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　平成27年 国勢調査を
　実施します！
　国勢調査は、平成27年10月１日現在、日本
に住んでいるすべての人および世帯が対象で
す。５年に１度行われる国の最も重要な統計
調査ですので、皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
●今回の調査では、先にインターネットでの
回答を受け付け、インターネットで回答さ
れなかった世帯には紙の調査票を配布して
調査を行います。
●紙の調査票では、調査員に直接提出する
か、郵送でも提出できます。
●９月10日から、調査員が皆さんのお宅に訪
問し、インターネットでの回答のための
「IＤ・パスワード」が記載された書類を配
布しますので、インターネットでの回答を
お願いします。
インターネットでの回答は９月10日～20日
（インターネット回答用IＤの配布は９月10日
から）
調査票での回答は10月１日～７日
（調査票の配布は９月26日から）
国勢調査コールセンター（☎0570-07-2015）
※IP電話の場合（☎03-4330-2015）
設置期間　８月24日～10月31日８：00～21：00
　　　　　（土・日・祝日にもご利用できます）
※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電
話の場合、全国一律で市内通話料金でご利
用いただけます。携帯電話・PHSの場合は、
それぞれ所定の通話料金となります。
※IP電話用電話番号の通話料金は、所定の通
話料金となります。 企画課（☎64-1871）
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　成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人を保護するため、財産管理や身上監護などを行う制度です。
今回は、判断能力がある場合の対応について紹介しました。成年後見制度への理解を深め、積極的に利用しましょう。
生涯学習課（☎64-1841）　（成年後見制度相談先）地域包括支援センター（☎64-1844）　　　（イラスト：岸　祥子）

100歳おめでとうございます！

わしゃあ、今はまだ元気じゃ。でも、
これから先、体が言うことを聞かんよ
うになったり、認知症になったりする
んかな?心配じゃあ。まだ元気なうち
に自分の老後を自分で決めたいんじゃ
が、なんか、ええ方法、ねえかなあ？

それなら任意後見という、万が一認知症になった場
合に、高齢者の権利と財産を誰に任せるか、元気な
間にあらかじめ決めておいて財産を守る制度があり
ますよ。任意後見制度って、あまり知られていませ
んが、これからの高齢化社会に対応するために、皆
さんに上手に利用してほしい制度なんですよ。

　山
やま

本
もときく

江
え

さん（三石）が、７月18日、満100歳を迎えられました。
　山本さんは三石で生まれ、学校卒業後、タイピストを目指して神
戸市で学ばれました。その後、中国に渡り支店長秘書などを務めた
後、備前市に戻り結婚され１男を育てました。
　水墨画、書道、裁縫、人形作り、詩吟、刺繍など多趣多芸で中で
も水墨画は市の文化祭で表彰を受けるほどの腕前です。
　長寿の秘訣は「忙しいこと」だそうで、趣味や家事など、「やりた
いことがいっぱいあって時間が足りない、病気をしている暇がない」
そうです。

　武
たけ

本
もと

加
か

奈
な

惠
え

さん（久々井）が、８月８日、満100歳を迎えられました。
　武本さんは現在の瀬戸内市で生まれ、18歳の時に結婚して備前市
に来られました。子どもは４人おられ、若い頃には農業をされなが
ら子育てをされたそうです。
　花を育てることが趣味で椿や千両を育てることが楽しみだそうです。
　長寿の秘訣は「好き嫌いなく食べる」ことだそうです。

それでは、相談しているＡさんと専門家の人の話のやり取りを見てみましょう。

ところで、誰を後見人
にすればええんじゃ？

まず、後見人は、我が子、親族、司法書士、弁護士など信頼できる人を
自分で決めます。銀行口座の暗証番号を教えて大丈夫なくらい信頼でき
る人がいいですね。

生活費の支払、預貯金、土地などの管理など、どのような財産管理を後
見人に頼むかを決めて、任意後見契約を結びます。任意後見とは別に、
延命治療に関する「尊厳死宣言」や、相続対策としての「遺言」、葬儀、
埋葬などの「死後の事務」も一緒に決めておくと、さらに安心です。

岡山県内に、岡山市２か所、倉敷市、津山市、笠岡市と５か所ある公証
人役場で、決めた内容について公正証書を作ります。備前市からだと岡
山市にある公証人役場が近いかな。

なるほど、それ
じゃ、後見人とど
んなことを決め
とったらええん？

だんだんわかって
きたぞ。そこまで
決めたら、その
後、どうするん？

備前市人権教育推進委員会 
   高齢者と人権

～成年後見制度を        
上手に活用するために～

本年度、第１回備前市人権教育セミナーでは、司法書
士の礒野宏昭氏を招いて、「法律から見た未来計画『成
年後見制度＝高齢者が自分らしく生きる権利を支える
制度』」についての話を聞き、来たるべき高齢者社会を
乗り切るための術を学びました。

