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　備前市まち・ひと・しごと創生長期人口ビジョン　　 　

▽人口減少と高齢化
　・1970年50,433人が　2010年37,839人と40年間で12,594人減少
　・65歳以上は、7,601人増加(高齢化率8.6％→31.5％)
　・若い世代の減少が著しい
▽出生者数の減少
　・2010年～2014年平均出生者数219人(死亡者数平均523人)
　・2005年の237人から減少傾向
▽転入・転出者数　・2010年～2014年(転入－転出)の平均▲238人
　　　　　　　　　・特に20歳代から30歳代の転出が多い
▽未婚率の増加　　・20歳～39歳1980年21.9％→2010年55.6％

▽未婚率の増加　　　　　　　▽子育て世代の転出が顕著
▽近隣市町への転出が顕著　　▽雇用の選択肢が少ない

①このままで推移すると2060年には14,812人
②出生率2020年1.70、2050年2.08、転入－転出＝0
　とすると2060年には23,118人

◆目標値
出生率2020年までに『1.70』、2050年までに『2.08』、
2020年までに『転入－転出＞0』
【2020年までに、出生数平均219人→252人、
 転入－転出の平均▲238人→＞0】

①の場合の2060年の人口推計　　　　　  ②の場合の2060年の人口推計
○上記目標値では、2060年には約23,000人となるが、多種多様な企業誘
致、定住・住宅施策や結婚者数を増加させる取り組み、子育て支援施
策を充実させることで、26,000人を目指す。

まち創生課(☎64-2225)
　くわしくは、ホームページ
をご覧ください。

本市の人口動態

取り組み期間

5つの基本目標と具体的な施策 ※KPIとは、達成すべき目標数値のことをいいます。

効果検証と改善策

分析結果

将来人口の推計と目標値の設定

　国は、人口減少への取り組みとして、昨年12月に「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」を発表しました。
　こうしたことから、本市では「備前市まち・ひと・しごと創生懇談
会」を設置し、広く各界から意見を聞き、「備前市まち・ひと・しご
と創生長期人口ビジョン」ならびに、「備前市まち・ひと・しごと創
生総合戦略」を策定しました。
　本計画は、人口減少の原因を的確につかみ、市民がその問題を共有
し、人口減少問題の克服と活力ある備前市の実現に向けて取り組むた
めのものです。

　備前市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　　　　　　　　　　　　

　国の「創生総合戦略」と整合させ2015年度～2019年度

①子育てしやすい環境を整備し、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
 2020年KPI 
◆安心して子どもを産み育てることができると感じている市民の割合
　(市民意識調査)：2013年度33.4％→50％
◆出生数の増：(2010年度～2014年度平均)219人→252人

＜具体的な施策＞
○結婚支援、高齢出産等への支援、不妊治療医療費の上乗せ支援
○女性の就業支援、就学前後の負担軽減、特別保育(一時保育、病児・病後児保育
等)の充実、全国に誇れる子育て支援の内容充実、こども園整備の推進と機能充
実、子育て支援PRの充実、

○婦人科・小児科医療体制の充実、近隣市町間での地域医療(産婦人科・小児科)の
連携

○「赤ちゃん登校日」の実施、「イクボス」や「子育て」を尊重する企業文化の醸成

②周辺市町へ若者が流出している「人の流れ」を変える、人口流出に歯止めをかける
 2020年KPI 
◆2010年度～2014年度(転入者数－転出者数)平均▲238人→＞0人

＜具体的な施策＞
○住宅用地の確保、U I Jターンの支援、企業説明会等の実施、企業ガイドブック
によるPR、市内回帰を条件とした奨学金制度の創設

○地場産業の育成支援、企業用地の造成、企業誘致奨励金(本社機能移転)の創設、
創業奨励金の創設、IT企業やサテライトオフィスの誘致

○県や近隣市町との連携による産業支援
○地域で学び地域で未来を拓く“生き活きおかやま”人材育成事業

③人を呼び込む魅力あるまちづくりの推進
　 2020年KPI 
◆市等の制度を利用して市外から移住した世帯数
　：2014年度8世帯→50世帯(5年間)
◆観光客数：2014年度78万人→100万人(年間)

＜具体的な施策＞
○移住の促進、地域おこし協力隊員の拡充や任期終了後の定住支援、空き家の利活
用

○備前焼の振興、備前焼の玄関口の整備、旧閑谷学校(日本遺産)の活用
○首都圏・大都市圏からの誘客、スポーツ・文化イベントによる活性化
○里海の再生、ふるさと農園の活性化、新規就農者への支援、里山を活用した事業
の創設

○備前まちづくりサポーター

④「教育のまち備前」をBIZENスタイルとしたまちづくりの推進
  2020年KPI 
◆小中学校の充実(市民意識調査による満足度)：2013年度2.26→2.5(5.0=満足)

＜具体的な施策＞
○備前ふるさと創生カレッジ(ひとづくりカレッジ)の創設
○魅力ある教育環境の整備
○エデュケーションバレー(教育産業の集積と教育レベルの向上)構想
○学び塾の充実
○次世代育成支援(未来を担う子どもへの読書環境整備)

