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特集

農地を守る
～有害鳥獣被害対策の現状～

柳井市では平成２２年ごろからイノシシやサルなど人や農作物に被害を与える、
いわゆる「有害鳥獣」による農作物被害が増加しています。今回は、農作物被害
の防止に取り組む「柳井市猟友会」の活動を紹介します。

●問い合わせ
　農林水産課　☎㉒２１１１内線 355

【地区ごとのイノシシ捕獲頭数比較】

■有害鳥獣の傾向
イノシシの捕獲数は伊保庄・阿月・

平郡地区で激増しています。イノ

シシは泳ぎが得意で、本土から数

十キロ離れている平郡島や他の島

にも泳いで渡ります。

　平成２６年頃からはサルの出没

も柳井市全域で増えており、イノ

シシに次いで多くなっています。

　近年ではシカやヌートリアといっ

た、今までは市内に存在しなかった

動物も捕獲され始めています。

平成２２年 令和２年
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【柳井市全体】

●平成２２年 １４２頭

●令和２年９８４頭

（単位：頭）

▲令和元年に神代地区で捕獲され
たヌートリア（体長約８０cm）
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農地を守る「柳井市猟友会」
柳井市猟友会は、狩猟を趣味とする人たちを中心として昭和３２年に発足し

ました。有害鳥獣による農作物被害が急増している近年は、地域の農地を

守るために入会する人が増えており、趣味としてのみならず農作物被害の

防止を目的とした活動も多くなっています。

　現在の会員は９９人。３０代から８０代まで年齢も職業も様々な人が所属

しており、年に数回の安全対策や捕獲などの研修を受けながら、技術の向

上に努めています。

　狩猟にはさまざまな猟具を使用しますが、中でも柳井市猟友会で使用さ

れることの多いイノシシ用の「足くくりわな」と「箱わな」について、それぞ

れの達人にお話を伺いました。

足くくりわな

■設置手順
①設置する獣道に穴を掘り、穴の上に踏み板がくるようにわなを置く。
②一方が輪状になった専用ワイヤーをワイヤーガイドに通して輪状部分を踏
み板の上に置き、ワイヤーの反対側を木などにくくり付ける。
③踏み板と輪状のワイヤーの間に紙などを敷き、上から土をかけて隠す。

【仕組み】
①イノシシが踏み板を踏むとストッパーが外れ、バネの力でアームが伸びる。
②ワイヤーがアームに引っ張られて輪が絞まり、イノシシの脚を縛る。

踏み板

バネ

ストッパー ワイヤーガイド

設置イメージ

アーム
達人に聞きました
足くくりわなの名手

國
くに

重
しげ

 芳
よし

美
み

さん（８４歳）

２０歳から猟友会に加入し、今年で６４年になります。当時は食糧難というこ
ともあり、狩猟は趣味であると同時に貴重な食糧を確保する手段でもありま
した。猟犬を連れてグループで狩りをし、自然の恵みに感謝しながら家族や
地域の人たちと美味しくいただいたものです。
　足くくりわなは、エサでおびき寄せる必要がなく、広い設置スペースを必
要としないため、場所を選びません。
　経験と研究を重ね、わなにも日々改良を
加えており、自分の思い通りに捕獲できた
時は経験と努力が実を結んだと実感します。
　今後も後継者育成に力を注ぎながら生涯
現役で頑張っていきたいと思います。

●職　　業　　無職

●入 会 年　　昭和３２年

●最多捕獲頭数　９０頭／年

▲９０歳まで狩猟免許の更新を
続けたいと語る國重さん。
▶重ねた歳月を物語る手は、今
でも細かい作業を難なくこなす。

▲過去に行われた「秋のカワウ・カラ
スの駆除会」に参加した会員たち

足くくりわな本体

達人のおはなし
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達人に聞きました
箱わな捕獲隊長

延
のぶ

河
かわ

 春
はる

男
お

さん（７３歳）

■設置手順
①イノシシの通る場所を推測し、わなを設置する。
②両側のゲートを開けてストッパーをかけ、おびき寄せる
ためのエサとして米ぬかや自然薯のくず芋などをまく。
③わなの中にイノシシが入った形跡があれば、「ケリ糸」
と呼ばれる糸を仕掛ける。

【仕組み】
イノシシがケリ糸に当たるとストッパーが外れ、両側の
ゲートが閉まる。

●職　　業　　会社員
●入 会 年　　昭和４６年
●最多捕獲頭数   １６０頭／年

箱わな

❶ ❷

❸

昭和４６年に猟友会に入会し、今年で５０年になります。当初は趣味として狩
猟を始めましたが、最近では農作物被害防止のために駆除を依頼されること
が多くなりました。
　箱わなを設置する際は、近隣住民の話を聞き、イノシシの足跡やエサ場・
水場の位置など現場の状況を見て位置を決めます。始めた頃は経験も浅く苦
労しましたが、努力と試行錯誤を重ねた結果、うまく捕獲できるようになり
ました。
　そうは言っても相手は自然と生き物。思い通りにならないこともあり、日々
勉強です。１０年間毎日欠かさず行っている箱わなの見回りも、新しい発見
があり、面白いから続けられます。捕獲に協力してくださる人に感謝しなが
ら、これからも地域の人に喜ばれるよう頑張っていきたいと思います。

３６５日間、早朝も夕方も山道
を上り下りする延河さん。「毎日
の日課だから、せんないと思う
ことはない」と笑顔で一言。

達人のおはなし

延河さんの１日
▼  4:00　起床

▼  5:00　わなの見回り開始

　　　　　●イノシシの行動確認

　　　　　●エサの散布

　　　　　●ケリ糸の設置

▼  7:00　わなの見回り完了

▼  9:00　出社

▼ 17:00　退社・わなの見回り開始

　　　　　●イノシシの行動確認

　　　　　●エサの散布

　　　　　●ケリ糸の設置

▼ 19:00　わなの見回り完了

３６５日×
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猟友会会員を募集しています！

近年、集落や町中でもイノシシやサルなどが出没しています。遭遇しても
何もせず見過ごすと、人間に馴れて頻繁に出没するようになります。被害
を防止するため、地域のみなさんで以下のことに取り組みましょう。

※くれぐれも安全な場所で実施してください。

私の入会のきっかけは近所にイノシシが出始め、実際に被害にあった農家さ
んに話を聞いたことでした。先輩からの勧めもあり、地域の農地を守るため、
狩猟免許を取って猟友会に入会しました。
　捕獲したイノシシを見てかわいそうに思うこともありますが、被害を減ら
すためには仕方ないという気持ちもあります。
　現在、猟友会には９９人の会員がおりますが、会員の高齢化や有害鳥獣の
増加により、現在の会員だけでは駆除しきれないのが現状です。初心者でも、
会員が狩猟方法や肉のさばき方などを丁寧に指導しますので、興味のある人
は是非一緒に活動してみましょう。若い世代や女性の入会も大歓迎です。

