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信楽焼
※展示作品は変更することがあります。

越前焼 瀬戸焼

備前焼 丹波焼

びぜんこども読書まつり 開催!
　大人気絵本作家いしかわこうじ先生を招いて、「びぜんこ
ども読書まつり」を開催します。
　先生による絵本の読み聞かせや、人気絵本シリーズでも有名
な「ペーパーわんこ」を制作するワークショップも開催します。
　本を囲んだ楽しいイベントです。ぜひお越しください。
◆と　き　12月19日㈯　10：00～（受付開始）
◆ところ　市民センター（入場無料）
※絵具などを使いますので、汚れてもよい服、
　タオルをご用意ください。
　くわしくは、お問い合わせください。

住所・氏名（保護者・お子さま）・電話番号を生涯学習課（☎64-1841）へ

　　　　　　備前市・学校法人加計学園共催
　　　「加計キッズイベントin備前」　　（申込不要・参加無料）
　備前市と包括連携協定を締結した、学校法人加計学園（岡山理科大学・倉敷芸術科学大学）の2大
学による「見て、触れて、そしてためになる」体験型のイベントを開催します。
　「水の中に出来る！？ふしぎなシャボン玉」など化学の専門家による実験ブースをはじめ、「お香づ
くり」、「オリジナル缶バッジの作成」など、5つのイベントを体験できます。

　ぜひ、誘い合わせて気軽にお越しください。
◆と　き　12月23日㈬　13：00～16：00
◆ところ　市民センター2階講座室
◆対　象　小学生以上
◆定　員　なし（時間内入退場自由）
※各ブースとも材料が無くなり次第終了
岡山理科大学入試 広報部（☎0800-888-1124）

参加チーム
募集!!

クラス チーム編成 参加費

中学校男子・女子の部

監督1人、選手６人、
補欠2人

4︐000円（1チーム）

一般男子
（1部 〘事業所・学校・陸連
　登録クラブ〕・2部〔有志〕）・
女子の部

8︐000円（1チーム）

スポーツ少年団小学生男子･
女子の部
※市内少年団員に限る

監督1人、選手5人、
補欠若干名 無料

備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会
  県下有数の歴史と伝統を誇る駅伝大会にあなたも参加してみませんか。

◆参加クラス　

◆申込期限　平成28年1月８日㈮
◆申込方法　備前市ホームページから電子申請、または、申込窓口に設置の申込書に必要事項を記

入し提出してください。申込窓口は、市体育協会事務局（８：30～17：15）、または総
合運動公園、日生運動公園、吉永Ｂ＆Ｇ海洋センターの各体育館（9：00～17：00）です。

　　　　　　なお、参加申込チームが150チームを超えた場合は、抽選となることがあります。
（同一チームは男女別3チームまでとします）

※参加料の支払いは郵便振替でお願いします。（振込手数料が必要です）
市体育協会事務局（文化スポーツ課内☎63-3813）

◆と　き　２月11日㈭　９：₃₀開会（雨天決行）※スポーツ少年団の部は₁₄：₃₀開会

◆ところ　総合運動公園　多目的競技場および周辺

備前焼ミュージアム 
企画展
｢日本六古窯若手作家の今｣
　日本六古窯である越前焼、瀬戸焼、常滑焼、信楽焼、
丹波焼、備前焼。各産地の若手作家の作品を一堂に展示
します。この機会に日本六古窯の今を感じてください。
【展示作品】越前焼、瀬戸焼、常滑焼、信楽焼、
　　　　　　丹波焼、備前焼（出品作品　約60点）
◆と　き　12月８日㈫～1月11日㈪
　　　　　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◆ところ　備前焼ミュージアム
◆休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）、

年末年始（12/29～1/3）
◆入館料　大人500円、高校生・大学生300円、

中学生以下無料
備前焼ミュージアム（☎64-1400）

競技役員ボランティア募集！！
　備前市えびす駅伝競走大会は、毎年200人程度の
競技役員（中継所審判員、監察員ほか）が必要です。
　ボランティアでご協力いただける人は１月８日㈮
までに市体育協会事務局へご連絡ください。

常滑焼
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Honor栄誉 平成27年秋の叙勲が11月３日付けで発表されました

