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軽自動車税減免申請
【初めて減免申請される人】
　身体障害者手帳などの交付を受けている人が所有・使用する車両で一定の条
件（障がいの程度など）を満たす場合は、軽自動車税の減免が受けられます。
なお、減免は１人１台までで、普通自動車で減免を受けた人は対象外となります。
◆申請期限　５月25日㈪
◆申請に必要な書類　納税通知書・身体障害者手帳などの各種手帳・納税義務
者の印鑑・運転免許証・車検証の写し

【昨年度までに減免を受けている人】
　届出内容に変更がない場合は、申請書の提出が不要です。ただし、車両、障
がいの等級、運転者など申請内容に変更がある場合には申請が必要となります。
税務課市民税係（☎64-1815）

自動車税の納期限は６月１日です
　自動車税は、毎年４月１日現在で自動車を所有している人に納めていただく
県の税金です。
　納付は、納税通知書（５月１日送付）を持って、最寄りの金融機関やコンビ
ニエンスストアなどで納期限内に納めてください。なお、口座振替の登録をし
ている場合は、ご指定の預金口座から納期限の６月１日㈪に引落しがされます。
備前県民局税務部（☎086-233-9811～9814､ 9808）

路線バスの運行について
　日生運輸㈱が９月末日をもって市内の路線バス運行を廃止することになりま
した。市としては、関係機関、市民の皆さまのご理解とご協力を賜りながら、
路線バス存続のため鋭意努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
まち創生課交通政策係（☎64-1852）

微小粒子状物質（PM2.5）の
注意喚起について

　岡山県では、環境省の「PM2.5に関する専門家会合」報告に従い、PM2.5
の濃度が、暫定的な指針値である日平均値70μg/㎥を超えると予測される場
合に注意喚起を行います。
注意喚起が出た場合
・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
・屋内においても、換気や窓の開閉を必要最小限にしてください。
・呼吸器系・循環器系疾患のある人や、小児・高齢者などは、体調に応じてよ
り慎重に行動してください。

大気汚染防止夏期対策実施中
　５月８日から９月10日まで、県内全域で、光化学オキシダント汚染の防止に
重点をおいた夏期対策を実施します。オキシダント濃度が0.10ppm以上にな
り継続する場合は、大気汚染情報を発令し、工場には、ばい煙の排出量削減を
要請します。発令時には、野外での活動はできるだけ控えてください。
　また、マイカーからの排出ガスは、オキシダント生成の主要な原因物質です。
期間中のマイカー使用の自粛にご協力をお願いします。
◆県内発令状況について、指定のホームページなどで確認できます。
・岡山県大気汚染監視システム　
　http://homepage2.nifty.com/okayamataiki/top.html
・環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」　
　http://soramame.taiki.go.jp/
・テレフォンサービス（☎086-298-3434）
環境課保全係（☎64-1822）

　４月16日㈭、「備前♡日生大橋」の開通式が、日生市民会館で行われ、関係
者らが出席し、開通を祝いました。
　式では、「備前♡日生大橋」の名付け親への表彰や、日生中学校の生徒が、
開通への思いについて作文を披露しました。
　式典後、場所を備前♡日生大橋に移動し、開通セレモニーが行われた後、本
土側からは、環太平洋大学マーチングバンド部を先頭に、本土側親子３世代、
来賓・招待者、日生西・東小学校の児童、一般参加者らが、鹿久居島側からは、
頭島、鹿久居島の親子３世代を先頭に、日生南小学校の児童、島民参加者らが

渡り初めをしました。
　また、橋上セレモニーでは、日生南小学校の児童が𠮷村市長に花束を贈呈し
た後、この日参加した小学生らがハートバルーンを空に放ちました。
　平成６年から離島振興事業の一環とスタートしてから21年、平成16年11月に
「頭島大橋（頭島・鹿久居島間）」、平成25年４月に「梅灘橋（本土側）」が完成
し、この日の「備前♡日生大橋」の開通で、本土から頭島までの約4.5キロメー
トルを車両で通行することが可能となりました。
まち整備課管理係（☎64-1833）

春の交通安全県民運動　
　

 最重点目標 　子どもと高齢者の交通事故防止

 重点目標 
1. 自転車の安全利用の推進
2. 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
3. 飲酒運転の根絶
4. 交差点における安全な通行の徹底
5. スピードダウンの励行
危機管理課くらし安全係（☎64-1876）

