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平成28年

月号月号
◆４月中の異動状況
・出生 11人 ・死亡 39人
・転入111人 ・転出249人

世帯数　15,805　 （－120世帯）
　男　　17,281人（－98人）
　女　　18,764人（－68人）
総人口　36,045人（－166人）

人口の動き
※４月30日現在
（　）内は前月比

66  

　平成25年度から実施してきた「備前まなび塾」が、今年度から事業を拡大して新たに「備前ま
なび塾＋（プラス）」として実施され、５月７日㈯、【土曜日・長期休業講座】の市内11教室の内、
伊部教室で開講式と第１回目の講座が行われました。
　「備前まなび塾＋（プラス）」は、【土曜日・長期休業講座】では市内11カ所の公民館で、タブレッ
トを活用した反復学習などを行うほか、月１回程度全教室で岡山大学留学生などを支援者に英語
体験が開催されます。
　また、月１回程度日曜日・休日には、水辺の生き物観察や科学実験体験などの野外体験活動や、
年に１回、包括連携大学の留学生等を講師に、青少年教育センター閑谷学校等で英語だけを使用
した生活体験活動（イングリッシュキャンプ）が開催されます。

備前まなび塾＋（プラス）開講

　熊本地震に伴う被災者支援のため、東備消防組合や備前市から
職員が派遣されました。
　東備消防組合の隊員は、熊本県益城町で倒れた建物に被災者が
取り残されてないかを探す捜索活動を行いました。また、市から
の支援職員は、益城町総合運動公園のテント村で、南海トラフ災
害対応プラットフォーム連携自治体と共に支援活動を行っていま
す。

●義援金について
　市では、熊本地震により被災された皆さまへの義援金を受け付けています。
◆受　　付　６月30日㈭まで
◆受付場所　介護福祉課、福祉事務所、日生・吉永総合支所、備前・日生・吉永病院
※領収書が必要な人は、各窓口へ申し出てください。
■社会福祉課（☎64-1827）
 
●ふるさと納税で災害支援
　市では、熊本地震による被災地を緊急支援するため、熊本県への災害支援寄附（ふるさと納税）の受入を行っています。備
前市へいただいた寄附は、備前市から熊本県に送付します。
　支援金はふるさと寄附課またはクレジットカードでの受け付けとなります。なお、災害支援を目的とした緊急支援のため、
特典の進呈はありません。
※ふるさと納税を受けた自治体には、寄附金採納証明書の発行などの事務および事務経費の負担が発生しますが、この制度を
活用すれば、経費は備前市負担とし、少しでも被災地の事務負担をなくして全国の皆さまの善意をお届けすることができます。
■ふるさと寄附課（☎64-1805）

熊本地震　被災地支援

　５月11日㈬、岡山大学大学院教育学研究科　笠井俊信准教授、㈱ベネッセコーポレーションと教育振興、
人材育成を目的に教育のまちづくりに関する協定を締結しました。
　一人一台のタブレット端末が整備された教育環境を有効活用するため、情報教育分野で多数の研究成果を
持つ岡山大学大学院教育学研究科　笠井准教授、県内に本社を置き、教育分野において総合的なノウハウを
有する㈱ベネッセコーポレーションとの産学官連携により研究知見やノウハウを結集し学力向上に効率的か
つ独創的な解決を期待したものです。
　調印式で𠮷村市長は「経済的格差に左右されない独自教材を提供することにより、基礎学力の向上を目指
したい」、岡山大学大学院教育学研究科　笠井准教授は、「一人一台用意されている環境を生かし、成果を出
したい」、㈱ベネッセコーポレーション初等中等教育事業本部　春名本部長は、「個々の学力に応じたコンテ
ンツを提供していきたい」と挨拶しました。

岡山大学大学院、ベネッセと
教育振興に関する産学官連携協定を締結

【左から、笠井准教授、𠮷村市長、春名本部長】
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特定健康診査・特定保健指導を受診しましょう
～びぜん健診（特定健診）　今年も健診に行こう～

がん検診 ６月から
検診が始まります

約10,000円の健診が、1,000円で！ 　年に１度は検診を受け、自分のからだをチェックし
ましょう。
・愛育委員が各世帯に「備前市検診ガイド」を配布し
ます。
・「備前市検診ガイド」には、１年間の検診日程と受診
票が綴られていますので大切に保管してください。
●無料検診（クーポン券）送付のお知らせ
　対象の人には、案内と無料検診受診票（クーポン
券）を通知しています。市が実施する検診が無料で
受診できます。この機会にぜひ検診を受けて自分の
健康管理に役立てましょう。
◆今年度も大腸がん検診の個別検診を実施します
　　大腸がん検診が備前市・瀬戸内市内の協力医療機
関でも受診できます。検診希望者は愛育委員から
配布される容器をご利用ください。集団検診でも
個別検診でも同じ容器を使用します。（ただし、検
診料金は集団検診と異なります）

　　協力医療機関などについての詳細は、検診ガイド
をご覧ください。

●乳がん（視触診）検診とマンモグラフィ検診の同日
実施をします
　９月10日㈯、備前病院（午前）、日生病院（午後）
において、同日に視触診とマンモグラフィ検診が受
診できます。（予約制、定員各会場100人）
　申し込み方法など詳細は広報びぜん８月号にてお
知らせします。
●済生丸検診（鴻島、大多府島）
　日程、検診内容などは愛育委員から配布される「済
生丸検診のご案内」を必ずご確認ください。

※今年度は、肺がん、大腸がん、胃がん検診が同時に
受診できる３セット検診を６会場で実施します。ぜ
ひ受けてください。　　　　　　　
■保健課健康係（☎64-1820）

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）およびその予備群の発見、心臓病、脳卒中などの
危険因子を判定する効果的な検査を実施します。特定健康診査で身体の総点検を行い、ご自分の健
康状態を把握して “病気にならない” よう健康管理に努めましょう。
◆対 象 者　40歳以上75歳未満の備前市国民健康保険加入者（後期高齢者医療制度加入者には、別

途案内します）
※健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合などへの加入者には、それぞれの保険者
から案内があります。

◆受付期間　６月１日㈬～10月31日㈪まで
◆受診方法　５月下旬に送付している「受診券」と「保険証」を持参して受付期間中に指定された

医療機関で受診してください。（事前に受診券裏面の質問票の記入をお願いします。
また、予約の必要な医療機関がありますので確認ください）

※窓口での自己負担額1,000円（「眼底検査」を実施した場合、別途200円) が必要です。
※健診結果は、後日送付します。

　特定健診の結果から生活習慣の改善が必要と判断された人には、健診結果と併せて「特定保健指
導」のご案内を送付しますので、ぜひ保健指導を受けてください。

〈備前市国民健康保険加入者限定〉
～市が実施する特定健康診査や
人間ドックを受診せず、他の
健診を受診される皆さんへ～

　健診結果と質問票をご提供く
ださい。健診項目が合致すれば、
粗品（ハンディーアイロン＆ス
チーマー）をプレゼントします。
　くわしくは、お問い合わせく
ださい。
■保健課保険医療係
　（☎64-1819）

●健診の項目〈太字は備前市国保独自の追加項目です〉

特定健康診査

特定保健指導

尿検査
心電図検査

身体診察

脂質検査

肝機能検査
血糖検査
腎機能検査
貧血検査
その他の検査

GOT／GPT／γ-GTP
ヘモグロビンA1c
血清クレアチニン
ヘマトクリット／血色素／赤血球
白血球／血小板／尿酸
糖／たん白
心電図

血 

液 

検 

査

中性脂肪／HDLコレステロール
LDLコレステロール／総コレステロール

問診／視診／聴打診／触診
身長・体重・腹囲・ＢＭＩ測定／血圧測定

10ポイント■
対
象
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業
と
気
に
な
る
ポ
イ
ン
ト
数

■ポイント交換賞品（集めたポイントは、10ポイントから交換できます）

特定健康診査、国保人間ドックを受診
がん検診を受診・健康教室や栄養教室などに参加・こども応
援フェスタ、市民ふれあい福祉まつり、市民スポーツフェス
ティバルに参加・ふれあいマラソン大会に出場
乳幼児健診の受診・認知症予防講演会に参加・認知症サポー
ター養成講座や子育て講座を受講・自立支援協議会行事に参
加・ふれあいマラソン大会に応援者として参加
おとなの場合➡地域のボランティア活動などに参加したり近
　　　　　　　所の人とウオーキングをするなど運動したこ
　　　　　　　とでポイント
こどもの場合➡スポーツ少年団で活動したり家族でサイクリ
　　　　　　　ングなど身体を動かしたことでポイント
※どちらも２人以上で30分以上の活動や運動が必要です

※その場でカードにスタンプを押してもらう場合と、スタンプの代わりの補助カードをお渡
　しする場合があります。
※おとなカードは年間で最大50ポイント、こどもカードは年間で最大30ポイント貯まります。