　元備前市議会議員の川淵正行さんが、長年
の地方自治功労に対し旭日双光章を受章され
ました。川淵さんは、平成７年に日生町議会
議員に初当選。日生町議を3期、備前市議を
2期務め、任期中、市監査委員や市議会副議
長を歴任するなど、平成26年までの5期にわ
たり、日生町議会および備前市議会議員とし
て、本市発展に貢献されました。
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　元㈳岡山県手をつなぐ育成会副会長の太田律子
さんが、長年の社会福祉功労に対し旭日単光章を
受章されました。太田さんは、昭和51年に備前市
手をつなぐ親の会を立ち上げ、その後、現在の東
備支援学校の誘致活動やひだすき作業所の設立に
も尽力されました。また、平成15年から６年間、
県手をつなぐ育成会の副会長を務めるなど、社会
福祉の発展向上に貢献されました。

　伝統工芸業務功労として、陶磁器（備前焼）製
造業従事者の木村宏造さんが、瑞宝単光章を受章
されました。備前焼の窯元に生まれた木村さん
は、昭和39年に大学卒業後、父親の指導を受けな
がら本格的にロクロ技術を習得しました。花入や
壷を得意とし、土味を生かした作品作りが特徴です。
　平成23年に岡山県備前焼陶友会理事長に就任。
同年、伝統工芸士に認定されました。
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個人番号カードと住民基本台帳カードについて
  個人番号カードと住民基本台帳カードの発行・利用期間  
・平成27年12月末で、住民基本台帳カードの発行・交付が終了します。
・平成27年12月末までに交付された住民基本台帳カードは、有効期間まで有効で
す。
・住民基本台帳カードをお持ちの人が個人番号カードを取得した場合は、その時
点で、住民基本台帳カードは廃止・回収することになります。

マイナンバー制度開始に伴う住民基本台帳カードの交付と電子証明書の発行・
更新の終了について
 住民基本台帳カードをご利用の皆さんへ 
・マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カード（住基カード）の交付および
住基カードに格納する電子証明書の発行・更新は平成27年12月22日で終了します。 
・すでに住基カードと住基カードを利用した電子証明書をお持ちの人は、有効期
限までは利用することができます。 
※平成28年１月以降、住基カードを利用した電子証明書の有効期限が満了した場
合、住基カードの有効期限内であっても電子証明書の更新はできません。

・平成28年1月からは、電子証明書をあらかじめ搭載した個人番号カードの交付
が始まります。 
 
 住基カードと住基カードを利用した電子証明書の発行・更新手続きの終了日時 
〇住基カード
・即日発行の人は、平成27年12月28日㈪まで。 
・即日発行できない人は、平成27年12月22日㈫までに申請手続きをしてください。
（電子証明書の発行も希望する場合は、12月22日までに手続きをしてください）
〇電子証明書
・平成27年12月22日㈫の17：00まで。 
【注意】郵送された照会書（回答書）持参で住基カードの交付を受ける場合も
　　　　平成27年12月28日㈪までとなります。
 
 電子証明書の更新について 　（確定申告で電子証明書を利用する人へ）
　平成28年1月からは、個人番号カードと新しい電子証明書の交付が始まります
が、制度上、即日交付ができません。
　また、交付開始当初は個人番号カード交付の申請が集中することが予想される
ため、個人番号カードおよびそこに格納される電子証明書の発行が確定申告時期
に間に合わない可能性があります。
　確定申告時期に電子証明書の有効期限が切れる人で、平成27年分の確定申告
を、電子証明書を利用して行う予定の人は、平成27年12月22日までに、住基カー
ドを利用した電子証明書の発行・更新の手続きを完了していただくことをおすす
めします。

　なお、電子証明書の更新手続きは、3か月前から行うことができます。
更新手続きには、住基カード、顔写真付きの公的な本人確認書類（顔写真付きの
住基カードをお持ちの人は必要ありません）、発行手数料（500円）が必要になり
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市民窓口課（☎64-1818）

