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フラワーランドのお正月

新年のごあいさつ

人にも企業にも選ばれるまちへ
～コロナ後に向けて
まちづくりへの投資を加速～

柳井市長

新年あけましておめでとうございます。新春を

した。年末の子育て世帯への臨時特別給付金も、

健やかにお迎えのことと心からお慶び申し上げ

市議会のご協力により年内に全額１０万円を給

ます。

付いたしました。また、ワクチン接種について

一昨年から続く新型コロナウイルス感染症

は、柳井医師会を始め医療関係者の方々のご協

は、私たちの日常生活を大きく変えることにな

力により、１０月末までに希望するすべての人

りました。本年は、コロナの時代とコロナの後

への接種を終えることができました。

の社会をどう構築していくかが問われる年に
なると私は考えています。

新たな変異株による感染の再拡大が懸念され
ていることから、本年も感染防止対策を徹底し
つつ、３回目のワクチン接種を迅速に進めてい

コロナ禍から命と暮らしを守る

くと同時に、コロナの時代に即した取り組みを

昨年は「経営維持支援金」や「やない暮らし応援

加速していきたいと考えています。

買物券」
、
「やない子ども応援買物券」
、
「高齢者お
でかけサポート事業」など、大型の補正予算の

企業誘致の成果をさらに生かす

編成を通して、皆さまの生活と地域経済を下支

長年の課題であった南浜遊休地への株式会社ト

えするための施策を段階的に実施してまいりま

クヤマと日鉄ドラム株式会社の進出に続き、昨
年はドラム缶の管理、輸送を担う株式会社島商、
市内ホテルの経営を引き継ぎリニューアルオー

◀▼新型コロナワクチン
接種の様子

プンしたセイルドオーシャン株式会社、本市初
のコワーキングスペース等を展開するカラム株
式会社などの企業の立地、進出が進むことで、
南浜一帯を中心とした産業の拠点性が、飛躍的
に高まっています。これらを雇用の創出や人口
定住に留まらず、地域経済の活性化、文化の振
興などにつなげてまいります。
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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

▲複合図書館外観イメージ
▲昨年市と進出協定を締結した
セイルドオーシャン㈱が運営
する「アミュゼ NOREN」オー
プニングレセプション

◀昨年市と進出協定を締結し
た㈱島商、カラム㈱

▲高齢者おでかけサポー
ト事業で交付してい
る共通助成券

若い世代にも選ばれるまちへ

高齢者おでかけサポート事業を拡大

本市の出生数は平成２８年に初めて２００人を下

現在試行している「高齢者おでかけサポート事

回って以降、昨年は１２０人程度に減少してい

業」は、対象要件の緩和などを含め本格的に実

ます。より一層の急激な少子化に直面する現状

施してまいります。予約制乗合タクシーの運行

において、若い世代や子育て世代の思いに応え、

地区の拡大と合わせ、高齢者等の日常における

まちの魅力を向上させることで、若い人たちに

移動手段の確保は喫緊の課題として取り組んで

選ばれるまちを実現することは、私たちが今果

まいります。

たすべき大きな役割であると考えます。
もう一つの遊休地であり、
「翠ヶ丘」の呼び名

さらには、阿月地区のコミュニティ活動の核
となる新たな公民館施設の整備、各地区の地域

で親しまれた柳井商業高等学校跡地を含む一

の夢プランやスクール・コミュニティの推進、

帯を『防災・文教・交流ゾーン』と位置づけ、学

子ども医療費助成制度における対象年齢の大

校や職場でも、家庭でもない第三の居場所、い

幅な拡大など、さまざまな施策にも注力してま

わゆるサード・プレイスとなるように複合図書

いります。

館や芝生広場などを配置していきます。中でも
複合図書館は、図書館としての機能の充実に加

本年も「市民の力で支えあい、一人ひとりが主

え、市民活動支援や子育て支援、防災に関する

役の笑顔あふれるまち柳井」の実現に向けて、

機能を持たせることで、日常的に多くの人々が

着々と歩みを進めてまいります。

訪れるまちの公共空間としての整備を図ってい
きたいと考えています。また、
バタフライアリー

終わりに、皆さまのご健勝ご多幸をお祈り申
し上げ、新年のご挨拶といたします。

ナを避難所としても活用するために、耐震改修
により施設の長寿命化を図り、室内スポーツに
適した空調の設置にも計画的に取り組みます。
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Pick UP

マイナポイント第２弾が始まります
マイナポイント第２弾の概要は以下のとおりです。詳しい内容が分かり次第、広報
やないでお知らせします。最新情報は総務省ホームページで確認できます。
●問い合わせ・支援窓口
○マイナンバーカード／市民生活課

☎ 2111 内線 163

○マイナポイント／▼２月４日㈮まで 政策企画課 ☎ 2111 内線 471
▼２月７日㈪以降 市民生活課 ☎ 2111 内線 163

①マイナンバーカードの新規取得 ②健康保険証としての利用申込
付与
ポイント額

最大５, ０００円相当
（利用金額の２５％）

７，
５００円相当

③公金受取口座の登録

７，
５００円相当

マイナンバーカードを新規に取 マイナンバーカードの健康保険 マイナンバーカードを使って公
得する（※）
証利用の申し込みをする
金受取口座を登録する

取得条件

手続可

1/13 時点手続可否

手続可

手続不可（時期未定）

（①〜③共通）
スマートフォン（ＮＦＣ対応機種）やパソコン（別途カードリーダーが必要）で、キャッシュレス決済
サービスを選択して申し込む（上記窓口で手続きの支援を行っています）。

申込方法

手続可

1/13 時点手続可否

手続不可（時期未定）

手続不可（時期未定）

（①〜③共通）
▼マイナンバーカード
▼利用者証明用パスワード（数字４桁）
手続きに
▼お好きなキャッシュレス決済サービスのカード
など
必要なもの
健康保険証
通帳またはキャッシュカード
−
選択したキャッシュレス決済サー
選択したキャッシュレス決済 選択したキャッシュレス決済
ビスでチャージまたはお買い物を
サービスへ直接付与
サービスへ直接付与
する

ポイント
取得方法

※令和３年１２月末までにマイナポイントを申込済の人は対象外です。ただし、令和３年１２月末までに付与ポイント額
の上限に達していない場合、１月１日以降のチャージまたはお買い物で上限に達するまでポイントが付与されます。

子育て世帯への臨時特別給付

10 万円一括給付 へ変更しました

５万円の現金給付と５万円分のクーポン券を配布予定としていましたが、国の方針を踏まえ１０万円の現金一括
給付へ変更しました。詳しくは市ホームページをご覧ください
（児童手当を特例給付で受給中の人は対象外です）
。
●問い合わせ

社会福祉課

☎ 2111 内線 187

◆申請が必要な人、不要な人ともにお知らせを送付しています。
■申請が必要な人

■申請が不要な人

○所属庁から児童手当を受給している公務員

○令和３年９月分児童手当受給者
（９月生まれを含む）

○令和４年１月～３月生まれの児童の保護者
（新生児）
○平成１５年４月２日～平成１８年４月１日生まれの児童
▼児童手当受給対象の児童がいない人

かつ

▼主たる生計維持者について、令和２年所得が児童
手当の所得制限限度額未満の人
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２月２８日㈪

○平成15 年 4 月 2 日～平成 18 年 4 月 1 日生まれの児童の
保護者のうち、中学生以下の弟妹分児童手当を受給中の人

の保護者のうち

◆申請期限

▶支給済（支給日：令和３年１２月２４日㈮）

※新生児を除く。

▶支給済（支給日：令和３年１２月２４日㈮）
○令和 3 年 10 ～ 12 月生まれの児童の保護者で、児童
手当受給予定者
▶１月下旬支給予定

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

柳井市財政公表 ～令和２年度決算～

柳井市の
お金のつかいみち
令和２年度歳入歳出決算額が、令和３年第４回定例議会において認定されました。
一般会計と特別会計の決算状況および主な事業についてお知らせします。

