
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4

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

市民と市長と気楽にトーク
冒頭に柳井商業高校跡地の利活用
について説明します。お子様連れ、
小中学生、高校生の参加もお待ち
しています。
■定例開催（申込不要）
日 場各 10:30 ～ 11:30
▼２月１７日㈯
　／ふれあいどころ４３７
▼２月１８日㈰／余田公民館
■随時開催（要事前申込）
　３人以上の参加者から受け付け
ています。
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

市議会定例会（３月議会）
平成３０年第１回市議会定例会を
開催します。
日３月６日㈫～２２日㈭（予定）
○その他　日程など詳しくは２月

２８日㈬ 10:00 からの議会運営
委員会で決定されます。また市
ホームページ（　http://www.
city-yanai.jp/site/shigikai/） に
も掲載します。

問議会事務局
　☎�２１１１内線 511

３月１日木～７日水は
春季全国火災予防運動

■全国統一防火標語
　火の用心　
　　　ことばを形に　習慣に
■火の用心７つのポイント

　家のまわりに燃えやすいものを
置かない／寝たばこやたばこの
投げ捨てをしない／天ぷらを揚
げるときはその場を離れない／ 
風の強いときはたき火をしない
／子供にはマッチやライターで
遊ばせない／電気器具は正しく
使い、たこ足配線はしない／ス
トーブには、燃えやすいものを
近づけない

問柳井地区広域消防組合
　☎�７７７４

県市町総合事務組合の
交通災害共済加入受付開始
交通災害共済は加入者が交通事故
に遭ったとき、会費から見舞金が
支払われる相互扶助制度です。
○年会費　一般５００円、中学生

以下・７０歳以上３００円
対市内に住民票がある人、市内の

学校に在学している人、就学の
ため市外に居住している人

○共済期間　４月１日～平成３１
年３月３１日

○申込先／期限　県内の山口銀行・
中国５県内のゆうちょ銀行・郵
便局／３月３０日㈮、自治会長

（自治会で取りまとめる場合）／
３月１４日㈬

申 問随時加入可。詳しくはお問い
合わせください。
県市町総合事務組合
☎ 083-925-6613
危機管理室  ☎�２１１１内線 432

市県民税の申告書を
1 月下旬に発送しました
▼申告書が届いた人は収入の有無

に関わらず３月１５日㈭までに
提出してください。申告がない
と、市県民税や国民健康保険税
の算定や各種手続きに必要な所
得の証明などに影響する場合が
あります。

▼年金収入が４００万円以下で、か
つその他の所得が２０万円以下
の場合、所得税等の確定申告は
不要（還付のための申告を除く）
ですが、市県民税の申告は必要
な場合があります。詳しくは広
報やない１月２５日号（前回号）
をご覧ください。

問税務課
　☎�２１１１内線 133,134

行政・市民相談
日３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

交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

１月発生状況 7 0 10
累
計

平成３０年 7 0 10
前年対比 -3 0 0

平成３０年１月３１日現在

市民相談

URL
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行政相談
日３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

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日３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３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

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日 ３月８日㈭ , ２２日㈭／ 10:00

～ 12:00,13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
※４月１２日㈭ , ２６日㈭の年金相

談の予約は、３月１日㈭から受
け付けます。

申 問相談日の前日までに電話で申
し込んでください（先着順、定員
になり次第締切）。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

消費啓発講座『料理教室』
（要申込）
野菜ソムリエ上級プロ・柳井さつ
きさんを講師にお
招きし、食べ残し
等の食品ロスに配
慮したエコ料理を
学びます。

■皮もまるごと！無駄なし！エコ
料理教室

　食材・料理を食べ切るための知
識やレシピを身につける実習講座
です。大人向けのレシピを紹介し
ます。
日２月２８日㈬ 9:30 ～ 14:00
持エプロン、三角巾
■野菜っておいしいね！「子、孫

と一緒に作るエコ料理教室」
　子どもも一緒に作れる簡単なレ
シピを紹介します。
日３月１０日㈯ 9:30 ～ 14:00
対保育園年中～小学生

とその保護者
持 エプロン、三角巾、

子供用包丁（あれば
持参）

■共通事項
場市文化福祉会館１階調理実習室
定３０人
料５００円（材料費・当日徴収）
○申込締切　２月２３日㈮
申 問柳井地区広域消費生活センター
☎�２１２５

しらかべ学遊館
放課後子ども教室（要申込）
■昔のくらし伝え隊「日本の礼儀

を知り、お茶を味わう」
日３月３日㈯ 13:30 ～ 15:30
場しらかべ学遊館
内和室での作法、お茶の作法を知

る
対小学生１０人程度（先着順）　
料５２０円（茶、菓子、保険等）
○申込期限　２月２３日㈮
申 問しらかべ学遊館
☎�４５１８

金魚ちょうちん製作教室
（要申込）
金魚ちょうちん作り
を和紙貼りから体験
します。
日３月１０日㈯ 10:00 ～ 15:00
場やない西蔵
内和紙貼り、ろうづけ、色付け→