まちづくりの提案を募集します！
　「備前市まちづくり基本条例」に基づき、地域の課題について、市民の皆さんと市がそれぞ
れ持っている力を出し合い、一緒に取り組んでいくため、協働事業の提案を募集します。
◆提案できる団体　
　公益的な活動を行う市内の団体（自治会、NPO法人など）
◆提案できる事業
福祉、まちづくり、環境、その他の分野に係る地域の身近な課題を解決しようとするもので、
協働事業として実施することが適切と認められる事業。
◆募集期間　12月14日㈪～平成28年1月29日㈮
◆事業の実施　平成28年度（単年度）
①市で事業を直接実施する場合は、必要な経費を予算措置のうえ実施します。
②団体などが事業を実施する場合は、対象の事業費に対して市が補助します。※対象事業費
の2/3以内で20万円を限度とします。

◆提案の決定
　事業内容についてのヒアリングなどを経て、実施の可否を決定します。
※市の政策に市民の皆さんの意見を反映させるため、政策提案も随時募集しています。
※くわしくは、お問い合わせください。
市民協働課市民協働係（☎64-1806）

　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）

　　平成27年４月～10月収入累計額

　　平成27年10月収入額

おかげさまで平成27年分のご寄附が８億円を超えました！

寄 附 の 使 途 寄 附 金 額
将来を担う人材が育つまち 57︐052︐001
安全に安心して暮らせるまち 18︐415︐000
快適な生活が送れるまち 10︐320︐000
計画実現を推進するまち 2︐720︐000
指定なし 31︐250︐000

総 　 　 　 額 119,757,001

新成人の皆さん、
お誘い合わせて、
ぜひご参加ください。

◆と　　き　平成28年１月10日㈰　
　　　　　　受付９：30～　
　　　　　　式典10：00～
◆と こ ろ　市民センター　ホール

平成28年 備前市成人式

　12月中旬に、成人式の案内状を、新成人
の対象となる人に送ります。式典には、案
内状を持って出席してください。
　なお、現在住民票を市外に移している人には、案内状が
送付されませんので、当日、会場の『市外受付』で受付を
行い、出席してください。また、案内状が届かない場合は、
生涯学習課までご連絡ください。

◆対 象 者　平成７年4月2日から平成８年4月1日生ま
れで、備前市に住民票（11月末現在）がある
人または備前市出身の人

◆式　　典　新成人への激励の言葉、記念品の贈呈など
◆式後行事　記念写真撮影など　　

≪お願い≫
①花束、祝電など（新成人全員を対象とするものは除く）
の受付は行いません。会場への配達はご遠慮ください。
②当日は、公共交通機関の利用や乗り合わせに、ご協力を
お願いします。
③出席できなかった人は、1月29日㈮までに教育委員会生
涯学習課までおいでください。記念品をお渡しします。
生涯学習課生涯学習係（☎64-1841）



斎　　場 年末年始の業務日

備 前 斎 場
日 生 斎 場

 年末   12月31日㈭まで
 年始   1月3日㈰までに受付したものを4日㈪から執行
※市外は1月4日㈪から受付〔執行は1月5日㈫から〕

和 気 火 葬 場  年末   12月31日㈭まで〔30日㈬は休業〕
 年始   1月4日㈪から執行

業　　者 年末年始の業務日

備　前
㈲カナカエコシステム　　　(☎64-2749)  年末   12月25日㈮まで　※申し込み22日㈫まで　　　 年始   1月4日㈪から

㈱備前浄化槽管理センター　（☎66-7612)  年末   12月28日㈪まで　※申し込み22日㈫まで　　　 年始   1月4日㈪から

日　生 ㈲日生環境　　　　　　　　（☎74-0314)  年末   12月25日㈮まで　※申し込み18日㈮まで　　　 年始   1月4日㈪から

吉　永 和気環境サービス　　　　　(☎93-0473)  年末   12月28日㈪まで　※申し込み10日㈭まで　　　 年始   1月4日㈪から

内　容 年末年始の業務日

備前
吉永

収集  年末   12月29日㈫まで　　 年始   1月4日㈪から

ごみの持ち込み
受付（☎62-0894）  年末   12月28日㈪まで　　 年始   1月4日㈪から

日生
収集  年末   12月29日㈫まで　　 年始   1月5日㈫から

ごみの持込み  年末   12月28日㈪午前11時30分まで
 年始   1月4日㈪から

備前
日生
吉永

粗大ごみの収集
受付（☎62-9530）

年内の収集をご希望の人は12月18日㈮までに申込みを
してください。
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 年末   は12月28日㈪まで、 年始   は1月4日㈪
から通常どおり業務を行います。