一般会計の決算状況
実質収支は２億 2,923 万円の黒字となっていますが、国、地方
ともに不安定な経済状況にあり、歳入の見通しは依然厳しい状況
にあります。一方、道路などの社会資本整備、公共施設等の老朽
化対策、福祉・医療等の財政需要は増加する傾向にあります。今
後も、財源の確保と効率的運用に配慮しつつ、持続可能な財政運
営に努めます。

一般会計決算状況

歳出のトップは民生費
歳入は民生費や教育費など様々な分野に充てられます。目的
別歳出のトップは民生費で全体の 26.3％を占め、次いで総務費
（23.8％）、教育費（9.5％）と続いています。

令和２年度の主な事業（一般会計）
令和２年度は、子育て環境の充実を図るための乳幼児・子ども
医療費助成制度における所得制限の撤廃や、企業誘致による雇
用創出を目指す南浜工場跡地の基盤整備などに取り組みました。

総務費

柳井商業高等学校跡地整備事業
柳東文化会館設備改修事業

衛生費
農林
水産業費
商工労働費
土木費
教育費
新型コロナ
ウイルス
感染症対策
関連事業

歳出決算額 ②

209 億 9,899 万円

形式収支 ③（① - ②）

4 億 2,226 万円

翌年度繰越財源 ④

1 億 9,303 万円

実質収支 ③ - ④

2 億 2,923 万円
5,901 万円

フェンス改修工事および既存施設の維持管理等

611 万円
2,787 万円

乳幼児、小学生および中学生の医療費助成

社会福祉施設開設準備経費補助事業
防災用備蓄品等整備事業

214 億 2,125 万円

空調設備の改修およびトイレの洋式化

乳幼児・子ども医療費助成事業

民生費

歳入決算額 ①

認知症高齢者グループホームの新規開設に対す
る支援

3,985 万円

災害発生時に必要となる食糧、生活必需品等の備蓄

平郡診療所運営事業 平郡診療所および平郡診療所西出張診療所の運営

3,721 万円
305 万円

にこにこ健康づくり推進事業 運動を中心とした地域ぐるみでの健康づくりの推進

鳴門漁港海岸保全施設整備事業
阿月漁港施設機能強化事業
ため池整備事業

1,446 万円

1,390 万円

大畠天神地区の高潮対策工事

262 万円

災害に備え防波堤、護岸を計画的に整備

ため池の切開、ハザードマップの作成

1,060 万円

企業立地関連基盤整備事業 南浜企業用地の遊水地および排水経路を整備

3,560 万円

洪水ハザードマップ整備事業 柳井川、土穂石川および灸川の洪水ハザードマップ作成等
街路整備事業

19,530 万円

古開作線街路本体工事、柳井駅南北地下道の補修

小中学校学習適応支援事業

学校生活への適応支援のため生活支援員および学習支援員
を配置、複式学級充実のため非常勤講師を配置

ビジコム柳井スタジアム芝生改修事業

621 万円

グラウンド内の芝生を全面張替

特別定額給付金の給付、やない暮らし応援買物券の発行等（合計 50 事業）

1,089 万円
3,091 万円
424,368 万円

次ページへ続く
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令和２年度一般会計決算額の内訳
一般会計歳入
（ ）は元年度

214 億 2,125 万円
一般会計歳出
（171 億 9,828 万円） （ ）は元年度

市税

47 億 1,177 万円

209 億 9,899 万円
（167 億 5,267 万円）

議会費

1 億 6,753 万円

議会活動にかかる経費

固定資産税や市民税など

繰入金・繰越金

６億 8,419 万円

ふるさと振興基金などからの繰入金、前年度繰越金

諸収入

9 億 6,450 万円

貸付金元利収入など他の収入科目に属さない収入

その他

4 億 2,556 万円

財産売払収入、寄附金、使用料および手数料など

地方譲与税・交付金等

9 億 3,814 万円

国が徴収した税の一定割合を譲与・交付するもの

地方交付税

46 億 7,907 万円
60 億 2,875 万円
14 億 6,052 万円

民生費

55 億 1,665 万円

子どもやお年寄り、障がい者などの福祉のための経費

衛生費

10 億 0,515 万円

ごみ処理や疾病予防などのための経費

商工労働費

14 億 2,576 万円

商工業、観光振興などの経費

農林水産業費

7 億 9,818 万円

土木費

8 億 6,383 万円

消防費

7 億 4,560 万円

広域消防組合負担金や消防活動のための経費

特定の事業に県から交付されるもの

市債

市の全般的な事務などの経費

道路や港湾、住宅などの整備や維持のための経費

特定の事業に国から交付されるもの

県支出金

50 億 0,756 万円

農林水産業の振興などの経費

市の財政力に応じて国から交付されるもの

国庫支出金

総務費

15 億 2,875 万円

建設事業を行うための国や金融機関からの借金など

教育費

19 億 9,130 万円

学校教育や生涯学習などのための経費

災害復旧費
災害箇所の復旧のための経費

市民税
16億7,808万円

公債費
固定資産税
24億6,439万円

市債

軽自動車税
15億2,875万円
県支出金
県支出金
市債
市民税固定資産税
（7.2%）
その他
県支出金
市税・繰越金
繰入金
地方交付税

14億6,052万円
諸収入
（6.8%）

18 億 6,705 万円

県支出金
市債を返済するための経費
軽自動車税
1億694万円

市民税
47億1,177万円
諸収入
16億7,808万円
（22.0%）

市たばこ税
歳入都市計画税
その他
214億

市たばこ税
繰入金・繰越金
国庫支出金 （3.2%）
2億574万円
6億8,419万円
国庫支出金
６０億2,875万円
繰入金・
繰越金
都市計画税
諸収入
（28.1%）
9億6,450万円
2億5,662万円
2,125万円地方譲与諸収入（4.5%）
地方譲与税・
地方譲与税・その他
交付金等 交付金等
その他
国庫支出金
地
9億3,814万円 4億2,556万円
繰入金・ 繰越金
地方交付税
（4.4%）
（2.0%）
46億7,907万円
（21.8%）
繰入金・ 繰越金

3 億 3,765 万円

依存財源： 68.3％

地方譲与税・交付金等

災害復旧費
3億3,765万円
（1.6%）

軽自動車税

公債費
総務費
繰入金・繰越金
18億6,705万円
50億756万円
（8.9%）
諸収入 （23.8%）

教育費
19億9,130万円
（9.5%）

消防費
7億4,560万円
（3.5%）
農林水産業費
土木費
7億9,818万円
8億6,383万円
（3.8%）
（4.1%）

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

公債費

諸支出金
固定資産税 議会費
12億7,773万円
1億6,753万円
（6.1%）
（0.8%）

商工労働費
14億2,576万円
（6.8%）
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諸支出金

水道事業会計および下水道事業会計への繰出金
市税

市債
市税

自主財源： 31.7％

市債12 億 7,773 万円

諸支出金

歳出
市たばこ税
その他億
209
都市計画税

9,899万円

地方交付税 民生費

55億1,665万円
（26.3%）

国庫支出金

衛生費
10億15万円
（4.8%）

農林水産

特別会計の決算状況
国民健康保険、介護保険など、令和２年度特別会計の歳入決算総額は８５億 7,211 万円、
歳出決算総額は８３億 7,274 万円となりました。