５月11日㈪
　～20日㈬５月20日㈬は「交通事故死ゼロを目指す日」

スローガン　「あの道　この道　慣れた道　安全確認　もう一度」

開　通　式

渡り初め

開通セレモニー

渡り初め

地元婦人会が踊りで盛り上げる

表　彰 開通についての作文披露

渡り初め渡り初め

橋上セレモニー（バルーン放空）

環太平洋大学マーチングバンド部
による演奏

橋上セレモニー（花束贈呈）橋上セレモニー（バルーン放空） 橋上セレモニー（花束贈呈）
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※この他にも多数特典を用意しておりますので、
市ホームページもぜひご覧ください。　　　　

ふるさと納税（寄附金）の
使い道についてご報告　　

　平成26年中に全国各地からご協力いただいた「ふるさと納税（寄附金）」
の使い道について報告します。
　寄附金総額（平成26年中）　3,923,000円
○教育（就学前教育、学校教育、児童福祉等）に 1,581,000円
○生涯学習、歴史・文化（生涯学習、スポーツ、人権、文化財等）に 517,000円
○コミュニティ（地域づくり、国際交流）に 32,000円
○安全・安心（消防防災、福祉、医療等）に 1,390,000円
○快適・活力（産業、インフラ、エコ、環境等）に 179,000円
○計画を実現する行政（市役所）に 224,000円

　木造住宅耐震改修事業補助制度
　大地震発生時の住宅の倒壊を防止するため、民間の既存木造住宅の耐震改修
工事に要する費用の一部を補助します。

◆募集戸数　３戸　※先着順
◆対象となる住宅
①住宅・建築物耐震診断事業補助制度と同様の要件（①～④）
②事前に受けられた耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断され、
補強計画診断を受けた住宅（改修後、耐震基準が「一応倒壊しない」
となる工事が対象）
③耐震改修工事が平成28年１月末までに完了するもの

※補助要件、手続きおよび補助金額など、くわしくはお問い合わせください。
まち整備課まち建築係（☎64-1834）

　住宅・建築物耐震診断事業補助制度
　住宅の耐震化を進め、震災時の被害を最小限にとどめる目的で、木造戸建住
宅の耐震診断（現況診断、補強計画診断）費用の一部を補助します。
　現況診断、補強計画診断の費用は、一戸当たり（200㎡以下）それぞれ
42,000円必要となります。

◆募集戸数　15戸（現況診断10、補強計画診断５）※先着順
◆補助金額　・現況診断………40,000円　

・補強計画診断…28,000円
◆対象となる住宅
①備前市内に存する民間のもの
②昭和56年５月31日以前に着工された一戸建ての住宅
※昭和56年６月以降に増築したものは対象にならないこともあります
③構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの
　ア　丸太組工法
　イ　建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
④地上階数が２以下のもの

  あなたの家（建物）は心配ないですか？住宅の倒壊対策が命運を分ける

1ポイントコース

●新鮮ソフト干物 
　詰合せ
　〈鈴木鮮魚㈲〉
　内容：ソフト干物
（アジ、サヨリ、シタビラメ、
  フグ、カマス、グチ等）

●国産炭火焼穴子
　〈鈴木鮮魚㈲〉
　内容：焼穴子
　　　　400g

●季節の手作り
　酵母パンセット
　〈畑から育てるパン
　　　　＆BREAD〉
　内容：焼きたてのパンを工房
　　　　から直送します！

●
　酵母パンセット
　〈畑から育てるパン
　　　　＆BREAD〉
　内容：焼きたてのパンを工房
　　　　から直送します！

平成27年４月１日より
税制改正が行われました！
　大きく変更になった点は２つです。 

【変更点１】
　平成27年１月１日から、住民税のおよそ１割程度だった還付、控除額が２割程
度に拡大されました。
【変更点２】
　平成27年４月１日から、確定申告をしなくても良い給与所得者などがふるさと
納税を行う場合、寄附先が５自治体までであれば確定申告不要になります。
※確定申告の代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必
要です。

増えています！ふるさと備前サポーター
　１月１日から寄附件数が大幅にアップしました。
　３月末までに826件、25,130,000円（４月１日入金確認分まで）の寄附をいた
だきました。平成26年の60件、3,923,000円と比べると件数で約13倍、金額で約
６倍に！そのうえ…４月１日以降は、さらに申し込みが増えています！