昼休憩→町並み散策、柄入れ
▼昼食は各自で用意してください。
▼染料等を乾かす間に、市観光ボ

ランティアの会の案内で白壁の
町並み散策します。

定高校生以上２０人（先着順）
料 2,000 円
申 問市地域ブランド推進協議会（商
工観光課内）  ☎�２１１１内線 363

商都柳井 おひなさま巡り
白壁の町並みのお宅に伝わるお雛
様などを期間限定で展示。古くは
明治時代のものから、手作りのも
のまで様々な可
愛らしいお雛様
を見ることがで
きます。
日２月６日㈫～３月２８日㈬
場白壁の町並み一帯（詳しくは柳

井市観光協会 HP をご覧くださ
い）

料一部施設で入館料
問柳井市白壁の町並みを守る会事

務局
　☎ 090-1012-4204（皿田）
■一日限定ウォークラリー
日３月１８日㈰／やない白壁花香

遊協賛
内２３カ所すべてをまわった人に

は花の苗を進呈

講座・教室

催　し
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中央公民館まつり
中央公民館を拠点に活動するサー
クルなどの展示・発表です。
■展示の部
日３月３日㈯～４日㈰
　／ 9:00 ～ 16:00
■発表の部
日３月４日㈰
　13:00 ～ 16:00
■オープニングイベント
日３月３日㈯ 10:00 ～
場中央公民館（市文化福祉会館）
問生涯学習・スポーツ推進課
　☎�２１１１内線 331

地域のみなさんと消防のつどい
防火フェスタ２０１８
日３月３日㈯ 9:30 ～ 12:00
場ゆめタウン柳井駐車場
内アトラクション
　消防ミニタオル無料配布（9:15

～先着１００人に配布）／柳井
地区広域消防音楽隊による演奏
／訓練展示／幼年消防クラブの
防火演技／防災グッズ等大抽選
会（9:40 ～先着２００人に抽選
券を配布）／防火もちまき

　展示・訓練コーナー
　住宅用火災警報器の展示／消火

器取扱い訓練／はしご車体験搭
乗／消防装備品の展示及び記
念撮影／わたがしの配布（先着
２００人）

■火災予防優秀作品展
　平成２９年に募集した火災予防
作品のうち金賞作品３０点を展示
します。
日２月１６日㈮～２３日㈮／周防

大島町役場大島庁舎１階ロビー
　２月２４日㈯～３月４日㈰／ゆ

めタウン柳井
問柳井地区広域消防組合
　☎�７７７４

つながりプロジェクト
～ふれあう・おもう・つながる～

（無料・申込不要）
■障がいに関する理解促進研修・
　啓発事業
日３月４日㈰
　10:00 ～ 16:00
場上関町総合文化

センター
内10:30 ～磯村靖幸さんピアノコ

ンサート
　／ 13:30 ～ステージイベント
　／障がい者スポーツ「ボッチャ」

体験、有料体験コーナー、喫茶、
作品販売、相談コーナーなど

○主催
　柳井圏域地域自立支援協議会
問たちばな園相談支援事業所
　☎０８２０�５０１０
　FAX ０８２０�５０２０
※配慮の必要な人は事前にご相談

ください。

市営墓地の使用者
○対象墓地　瀬戸山墓地園／神代

１３４５番地１５・１３４５番地２１
○墓地種別　中（2.25 ㎡）
○募集区画数　２区画
○使用料　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
　申込者が複数の場合は公開抽選
○申込期限
　２月２６日㈪／当日消印有効
申 問所定の申込用紙（市 HP 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 166

県営住宅の空家入居者
○住宅名　大屋、宮野、旭ヶ丘、

新庄北の各県営住宅
○受付期間　２月２０日㈫～２８日

㈬（この期間の郵便局の消印が
あるものが有効）

申 問申込資格など詳しくはお問い
合わせください。
〒 740-0016 岩国市三笠町 1-1-1

（一財）山口県施設管理財団県営住
宅管理事務所岩国支所
☎０８２７�１０３０

国民年金保険料の口座振替はお早めに
国民年金保険料の納付は安心、便利、確実な口座振替がおすすめ。
納め忘れがなくなるだけでなく、お得な割引制度があります。現金・
クレジットカード納付でも２年前納が利用できます。

○平成２９年度保険料　月額 16,490 円
平成２９年度支払額

６カ月分 １年分 ２年分
通常払（毎翌月末払） 98,940 円 197,880 円 393,960 円

口座振替／前納 97,820 円
-1,120 円

193,730 円
-4,150 円

378,320 円
-15,640 円

現金・クレジット
カード払／前納

98,140 円
-800 円

194,370 円
-3,510 円

379,560 円
-14,400 円

※口座振替は通常払や年間６００円引きになる早割（当月末払い）も利用
できます。

○申込先　市民生活課、岩国年金事務所、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

○申込期限　前納／２月２８日㈬（日本年金機構必着）
※市役所で申し込む場合は、お早めに手続きをしてください。

●問い合わせ
　岩国年金事務所　☎０８２７�２２２２
　市民生活課　☎�２１１１内線 168,169

募　集
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市役所正面玄関の
広告付マット設置事業者
○設置期間
　４月１日～平成３１年３月３１日
○募集期限　２月２８日㈬
申 問詳しくは市 HP をご覧いただ
くかお問い合わせください。
総務課　☎�２１１１内線 434