令和２年度 特別会計決算内訳
会計名

歳入

歳出

差引残額

42 億 1,357 万円

40 億 9,908 万円

1 億 1,449 万円

市有林野区事業会計

120 万円

116 万円

4 万円

市営駐車場事業会計

358 万円

358 万円

0円

430 万円

36 億 2,021 万円

8,409 万円

6 億 4,946 万円

6 億 4,871 万円

75 万円

85 億 7,211 万円

83 億 7,274 万円

1 億 9,937 万円

国民健康保険事業会計

介護保険事業会計

37 億

後期高齢者医療事業会計
計

財政指標による市の状況

■経常収支比率

94.6％

社会福祉に要する経費や借入金の

■地方債（市債）残高
171 億 2,333 万円

定されました。やや改善しましたが、

償還金、人件費など経常的な経費に

地方債（市債）は道路整備事業や学

引き続き今後の動向に注意が必要な

対し、市税、地方交付税、地方譲与

校建設事業のように耐用年数が長い

状況にあります。

税を主な財源とする経常的収入がど

施設の建設財源の一部に充てられま

の程度充てられているかを知る指数

す。この返済に充てられる公債費に

です。

は、世代間の公平のため、施設を使

令和 2 年度決算において、次の
とおり財政に関する指数や比率が算

今後さらなる経費節減および合理
化に努め、限られた財源を効率的に
運用します。

■財政力指数

財政の弾力性（融通性）を測定する
ことができ、この指標が高くなると

0.524

市町村の財政力を示す指標（令和
2 年度３カ年平均）です。市町村が

用する将来の市民も負担するという
趣旨があります。

弾力性を失いつつあるといえます。

■実質公債費比率

9.9％

令和 2 年度末地方債残高は対前
年度比 2 億 630 万円の減となって
います。

標準的な行政を実施するために必要

公債費だけでなく、債務償還経費

な経費に対する税収入等の占める割

や公営企業会計に対する繰出金な

合です。この指数が高いほど財政力

ども市の借金としてとらえ、これら

基金には特定の目的のために設立

が強いといえます。

が財政負担に占める割合を表す比率

されたものや、将来の収入減少、支

（令和 2 年度３カ年平均）
です。

■基金残高

54 億 1,920 万円

出増加に備えるための財政調整基金
等があります。
令和 2 年度末の残高は対前年度
比 1,286 万円の減となっています。

各種指標の比較
県内１９市町
平均

財政力指数
経常収支比率
実質公債費比率

柳井市

決算状況は財政課ホームページで

2

2

元

30

0.523

0.524（11）

0.527

0.529

95.5

94.6（11）

98.0

98.7

6.7

9.9（16）

10.4

10.7

も閲覧できます。
URL

https://www.city-yanai.jp/

soshiki/7/kessan.html
●問い合わせ
財政課

☎２１１１内線 442

（ ）内は県内１９市町中の順位
広報やない
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２月６日

［平郡地区は５日

］は

山口県知事選挙の投票日です
山口県知事選挙は、１月２０日告示され、２月６日（平郡地区は２月５日）に
市内２７か所で投票が行われます。投票日には棄権することなく、必ず投票
に行きましょう。
不在者投票、在宅投票、特例郵便等投票を希望する人は、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問い合わせてください。
●問い合わせ

市選挙管理委員会事務局

☎２１１１内線 260,261

■投票日時

２月６日

7:00 ～ 20:00

※平郡地区／２月５日㈯ 7:00～18:00

■投票できる人

平成１６年２月７日までに生まれ
た人で、令和３年１０月１９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
◆転入した人
令和３年１０月２０日以降に柳井
市に転入の届出をした人（県内の他
市町の選挙人名簿に登録されている
人）は、転入前の市町での投票とな
ります。ただし、前市町の選挙管理
委員会に投票用紙等を請求すれば、
柳井市で不在者投票をすることがで
きます。詳しくは、前市町の選挙管
理委員会に問い合わせてください。
◆転出した人
本市の選挙人名簿に登録されてい
る人で、県内の市町に転出し、転出
先の名簿に登録されていない人で、
投票日までに４カ月が経過しない人
は、転出前の柳井市内の投票所で投
票できます。この場合、いずれかの
市町長が発行する「引き続き住所を
有する旨の証明書」または「住民票の
写し」を提示するか、柳井市の選挙
管理委員会による確認を受ける必要
があります。
◆市内で転居した人
１２月２８日までに市内転居の手
続きを済ませた人は、現在の住所地
の投票所で投票してください。１２
月２９日以降に手続きをした人は、
転居前の住所地の投票所での投票と
なります。

8

■投票所入場券

投票所入場券は１月２０日頃郵送
する予定です。はがきの入場券が届
いたら、投票所を確認してください。
入場券は同じ世帯でも別々に届くこ
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問い合わせてく
ださい。

■選挙公報

候補者の氏名、経歴、政見などを
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、１月２６日頃から市選挙管理
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。
期日前投票を希望される場合は、
入場券裏面の投票日当日に投票所に
行けない旨を宣誓する「期日前投票
宣誓書」を事前に記入され、期日前
投票所にお越しください。各期日前
投票所の投票期間と時間は次のとお
りです。

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

■各期日前投票所の投票期間

◆市役所本庁
○期間 １月２１日㈮～２月５日㈯
／ 8:30 ～ 20:00
※平郡地区の人は２月４日㈮まで
○対象 市内全域の有権者
◆大畠出張所
○期間 ２月２日㈬～５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２日㈬～４日㈮
／ 8:30 ～ 17:15
○対象 各地区管内に住所のある人
◆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。
◆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自宅等で
の投票ができます。
◆特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で「自
宅療養」または「宿泊療養」している
人は、所定の手続きにより自宅等で
の投票ができます。

■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。必要な人は申し出てください。

■開票

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－

第５ 文化福祉会館

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
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
国清、迫田、下馬皿、中馬皿
コミュニティルーム

第８ 上馬皿公会堂

上馬皿、石井

第９ 黒杭公会堂

黒杭、余田畑

第１ 日積公民館

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

上若杉、若杉、割石、東割石、小国、平和台、大谷、宮ケ峠、東
日積小学校
宮ケ峠、忍道、早馬原、川谷、丸子、諏訪、鍛冶屋原、宮ケ原、南、
コミュニティルーム
坂川、岡村

第１ 伊陸地区体育館 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

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

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

余田出張所

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、南小平尾

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

旧柳井南中学校 浜前、浜後、中郷、空上、空下、和田石、黒島上、黒島下、前瀬越、
技術室
後瀬越

第３

小田小学校
クラブハウス

第２

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

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

阿月

第１ 平郡東公民館

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

平郡

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

大畠

◆投票する皆さんへ
マスクを着用し、出入口でのアル
コール消毒、咳エチケットを心がけ、
帰宅後は手洗い・うがいを徹底しま
しょう。
◆開票を参観する皆さんへ
マスクを着用し、出入口でのアル
コール消毒、咳エチケットを心がけ、
帰宅後は手洗い・うがいを徹底しま
しょう。
また、参観中はほかの参観人と十
分な距離をとってください。参観人
数が多い場合、入場を制限する場合
があります。

中開作
第３ ふれあい文化
センター

伊保庄

■ご協力をお願いします

大屋、大屋東、野地、片野東、片野西

余田

▼出入口にアルコール消毒液を設置
▼鉛筆や記載台などの定期的な消毒
▼定期的な換気
▼職員等のマスクの着用など
▼咳エチケット・手洗い等の徹底

第２ ふたば集会所

新庄

■投票所での対策

区域
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

伊陸

！

新型コロナウイルス感染症
対策とお願い

投票所

第１ 柳東文化会館

日積

◆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６日㈰
●問い合わせ
大畠公民館 ☎�２２２６

投票区

柳井

○日時 ２月６日㈰
／ 21:00 ～（予定）
○場所 柳井小学校体育館
○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 ( URL https://www.cityyanai.jp) でもご覧いただけます。

投票所一覧

広報やない

2022.1.13
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税 の申告はお早めに

ー申告にはマイナンバーが必要ですー

必要な資料を事前に整理しておくなど、申告時間の短縮にご協力ください。
また所得税の確定申告には利用者識別番号が必要です。税務署からのお知ら
せはがきや通知書類を必ず持参してください。
●問い合わせ