市内協力事業所募集中！
　備前市では、ふるさと納税特典を提供していただける市内協力事業所を
募集しています。　※くわしくは、お問い合わせください。

※くわしくは、市ホームページをご覧ください。
企画課企画係（☎64-1871）

クレジットカード決済を導入しました！
　寄附希望者の利便性向上のため、Yahoo！公金支払いによるクレジットカード
決済を導入しました。これにより、パソコン、スマートフォンなどからアクセス
し、時間・場所を問わず寄附することが可能となりました。

ふるさと納税の
特典は、随時更新
しています！
　新規特典の一部をご紹介します。　　　
　　　　（平成27年４月１日現在）

備前市ふるさと納税寄附金の推移

●
　詰合せ
　〈鈴木鮮魚㈲
　内容：ソフト干物

　新規特典の一部をご紹介します。　　　
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6 月 1日は「人権擁護委員の日」
　人権擁護委員は、地域の皆さんから人権に関する相談を受
け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して
人権侵害による被害者の救済や地域の皆さんが人権について
関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。
　今回、則次春賢さん（大内）、新後純雄さん（三石）、宮尾
裕子さん（吉永町南方）の 3人が法務大臣から人権擁護委
員の委嘱を受けました。3人はそれぞれ再任で委嘱期間は平
成27年 4月 1日から 3年間です。

【備前市の人権擁護委員】（敬称略）
◆馬場克子（坂根）　 　 ◆則次春賢（大内）
◆福圓良子（伊部）　　　◆横山茂樹（西片上）
◆淨原法生（伊里中）　　◆桒田淑子（鶴海）
◆新後純雄（三石）　　　◆延谷弘明（日生町日生）
◆川平　章（日生町寒河）◆入江史代（日生町寒河）
◆宮尾裕子（吉永町南方）
◆岡本知惠子（吉永町神根本）
◆藤原博志（吉永町笹目）
※人権擁護委員につきましては、岡山地方法務局
備前支局までお問い合わせください。
市民協働課人権・男女共同参画係（☎64-1823）、

　岡山地方法務局備前支局（☎64-2770）

行政相談委員
　国などの仕事やその手続、サービスに関する要望や苦情、わからないことな
どの相談に応じる行政相談委員に、次の皆さんが総務大臣から委嘱されました。
任期は、平成29年 3月31日までの 2年間です。
　則次春賢さん（大内）、武本満子さん（穂浪）、石橋雅之さん（日生町寒河）、
　森本和成さん（吉永町福満）
総務課行政係（☎64-1807）

行政相談委員
　国などの仕事やその手続、サービスに関する要望や苦情、わからないことな
どの相談に応じる行政相談委員に、次の皆さんが総務大臣から委嘱されました。
（敬称略）任期は、平成29年 3月31日までの 2年間です。
　則次 春賢（大内）、武本 満子（穂浪）、石橋 雅之（日生町寒河）、森本 和成
（吉永町福満）
総務課行政係（☎64-1807）

自立相談支援事業【相談無料】
　『暮らし』や『仕事』などでお困りの人は、お気軽にご相談ください。
　失業・病気・人間関係などさまざまな問題で生活に困っている人、ひとりで
悩まずご相談ください。どうしたらいいかを一緒に考え、各種関係機関と連携
しながら解決に向けてのサポートを行います。

◆相談日　月曜日～金曜日　8：30～17：00（土・日・祝日・年末年始は休日）
【相談窓口】社会福祉課生活福祉係〔福祉事務所内〕（☎64-1826）

民生委員・児童委員の日　　　　　
活動強化週間　　　　　

◆ 5月12日は「民生委員・児童委員の日」
　岡山県で、大正 6年 5月12日に「岡山県済世顧問制度設置規程」が公布され、
民生委員制度の源となったことに由来して定められました。
　市内には担当地区をもつ「民生委員・児童委員」が113人、主に児童福祉に
関することを担当する「主任児童委員」が18人います。民生委員は児童委員も
兼ねています。住民の皆さんの立場に立って相談に応じ、福祉サービス利用の
ための手伝いなど様々な活動を行っています。
　介護のことや子育てへの不安、生活上の心配事などは、お近くの民生委員・
児童委員または主任児童委員にまずはご相談ください。秘密は守られます。
備前市民生委員児童委員協議会　