職　種 採用予定人員 受 験 資 格
事務職
土木職
建築職

若干名 ・学校教育法による高等学校卒業見込み（平成28年３月）の人

社会福祉士 ２人程度 ・昭和58年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士の資格
を有する人または平成28年３月31日までに取得見込みの人

保健師 ２人程度 ・昭和58年４月２日以降に生まれた人で、保健師の免許を有
する人または平成28年３月31日までに取得見込みの人

理学療法士・
作業療法士　 １人程度

・昭和58年４月２日以降に生まれた人で、理学療法士もしく
は作業療法士の免許を有する人または平成28年３月31日ま
でに取得見込みの人

学芸員 １人程度 ・昭和58年４月２日以降に生まれた人で、学芸員の資格を有
する人または平成28年３月31日までに取得見込みの人

職　種 採用予定人員 受 験 資 格

事務職 若干名

①昭和45年４月２日以降に生まれた人
②学校教育法による高等学校卒業程度以上の学力を有する人
③備前市への移住および定住を希望される人で、かつ、現
在市外に居住し、民間企業または官庁での職務経験が５
年以上の人
④採用後に備前市に居住する人

【一般採用】

【移住定住者（UIJターン）枠採用】
地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人は受験できません。

地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人は受験できません。

◆第１次試験　平成27年10月18日㈰ ※移住定住者(UIJターン)枠は1次試験免除
◆第２次試験 11月中旬頃（第１次試験合格者対象）
◆試 験 会 場 備前市役所
◆受 験 案 内 市役所総務課職員係で配布もしくは郵送請求または市のホームページか

らもダウンロードできます。
◆申　込　み 平成27年９月１日㈫から平成27年９月24日㈭までに、必要書類を総務課

へ提出してください。（郵送可、当日消印有効）
 【受付時間】８：30～17：15（土・日曜日・祝日を除く）
 【郵 送 先】〒705-8602 備前市東片上126 備前市役所総務課
総務課職員係（☎64-1808）

採用情報

備前市職員募集 《平成28年４月１日採用》

5535535553553555353
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【写真左から川﨑さん、淺邊さん、新藤かおり・洋介さん】

　　平成27年１月～７月収入累計額

　　平成27年７月収入額

　応援いただいた皆さまへ心からの感謝を申し上げます。
全国の皆さまからお預かりした寄附金は、ご指定のまちづくりに活
用させていただきます。　 企画課企画係（☎64-1871）

おかげさまで平成27年分のご寄附が５億円を超えました！

寄附の使途 寄附金額
将来を担う人材が育つまち 75,250,000
安全に安心して暮らせるまち 18,690,000
快適な生活が送れるまち 9,390,000
計画実現を推進するまち 2,530,000
指定なし 43,722,000

総　　　額 149,582,000

市営バスとして
路線バスが生まれ変わります!!

　10月１日より備前バスから路線バスを引継ぎ、市内の路線バス（日生線・
三石線・東鶴山線・吉永線・福石線・八塔寺線・和意谷線・三国東西線）を
市営バスとして運行します。
　公共交通は地域で支えなければ維持できません。今まで以上に公共交通の
利用をお願いします。
　今後、利用状況を見ながらダイヤの見
直しなど実施していきます。
　利用料金、ダイヤなどくわしい情報
は、今月の折込チラシでご確認ください。
まち創生課（☎64-1852）

地域おこし協力隊 任命
　新たに、「地域おこし協力隊」の協力隊員４人が、７月30日㈭に委嘱され、
市内の各地区で活動に取り組んでいます。
　地域おこし協力隊は、意欲のある都市住民を地方に受入れ、市が地域おこ
し協力隊員として委嘱し、一定期間以上、農林漁業の応援、水源保全・監視
活動、住民の生活支援などの各種の地域協力活動に従事していただきなが
ら、当該地域への定住・定着を図っていくものです。
　４人の協力隊員の活動は、新藤洋介さん・新藤かおりさんが伊部地区で区
有林の整備、イベント企画や情報発信などを、淺邊史也さんと川﨑真和さん
が三国地区で耕作放棄地の活用や三国に合った農産品の開発などを実施して
いく予定となっています。
　協力隊員の任期は、
平成27年８月１日～
平成28年７月31日で、
最長３年まで委嘱す
ることができます。
市民協働課

　（☎64-1806）

備前市まち･ひと･しごと創生懇談会
　備前市まち・ひと・しごと創生懇談会（第３回目）が７月28日㈫に開催さ
れ、産業・学問・金融など各分野の代表メンバーのほか、子育て世代の人や
備前緑陽高校の生徒も参加して行われました。
　懇談会では「備前市まち・ひと・しごと創生長期人口ビジョン（案）」「備
前市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」をもとに４つのグループに分
かれてグループ討議を行い、
内容の方向性や考え方だけで
なく、表現方法など細かい部
分についても意見を出し合
い、グループごとに発表を行
いました。創生懇談会では、
今回の内容を反映させて、次
回、最終案を提示する予定で
す。
まち創生課（☎64-2225）