会長のおはなし

柳井市猟友会会長

増
ます

浜
はま

 哲
てつ

之
ゆき

さん（７３歳）

誰でもできる

鳥獣被害防止・撃退術

●家庭内にある道具や車のクラク
ションなどを鳴らして追い払う

●収穫しない野菜や果物などを農
地に放置しない

●残飯や野菜のくずなどを家の周
りに置かない

捕獲を行うためには狩猟免許を取得し、関係機関の捕獲許可を受ける必

要があります。免許取得のための補助制度や有害鳥獣を捕獲した際の奨

励金などもありますので、詳しくは各所管窓口に問い合わせてください。

■捕獲を行うために必要な手続き

狩猟免許を取得 柳井市猟友会に入会 捕獲許可を受ける

○免許取得手続きに関すること
問岩国（柳井）農林水産事務所 

　　☎ 0827-29-1567
○補助制度に関すること

問市農林水産課
　　☎�２１１１内線 355

○入会手続きに関すること
　問市農林水産課
　　☎�２１１１内線 355

※別途、市から猟友会事務局に連
絡します。

○許可手続きに関すること
　問市農林水産課
　　☎�２１１１内線 355

××

▲狩猟の際に着用するオレンジ色のベストと帽子
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Pick UP
新型コロナウイルスワクチン対策室
ワクチン接種の準備を行っています
市では市民の皆さんへ新型コロナウイルスワクチンの接種が円滑かつ確実に実施でき
るよう、健康増進課内に「新型コロナウイルスワクチン対策室」を設置し、準備を行っ
ています。令和３年３月３日時点で予定している状況をお知らせします。

●問い合わせ
　新型コロナウイルスワクチン対策室（健康増進課内）　☎㉓１１９０

ワクチン接種の準備を行っていますワクチン接種の準備を行っています
市では市民の皆さんへ新型コロナウイルスワクチンの接種が円滑かつ確実に実施でき市では市民の皆さんへ新型コロナウイルスワクチンの接種が円滑かつ確実に実施でき
るよう、健康増進課内に「新型コロナウイルスワクチン対策室」を設置し、準備を行っるよう、健康増進課内に「新型コロナウイルスワクチン対策室」を設置し、準備を行っ

接種の順番

①:昭和３２年４月１日以前に生まれた人
②:①以外で基礎疾患のある人や高齢者施設などの従事者
③ : ①②以外の人

接種方法

接種券を受け取る
●国の示すスケジュールに沿って、ワクチンの供給状況に応
じて順次接種券を郵送します。
※医療従事者などで既に優先接種を済ませている場合は、接
種券を破棄してください。

接種の予約をする
●接種場所や予約方法は市HPや広報などでお知らせします。

接種券と本人確認書類（健康保険証など）を持参
し、接種を受ける
●現在特例承認されたワクチンの接種回数は２回です。

１

２

３

接種費用

無料（全額公費負担）

※現在特例承認されたワクチンの対象年齢は 16歳以上です。
※ワクチンの供給状況により、順番が細分化される可能性があります。

接種の同意
▼接種は強制ではありません。
▼接種による感染予防の効果と副反応の
リスクについて十分理解した上で、自
らの意思で接種を受けてください。

保健所などの職員を装い、現金を要求
する電話が確認されています。行政機
関などが新型コロナワクチン接種に関
して現金を要求することはありません。

■詐欺に注意しましょう

■各種相談窓口
相談内容 相談窓口

ワクチンに関する基本的な情報や予想される
副反応の内容や頻度等に関する相談

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎ 0120-761770（フリーダイヤル）／毎日 9:00～21:00

ワクチンの有効性・安全性に関する情報提供
やワクチンの副反応に関する相談

山口県ワクチン接種専門相談センター
☎ 083-902-2277 ,  FAX 083-902-2212 ／毎日 8:30～17:30

※市では今後、ワクチン接種の予約や接種方法などの相談ができる専用窓口を設置予定です。

■特設ページを開設しました
新型コロナウイルスワクチン接種に関
する最新情報は、定期的に市ホームペー
ジで確認しましょう。
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高齢者の元気 は 地域の元気
～老人クラブで一緒に活動してみませんか？～
■老人クラブって何？
　　６０歳以上の人が自由に加入できる団体。交流を通

じて友達の輪を広げ、これまでに培った多くの経験
や知識・技能を生かして、生きがいをもって生活で
きる温かい地域社会づくりのために活動しています。

　　市内には、３３のクラブがあり、約 1,000 人の会員
の皆さんが様々な活動を行っています。「運動」と「社
会参加」をすることで、フレイル（虚弱）予防にもつな
がっています。

■クラブの活動内容は？
◦心と身体の健康を進める活動
　健康体操、グラウンドゴルフ、ペタンク、ゲートボール、

介護予防教室などのスポーツ活動
◦地域を豊かにする奉仕活動
　清掃活動、花づくり活動、子どもたちの見守り活動、

ひとり暮らしや寝たきりの高齢者への訪問や安否確認
など

◦生きがいを高める活動
　研修旅行、手芸や料理などの趣味や文化活動、囲碁・

将棋などのサークル活動

■クラブの魅力は？
▼地域で声をかけ励ましあう仲間ができる
▼趣味が見つかる、生きがいが見つかる
▼趣味や特技を生かすことができる
▼健康増進や体力づくりができる
▼社会奉仕活動を通して、地域の“ちから”になれる
▼様々な活動が刺激になり認知症予防になる
▼心の安らぎと充実感を得ることができる

■随時会員募集中、体験からの参加もできます
　詳しくはお近くの老人クラブ会員か事務局に問い合

わせてください。
　柳井市老人クラブ連合会事務局／㈪㈬㈮・10:00～15:00
　☎�００５９　　

●問い合わせ
▼予約制乗合タクシーの利用登録
　大畠地区／大畠地区社会福祉協議会　☎�３２１１
　日積・石井南部地区／日積地区社会福祉協議会　☎�０００１
▼予約制乗合タクシーの利用予約　柳井三和交通㈱　☎�３３３３
▼交通体系全般　商工観光課　☎�２１１１内線 363

３月１３日�から
大畠地区、日積・石井南部地区の

予
デ マ ン ド

約制乗合タクシーの運行が変わります
■大畠地区「大畠うずしお号」
　運行時刻が変わります

■日積・石井南部地区「ひづみふれあい号」
　日積地区内で乗降できるようになります

出発地 出発時刻（変更後）

大畠地区
8:20
9:30

柳井駅
11:30
13:00
16:20

○新たに乗降できるようになる場所（５カ所）
　①ふれあいどころ４３７
　②日積出張所・日積公民館
　③大原バス停付近
　④日積小学校コミュニティルーム
　⑤日積郵便局

○自宅から日積地区内５カ所までの運賃（１乗車）
　３００円（小学生以下半額、３歳未満無料、障がい者５割引）

▼該当地区の社会福祉協議会への事前登録
が必要です（随時受付）。

▼利用する前に柳井三和交通㈱へ電話予約
が必要です。

　※予約のない場合は運行しません。

※下線部分は変更部分。
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やないファミリー・サポート・センター
会員を募集しています
やないファミリー・サポート・センターでは、育児の援助を「受けたい人」と「行いたい人」が、

お互い会員となって活動をしています。子育てのお手伝いを依頼したい人、子育てを応援

してくれる人を募集しています。

ふるさと学生応援奨学金
奨学生を募集します
学業成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由で修学