　〔介護福祉課（☎64-1827）、 管理課（☎72-1102）、 管理課（☎84-2512）〕

5月12日㈫～18日㈪

6 月 1日㈪　受付スタート！　　　　　　
備前市住宅リフォーム助成　　　

◆受付期間　６月１日㈪～12月18日㈮の平日　9：00～17：00
◆受付窓口　まち営業課（本庁舎２階）※郵送では受付できません。
◆申請書類　まち営業課、日生・吉永総合支所、三石・三国出張所に配置、市

ホームページからもダウンロードできます。

助成は、地域振興券で交付！
◆助成額　対象となるリフォーム工事費の10分の 1
◆助成上限額　20万円
◆使用可能店舗　「加盟店一覧表」（地域振興券交付時に配布）を参照

申請について  （抜粋）　～くわしくは、お問い合わせください～
○申請者　　本市に住所登録し、リフォーム予定の住宅に住んでいる人など
○対象住宅　申請される人が居住の用に供している住宅など
○対象リフォーム工事
　市内建築業者がリフォームの主たる施工業者であること
　リフォームに要する工事費が50万円（消費税込）以上など

制度の期間　この制度は、平成27年度までの制度となっています。

まち営業課まち商工係（☎64-2228）

中央公民館

日生地域公民館

公民館講座生募集
 （☎64-1133・FAX64-1250）
◆ところ　市民センター

ルーシーダットン（タイ式ヨガ）講座

血行をよくする体操を習ってみませんか？
◆と　き　６月10日㈬・24日㈬、７月８日㈬・22日㈬、８月５日㈬
　　　　　18：00～19：30（５回）
◆持ち物　飲み物、汗拭きタオル（動きやすい服装）　　　　
◆参加費　500円（初回のみ）
◆定　員　15人

折り紙講座　

折り紙を習っていろいろな小物を作ってみませんか。
◆と　き　６月24日㈬、７月22日㈬　13：30～15：00（２回）
◆参加費　200円 / 回
◆定　員　10人

大人のけん玉教室

世界的に有名になっているけん玉を習ってみませんか。
◆と　き　６月27日㈯、７月18日㈯・25日㈯　13：30～15：30（３回）
◆参加費　無料（けん玉購入の際は実費）
◆定　員　20人

◆申込期限　３講座とも５月26日㈫までに、電話・ＦＡＸで中央公民館へ 

 （☎72-1006・FAX72-1098）

各種体験講座

◆ところ　日生地域公民館ほか
　　　　　日生地域公民館で、みんなでいろんな体験をしてみませんか。
◆と　き　
①６月13日㈯　パン作り体験
②７月26日㈰　底引き漁体験（日生諸島）
③９月12日㈯　和菓子作り体験 
④12月12日㈯　おせち料理作り体験
⑤12月19日㈯　そば打ち体験
◆参加費　①③④⑤‥１人 500円 / 回　
　　　　　②‥1,000円（小学生以下500円）
◆定　員　①③④⑤‥20人、②‥30人
◆申込期限　各回１週間前の17：00までに、電話・ＦＡＸで日生地域公民館へ

※公民館講座のくわしい内容は、市ホームページまたは市内各地域公民館にあ
るチラシ兼申請書でご確認ください。
※定員を超える場合は、申し込み期限以降に抽選となります。

則次春賢さん
（大内）

新後純雄さん
（三石）

宮尾裕子さん
（吉永町南方）
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健康教室
　事前の予約は必要ありませんので、ど
なたでもお気軽にお越しください。
５月13日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟２階
「基礎から学ぶくすりのはなし①」
薬局職員
無料
備前病院（☎643385）

糖尿病教室
　糖尿病食体験（500円）や「合併症で
困らないために」などの教室を開催しま
す。
どなたでも参加できます。
５月15日㈮　12：30～15：00
日生病院
別途必要です。お問い合わせください。
５月８日㈮までに日生病院（☎7211

11）へ

がん相談室
　岡山済生会総合病院の専門スタッフが
「がん」についてさまざまな相談に応じ
ます。かかりつけ医師を問いません。事
前の予約は必要ありません。
５月27日㈬　14：00～15：30
備前病院
無料
備前病院（地域連携室☎643385）

日生病院　
外来診療日の変更について
　外来診療日が増えました。
脳神経外科
　毎週火曜日 午後

整形外科
　毎週木曜日 午前

眼　　科
　毎週金曜日 午前
　　　　　　　（午後の診療は従来通り）
※これ以外の診療日程などは従来通りで
す。
日生病院（☎721111)