備前焼ミュージアム 10月１日開館
　10月１日から市営となる岡山県備前陶芸美術館
が、名称を「備前焼ミュージアム」と変更し、新
たにスタートします。
　備前焼ミュージアムは、一般財団法人・岡山県
備前陶芸美術館から建物や土地のほか、美術館の
所蔵品などを無償で譲り受け、市営として備前焼
の収集、展示などが予定されています。
　くわしい内容については、広報びぜん10月号で
お知らせします。
秘書広報課（☎64-1800）

花いっぱい    
運動事業 　

　沿道や休耕田に花を植えてまちの美
化とおもてなしの気持ちを高めること
を目的に、６月から８月にかけて伊部
地区、閑谷地区、鹿久居地区、八搭寺
地区で大勢の皆さんに参加していただ
き、フレンチマリーゴールドの苗植え
やコスモスの種まきを実施しました。
まち創生課（☎64-2225）



　市では、行政評価の一環として、市民の皆さんにとっての地域の課題、
市の施策に対する満足度や重要度についてご意見を伺い、今後の市政運
営に役立てるために「市民意識調査」を行っています。今回の対象は、
平成27年４月１日現在、満20歳以上75歳未満の無作為に抽出した市内在
住の2,000人（実送付数も同数）で、815人（回答率40.8％）から回答
をいただきました。 ご協力ありがとうございました。

財政課行革推進係（☎64-1872）

　備前市の住みやすさに関する調査（あなたは、備前市の住みやすさに
ついてどう思われますか？）の結果、住みよい（「住みよい」と「まあ
住みよい」の合計）と回答した市民が 320 件（39.3％）となっています。

市の暮らしやすさ・定住意向

市の各施策等に関連するよう次のような調査項目を設け、市民の皆さんの割合を調査しています。
　　　項目については割合を上げ、　　　項目については割合を下げるよう取り組んでいきます。

一昨年度より良くなっています
一昨年度より悪くなっています市民の割合調査

　吉永文化祭　

№ 施　策　名 指　　　　標 市民の割合 結果一昨年 今年
1 家庭教育の支援と青少年教育の充実 子どもにあいさつ、声かけをすることを心がけている人 93.0％ 95.6%
2 子育て不安の解消 安心して子どもを生み育てることができると感じている人 33.4% 42.7％
3 生涯学習機会の充実 自発的な学習に取り組んだり、趣味の会やサークル活動に参加している人 32.0% 34.0%
4 公民館・図書館機能の充実 市（日生・吉永分館を含む）の図書館を月に 1回以上利用している人 9.0％ 8.5％
5 スポーツ・レクリエーション活動の推進 週に 1日以上運動をしている人 35.2％ 37.2%
6 人権問題の解決 地域や職場で男女が対等に活躍できていると感じている人 24.1% 23.9%
7 歴史文化の活用と伝統文化の継承 閑谷学校のことを来訪者に説明できる人 61.2％ 62.7%
8 芸術・文化活動の推進 この１年間に芸術・文化に接する機会があった人 48.3％ 46.5％
9 コミュニティの育成と地域活動の支援 この 1年で何らかのボランティア活動を行ったことのある人 35.9％ 39.6%
10

身近な安全・安心対策の充実
交通マナーを守っている人 97.4％ 98.7％

11 子どもや高齢者の声がけや見守りなど地域の防犯活動等に協力している人 81.3％ 80.4％
12 この１年間に何らかの消費者トラブルにあった人 5.3％ 5.5％
13

消防・防災体制の強化
災害等に備えて備蓄品を３日分用意している人 18.6％ 23.7％

14 お住まいの地区の避難所の場所を知っている人 68.0％ 83.8％
15 高齢者への福祉の充実 高齢者が安心して生活できると感じている人 20.5% 20.7%
16

生涯を通じた健康づくりの推進
自分の健康に気をつけている人 86.7% 86.5%

17 健康診査を毎年受けている人 70.5% 73.4%
18 たばこを吸っている人 15.3% 15.8%
19 勤労者福祉の推進 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）がとれていると感じている人 50.2％ 49.2％
20 公共交通の確保 週に１回以上公共交通を利用している人（過年度は、週に 1回以上市内路線バスを利用している人） 5.3% 5.3%
21 地域情報化の推進 自宅でインターネットを利用している人 52.5％ 51.9％
22 環境保全対策の推進 地球温暖化防止のための行動に取り組んでいる人 27.4% 29.0%
23

広聴・広報活動の充実と情報公開の推進
市の情報公開は進んでいると思っている人 17.3% 16.3%

24 「広報びぜん」を読んでいる人 83.1% 84.0%
25 将来を見据えた行財政改革の実行 市の行財政改革は進んでいると感じている人 6.9％ 9.4％
26 住民記録の正確な記録と適正な管理 市の窓口での対応に満足している人 49.8％ 47.5％
27

開かれたわかりやすい議会
市議会議員の活動内容を知っている人 21.7% 25.2%

28 「市議会だより」を読んでいる人  70.5％ 69.3％

海とみどりと炎のまち
～ひとが元気、笑顔あふれる～

～平成27年度「市民意識調査」結果から～
●●有効回答者数　815人●●

市民から
みた！！
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備前市

（回答数 815）
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1. 人件費の状況（平成26年度普通会計決算見込）

