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

2022.1.13
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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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