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　新しい複合図書館では平日の仕事帰りでも立ち寄れ
るように開館時間を延長したり、図書館の本を使って
講座や朗読会ができるようにスタジオを整備します。
　今回の特集では、新しい複合図書館の多様な使い方
を紹介します。

●問い合わせ　政策企画課　☎�２１１１内線４７１

本を借りるだけじゃない   複合図書館

使い方はさまざま

　「ティーン図書エリア」では
○  自習スペース
　○  机に仕切り板で一人空間
　　○  語り合い、学び合える部屋
　　　○  中高生向け図書の充実

　ティーン図書エリアには要望の多かった自習スペースを充実させます。

特に、1 人の空間を確保できるよう机に仕切り板を設け、集中した学習を支援します。

　一方で、複数人で話し合いながらの学習の場としてのスタジオも設けます。

　※ティーンとは１０代のことを指しますが、１０代に限らず利用できます。

　「子ども図書エリア」では
　○  少し離れて見守れるベンチ

　○  子ども専用トイレと授乳室
　　○  絵本と児童書の充実
　　　○  おはなしの部屋（読み聞かせの部屋）

　　　　○  少しにぎやかな空間

　子ども図書エリアには靴を脱いで本を読める小上がりを設け、大人は少し離れた

場所から子どもたちを見守ることができます。おはなしの会ができる部屋や読み聞

かせスペースのほか、外に出て芝生の上で本を読むこともできます。子どもたちの

少し賑やかな声は、天井からの垂れ壁や書架のレイアウトなどで緩和されます。

特集
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　複合図書館をはじめ、サンビームやない、アクティブやない、文化福祉会

館、市体育館などが連携し、規模や内容に応じたイベントを各施設で展開す

ることを目指します。

　また、複合図書館を中央図書館と位置付け、蔵書の充実のほか、各地区の

学校図書館や公民館図書コーナーとの連携を強化することで、通っている学

校や最寄りの公民館で本を借りることができる環境の充実を目指します。

　現在の図書館は、市が旧給食センターや各公民館等で分散所蔵している歴

史資料、民俗資料、古文書を集積し、文化財等を管理・研究・展示する施設

として活用し、その維持管理は、現在市役所本庁舎内にある生涯学習・スポー

ツ推進課が移転し、サンビームやないを含めて行うことを検討しています。

周辺施設とつながる

  アクセス
○柳井駅から
　　約 900m（徒歩１０分）
○「樋の上」バス停から
　　約 150m（徒歩２分）
○駐車場
  複合図書館敷地内／約７０台
  文化福祉会館北側／約２００台

※文化福祉会館やバタフライア
リーナ、アクティブやないなどの周
辺施設利用者や観光客もご利用いた
だけます。

　すべての世代の憩いの場として
○  お散歩の目的地に
　○  気の合う仲間とスタジオで
　　・  健康講座や座談会
　　・  大人の朗読会
　　・  習い事　など

　小規模な１０部屋のスタジオではものづくりサークルやセミナー、ミニ展

覧会、習い事教室など多様な使い方が可能です。また、芝生広場はゆったり

ウォーキングや展示会、イベント等に活用できます。

　
　使いやすい複合図書館に
　○  レファレンスサービスの充実

　○  サークル活動・グループ活動のサポート
　　○  カフェスペース
　　　○  館内フリー Wi-Fi

　サービスカウンターに常時スタッフを配置し、総合案内や図書館が行う利

用者サービスの中心であるレファレンスサービス、市民活動に関する相談な

どに対応します。要望の多かった Wi-Fi 機能や飲食可能なカフェスペースを

設けます。

　「もしも」に備えて
　○  避難物資を受け入れる場所などになる東屋
　　○  非常時に使用できるマンホールトイレ
　　　○  防災備蓄倉庫

　高台の海抜１４ｍという利点を生かして、災害時には防災施設として使え

るように、非常時に避難物資を受け入れる場所や救護室にもなる東屋や、専

用器具を設置してトイレとして使えるマンホールを設置します。
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現在、複合図書館に関する説明会を市内各地区（１４カ所）で開催しています。