住民基本台帳人口 歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）
H27.3.31

36,872 人 19,750,140千円 3,048,307千円 15.4％

※人件費には、市長、議員などの給料、報酬等を含んでいます。

3. 職員の平均給料月額および平均年齢の状況（平成27年 4 月現在）
区　　分 平均給料月額 平均年齢

全　職　員 304,000円 42.7歳

4. 職員の初任給の状況（平成27年 4 月現在）
区　　分 決定初任給 採用 2 年経過日給料月額

一般行政職
大学卒 174,200円 198,700円
高校卒 142,100円 154,800円

8. 特別職等の報酬等の状況（平成27年 7 月現在）

区　　分 給料・報酬月額
※　期末手当支給割合

6 月期 12月期 計

給料

市　長 437,500円
（875,000円）

1.950月分 2.100月分 4.050月分副市長 720,000円
（720,000円）

教育長 640,000円
（640,000円）

報酬

議　長 455,000円
（455,000円）

1.375月分 1.475月分 2.850月分副議長 385,000円
（385,000円）

議　員 355,000円
（355,000円）

※給料および報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額となっています。
※特例条例により、市長の給料は50％削減となっています（平成25年 7 月 1 日から平成

29年 4 月23日まで）。

5. 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年 4 月現在）
区　　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 該当者なし 290,620円 335,925円
高校卒 該当者なし 278,700円 304,050円

9. 定員の状況（各年 4 月 1 日現在）
　 ⑴部門別職員数の状況

区　分
部　門

職　員　数（人） 対前年増減数（人）
平24 平25 平26 平27 平24 平25 平26 平27

一
　般
　行
　政
　部
　門

議　会 5 5 5 5 △ 　1
総　務 77 79 78 83 △ 　2 2 △  1 5
税　務 22 21 21 20 1 △ 　1 △  1
民　生 92 90 91 90 △ 　1 △ 　2 1 △  1
衛　生 48 51 51 50 3 △  1
労　働 0 0 0 0
農　水 13 13 13 12 △ 　2 △  1
商　工 5 5 5 5 △ 　2
土　木 22 21 21 18 △ 　2 △ 　1 △  3

計 284 285 285 283 △ 　9 1 △  2
教　　　育 82 79 81 78 △ 　4 △ 　3 2 △  3
普通会計計 366 364 366 361 △ 13 △ 　2 2 △  5
公
営
企
業
等
部
門

病　院 250 255 262 258 6 5 7 △  4
水　道 19 18 13 12 △ 　1 △  5 △  1
下水道 14 13 12 11 △ 　1 △  1 △  1
その他 31 29 32 32 △ 　2 △ 　2 3

計 314 315 319 313 4 1 4 △  6
合　計 680 679 685 674 △ 　9 △ 　1 6 △11

　【年次別推進目標】　　　　　　　　　　　 （各年 4 月 1 日　単位：人、％）

区　分 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 合計 増減率
退職予定者 △　47 △　20 △　12 △　17 △　21 △　14 △131
採用予定者 36 31 11 16 17 12 123

職員数 685 674 685 684 683 679 677 △　　　8 △　　　1.2
事 務 技 術 296 291 291 291 291 291 291 △　　　5 △　　1.7
技 能 労 務 65 65 64 63 62 58 56 △　　　9 △　13.8
医 　 療 14 13 14 14 14 14 14 0 0.0

医 療 技 術 72 77 78 78 78 78 78 6 8.3
看 護 保 健 153 143 153 153 153 153 153 0 0.0
教 　 育 85 85 85 85 85 85 85 0 0.0

※平成27年 4 月 1 日以降の職員数には、教育長および病院事業管理者は含まない。

　 ⑶時間外勤務手当（平成26年度全会計）

支　給　総　額 120,536千円

職員 1 人当たり平均支給年額 231千円

　 ⑸その他

扶　養　手　当

・配偶者　　　　　　　　　　月額13,000円
・配偶者以外　　　　　　　　月額　6,500円
　（16歳から22歳までの子 1 人につき、
　　　　　　　　　　　　　月額5,000円を加算）

住　居　手　当 ・借家などに居住　月額27,000円（上限）
　（H21.12.1から持家分を廃止）

通　勤　手　当

・交通機関利用職員　最長期間の定期券価額
　（支給限度額　 1 ヶ月当たり　55,000円）
・交通用具利用職員　通勤距離区分により支給
　（月額1,000～17,000円）

　 ⑷特殊勤務手当（平成27年 4 月分）

区　　　　分 全  職  種
職員全体に占める手当支給職員の割合 41.2％
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 29,900円
手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） 17