税務課

☎２１１１内線 133,134

市県民税の申告
■申告期限

申告相談時の
新型コロナウイルス感染症対策

３月１５日㈫

▼申告する必要がある人は、期限までに必ず申告を
してください。
▼市県民税の申告書は１月下旬に発送予定です。
▼税の申告は市県民税や国民健康保険税の課税基礎
となります。また、他の行政サービスの料金など
の算定基礎になる場合があります。
■対象となる人と所得
▼令和４年１月１日に柳井市に住所がある人
▼前年
（令和３年１月１日～令和３年１２月３１日の１
年間）の所得

申告相談時の会場は３つの密（密閉・密集・密接）
になりやすい環境が揃っています。定期的な換気、
仕切り板の設置や手指のアルコール消毒など、可
能な限り感染予防対策を取りますが、申告相談時
は下記のとおりご協力をお願いします。

マスクを着用し、
待合場所では密集・密接を避ける

会場に相談者が増えた場合は、市民ロビーなどの
広い空間を待合場所とします。

■申告相談の日程と会場
日
２月１７日㈭
２月１８日㈮

時

場

所

9:30 ～ 16:00 日積出張所
〃

〃

２月２１日㈪ 11:00 ～ 16:00 平郡出張所
２月２２日㈫

9:30 ～ 13:00 平郡西集会所

２月２４日㈭

9:30 ～ 16:00 阿月出張所

２月２５日㈮

9:30 ～ 16:00 余田出張所

３月 ２日㈬

9:30 ～ 16:00 新庄出張所

３月 ３日㈭

9:30 ～ 16:00 ふれあいタウン大畠

３月 ４日㈮

〃

３月 ８日㈫

9:30 ～ 16:00 伊保庄出張所

３月 ９日㈬

9:30 ～ 16:00 伊陸出張所

３月１０日㈭
〜

２月１６日㈬
３月１５日㈫
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〃

〃
8:30～17:00

※㈯㈰㈷を除く

〃
市役所税務課
※受付は 17 時で終了しま
すのでご注意ください。

申告書等の用紙類を
めくるときに指をなめない

自宅でも同様に気を付けてください。

×

体調がいつもと違うときは日を改める

熱があるときだけでなく、せきや鼻水があるとき
なども相談を避けましょう。

申告書を郵送で提出する

源泉徴収票のほか個人番号が分かるも
のや身分証明書の写しなども添付して
ください。

e-Tax（電子申告）を利用する

所得税の確定申告はインターネット上で手続きが
完結します。
（ URL https://www.nta.go.jp/）

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

令和３年分

確 定 申 告

●問い合わせ
柳井税務署

広報やない

☎㉒ 0277

2022.1.13
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市政だより

交通事故情報

件数 死者 負傷者

（件） （人） （人）

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

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。

市民と市長と気楽にトークを
延期します

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、１月以降に開催を予定し
ていた気楽にトークを延期します。
延期後の日程などは決まり次第お
知らせします。
問 政策企画課 ☎２１１１内線 471

パブリックコメントを
実施します

■柳井市立地適正化計画（案）
市が作成する計画案を公表します。
皆さんの意見をお寄せください。
意見は公開予定ですが、個別には
回答しませんのでご了承ください。
○募集期限 ２月１４日㈪（必着）
○閲覧場所
▼市役所情報提供コーナー／▼
各出張所・連絡所／▼都市計画・
建築課／▼市ホームページ
○提出方法 住所、氏名、電話番
号を明記し、持参・郵送・FAX・
電子メールのいずれかで提出し
てください
（様式不問）
。
問 都市計画・建築課
〒 742‐8714（住所記載不要）
☎ 2111 内線 231
FAX �

5699
toshikeikaku@city-yanai.jp

（株）
フジタトーヨー住器
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国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の
納付済通知書を郵送します

所得税の確定申告、市県民税の申
告等にご利用ください。
○通知内容 昨年（令和３年１月
１日～１２月３１日）に納付した
国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料の金額
○発送時期 １月下旬
問 ☎２１１１
▼国民健康保険税
（税務課）
内線 131,132
▼介護保険料
（高齢者支援課）
内線 155
▼後期高齢者医療保険料（市民生
活課） 内線 168,169

8
０
１２
12 月発生状況
５４
０
６７
累 令和３年
計 前年対比 －２０ －１ －２１

令和３年 12 月 31 日現在

児童手当の振り込みは
２月１０日 です

令和３年１０月～令和４年１月分の
児童手当を指定の口座へ振り込み
ます。通帳で確認をお願いします。
※受給者の転出や出生などの異
動があるときは必ず届け出てく
ださい。
○口座振込日 ２月１０日㈭
問 市社会福祉課
☎２１１１内線 187

山口県特定（産業別）最低賃
金が改正されました

■特定（産業別）最低賃金（時間額）
▼鉄鋼業 ９９５円
▼電気機械器具製造業 ９２１円
▼輸送用機械器具製造業 ９６５円
▼百貨店、総合スーパー ８７５円
※山口県最低賃金は８５７円に改
正されています。
問 県労働局労働基準部賃金室
☎ 083-995-0372

やない子ども応援買物券

使用期限は１月３１日 まで
使用期限を過ぎると使えませんので、
早めに使用してください。
●問い合わせ

政策企画課

☎ 2111 内線 466,467

サッシ
柳井市柳井1557-3
建 材
住 器 ☎

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

国民年金保険料
口座振替の前納の申し込みはお早めに
国民年金保険料の納付は安心、便利、確実な口座振替やクレジット
カード払いがおすすめ。お得な前納制度もあります。
６カ月分

①通常払 毎翌月末払（割引なし） 99,660 円
口座振替
②前納

１年分

２年分

199,320 円

398,400 円

98,530 円 195,140 円 382,550 円
（1,130 円引） （4,180 円引）（15,850 円引）

現金／
クレジットカード

98,850 円

（810 円引）

195,780 円 383,810 円

(3,540 円引）（14,590 円引）

①通常払／現金、口座振替、クレジットカード払いが可能。
②前納／口座振替のみ年間 600 円引きになる早割
（当月末払い）
も利用可能。

国民年金のお知らせ

■年金の源泉徴収票が届きます
源泉徴収票は確定申告や市県民税
の申告等に必要となりますので大
切に保管してください。紛失した
場合は問い合わせてください。
○送付時期 １月中旬～下旬
○送付内容 令和３年１月～１２
月に支払われた年金額、源泉徴
収税額
○送付対象 老齢年金受給者全員
（障害年金・遺族年金は非課税
のため送付対象外）
問 ねんきんダイヤル
☎ 0570-05-1165
岩国年金事務所
☎０８２７�２２２２
■２０歳になったら国民年金
日本国内に居住する２０歳以上６
０歳未満の人は国民年金への加入
が義務付けられています。
○２０歳になったときに…
①学生や自営業、無職の人（第１号

①通常払／随時受付
②前納／２月末（日本年金機構
必着。市役所での申込は２月
１８日㈮）
まで）
○申込先

○令和３年度保険料 月額 16,610 円
支払方法

○申込期限

被保険者）／手続き不要
▼誕生日からおおむね２週間以内
に「年金手帳」と「お知らせ」が届
きます。
※しばらくしても「お知らせ」が届か
ない人は市役所で手続きが必要。
▼「年金手帳」は大切に保管し、保
険料は納め忘れがないようにし
てください。
▼口座振替やクレジットカード払
いは手続きが必要です。
▼支払いが困難な人は「学生納付
特例制度」や「免除・納付猶予制
度」の手続きを、出産予定の人
は「産前産後免除」の手続きをし
てください。
② 民間会社員や公務員などの人
（第２号被保険者）／手続き不要
③第２号被保険者の配偶者に扶養
されている人（第３号被保険者）
／手続き必要
▼配偶者の勤務先で手続きしてく
ださい（保険料は配偶者の厚生