⑤時代に合った地域をつくり、誰もが安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携
する
  2020年KPI  
◆備前市に住み続けたいと回答した市民の割合(市民意識調査)
　：2013年度51.2％→60.0％

＜具体的な施策＞
○地域おこし協力隊による活性化、小規模高齢化集落への支援、小さな拠点(多世
代交流等)の整備や地区公民館での行政サービスの提供

○気軽に集える場所(店)の整備、人と人との結びつき
○既存バス路線廃止による新たな公共交通体系の構築、外出が困難な高齢者への支
援

○学校再編と小中一貫校
○近隣市町との連携(連携中枢都市圏、東備西播定住自立圏等)、人口減少ににあっ
た公共施設の在り方

　対策の進捗や成果を適切に把握し、P
注1)
DCAサイクルによる検証を行い、必要な見

直しと改善を図る。

区　分 1970年 2010年 増　減
60歳以上  6,534人 15,261人 133.6％の増加
40歳～59歳 11,604人  9,158人  21.1％の減少
20歳～39歳 16,156人  7,334人  54.6％の減少
0歳～19歳 16,139人  6,086人  62.3％の減少
総 人 口 50,433人 37,839人  24.9％の減少

人口減少への
対策に取り
組みます

注1)PＤＣＡサイクルとは、Plan(計画)、Do(実施)、Check(評価)、ction(改善)
の4つの段階を繰り返すことによって、継続的に改善する手法のこと。　　

2

｢備前市まち･ひと･しごと創生長期人口ビジョン｣､
｢備前市まち･ひと･しごと創生総合戦略｣



2015.11

3

◆利用対象(朱書きが緩和されたところ)
申請時点で、満70歳以上の人、またはおかやま愛カード(65歳以上
で免許返納者に発行しているカード)の交付を受けている人が居住
し、かつ、駅・バス停等から500ｍ以上離れている世帯。

※ただし、利用できるのは満70歳以上の人、またはおかやま愛カード
の交付を受けている人に限る。

◆申請方法　利用対象世帯の人が申請できます。
◆申請場所　公共交通課、日生・吉永総合支所
◆交付枚数　チケット(1枚300円)の交付枚数は、　
　　　　　　1世帯につき1か月あたり6枚
◆使用期間　平成28年3月31日まで
※使用方法、利用できるタクシー会社などは、市ホームページをご覧
ください。

広域農道　備前東部地区　一部開通
　県が整備を進めてきた広域農道備前東部地区のうち、赤磐市奥吉原から吉
永町南方間、7.8㎞が11月19日㈭午後3時に開通します。
　これで、2010年までに開通した区間2.6㎞とあわせて、延長10.4㎞が開通
することになります。
　農道は、2車線で幅7.0ｍ。県道和気
熊山線から、国道374号を経由して県道
穂浪吉永停車場線まで結ばれます。

東備地域事務所農地農村整備室
　(☎92-5165)
　まち産業課(☎64-1830)

　「市営バス管理事務所」開設
　備前市市営バス出発式が行われた10月1日㈭
に、市営バス管理事務所が開設されました。所
在地は、片上埠頭開発㈱の北側プレハブ2階
(穂浪3771番地15)です。
　管理事務所でも、定期券、回数券、1日乗車
券の販売をいたしますので、ご利用ください。

市営バス管理事務所(☎92-4892)

　₁₀月１日から組織変更しています！
財政課行革推進係(☎64-1872)

　10月1日からのバス事業の市営化に伴い、市民生活部に“公共交通課”を新
設し、市民生活に密着した交通行政が展開できる組織に変更しました。

　〈変更前〉
　まちづくり部　まち創生課　　交通政策係(☎64-1852)

　〈変更後〉
　市民生活部　公共交通課　　　交通政策係(☎64-1852)

(※☎番号は変更していません。)

人事異動
　備前市は、10月に人事異動を行いました。異動は次のとおり。(　)は旧職名。

【10月１日付異動】
◎部長・参与級
　まちづくり部人口減対策監兼まち創生課長(まちづくり部人口減対策監)
中島和久

◎部次長・副参与級
　市民生活部副参与兼公共交通課長(まちづくり部副参与兼まち創生課長)
坂本基道

◎課長代理・副参事級
　市民生活部公共交通課長代理兼交通政策係長(まちづくり部まち創生課長
代理兼交通政策係長)久保山仁也

【10月13日付異動】
◎部長・参与級
　総合政策部付(吉永総合支所長兼管理課長兼三国出張所長兼八塔寺ふるさ
と村民俗資料館長兼選挙管理委員会事務局吉永分室長)山台智子◆吉永総
合支所長兼管理課長兼三国出張所長兼八塔寺ふるさと村民俗資料館長兼選
挙管理委員会事務局吉永分室長(市民生活部参与兼税務課長)高山豊彰

