９日㈰ 10:30 ～ 11:30
　／神代学習等供用会館
１１月４日㈯ 10:30 ～ 11:30
　／ふれあいタウン大畠
１１月１１日㈯ 16:00 ～ 17:00
　／柳東文化会館
１１月１８日㈯ 11:00 ～ 12:00
　／柳北小コミュニティルーム
※柳北小コミュニティルームでの

開催日時は前号でお知らせした
「１１月４日㈯ 13:30 ～ 14:30」
から変更となっています。

１１月１９日㈰ 10:30 ～ 11:30
　／市文化福祉会館
１１月２５日㈯ 10:30 ～ 11:30
　／阿月公民館
■随時開催（要事前申込）
対３人以上の参加者から
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

木造住宅の耐震診断
（無料・要申込）

対所有する昭和５６年５月３１日
以前に着工した木造住宅に現住

し、市税の滞納がない人（賃貸
住宅は対象外）

○募集戸数　６戸（先着順）
○申込期間
　１０月２６日㈭～１１月３０日㈭
　／㈯㈰㈷除く
申 問都市計画・建築課
☎�２１１１内線 235,236

防災行政無線を使用して
情報伝達訓練を実施します
地震・津波や武力攻撃などの発生
時に備え、全国瞬時警報システム

（J アラート）を用いた情報伝達訓
練を実施します。
日１１月１４日㈫ 11:00 ごろ
※災害等が発生したり、そのおそ

れがある場合は、訓練を中止す
ることがあります。

内チャイム音と J アラートのテス
トであることを、市内４９カ所
に設置してある防災行政無線の
スピーカーから一斉に放送

■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
問危機管理室
　☎�２１１１内線 431

歳末たすけあい募金による
見舞金の申請
対１０月１日現在、自宅で生活し

ている柳井市民で以下の①～⑤
に該当する人（生活保護受給世
帯を除く）／①身体障害者手帳
１・２級②療育手帳 A・B 判定
③精神障害者保健福祉手帳１・
２級④福祉医療費受給者証（ひ
とり親家庭用）⑤要介護度５お
よびその人と同居し介護をして
いる人

○予定額　①～③・⑤ 5,000 円、
④１世帯あたり 5,000 円、こど
も１人につき 1,000 円加算

◯申請期限　１１月１７日㈮
申 問市社会福祉協議会、各出張所・
連絡所、民生児童委員宅に備付の
申請書を提出してください。
市社会福祉協議会　☎�３８００

女性の人権ホットライン
（相談無料・秘密厳守）

日１１月１３日㈪～１９日㈰
　／ 8:30 ～ 19:00
　／㈯㈰ 10:00 ～ 17:00
○相談内容　女性の様々な問題・

悩み（夫・パートナーからの暴
力、職場のセクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為など）

○相談番号
　☎ 0570-070-810
問山口地方法務局人権擁護課・山

口県人権擁護委員連合会
　☎ 083-922-2295

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

創業１００年企業 を募集します
　市内で１００年以上にわたり伝統の技術や事業を
守り継承することで、本市の経済発展に貢献し、
かつ他の企業の模範となってきた長寿企業を募集・
表彰します。
○対象企業　市内に主たる事業所を有しており、

以下の①②のいずれかを満たす企業
①右の対象業種で１００年以上（大正６年以前の創

業）にわたり営業を継続している。
②①と同等の業歴を有して、家業の理念を受け継

いでいる。

○対象業種　建設業、製造業、情報通信業、運輸業、
郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不
動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業

（風営法に規定する業種を除く）、生活関連サー
ビス業・娯楽業（風営法に規定する業種を除く）

○募集期間　１１月１日㈬～３０日㈭
●申請・問い合わせ
　申請書類（商工観光課備付、市 HP からダウン

ロード可）を提出してください。
　商工観光課　☎�２１１１内線 360

市民相談
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知的障害者更生相談所
巡回相談（要申込）
日１２月１４日㈭ 10:00 ～ 15:00
場市総合福祉センター
内巡回相談（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、印鑑
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

柳井地区労働福祉セミナー
（申込不要・無料）

日１１月１６日㈭ 18:30 ～
場柳井クルーズホテル
内「日本語って楽しい」～仕事や

家庭で使うことば～
○講師
　勝津正男氏（フリー
　アナウンサー）
対柳井地域在住者・
　在勤者
問

柳井地区労働者福祉協議会事務局
（中国労働金庫柳井代理店内）
☎�１２３４

中央公民館教室
■絵手紙教室（一般）
日１１月２６日㈰ 13:30 ～ 15:30
場中央公民館２階視聴覚室
内 スチロール版画や干支の印を

使った絵手紙年賀状作り
○講師　右田朱実さん
定２０人（先着順）
料 1,500 円
持カッターナイフ、ボールペン、

３Ｂ鉛筆、朱肉、（持っている人）
絵手紙道具、スタンプパッド

○申込期限　１１月１７日㈮
■マクラメ教室（一般）
日１１月２８日㈫ 10:00 ～ 12:00
場中央公民館１階教養室
内マクラメ編みでクリスマスリー

ス作り
○講師　マクラメきらら
定２０人（先着順）
料５００円
○申込期限　１１月１７日㈮
■共通事項
申 問生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331