５ポイント

３ポイント

スペシャルポイント
おとな…
　１回２ポイント
　（最大10ポイント）
こども…
　１回３ポイント
　（最大15ポイント）

10ポイント
20ポイント
30ポイント 万歩計

50ポイント

指定ゴミ袋などの日
用品・栄養ドリンク

図書カード・温水プール等体育施設利用券
※ポイント数によって金額や回数が異な
　ります

備前市ふるさと納税特典１ポイント分の品・円座クッション・
体組成計体重計・血圧計・非接触体温計・レッグマッサージャー・
ボディバランスクッション

充
実
し
た
内
容
で 
お
得
な
健
診
で
す
！！

Bポイント制度が 
6月1日㈬からスタートします！

子どもから高齢者まで全市民が対象！子どもから高齢者まで全市民が対象！

◆申請開始　６月１日㈬から
◆申請場所　保健課・介護福祉課・福祉事務所・各総合支所
◆申請方法　カードは、ひとりにつき１枚！市民の人がすべて対象になります。

上記窓口に置いてある申請用紙へ記入。その
場でカードを受けとることができます。

市ホームページから住所・氏名・年齢・性別
を入力。場所や時間に関係なくいつでも申請ができ
るのでおススメ!!（カードは自宅に郵送します。）

※家族分まとめて申請することもできます！

■保健課（☎64-1820）

ポイント対象活動に取り組んでポイントをゲット！
さらに、そのポイントは、特典賞品と交換できます！

①申請をしてカードを受け取る

②いろいろな事業に参加して
　カードにポイントを貯める

③貯めたポイントは豪華特典と交換
窓口申請

電子申請

※ポイントの交換開始は、来年の 2月以降の受付を予定しています。
※ポイント交換賞品は、変更となる場合があります。

目指そう！！ 心身ともに健康で暮らせるまちづくり！！
増やそう！！ ボランティア活動などに積極的に参加する人たち！

このマークに
注目！！

Bポイント
対象事業

Bポイント
対象事業

広報びぜんに掲載する
ポイント対象事業には、
このBポイントマーク
がついているよ♪

１ポイント
約100円！

健診の受診や事業へ
参加することでポイ
ントがもらえます！
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特定健康診査・特定保健指導を受診しましょう
～びぜん健診（特定健診）　今年も健診に行こう～

がん検診 ６月から
検診が始まります

約10,000円の健診が、1,000円で！ 　年に１度は検診を受け、自分のからだをチェックし
ましょう。
・愛育委員が各世帯に「備前市検診ガイド」を配布し
ます。
・「備前市検診ガイド」には、１年間の検診日程と受診
票が綴られていますので大切に保管してください。
●無料検診（クーポン券）送付のお知らせ
　対象の人には、案内と無料検診受診票（クーポン
券）を通知しています。市が実施する検診が無料で
受診できます。この機会にぜひ検診を受けて自分の
健康管理に役立てましょう。
◆今年度も大腸がん検診の個別検診を実施します
　　大腸がん検診が備前市・瀬戸内市内の協力医療機
関でも受診できます。検診希望者は愛育委員から
配布される容器をご利用ください。集団検診でも
個別検診でも同じ容器を使用します。（ただし、検
診料金は集団検診と異なります）

　　協力医療機関などについての詳細は、検診ガイド
をご覧ください。

●乳がん（視触診）検診とマンモグラフィ検診の同日
実施をします
　９月10日㈯、備前病院（午前）、日生病院（午後）
において、同日に視触診とマンモグラフィ検診が受
診できます。（予約制、定員各会場100人）
　申し込み方法など詳細は広報びぜん８月号にてお
知らせします。
●済生丸検診（鴻島、大多府島）
　日程、検診内容などは愛育委員から配布される「済
生丸検診のご案内」を必ずご確認ください。

※今年度は、肺がん、大腸がん、胃がん検診が同時に
受診できる３セット検診を６会場で実施します。ぜ
ひ受けてください。　　　　　　　
■保健課健康係（☎64-1820）

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）およびその予備群の発見、心臓病、脳卒中などの
危険因子を判定する効果的な検査を実施します。特定健康診査で身体の総点検を行い、ご自分の健
康状態を把握して “病気にならない” よう健康管理に努めましょう。
◆対 象 者　40歳以上75歳未満の備前市国民健康保険加入者（後期高齢者医療制度加入者には、別

途案内します）
※健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合などへの加入者には、それぞれの保険者
から案内があります。

◆受付期間　６月１日㈬～10月31日㈪まで
◆受診方法　５月下旬に送付している「受診券」と「保険証」を持参して受付期間中に指定された

医療機関で受診してください。（事前に受診券裏面の質問票の記入をお願いします。
また、予約の必要な医療機関がありますので確認ください）

※窓口での自己負担額1,000円（「眼底検査」を実施した場合、別途200円) が必要です。
※健診結果は、後日送付します。

　特定健診の結果から生活習慣の改善が必要と判断された人には、健診結果と併せて「特定保健指
導」のご案内を送付しますので、ぜひ保健指導を受けてください。

〈備前市国民健康保険加入者限定〉
～市が実施する特定健康診査や
人間ドックを受診せず、他の
健診を受診される皆さんへ～

　健診結果と質問票をご提供く
ださい。健診項目が合致すれば、
粗品（ハンディーアイロン＆ス
チーマー）をプレゼントします。
　くわしくは、お問い合わせく
ださい。
■保健課保険医療係
　（☎64-1819）

●健診の項目〈太字は備前市国保独自の追加項目です〉

特定健康診査

特定保健指導

尿検査
心電図検査

身体診察

脂質検査

肝機能検査
血糖検査
腎機能検査
貧血検査
その他の検査

GOT／GPT／γ-GTP
ヘモグロビンA1c
血清クレアチニン
ヘマトクリット／血色素／赤血球
白血球／血小板／尿酸
糖／たん白
心電図
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査

中性脂肪／HDLコレステロール
LDLコレステロール／総コレステロール

問診／視診／聴打診／触診
身長・体重・腹囲・ＢＭＩ測定／血圧測定
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■ポイント交換賞品（集めたポイントは、10ポイントから交換できます）

特定健康診査、国保人間ドックを受診
がん検診を受診・健康教室や栄養教室などに参加・こども応
援フェスタ、市民ふれあい福祉まつり、市民スポーツフェス
ティバルに参加・ふれあいマラソン大会に出場
乳幼児健診の受診・認知症予防講演会に参加・認知症サポー
ター養成講座や子育て講座を受講・自立支援協議会行事に参
加・ふれあいマラソン大会に応援者として参加
おとなの場合➡地域のボランティア活動などに参加したり近
　　　　　　　所の人とウオーキングをするなど運動したこ
　　　　　　　とでポイント
こどもの場合➡スポーツ少年団で活動したり家族でサイクリ
　　　　　　　ングなど身体を動かしたことでポイント
※どちらも２人以上で30分以上の活動や運動が必要です

※その場でカードにスタンプを押してもらう場合と、スタンプの代わりの補助カードをお渡
　しする場合があります。
※おとなカードは年間で最大50ポイント、こどもカードは年間で最大30ポイント貯まります。