◎部次長・副参与級
　市民生活部次長兼政策監兼税務課長兼収納推進課長(市民生活部次長兼政
策監兼収納推進課長)岡正千丈

市営バス　スタート
　10月1日㈭、東備港片上埠頭で「備前市市営バス出発式」が行われました。
市営バスは、バス事業者の撤退に伴い、市内6つの路線を引き継いで運行を
始めたものです。各路線のダイヤは原則引き継ぎ、運賃は大人200円、小人
100円に統一しています。
　回数券・定期券を市役所公共交通課、日生・吉永総合支所、三石・三国出
張所で購入することができますので、ご利用ください。回数券と1日乗車券
(500円で市内1日乗り放題)は直
接運転手から購入することもでき
ます。
　また、この日の市営バスの引き
継ぎに合わせ、小中学生のスクー
ルバスの単独運行も開始しました。
※市営バスの時刻表・路線図は、
市ホームページに掲載しています。
公共交通課(☎64-1852)

【吉永南方県道交差点（大池公園駐車場付近）】

広域農道開通区間
11月19日供用開始区間

　タクシーチケットの
　交付要件を緩和しました
　6月から交付を開始しているタクシーチケット(愛♡乗りタクシーチケット
：6月号掲載)の利用対象要件を緩和しました。
　新規で対象となる世帯、申請をしたが対象とならなかった世帯、必要な世
帯は申請をすれば、要件を確認後、チケットを交付します。

公共交通課(☎64-1852)

　マイナンバー制度のお知らせ
○「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が11月末頃ま
でに簡易書留で順次住民票に登録している住所に送付されます。

○個人番号カードの交付を希望される人は、交付申請手続きをしてください。
　「個人番号カード」の交付は、1月以降になります。(初回発行手数料：無料)
○個人番号は、今後、次のような場面で使います。
　・源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示します。
　・毎年6月の児童手当の現況届の際に市にマイナンバーを提示します。

◆問い合わせ先

　　または、【全国共通ナビダイヤル】05７0-20-01７8(平日９：30～17：30)

申請枠が
広がりました

➡

内　　容 担当部署 連絡先
通知・個人番号カードの授受、手続きなど 市民窓口課 64-1818
制度に関すること 企画課企画係 64-1871
税関係(確定申告・源泉徴収票・支払調書) 税務課市民税係 64-1815
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●ご意見の回答について
　　今年度実施の市民意識調査の回答(815人)より、自由意見(市政に関する意見)
227件の中から、よくあるご意見、ご質問などを抜粋して 回答します。アンケー
ト調査は無記名で行っているため、寄せられた自由意見に対して、個別に回答は
行っていません。

●ご意見の取り扱いについて
　　寄せられた多くの意見は、各分野に分類し、今後の行政の取り組みの参考とい
たします。また、本市だけで対応できないものは、必要に応じて関係機関へ呼び
掛け、依頼などを行うこととしています。

意見:岡山県内の小中学校の学力テストの結果が公表されていますが、備前市の小
中学校のレベルは低いと感じます。もっと小中学校の学力向上のために市をあげ
て取り組むべきだと思います。

回答:学校では、授業改善や補充学習の取り組みを行っています。また、家庭学習
の充実を各家庭にお願いしています。

　　備前市では、岡山県の事業を活用したり、市独自の予算措置を行い、学校にお
ける学力向上の取り組みを支援しています。また、市民の皆さんに学習支援者と
して協力いただいて、各公民館で小中学生対象の「備前まなび塾」の取り組みを
推進しています。今後とも、小中学生の学力向上の取り組みに対して市民の皆さ
んのご協力をお願いします。　　　　　　　　　　　【学校教育課　☎64-1840】

意見:子供を遊ばせる広場のような場所が近隣になくて困ります。遠くの遊び場に行き、
子供を遊ばせても、手を洗う水が無いです、トイレもありません。子供の遊び場整
備も街づくりとして、若い子育て世代に住んで欲しいなら大切ではないでしょうか。

回答:市内には、各地域で管理している児童公園が多数あります。また幼稚園、こ
ども園、保育園では、随時園庭開放を行っていますので、ご利用ください。

【子育て支援課　☎64-1853】

意見:図書館が他の市町村に比べて、貧弱すぎると思います。もっと蔵書を充実し
て欲しいです。

回答:図書の蔵書につきましては、毎月選書会議を行い、話題の書籍や図書館利用
者からのリクエストの多い書籍を中心に購入をしていますが、ご意見のとおり不
十分なところもありご不便をおかけしています。希望の本がない場合には岡山県
立図書館などからも図書を借りることができますので、図書館司書にお尋ねくだ
さい。

　【中央公民館　☎64-1133】

意見:久々井のプールを利用したくても、交通手段がなくて行くことが出来ません。
回答:ご不便をおかけいたします。公共交通をご利用の上、お越しいただけたら幸
いです。平日であれば「東鶴山線」として片上から久々井までの行き帰りの便が
あります。　　　　　　　　　　　　　　　　　【文化スポーツ課　☎63-3813】

意見:定年を迎えた人が多く備前市に居住していると思います。これらの人の職業
調査を実施し、適材適所へのボランティアを市から公募すると、思わぬ効果があ
るのではないでしょうか？

　　教員や学校職員経験者は教育へ、官公庁勤務者は行政へ、警察や消防は防犯へ、
会社関係は経済へ、色々と特技を発揮出来、市全体の活性化につながると思います。

回答:ご提案いただきましたことは、大変すばらしいことだと考えます。ボランティ
アは善意の活動ですので、募集と応募のマッチングについて今後どのようなこと
ができるか検討していきます。　　　　　　　　　【市民協働課　☎64-1806】