代 表 的 な
手当の名称

支給額の多い手当 医療手当　　　保育手当
夜間看護手当　清掃手当

多くの職員に支給
されている手当 同　上　　　　　　　　

6. 一般行政職の職務分類別職員数の状況（平成27年 4 月現在）
区　　分

一般職給料表⑴
部長級

８ 級
次長級

7 級
課長級

6 級
課長代理級

5 級
職員数 13人 12人 27人 20人
構成比 5.5％ 5.1％ 11.5％ 8.5％

課長補佐級
4 級

係長・主査級
3 級

主任級
2 級

主事・主事補級
技師・技師補級  1 級 計

41人 76人 12人 34人 235人
17.4％ 32.3％ 5.1％ 14.6％ 100.0％

7. 職員手当
　 ⑴期末・勤勉手当（平成27年7月現在）　   ⑵退職手当（平成27年3月現在）

支　給　割　合 区　分 自己都合 応募認定・定年
区　分 期末手当 勤勉手当 勤続20年 21.62月分 27.025月分
6 月期 1.225月分 0.750月分 勤続25年 30.82月分 36.57月分
12月期 1.375月分 0.750月分 勤続35年 43.70月分 52.44月分

計 2.600月分 1.500月分 最高限度額 52.44月分 52.44月分
制度上の段階、職務の
級等による加算措置 有 1人当たり平均支給額

（平成26年度） 14,825千円

2. 職員給与費の状況（平成27年度普通会計当初予算）

職員数
（A）

給　　　与　　　費 1 人当
給与費

（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計（B）
365 人 1,324,659千円 484,964千円 488,119千円 2,297,742千円 6,295千円

※職員手当とは、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、管理職手当などです。

⑵定員適正化計画の目標
・行政部門については削減に努めるが、公営企業部門については独立採算の観点から本

計画においては現状維持を基本とし、それぞれの経営計画に応じて定員管理を推進す
ることとします。

・数値目標は、第 2 次定員適正化計画に基づき数値目標を設定しています。
・平成26年 4 月 1 日の職員数685人を基準とし、 5 年間で 8 人（△1.2％）の削減により

平成32年 4 月 1 日における職員数を677人以内とすることを数値目標としています。

市職員の給与 および 定員管理の状況

●備前市のまちづくりにとって重要な施策

～行政（市役所）のことだけでなく、「備前市」というまちの総合点～

※自由意見をはじめ、市民意識調査の詳細は市ホームページに掲載のほか、
冊子を次の施設に設置していますので、お知らせします。

市役所本庁、日生総合支所、吉永総合支所、三石出張所、三国出張所、
中央公民館、日生地域公民館、吉永地域公民館、各地区公民館

　「現在、あなたにとって備前市（まち全体）は100点満点で何点ですか？」と尋ねた結果、
50点台が193人（23.7％）、60点台が159人（19.5％）、70点台が111人（13.6％）など
となっており、全体の平均点は53.4点となり、２年前より1.8ポイント上昇しました。

過去の平均点は右のとおりです。

●備前市の取り組みで満足している施策

施策の重要度・満足度

備前市の総合点　53.4点

H27 H25 H24

平均点 53.4点 51.6点 52.7点

5
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※くわしくは、お問い合わせください。
　下記以外の発表会・展示会については、市ホームページおよび広報びぜん
10月号に掲載の予定です。

◆応募資格　①市内に在住･在勤･在学の人および各実施連盟に所属する団体
の会員

　　　　　　②制作を主（業）としている人は委嘱・招待作家としての取り
扱いになります。

◆応募規定　各部門とも１人２点以内とし、作品は未発表の創作品であるこ
と。ただし、委嘱・招待作家の作品は、１点とします。

◆申込期限　展示初日の５日前の17：00まで。
※展示は９：00～17：00（最終日は16：00まで）

〈市美展〉

部　門 開催日時 場　　所
グループ講座
自 由 作 品 ９月19日㈯・20日㈰・26日㈯・27日㈰ ４階全域

お 夏 踊 り ９月27日㈰ 12：00～ ホール
吟剣詩舞道 10月３日㈯ ９：30～ ホール
郷土史研究会
講　 演 　会 10月３日㈯ 13：30～ ３階視聴覚室