が困難な人に、学業に必要な資金を無利子で貸し付けます。

○対象　次の全ての要件を満たす人。

▼大学、短期大学、専修学校のうち修業年限２年以上

の専門課程、高等専門学校（４年、５年、専攻科に限る）

に在学する人

▼本人の扶養者が市内に２年以上住所を有する人

▼市町村税を完納している連帯保証人２人を有する人

○奨学金の種類・貸付金額（月額）
▼一般奨学金　３万円

▼定住促進奨学金　１万円／大学等卒業後、柳井市内

に５年以上定住した場合は全額償還を免除

▼人材確保奨学金　２万円／定住促進奨学金の償還免

除要件を満たし、大学等卒業後、市内医療機関、幼

稚園・保育所に就職し、５年以上勤務した場合は全

額償還を免除

※人材確保奨学金は定住促進奨学金と併せて貸し付け

る奨学金で、人材確保奨学金の貸付けのみを受ける

ことはできません。

○募集人数
　各奨学金２人程度（選考による）

○貸付期間
　在学する大学等の正規の修業期間

○返還方法
　卒業の６カ月後から毎月、貸付期間の 2.5 倍の期間（最

長１０年）内での返還

○申込期間
　４月１日㈭～６月４日㈮市役所執務時間内（郵送の場

合は消印有効）

●申込・問い合わせ　

　期間内に必要書類を教育総務課へ提出してください。

教育総務課　☎�２１１１内線 313

○会員種類
▼依頼会員　子育て中の人（対象児童：小学生以下 ※）

　　　　　　※中学生のお子様についてもご相談に応じます。

▼提供会員　子育ての援助ができる人

▼両方会員　依頼会員と提供会員を兼ねる人

○主な援助活動
　保育施設や習い事などへの送迎、冠婚葬祭や放課後の子どもの

　預かりなど
※発熱や体調不良がある場合など、援助をお断りする場合があります。

○会員登録料　無料

○利用料　平日：６００円／時間、㈯㈰㈷等：７００円／時間

●申込・問い合わせ
　やないファミリー・サポート・センター　☎�０６６８
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４月２日金 柳　井
 8:45- 9:15 サンビームやない駐車場

日　積
9:35- 9:40 割石消防機庫前
9:45- 9:50 若杉集会所

10:00-10:05 大原集会所
10:10-10:25 大里 日積出張所
10:30-10:35 中山集会所
10:45-10:50 宮ヶ峠 旧日積出張所
10:55-11:00 忍道 好村様宅前
11:05-11:15 坂川消防機庫前

大　畠
11:20-11:25 坂川公会堂前
11:30-11:40 やまびこふれあいセンター
４月５日月 伊　陸
9:00- 9:05 上長野集会所
9:10- 9:15 木部 鍛冶屋橋
9:20- 9:25 錦集会所
9:30- 9:40 宗兼防長バス車庫
9:45- 9:50 竹常公会堂
9:55-10:15 伊陸出張所

10:20-10:25 門前 高山寺前
10:35-10:40 久可地公会堂
10:45-10:50 旭農機具センター前
11:00-11:05 松山 東様宅前
11:15-11:20 大迫 藤迫様宅前
11:25-11:30 大ノ口消防機庫
４月６日火 新　庄
8:45- 8:55 幸南 遠山様宅前
9:00- 9:10 大祖公会堂

余　田
9:20- 9:25 中村公会堂
9:30- 9:40 尾林集会所
9:50-10:05 余田出張所

10:15-10:20 中郷集会所
10:25-10:35 小原集会所

４月６日火 新　庄
10:40-10:50 沖原公会堂
10:55-11:05 林消防機庫跡
11:10-11:25 新庄出張所
４月７日水 阿　月
9:00- 9:05 相ノ浦停留所
9:15- 9:20 宇積停留所
9:25- 9:35 阿月停留所
9:40- 9:45 青木停留所
9:50- 9:55 吉毛 田村様宅上三差路

伊保庄
10:00-10:05 近長停留所 鳥居下
10:10-10:15 向田 河添様宅前
10:20-10:25 福井自治会古紙等拠点回収場所
10:30-10:35 小野 仲合倉庫前
10:45-10:55 伊保庄出張所
11:00-11:05 中郷 山本様宅前
11:10-11:15 旧南中学校前
11:20-11:25 前小田停留所
11:30-11:40 伊保庄北文化会館
４月８日木 平　郡

10:00-10:10 西平郡連絡所
10:50-11:00 平郡出張所
４月９日金 柳　井
8:45- 8:55 白潟東一公会堂
9:05- 9:15 柳井港駅前
9:20- 9:35 柳東文化会館
9:40- 9:50 宮本 代田八幡宮前
9:55-10:05 大屋 大和ハウス前

10:15-10:30 柳井まちなか駐車場横消防機庫
10:35-10:45 山根市営住宅前広場

４月９日金 柳　井 

10:50-10:55 上田大師堂交差点
11:00-11:15 バタフライアリーナ駐車場
11:25-11:35 柳井市弓道場
４月１２日月 柳　井
8:45- 8:55 国清住宅遊園地先駐車場
9:00- 9:15 柳北小学校前
9:25- 9:30 上馬皿消防機庫
9:40- 9:45 石井公会堂

10:00-10:05 黒杭 山崎商店前
余　田

10:10-10:15 余田畑 農協倉庫跡
柳　井

10:30-10:50 忠信 西福祉センター
11:00-11:10 土穂石集会所
11:20-11:25 東向地自治会倉庫前

伊保庄
11:35-11:45 旭ケ丘集会所
４月１３日火 大　畠
9:10- 9:15 殿畑公会堂前
9:25- 9:30 東本谷公会堂前
9:35- 9:45 神代学習等供用会館
9:50- 9:55 宮岬公会堂前

10:05-10:10 両浜公会堂跡前
10:20-10:25 瀬戸老人憩の家
10:30-10:35 鳴門神社前
10:40-10:55 ふれあいタウン大畠
11:00-11:05 本町団地駐車場
11:15-11:25 遠崎 大畠郷土民俗資料館
11:30-11:40 遠崎学習等供用会館

■狂犬病予防集合注射
○日程・場所　下表のとおり
※この日程で注射を受けられないとき

は、獣医師のもとで受け（その場合、
料金が若干高くなります）、６月３０日
㈬までに市民生活課で注射済票の交
付を受けてください。

○対象　生後９１日以上の犬
○料金（１頭あたり）
　3,050 円（注射料金 2,500円、注射済

票交付手数料 550円）
※未登録の犬は登録手数料3,000円（生

涯１回のみ）が別途必要です。

予防注射の注意事項
▼市からのハガキ（受付票）は問診欄を

記入して、必ず持参してください。
　３月末までに届かないときは問い合

わせてください。
▼犬を制止できる人が連れて来てください。

狂犬病予防注射と犬の登録を
お願いします
犬の飼い主には飼い犬の登録と年１回４～６月の狂犬病予防注射が義

務づけられています。

●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線 166

▼「割石 井本様宅前」を「割石消防機庫前」に変更しています。
▼阿月地区「松竹会館」を廃止しています。
▼「旧柳井環境保健所」を「土穂石集会所」に変更しています。
▼出張所への車での来場はなるべく控えてください。