５月１０日以降の日程は以下のとおりです。皆さんのご参加をお待ちしています。

日　程 時　間 会　　場
５月１０日㈮ 10:15～11:45 平郡東小学校多目的室

５月１０日㈮ 12:30～14:00 平郡西集会所和室

５月１２日㈰ 10:00～11:30 大畠公民館大会議室

５月１７日㈮ 18:30～20:00 柳東文化会館大ホール

５月２０日㈪ 18:30～20:00 総合福祉センター大ホール
（ハートフルやない）

５月２３日㈭ 18:30～20:00 西福祉センター大会議室

５月２４日㈮ 18:30～20:00 伊保庄公民館講義室

５月２５日㈯ 10:00～11:30 文化福祉会館２階大会議室

５月２７日㈪※ 18:30～20:00 阿月公民館会議室

※日程変更のご案内
阿月公民館の地区説明会は５月１６日㈭から２７日㈪に変更となりました。

地区説明会を開催しています

財源のはなし

　柳井商業高等学校跡地整備事業は複合図書館建設工事費のほか、既存校

舎・体育館等の解体工事費、防災広場や駐車場の整備費、設計業務委託料

などを含め、約１８億５０００万円を見込んでいます。

　この事業の財源には合併特例債等の地方債を活用することとしていま

す。合併特例債は事業費の 95％に充当することができ、後年返済する元

利償還金の 70％が普通交付税の一部に算入される有利な地方債です。

　

   仮に事業費を19億円として、20年償還の合併特例債で充当した場合、

建設時に9500万円（５％分）を一般財源として支出し、残り18億500万円

（９５％分）を地方債で借り入れることとなります。その場合の返済計画は、

①建設時に9500万円を一般財源として支出

②以降は毎年約9500万円ずつ返済し、うち約6700万円が国から補填

となります。　※現時点の要件による試算であり、今後変更になる可能性があります。

　この合併特例債のほか、今後も整備事業に活用できる有利な財源の確保

に努め、将来負担の軽減を図っていきます。

●事業費

●財源内訳

≪合併特例債イメージ≫
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Pick UP市職員採用試験
○職種／採用予定人員
　上級行政職　　／５人程度
　上級土木技術職／２人程度
　上級保健師　　／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平成２年４月２日から平成１０年４月１日生まれの人
②平成１０年４月２日以降に生まれた大学卒業者（令

和２年３月末までの卒業見込者含む）
▼上級保健師
　平成２年４月２日から平成１１年４月１日生まれの

人で、保健師の免許を有する人または令和２年３
月３１日までに当該免許を取得する見込みの人もし
くは第１０６回保健師国家試験（令和２年２月実施予
定）に合格し、当該免許を取得する見込みの人

○試験日時
▼第１次試験
　７月２８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　市役所
○採用　令和２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。
○受付期限　６月２７日㈭まで

の市役所執務時間内
※受験申込書は市ホームペー

ジでも印刷できます。
●申込・問い合わせ
　総務課
　☎�２１１１内線 433

○日程　大会：１０月６日㈰
　　　　／前夜祭・前日受付：５日㈯
○コース
　柳井市、周防大島町、上関町、平生町、田布施町
　／距離：約１５２㎞
○参加資格　中学生以上
○参 加 費　 9,500 円（消費税及び傷害保険料を含む）
　※申込後の取り消し及び荒天に伴う大会中止の場合、

参加費は返金いたしません。
○募集人数　1,300 人
○申込締切　９月８日㈰（定員になり次第締切）

○申込方法　公式サイトでインターネット受付
　 　http://www.southernseto-longride.jp/

●問い合わせ
　サザンセト・ロングライド in やまぐち大会事務局
　（一社）ITADAKI　☎ 082-961-4002

タイムを競うレースではなく、制限時間内で完走を目指し、多島美を誇る瀬戸
内海や山麓の美しい景観を楽しみながら走行するサイクリングイベントです。
今年は参加者同士が交流できるよう前夜祭を初開催します。