市民生活課、岩国年金

事務所、
（口座振替のみ）
各金融
機関
○必要なもの

納付書または年

金手帳、通帳、金融機関届出
印またはクレジットカード
●問い合わせ
岩国年金事務所
☎０８２７�２２２２
市民生活課
☎２１１１内線 168,169

年金や共済組合が負担します）
。

問 市民生活課

☎２１１１内線 168,169
岩国年金事務所
☎０８２７�２２２２

ペットボトル分別収集に
協力をお願いします

①キャップをはずし、中をすすぐ
②手で容易にはがすことができる
ラベルははがす
③横につぶす
④ 8:30 までに回収ボックスへ
■次のことに注意してください
右のマークが入った飲
料用や調味料（ノンオイ
ル）用のペットボトルが
分別収集の対象です。た
まごパックや洗剤の入っていたボ
トルは対象ではありません。
問 市民生活課
☎２１１１内線 166

広報やない
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ＪＲ山陽本線 保守工事に伴う列車の運休
西日本旅客鉄道㈱による昼間時間帯の保守工事に伴い下記日程の列車が運休と
なります。運休区間はバスによる代行輸送が実施されます。代行バスの運行時
刻は事前に沿線駅に掲示されるほか、ＪＲ西日本ホームページに掲載されます。

以下の時間帯に柳井駅を
発着する列車が運休

工事実施日

１月３１日
２月１４日

上り（到着時刻）9:46 〜 15:39
下り（発車時刻）9:20 〜 15:17
上り（発車時刻）9:46 〜 13:41
下り（到着時刻）11:17 〜 15:17

家畜・家きんの飼養者は
定期報告書を提出してください

家畜や家きんの所有者は毎年１回
（２月１日時点）、頭羽数、飼養衛
生管理の状況を報告することが義
務付けられています。
※定期報告書の様式は農林水産課
ホームページからダウンロ－ド可
○対象家畜 牛、水牛、馬、鹿、羊、
山羊、豚、いのしし（１頭以上）
○対象家きん 鶏、うずら、あひ
る、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、
七面鳥、あいがも
（１羽以上）
○提出期限 ３月４日㈮
○提出場所
農林水産課、各出張所・連絡所
問 東部家畜保健衛生所
☎２４１６
農林水産課
☎２１１１内線 352

償却資産の申告期限は
１月 31日 です

固 定 資 産 税 の 償 却 資 産 ※を所 有
する個人・法人は期限内に申告書
を提出してください。
※事業用の構築物、機械、器具、
備品等の有形固定資産が対象で
す。税務会計上、減価償却の対
象となる、耐用年数１年以上で
取得価格が１０万円以上の資産
となります
（家屋や車両で別途課
税されるものは除く）
。農業用機
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運休区間

柳井〜下松 間

☎ 083-976-8733
▼商工観光課
☎２１１１

柳井〜岩国 間

市民相談
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 ２月３日㈭ 9:30～12:00
場 市役所１階１０２会議室
○相談担当者 市内の人権擁護委員
問 市人権啓発室
☎２１１１内線 181

行政・市民相談
日 ２月９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

弁護士による無料法律相談

（要予約・市民対象）

9:30 ～ 12:00
場 市役所３階大会議室

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

▼西日本旅客鉄道㈱
山口支社

械や船舶も事業用であれば対象
です。
問 税務課
☎２１１１内線 135,136

日 ２月９日㈬

●問い合わせ

内線 364

定 ８人
（定員になり次第締切）
申 問 ２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

行政相談

日 ２月９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

心身障害児療育相談会
（無料・要申込）
日 ２月１０日㈭

12:30 ～17:00
場 県柳井健康福祉センター
○相談科目 小児科、言語、心理
診断、保健衛生
対 心身に障がいがある、または障
がいが疑われる乳幼児の保護者
○申込期限 １月２０日㈭
申 問 市保健センター ☎�１１９０

相続登記はお済みですか月間

司法書士による相続登記に
関する無料法律相談
日 ２月１日㈫～２８日㈪

場 県内の各司法書士事務所

内 相続登記や遺言、遺産分割協議

など相続に関する相談
問 山口県司法書士会事務局
☎０８３-924-5220

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）

日 ①２月１０日㈭ , ②２４日㈭／

10:00 ～ 12:00,13:00 ～ 16:00
, ②市役
所４階４０１会議室
申 問 ３月１０日㈭ , ２４日㈭の年金
相談の予約は２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
場 ①市役所３階大会議室

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 ２月１６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 ３月４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
○申込期限 ２月２４日㈭
申 問 市社会福祉課
☎２１１１内線 191

講座・教室
高齢者向け水中運動教室
（無料・要申込）

日 ２ 月３日㈭～２４日㈭の毎週㈭

／ 10:30～11:30（全４回）
▼受付後 10:30 にプールへ移動
します。
場 アクアヒルやない
内 水中ウォーキング、アクアビクス

１月のくらしの護身術

〜消費生活センターからのお知らせ〜

知らないうちに高額利用！
子どものゲーム課金に注意
子どもに家族のスマートフォンで無料のアプリゲームをさせてい
たところ、子どもが勝手に課金し、数十万円からそれ以上の高額
を請求されたという相談が増えています。
未成年者が契約した場合でも、保護者の管理責任が問われ、未
成年者取り消しができないことがあります。
スマートフォンを貸す場合は課金できないように設定し、クレ
ジットカードの明細は毎月必ず確認しましょう。
●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
対 ６５歳以上の市民（要支援・要

介護認定や医師の運動制限を受
けていない人）
定 １５人
持 水着、水泳帽子、バスタオルなど
○その他 終了後のプール利用に
は利用料（730 円）または回数
券が必要です。
○申込期限
１月２５日㈫
申 問 高齢者支援課
☎２１１１内線 156

冬の星座を観る会
（無料・要申込）
日 ２月２５日㈮

19:00～20:30

※雨天・曇天は中止。天候がはっき
りしないときは実施日の 17:00 ～
18:00 に問い合わせてください。

場 星の見える丘工房
定 ２０人
（先着順）

※幼児・児童・生徒は保護者同伴
持 暖かい服装
○申込期限 ２月１８日㈮
申 問 生涯学習・スポーツ推進課
☎２１１１内線 331

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
（要申込）
■チャレンジし隊
「めざせ！藤井聡太」
日 ２月１９日㈯ 13:30～15:30
場 市理科研修所
（柳井小学校内）
内 将棋の基本を学び楽しむ。

▲ LINE

▲メール

対 定 小学生２０人程度
（先着順）
料

30 円（保険代）

持 お茶
（水分補給用）

○申込期限２月９日㈬
申 問 電話で申し込んでください。
しらかべ学遊館 ☎４５１８

島スクエアプラスフォーラム
（無料）

起業家育成講座のまとめとこれか
らの地域を考える人たちの交流の
場としてフォーラムを開催します。
日 ２月１３日㈰ 13:00 ～ 15:30
内 起業家育成事業報告、受講生事
業プラン発表、講演、座談会
対 起業や地域活性化に関心のある人
場 大島文化センター
（周防大島町小松 138-1）
問 NPO 法人島スクエアプラス
☎ 090-7979-4615（山本）
☎ 090-4142-9839（三原）
国指定重要無形民俗文化財

阿月神明祭は中止します
新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、例年２月１１日
に開催してい
る阿月神明祭
は中止となり
ました。
●問い合わせ
阿月公民館

☎�０００１

広報やない
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特急列車「WEST EXPRESS
銀河」が柳井駅に停車します