※月初めに収集の備前地域にお住まいの人で、年始の収集開始前に汲み取りが必要な場合は、担当業者へ直接連絡してください。

※配布済の日程表を参考にしてください。

12月は市税等滞納一掃強化月間
　市では、12月を市税等滞納一掃強化月間として滞納対策に取り組み
ます。督促状・催告書が届いている人で、まだ納付されていない人は
市役所・金融機関で至急納付してください。納付も連絡もない場合に
は、財産調査を行い、法律に基づく処分や手続きを行うことになりま
す。

岡山県市町村合同公売会開催！

　差押え物件の公売会を岡山県下の自治体合同で開催します。公売会
では、お求めのものが安く手に入るかもしれません。皆さんのご参加
をお待ちしています。

◆と　き　12月13日㈰　9：00開場
　　　　　入札：第1回　10：30　　第2回　11：20　　第3回　12：10
◆ところ　瀬戸内市保健福祉センター「ゆめトピア長船」
　　　　　（瀬戸内市長船町土師277-4）
◆出品数　約200点（家電製品・日用品・嗜

し
好
こう
品
ひん
・宝石・軽自動車など）

◆持参物　①購入代金、②本人確認証（免許証、保険証など）、③印
鑑（認印可、法人の場合は代表印）、④代理人の場合は委
任状

収納推進課（☎64-1814）　

平成27年度 備前市産業功労者表彰
　20年以上同一職場に勤務し、市民の模範となる人に備前市産
業功労者の市長表彰が授与されました。　　※敬称略・順不同

森本隆史（一本松商事㈱）、森下正彦（㈱小野田廻漕店）、小家
孝敏、森田裕次、谷井健（クラレケミカル㈱）、安良田展久（黒
崎播磨セラコーポ㈱備前製造所）、小坂和彦（興亜耐火工業㈱）、
坂本寿子、土井茂樹、安東常男、木庭稔明（品川リフラクトリー
ズ㈱西日本工場）、大玉稔（大鵬薬品工業㈱岡山工場）、寺坂信
行、寺坂栄一（㈱タック）、濱野文賢（丹羽汽船㈱）、藤原靖之
（帝国窯業㈱）、山田静子（東備印刷㈱）、魚森浩（㈱フジックス）、
近江真樹（㈲ヨーザイ）、青山正明（㈱ヨータイ日生工場）、武
元延泰、橘友之（㈱ヨータイ吉永工場）、髙橋恵（㈱ラインズ
オカヤマ）　　　　　　 まち営業課まち商工係（☎64-2228）

   備前市美術展覧会入賞者　

　5部門に323点の応募がありました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※敬称略
　（市：市長賞、議：議長賞、教：教育長賞、会：会長賞、優：優秀賞、佳：佳作）
◆工　芸　市森本勇、議吉田ひろこ、教毛利素子、会鞘野恵滋、優浅野健治、柏賢次、

佳岡田美佐子、 加和枝、馬場克子、山本晴恵
◆日本画　市中村徹之輔、議寺見房子、教瀧川八代維、会山本正子、

優大 安次郎、山根みち子、佳竹本秀之助、中西信惠、中村靜輝、橋本和子、
湊美惠子、山下智惠子、米田豊子

◆書　道　市小林保江、議森中初花、教草加梨紗子、会大森照代、優木元都、三村勝子、
佳小坂輝子、小松原照子、森壽子、山形芳子、吉村範子

◆洋　画　市草加明良、議松原洋子、教近馬秀嘉、会湊美惠子、優長井力、山本雅則、
佳川口真実、二貝泉音

◆写　真　市三原和子、議三原一秀、教奥信義、会有元喜弘、優片岡紀久子、石坂勝治、
佳山口義寛、水野三生、長江裕子、清水史雄、山下好子

水道管の漏水･凍結に注意を!
　