５ポイント

３ポイント

スペシャルポイント
おとな…
　１回２ポイント
　（最大10ポイント）
こども…
　１回３ポイント
　（最大15ポイント）

10ポイント
20ポイント
30ポイント 万歩計

50ポイント

指定ゴミ袋などの日
用品・栄養ドリンク

図書カード・温水プール等体育施設利用券
※ポイント数によって金額や回数が異な
　ります

備前市ふるさと納税特典１ポイント分の品・円座クッション・
体組成計体重計・血圧計・非接触体温計・レッグマッサージャー・
ボディバランスクッション

充
実
し
た
内
容
で 

お
得
な
健
診
で
す
！！

Bポイント制度が 
6月1日㈬からスタートします！

子どもから高齢者まで全市民が対象！子どもから高齢者まで全市民が対象！

◆申請開始　６月１日㈬から
◆申請場所　保健課・介護福祉課・福祉事務所・各総合支所
◆申請方法　カードは、ひとりにつき１枚！市民の人がすべて対象になります。

上記窓口に置いてある申請用紙へ記入。その
場でカードを受けとることができます。

市ホームページから住所・氏名・年齢・性別
を入力。場所や時間に関係なくいつでも申請ができ
るのでおススメ!!（カードは自宅に郵送します。）

※家族分まとめて申請することもできます！

■保健課（☎64-1820）

ポイント対象活動に取り組んでポイントをゲット！
さらに、そのポイントは、特典賞品と交換できます！

①申請をしてカードを受け取る

②いろいろな事業に参加して
　カードにポイントを貯める

③貯めたポイントは豪華特典と交換
窓口申請

電子申請

※ポイントの交換開始は、来年の 2月以降の受付を予定しています。
※ポイント交換賞品は、変更となる場合があります。

目指そう！！ 心身ともに健康で暮らせるまちづくり！！
増やそう！！ ボランティア活動などに積極的に参加する人たち！

このマークに
注目！！

Bポイント
対象事業

Bポイント
対象事業

広報びぜんに掲載する
ポイント対象事業には、
このBポイントマーク
がついているよ♪

１ポイント
約100円！

健診の受診や事業へ
参加することでポイ
ントがもらえます！

2

2016.6

3

互助 共助・公助

自助住 ま い

介護が必要になったら…
介　護

いつまでも元気に暮らすために…
生活支援・介護予防

病気になったら…
医　療

相談業務や
サービスの
コーディネートを
行います。

病院
⃝急性期
⃝回復期
⃝慢性期

日常の医療
⃝かかりつけ医
⃝地域の連携病院 等

在宅系サービス
⃝訪問介護　⃝訪問看護
⃝通所介護　⃝短期入所生活介護
⃝24時間対応の訪問サービス 等
介護予防サービス

施設・居住系サービス
⃝介護老人福祉施設
⃝介護老人保健施設
⃝認知症共同生活介護 等

⃝老人クラブ
⃝自治会
⃝ボランティア
⃝NPO 等

⃝自宅　⃝サービス付き高齢者向け住宅等

通院・入院 通所・入所

⃝地域包括支援センター
⃝ケアマネジャー

地域包括ケアシステムの姿

※地域包括ケアシステムは、おお
むね30分以内に必要なサービスが
提供される日常生活圏域（具体的
には中学校区）を単位として想定

第１回 

複数ある拠点病院のメリットを活かす
 備前市は人口３万６千人余りのまちで、国保病院が３つあります。日本中探
しても、このような自治体はまずありません。病院経営は人口減少と高齢化が
進む中で今後ますます厳しさを増すものと思いますが、市民の皆さんにとって
自宅から近い距離に病院があるというのは大きなメリットです。地域のニーズ
に応えられるよう、特に救急や重症の方の受け入れについては当直体制を見直
すなどして３病院が協力・連携して対応してまいります。また、手術、検査、
処置から在宅医療まで可能な限り市内の医療機関で連携して行う「地域完結型
の医療」を目指すことが重要と考えています。

「治す」医療から「支える」医療へ
 高齢化の加速とともに、病院に求められる医療は以前とは大きく変わりまし
た。高齢者の暮らしはさまざまな病気や障がいとの付き合いであり、その生活
を支える医療のニーズが高まっています。これからの病院は従来の入院治療を
主力とする体制を見直して、在宅復帰を支援するリハビリ機能を強化するとと
もに、開業医の先生方と連携して高齢者の在宅生活を支える役割が重要になり
ます。昨年度、備前病院が一般病床の約半数を療養型の病床と在宅復帰に向け
たリハビリ重視の病床（地域包括ケア病床）に転換しましたが、これも時代の
ニーズに沿った医療を提供するための改革であり、地域の医療機関として生き
残るための戦略でもあります。

地域包括ケアの実現に向けて
 生まれてから人生の終焉を迎えるまで、住み慣れた地域で誰もが自分らしく
暮らすことのできるまちをつくることが地域包括ケアの理念です。実は「包括
ケア」という言葉はずっと以前からありました。昔は手術後に寝たきりになる
方が大勢いて、退院して家に帰って間なしに亡くなるというケースも珍しくあ
りませんでした。そこである町では退院後のアフターケアとして医師や看護師
が出向いて診療やリハビリを施すとともに、患者さんの家族や生活環境などに
目を向けて、食事をはじめ在宅生活に必要な支援を調整、調達するということ
がなされていました。これがまさしくいま盛んに言われている地域包括ケアの
原点なのです。したがって、私たちが目指す地域包括ケアでは、医療は単に患
者さんの病気を診るのではなく、背景にある家族や地域や環境にまで視野を広
げて、その方が地域で生活するためにいつ誰が何を支援するかをご家族や地元
でお世話くださる方々、それに介護サービスの専門職の人たちとともによく話
し合い、関係する人たちが連携協力して支援をするという考え方が極めて重要
になります。
 また、地域包括ケアは医療や介護の専門職の力だけで実現することはできま
せん。地域の皆さん自身が病気や介護を予防して健康を維持するという「自助」
の努力や、ご近所同士で行う見守りや助け合いなどの「互助」の取り組みがあっ
てこそ、みんなが健康でいきいきと活躍できる社会、安心して暮らせるまちが
実現できるのだと思います。

誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができる地域社会
（地域包括ケア）の実現に向けた取り組みが全国で始まっています。
広報びぜんでは、備前市の特性を活かした“わがまち流”の地域包括ケ
アを実現するための取り組みや国レベルで大きく変わろうとしている介
護保険制度のポイントなどをシリーズで紹介します。

≪地域包括ケアシステムは地域づくり≫
　地域包括ケアシステムは、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作りあげていく仕組みです。

■プロフィール　
昭和55年9月、町立吉永病院に院長
として赴任、平成27年4月より備前
市病院事業管理者

備前市病院事業管理者

医師 荻  野  健  次

地域医療の役割
＂わがまち流＂のし

システム

くみをつくる 備前市の地域包
ほう

括
かつ

ケア

「住民同士の支え合い（互助）」、「介護予防・健康維持（自助）」が重要となります
自助 生きがいを持ち、社会参加することが健康寿命を延ばすことにつながります

互助 地域での見守りや助け合いなど若者世代だけでなく元気な高齢者も高齢者を支える時代です

住民の暮らしを支え合う仕組みと地域づくり

 介護予防・日常生活支援総合事業では、従来のサービスに加え、高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持って参加できる活動をはじめ、介護や生活支援を必
要とする高齢者の方々のために、地域の皆さんが担い手となって多様な支援ができるよう「高齢者の生活を支えるための地域づくり」に取り組みます。

 背景には2025（平成37）年の到来が
 団塊の世代が75歳以上となる2025（平成37）年には、さらに後期高齢者の人口が増加し、
認知症高齢者の増加、介護保険料の増加、介護をする専門職の不足等が懸念されています。

医療福祉連携課（☎64-1875）、 地域包括支援センター（☎64-1844）

高齢化に伴い、介護保険サービス利用者数が増加するにつれて、
介護保険に要する費用もますます増えていきます。
備前市の介護給付費も大幅に増加しています！平成12年10月末

（介護保険制度発足時） 平成26年10月末 平成37年（推計値）
（９年後の未来）

６５歳以上の人口 10,149人 12,778人 12,042人
介護保険認定者数 1,175人 2,304人 3,191人
介護保険給付費 1,691,995千円 3,433,076千円 5,155,233千円
介護保険料（基準額） 2,700円 4,700円 8,700円

▶
▶
▶
▶

これから一緒に「地域づくり」に取り組んでいきましょう。
次回シリーズでは、「地域づくり」で重要なボランティアに
ついて紹介します。

高齢者を支える
世代の負担が増
えています。

新しい介護予防・日常生活支援総合事業が平成29年４月からスタートします！
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平成₂₈年度　介護保険料の
納入通知書が発送されます！

 
 介護保険料の納め方は、年金から天引きされる特別徴収（年６回）と、納
付書や口座振替で納める普通徴収（年８回）があります。
 介護保険制度は介護が必要と認定されたときに介護サービスを利用でき
る、皆さんの支えあいの上に成り立っている制度です。介護が必要になった
ときに安心してサービスが利用できるよう、保険料の納付をお願いします。
 なお、各期（月）の納付額については、６月中旬発送の納入通知書でご確
認ください。
※納付が困難なときはそのままにせず、まずは税務課収納推進係にご相談く
ださい。

保険料を納めないでいると
⃝１年以上滞納すると・・・支払方法の変更
 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、保険給付分（費用の
９割）が支払われます。

⃝１年６か月以上滞納していると・・・保険給付の一時差止
 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請をしても保険給付分の一部、
または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられる
場合があります。

⃝２年を過ぎると・・・保険料未納者の給付額減額等
 サービスを利用するときに、利用者負担が１割から３割に引き上げられた
り、高額介護サービス費が受けられなくなる場合があります。
介護保険制度に関すること・・・・・	介護福祉課介護保険係（☎64-1828）
介護保険料の金額に関すること・・・税務課市民税係（☎64-1815）
介護保険料の納付に関すること・・・税務課収納推進係（☎64-1814）

₁₀₀歳おめでとうございます！
　横

よこ

山
やま

松
まつ

惠
え

さん（日生町寒河）が４月25
日に、満100歳を迎えられました。
 横山さんは日生町で生まれ、21歳で結
婚し、内航海運業を営む夫と一緒に船員
を務めながら、４人の子供を育てられま
した。趣味はゲートボール、カラオケ、
和裁などで、ランニングに関しては80歳
を過ぎても走るほど活発だったそうです。
 長寿の秘訣は「好き嫌いせずに、何で
もよく食べること」だそうです。

 草
くさ

加
か

玉
たま

江
え

さん（東片上）が４月26日に、
満100歳を迎えられました。
 草加さんは麻宇那で生まれ、22歳で結
婚し、2男2女を育てられました。
 仕事は農作業を90歳を過ぎるまでさ
れ、趣味で踊りや三味線などをたしなん
でいたそうです。現在は週４回デイサー
ビスに行くことを楽しみにされているそ
うで、よく働いてきたことが、長寿の秘
訣だそうです。