華 道 展 10月３日㈯・４日㈰ ２・４階
※一般の募集はしていません。
※展示は９：00～17：00（最終日は16：00まで）

部　　門 展　示 規　　格

洋 画 展 ９月18日㈮～
    20日㈰ 80号以内、額装のこと

日 本 画 展 ９月25日㈮～
    27日㈰ 額装を含め１辺が200㎝を超えない

書 道 展 10月９日㈮～
    11日㈰

工 芸 展 10月10日㈯・
    11日㈰ 幅･奥行き･高さともに200㎝を超えない

写 真 展
10月30日㈮～
11月１日㈰・
３日㈫

額装を含め四つ切から全倍まで

◆応募資格　市内在住・在勤・在学の人
◆応募規定　各部門とも１人２点以内とし、作品は未発表の創作品であること。
◆申込期限  10月１日㈭ 17：00厳守

◆応募資格　市内在住・在勤・在学の人
◆応募規定　各部門とも１人２点以内とし、作品は未発表の創作品であること。
◆申込期限　９月30日㈬ 17：00厳守

部　　門 展　示 規　　格
短歌・俳句・川柳

10月28日㈬～
11月１日㈰
9：00～18：00
（最終日は
17：00まで）

色紙または短冊など
絵画・水墨画 80号以内、額装のこと

書  道 仮巻、額装または軸装で、縦横ともに
200㎝以内。色紙可

写  真 額装またはパネルで、組写真は４枚以内
工芸品・
手作り作品など

自由　※作品の大きさ・形状により展示
　　　　できない場合があります

部　　門 展　示 規　　格
短歌・俳句・川柳

10月27日㈫～
11月１日㈰
9：00～17：00
（最終日は
16：00まで）

色紙または短冊など

絵画・水墨画 額または仮縁付で、3号以上50号以内。
水墨画は半切以内

書道・ペン習字 仮巻、額装または軸装で、縦横ともに
250㎝以内。色紙可

写　真 額装またはパネルで、組写真は4枚以内
工芸品・
手作り作品など

自由　※作品の大きさ･形状により展示
　　　　できない場合があります

日生文化祭 展示会場　日生市民会館
【申し込み・問い合わせ先】（☎72-1006）

吉永文化祭 展示会場　吉永地域公民館・吉永美術館・
　　　　　 子育て交流センター

　【申し込み・問い合わせ先】（☎84-3839）

備前文化祭 展示発表会会場　市民センター
　【申し込み・問い合わせ先】（☎64-1133）

6

おかやま県民文化祭参加事業

文化祭・備前市美術展覧会 開催
および 作品募集！

　平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人１つのマイナンバー
（個人番号）が通知されます。
●自分のマイナンバーはどう知るの？
　市町村から、住民票の住所にマイナ
ンバーの通知カードが送られます。外
国籍でも住民票のある人は対象となり
ます。
●マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの？
　平成28年１月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが
必要になります。
〔例えば、次のような場面で提示します〕
○毎年６月の児童手当の現況届の　　　　○厚生年金の請求の際に
　際に市町村に　　　　　　　　　　　　　年金事務所に　

○源泉徴収票などに記載するため、勤務先に　　

○法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などに

全国共通ナビダイヤル（有料）（☎0570‒20‒0178）　平日９：30～17：30（年
末年始を除く）・企画課（☎64-1871）平日８：30～17：15（年末年始を除く）
▶『マイナンバー制度に関するホームページ』（内閣官房）
　　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

勤務先、従業員やその扶養家族のマイ
ナンバーおよび提出者のマイナンバー
または法人番号を源泉徴収票などに記
載して税務署や市町村に提出します。

証券会社や保険会社は、顧客のマイ 
ナンバーおよび提出者のマイナンバー
または法人番号を法定調書に記載して
税務署に提出します。
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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。
９月９日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟２階
「病院で使う言葉」
蓮岡英明　医師
無料
備前病院（☎64-3385）

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。
９月16日㈬　14：00～15：30
備前病院
無料
備前病院地域連携室（☎64-3385）

糖尿病教室
　「糖尿病と合併症の検査」の話や、糖
尿病食体験（500円）の教室を開催しま
す。どなたでも参加できます。
９月18日㈮　12：30～14：30
日生病院
別途必要です。

　お問い合わせください。
９月10日㈭までに、日生病院栄養士

（☎72-1111）へ

介護者の会
　岡山県介護福祉士会から講師を招き、
「楽らく家庭介護教室」と題して、介護
の技術や知識についての話をしてもらい、
少し介護が楽になる〝コツ〟を教えてい
ただきます。
　どうぞお気軽にご参加ください。
９月17日㈭　10：00～11：30
三石公民館１階和室
介護をしている人、介護経験のある
人、介護に不安や疑問のある人

　地域包括支援センター（☎64-1844）
　東サブセンター（☎72-1240）
　北サブセンター（☎84-9114）

特定疾患の人に療養交通費を助成
～自家用車利用の人も対象～
　特定疾患（腎不全（人工透析を受けて
いる人に限る）、パーキンソン病など）
の人に次のとおり療養交通費の一部を助
成します。
市内に住所を有する特定疾患の患者で
通院治療を受けている人。ただし、本
人またはその扶養義務者の市町村民税
における所得が１千万円未満で、申請
日において、市税の滞納が無い人に限
ります。

原則として、治療可能な最寄り
の医療機関までの交通機関料金の半額
（ただし、週２回以内で月額５千円が
上限。タクシー・福祉有償運送利用の
場合は領収書が必要。自家用車の場合
は公共交通機関（バス、電車など）料
金相当額の半額）

原則として、10月（４月～９月
分）、４月（10月～３月分）の年２回
社会福祉課（☎64-1824）または

各総合支所管理課に備え付けの申請書
に医療機関の証明を受けて、10月９日
㈮（厳守）までに提出してください。

備前市子育て講座
「見て！さわって！感じてみれば
　笑顔いっぱい とびはねる！」
９月10日㈭　10：00～11：30
寒河コミュニティセンター
渡邊則子さん（NPO法人コミュニケー
ションネットワークLinks理事長）
１歳以上の子どもとその保護者（先着
15組）
９月４日㈮までに、子育て支援課