▼つり銭がいらないように準備をお願
いします。

▼マスクを必ず着用し、会場では人と
の間隔を空けてください。

■犬の登録
　犬の所在地、所有者が変わったとき、
犬が死亡したときは、届出が必要です。
犬鑑札と注射済票を首輪に必ず装着し
ましょう。

↗

↗
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３月３１日⺢で期限切れとなる
福祉医療費受給者証
を持っている人は
■乳幼児用を持っている人
　３月下旬に新しい小学生用の受
給者証を送付します。
■小学生用を持っている人
　４月からの中学生用は、入院し
た場合のみ、健康保険適用の自己
負担額を助成します。入院すると
きなど必要に応じて、再度申請し
てください。
■中学生用またはひとり親家庭用

を持っている場合で、卒業など
により対象外となる人

　４月以降、速やかに破棄してく
ださい。
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 184

タクシー乗車割引証
受付を開始します
■令和３年度申請は
　　　３月２９日⺼から
■高齢者福祉タクシー乗車割引証
対７５歳以上の在宅の市民で次の

要件１のいずれかに該当し、要
件２のすべてに該当する人

※各要件の世帯認定は住民登録
上の世帯ではなく生活実態から
判断します。同一敷地内、隣接
地に７５歳未満の親族がいる人
は対象となりません。

○要件１（①～④のいずれか）
①７５歳以上の一人暮らし高齢者
②７５歳以上の高齢者のみで構成

される世帯に属する人
③７５歳以上の高齢者と介護保険

要介護認定で要介護４または５

の認定を受けている人のみで構
成される世帯に属する人

④７５歳以上の高齢者と身体障害
者手帳１～３級、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳を持って
いる人のみで構成される世帯に
属する人

○要件２（①～③のすべて）
①外出のとき車などの交通手段を

持っていない世帯に属する人
②令和２年度または令和３年度住

民税が非課税の世帯に属する人
③障害者タクシー福祉乗車割引証

の対象とならない人（「障害者タ
クシー福祉乗車割引証」の適用
除外要件にあたる場合を除く）

内利用１回につき基本料金相当額
を助成。基本料金を超えた金額
は自己負担。

○発行枚数
▼年間利用上限は２４枚（１冊）
▼年度途中に申請した場合は申請

月以降の残月数で換算（１カ月
２枚換算）

○その他　令和２年１月１日時点

で市内に住民登録がなかった人
はそのときの住所地の「令和２
年度課税証明書」が必要

申高齢者支援課、各出張所・連絡所
問高齢者支援課
　☎�２１１１内線 186
■障害者タクシー福祉乗車割引証
対次のいずれかを所持する市民で

適用除外要件にあたらない人
▼身体障害者手帳１～３級
▼療育手帳
▼精神障害者保健福祉手帳
○適用除外要件　障がい者本人ま

たは生計を同一にする介護者が
自動車税または軽自動車税の減
免を受けている場合

内利用１回につき基本料金相当額
を助成。基本料金を超えた金額
は自己負担。

○発行枚数
▼年間利用上限は４８枚（１冊）
▼人工透析をしている人は９６枚
（２冊）

持いずれかの手帳
申市社会福祉課、各出張所・連絡所
※郵送による申請を希望する人は市

社会福祉課に連絡してください。
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 191,192

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

交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

２月発生状況 6 0 6

累
計

令和３年 9 0 11
前年対比 0 0 -1

令和３年２月２８日現在

所得税の申告期限（納付期限）・市県民税の申告期間が

●問い合わせ　税務課　☎�２１１１内線 133,134（市民税係）

○市役所での申告受付期間
　▼所得税の申告（確定申告）・・・・・・３月１５日⺼まで ※

　▼市県民税の申告・・・・・・・・・・４月１５日木まで

※延長期間中（3/16～4/15）の所得税の申告に関する相談・提出は柳井税務署へ
お願いします。

４月１５日木まで延長されました

掲載された行事等は新型コロナウイルス感染症の状況により日程・
内容などが変更される可能性があります。事前に主催者等によく確
認しましょう。またマスクの着用や検温など感染症対策へのご協力
をお願いします。
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就学援助費の交付申請
給食費などの一部を補助する制度
の交付申請を受け付けます（継続
の場合も要申請）。
対市内在住の小・中学生で経済的

理由により就学困難と認められ
る人（所得制限あり）

○申請期間　４月８日㈭～３０日㈮
／市役所執務時間内

○申請場所　学校教育課
持同一世帯全員の令和２年分の所得

が分かる資料（源泉徴収票、確定
申告の写しなど）、保護者の通帳

問学校教育課
　☎�２１１１内線 321

土地・家屋評価額等の縦覧
（無料）
土地や家屋の評価額を確認できます

（償却資産は縦覧対象外）。
対納税義務者、代理人など
日４月１日㈭～５月３１日㈪の執

務時間内
場税務課
内

▼土地／地番・地目・地積・評価額
▼家屋／地番・家屋番号・種類・

構造・床面積・評価額
※所有者の住所・氏名・課税標

準額・税額などは掲載なし
持納税通知書や本人確認ができる

もの（運転免許証など）
▼納税義務者以外の場合、委任状

と手続きをする人の本人確認が
できるもの

▼納税義務者の相続人の場合、本
人確認ができるものと続柄を確
認できるもの（戸籍など）

▼法人の場合、縦覧する人の本人
確認ができるものと社印または
法人による委任状

問税務課
　☎�２１１１内線 135,136

固定資産課税台帳の閲覧、
記載事項の証明
対土地・家屋の所有者（納税義務者）

／納税管理人／所有者から委任
を受けた人（要委任状）／借地人・
借家人など（使用、収益の対象
となる部分に限る）

日４月１日㈭以降の執務時間内

場税務課、各出張所・連絡所
内

▼土地／地番・所有者・地目・地積・
評価額・課税標準額・税額

▼家屋／地番・家屋番号・所有者・
床面積・評価額・課税標準額・
税額

料１名義につき２００円
※閲覧のみ４月１日㈭～５月３１

日㈪は無料
持本人確認ができるもの（運転免

許証など）
▼同一世帯員以外の場合、委任状

と手続きをする人の本人確認が
できるもの

▼納税義務者の相続人の場合、本
人確認ができるものと続柄を確
認できるもの（戸籍など）

▼法人の場合、手続をする人の本

人確認ができるものと社印また
は法人による委任状

▼借地人・借家人等は、契約書な
どの権利関係を示す書類

問税務課
　☎�２１１１内線 135,136

固定資産評価審査委員会への
審査申出
固定資産評価額に不服がある場合
は、固定資産評価審査委員会に審
査の申し出ができます。
○申請期間　固定資産課税台帳に

価格等を登録した旨の公示の日
から納税通知書の交付を受けた
日以後 3 か月まで

場市固定資産評価審査委員会事務
局（総務課内）

問総務課　☎�２１１１内線 430

学生納付特例の申請手続きをお忘れなく
―令和３年度の受付は４月 1 日木から―
　学生納付特例は国民年金保険料の支払いが困難な学生のために保

険料の支払いを猶予する制度です。本人の所得が一定以下であれば

家族の所得は問いません。

■令和２年度に承認を受けた人
　　引き続き同一の学校に在学予定の人は、３月末～４月に日本年金機

構から郵送される申請書類（ハガキ）に必要事項を記入して返送してく

ださい。学生証の写しや在学証明は不要です。申請しない場合は、６

月下旬に令和３年度分の納付書が郵送されます。

■令和３年度からはじめて申請をする人
　　市民生活課（国民年金）の窓口で手続きをしてください。大学院への

進学、編入など在学校に変更があった人も新しく申請が必要です。

○手続きに必要なもの

　①年金手帳またはマイナンバーカード

　②学生証の写し（両面）または４月 1 日以降発行の在学証明書

■学校を卒業した人
　　学生納付特例の承認を受けた期間は将来受け取る年金額に反映され

ません。年金額を増やしたい場合は、追納制度（１０年以内に保険料を

さかのぼって納める）について相談してください。また卒業後も保険料

の支払いが困難な場合は、免除・猶予制度を利用してください。

●問い合わせ

　岩国年金事務所　☎０８２７�２２２２

　市民生活課　☎�２１１１内線168,169
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公共下水道を使える区域が
広がります
３月３１日㈬から以下の区域で下
水道処理を開始します。
▼柳井地区／白潟西下の一部、尾