全国大会等激励金交付制度
　市では、競技スポーツの振興を図るこ
とを目的に国あるいは県を代表して全国
大会・国際大会などに出場する選手に対
して激励金を交付し、毎月第１水曜日に
備前市全国大会・国際大会等出場選手激
励会を開催しています。
　交付にあたっては選手本人からの申請
が必要で、１年度につき１回の申請がで
きます。
文化スポーツ課（☎633813）

出前スポーツ教室
　スポーツ指導者　出前派遣!!
　市民５人以上で構成し、市内を拠点と
する、スポーツ安全保険に加入した団体
などにエアロビ講師などを派遣します。
くわしくは、お問い合わせください。
※登録指導者募集!!
　競技を問わず指導経験のある人を随時
募集します。
文化スポーツ課（☎633813）

総合型地域スポーツクラブ
　「誰でも」「いつでも」「世代を超えて」
「好きなレベルで」「いろいろなスポーツ
を」楽しめる、それが総合型地域スポー
ツクラブです。
　市内では、「びぜん優くらぶ」と「ひ
なせオレンジクラブ」の２つの総合型地
域スポーツクラブがあり、地域に根ざし
たクラブ創りを目指し、各種スポーツイ
ベントや教室の情報を発信しています。
文化スポーツ課（☎633813）

吉永美術館　春の所蔵品展
（入館無料）

【ラッセル・ピック作品展】
　備前市の姉妹都市、南オーストラリア
州クレア＆ギルバートバレー町の画家
ラッセル・ピック氏の絵画を展示します。
５月９日㈯～６月21日㈰

　10：00～16：00
月曜日
吉永地域公民館（☎843839）

市民文化講座
　茶会の趣向と構成を考えながら、滋味
豊かな茶と季節の菓子を味わいましょう。
５月16日㈯　13：30～15：00
加子浦歴史文化館和室
裏千家教授　丸尾宗照先生
800円
加子浦歴史文化館（☎729026）

企画展「備前の中世城館」
（入館無料）

　備前市域における中世城館を紹介する
展示を行います。そのほかに企画展に関
する講座や、城跡見学を予定しています。
５月25日㈪～10月25日㈰

　9：00～16：30
火曜日・祝日の翌日
埋蔵文化財管理センター（☎924300）

ふれあいサロン講座
　　　　　　　受講生募集
　第１回 健康軽スポーツのすすめ
『ニュースポーツ、ユニカール
　　　　　やってみませんか！』

　室内でのカーリングです。中高年の人
でもお気軽にできます。
５月21日㈭　13：00～15：00
いんべ会館
無料
15人（先着）

※軽い運動ができる服装でお越しくださ
い。
５月１日㈮より、いんべ会館（☎64

0890）へ

人権教育セミナー　受講生募集
　共生のまちづくりをめざして、さまざ
まな人権の大切さを学んでみませんか？
６月～12月の原則として第１水曜日　
14：00～16：00（全７回・無料）
※日程は、講師の都合などにより変更す
る場合があります。
市民センター・吉永地域公民館など
市内在住・在勤者
５月12日㈫までに生涯学習課（☎64

1841）へ

ウィズびぜん〝虹の広場〟
　花の器と星の器
　～折り紙や再利用紙を使って～

６月５日㈮　10：00～12:00
ウィズびぜん
100円　 20人　 のり、はさみ
ウィズびぜん登録団体：消費生活問

題研究協議会
５月29日㈮までに市民協働課（☎64

1823）へ

奨学生募集
　学習意欲が旺盛で、将来社会に貢献す
る人材を育成するため、高等学校、専攻
科、高等専門学校および大学、専修学校
に在学しており、保護者が市内に住所を
有している人を対象に、備前市奨学資金
貸付規則により奨学生を募集します。
  第一種奨学資金（無利子）