鵜
う

川
かわ

　克
かつ

己
み

さん（吉永町高田　79歳）

 岡山県精神障害者家族会連合会理事長の
鵜川克己さんが、長年の社会福祉功労に対
し旭日双光章を受章されました。鵜川さん
は、精神障害者家族会などの発展や基幹型
地域生活支援センターを運営するなど精神
障害者の社会参加・社会復帰に尽力し、当
事者が安心して暮らせるための地域移行・
地域定着の実現に貢献されました。

岸
きし

本
もと

　良
よし

之
ゆき

さん（穂浪　70歳）

 元備前市議会議員の岸本良之さんが、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。岸本さんは、平成４年に備前
市議会議員に初当選。任期中、市議会副議
長を歴任するなど、平成22年まで18年2ヶ
月の長きにわたり、備前市議会議員とし
て、本市発展に貢献されました。	

中
なか

山
やま

　光
みつ

男
お

さん（浦伊部　72歳）

 元東備消防組合消防司令長の中山光男さ
んが、瑞宝単光章を受章されました。
 中山さんは、昭和44年に入署。地域住民
の救急、火災、災害業務や人命救助に尽力
し、35年間の長きに渡り、消防業務に務め
られました。今回の受章は、「先輩や同僚、
家族の支えのおかげです。」と感謝の意を
述べられました。	

Honor栄誉
平成28年春の叙勲、褒章および第26回危険業務
従事者叙勲が、4月29日付けで発表されました。

旭
日
双
光
章

旭
日
双
光
章

危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

瑞
宝
単
光
章

平成₂₈年度　東備西播定住自立圏
民間イベント等支援事業が

決定しました
 この事業は、定住自立圏構想推進事業として民間の団体や住民の皆さんが
自主・自発的に行うイベントなど、圏域内外の住民交流を促進し、賑わいの
創出や相互理解を深める活動に対して支援するものです。
 ４月24日に開催された審査会の結果、次の18事業が決定しました。各事業
の開催日などは定住自立圏ＨＰ「ともりんく」でご案内します。

「東備西播ともりんく」
（URL http://tobiseiban.mypl.net/）
◆第５回ターゲットバードゴルフ大会【赤穂市ターゲットバードゴルフ協会】
◆忠臣蔵交流囲碁大会およびこども囲碁教室【忠臣蔵交流楽碁会】
 こども囲碁教室を開催
◆戦国武将よろいカブト交流事業201６【赤松手作り鎧・兜の会】
 親子などでよろいカブトを作成し、「白旗城まつり」や「赤穂義士祭」で
披露

◆第７回親善ゲートボール大会
 【東備西播定住自立圏域市町ゲートボール協議会】
◆有年の里１日美術館とコンサート【有年の里花いっぱいになあれの会】
 美術館とコンサートを開催
◆赤穂で街コン！ハロウィンパーティー【赤穂街コン実行委員会】
 若年男女の出会いの場を提供し、圏域内への定住や地域の活性化を促進
◆三石写真美術館・灯りの街・三石駅12５周年記念事業【Ｍプロジェクト協議会】
 三石写真美術館・灯りの街とともに、三石駅の築125周年を記念して昔の
写真を展示

◆幼児から高齢者までサッカーを通じた健康づくり、仲間づくり及び地域づ
くりの推進【エンジョイサッカー実行委員会】

◆AKBカップミニバスケットボール大会【赤穂市バスケットボール協会】
◆プレーパーク赤穂【赤穂市地域活動連絡協議会】
 地域交流の場を作り、「遊び場」のパンフレットを作成し、子育ての環境
をＰＲ〈新規〉

◆グラウンドゴルフ交歓大会【備前市グラウンド・ゴルフ連盟】〈新規〉
◆片上古道アート散歩【片上・炎とアートの街プロジェクト委員会】
 備前市片上商店街周辺で約40件の現代アート作品を展示〈新規〉
◆第７回中学軟式野球大会【赤穂軟式野球協会】
◆終戦71年記念～戦争71年（無いネン）そして平和72年（何ネン）～特集展

示「村上しま子戦時人形展－しま子の想い」【地域文化再発見実行委員会】
 旧坂越浦会所で村上しま子戦時人形を展示〈新規〉
◆史跡探訪会（圏域秦氏関係遺跡を訪ね歩く）【東備西播定住自立圏域史跡
探訪会】史跡探訪会を開催〈新規〉

◆交流テニス大会【赤穂市テニス協会】
◆上郡駅伝競走小学生大会【赤穂郡陸上競技協会】〈新規〉
◆上郡ダンスフェスティバル～Ｋ・Ｄ・Ｆ～【特定非営利活動法人 円心】
 ヒップホップダンスの披露等と、地域資源をＰＲするイベント

東備西播定住自立圏形成推進協議会（企画課☎64-1871）
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備前市空家活用促進補助事業
空家購入費用を補助します！

 空家の有効活用による備前市内への移住・定住促進を図るため、空家の購
入経費の一部を補助します。

【対 象 者】 平成28年４月１日以降に空家購入に係る売買契約を締結し居
住する人で、備前市に10年以上定住することを誓約する人。	
（共有も対象※対象経費は別途お問い合わせください。）

【対象経費】	 空家購入費および空家購入に伴う土地購入費【住宅用地のみ】
【補助金額】	 上記、対象経費のうち、補助対象者が負担する10分の１以内の

額で、住宅一棟につき100万円を上限（千円未満は切り捨て）
企画課ふるさと創生係（☎64-2225）

市営バス『南北・閑谷学校のぞみ線』
 ４月11日より、市内を運行している路線バスのダイ
ヤを改正しました。
 この改正の中で、新たに『南北・閑谷学校のぞみ線』
の運行を開始しています。この路線は吉永駅～閑谷学
校～伊里駅～海の駅（マルナカ）～青石（佐山）の間
を毎日運行しており、JＲ山陽本線とＪＲ赤穂線を結
ぶ路線で、閑谷学校へのアクセスはもとより、東岡山
経由で通勤・通学をしていた人や買い物に行く人などが、利用しやすくなっ
ています。
 お気軽に市営バスをご利用ください。
※利用料金、ダイヤなどくわしい情報は、備前市ホームページか時刻表をご
覧ください。

（市営バス時刻表は、公共交通課、各総合支所に設置しています。）
公共交通課（☎64-1852）

「空家等除却支援事業」
補助申請について

 地域の住環境の向上を図るため、市内で老朽化した空家などの除去を行う
人に、除却費用の一部を補助します。

【補助対象空家】※下記のすべてに該当すること。
・市内に存するもの
・特定（危険）空家またはそれになり得るもの
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・個人が所有していて、空家となって概ね１年以上経過しているもの

【補助対象事業】
 平成28年６月１日以降に補助対象空家について、市内施工業者が施工する
工事などで、①～③のいずれかに該当する事業。
①除却工事を行うもの
②除却工事および附帯工事（門扉および塀の撤去など）を行うもの
③応急措置を行うもの

【補助金額】
 ①②は対象経費の2／3（上限50万円）、③は対象経費の2／3（上限20万円）

まち整備課空き家対策係（☎64-1851）

備前市振興計画審議会委員
を募集しています !

職務の内容
 平成25年度から10年間のまちづくりの方向性を示した「備前市総合計画」
について基本計画の見直し（後期基本計画の策定）について審議していただ
きます。
募集人数  ３人程度
応募資格
 ①平成28年４月１日現在で、満18歳以上の人
 ②市内に在住の人
 ③応募日現在、本市の他の審議会などの委員を３つ以上兼ねていない人
委員の任期  委嘱の日から平成29年９月末
報　　　酬  日額6,500円
会議の開催  任期中に３回、平日の日中2~３時間程度を予定
応 募 方 法 	 応募申込書に必要事項を記入のうえ、持参か郵便、または

FAX、電子メールで企画課へ提出してください。電話および
口頭では受け付けていません。

	 応募申込書は、市のホームページからダウンロードするか、
市役所本庁および各総合支所に設置しています。

募集期限  ６月30日㈭必着
選考方法  書類選考により決定し、後日、本人に通知します。

企画課（〒705-8602 東片上126 ☎64-1871 FAX64-2112 
 Ｅメールbzkikaku@city.bizen.lg.jp）

地域の活性化イベントを募集します！！
 地域振興および地域の活性化につながるイベントで、交流人口増加、地域
産業・観光の振興、市民の融和を図る事業に対して助成します。
◆公募期間 ６月30日㈭まで
◆提出書類 申請書、事業計画書、収支予算書、実施団体の概要、規約、構

成員名簿等
◆決定方法 審査会にて事業の採択および補助金の額を決定します。
 くわしくは、お問い合わせください。

まち営業課まち商工係（☎64-2228）

男女共同参画週間　６月₂₃日㈭～₂₉日㈬　
平成₂₈年度キャッチフレーズ

「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク。」
 男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力
を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには政府や地方公共団体
だけでなく、国民の皆さん一人ひとりの取組が必要です。私たちのまわりの
男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？