の上の一部、東向地の一部、南
町一丁目の一部、山根の一部

▼新庄地区／下大祖中の一部
■図面などの縦覧
日３月１２日㈮～２５日㈭の市役

所執務時間内
場下水道課
■水洗化をお願いします
▼下水道法では下水道が使用でき

るようになった区域は速やかに
排水設備を設置するよう定めて
おり、トイレは 3 年以内に水
洗化する必要があります。

▼河川などの水質保全を図り、衛
生的な生活を確保するために、
下水処理区域内の建物はできる
だけ早く下水道に接続するよう
お願いします。

▼排水設備工事を行う場合は「下
水道排水設備指定工事店」に依
頼してください。

■公共下水道・農業集落排水の使
用について

▼使用開始・中止・使用水の変更
は届出が必要です。

▼井戸の水量は使用人数により計
算します（６月末の住民票世帯
人数により算出し、7 月から１
年間適用）。

※期間途中で使用人数に変更があっ
た場合は下記届出窓口に届け出て
ください（翌月分から変更）。

○届出窓口
　市上下水道料金お客様センター
　☎� 2111 内線 642 ～ 644
問下水道課
　☎�２１１１内線 291,292内線 291,292内線 291,292

無料人権・子どもの
人権相談所（予約不要）
悩みやもめごと（差別、相続、登
記手続、金銭の貸借等）、心配ご
となど相談に応じます。
日４月１日㈭ 9:30～12:00
場市役所１階１０２会議室
○相談担当者　市内人権擁護委員
問市人権啓発室
　☎�２１１１内線 181

岩国年金事務所による
年金相談（要電話予約）
日４月８日㈭ , ２２日㈭／ 10:00～

12:00,13:00～16:00
場市役所３階大会議室
申 問５月１３日㈭ , ２７日㈭の年金
相談の予約は４月１日㈭から受け
付けます（先着順）。定員になり次
第締め切るため、早めに申し込ん
でください。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
☎０８２７�２２２２

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日４月１４日㈬ 9:30～12:00
場市役所３階大会議室
定８人（定員になり次第締切）
申 問４月１日㈭ 8:30 から電話で
受け付けます（先着順）。
市民生活課
☎�２１１１内線 161

市民相談

飛び込みの貴金属買取はルール違反

３月のくらしの護身術
～消費生活センターからのお知らせ～

▲LINE相談 ▲メール相談

飛び込みの訪問買取は法律で禁止されています。
　一般的な訪問の買取は、事前に電話でアポを取っ
て家に来ます。電話で「古着・古靴を買い取りたい」
と約束したのに訪問時にいきなり「貴金属を買い取る」
ことも禁止されています。
　突然、貴金属などを買い取りたいという業者が訪
問して来たら、すぐに警察へ通報してください。

●問い合わせ
　柳井地区広域消費生活センター
　（商工観光課内）
　☎�２１２５

柳井広域圏で被害発生
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○申込期限　４月２１日㈬
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 191

郷土史講座・古代編
（無料・要申込）
柳井の輝かしい歴史を紐解く連続
講演を開催しています。
日 内各回とも①第１部　10:00 ～

　　　　　②第２部　14:00 ～
※①②ともに同内容

▼第１７回：５月１日㈯／般若姫
物語の歴史的真相

▼第１８回：７月１日㈭／法隆寺
によく似た新庄の濡田廃寺

▼第１９回：９月１日㈬／石城山
神籠石の歴史的真相

○講師　松
まつ

島
しま

幸
さち

夫
お

さん
場市文化福祉会館２階大会議室
定各日程①②ともに４０人（先着順）
申 問受講希望者は電話で申し込ん
でください。
市文化財室
☎�２１１１内線 332

行政・市民相談
日４月１４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、
書類作成等の相談

問市民生活課
☎�２１１１内線 161

行政相談
日４月１４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　☎�２２１１

弁護士による福祉無料法律相談
／高齢者・障がい者優先

（要予約・市民対象）
日４月２１日㈬ 9:00～11:30
場市総合福祉センター３階研修室
内遺産分割、債務不存在確認、成

年後見申立などの初期相談
定５人（先着順）
○相談時間　３０分以内
申 問市社会福祉協議会 ☎�３８００

身体障害者定期・巡回相談
（無料・要申込）

日５月７日㈮ 13:30～15:30
場周東総合病院１階救急外来
対県内在住の補装具費支給申請者、

申請予定者など
内補装具の装着・適合判定等、身

体障がいに関する医学的相談、
リハビリ等に関する相談など

○実施機関
　山口県身体障害者更生相談所

令和３年度 市国民健康保険

人間ドックの受付を開始します
ご自身で受診を希望する検査機関（下表）に予約した後、国民健康保険
証を持参して、市民生活課、各出張所・連絡所で申し込んでください。

○利用要件　検査日に市国民健康保険の加入者であること

▼後期高齢者医療制度の加入者は、市国民健康保険の人間ドックは
受けられません。

▼同じ年度内に、特定健診と人間ドックの両方を受診することはで
きません（重複して受診した場合、全額自己負担となる可能性があ
りますので注意してください）。

○検査機関・自己負担額

検査機関 半日 短期入院
（１泊２日）

周東総合病院 ☎�３４５６ 12,177 円 41,217 円

光市立大和総合病院 ☎�２１１２ 11,880 円 なし

※脳ドックは周東総合病院で７０歳未満のみ追加可（追加料金 6,996 円）。
※令和３年度から平生クリニックセンターが検査機関から外れました。

○申込期間　４月１日㈭～令和４年１月３１日㈪
　／期限までに定員に達した場合、受付を終了する場合あり

●申込・問い合わせ　
　市民生活課　☎�２１１１内線 150,151

4/1木
受付開始

講座・教室
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やない西蔵
ギャラリー展示情報
開館 9:00～17:00 ／毎週㈫休館
※㈫が祝日の場合は翌日が休館
■『柳井中学校生徒作品展』
日３月１４日㈰～２１日㈰
■『字遊の会 作品展』（字遊の会）
日３月２５日㈭～２８日㈰
問やない西蔵　☎�２４９０

おはなしの会
（無料・申込不要）
■大畠図書館（幼児・児童向け）
日４月３日㈯ 13:30～15:00
場大畠公民館２階和室
内▼腹話術「もんちゃん」
　▼絵本の読み語り
　▼紙しばい
　▼簡単な工作