４人程度
県育英会奨学金、県高等学校貸付奨学
金または日本学生支援機構の無利子奨
学金の貸付を受けている人

　
・高等学校生、専攻科生、高等専門学校
生…１万円
・大学生、専修学校生…２万円
  第二種奨学資金（年利率３％以内）

４人程度
奨学生選考規程に基づき認定された人

・高等学校生、専攻科生、高等専門学校
生…３万円
・大学生、専修学校生…５万円

正規の最短修業年限

　第一種・第二種ともに６月30日㈫
※申込方法、選考基準などくわしくはお
問い合わせください。
生涯学習課（☎641841）

統計調査員の登録をしませんか
　様々な統計調査に従事していただける
統計調査員を募集します。
◉仕事の内容
　調査対象を訪問して、調査票を配布、
回収、調査書類の点検など
◉報酬
　調査の内容や受持ちの件数によって異
なりますが、１調査あたりおおむね２
～５万円
◉応募要件
・20歳以上の人
・責任をもって調査事務を遂行できる人
・秘密を保持できる人
・税務、警察、選挙に直接関係のない人
※平成27年度は、10月１日付けで「国勢
調査」が行われます。応募は随時受付
けています。
企画課（☎641871）

 ▲小橋秀子さん（香登本）

 ▲長畑美江子さん（畠田）

 ▲小橋秀子さん（香登本）

 ▲長畑美江子さん（畠田）

 ▲遠部孝子さん（大内） ▲遠部孝子さん（大内）
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協会けんぽ岡山支部の保険料率が
変わります
　協会けんぽは、中小企業などで働く従
業員とその家族の皆さんが加入する健康
保険です。
　平成27年４月分（５月納付分）から岡
山支部の保険料率が変わります。３月分
（４月納付分）の保険料率については平
成26年度と同率です。
協会けんぽ岡山支部（☎086-803-57
80）

結婚を希望する人は
登録をしてください！
　　～自分に合った方法で
　　　婚活をしてみませんか～

　出会いイベントの開催情報の提供、イ
ベント会場での後押し、出会いの仲介、
結婚相談など、あなたの希望に応じて縁
結びサポーター（※）による支援制度を
始めます。
真剣に結婚を考えている人で、市内に
居住している人、または結婚後に市内
への居住を希望する独身の人（結婚歴
は問いません）

２年（更新可）
※縁結びサポーターとは、結婚希望者に
対しての支援をボランティアで行う地
域の人で、市ホームページに名前と地
区を掲載しています。
登録申込書（市ホームページからダ

ウンロードまたは郵送請求）に記入の
上、市民協働課縁結び係（〒705-8602
　東片上126　☎641823）へ

ゴールデンウィークの
　ごみ収集について
　５月３日㈰～５日㈫はごみの収集
はありません。施設への持ち込みも
できませんので、ご了承ください。
５月６日㈬から通常通りの収集を行
い、施設への持込みも受付けています。

新しいごみ分別【９種23分別】のお知らせ

新しく資源回収ステーションでの収
集を開始しました。
（４月スタート）
　〔伊部〕久々井、光ヶ丘　
　〔片上〕塩谷（一部）
環境課衛生係（☎641821）

食品衛生標語募集
　東備食品衛生協会では、毎年８月の
「食品衛生月間　食中毒防止啓発街頭
キャンペーン」で配布するウチワの標語
を募集しています。
　なお、今年のウチワに掲載することに
なった人には直接通知します。

５月29日㈮までに住所、氏名、年齢、
電話番号、学校名または勤務先を記入
の上、東備食品衛生協会（〒709‒0492
和気郡和気町和気487-2　☎92-5182 
FAX92-0100）へ

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度
　老齢基礎年金（65歳から受けられる年
金）は、20歳から60歳になるまでの40年
間保険料を納めなければ、満額の年金を
受け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどによ
り、保険料の納付済期間が40年間に満た
ない場合は、60歳から65歳になるまでの
間に国民年金に任意加入して保険料を納
めることにより、満額に近づけることが
できます。
　なお、老齢基礎年金を受けるためには
保険料の納付済期間や保険料の免除期間
等が原則として25年以上必要となります
が、この要件を満たしていない場合は、
70歳になるまで任意加入することができ
ます。（ただし、昭和40年４月１日以前
に生まれた人に限られます。）
　また、海外に在住する日本国籍を持つ
人も、国民年金に任意加入することがで
きます。くわしくは、年金事務所にお問
い合わせください。
岡山東年金事務所（☎086-270-7925）

芝生の養生期間について
　現在、備前市総合運動公園多目的競
技場では、3月末で芝生改修工事（イン
フィールド内）が終了し、芝生の養生を
しています。
　そのため、当分の間使用を制限させて
いただきます。ご理解、ご協力のほどよ
ろしくお願いします。

文化スポーツ課(☎633813)