漏水チェックはメーターで
　気付かない場所で漏水していることがあります。
　自宅内の漏水の調べ方として、家庭内の蛇口を全部閉めて水道
メーターを確認してください。
　メーターの表示盤に付いているパイロット（図を参照）が回っていたら漏水の
可能性がありますのでご相談ください。 上下水道課お客様センター（☎66-9791）

凍結防止対策
　気温がマイナス4度以下になると、水道管が凍ったり、破裂したりすることが
あります。
　特に、水道管が露出した屋外で風当たりの強いところにある場合は、露出して
いる水道管や蛇口に保温材や布を巻き、その上からビニールテープなどを巻いて
保温してください。  
◆凍って水が出ないとき　自然にとけるのを待つか、凍った部分にタオルを被
せ、ぬるま湯をゆっくりかけてとかしてください。（熱湯をかけると破裂する
ことがあります） 
◆水道管が破裂したとき　メーターボックス （量水器の箱） 内の止水栓を閉め、
修理を業者に依頼してください。

水道管の修理は指定業者へ
　自宅内の水道管の修理は、市が認定した最寄りの指定給水装置工事事業者また
は東備水道管工事協同組合（☎66-8941）へ依頼してください。また、道路（公道）
での漏水は、上下水道課（☎66-9793）へご連絡ください。

年末・年始の業務
市役所・各総合支所・各出張所

し尿の収集

ごみの収集

火葬の執行

⎫
｜
⎬
｜
⎭

市民センター（☎64-1133）
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 ▲久重壽美子さん（鶴海）

 ▲小野　博さん（鶴海）
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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。
12月9日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟2階
「病床機能と役割」
備前病院 出崎相談員
無料
備前病院（☎64-3385）

介護者の会
　昼食を食べながらゆっくり語り合い、
様々な情報交換をすることで、参加者の
交流を深めたいと思います。
　どうぞお気軽にご参加ください。
※お弁当の準備のため、12月10日㈭まで
に下記の最寄りの連絡先までお申し込
みください。
12月17日㈭　11：30～13：00
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、介護に不安や悩みのある人
500円程度（弁当代）
12月10日㈭までに、

　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）へ

サロン活動研修会
　地域で高齢者の集いやサロン活動に携
わっている人を対象に、研修会を開催し
ます。
　この研修会では、集いやサロンで生か
せる介護予防体操を中心に実践指導を行
います。
12月11日㈮　13：30～16：00
リフレセンターびぜん 体育室
介護予防体操
㈱アール・ケア  

　理学療法士  廣畑淑郎先生
地域で高齢者の集いやサロン活動に携
わっている人
無料
上履き、お茶など水分補給ができるも
の
※動きやすい服装でお越しください。

12月4日㈮までに、
　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）へ

弱視等治療用眼鏡等購入費助成

・市内在住で満9歳から満15歳に達する
日以降3月31日までの人（9歳未満は、
保険適応）
・医師の指導のもとに弱視または斜視の
治療用眼鏡などを購入した人
・買い替えの場合は、前回購入日から2
年経過している人
・申請日において世帯員に市税の滞納が
ない人

購入金額の10分の７（3万円を
上限）

代金支払いが終了した日の属す
る年度内
医師が発行する処方せん、購入した
眼鏡などの領収書、医師による指示書
（必要な場合のみ）、印鑑、通帳
子育て支援課（☎64-1853）

第 ₅₃ 回市民文化講座
「薇山の娘白岩艶子の手紙
 ―故守時桂太氏の遺品から―」
　開催中の企画展「閑谷を愛した人々」
（1月31日まで）に展示している西薇山
の娘、艶子の手紙から、薇山の知られざ
る部分を学びます。
12月６日㈰　13：30～15：00
加子浦歴史文化館　資料館和室・企画
展室
200円（入館料）
加子浦歴史文化館（☎72-9026）

【日本遺産魅力発信推進事業】
企画展

「日本で遺産なすごいトコ！
　―備前市 5 つの構成文化財―」

（入館無料）　
　2015年度、備前市・水戸市・足利市・
日田市の文化財が「近世日本の教育遺産
群　―学ぶ心・礼節の本源―」として、
そのストーリーが日本遺産に認定されま
した。
　本展では、備前市にある5つの構成文
化財を紹介します。
12月18日㈮～1月24日㈰