意見:子供から高齢者まで住みよい町にするため、弱者に対しての声かけが必要で
はないでしょうか。
　　また、高齢者を孤立させないよう、コミュニティハウス（公民館）などで、話
をしたり、お茶や食事をしたりと…暖かい団らんが出来るよう努める事も必要で
はないでしょうか。

回答:見守りが必要な高齢者について、民生委員児童委員が訪問・声掛けなどを実
施しています。また、高齢者の閉じこもりや認知症などを予防するために、歩い
て行ける場所(自治公民館など)でサロンや高齢者憩の場が開催されています。
現在市内107ヵ所のサロンなどが体操や茶話会、趣味活動を楽しんでいます。今
後もサロンの無い地区に向けてサロン立ち上げの支援をしていきます。

【介護福祉課　☎64-1844】

意見:公立病院のハード面は充実していると思いますが、受付や医師、看護士の接
遇・言葉づかいなどに問題があるように、市外の公立病院と比較すると感じます。

回答:市立3病院で定期的に接遇研修を実施し、職員一人一人が、市民の方々から
一層信頼されるように心がけていきます。　　　　　　【備前病院　☎64-3385】

意見:一般市民が農業を出来るように、耕作放棄地を市で借り上げるか、特区と
して農地法の制限を外して欲しいです。八塔寺に市民農園があるようですが、
ちょっと遠すぎます。

回答:耕作放棄地の解消や担い手の確保は、市の農業政策において大きな課題と
なっています。就農を考えている人、収穫体験を希望する人など、農業に興味の
ある人は、市の農業委員会事務局へご相談ください。

【まち産業課　☎64-1831】

意見:備前市は、岡山市からもそれほど遠いわけでもなく、便利な地域なので、働
ける場所さえあれば、人は定住すると思います。安心して働ける企業を誘致して
欲しいです。

回答:備前市では平成26年度から企業誘致のための工業団地の造成を行っています。
市民の皆さんが安心して働ける場を拡大するため、優良な企業に立地していただ
けるように準備を進めているところです。

　　また、新規に今年度2企業が工場の稼働をすることが決まっていますが、これ
からも企業誘致の推進を図ります。　　　　　　　　【まち営業課　☎64-1848】

意見:日生、備前焼、閑谷学校などの観光をルート化し、楽しめるプランを作るな
どして集客して欲しい。そうすれば、働き口も創出され、人も定着し、市財政も
潤うのではないでしょうか。

回答:ご意見のとおり、観光振興は特定のスポットを点としてPＲするのではなく、
線もしくは面で捉えた方が効果的と考えられます。

　　備前市の観光振興では、年間を通して県内外を問わず、観光のPＲや旅行業者
との商談会などを行っていますが、その際に、旬な観光情報だけでなくいくつか
の観光プランなどを作成しPＲをしています。

　　しかし、観光プランで自治体をはっきりと区分することは、観光客目線で考え
ると意味が無いだけでなく、自由度が低いと捉えられるため、前述の備前市単独
でのPＲのほかに、県内自治体や隣県の自治体と連携した観光PＲや、バスでの
旅行企画なども実施しています。　　　　　　　　　【まち営業課　☎64-1832】

意見:市内運行バスの廃止に不安を感じています。交通の便は、生活するにあたっ
て一番大切なこと、近所のお年寄りの人は、今から案じている様子です。

回答:９月末日をもって市内の路線バスを運行しているバス事業者が撤退しました
が、10月から新たに市営バスとして運行しています。現況のルート・ダイヤを引
継ぎましたが、利用状況などを検証して、増便・減便を含め、見直しを行ってい
きます。皆さんから愛される市営バスになるように努めていきます。

【公共交通課　☎64-1852】

意見:５月号広報より紙面が大きくなり見やすくなりましたが、残念ながら保管す
るのに大きすぎて大変です。紙面は元のA４に戻し、記事のレイアウトなどもっ
と見やすいよう工夫してください。

回答:見やすさを第1に考え紙面を大きくして全面カラーとしました。併せてコス
ト削減も検討した結果、頁数を減らしても紙面が効率的に利用できることからA
3版にしております。保管するには適していないかもしれませんが、見やすい広
報びぜんになるよう努めていきますので、ご理解賜りたいと存じます。

【秘書広報課　☎64-1800】

意見:単発的な真新しい事をどんどんするのではなく、長期的計画に基づき、市民
への説明をしっかりしたうえで事業をして欲しい。スピードばかりを市民は求め
ていません。何事にも、市民への説明と十分な理解が必要だと思います。

回答:本市のまちづくりは、第2次総合計画において緊急度の高いテーマを選定し
て、将来の課題に対して対策を打ち出していくこととしています。市政について、
皆さんと情報共有を図ることでご理解いただけるように努めていきます。

【企画課　☎64-1871】

意見:役所の窓口での対応がザツすぎる。
　　人口減少をくい止めるには、役所では市内に住んでいる人を採用すべき！市内
に住まないのなら、なにがしかの対処をすべきです。

回答:窓口対応につきましては、市民の皆さんが気持ちよく利用していただける施
設を目指し、引き続き研修などを行ってまいります。また採用については、今年
度から事務職(定住者枠)を設け、募集を行っているところですので、ご理解賜
りたいと存じます。　　　　　　　　　　　　　　　　　【総務課　☎64-1808】