を実施予定
○活動内容
▼日常の買い物を通じた食品表示

などのモニタリング
▼不適正な食品取扱などの通報
▼研修会などへの参加
▼活動状況の定期報告・県への提言
▼食の安心・安全に関する相談な

どの県窓口への取次　など
○募集人員　４０人
○応募方法　市商工観光課備付の

申込書に必要事項を記入し、同
課に提出

○応募期限　４月６日㈫（必着）
○その他　選考の上、５月上旬に

本人に通知予定
問県生活衛生課
　☎ 083-933-2974
　 FAX 083-933-3079

○出演　読み語りボランティア
「たまてばこ」

問大畠図書館　☎�２２２６

柳井桜土手さくら祭り
日４月４日㈰ 11:00～15:00
場南浜桜土手
内桜の下で地域住民のふれあいを。
▼石見神楽、音楽演奏、空手演技、

ヒップホップ、日本舞踊など
▼地元産品、野菜の販売など
申 問柳井桜土手さくら祭実行委員会
☎�４７７８（大野）

山口県食の安心モニター
○応募資格
　満１８歳以上の県内在住者
○任期
　委嘱日～令和４年３月３１日
※５月下旬に山口県庁で委嘱式

募　集

Go To Eat やまぐち食事券
販売期間・利用期間を延長しました！
県内の加盟飲食店でお得に利用できる「Go To Eat やまぐち食事券」
を５月３１日㈪まで県内各販売店で発売しています（市内の販売店は
右記のとおり）。在庫がなくなり次第販売終了となりますので、早め
に購入しましょう。

　　　　　  令和３年５月３１日㈪まで

　　　　　  令和３年６月３０日㈬まで※

※食事券の券面には「３月３１日まで」と記載されていますが、
６月３０日㈬まで利用できます。

●問い合わせ
　やまぐち GoToEat キャンペーン実行委員会

　☎ 083-902-2114 ／営業時間 9:30～17:30 ※ ㈯㈰㈷休業

■販売場所（柳井市内）
▼アルク柳井中央店
▼フジ柳井店
▼ゆめタウン柳井
▼ローソン柳井柳北 　
※予定よりも早く販売を終了

する場合があります。

販売期間

利用期間

催　し



広報やない　2021.3.11 15

試

　
験

○申込期限　５月２１日㈮
○試験日　６月１８日㈮
■一般曹候補生
○応募資格　１８歳以上３３歳未満
（３２歳の人は採用予定月の末日
現在で３３歳に達していない人）

○申込期限　５月１１日㈫
○一次試験日
　５月２１日㈮～３０日㈰
問自衛隊山口地方協力本部
　柳井地域事務所　☎�８１９９

令和３年度前期 
危険物取扱者試験（甲・乙・丙種）
○試験日　６月１９日㈯，２０日㈰
○試験会場　県内各市（柳井市は

６月１９日㈯）
○受験資格　甲種以外は不問
○願書受付期間
▼書面申請（願書は最寄りの消防

機関）：４月９日㈮～２２日㈭
▼電子申請：４月６日㈫～１９日㈪
○その他　乙種第４類を対象とし

た試験準備講習会を開催
申 問詳しくは問い合わせてください。
柳井地区広域消防本部予防課
☎�７７７４

国税専門官（大学卒業程度）
○受験資格
▼平成３年４月２日～平成１２年

４月１日生まれの人
▼平成１２年４月２日以降生まれ

で、大学を卒業した人、令和４
年３月までに卒業する見込み
の人、人事院が同等の資格があ
ると認める人

○第 1 次試験日　６月６日㈰
○受付期間
▼インターネット
　３月２６日㈮ 9:00 ～４月７日㈬
▼郵送・持参
　３月２６日㈮～２９日㈪
　※消印有効
申 問詳しくは国税庁 HP を確認す
るか問い合わせてください。
▼広島国税局人事第二課 
　☎ 082-221-9211
　内線 3635・3743
▼柳井税務署
　☎�０２７７

２０２１年度 労働基準監督官
○採用予定者数　約２４５人
○試験日
▼第一次試験　６月６日㈰
▼第二次試験　７月１３日㈫～１
　５日㈭の指定された日時
○受付期間
　３月２６日㈮ 9:00 ～４月７日㈬
申インターネットで申し込んでくだ
  さい。
URL http://www.jinji-shiken.go.jp/

juken.html
問詳しくは問い合わせてください。
山口労働局総務部総務課人事係
☎ 083-995-0360

自衛官
■一般幹部候補生
○応募資格　２２歳以上２６歳未満
（２０歳以上２２歳未満は大卒（見
込含）、修士課程修了者等（見込
含）は２８歳未満）

○申込期限　４月２８日㈬
○一次試験日　５月８日㈯，９日㈰
■歯科・薬剤科幹部候補生
○応募資格　専門の大卒（見込含）

２０歳以上３０歳未満（薬剤科は
２０歳以上２８歳未満）

○申込期限　４月２８日㈬
○一次試験日　５月８日㈯
■医科・歯科幹部
○応募資格　医師・歯科医師の免

許取得者
○申込期限　６月１１日㈮
○試験日　６月２５日㈮
■技術海上幹部・技術航空幹部
○応募資格　大卒以上で、応募資

格に定められた学部・専攻学科
等を卒業後、２年以上の業務経
験のある人

○申込期限　５月２１日㈮
○試験日　６月２１日㈪
■技術海曹・技術空曹
○応募資格　２０歳以上で、国家

免許資格取得者

未就園児親子や妊婦さんへの「子育て支援情報」は
市ホームページ「子育て支援情報」（　 https://www.city-yanai.jp/soshiki/20/

kosodatesien.html・トップページ→こんなときこんな手続き「子育て」→

子育て支援情報）をご覧ください。また「やない DE 子育て facebook」を

フォローすると、最新の情報がお手元に届きます。

●問い合わせ

　市社会福祉課

　☎�２１１１内線187,188

URL

見てね！

試　験
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健康 & すくすく
スロージョギングR倶楽部

（無料・要申込）
歩くスピードで走るので、楽で長続
きしやすい運動です。トレーナーの指
導のもと無料で基礎から学べます。
日５月３１日㈪ 10:00～10:45
　※雨天中止
場アクアヒルやない
○講師　三

み

島
しま

孝
たか

雄
お

氏
対 医師に運動の制限を受けていな

い人
定各回２０人（先着順）
○受付開始日　４月１日㈭
申 問アクアヒルやない
☎�００２５

の２種類の教室があります。
■筋活教室
日５月１１日㈫ , ２５日㈫ 
　／いずれも① 13:00～13:45
　　　　　   ② 14:00～14:45
※①②両方への参加不可
定各回１２人（先着順）
■ステップ教室
日５月１８日㈫ 13:00～13:45
定１２人（先着順）
持室内シューズ
■共通事項
場アクアヒルやない
○講師　三

み

島
しま

孝
たか

雄
お

氏
対 医師に運動の制限を受けていな

い人
料各回 500 円
○受付開始日　４月１日㈭
申 問アクアヒルやない
☎�００２５

まちの出来事
2/1～ 平郡西港待合所に「へぐりさん」と「しまさん」
長引く新型コロナウイルス感染症の収束を願って、平郡西港の待合
所にマスクおじいさん「へぐりさん」（写真奥）とマスクおばあさん