市民協働課（☎64-1823）

「若年者新築住宅」および
「若年夫婦世帯家賃」補助申請について

 昨年度より実施している、若年世帯定住支援補助事業の申請を引き続き受
け付けます。新築住宅の経費については最大で100万円の補助、民間賃貸住
宅の家賃補助については、賃借料（共益費、駐車場使用料は除く）の１／2
を最大で３年間補助します。40歳未満の人で、市内に移住・定住を検討され
ている人は、ぜひご活用ください。

企画課ふるさと創生係（☎64-2225）

ふるさと納税（寄附金）の
使い道についてのご報告

 平成27年度中に全国各地の備前市を愛する皆さんからご協力いただいた
「ふるさと納税（寄附金）」を次のとおりいただきました。
寄附金総額（平成27年度中）：
 使い道について、以下のとおりご報告いたします。

【平成27年度使用実績】

 上記のほか、平成28年度に実施する事業の一部に充当し、活用させていた
だきます。

【平成28年度に実施する主な事業】

ふるさと寄附課（☎64-1805）

将来を担う人材が育つまち
（就学前教育、学校教育等）

安全に安心して暮らせるまち
（消防防災、福祉、医療等）

231,140,000円 24,199,000円

快適な生活が送れるまち
（産業、インフラ、環境等）

56,000円

計画実現を推進するまち
（市役所、行財政改革等）

70,000円

指定なし

2,707,055円

1 小 ・中学校改修工事事業
2 防犯灯設置事業
3 国際交流ヴィラ茅葺屋根改修工事事業
4 証明書等コンビニ交付事業
5 市道・河川改良工事、 修繕等
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全国アマモサミット₂₀₁₆ ｉｎ 備前
備前発！里海・里山ブランドの創生
～地域と世代をつなげて～

◆と　き ６月３日㈮～5日㈰
◆ところ 日生市民会館および日生町漁業協同組合ほか
６月３日㈮
●沿岸環境関連学会連絡協議会ジョイント・シンポジウム
　（入場無料） ９:30～17:30【日生町漁業協同組合】
●流れ藻回収大作戦 
 14:20～16:00（日生中学校生徒による里海づくり活動）
６月４日㈯
●全国アマモサミット（入場無料）
 ９:30～17:00（受付８:30～ 開場９:00～）【日生市民会館】
・オープニングセレモニー 日生中学校吹奏楽部
・第１部 アマモ場の再生活動に込める漁師の思い
     （日生中学校３年生による演劇もあります）
・第2部 全国各地で里海づくりに取り組む方々の事例
・第３部 里海・里山を地域の資源として、地域の活性化を考える
６月５日㈰
●海辺の自然再生・高校生サミット（入場無料）
 ９:00～12:10【日生市民会館】
●全国アマモサミット　クロージングイベント（入場無料）
 12:10～12:30【日生市民会館】

全国アマモサミット2016 in 備前実行委員会事務局
 （〔まち産業課里海・水産係〕☎64-1836）

申請忘れていませんか⁇
年金生活者等支援臨時福祉給付金 

●給付の対象と思われる世帯には給付金申請書を郵送しています。
※支給対象者と思われる人で、申請書が必要な人は送付をいたしますので、
下記コールセンターまでご連絡ください。

◆申請期間 7月19日㈫まで 
◆申請方法 返信用封筒にて郵送または受付窓口で申請
◆受付窓口 介護福祉課、福祉事務所社会福祉課、日生・吉永総合支所、三

石出張所
◆対 象 者 平成27年度の臨時福祉給付金対象者のうち、平成28年度中に65

歳以上となる人（昭和27年４月１日以前に生まれた人）
◆支 給 額 １人３万円

年金生活者等支援臨時福祉給付金コールセンター
 【☎0120－610－327】９:00～17:00（土・日・祝日を除く）
★『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください!!
 給付金に関して、市や厚生労働省などがATM（現金自動支払機）の操作や、
給付のために手数料などの振込みをお願いすることは絶対にありません。

伝統文化の継承～想いをかたちにしてみよう！
第７回 岡山県こども備前焼

作品展作品募集
◆応募資格 岡山県内在住の高校生以下のこども
◆作品規定 	備前焼（釉薬を使用しない）。１人１作品（個人作品のみ）。平

成27年９月12日以降に制作した未発表作品でテーマは自由で
す。

	 中学生以下は作品に使用する土の重さ1200ｇ以内、高校生は縦
×横×高さ各30㎝以内の作品とし他の素材との組み合わせは
不可。

◆部 　門 	「小学校３年生以下の部」、「小学校４年生の部」、
	 「小学校5・６年生の部」、「中学生の部」、「高校生の部」
◆審査基準 創作活動への真摯な取り組みや、自分らしく創造性に富んだ表

現がなされているかに留意し審査します。
	 ※キャラクター名を付けた作品や類似作品、盗作と思われるも

 の、粘土の重量やサイズが規程を超える作品は審査の対象外。
◆ 賞  	 特別賞各部門６点、優秀賞各部門４点（賞状・副賞）、入選を

計150点（賞状）、全員に参加賞
◆展　　示 すべての作品を備前焼まつり（10月15日㈯・16日㈰）に、リフ

レセンターびぜんで展示します。
	 また、特別賞受賞作品は、10月18日㈫~11月20日㈰の期間備前

焼ミュージアムで展示します。
◆出品申込 所定の「出品申込書」に必要事項を記入して実行委員会事務局

までお申し込みください。
◆申込期間 ８月１日㈪～９月９日㈮
◆作品持込 「出品票」を作品の底面に貼り付け、リフレセンターびぜん（伊

部2264-2）へ持参
	 持込受付日時:９月９日㈮・16日㈮は13時～18時、
	        ９月17日㈯は９時～12時
◆そ の 他 開催要項および出品申込書などはホームページからもダウン

ロードできます。

 第7回こども備前焼	で	検索	してね。

 くわしくはお問い合わせください。
岡山県こども備前焼作品展実行委員会事務局〔備前市文化スポーツ課内〕

 （〒705－8602 東片上126番地 ☎64－1837 FAX64－2112）

●岡山県選挙区選出議員選挙（選挙区選挙）
 岡山県選挙区の候補者の個人名を投票用紙に書いて投票します。
●比例代表選出議員選挙（比例代表選挙）
あらかじめ提出された各政党または政治団体の候補者名簿の中から、
候補者個人名または政党名（略称も可）を投票用紙に書いて投票します。

　任期満了に伴う参議院議員通常選挙が7月に執行される予定です。私たち
の声を国政に反映させる大切な選挙であり、この選挙から選挙権年齢が18歳
以上になります。このところ、若年層の投票率低下が大きな問題となってい
ます。棄権したり無効票を投じることなく、有意義な一票を投じましょう。

※施設の閉鎖（解体撤去）に伴い、第９投票
区が変更となります。投票区変更のお知らせ

参 議 通院 常議 選員 挙
が執行されます

備前市選挙管理委員会事務局（☎64-1838）

変更前 変更後（次の参議院議員通常選挙から）
投票区 投票所施設 投票区 投票所施設

第９投票区 旧片上保育園 第９投票区 大渕東自治公民館

Ｄ E
備前市文化事業鑑賞会
　「備前 　ｒｅａｍ    ｖｅｎｔ
　　　　クラシックコンサート！」
　　～友光雅司（ピアノ）と

　　　岡山フィルハーモニック管弦楽団～

　備前市在住のピアニスト友光雅司さんと、
岡山フィルハーモニック管弦楽団による本格
クラシックコンサート！
　素敵なハーモニーで優雅なひとときをお届
けします。

【チケット】（全席自由）
〇高校生以上 前売券500円（当日券600円）
〇小・中学生 前売券300円（当日券400円）
〇小学生未満無料（入場整理券が必要）
※当日券は残席のある場合のみ販売

【チケット取扱場所】
 市民センター・日生地域公民館・吉永地域公民館・各地区公民館

市民センター（☎64-1133）

と　き ７月3日㈰  開場13:30　開演14:00

ところ 市民センター
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保健センター

と こ ろ
 9：30～12：30
13：45～16：00

６月20日㈪

と　　き

　備前市には地場産物を使った郷土料理があり、家庭
で親から子へ食べ継がれてきました。しかし市で行っ
たアンケート調査結果では、特に若い世代の郷土料理
の認知度や作ることのできる割合が低くなっていま
す。そこで市では、若い世代へ郷土料理を広めるため
の食育講座や広報びぜんの「伝えていきたい備前の味」
などで地場産物や郷土料理の作り方を紹介し、備前の
食文化を情報提供しています。

「６月は食育月間」です。 語りつぎ食べつぎたい「備前の食」

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味
 ～ 地場産物を使った料理や郷土料理の

作り方を紹介します ～
■保健課（☎64-1820）

【作り方】
①真子は筋や薄皮、太い血管を取り、静か
に（丁寧に）水で洗い流して水気をきる。
②絹さやは筋をとっておく。
③鍋にＡの材料を沸騰させ、①の真子を一
口大の輪切りにし、そっと入れて煮汁が
半分になるくらいまで中火で煮こむ。
④③に絹さやを
入れて火が通
ったら出来上
がり。