（☎64-1853）へ

企画展「松本寺　―ひとと仏がつ
ながる世界―」（入館無料）
　吉永町南方にある松尾山松本寺理性院
では、平成25年度～26年度にかけて総合
学術調査が行われてきました。
　その結果、当寺院は地方寺院としては
稀な建築様式であることや、かつて密教
儀式の一つである「結

けち

縁
えん

灌
かん

頂
じょう

」を行って
いたことなどが明らかになってきました。
　本展では総合学術調査の結果を報告す
るとともに、当寺院の文化財的価値に改
めて迫ります。
９月４日㈮～10月18日㈰
歴史民俗資料館

９：00～16：30　　
月曜日、

　祝日の翌日（９/22・23・24、10/13）
【関連講座】
　企画展「松本寺　-ひとと仏がつなが
る世界-」の関連イベント講演を行いま
す。「松本寺総合調査と東備の寺院」と
題して、松本寺を中心に備前市内の寺院
建築について講演します。
９月13日㈰　13：30～（受付13：00～）
市民センター３階視聴覚室
元岡山市埋蔵文化財センター所長　

　根木修氏
無料
50人（先着順）
９月12日㈯までに、電話またはＦ

ＡＸで、氏名、住所、電話番号（代表
者）を歴史民俗資料館（☎・FAX64-
4428）へ

秋の所蔵品展
「横山大観喜寿祝色紙集」（入館無料）
　昭和19年、当時の日本美術院同人22人
が横山大観の喜寿を祝う会で贈呈した色
紙集「横山大観喜寿祝色紙集（複製）」
を展示します。
９月５日㈯～10月18日㈰

　10：00～16：00
吉永美術館
月曜日、祝日の翌日
吉永地域公民館（☎84-3839）

第52回市民文化講座
　加子浦歴史文化館では、現在開催中の
企画展「備前焼ブランド：壺・擂鉢の魅
力と歴史」の展示解説を行います。
　新古の備前焼の鑑賞と真贋の見極めの
ポイントを学びます。
９月６日㈰　13：30～15：00
加子浦歴史文化館企画展室
備前焼専門家　目賀道明氏
200円（入館料）
加子浦歴史文化館（☎72-9026）

金婚式を迎えるご夫妻へ
　市では、11月７日㈯開催の 「市民ふれ
あい福祉まつり」 で、今年金婚式を迎え
るご夫妻の表彰を行います。 
平成27年１月１日現在健在で、 昭和40
年中に結婚されたご夫妻
※対象の人は、10月２日㈮までに介護福
祉課、各総合支所管理課または各地区
の老人クラブ会長までお知らせください。
　なお、送迎バスご利用には予約が必要
になります。
介護福祉課（☎64-1827） 

和菓子作り体験　講座生募集
　家庭でも作れる和菓子づくりの講座で
す。
９月12日㈯　９：30～12：00
日生地域公民館３階調理室
500円
20人（市内在住、在勤、在学の人）
９月５日㈯17：00までに、

　日生地域公民館
　（☎72-1006　FAX72-1098）へ
※定員を超える場合は、抽選となります。















 ▲蓮井ミサヲさん（伊部）

 ▲岡田末野さん（伊部）
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いんべ会館　受講生募集　
（☎64‒0890）

ふれあいサロン講座
第４回『郷土の先人をたずねて』
　赤穂市坂越地区をゆっくりと散策して
みませんか！
９月18日㈮　９：00～16：00　

　　　　　　　（集合時間８：50）
大避神社、奥藤酒造郷土館ほか

22人（先着順）
９月１日㈫～

500円（入館料・保険料ほか）
※昼食は各自でご用意ください。

人 権 講 座
第２回　『暮らしの中の人権』
　あなたのすぐそば「暮らしの中にある
人権問題」とは！
９月25日㈮　13：30～15：00
市社会教育指導員
30人
無料

ウィズびぜん〝虹の広場〟　
　多肉植物の寄せ植え～可愛くアレンジ
してみましょう～
10月２日㈮　10：00～11：30
ウィズびぜん
1,000円
軍手
15人（先着順）
ウィズびぜん登録団体：香登里工房
９月30日㈬までに市民協働課（☎

64-1823）へ

「近世日本の教育遺産群　
　　－学ぶ心・礼節の本源－」

日本遺産認定記念講演会 
　備前市における日本遺産構成文化財の
一つ旧閑谷学校の「釈菜」の開催にあわ
せ、足利市の日本遺産構成文化財の「釋

せき

奠
てん

」に焦点を当て、各々の意義を掘り下
げるとともに、今後どのように回遊性を
高めるか考える機会とします。
10月24日㈯　14：00～16：20
岡山県青少年教育センター閑谷学校
無料
150人（先着順）
９月14日㈪から、電話またはＦＡＸ