「しまさん」（写真手前）がやってきました。「へぐりさん」と「しまさん」
はいずれも平郡西出身者が製作したもので、島内在住の家族を通じ
て同待合所に寄贈されました。二人は「コロナが訪ねてきたら、島
にはコロナはいらないよ」と書かれた旗を持ち、地区の玄関口を日々
見守っています。

2/9 全日本剣道選手権大会出場を報告
柳井市剣道連盟所属の沖

お き

本
も と

淳
じゅん

樹
き

さん（写真左から４人目）が、
剣道日本一の選手を決める大会と言われる第６８回全日本
剣道選手権大会（3/14・長野県長野市）への出場を決め、市
長と教育長に報告しました。１月に山口市で開催された県
予選会において、２３人の出場者によるトーナメント戦を
勝ち抜き出場権を獲得した沖本さんは「この大会に出場す
ることが小さい頃からの夢。自分の剣道が全国でどこまで
通用するか試したい。恥ずかしくない剣道をして、１試合
でも多く戦う」と意気込みを語りました。

４月の健康相談（要予約）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮／ 9:00～11:30
場市保健センター
申 問前日までに予約してください。
市保健センター　☎�１１９０

心配ごと相談（無料・市民対象）
日４月６日㈫ 9:30～12:00
場市総合福祉センター２階会議室
内家族、健康、福祉、医療などの悩

みごと相談
問市社会福祉協議会
　☎�３８００

ミズノにこにこ運動教室
（要申込）
楽過ぎず、きつ過ぎない、健康づく
りに最適な運動強度の運動教室で
す。筋力トレーニングとステップ運動
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2/15 大塚製薬㈱と包括連携協定を締結
包括連携協定の締結式が市役所で Web 会議により行われ、大塚製薬株
式会社広島支店（前

ま え

田
だ

朋
と も

明
あ き

支店長・写真モニター内中央）と本市が協定
書を交わしました。この協定により、健康講座の開催や災害発生時の支
援などが実現します。前田支店長は「これまでのノウハウを生かし、柳
井市民の皆さまが健康に過ごすための情報を迅速かつ的確に伝えること
で、地域に貢献していきたい」と話しました。

2/25 柳井ライオンズクラブによる図書寄贈
柳井ライオンズクラブ（一

い ち

山
や ま

英
ひ で

則
の り

会長・写真左から３番目）が、童
話や伝記、歴史まんがなどの児童向けの図書６７冊（約８万円分）
を柳井図書館に寄贈しました。同クラブからの寄贈は今年で４３
回目で、累計 2,338 冊（約 587 万円）となります。一山会長は「活
字離れが進み、コロナ禍で自粛生活
が続く中ではあるが、図書館に来て
本に親しんでほしい」と話しました。
寄贈された本はライオンズ文庫コー
ナーに配架されています。

2/10 伊陸と和歌山の小学生がオンライン発表会
伊陸小学校と和歌山県の和歌山大附属小学校、雑賀小学校、松江小学校
が、各校の海洋学習の内容を共有するため、オンライン発表会を行いま
した。伊陸小児童は５年生８人と６年生７人が参加し、８月に学習した
大畠瀬戸の潮流エネルギーや漂着ごみの現状などに
ついて発表したほか、海洋ごみ問題に関する和歌山
県３校の取組みを聞き、お互いの学習に関して質疑
応答を行うなど、交流を深めました。

2/18 日積小児童が寸劇でコロナ対策を呼び掛け
『ひづみんニュース～コロナに負けない日積に密着～』

2/25～ 市内１０小学校で花の贈り物体験
花を愛でる情緒豊かな心をはぐくみ、花き園芸をＰＲすることを目
的に、市内小学校を対象とした花の贈り物体験が始まりました。こ
の取組みは柳井花

か

卉
き

生産組合（長
な が

山
や ま

幸
ゆ き

範
の り

組合長）が行うもので、今年
で１４回目を迎え、体験では在校生が卒業する６年生への贈り物とし
て、柳井産の花などを使ってフラワーアレンジメントを制作します。

（写真は２月２５日㈭に柳井南小学校で行われた体験の様子）

日積小学校で学校保健安全委員会が開催され、保健体育図書委員
会の児童８人が新型コロナウイルス感染症を題材として創作した
寸劇を全校児童や地域住民に披露しました。寸劇では同委員会児童
がキャスターやリポーター、コメンテーターとなり、ニュース番組
形式で感染症対策やコロナ差別防止について出席者に呼び掛けま
した。
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休日夜間応急診療所　☎�９００１
受付は診療終了時間の３０分前まで／土曜日休診
■休日昼間 : 9:00～12:00,13:00～17:00
■平日夜間 : 19:00～22:00

救急医療電話相談
こども（１５歳未満）の相談　19:00 ～翌朝 8:00

☎ #8000（つながらないとき／☎083-921-2755）
おとな（１５歳以上）の相談　２４時間３６５日対応

☎ #7119（つながらないとき／☎083-921-7119）
※緊急・重症の場合は迷わず１１９番に通報してください。 

水道修理連絡先　☎090-9505-1140
市指定水道工事協同組合加盟業者
㈲笹木設備、トオル電気㈱、日昭住設㈱、
ベルダ㈱、㈱一山電業

市の
人口

30,964 人

（前月比55 人減）
男性 14,480 人

女性 16,484 人

15,477 世帯

2/28
現在

増 転入 57 人
出生 13 人
その他 0 人

減 転出 83 人
死亡 42 人
その他 0 人

４月のけんけつ （４００ml 限定）
○日程

１１日㈰ ゆめタウン柳井
9:30 ～ 12:00

13:15 ～ 15:30
●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

前回は古代の新庄に法隆寺に似た濡田廃寺があった

ことを紹介しました。今回は大和朝廷が濡田廃寺を

創建させた必要性について探ってみましょう。

　聖徳太子は６０７年に、斑
いか

鳩
るが

に法隆寺を創建しまし

た。創建時の法隆寺は五重塔と金堂が縦に並ぶ配置

でしたが、６７０年に雷が落ち、伽
が

藍
らん

は焼失してしま

いました。やがて天武天皇が即位し、法隆寺の再建

を行います。再建された法隆寺は五重塔を西に、金

堂を東に置く、横並びの配置に変わりました。濡田

廃寺も横並びです。また、瓦に刻まれた蓮
れん

華
げ

文様や

唐草文様も同じ形式

で、法隆寺の再建に

携わった技術者集団

が、新庄に派遣され

たことがわかります。

　