意見:市が合併して市議の人数は見合っているのでしょうか？
回答:市議会議員の定数は県下最少の16人です。岡山県下では、最多が岡山市52人、
次いで倉敷市の43人を初め、瀬戸内市20人、赤磐市18人などとなっています。

　最少人数ながら、市民の福祉のため、その責務を果たすよう努めていきます。
【議会事務局　☎64-1803】

財政課行革推進係
(☎64-1872)

小・中学校教育の充実

商工業、海運業の振興

賑わいをもたらす観光の振興

公共交通の確保

計画的な行政運営

積極的な人材育成・能力開発と組織の活性化

開かれたわかりやすい議会

広聴・広報活動の充実と情報公開の推進

魅力ある農林業の推進

子育て不安の解消

公民館・図書館機能の充実

スポーツ・レクリエーション活動の推進

コミュニティの育成と地域活動の支援

高齢者への福祉の充実

地域に密着した医療サービスの提供

4

     平成₂₇年度 備前市市民意識調査 市政に関する意見への回答
           今年度の市民意識調査で寄せられた市政に関するご意見について回答します｡
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「行財政改革プラン」とは、平成22年度以降
の財政健全化に向けた具体的な対策の内容
を実施計画として取りまとめたものです。

平成26年度とプラン全体の取り組みによる実績（効果）

取り組み結果

平成₂₈年度 幼稚園･保育園･認定こども園の入園について

｢備前市行財政改革プラン︵平成₂₂年～₂₆年︶｣ の取り組みについて

 １号認定児 　【幼稚園・認定こども園】

◆入園できる人
【香登地区・伊部地区・東鶴山地区・日生地域＜2年保育＞】
　平成22年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた人
【片上地区・伊里地区・三石地区・吉永地域＜3年保育＞】
　平成22年4月2日から平成25年4月1日までに生まれた人

◆申請書等の配布
11月16日㈪から就園を希望する幼稚園・認定こども園で配布

◆提出場所
就園を希望する幼稚園・認定こども園へ期限までに提出

※預かり保育については、園により実施状況が異なりますので、各園に直接お問
い合わせください。

 ２号・３号認定児 　【保育園・認定こども園】

◆入園できる人　
・児童が生後6か月から就学前までであること。
・保護者、児童の住所が市内にあること。
・児童が園での集団生活に支障がないこと。
・就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、介護・看護、求職活動など「保
育の必要な事由」に該当すること。

◆申請書等の配布
11月16日㈪からこども育成課、各保育園・認定こども園で配布

◆提出場所　新規入園の場合は、市役所こども育成課へ期限までに提出
　　　　　　現在、通園している場合は、保育園・認定こども園へ期限までに提出
※くわしくは、入園申込手引で確認のうえお申し込みください。

◆市内幼稚園・認定こども園・保育園

こども育成課庶務係(☎64-1825)

園　　名 認定区分 連絡先

幼稚園

香登幼稚園

1号

☎ 66-8545
伊部幼稚園 ☎ 64-2079
東鶴山幼稚園 ☎ 65-8137
日生幼稚園 ☎ 74-0714
吉永幼稚園 ☎ 84-2231
神根幼稚園 ☎ 84-2485

こども園

片上認定こども園
幼稚園部 1号

☎ 64-2549
保育園部 2号・3号

伊里認定こども園
幼稚園部 1号

☎ 67-2711
保育園部 2号・3号

三石認定こども園
幼稚園部 1号

☎ 62-0111
保育園部 2号・3号

保育園

西鶴山保育園

2号・3号

☎ 66-9614
香登保育園 ☎ 66-9106
大内保育園 ☎ 66-9560
伊部保育園 ☎ 63-1006
殿土井保育園 ☎ 64-4052
日生保育園 ☎ 72-3825
吉永保育園 ☎ 84-3781
無憂華保育園 ☎ 65-8150

　5年間の取り組み結果は、以下のとおりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(単位：万円)

　平成26年度の効果額は5億3,395万円で、計画額を1億5,168万円
下回りました。計画に届かなかった取り組みは、職員数の削減によ
る1億3,131万円、受益者負担の見直しが1,974万円です。
　効果額の内訳ですが、職員の削減が3億1,769万円、都市計画税
の新規課税による4,096万円、振興基金の積み増しが1億円、給与
の適正化による3,997万円、議員定数の削減による3,282万円、その
他の合計が251万円となっています。
　なお、職員数の削減は、定員適正化計画通りに実施されており、
前年を2,800万円上回る効果額を上げ中心的な取り組みとなってい
ます。
　昨年度を最終年とした本プランの取り組みは、5年間の計画額を
約25億円と設定し「職員数の削減」「給与の適正化」などによる歳
出の削減、「税の適正課税・収納対策」などの歳入増に取り組み約
39億円の効果となりました。 　取組内容に関し「実施」「完了」したものについては、昨年度の249項目(65.5％)から