で、氏名、住所、電話番号を秘書広報
課（☎64‒1800　FＡＸ64-3845）へ

「高齢者・障がい者の
　 人権あんしん相談」
　　強化週間９月７日～ 13日
　高齢者や障がい者に対する暴行・虐待
などの事案は、依然として数多く発生し
ています。
　これらの高齢者や障がい者をめぐるさ
まざまな人権問題の解決を図るため、全
国一斉の強化週間とし、法務局職員およ
び人権擁護委員が電話相談を受けます。

・９月７日㈪～11日㈮　８：30～19：00
・９月12日㈯～13日㈰　10：00～17：00

　全国共通人権相談ダイヤル
　０５７０-００３-１１０　（※通話有料）
市民協働課（☎64-1823）

９月10日は「下水道の日」
下水道への接続など
下水道推進標語
げすいどう　みずのみらいを　
　　　　　　　まもるみち
　皆さんがお住まいの地域の快適な生活
環境をつくり、川や海などの自然環境を
守るために、下水道への接続または浄化
槽の設置をよろしくお願いします。
【浄化槽設置整備事業補助金】
　新しく浄化槽を設置する人に補助金を
交付する制度です。交付にはいくつかの
条件がありますのでくわしくはお問い合
わせください。
※必ず設置前に申請してください。

・５人槽　　532,000円
・７人槽　　714,000円
・10人槽　1,048,000円
【水洗便所（合併浄化槽）改造資金融資
あっせん及び利子補給制度】
　汲み取り便所（単独浄化槽含む）を水
洗便所に改造しようとする人に対し、改
造資金の融資を金融機関にあっせんし、
利子を補給する制度がありますのでご活
用ください。
上下水道課（☎66-9701）

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験
11月８日㈰　13：45～
津山会場：グリーンヒルズ津山

10月16日㈮
９月１日㈫～11日㈮

※平成27年度は津山会場のみで試験を実
施します。
　くわしくは、お問い合わせください。
上下水道課（☎66-9701）

農業委員会からお知らせ
農業者年金に加入しましょう
　農業者年金制度は、農業者の老後生活
の安定と担い手を確保するという政策目
的を併せ持つ公的年金です。
　支払った保険料は、全額が社会保険料
控除の対象となり、所得税・住民税の節
税につながります。
　くわしくは、農業委員会またはＪＡ窓
口までお問い合わせください。
農地パトロールの実施について
　農業委員会では、優良農地の確保と遊
休農地の有効利用を図るため、9月～11
月に農地パトロールを実施し、農地の利
用状況調査を行います。
　調査にあたり、農地内に立ち入ること
もありますので、ご理解とご協力をお願
いします。
農地の権利移動・転用する場合には農地
法による許可が必要です
　農地を取得する場合や農地を他の用途
に転用する場合には、農地法による許可
が必要となります。
　くわしくは、農業委員会までお問い合
わせください。
農業委員会〔まち産業課内〕

　（☎64-1831）

独居老人住宅防火診断
　東備消防組合では毎年実施している診
断を、今年度は10月から12月の予定で実
施します。
　その際、消防車や救急車などで訪問し
ますが、災害や救急ではありませんので
ご理解ください。
東備消防組合東備消防署

　（☎64-1131）

ヘルスパ日生（温浴施設）の閉鎖
について
　当温浴施設については、平成27年９月
27日㈰で営業を終了することになりまし
た。
　これまで多くの利用者の方々から存続
に向けてのご意見をいただきましたが、
財政状況の厳しい中、毎年高額な指定管
理料や修繕費等が発生していることなど
から閉鎖を決定いたしました。
　利用者の皆様には大変なご迷惑をおか
けしますが、何卒ご理解をいただきます
ようお願い申し上げます。
保健課（☎64-1920）

野焼きは禁止されています！
　野外焼却（いわゆる野焼き）は、法律
によって禁止されています。
　家庭などのゴミは焼かないで、指定さ
れた日に確実な分別でゴミ収集場所へ出
してください。
　ただし、宗教上の行事に必要な焼却、
たき火、田んぼの草などの焼却は例外的
に認められています。

例外として認められる焼却をする場合
であっても、次のことを守ってくださ
い！！
①煙の量や臭いが近所の迷惑にならない
程度の少量（苦情が出ない量）にとど
める
②風向きや強さ、時間帯を考慮する 
③植物はよく乾かして煙の発生量を抑え
る
④ご近所にひと声かける
⑤１回のたき火の時間を短時間にとどめ
る

　地域は自分だけの場所ではありませ
ん。譲り合って気持ちよく生活して行き
ましょう。
環境課（☎64-1822）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　９月１日㈫～９日㈬
【市営住宅】福田･土師神根･三股･スワ
【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）

今月のイベント

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　  
（畠田20-1）

９月12日㈯　10：00～13：00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室（桧でつくるマイスプーン）

◆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）

野焼き ブロック積み
ドラム缶

一斗缶

8888888

 ▲中井重子さん（香登）

 ▲横山茂子さん（浦伊部）
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