　9：00～16：30
歴史民俗資料館
月曜日、 祝日の翌日（12/24、1/12）、
年末年始（12/29～1/3）
歴史民俗資料館（☎64-4428）

市営墓地使用者募集

【恵下墓地】　　 3区画
【宿小池墓地】　 3区画
【寒河墓園】　　 2区画
【中日生墓園】　 3区画

　備前市に本籍または、住所を有する人
※ただし、申し込みは1世帯あたり1区
画まで

12月1日㈫～16日㈬17：00まで
（土・日は除く）
※【輿七郎谷霊苑】
　16区画は随時受付中

所定の申込用紙で申し込みくだ
さい。1区画に申込者が2人以上の場
合は抽選により決定します。
環境課（☎64-1821）

　 管理課（☎72-1104）
　 管理課（☎84-2513）

男女共同参画講座
「初めてでも大丈夫　パパッと
らくらく美味しいごはん」
超初心者大募集！
　肉じゃがを作ったらコロッケもでき
ちゃった！！副菜、お汁も作ります。
12月16日㈬　10：00～13：00
三石公民館調理室
丸上始企子さん（管理栄養士）
500円（材料代）
エプロン、三角巾、ふきん
12人（先着順）
市内在住・在勤の人
12月9日㈬までに、市民協働課（☎

64-1823　FAX64-3845）へ

虹の広場
　バラのキャンドル作り　
～ウエディングキャンドルの残りを
　利用して～
1月８日㈮　10：00～11：30
ウィズびぜん
100円
10人（先着順）
ウィズびぜん登録団体：

　　エコロジー東備
12月25日㈮までに

　　市民協働課（☎64-1823）へ
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 ▲小橋秀子さん（香登本）
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新春将棋・囲碁大会
いんべ会館

第₁₆回将棋大会
1月9日㈯　9：30～（受付9：00～）

1月5日㈫

第₁₆回囲碁大会
1月17日㈰　9：30～（受付9：00～）

1月12日㈫
各1︐500円（昼食代等含む）
いんべ会館（☎64-0890）

親の代理見合い
交流会
　親同士で交流し、「仲人役」となって
お子さんの結婚の「きっかけ作り」をし
てみませんか。
1月26日㈫　13：30～16：30（受付13：00～）
ゆめトピア長船（瀬戸内市長船町土師
277-4）

　
・45歳くらいまでの独身男性のお子さん
を持つご両親などで、本人または親の
住所が備前市、瀬戸内市、赤磐市、和
気町の人
・独身女性のお子さんを持つご両親など
（お子さんの年齢・住所は問いません）

100組（男女各50組）
※締切日前でも定員になり次第締め切り
ます。
参加者1人当たり1︐500円（飲食代含む）
親御さん向けセミナー（10分程度）の
後、親同士で交流。お子さんの結婚に
関する悩みや相談ごとなど、プロのカ
ウンセラーに相談できるコーナーも無
料設置しています。
1月12日㈫までに、フィオーレ岡山支
店へ電話・ＦＡＸでお申し込みください。
フィオーレ岡山店（☎086-232-5058

　FAX086-232-5158)、
　市民協働課 (☎64-1823)

英会話教室（初級者コース）受講
生募集（計６回）
　中学校の外国人講師による初歩的な英
会話教室です。
平成28年1月21日～2月25日

　毎週木曜日　19：00～20：30
日生地域公民館
3︐000円
15人（市内在住・在学・在勤の人で、
初歩的な日常英会話を学びたい人）
12月1日㈫から1月15日㈮17時ま

でに、日生地域公民館（☎72-1006　
FAX72-1098）まで
※定員に達し次第締め切り　

健康カレンダーをご活用ください！
　「健康ナビカレンダー（2016年版）」を、
本庁・総合支所・出張所および各公民館
窓口に備えていますので、ご活用ください。
保健課保険医療係（☎64-1819）

建物を壊したら、すぐ届出を
　すでに取り壊して、なくなっている建
物はありませんか？
　建物を取り壊しても届出をせずそのま
まにしておくと、いつまでも税金がかか
ります。
　取り壊した建物がありましたら、税務
課までご連絡ください。
税務課資産税係（☎64-1816）