申請はお済みですか？

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分）
対象児童や制度の概要など、詳しくは市ホームページや広報やない
令和３年７月８日号をご覧ください。
○申請期限

２月２８日㈪

●問い合わせ 社会福祉課 ☎� 2111 内線 187,188

催

し

柳井地域合同就職フェア
（無料・申込不要）

参加企業の採用担当者と個別ブー
スで面談します。
日 ２月９日㈬
▼午前の部 10:30 ～ 12:30
（受付 9:30 ～）／▼午後の部
14:30 ～ 16:30（受付 13:30 ～）
場 柳井クルーズホテル
対 一般求職者、学生
○その他 発熱等の症状がある人
は入場できない場合があります。
問 柳井地区広域行政連絡協議会
☎２１１１内線 369

サンビームやない自主文化事業

第３２回サザンセト音楽祭

音楽に親しむ
柳井市、周防
大島町、上関
町および平生
町の個人、団
体が、日頃の練習の成果を披露し
ます。
日 ２月２０日㈰
▼第１部 郷土芸能・邦楽の部
開場 9:30 ／開演 10:00
▼第２部 洋楽の部
開場 14:00 ／開演 14:30
場 サンビームやない
内 ▼郷土芸能・邦楽の部 箏曲、
民謡、三味線、尺八、大正琴、
フラダンスなど６組
▼洋楽の部 ピアノ独奏、クラ
シックギターなど７組
問 サンビームやない ☎ 0111
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ふるさと山口就職ガイダンス
（申込不要）
日 ２月１８日㈮

12:00～16:00
場 山口グランドホテル
（山口市小郡）
対 令和５年３月以降に卒業予定の
大学、短大、高専、専修学校等
の学生
問 詳しくは問い合わせるか、ホーム
ページを確認してください。
山口しごとセンター
☎ 083-976-1145

柳井図書館おはなしの会
（無料・申込不要）
日 １月２２日㈯

10:30 ～ 11:30

場 柳井図書館２階視聴覚室

内 絵本の読み聞かせ「しんせつな

ともだち」「てぶくろ」ほか
対 小学生以下
○出演 図書館でボランティア活
動をする会
問 柳井図書館
☎ 0628

シルバー人材センター会員
入会説明会（申込不要）

草刈、剪定、除草、施設管理など
の仕事があります。まずは説明会
に参加しましょう。
■入会説明会
日 ２月１６日㈬ , ３月１６日㈬ , ４月
２０日㈬／ 13:30～15:00
場 市総合福祉センター３階研修室
対 60 歳以上の健康な人
持 筆記用具
問
（公社）柳井広域シルバー人材セ
ンター ☎�５９５９

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

○停車日時（予定）
１月１６日㈰～３月１０日㈭の
間の木曜日・日曜日
／ 12:53 着～ 13:24 発
※一部日程を除く。運行ダイヤ
は変更となる可能性がありま
す。詳しくは「JR おでかけネッ
ト」などで確認してください。
※車内へ立ち入りはできません。
○歓迎催事
▼柳井ブランド商品などの販売
▼初日の１月１６日㈰のみ市長と
ハレマルによる歓迎など各種催
事を行います。
問 商工観光課
☎２１１１内線 364,365

やない西蔵
ギャラリー展示情報（入場無料）
開館 9:00 ～ 17:00 ／㈫休館
■島スクエア フォトクラブ写真展
日 １月１９日㈬～３１日㈪
■第３回カンボジア写真展
－自然・人々・子どもたち－
日 ２月２日㈬～１４日㈪
問 やない西蔵 ☎�２４９０

募

集

柳井駅南北地下道掲示板に
広告を掲出する事業者

○掲出期間

４月１日㈮～令和５年３月３１日㈮

○広告掲出料
１枠あたり 8,000 円／月以上
○申込期限 ２月２８日㈪ 17:00
申 問 詳しくは市ホームページを確
認するか、問い合わせてください。
都市計画・建築課
☎２１１１内線 233

市営墓地の使用者

○対象墓地 瀬戸山墓地園
／神代１３４５番地２１
○種別 中（2.25 ㎡）
○区画数 中：１区画
○使用料 中：１５万円／区画
○申込資格
次の①と②を共に満たす人
①市内に本籍か住所を有し、市営
墓地の使用許可を得ていない人
▼１世帯からの申込は１回限り
（同住所の血族・姻族関係にあ
る世帯は一つの世帯とみなす）
▼市内に住所のない人は市内在住
の代理人が必要
②５年以内に使用を開始できる人
○選考日 申込が複数の場合は公
開で抽選を行います。
日 ２月２１日㈪ 10:00 ～
場 市役所 2 階 202 会議室
○申込期間
１月１７日㈪～２月１６日㈬必着
申 問 所定の申込用紙（市民生活課
備付、市ホームページからダウン
ロード可）
で申し込んでください。
市民生活課 ☎２１１１内線 165

柳井ウェルネスパークの
命名権スポンサー

○対象施設 柳井ウェルネスパー
ク（新庄 1326 番地 1 ほか）
○契約金額・期間
200万円以上／年
（消費税別途）
・
４月１日～令和７年３月３１日
までの３年間
○スポンサーのメリット
▼施設外壁と敷地内での看板設置
▼年間３日以内の無償施設使用
▼施設愛称と写真の使用
▼契約継続時の優先交渉権
○応募方法 生涯学習・スポーツ
推進課備付または市ホームペー
ジ掲載の募集要項を確認の上、
応募してください（郵送可）。
○応募期限 ２月 18 日㈮必着
問 生涯学習・スポ―ツ推進課
☎ 2111 内線 335

児童クラブ入会希望者を募集
児童クラブは日中、保護者が就労などで自宅にいない家庭の小学校児童
を預かる施設です。令和４年度に入会する児童を募集します。
●問い合わせ

社会福祉課

☎㉒ 2111 内線 188

○利用対象 小学校１〜６年生の児童
○開設日時
（一部のクラブでは時間帯の異なる場合あり）
学校のある平日／授業終了後〜17:00
土曜日
（要登録）
・長期休み／ 8:00〜17:00
※１７時までに迎えが困難な家庭と認められる場合は 18:15 まで延長可。
○休み ㈰㈷、年末年始
（12/29 〜 1/3）
、盆
（8/13 〜 16）
○利用料金
（月額）
平日のみ利用：3,000 円、平日と㈯利用：4,000 円
※いずれもおやつ代（実費）が別途必要です。詳しくは各申込先に問い合
わせてください。
○申込期間 １月１３日㈭〜２月２５日㈮
○申込方法・入会決定
▼期日までに各申込先に所定の入会申込書を提出してください。
▼入会は先着順ではなく、書類審査で決定
します。希望者多数のときは入会できな
い場合がありますのでご了承ください。
▼入会の審査結果は３月１８日㈮までに通
知します。
○場所・定員等
クラブ名

所在地

定員
対象
（人） 学校区

申込・問い合わせ
市社会福祉課
☎㉒２１１１内線 188

柳井児童クラブ

柳井小敷地内

110

柳井小

新庄児童クラブ

新庄小敷地内

80

新庄小

〃

柳東児童クラブ

柳東小敷地内

70

柳東小

〃

小田児童クラブ

伊保庄北
文化会館

20

小田小

〃

柳井南児童クラブ 柳井南保育所

10 柳井南小

柳井南保育所
☎㉗００３０

大畠児童クラブ

大畠小敷地内

40

大畠小

大畠児童クラブ
☎㊺２４４０

若葉児童クラブ

若葉保育園

25

柳北小

若葉保育園
☎㉒１１７８

余田児童クラブ

余田保育園

15

余田小

余田保育園
☎㉒２４１０

伊陸児童クラブ

伊陸公民館内

20

伊陸小

伊陸児童クラブ
☎ 090-8244-1782

ひづみ児童クラブ ひづみ保育園

20

日積小

ひづみ保育園
☎㉘０４２８

広報やない
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健康 & すくすく
心配ごと相談
（無料・市民対象）
日 ２月１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