学校支援ボランティア
あなたの知識や経験を市内の小中
学校で生かしてみませんか。
○募集分野　以下の分野において

最寄りの学校からの依頼で活動
します。▼環境整備／校舎等の
補修、草刈など▼教育活動／国
語、算数、体育など教科指導の
補助、読み聞かせ、体験談、園
芸指導など▼スクールガード／
登下校の付き添いなど▼食育ボ
ランティア／郷土料理、朝食作
りの指導など

○申込期限   ３月３０日㈮（随時可）
○申込用紙備付　小中学校、学校

教育課、公民館、市スクール・
コミュニティ（SC）センター

申 問

市 SC センター　☎�０６３０
学校教育課　☎�２１１１内線 321

市民活動センター相談員
○業務内容
　受付、相談、企画運営業務等
○募集人員　２人
○応募要件　▼市民活動に対して

意欲、関心があること▼パソコ
ン（Word、Excel、インターネッ
ト検索等）の基本的な操作がで
きること▼㈯㈰㈷の勤務が可能
であること

○雇用期間　４月１日～平成３１
年３月３１日（予定）

○勤務場所　やない市民活動セン
ター（市文化福祉会館内）

○勤務日　原則週４日（１９時まで
勤務の日あり）

○報酬　月額１４万円
○採用　書類選考・面接あり
○申込期限　３月７日㈬必着
申 問履歴書・応募動機（８００字以
内）を持参または郵送（〒 742-8714
住所記載不要）してください。
地域づくり推進課
☎�２１１１内線 460

ねんりんピック山口２０１８
スポーツ文化交流大会参加者
日５月１６日㈬ 10:00 ～ 16:00（雨

天予備日／１７日㈭）
場山口県維新百年記念公園（山口

市）ほか
内卓球・テニス・ソフトテニス・

ソフトボール・ペタンク・弓道・
剣道・囲碁・将棋・健康マージャ
ン

対６０歳以上（昭和３４年４月１日
以前に生まれの人）

○その他　ダンススポーツ（4/22
㈰）、ゴルフ（4/26 ㈭）、ボウリ
ング（5/20 ㈰）、マラソン（6/9
㈯）などの個別競技は県生涯現
役推進センター HP（　 http://
geneki.jp/nenrin/）に掲載され
ます。

○申込期間
　２月１３日㈫～３月１６日㈮必着
申 問備付の申込書で申し込んでく
ださい。
高齢者支援課
☎�２１１１内線 186

ねんりんピック山口２０１８
美術展出品作品
日６月９日㈯～１１日㈪
場防府市地域交流センター（アス

ピラート）
対市内在住の６０歳以上（昭和３４

年４月１日以前に生まれ）のア

マチュアの人が創作した未発表
の作品

○応募点数　１人１点（複数部門
への出品不可）

○部門　日本画、洋画、彫刻、工芸、
書、写真

○その他　作品は５月２８日㈪～
６月１日㈮に市高齢者支援課に
持参

○申込期間
　２月１３日㈫～３月１６日㈮必着
申 問備付の申込書で申し込んでく
ださい。
高齢者支援課
☎�２１１１内線 186

周防大島高等学校福祉専攻科
生徒（追加募集Ⅰ・Ⅱ）
介護福祉士をめざしませんか。
○応募資格　高等学校等卒業また

は卒業見込の人（出身校や年齢
に制限なし）

○実施日　追加募集Ⅰ・３月５日
㈪、追加募集Ⅱ・３月２７日㈫

○出願期間　追加募集Ⅰ・２月１９
日㈪～３月２日㈮、追加募集Ⅱ・
３月７日㈬～２６日㈪

問周防大島高等学校久賀校舎
　☎０８２０�００２４
　
自衛官
■予備自衛官補（一般・技能）
○応募資格　一般：１８歳以上３４

歳未満（日本国籍保有者）、技能：
１８歳以上で保有する技能に応
じ５３歳～５５歳未満

○受付期限　第１回：４月６日㈮
○試験期日　第１回：４月１４日㈯

～１８日㈬の内の１日
○合格発表　５月１８日㈮
申 問自衛隊柳井地域事務所
☎�８１９９

市無形民俗文化財 伊陸南山神社の神楽
○日時　２月２５日㈰ 祭典 12:00 ～、神楽 12:30 ～
○場所　伊陸南山神社
●問い合わせ
　伊陸南山神社神楽保存会 
　☎ 090-7899-0847（兼廣）
　文化財室　☎�２１１１内線 332

URL