262項目(73.6％)に増加しました。このうち取組内容を全て完了したものについても、昨
年度の115項目(32.4％)から128項目(35.9％)に増加しました。
　また、検討の結果、計画の変更が必要と判断されたものについては、昨年度の10項目(2.8％)
から8項目(2.3％)となりました。これらは、各所管課において、個別取組対応としています。
　平成27年度からは、前プランを引き継ぐ行財政改革プラン(Ｈ27～31)を策定し、更なる
行財政改革の推進に積極的に取り組みます。
※くわしい内容については、ホームページに掲載していますのでご覧ください。

財政課行革推進係(☎64-1872)

平成₂₇年分の年末調整説明会が開催されます
　関係先には、年末調整の関係用紙を事前に送付しています。説明会には「年末調整
のしかた」および「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出の手引き」などを持参
してください。
　◆と　き　11月10日㈫　10：00～12：00　名称がアからトで始まる法人
　　　　　　　　　　　　13：30～15：30　上記以外の法人および個人の人
　◆ところ　備前商工会議所　4階大ホール(東片上230)
　※法人の名称で時間を区分していますのでご注意ください。

税務課市民税係(☎64-1815)

あなたの街であいましょう！
弁護士無料相談会 （相談料：無料）

◆と　　き　11月17日㈫　13：00～18：00　※受付17：30まで
◆と こ ろ　市役所保健センター3階
◆担　　当　岡山弁護士会所属の弁護士
◆相談内容　法律問題全般　　　◆相談時間　30分以内
※予約は不要(ただし、相談者が多数の場合はお待たせすることがあ
りますので、ご了承願います。)
岡山弁護士会(☎086-223-4401　岡山市北区南方1-8-29)

取り組み段階区分 取組項目数（割合）
全て完了したもの 128(35.9％)
実施中のもの(一部完了したものを含む) 134(37.7％)
検討の結果、計画の変更が必要と判断したもの  8( 2.3％)
取組(検討、協議、見直しなど)中のもの  72(20.2％)
未着手のもの  14( 3.9％)

計 356  (100％)

取組項目（356項目）
平成26年度 プラン全体（Ｈ22～26）

計画額 実績額
(効果額) 計画額 実績額

(効果額)
Ⅰ.経営感覚に基づく行政運営　　(115項目) 1,974 1,736 5,973 8,153
Ⅱ.健全な財政基盤の確立　　　　(141項目) 15,262 12,746 68,115 218,211
Ⅲ.職員の意識改革と能力の向上　( 15項目) 48,707 35,766 166,096 146,009
Ⅳ.市民との協働による市政の推進( 39項目) － 23 － 29
Ⅴ.関連組織の改革　　　　　　　( 46項目) 2,620 3,124 12,559 14,534

計 68,563 53,395 252,743 386,936

提出期限　12月18日㈮まで　
※8:30～17:00（土・日・祝日を除く）
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平成27年１月～９月収入累計額
平成27年９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７億円を超えました！

寄附の使途 寄附金額
将来を担う人材が育つまち 60,006,002
安全に安心して暮らせるまち 14,520,000
快適な生活が送れるまち 7,790,000
計画実現を推進するまち 2,170,000
指定なし 31,150,000

総　　　額 ₁₁₅︐₆₃₆︐₀₀₂
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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いでください。

11月11日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟2階
「糖尿病～運動療法について～」
春木理学療法士
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。

11月18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（そば打ち体験教室）
11月19日㈭　10：30～
市民センター4階調理実習室、談話室
糖尿病患者(境界型含む)とその家族
そば打ち体験および栄養士による講話
500円(食費として)
エプロン、三角巾
備前病院なぎさ会事務局（☎64-3385）

岡山県地域医療連携普及啓発事業
 「健康で長生きするために」
　草加病院の草加勝康院長と整形外科の
堅山道雄先生を講師に、健康で長生きす
るためにはどうすればよいかを体を動か
し、頭を使い、楽しみながら考えてみま
しょう。

11月21日㈯　13：00～15：00
草加病院
無料
50人(先着順)
草加病院（☎64-3811）

介護者の会
　グループホームふる里の家の施設見学
を行います。
　見学を通して、施設の雰囲気を知って
いただき、施設の役割についての理解を
深めていただければと思います。
　当日は現地集合になります。どうぞお
気軽にご参加ください。

11月18日㈬　10：00～11：30
グループホームふる里の家(日生町寒
河2393-1)
介護をしている人、介護経験のある人、
介護に不安や悩みのある人
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）

児童虐待防止推進月間
　「もしかして」
　あなたが救う　小さな手
　11月は「児童虐待防止推進月間」です。
　子どもにとって有害ならそれは「虐待」
です。
　「もしかして虐待」と感じたり、発見
したりしたら、間違いを恐れないで通告
(相談)しましょう。
子育て支援課（☎64-1853）

　岡山県中央児童相談所
　（☎086-235-4152）

平成2₇年度 
子育て世帯臨時特例給付金の
申請受付期間延長のお知らせ
　平成27年度子育て世帯臨時特例給付金
の申請受付期間を12月1日㈫まで延長い
たします。提出がまだ済んでいない人
は、臨時給付金対策課へ提出してくださ
い。
　6月上旬に「児童手当・特例給付現況
届(平成27年度分)と子育て世帯臨時特
例給付金申請書」を送付しています。書
類を紛失した人には再発行しますので、
お問い合わせください。
　公務員の人は、勤務先で現況届を提出
後、所属庁で証明を受けた申請書を臨時
給付金対策課へ提出してください。
※期限を過ぎると、申請受付および給付
金の支給はできませんのでご注意くだ
さい。
臨時給付金対策課（☎63-2770）〔専用〕