毎年5月は「消費者月間」です
「みんなでつくろう！
　消費者が主役の社会！！」
　消費者、事業者、行政、みんなで連携
し、消費者が主役となって選択・行動で
きる社会をつくりましょう。
○詐欺の電話や勧誘話に注意！
○お金を払うと、もう取り戻せません!!
○怪しいと少しでも感じたら、まず相談!!!
消費者ホットライン（☎0570-064-370）
危機管理課(☎641876)

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時
特例給付金の案内
　国は、平成27年度も「臨時福祉給付
金」・「子育て世帯臨時特例給付金」を支
給する方針を決定しました。 
　備前市では申請・給付・支給手続方法
など、詳細については現在準備中です。
　受付の開始時期・手続きなどについて
は決まり次第、随時、ホームページや広
報紙などでお知らせします。
社会福祉課（☎641824）

【広報びぜん校了後の変更】
　４月号４ページでお知らせした人事異
動の記事の中に一部変更がありました。
変更後の異動は次のとおり。
【変更後】
（派遣）東備消防組合　岩﨑和久　議会
事務局次長兼庶務調査係長　入江章行
総務課（☎641808）

〔ご案内とお詫び〕
　４月号で配布した「庁舎および支所・
部署案内」（折込み）は、備前市くらし
の便利帳［保全版］（平成26年１月発行）
の部署案内（12～14ページ）を改正した
ものです。
　なお、「庁舎および支所・部署案内」
については、平成27年４月１日現在の状
況です。
　説明不足により、皆さまにご迷惑をお
かけいたしました。
財政課行革推進係（☎641872）

今月のイベント 市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　５月１日㈮～14日㈭
【市営住宅】土師神根
【特定公共賃貸住宅】スワ・吉永中

まち創生課（☎64-1851)
　　 日生 管理課（☎72-1104）
　　 吉永 管理課（☎84-2513）

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　  
（畠田20-1）

５月９日㈯　10：00～13：00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室（桧椅子づくり）

◆開館時間　10：00～15：00
◆休館日　月曜、祝日の翌日、年末年始

備前市エコハウス推進地域協議会
　　（☎66-7774）

555555555555555555

555555555555555555

H26.10.1 ～H27.3.31

　
（敬称略）　

◆保育園へ【香登】保護者会＝テン
ト天幕ほか【大内】保護者会＝草
刈り機ほか【吉永】保護者会＝ビ
デオカメラほか、塚本哲＝紙芝居
【日生】父母の会＝洗濯機ほか【殿
土井】保護者会＝アンプほか【西
鶴山】母親クラブ＝室内用滑り台
ほか
◆認定こども園へ【伊里】いりク
ラブ＝ワンタッチ傘立てほか【片
上】保護者クラブ＝一輪車練習台
【三石】三石ライオンズクラブ＝
スチール製物置ほか
◆幼稚園へ【香登】ＰＴＡ＝シア
ターセット一式【伊部】ＰＴＡ＝
バランスバイク２台ほか【東鶴山】
ＰＴＡ＝来客用スリッパほか【日
生】ＰＴＡ＝旗立台ほか【神根】
ＰＴＡ＝ラミネーター
◆小学校へ【神根】（一財）岡山県
教育職員互助組合＝児童図書
◆中学校へ【伊里】日生運輸㈱備前
バス＝交通事故防止標語付きスタ
ンドラック）１台ほか【日生】日
生ライオンズクラブ＝クラリネッ
ト 1台
◆教育委員会へ　ガサワ教育楽器＝
経口補水液、㈱ゼンリン岡山営業
所＝備前市校区安全マップ
◆備前病院へ　備前商工会議所・備
前東商工会＝車椅子１台、竹内千
恵子＝車椅子１台、大饗君子＝車
椅子１台
◆日生病院へ　備前商工会議所・備
前東商工会＝折りたたみ式歩行器
１台、久次幸子＝車椅子１台
◆吉永病院へ　備前商工会議所・備
前東商工会＝担架２台、久次幸子
＝車椅子１台
◆備前さつき苑へ　藤原正之＝モ
ジュール車椅子１台
◆一般寄付　友光睦覩・長田規代＝
備前焼（箸置き）400個、国際ソ
ロプチミスト備前＝100,000円、
各見壽峯＝備前焼（茶碗）１個、
匿名＝論語かるた（650セット）

寄　附　帳

ありがとうございました

 ▲内宮玉江さん（浦伊部） ▲内宮玉江さん（浦伊部）
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