２月の健康相談
（要予約）
■健康相談の日

日 毎週㈪㈬㈮／

9:00～11:30

※㈷は除く。
■乳幼児健康相談・栄養相談
日 ２月９日㈬ 9:30～10:30
場 いずれも市保健センター
申 問 前日までに予約してください。
市保健センター ☎�１１９０

スロージョギングⓇ倶楽部
（無料・要申込）

笑顔で会話ができるペースで走る
ので、楽で長続きしやすい運動で
す。トレーナー指導のもと無料で
基礎から学べます。
日 ３月７日㈪，
１４日㈪
／ 10:00～10:45 ※雨天中止
場 アクアヒルやない
○講師 三島孝雄さん
対 医師に運動制限を受けていない人
み し ま た か お

■共通事項
場 アクアヒルやない
○講師 三島孝雄さん
対 医師に運動制限を受けていない人
○受付開始日 ２月１日㈫～
申 問 アクアヒルやない
☎�００２５

定 各日２０人
（先着順）

○受付開始日
２月１日㈫～
申 問 アクアヒルやない
☎�００２５

み し ま た か お

ミズノにこにこ運動教室
（要申込）

やないファミリー・サポート・センター

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、ストレッチ運動の 3 種
類の教室があります。
■筋活教室
日 ３月８日㈫ 13:00～13:45
料 500 円
定 ２０人
■ステップ教室
日 ３月１日㈫ , １５日㈫
／ 13:00 ～ 13:45
料 各回 500 円
定 各日１５人
持 室内用シューズ
■ストレッチ教室
日 ３月３日㈭ , ２４日㈭
／ 13:00 ～ 14:00
料 各回 1,000 円
定 各日２０人

第３回講習会
（託児有・要申込）

■乳幼児と児童に対する救急法指
導と AED の使い方
日 ２月２日㈬ 10:00～11:45
場 市総合福祉センター４階大ホール
内 心肺蘇生法を学び、いざという
時に備えましょう。
○講師 日本赤十字社山口県支部
職員
定 １５人
（先着順・子ども同伴可）
※託児希望者は事前に連絡してく
ださい。
料 １００円
（お茶代）
○申込期限
１月２６日㈬
申 問 やないファミリー・サポート・
センター ☎�０６６８

まちの出来事
市内３店舗が
「やまぐち食彩店」
に仲間入り
なかもとひでひろ

白壁通りのカフェで子ども食堂に協力する「やないろ」
（中本英宏代表）と、
し ま お ただひろ

セイルドオーシャン㈱（嶋尾忠宏社長）が運営し昨年１２月にグランドオー
プンした「アミュゼ NOREN」内「ヤナイフードホール」
「炉端炭火ダイニ
ング海 KAI」
が、
「やまぐち食彩店」
に仲間入りしました。県産農林水産物等
を利用したメニューを年間通じて提供し、地産・地消に関する情報提供を
行う店舗がやまぐち食彩店に選定されており、やないろでは柳井産の米と
季節の野菜を使った「やないスープカレ
ー」が提供されます。またヤナイフード

▲ 12/6「やないろ」が仲間入り
（写真左から２人目が中本代表）

ホールでは「高森牛サーロイン定食」が、
炉端炭火ダイニング海 KAI では「高森牛
サーロイン御膳」が提供され、県産米と
高森牛を使った料理が楽しめます。

18

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

◀ 12/16「ヤナイフードホール」
「炉端炭
火ダイニング海 KAI」
が仲間入り
（写真
左が嶋尾社長）

2

12/

冬の白壁の町並みを駆け抜ける

初冬の風物詩「柳井小しらかべマラソン大会」が開催され、
３～６年生が白壁の町並みを走り抜けました。この大会は
児童の郷土を愛する心を育み、地域に元気を発信するため
に開催されるもので、今年で１５年目を迎えます。学年別・
男女ごとに分かれた児童は小学校グラウンドを出発、白壁
通りを西から東に走り抜け、再びグラウンド内のゴールを
目指しました。沿道には保護者や地域住民が駆けつけ、一
生懸命走る児童らに大きな声援を送っていました。

8

12/

山口県環境生活功労者知事表彰
受賞を報告

平成９年から柳井地区環境衛生推進員として地区の生活
く さ か べ しょうぞう

環境の改善・向上に尽力してきた日下部省三さん（写真
左）が「山口県環境生活功労者知事表彰（表彰区分：生活
環境改善事業功労者）
」を受賞し、市長に報告しました。
日下部さんは「協力いただいている自治会の皆さんの力
があってこその受賞。これからも皆さんと協力してきれ
いなまちづくりに貢献したい」
と話しました。

10

12/

オンラインでテレビ局を見学

市内全小学校と KRY 山口放送の放送局をオンライン
でつなぎ、社会見学が実施されました。参加したのは
社会科の授業で「放送局の学習」に取り組む５年生が主
で、テレビスタジオなど局内の紹介とアナウンサーに
よる絵本の読み聞かせが行われました。普段とはひと
味違う学習に、児童たちは大いに刺激を受けていまし
た
（写真は柳井小学校での社会見学の様子）
。

12

12/

日積ふるさとまつりを開催

第３９回日積ふるさとまつりが日積小学校で開催
されました。新型コロナウイルス感染症の影響
で一昨年は中止し、今回は来場者を日積地区の
住民に限定して行われました。グラウンドではひ
づみ保育園園児の遊戯や日積小児童の音楽発表
などのステージイベントが行われ、体育館では
公民館教室や自主グループなどの作品展示があ
りました。軽食や農産加工品の販売もあり、来場
者は２年ぶりのまつりを楽しんでいました。
広報やない
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やないの先人たちの知恵と汗－古代編

郷土史コラム

柳井地域の万葉和歌③・熊毛の浦にて
市教育委員会 社会教育指導員 松島幸夫
うた

柳井地域で詠った万葉和歌を紹介しています。今

たのでしょう。海の波音、鶴の鳴き声、鶴の羽ば

回は、
「熊毛の浦に船泊まりする夜に作る歌４首」
の

たきの音が、まさに聞こえてくるようです。都人

中から、２首を選んで考察しましょう。

にとっては、未知との遭遇の情景ですので、心が

ほしい」と望郷の念を表現しています。
まくらことば

「刈り薦の」は「乱れ」にかかる枕詞です。
あと

薦を刈り取った痕 のように、めちゃく
ちゃに乱れた心を形容した表現です。
ち せ つ

当時の船は稚拙でしたから、大陸へ渡

都辺に行かむ船もが刈り薦の

行く船よ 私の思い乱れる心情を届けて

乱れて思ふ言告げ遣らむ

まずは右の和歌です。
「都へ向かって

沸き立ったのでしょう。
この和歌を刻んだ歌碑が、平生町の尾国の海
岸に建てられています。尾国で詠んだと推測され
たからです。しかし当時の主要航路は、新庄・余
田・田布施を貫く古柳井水道でした。前回紹介し
た田布施の麻里府も考慮に入れて総合的に考察す
ると、この歌の
「可

不安が募って心が千々に乱れたのは、当然でした。

御手洗湾であった

もう１首は右の和歌で、
「浜で餌をつ
いばんでいた鶴たちが鳴き騒いで飛び
立ったから 可良の浦に潮が満ちてきた
ようだ」と詠っています。鶴の羽ばたき
によって潮が満ちてくる状況を表現し
た、見事な情景描写です。潮が満ちて
来る状況を目では確認できないようで
すから、早朝のまだほの暗い時刻に詠っ