脱！メタボ教室（全３回）
保健師、管理栄養士、健康運動指
導士があなたの脱メタボリックシ
ンドロームをお手伝いします。３
カ月間取り組んでみませんか。

■健康マイレージ対象事業
日 内

■第１回【食生活編】
　１１月２８日㈫ 9:30 ～ 13:00
　／保健師・管理栄養士による講

話（ヘルシーランチ試食付）
■第２回【運動習慣編】
　１２月１日㈮ 9:30 ～ 12:00
　／健康運動指導士によるウォー

キングについての講話、実習
■第３回【まとめ】
　平成３０年２月２７日㈫ 9:30 ～

11:30 ／講座内容のまとめ、生
活習慣の振り返り

場市保健センター
対４０歳以上の市民
定１５人（先着順）
○その他
▼１回目は昼食代 500 円程度と

米１合が必要です。
▼計２回の体組成測定があり、身

体の部位別の筋肉量、脂肪量が
わかります。

○申込期限　１１月２１日㈫
申 問市保健センター　☎�１１９０

訪問型サービス従事者
養成研修（受講無料）
日１２月１日㈮ , ２日㈯ , ８日㈮ , ９

日㈯ , １５日㈮ , ２２日㈮の全６日
間（9:30 ～・各日約６時間）

場シンフォニア岩国特別会議室
内新しい総合事業の生活支援サー

ビスに必要な知識・技術の習得
対訪問型サービスの提供事業所に

所属する人、生活支援に関する
事業等に取り組む人、研修に関
心のある人など

定４０人
○申込期限　１１月１７日㈮
申 問山口県長寿社会課
☎ 083-933-2788

市営柳井駅前駐車場を廃止します
　１０月３１日に市営柳井駅前駐車場の供用
を廃止します。長年にわたりご利用いただき、
ありがとうございました。
　なお、市営柳井まちなか駐車場、市営柳
井駅南駐車場は引き続き利用可能です。

●問い合わせ
　都市計画・建築課　☎�２１１１内線 231

講座・教室
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第３１回大畠地区音楽祭（無料）
大畠地区で音楽活動をしている個
人、団体が日ごろの練習の成果を
披露します。
日１１月１９日㈰ 13:00 ～
場大畠公民館（ふれあいタウン大

畠）２階大ホール
内合唱、詩吟、三味線、大正琴、

カラオケ、吹奏楽など
問大畠公民館　☎�２２２６

古地図を片手に街道歩き
（要申込）
■明治維新ゆかりの阿月・遠崎地

区を巡る　
日１１月２５日㈯／集合 9:50
　10:02 ～ 18:03
場集合・解散／柳井駅

内柳井駅→小瀬上関往還→月性展
示館→柳井駅（昼食）→世良修蔵
屋敷跡→克己堂跡→柳井駅

　／徒歩行程は約６km
定２０人（先着順）
料 600 円（保険代・入館料等）
　バス代 1,060 円・列車代 280

円が別途必要
○その他　弁当販売あり（500 円）
○申込期限　 １１月１８日㈯
申 問柳井市観光協会　☎�３６５５

広島広域都市圏 近隣市町
魅力発見バスツアー（要申込）
■ちょっぴりボンネットバス乗車

と江田島・呉を巡る日帰りツアー
日１２月２日㈯ 8:50 ～ 18:30
○集合・解散　広島駅新幹線口
内ボンネットバス乗車（小用港～

海上自衛隊第１術科学校）、海
上自衛隊第１術科学校（見学）、
割烹大学（昼食）、入船山記念館

（見学）、呉港（夕呉クルーズで
の護衛艦見学）

定先着４０人（最少催行人員１５人）
料 6,000 円（大人・子ども同額、

昼食代込）
申 問

フジトラベルサービストムズ
緑井店　☎ 082-831-8005

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度を実施しています
　住民票の写しなどを代理人や第三者の請求に基
づいて交付したとき、事前に登録した人にその事
実を郵送でお知らせする制度です。
　交付した事実を知らせることで、個人情報の不
正使用防止や、不正な請求であった場合に早期の
事実関係の究明が可能となります。
○対象　柳井市の住民基本台帳に記載されている
（いた）人、戸籍に記載されている（いた）人

○登録に必要なもの
　本人確認書類（運転免許証、旅券、マイナンバー

カード等）、代理人の場合は登録者の本人確認
書類の写しを添付した自書による委任状、法定

代理人の場合は戸籍謄本等法定代理人の資格を
証明する書類

○通知の対象となる証明書
　住民票の写し（除票を含む）、住民票記載事項証

明書、戸籍附票の写し（除附票、改製原を含む）、
戸籍謄本・抄本（除籍、改製原を含む）、戸籍記
載事項証明書

○通知内容
　証明書の交付年月日、交付した証明書の種類・

通数、交付請求者の種別
●申込・問い合わせ
　市民生活課　☎�２１１１内線 161

遊具を撤去します
　長年にわたり親しまれた古開作西公園のロケ
ットすべり台と広瀬児童公園の飛行機すべり台
を老朽化に伴い撤去します。今後は、新しい遊
具の設置を検討します。

●問い合わせ
　都市計画・建築課　☎�２１１１内線 232

催　し