参加者募集中
コース、エントリーなど詳しくは

公式サイト http://www.southernseto-longride.jp/ 

2019 サザンセト・ロングライド inやまぐち

URL



市民の力で支えあい、一人ひとりが主役の笑顔あふれるまち柳井6

第１段階 基準額× 0.375 24,300 円

第２段階 基準額× 0.60  38,880 円

第３段階 基準額× 0.725 46,980 円

第４段階 基準額× 0.90  58,320 円

第５段階 基準額× 1.00  64,800 円

第６段階 基準額× 1.20  77,760 円

第７段階 基準額× 1.30  84,240 円

第８段階 基準額× 1.50  97,200 円

第９段階 基準額× 1.70  110,160 円

第１０段階 基準額× 1.90  123,120 円５００万円以上

３００万円以上５００万円未満

２００万円以上３００万円未満

１２０万円以上２００万円未満

１２０万円未満

年金収入額と合計所得金額から
公的年金等雑所得を控除した
金額の合計額が８０万円以下

年金収入額と合計所得金額から
公的年金等雑所得を控除した
金額の合計額が１２０万円以下

年金収入額と合計所得金額から
公的年金等雑所得を控除した
金額との合計額が８０万円以下

生活保護を受けている

老齢福祉年金を
受給している

世帯に住民税を
納めている人がいる

住民税を納めている

前
年
の
合
計
所
得
金
額

※年金収入額…課税対象となる公的年金等の収入額（障害年金・遺族年金等は非課税年金のため含まない）。
※合計所得金額…収入金額から経費などを差し引いた額で、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除

額を差引く前の金額。長期・短期譲渡所得の特別控除額を控除した額を用いる。

令和元年度 介護保険料
６５歳以上の人の保険料の基準額は 64,800 円 ( 昨年度と同額 ) です
消費税率の引き上げに伴い、第１段階から第３段階の保険料率が軽減されます

介護保険料の所得段階区分および年間保険料額（６５歳以上）

ここからスタート

　介護保険は介護を予防し、また介護が必要になった

ときには費用の一部を支払ってサービスを利用できる

ように、社会全体で連帯して支えあう制度です。

　４０歳以上の全ての人が介護保険の被保険者となり

ます。６４歳までの人の介護保険料は加入する医療保

険の保険料に含まれていますが、６５歳以上の人は医

療保険料とは別に納めることになります。

●問い合わせ
　高齢者支援課　☎�２１１１内線 155 ～ 157

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

はい

はい
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６５歳以上の人の保険料はこうして決定

平成３０年度からは、介護保険給付費用・地域支援事
業費用の２３％を６５歳以上の人が負担することにな
りました。今期の保険料は、来年度までのこれらの費
用がまかなえるよう、負担割合等をもとに算出した「基
準額」を基礎としています。
個人の年間保険料額はこの「基準額」をもとに、6 ペー
ジのとおり所得段階に応じて決まります。どの所得段
階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。

保険料の納め方は

○特別徴収

▼介護保険料は原則、年金から天引きします（特別徴
収）。年金の年額が１８万円以上ある人は、年６回の
年金支給時に、保険料があらかじめ差し引かれます。

▼４・６・８月の徴収額は仮徴収期間として、原則、
前年度２月の天引額と同額です。

　６月に年間保険料額が決定した後、８月以降の徴収
月ごとの徴収額が極力均等になるように８月の仮徴
収額を調整します。

▼１０月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険
料額から仮徴収額を差し引いた金額が、１０・１２・
２月の本徴収額となります。

○普通徴収

▼年金の年額が１８万円未満の人など特別徴収による
納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納
めることになります。

▼原則として、６月から翌年３月までの各月の月末が
納期となります。

▼納期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアでは
使用できません。

※普通徴収の対象となるのは
　年金の年額が１８万円未満の人／老齢福祉年金を受

給している人／６５歳になったばかりの人／年金が
一時給付停止状態の人など

普通徴収の人は口座振替がおすすめ

納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機
関・収納代理金融機関で利用できます。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、納付

方法を特別徴収から口座振替に変更することができ
ますが、介護保険料は特別徴収が原則となっている
ため、特別徴収の人が口座振替に変更することはで
きません。

保険料額の通知は６月中旬に

年間の保険料額や納付方法などが記載されていますの
で、内容をご確認ください。

苦情・相談などは

市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。
山口県国民健康保険団体連合会介護保険課
☎ 083-995-1010

保険料の納め忘れはありませんか

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納
期間に応じて次のような措置がとられます。

■保険料を１年以上滞納すると

　サービス利用時に利用者が利用料の全額をいったん
負担し、申請により後で介護給付費が支払われるこ
とになります。

■１年６カ月以上滞納すると

　利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付
の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、
滞納していた保険料と相殺されることがあります。

■２年以上滞納すると

　利用者負担が３割（４割の場合も）に引き上げられる
などの措置がとられます。

※災害等で財産について著しい損害を受けるなど特
別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶
予や減免を受けることができる場合があります。高
齢者支援課にご相談ください。

公費（税金）
50％

国 ： 25 ％
県 ： 12.5％
市 ： 12.5％

６５歳以上の人の保険料
23％

年金からの天引・口座振替・納付書による個別納付

加入している医療保険（国民健康保険や社会保険など）から納付

４０～６４歳の人の保険料
27％