　大和朝廷は大陸からの使者に対して、古墳時代は

巨大な前方後円墳を見せつけ、外交を有利に展開し

ようと考えました。飛鳥時代になると、寺院の甍
いらか

を

やないの先人たちの知恵と汗・古代編
新庄の濡田廃寺・大和朝廷の国家事業

　　　市教育委員会社会教育指導員　松島　幸夫

見せて、インターナショナルな文化国家であると印

象づける必要がありました。

　大陸からの使者が柳井地域に来ると、まず目にする

のは室積の呉
くれ

町
まち

廃寺です。港に着くと山手の荘厳な寺

院に案内されました。瓦文様によると７世紀前半の

創建で、濡田廃寺よりも早く建てられています。室

積を発ち古柳井水道に入ると、右手奥に平生町の中

村廃寺が見えます。さらに船を進めると、最も狭い

唐戸瀬戸に、田布施町の八
や

和
わ

田
た

廃寺が建っています。

さらに東へ向かうと、左手に濡田廃寺が現れました。

　新庄の浜に船を着岸させ下船すると、参道が北へ

一直線に伸びています。使者は輿
こし

に乗り、正
せい

使
し

の旗

を先頭にして参拝しました。朝廷の役人や熊毛の郡
ぐん

長
ちょう

、新庄の郷
ごう

長
ちょう

たちが、うやうやしく一行を出迎え

ました。そこには、荘厳な仏教世界が展開しており、

日本が文明国家であることを印象づけました。

　４つの寺院を見せつけることにより、日本の国力

を誇示することができたのです。

●問い合わせ
　文化財室　☎㉒２１１１内線332

郷土史コラム  

▲濡田廃寺出土の蓮華文軒先丸瓦

※関連する郷土史講座を開催しています。詳しくは今号１３ページを確認してください。
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しらかべ
　ポリスニュース
　　　　　　柳井警察署　☎㉓０１１０

■一般書（柳井図書館）
未来のサイズ・・・・・・・・・・ 俵

たわら

　　万
ま

智
ち

旅ごはん・・・・・・・・・・・・ 小
お

川
がわ

　　糸
いと

じい散歩・・・・・・・・・・・・ 藤
ふじ

野
の

　千
ち

夜
や

ばあさんは１５歳・・・・・・・・ 阿
あ

川
がわ

佐
さ

和
わ

子
こ

カチカチ山殺人事件・・・・・・・ 伴
とも

野
の

 朗
ろう

ほか

元
もと

彼
かれ

の遺言状・・・・・・・・・・ 新
しん

川
かわ

　帆
ほ

立
たて

漫画山
さん

頭
とう

火
か

・・・・・・・・・・・ 竹
たけ

内
うち

　一
いち

郎
ろう

コロナと潜水服・・・・・・・・・ 奥
おく

田
だ

　英
ひで

朗
お

旅する練習・・・・・・・・・・・ 乗
のり

代
しろ

　雄
ゆう

介
すけ

 
全国むかし町めぐり 
本とみかんと子育てと・・・・・・ 柳

やなぎ

原
はら

　一
いっ

德
とく

ネイルレッスン＆トレンドランキング

■一般書（大畠図書館）
妻は忘れない・・・・・・・・・・ 矢

や

樹
ぎ

　　純
じゅん

ブラックツイン・・・・・・・・・ 沢
さわ

里
さと

　裕
ゆう

二
じ

やさしい夜の殺意・・・・・・・・ 小
こ

池
いけ

真
ま

理
り

子
こ

 
境界線・・・・・・・・・・・・・ 中

なか

山
やま

　七
しち

里
り

人生起き上がりこぼし・・・・・ 海
え

老
び

名
な

香
か

葉
よ

子
こ

■児童書（柳井図書館）
パンどろぼう・・・・・・・・・・ 柴

しば

田
た

ケイコ
みたらみられた・・・・・・・・ たけがみたえ
ちこくのりゆう・・・・・・・・・ 北

きた

村
むら

　裕
ゆう

花
か

こども般
はん

若
にゃ

心
しん

経
ぎょう

 ・・・・・・・・ 齋
さい

藤
とう

　　孝
たかし

ネムノキをきらないで・・・・・・ 岩
いわ

瀬
せ

　成
じょう

子
こ

表紙写真の説明
ビジコム柳井スタジアム（柳井市
民球場）の芝生全面張替に伴うこ
けら落とし事業として開催され
た少年野球教室の様子です。教室
には９チーム約１４０人の少年球
児が参加し、捕球や打撃などにつ
いて高校球児らから指導を受け

ました。なお新しい芝は甲子園球場などプロ野球選
手が使用するものと同種とのことです。

編集後記
昨年３月号の編集後記で初めて新型コロナにふれ
てから１年が経ちました。コロナ禍で変わったこ
とは多々ありますが、花粉症だけは変わらず今年
もやってきます。公園こわい…。
話は変わって今号は３月１１日号。
あれから１０年。写真は数年前の
３月に撮ったものですが、ご縁
をいただいた方々に思いを馳せ
る日にしたいと思います。（高杉）

「還付金があります」は詐欺！
公共機関や銀行を名乗り、被害者にＡＴＭを操作
させてお金を騙し取る還付金詐欺が発生してい
ます。
　電話で相手から「年金や保険の還付金がありま
す」、「手続きをするのでＡＴＭに行ってくださ
い」と言われた場合、その電話は詐欺です。

　還付金手続きのために、電話でＡＴＭの操作
方法を指示することは絶対にありません。
　還付金手続きの電話があった際は、一旦電話
を切って、警察や公共機関に確認した上で対応
して下さい。
　電話の内容がおかしいと思ったときは、まず
第一に警察に相談してください。

※雑誌スポンサー（企業・個人）を募集しています。

還付金の手続きを
します。ＡＴＭを
操作して下さい。

その電話
詐欺です！！

新刊情報  図書館だより
柳井図書館　☎㉒０６２８／大畠図書館　☎45２２２６
■休館日：毎週月曜日　
　柳井図書館／祝日の翌日、3/9火～12金、31水
　大畠図書館／祝日、3/17水～19金

新刊図書の一部をご紹介します。
このほかは柳井市立図書館ホームページをご覧ください。
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 yanaishi@

city-yanai.jp 
URL

「音訳しらかべの会」の皆さんによる「声の広報（音訳版広報）」を市ホームページに掲載しています。

☎�１１８７

チューリップ
　ユリ科　球根植物

春を代表する花の一つです。フラワーランドではピン
ク系のチューリップをボーダーガーデンやコミュニテ
ィガーデンに約 2,700 本植栽しています。冷蔵処理
をした球根を植え付けていますので、2 月下旬から咲
き始めています。
　まだ寒さが残る時期に咲くため、花持ちがよく長い
期間お楽しみいただけます。

季節の
たより

2/12 創業 100 年の功績を顕彰
100 年以上にわたり伝統の技術や事業を守り、継
承することによって市の経済発展に貢献してき
た長寿企業の功績をたたえ、顕彰するための「柳
井市 100 年企業表彰式」が行われ、1912 年創業
のミートショップカワムラ（田

た

丸
まる

静
しず

也
や

代表・写真
左）に表彰状と柳井縞を使った記念額が贈られま
した。受賞した田丸代表は「こうして１００年続け
てこられたのは先代とお客様のおかげ。感謝の
気持ちを忘れず、今後も頑張っていきたい」と喜
びを語りました。

3/1 市長選挙・市議会議員補欠選挙
      当選証書付与式
２月２８日㈰に執行された市長選挙および市議会
議員補欠選挙において、市長選挙では井

い

原
はら

健
けん

太
た

郎
ろう

氏（写真上段）が、市議会議員補欠選挙では平
ひら

井
い

保
やす

彦
ひこ

氏（写真下段左）と平
ひら

岡
おか

実
み

千
ち

男
お

氏（写真下段
右）が当選されました。
　これを受けて当選証書の付
与式が行われ、松

まつ

重
しげ

年
とし

春
はる

選挙管
理委員長から３人に証書が手渡
されました。