第 9 回 備前市ふれあいマラソン
大会開催《協力依頼》
　11月15日㈰、 備前市ふれあいマラソン
大会が９：00から開催されます。 
　特に、10：30～12：30頃は久々井地区～
鶴海地区の一般道を使用しての大会とな
りますので、ご理解・ご協力お願いしま
す。
文化スポーツ課（☎63-3813）

埋蔵文化財管理センター
企画展関連講座
 「三石城跡を登る」
　企画展「備前の中世城館」関連講座と
して、今回は実際に「三石城跡」を登り
ます。専門家による解説もあります。

11月14日㈯　9：00～12：30
　(受付8：45～ 三石城登り口)

三石城跡
澤山 孝之氏(岡山県古代吉備文化財
センター)
自己責任において登山できる人
先着30人
50円(スポーツ傷害保険料)

11月1日㈰～12日㈭までに、電話
またはＦＡＸで、埋蔵文化財管理セン
ター(☎92-4300）

企画展「備前焼　やきいろの美
（仮）」　　　　　　　　(入館無料)

　備前焼の魅力は釉を使わず、焼成によ
る窯変美を魅力としています。その様々
な焼けの景色を古窯から出土した陶片や
窯壁を中心に紹介します。

11月18日㈬～平成28年1月31日㈰
　9：00～16：30

埋蔵文化財管理センター(伊部974-3)
火曜日、祝日の翌日、年末年始
埋蔵文化財管理センター

　(☎92-4300）

企画展 ワークショップ
「片上てくてく大調査！
 ―歩いて調べて古地図（こちず）
　　をつくろう―」
　10月23日㈮から開催中の企画展「江戸
てく―東備と測量家たち―」のワーク
ショップを開催します。
　片上地域を歩きながら、江戸時代の地
図である「古地図(こちず)」をつくっ
てみましょう！片上地域の歴史や古地図
の作り方を楽しみながら学べるワーク
ショップです。

11月22日㈰　13：30～15：30
　(受付13：00～　歴史民俗資料館)

歴史民俗資料館(集合･解散)、片上地域
50円(ワークショップ傷害保険料)
小学生以上(保護者との参加も可能)
20人まで

11月1日㈰～15日㈰までに、電話ま
たはＦＡＸで氏名(ふりがな)・年齢・
住所・電話番号を、歴史民俗資料館
（☎・FAX64-4428）へ

第₅2回企画展「閑谷を愛した人々」
　企画展では備前市の故守時桂太氏と西
薇山の愛娘白岩艶子との交流を紹介しな
がら、閑谷を訪れたさまざまな人々の書
画・書簡を展示します。

11月28日㈯～平成28年1月31日㈰
加子浦歴史文化館　企画展室

９：00～16：30
火曜日、祝日の翌日、年末年始
大人200円　小人100円
加子浦歴史文化館（☎72-9026）

第 2₃ 回備前吹奏楽
フェスティバル　　　(入場無料 )

　市内で活動する楽団が一堂に会する演
奏会です。生の演奏をお楽しみください。

11月8日㈰　13：00～16：00
市民センター

◆出演団体
　片上小学校トランペット鼓隊、スライ
ドワークス、市内中学校吹奏楽部、備
前緑陽高等学校吹奏楽部、 備前ファミ
リーオーケストラ、備前ブラスバンド
クラブ
文化スポーツ課(☎63-3813)

 ▲西中治子さん（久々井）

 ▲内宮玉江さん（浦伊部）
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八塔寺ふるさと交流まつり
　休日のひとときを昔なつかしい農村風
景の「八塔寺ふるさと村」でゆっくりと
過ごしてみませんか！

11月8日㈰ 10：00～15：00 ※小雨決行
八塔寺ふるさと村内(八塔寺ふるさと
農園、望ヶ丘キャンプ場ほか)
農産物販売・餅つき実演販売・大根の
収穫体験・竹細工・備前焼などをはじ
め、うらじゃ踊りなども披露されます。
八塔寺ふるさと交流まつり実行委員会

　（吉永総合支所管理課内　☎84-2513）

「健康は笑いから　えがおが笑顔
をつなぐ」
男女共同参画講座参加者募集！
　笑いヨガで心身ともに健康になり、明
るい家庭をつくりましょう

11月７日㈯　10：30～11：30
総合運動公園体育館サブアリーナ
万代京

きょ

央
う

子
こ

さん(笑いと癒しのネット
ワーク　代表世話人)
無料(申込不要)
市民協働課（☎64-1823）

ウィズびぜん〝虹の広場〟
　干支 申

さる

　～和紙で豆宝申を作りましょう～
12月4日㈮　10：00～12：00
ウィズびぜん
700円
20人(先着順)
ボンド、はさみ

ウィズびぜん登録団体：備前市母子
寡婦福祉連合会

11月20日㈮までに
　市民協働課（☎64-1823）へ

人権教育研修会参加者募集
(参加無料・申込不要)