【材料】４人分
　サワラの真子（卵巣） １腹、絹さや 80g
　Ａ（酒 大さじ１、砂糖 大さじ1/2
　　　みりん 大さじ１、しょうゆ 大さじ１
　　　水 100㏄）

真子と絹さやの煮もの

　マダニは県内に広く分布しており、春からはマダニが活発になり
ます。マダニは人や動物に付着して長時間かけて吸血しますが、ほ
とんど痛みやかゆみを感じません。ウイルス等を保有するマダニに
咬まれると重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）を発病すること
があり、重症の場合には死に至ることもあります。
〈草むらや森林などに入るときの心がけ〉
・長袖、長ズボン、手袋を着用し肌の露出を避ける。
・防虫スプレーを服の上や肌の露出部分に噴霧する。
・地面に直接腰を下ろすのは控える。
・帰宅したらすぐに入浴し、体や頭をよく洗い新しい服に着替える。

〈マダニに咬まれたら〉吸着しているマダニは無理に取ろうとせず、できるだけ皮膚科で
取ってもらいましょう。また咬まれてから６日～14日後に発熱や食欲低下、嘔吐などの
症状に気付いた時は、早めに受診し、ダニに咬まれたことを伝えてください。

マダニに注意！　～野山などに入る人へ～

　2014年10月、備前市の地域おこし協力隊の第一期生とし
て、伊部地区に赴任しました竹田俊亮と申します。
　これまで、自治会の人と一緒に企画立案をしながら、い
ろんな行事の「運営」に携わってきました。まずは、地域
のささえ合い事業として、福祉セミナーの研修会や仕組み
づくりに取り組んできました。他に、2015年11月に伊部区
有林管理会として実施した「森林体験イベント」では、大
滝山に地域外のお客さまを呼び込むことができました。伊
部地区では初めての催し物として地区内外共に評価を受け
るとともに、「おかやま森フォトコンテスト」において、
イベントの写真が最優秀賞に選ばれ、地域の活動を広く
ＰＲすることができました。
　赴任して一年半が経過し、現在は、伊部の空き家を改修
し、飲食店と事務所を併設したまちおこし事業を稼働させ
ようと、日々模索しながら活動しております。
　今後も、地域協働事業に取り組むとともに、将来に向け
た自分の仕事を形にしていきたいと思っておりますので、
これからもよろしくお願いいたします。

　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ながら、当
該地域への定住・定着を図って
いくものです。

　市内のイベントなどで、おむつ替え、授乳などができる、移動可
能な「赤ちゃんの駅（テント・おむつ交換台）」を貸し出します。
子育て支援を目的として国際ソロプチミスト備前より寄贈されました。
　くわしくは担当課までお問い合わせください。
◆対象　営利目的等以外の市内で開催されるイベントに参加する

団体
■■子育て支援課（☎64-1853）

　市では、ご家庭での「生ごみ」リサイクルを促進するため、コンポストや生ごみ処理機の購
入に対し、補助金を交付しています。
　皆さんのご家庭でも、「生ごみ」堆肥化に取組んでみませんか？対象となる容器、補助金額
は次のとおりです。※購入前に申請が必要です。
【コンポスト・ボカシ容器】購入費の全額（上限３千円）
【電動生ごみ処理機（バイオ利用分解消滅型容器、加熱型容器）】購入費の１/２（上限２万円）
　くわしくは、担当課までお問い合わせ下さい。
■環境課衛生係（☎64-1821）

　６月は「おかやまマイバッグキャンペーン」です。
　県では、家庭ごみを少しでも減らすため、スーパーやドラッグスト
ア、ホームセンターなどの店舗、消費者・環境団体や市町村と協力して、
６月に「おかやまマイバッグキャンペーン」を実施します。
　ごみの減量や地球温暖化の防止のために、キャンペーン中は、買い
物の際、マイバッグを忘れずに持って行き、レジ袋の削減に努めましょう。
■環境課（☎64-1821）

「赤ちゃんの駅」を貸し出します

「生ごみ」の減量化にご協力ください！！

毎月10日は岡山県統一「ノーレジ袋デー」

2016.6

受付は400mlのみとなります。
皆さんの善意のご協力をよろしくお願いします。

献血にご協力下さい

【フタトゲチマダニ(成虫3.5㎜)：
　岡山県環境保健センター提供】
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４か月児健診
１歳６か月児健診
２歳６か月児歯科健診
３歳６か月児健診
かみかみ離乳食と歯の教室

★
★
★
★
★

★印は

平成28年１月生
平成26年12月生
平成25年12月生
平成24年12月生
平成25年１月生
平成27年８月生

内　容 対　象 と　き（受付） と　こ　ろ
１日㈬
22日㈬
16日㈭
29日㈬
８日㈬

13：00～13：30
13：00～13：30
13：00～13：15
13：00～13：30
9：40～10：00

備前保健センター

日生育児相談
吉永育児相談

23日㈭
３日㈮

10：00～11：30
9：30～11：30

日生防災センター
総合保健施設

乳幼児
乳幼児
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H e a l t h

情報情報
■保健課（☎64‐1820）
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　備前市の伝統ある食文化を知り、次世代に伝え、食べ
継いでいきましょう。　

こんにちは、
地域おこし協力隊で

すこんにちは、
地域おこし協力隊で

す

Bポイント
対象事業

【伊部地区
　　竹田 俊亮】

第 1回

たけ  だ　 しゅんすけ

■保健課
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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。

６月８日㈬ 14:00～15:00
備前病院附属棟2階
「災害について考える」
石原看護師
無料
備前病院（☎64-3385）

糖尿病教室（要予約）

 糖尿病の話や、糖尿病食体験（500円）
の教室を行います。どなたでも、ご参加
できます。

６月17日㈮ 12:30～14:30
吉永病院
別途必要です。

※お問い合わせください。
６月10日㈮までに吉永病院栄養科

（☎84-2120）へ。

認知症予防講演会
「認知症の予防と
　　　悪化させないコツ」
 とっさに名前が出てこない、うっかり
が増えたなど、気になる人は認知症につ
いて勉強してみませんか？

６月21日㈫
 13:30～15:30頃（13:15～受付）

東鶴山公民館（佐山2616）
石津	秀樹先生

 （公益財団法人	慈圭会	慈圭病院
 		副院長） 

主に65歳以上の人
60人（先着順）
無料
上履き、筆記用具

※自家用車で来られる人は、できるだけ、
乗りあわせにご協力ください。

６月13日㈪までに、地域包括支援セ
ンター （☎64-1844　FAX64-1854）へ

糖尿病講演会およびなぎさ会総会
（申込不要）

６月23日㈭
 〔講演会〕14:00～15:00

備前病院附属棟2階
糖尿病患者とその家族
「高齢者の糖尿病のはなし」
小比賀美香子医師
無料
備前病院（なぎさ会事務局：

　　　　　　山口、小林　☎64-3385）

心身障害者医療費の
受給資格証の更新
 心身障害者医療費の給付を受けている
人は、６月中に通知しますので、指定期
日内に資格証の更新手続きを行ってくだ
さい。

重度身体障害者（身体障害者手帳１級
または2級所持者）、重度知的障害者
（療育手帳Ａ所持者）、知的障害・身体
障害合併障害者（療育手帳Ｂ（中度）
と身体障害者手帳３級所持の合併障害
者）

※新規認定については65歳未満の人
※所得制限があります。
※現在お持ちの受給資格証は６月末で使
用できなくなります。古い受給資格証
は、福祉事務所、各総合支所、出張所
へお返しください。
社会福祉課障がい者福祉係

　（☎64-1824）

地域ケアシステム助成金
 地域包括ケアシステム構築促進事業費
補助金を活用して、介護予防や生活支援
サービスなどの開発を行う団体などに助
成します。

６月１日㈬～20日㈪
交付決定日～

    平成29年３月31日㈮
市内において高齢者に対する支

援活動を継続的に行うことについて、
団体などとして意思決定がなされてい
ることなど

地域の実情に応じた地域包括ケ
アシステムの構築に寄与する事業

例）住民相互の助け合い、会員相互の助
け合いサービスの立ち上げなど

補助率 10分の10（ただし、千円未満の
額があるときは、これを切り捨てた額）

限度額 １件当たり上限50万円
※くわしくは、お問い合わせください。

地域包括支援センター
　　（☎64-1844）

介護者の会
 認知症の人やご家族の人が集える場と
して、三石地区の認知症カフェの皆さん
にお越しいただき、活動の紹介をしてい
ただきます。
 どうぞお気軽にご参加ください。

６月16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）

児童手当現況届の提出
 児童手当の現況届を６月中に提出して
ください。提出が必要な人には６月上旬
に書類を送付します。
 現況届は、受給者の６月１日現在の年
金加入状況や養育状況を確認するために
必要な書類です。
※所得制限がありますので、平成28年１
月１日に備前市に住所がなかった人
は、所得証明書（平成28年度）を提出
してください。