蜜蜂飼育者の届出制度について
　養蜂振興法第3条第1項の規定によ
り、養蜂業者だけでなく趣味で蜜蜂を飼
育している人も「蜜蜂飼育届」の提出が
義務づけられています。
　ただし、届出の除外規定が定められて
いますので、くわしくは岡山県畜産課の
ホームページ、または、備前県民局へお
問い合わせください。

毎年1月下旬
届出者の住所、氏名、電話番号、

飼育場所（地番まで記入）、飼育予定
蜂群数など
※蜜蜂飼育届を提出しない、または虚偽
の届出をしたときは、10万円以下の過
料に処されることがあります。

備前県民局農畜産物生産課畜産班
　（☎086-233-9828　ＦＡＸ086-234-9064）

岡山県最低賃金
　岡山県最低賃金が平成27年10月2日か
ら改定されました。

735円
岡山労働局賃金室（☎086-225-2014）

交通遺児等育成資金貸付・
重度後遺障害者介護料支給
のご案内

【交通遺児等育成資金貸付】
　自動車事故により死亡した人、または
重度の後遺障がいになった人の子ども
（０歳から中学生まで）に対して、「無利
子」の育成資金を貸し付けしています。

子どもを扶養している保護者
子ども1人につき

・はじめに一時金  ………… 155︐000円
・貸付期間中、毎月 ………… 20︐000円
・中学校入学時に入学支度金  44︐000円

貸付が決定した月から中学校卒
業の月まで

貸付期間終了後、６か月または
1年据え置いてから、月賦などによる
20年以内の均等払いで返還。
　　ただし、高校、大学などへ進学した
場合、在学中は返還猶予。

【重度後遺障害者介護料支給】
　自動車事故によって頭部、脊髄または
胸腹部臓器に損傷を受け、重度の後遺障
がいを遺し、常時、または随時介護を要
する人へ介護料を支給しています。

自賠責認定通知書が1級1
号・2号、または2級1号・2号の人
（平成14年3月31日以前については、
1級3号・4号、または2級3号・4
号の人）、およびこれと同等であると
機構が判断した人

受給資格者の法定代理人または扶
養している人

月額29︐290円～136︐880円の範囲
で症状に応じて支給

申請書類を受理した月から介護
料を支給する事由が消滅した月まで
独立行政法人自動車事故対策機構岡山
支所（岡山市北区青江1-22-33 ☎086-
232-7053）

ヘルスパひなせ温水プール休止に
伴う久々井温水プールへの
送迎バスの運行について
　「ヘルスパひなせ温水プール」を利用
していた教室生、会員を対象に、期間限
定（平成28年3月末まで）で久々井温水
プールへの無料送迎バスの運行を開始し
ました。
　また、「ヘルスパひなせ温水プール」
を利用していなかった人についても、
久々井温水プールを利用する人で、バス
の運行ルート上にあり、かつ、定員内で
あれば利用することができます。
　利用を希望する人は、1週間前まで
（休日を除く）に文化スポーツ課へお申
し込みください。
※くわしくは市ホームページをご覧いた
だくか、下記までお問い合わせくださ
い。
文化スポーツ課（☎63-3813）

国際テロリスト撲滅にご協力を！
　平成28年は、倉敷市で伊勢志摩サミッ
ト関連の教育大臣会合が開催されます。
　こうした国際会議は、テロの標的にな
りやすく、海外では爆弾テロにより何の
罪も無い人々がたくさん亡くなっていま
す。
　警察では、卑劣なテロ行為を起こさせ
ないため、
⃝国内にテロリストを入れない水際対策
⃝ライフラインの警戒警備
⃝爆発物原料などを扱う事業者への対策
　を推進しています。
　皆さんのご理解とご協力をお願いしま
す。
備前警察署（☎63-0110）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　12月1日㈫～9日㈬
【市営住宅】大内・福田・土師神根
　　　　　　三股
【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）

8888888

今月のイベント

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　  
（畠田20-1）

₁₂月₁₂日㈯　10：00～13：00　※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室（クリスマスリースづくり）

◆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）
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