　緊急時の応急処置、救急処置、ＡＥＤ
の使い方について学びます。

11月18日㈬　14：00～15：00
日生地域公民館　2階会議室
岡山県看護協会
30人程度(市内在住・在学・在勤の人)
先着順
日生地域公民館

　（☎72-1006　ＦＡＸ72-1098）

そば打ち体験
　年越しそば作りに挑戦してみませんか。

とき ところ 申込期限

① 12/5㈯ 市民
センター

11/28㈯
12：00

② 12/19㈯ 日生地域
公民館

12/12㈯
17：00

　どちらも９：30～12：00
1人 500円
20人(市内在住、在勤、在学の人)

※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。
①中央公民館

　　　（☎64-1133　ＦＡＸ64-1250）
　　②日生地域公民館
　　　（☎72-1006　ＦＡＸ72-1098）

おせち料理作り体験
　おせち料理に挑戦してみませんか。

12月12日㈯　９：30～12：00
日生地域公民館
1人 500円
20人(市内在住、在勤、在学の人)

※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。

12月5日㈯ 17：00までに、日生地域
公民館(☎72-1006  ＦＡＸ72-1098）
へ

ふれあいサロン講座受講生募集　
　第5回「正月用のお飾り作り」

12月10日㈭　９：00～12：00
いんべ会館
ペンチ、はさみ
400円(材料代)
20人(先着順)

11月2日㈪から
　いんべ会館（☎64-0890）へ

毎年11月2₅日～12月１日は
「犯罪被害者週間」です
　現代社会においては、誰もが突然、予
想しえない犯罪に巻き込まれて被害者や
遺族となるおそれがあります。地域社会
が一体となって、被害者を思いやり、支
え合う気持ちを共有し、私たちに何がで
きるかを考えていきましょう。
　岡山県警察では、犯罪に遭った人たち
を支援するため各種相談窓口を設けてい
ます。お気軽にご相談ください。
備前警察署（☎63-0110）、岡山県警
察・犯罪被害者や家族からの相談（☎
086-233-8349）、性犯罪被害相談
（☎0120-001-797）

第１回おかやまマラソンについて
　11月8日㈰、「第1回おかやまマラソ
ン」が開催され、15,000人のランナーが
岡山市内を駆け抜けます。
　大会当日は、長時間にわたり道路を使
用するため、コースおよび周辺道路にお
いて最大で７時間30分(７：45～15：15の
間)にわたる交通規制を行います。この
ため、大規模な交通渋滞が予想されます
ので、岡山市内へお出かけの際はマイ
カーの使用を控え、公共交通機関をご利
用いただくなど、「ノーマイカーデー」
にご協力いただきますようお願いします。
　また、11月７日㈯10：00～20：00、8日
㈰９：00～15：30は、岡山県総合グラウン
ド陸上競技場(シティライトスタジア
ム)前広場において、「おかやまマラソ
ンEXPO2015」を開催します。
　岡山のご当地グルメや特産品の飲食物
販ブース、県内各地域の情報発信コー
ナー、イベントステージで、岡山の魅力
を発信します。ぜひご来場ください。
※会場に駐車場はありません。
　くわしくは、大会公式ホームページ
(http://www.okayama-marathon.
pref.okayama.jp/)、または、県庁、県
民局などに備え付けのチラシをご覧くだ
さい。
おかやまマラソン実行委員会事務局
（☎086-226-7905）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　11月2日㈪～11日㈬
【市営住宅】大内･土師神根･麻宇那･
　　　　　　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)
11月14日㈯　10：00～13：00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室(桧の枝でパチンコづくり
　＆ドングリで的当て遊び)

◆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）

H27.4.1 ～H27.9.30

　
（敬称略）　

◆保育園へ　【伊部】保護者会＝パ
ラバルーンほか、【殿土井】保護
者会＝パワーポイント
◆小学校へ　【西鶴山】ＰＴＡ＝児
童図書、岡山村田製作所社員会＝
送信機ほか、　【日生西】イオンリ
テール㈱イオン赤穂店＝ギフト
カード、【日生東】イオンリテー
ル㈱イオン赤穂店＝ギフトカー
ド、【吉永】吉永ライオンズクラ
ブ＝夜行だすき、【神根】吉永ラ
イオンズクラブ＝夜行だすき、
【三国】吉永ライオンズクラブ＝
夜行だすき
◆教育委員会へ　櫻井隆司＝経口補
水液、柴部泉＝児童用図書
◆日生地域公民館へ　森下勲＝モ
ニュメント
◆地区公民館へ　【東鶴山】東鶴山
地区老人クラブ鶴寿会＝ノートパ
ソコン、【伊部】伊部自治会協議
会＝ルームエアコン
◆備前病院へ　菅原喜久雄＝ポータ
ブルトイレほか
◆吉永病院へ　㈱桂スチール＝膀胱
腎盂ビデオスコープほか、木下朔
子＝車椅子 2台
◆一般寄付　ＪＡ岡山東＝交通安全
用品ほか、トマト銀行交通安全協
力会＝横断旗ほか　

寄　附　帳

8888888

 ▲津嶌貞子さん（大内）

 ▲横山茂子さん（浦伊部）

ありがとうございました
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