※提出がない場合は、６月分以降の手当
が受けられなくなります。
子育て支援課（☎64-1853）

ひとり親家庭等医療費資格証
の更新
 ひとり親家庭等医療費の給付を受けて
いる人は、６月８日㈬～24日㈮に資格証
の更新手続きをしてください。
 この給付は、一定の条件（前年の所得
税が非課税）に該当する母子（父子）家
庭などの医療費（自己負担分）の一部を、
公費で負担するものです。
※現在、非該当の人でも更新月の7月１
日から該当になる場合がありますの
で、お気軽にお問い合わせください。
子育て支援課（☎64-1853）

アーチェリー体験会開催
 どなたでも無料で参加できます。お誘
いあわせの上、会場へお越しください。

６月19日㈰
・10:00～12:00
・13:00～15:00

日生運動公園アーチェリー場
文化スポーツ課（☎63-3813）

全日本小学生中学生アーチェリー
選手権大会
 全国から小中学生が集まります。観覧
席を設けますので、ぜひ応援にご来場く
ださい。

6月25日㈯
 ・14:00～開会式
 ・14:30～予選ラウンド
　6月26日㈰
 ・９:20～決勝ラウンド
 ・15:00～表彰式・閉会式

日生運動公園スポーツ広場
文化スポーツ課（☎63-3813）

青少年健全育成講演会
（入場無料・申込不要）

 地域で子どもたちを健やかに育むために
できることを皆さんで一緒に学びませんか。

６月11日㈯ 13:30～15:00
市民センターホール
NPO法人保育サポート「あい・あい」
理事長 中島久美子氏

「子育ち応援・子育て応援で
   出会えた“わ”」

備前市青少年育成センター
　（☎64-4158）

かわさき夏の子ども体験教室
（参加無料）

 川崎学園では、「ライフサイエンスの
ふしぎ」をテーマに、救急処置・手術模
擬体験、看護師体験などを通して、医療・
福祉に携わる喜びを体験してもらい、医
療・福祉への興味や関心を高め、学びへ
のモチベーションの向上を目的に「かわ
さき夏の子ども体験教室」を実施します。

８月18日㈭・19日㈮ ９:00～15:15
川崎医科大学	現代医学教育博物館（倉
敷市松島）など
救急処置・手術模擬体験、ドクターヘ
リ・病院見学など
小・中学生（保護者同伴）で、各日100人
６月27日㈪までにホームページ

	 http://www.kawasaki-m.ac.jp	で申
し込みください。

 くわしくは、お問い合わせください。
川崎学園（☎086-462-1111）

企画課企画戦略係（☎64－1871）

 ▲清親幸子さん（香登）

 ▲小橋秀子さん（香登本）
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下水道排水設備指定工事店の
新規募集の受付

６月１日㈬～30日㈭
上下水道課業務係（☎66－9792）

いんべ会館受講生募集
６月１日㈬から、

 いんべ会館（☎64-0890）で

第２回ふれあいサロン講座
和菓子づくりに挑戦
『涼しさ感じる和菓子を作ってみよう』

６月17日㈮ 13:30～
いんべ会館
500円（材料代）
15人（先着順）

第１回ライフサポート講座
健康体操のすすめ
『脳力ＵＰ体操 
～認知症予防のために～』

６月22日㈬ 13:30～15:00
いんべ会館

備前病院	リハビリスタッフ
無料  20人（先着順）

税務職員募集
平成28年４月１日において、高

等学校または中等教育学校を卒業した
日の翌日から起算して３年を経過して
いない人（平成25年４月１日以降に卒
業した人が該当）および平成29年３月
までに高等学校または中等教育学校を
卒業する見込みの人

高校卒業程度

【インターネット】 ６月20日㈪～29日㈬
【郵送または持参】 ６月20日㈪～22日㈬

９月４日㈰
10月12日㈬～21日㈮の間で指

定
11月15日㈫

広島国税局総務部人事第二課試験研修
係（☎082-221-9211）、瀬戸税務署総
務課（☎086-952-1155）

英会話教室（超初級）
 初歩的な英会話教室です。

7月６日～27日まで毎週水曜日（計４
回） 19:00～20:00
市民センター
中西花奈さん（アメリカディズニー
ワールドで勤務経験有り）
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
15人（先着順）  2,000円

６月25日㈯17時までに中央公民館
（☎64－1133　FAX64－1250）へ

備前市図書館協議会委員募集
 図書館の運営に関して広く市民の皆さ
んからご意見をいただくため協議会委員
を募集します。

６月7日㈫～21日㈫
４人
20歳以上で、備前市に在住また

は通勤、通学する人など
平成28年7月１日～平成30年６月30

日
「申込書」に必要事項を記入し、

小論文を添えて、持参もしくは郵送で
応募してください。

※応募資格などくわしい内容は図書館
ホームページまたは各市内図書館に設
置している募集要項をご覧ください。

備前市立図書館
　（☎64-1134　〒705-0021　西片上17－2）

知って得する！！ 暮らしの講座
男女共同参画講座
「今、テレビCMがオモシロい！！
~CMの中の女と男大研究~」
 明日からCMが2倍も３倍も楽しく見
られます。

６月30日㈭ 13:30～15:30
市民センター2階講座室
吉田清彦さん（コマーシャルの中の男
女役割を問い直す会世話人）
無料
20人（先着順）

６月28日㈫までに、
　市民協働課（☎64－1823）へ

ウィズびぜん “ 虹の広場 ”
 オカリナと歌い、オカリナの音色を楽
しみましょう！！

7月１日㈮ 10:00～11:30
ウィズびぜん
無料  30人

ウィズびぜん登録団体:
  備前エプロンの会

６月30日㈭までに、
　市民協働課（☎64－1823）へ

はかり定期検査のお知らせ
 取引または証明に使用されているはか
り（家庭用を除く）は、2年に１回定期
検査を受けることになっています。該当
するはかりをお持ちの人は、どの会場で
もかまいませんので、必ず検査を受けて
ください。

商売用のはかり（商店、農家、
宅配便取次店など）、業務用はかり（病
院、薬局など）、体重計（学校、幼稚園、
保育園、福祉施設など）

検査手数料（１個あたり）が必要
です。

・６月20日㈪
 吉永総合支所 10:00～15:00
・６月21日㈫、22日㈬
 日生市民会館 10:00～15:00
・６月23日㈭、24日㈮、27日㈪
 リフレセンターびぜん 10:00～15:00
・６月28日㈫
 伊里公民館 10:00～12:00
 三石出張所 13:30～15:30
※いずれの会場も 12:00～13:00を除く

岡山県計量協会（☎086-242-3150）

教科書展示会のお知らせ
 現在、小・中学校で使用している教科
書の展示会を開催します。
 興味のある人は、ぜひ、お越しください。

【会場および開催期間】
・備前中学校 ６月17日㈮～7月６日㈬
 ９:00～17:00

※土・日曜日を除く14日間
・備前市立図書館  ６月17日㈮～7月
３日㈰ ９:30～18:00

※閉館日を除く14日間
○展示教科書 現在使用している小・中
学校教科用図書

※備前中学校会場にお越しの際は、事務
室で職員の案内を受けてください。
学校教育課（☎64－1840）

「子どもの人権110番」強化週間実施
６月27日㈪～7月３日㈰
 「いじめ」を受けている、でも誰にも
言えない。そんな悩みを抱えていたら…
お電話ください。一緒に考えましょう。
・６月27日㈪～7月１日㈮
 ８:30～19:00
・7月2日㈯・３日㈰ 
 10:00～17:00

〈相談担当者〉
 法務局職員および人権擁護委員
◆「子どもの人権110番」　
 ☎０１２０-００７-１１０
※IP電話からは接続できません。

市民協働課（☎64－1823）
　岡山地方法務局人権擁護課
　（☎086-224-5761）

北部高等技術専門校  訓練生募集
経理事務科

６月27日㈪～８月９日㈫
リフレセンターびぜん

求職中の人
20人

無料(教材費などは別途必要)

 平成28年９月１日㈭～11月30日㈬
最寄りのハローワークでご相談の上、
応募ください
岡山県立北部高等技術専門校 

 （☎0868-26-1125　FAX0868-26-5294　
〒708-0841 津山市川崎953）

みんなで防ごう土砂災害
６月は土砂災害防止月間です

 例年梅雨時期には、全国各地で土砂災
害が頻発し、時には尊い人命が奪われて
います。
 いつ、どこで起こるか分からない土砂
災害から身を守る最も確実な方法は「逃
げること」です。
 どこを通って、どこに避難するか。ど
のタイミングで避難するか。家族との連
絡をどうやってとるか。
 梅雨入りのこの時期にぜひこれらのこ
とを確認していただき、家族や地域の皆
さんと一緒に考え土砂災害に備えましょ
う。土砂災害については岡山県防災砂防
課 のHP（http://www.pref.okayama.
jp/soshiki/65/）をご覧ください。