沖辺より潮満ち来らし可良の浦に

良の浦」は室積の

あさりする鶴鳴きて騒ぎぬ

る航海は命懸けでした。命の保証はありません。

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

われます。
▲平生町尾国の歌碑

●問い合わせ
文化財室 ☎�２１１１ 内線 332

２月のけんけつ（４００ml 限定）
○日程

２日㈬ 柳井市役所
６日㈰ ゆめタウン柳井

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

可能性が高いと思

２４時間３６５日対応

１３日㈰

１６日㈬ 柳井警察署

9:30 ～ 12:00

井森工業㈱

13:45 ～ 16:00

☎ #7119（つながらないとき／☎ 083-921-7119）
※緊急・重症の場合は迷わず１
１
９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
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市総合福祉センター
（ハートフルやない）

9:30 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00
9:30 ～ 12:00
13:15 ～ 15:30
9:30 ～ 12:00
13:30 ～ 15:30

●問い合わせ

市の
人口
12/31
現在

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

市保健センター☎�１１９０

30,550 人 増

転入
出生
（前月比 59 人減）
その他
男性 14,264 人
減 転出
死亡
女性 16,286 人
その他
15,421 世帯

54
9
0
61
61
0

人
人
人
人
人
人

しらかべ
ポリスニュース
柳井警察署

新刊情報 図書館だより
柳井図書館 ☎㉒０６２８／大畠図書館
■休館日：毎週月曜日
柳井図書館／祝日の翌日、２月１日
大畠図書館／祝日、２月６日

☎㉓０１１０

未納料金がある旨のメールは詐欺
ＮＴＴファイナンスから「ご利用料金の支払い確認
がとれていません」「本日中にご連絡ください」な
どのメールがあれば、うそのメールです。メール
にある電話番号には連絡せず、柳井警察署や交番、
駐在所に通報してください。

☎㊺２２２６

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。

■一般書（柳井図書館）

ほ し の

ご ぼ う に ち に ち

よ

はたけなか

お

今こそやらなきゃ「地震対策」

ま

夜に駆ける・・・・・・・・・・ 星野舞夜ほか
恵
御坊日々・・・・・・・・・・・・ 畠中
ミニシアターの六人・・・・・・・ 小野寺史宜
ミチクサ先生 上・下・・・・・・ 伊集院 静
ものがたりの賊・・・・・・・・・ 真藤 順丈
輝
もうひとつの「流転の海」・・・・・ 宮本
少女たちの戦争・・・・・・・ 中央公論新社編
遠慮深いうたた寝・・・・・・・・ 小川 洋子
薫
中野のお父さんの快刀乱麻 ・・・ 北村
人の研究を笑うな ・・・・・・・ 藤田紘一郎
母との食卓・・・・・・・・・・・ 大竹しのぶ
干し芋の丸かじり・・・・・・・ 東海林さだお
の

で

めぐみ

ら ふみのり

いじゅういん

昨年１０月に東北、関東で最大震度５強の地震が
発生しました。地震はいつ、どこで発生するか分
かりません。地震による被害を最小限にするため
には、地震発生時の行動を
イメージすることが大切で
す。日頃から次のことに気
をつけるなど、地震の発生
に備えておきましょう。
■地震に備えて

やから

しんどう

る て ん

みやもと

お が わ

か い と う ら ん ま

○家具は倒れないよう、壁に固定するなどの対策
○家族で連絡方法や避難場所などの確認
○机の下に身を隠すなど、落ち着いて自分の身を
守る
○避難するときの荷物は最小限

かおる

おおたけ

ほ

いも

し

偽恋愛小説家、最後の嘘・・・・・
今夜もそっとおやすみなさい・・・
進め！僕の姉ちゃん・・・・・・・
免疫力を高める塩レシピ・・・・・
認知症の始まりは歩幅でわかる・・
ほ は ば

■地震が発生したら

よ う こ

きたむら

ふ じ た こういちろう

にせ

○非常持ち出し品や飲料水などに加えて、マスク
などの感染防止グッズの準備

てる

ちゅうおうこうろんしんしゃ

■一般書（大畠図書館）

○出入口や通路に物を置かない

しずか

じゅんじょう

ょ

う

じ

も り

あ き ま ろ

森
昌麿
小手鞠るい
益田 ミリ
青山 志穂
谷口
優
こ

で

ま

り

ま す だ

あおやま

し

たにぐち

ほ

ゆう

■児童書（柳井図書館）

黄色い星・・・・・・・ ヘンリー・ソレンセン
セイロウさん・・・・・・・・・ かとうまふみ
うさぎのドーナツやさん・・・・・ 高木さんご
陸送会社図鑑・・・・・・・・・・ ゼロ 監修
たんたのたんてい・・・・・・・・ 中川李枝子
た か ぎ

○テレビやラジオで正しい情報の確認

りくそうがいしゃ

○津波の心配があるときは、直ちに海岸から離れ、
高台など安全な場所に避難

※雑誌スポンサー（企業・個人）を募集しています。

表紙の説明
新庄地区篠笛保存会（守田達夫代表）が、お正月の

編集後記
琴石山山頂から初日の出を拝んできました。５時半

やまぐちフラワーランドで獅子舞演舞を披露しま

過ぎから登り始め、凍てつく寒さに引き返そうかと

した。獅子舞には疾病を追い払う

思いましたが、顔を出

などの意味があり、頭を噛まれる

した朝日は息をのむ

とご利益があると信じられていま

ほどの美しさ。登って

す。ほかにもお餅の配布などが行

良かったと心から思

われ、来園者は新春のひと時を楽

いました。（と）

も り た た つ お

しっぺい

か

り や く

なかがわ

り

え

こ

しんでいました。

大丈夫？

やさしさあふれる

友の声
広報やない

2022.1.13
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カラム株式会社 進出協定調印式

県内でコワーキングスペース事業やシェアオフィ
ほ り え あ つ し

ス事業を展開するカラム株式会社（堀江厚志社長）
が、周南市から柳井市へ移転することに伴い、進
出協定調印式が行われました。井原市長は「これ
からどんなことが起きるのか、大きな期待がある。
この進出を機会に市を盛り上げてほしい」と歓迎
し、堀江社長は「私たちは小さな企業の集まりで
あり、専門家の集まり。小さいからこその機敏性
▲堀江社長（前列左から２人目）とカラム㈱を拠点に活
動する企業の皆さん
（前列左端および２・３列目）

の高さと専門家ならではの知識を駆使して世界へ
羽ばたいていきたい」
と話しました。
※コワーキングスペース…作業スペースや会議室、打

季節の
たより

それぞれ独立して作業を行う場所のこと。

とら

柳井中学校美術部が、今年の干支「寅」や
発展を意味する「扇」
、寒さの厳しい真冬
に花を咲かせる「梅」などを描いた巨大絵
馬を代田八幡宮に奉納しました。この活
動は地域貢献活動の一環として平成３０
年から行われており、絵馬には部員４０人
の、コロナ禍に耐える人々の幸せと市の
発展を願う気持ちが込められています。

☎１１８７

ハボタン

アブラナ科

寒さが増すごとに美しくなり、冬の花壇に欠かせ
ない植物です。当園ではハボタン約 2,000 本を使
い、今年の干支の寅をデザインした花壇を制作し
うさぎ

ました。この制作は平成２３年の兎から始められ、
今回で１２回目になります。作業にはやまぐちフ
ラワーランド職員のほか新庄花大好きグループの
皆さんも参加しました。3 月上旬まで楽しめます。
「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。
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広報やないで市が収集した個人情報は、柳井市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。
https://www.city-yanai.jp
印刷 ㈱藤本コーポレーション
yanaishi@city-yanai.jp

柳井中美術部が
巨大絵馬を奉納

URL
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ち合わせスペースなどを個人や複数の会社で共用し、

編集・発行 柳井市総合政策部政策企画課
電話 ☎０８２０２１１１内線４７２
住所 〒 742-8714 山口県柳井市南町一丁目１０番２号

3

12/

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