まち整備課（☎64－1833）

美しい瀬戸内海を守ろう！
リフレッシュ瀬戸内海岸クリーン作戦
 海岸清掃を行いますので、ご協力くだ
さい。ごみ袋は準備いたします。

7月３日㈰ ８:00～※少雨決行
五味の市周辺、頭島
まち整備課（☎64－1833）、

　 管理課（☎72-1104）

おかやま桃太郎まつり
 納涼花火大会へ身体に障がいのある人
をご招待

８月６日㈯
県庁９階大会議室
県内在住の身体障害者手帳所持者のう
ち、車いすを常時使用している人、30
人（付き添いは二人まで）。

所定の応募用紙に記入の上、郵
便、FAX、電子申請。

※応募者多数の場合は抽選。
６月１日㈬～7月11日㈪

岡山県障害福祉課
　（☎086-226-7362　FAX086-224-6520）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間 ６月１日㈬～９日㈭
【市営住宅】土師神根・神根
【特定公共賃貸住宅】スワ・吉永中

まち整備課（☎64-1833）
　　 	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）

６月18日㈯ 10:00～13:00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
 （一級建築士が住宅のことについて
 無料でご相談に乗ります）
◆木工教室
 （えんぴつたて＆えんぴつづくり）

◆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）



◆開館時間　9：30～18：00
◆休館日　毎週月曜日と 30日㈭

よみきかせ会よみきかせ会 　乳児乳
　小学生小

　幼児幼

乳 幼

小幼

乳 幼

小幼

乳 幼

小幼

本
館

日
生

吉
永

と　　き対象

14日㈫ 10：30～11：30

18日㈯ 10：30～11：30

9 日㈭ 10：30～11：30

11日㈯ 10：30～11：30

14日㈫ 10：30～11：30

25日㈯ 10：30～11：30

おはなしの森

おはなし広場

おはなしみかん

海辺のおはなし会

もこもこ

よみきかせ会

よみきかせ会

わくわくるーむ
☎64-0087　月～土曜日（月・土隔週）
10：00～15：00（伊部小学校裏）

うみっこ丸
☎070･5425･8461　月～金曜日
9：00～14：00（市社会福祉協議会日生支所裏）

６月 就学前の親子がいつでも利用できます。
くわしくは、お問い合わせください。

☎080･5758･3375　月～金曜日
9：00～14：00（閑谷・石門茶屋跡）

しずちゃん家（ち）

子育て支援センター
☎67-1115（伊里認定こども園内）
◆施設開放日　
　月・火・木・金曜日　10：00～15：00
　水曜日　12：00～17：00
◆出前保育（毎週水曜日）
◆育児相談（６月の相談参照）

◆今月の主な行事（10：00～11：00）

親と子のつどいのひろば

☎080･2925･1215　火～金曜日
10：00～15：00（久々井のお山）

備前プレーパーク！森の冒険ひみつ基地

図書館だより 市立図書館（市民センター内 ☎64-1134）
日生分館　（日生市民会館内 ☎72-1085） 
吉永分館　（☎84-2605）

本館
日生
吉永

６月

市内施設ご案内

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

と　　き と　こ　ろ

21日㈫

22日㈬

23日㈭

24日㈮

日生町漁協頭島支所前
日 生 東 公 民 館
神 根 公 民 館
三 国 公 民 館
三 石 出 張 所
穂浪コミュニティハウス
東 鶴 山 公 民 館
鶴 海 自 治 公 民 館
西 鶴 山 公 民 館
いんべ通園センター
香 登 公 民 館
伊 部 公 民 館

10：00～10：55
14：00～14：30
10：30～11：00
11：30～12：00
14：30～15：00
11：00～11：30
13：30～14：00
14：15～14：45
15：15～15：45
11：00～11：30
13：30～14：00
15：15～15：45

（第２･４木曜は休、
　第２土･日曜は開）

■体育施設利用（管理者：（一財）備前市施設管理公社）

■総合運動公園使用予約（７月分）
６月10日㈮ 18：00～ 窓口、電話（☎63-3811）で予約可。

◆利用時間　9：00～21：00（総合運動公園温水プール
（シーサイドプールびぜん）は10：00～20：30)（シー
サイドプールひなせは11：30～20：30)
◆休園（館）日　毎週月曜日

３日㈮

10日㈮

17日㈮

24日㈮

英語でリトミック
※10日㈮までに要予約　先着15組
　資料代300円

にこにこ講座　
岸本歯科　岸本 真先生のお話

父の日のプレゼント作り
※材料代 150円

弁護士による法律相談
（離婚、相続、消費者被害など）
司法書士による相談 
（サラ金、 登記など）
公証相談 
（遺言、 金銭貸借 契約、 離婚など）

14日㈫・28日㈫
　　　　13：00～16：00

▼　と　き ▼　相談会場・電話

21日㈫　13：00～

20日㈪　13：00～15：00

社会福祉協議会（備前）■☎64-3033
要予約　１週間前から
社会福祉協議会（備前）■☎64-3033
要予約　１週間前から当日10時まで
保健センター３階　　 ■☎64-1800
要予約　１週間前から前日午前中まで

心配ごと相談

なやみごとなんでも相談室
　　　‒ 人権擁護委員による ‒

一般相談

備前会場
日生会場
吉永会場

15日㈬　10：00～12：00
28日㈫　13：00～15：00
15日㈬　10：00～12：00
20日㈪　13：00～15：00
28日㈫　13：00～15：00
毎週㈭　13：00～15：00

吉永地域公民館　　　 ■社協 　 ☎84-3839
日生防災センター　　 ■社協　  ☎72-2510
吉永地域公民館　　　 ■社協 　 ☎84-3839
保健センター３階　　 ■☎64-1800 電話相談可
日生防災センター　　 ■☎72-1104
社会福祉協議会（備前）■☎64-3033 電話相談可

20日㈪　13：00～15：00
28日㈫　13：00～15：00
15日㈬　10：00～12：00

保健センター３階　　 ■☎64-1800
日生防災センター　　 ■☎72-1104
吉永地域公民館　　　 ■☎84-2511

すこやか相談室（妊娠・出産・子育て）
育児相談
児童相談
青少年育成相談（いじめ、不登校、非行防止など）
子育てなんでも相談

市役所勤務日と同一
月～金曜日 8：30～17：00
毎週㈪㈬㈮ 9：30～17：00
月～金曜日 8：30～17：00
月～金曜日 8：30～17：15

保健センター１階　　■☎64-3896（☎64-1820）
子育て支援センター　■☎67-1115 面接要予約
子育て支援課　　　　■☎64-1853 要予約
青少年育成センター　■☎64-4158
社会福祉協議会（備前）■☎64-3033 要予約

住宅相談（県建設労働組合和気支部）
ＤＶ相談
消費生活相談

年金相談

20日㈪　13：00～15：00
市役所勤務日と同一
市役所勤務日と同一

９日㈭　10：00～15：00

保健センター３階　　■☎64-1800
市民協働課　　　　　■☎64-1823
危機管理課　　　　　■☎64-1876

法律相談

心配ごと相談

行政相談

子育てに関する相談

吉

吉
日

※ 有料 法律相談  東備法律相談センター　毎週水曜日 13：00～16：10（和気町総合福祉センター 要予約・☎086-234-5888）
　　東備法律相談センターの無料利用券がありますのでご利用ください。ただし、数に限りがあります。（■☎64-1800)　

※祝日の相談はありません。
　相談日程は変更になる場合
　があります。

無料６月の相談

☎63-3811

☎63-3812
☎72-2226
☎72-1741
☎84-3776

問い合わせ先体育施設
総合運動公園
伊部運動公園
三石運動公園
シーサイドプールびぜん
日生運動公園
シーサイドプールひなせ
吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター

日生総合支所会議室　要予約
■☎64-1818・☎72-1102・☎84-2511

新聞で遊ぼう

■「広報びぜん」は自治会などを通じてお届けしています。
■その他、市施設などや市内のコンビニエンスストアに設置
していますのでご利用ください。
●この広報誌は再生紙を使用し、環境にやさしい植物油イン
キで印刷しています。
●ユニバーサルデザイン
（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文字
を採用しています。

※市税等については、納期限までに納付
されないと、延滞金が課せられますの
でご注意のうえ納期限内に納付してく
ださい。
■税務課（☎64-1814）

■上下水道課（☎66-9792）

※便利な口座振替の手続きは、お取引の
ある金融機関窓口で！市では滞納整理
を強化しています。

納
税

水道・下水道料金

※休日当番医（診療時間９時～17時）
※変更になる場合がありますので、
　事前にご確認ください。

６月 休日当番医

日生病院　　　　 寒河 ☎72-1111
大田原医院 和気町大田原 ☎93-0035
萩原医院　　　　 寒河 ☎74-0007
平病院　　 和気町尺所 ☎93-1155
小林クリニック　 伊部 ☎63-3212
下野内科外科　　 木谷 ☎67-2335
備前病院　　　　 伊部 ☎64-3385
吉本医院　　　　 三石 ☎62-1122

5日
㈰
12日
㈰
19日
㈰
26日
㈰

市・県民税（全期・１期）、
介護保険料（１期）
の納期限は、
６月30日㈭です。

水道料金および下水道使用料の
納期限は、６月16日㈭です。

問

問

問

問

問
問

問

問
問

問
問
問

問
問
問
問
問

問
問
問

問

問
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