
※イベント当日、10：00 から自動音声案内（☎0180-99-3336）で、開催・中止のお知らせをしています。

特設ステージにて華やかなダンスを繰り広げ、 
20時から約2,500発の花火が夜空を彩ります！
ぜひおいでください！

●発行／備前市役所　〒705-8602 岡山県備前市東片上126
　　　　☎0869-64-3301（代表）　FAX0869-64-3845（代表）
●URL http://www.city.bizen.okayama.jp/
●Eメール bzkouhou@city.bizen.lg.jp
●毎月1日発行　●編集／秘書広報課広報・SNS係　☎0869-64-1800

平成28年

月号月号
◆６月中の異動状況
・出生 17人 ・死亡 39人
・転入 58人 ・転出 61人

世帯数　15,788　 （－１世帯）
　男　　17,233人（－14人）
　女　　18,738人（－11人）
総人口　35,971人（－25人）

人口の動き
※６月30日現在
（　）内は前月比
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17：30～　開会式（特設ステージ）
17：40～　ステージイベント（特設ステージ）
　　　　　★ダンス（ストリートダンス・エアロビクスダンスなど）
　　　　　★日生甚九郎太鼓　★備前阿波おどり「かいの木連」（順未定）
20：00～21：15　花火大会　打上げ・仕掛花火　約2,500発
※フェリー入港のため、20：30から25分間中断します。
20：30～　ステージイベント（未定）

　  ひなせ
みなとまつり
第33回 ■とき・ところ

８月13日㊏
ＪＲ赤穂線日生駅前 
中日生港
※悪天候の場合は中止

特設ステージにて華やかなダンスを繰り広げ、 
20時から約2,500発の花火が夜空を彩ります！
ぜひおいでください！

■ひなせ夏祭り実行委員会（☎72-9035）

バ
ス
・
J
R
・
定
期
船
時
刻
表

※

駐
車
場
が
少
な
い
た
め
、
ご
来
場
に
は
　
　※
色
字
は
臨
時
便

　電
車
な
ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※バスの臨時便はありません。                   

市営バス（ 8/13㈯は休日ダイヤ）
〈寒河方面行〉
片  上
16：35
17：45

16：56
18：02

17：06（福浦峠）
18：10（寒河車庫）

日生駅前 寒  河 （行先）
〈片上方面行〉
福浦峠発
15：00
17：10

15：10
17：17

15：32
17：38

日生駅前 片  上

ＪＲ赤穂線
〈赤穂方面行〉 〈岡山方面行〉

寒河駅
18：10
19：08
20：08
20：58
21：38
―

18：14
19：12
20：12
21：04
21：43
22：24発

19：21
20：09
21：06
21：58
22：41
23：26

日生駅 岡山駅岡山駅
16：34
17：48
18：18
19：10
20：07
20：40
21：23

17：29
18：40
19：12
20：13
21：04
21：41止
22：18

17：32
18：43
19：16
20：17
21：07
―
22：22

日生駅 寒河駅

大生汽船
〈日生方面行〉
大多府 頭島 鴻島 日生
17：10
18：20
19：25

17：20
18：30
19：35

17：30
―
19：45

17：45
18：50
20：00

〈鴻島・頭島・大多府方面行〉
鴻島日生 頭島 大多府

17：45
18：50
21：50

―
19：05
22：05

18：05
19：15
22：15

18：15
19：25
22：25

※備前♥日生大橋と梅灘橋は、午後６時から午後９時30分まで通行止めの予定です。

　近い将来、高い確率で発生するといわれている南海トラフ巨大地震は、地震の規模がマグニチュード９クラスで、市では、震度
６弱、津波高は約３ｍ（平均満潮位約1.0ｍを含む。）といわれています。この地震により家屋の倒壊、火災、津波など県南部を中
心に被害が予想されます。このため、地震災害を想定した防災訓練を全市一斉に実施します。

　　　　　　　●地区住民による避難訓練　
●市、消防団による避難広報、避難誘導
●自主防災組織と東備消防組合による倒壊建物などからの救出・救護訓練
●消防団による消火訓練　●防災用品の展示など
●自主防災組織による消火訓練、炊き出し訓練など

★お願い★
午前９時頃にサイレン放送と広報車による避難広報を行い
ます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願い
します。

※「訓練内容」については、変更になる場合があります。
　９月１日は【防災の日】です。総合運動公園をメイン会場として防災訓練を実施します
が、他の地区で防災訓練を行う自主防災組織において、訓練内容、職員の派遣などの相談
があれば、８月19日㈮までに下記へご連絡ください。
■危機管理課消防防災係（☎64-1809）、東備消防組合警防課（☎64-1128）

全市一斉に総合防災訓練を実施します！全市一斉に総合防災訓練を実施します！全市一斉に総合防災訓練を実施します！

訓練内容

防災訓練

◆と　き　　９月４日㈰　9：00～12：00
◆ところ　　総合運動公園野球場周辺（久々井）
※他の地区でも東備消防組合と連携し、自主防災組織を中心に
　防災訓練を実施します。

★訓練実施日★ （警報等発令された場合は中止）

　６月18日㈯、岡山ドームで行われた「第51回交通安全子供自転車岡山県大
会」に、片上小学校の児童が出場し、県内22警察署管内22チーム（各４人一組）
が競う団体の部で、片上小学校が見事優勝を果たしました。
　大会は、児童らが、交通規則や自転車の安全な乗り方を問う学科と、手信
号の合図や踏切・信号のわたり方など自転車に乗っての実技で競いました。
　また、個人の部でも、片上小学校の勝田千遥さん（６年生）が優勝、吉田
萌香さん（６年生）が準優勝、亀川心葉さん（６年生）が第三位、西林玲那
さん（６年生）が優秀賞を獲得しました。

安全な自転車技術で競う！！  第51回交通安全子供自転車岡山県大会で優勝
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国民健康保険 および 後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ

８月から新しい保険証になります
　新しい保険証（国民健康保険は桃色、後期高齢者医療制度はクリーム色）を、
７月下旬に被保険者の世帯または個人あてに送付しています。月末までに保険証
が届かない場合は連絡ください。
※国民健康保険税を滞納している世帯には、窓口での更新の案内を送付していま
す。
★今回の保険証の有効期限は平成29年７月31日となっています。
★古い保険証は平成28年７月末で有効期限が切れています。無効となった保険証
を使用しないよう個人で責任を持って処分するか、保健課保険医療係、各総合
支所、各出張所まで返却（郵送可）してください。

【国民健康保険被保険者の皆さんへ】
◆新しい職場の健康保険に加入したら、原則14日以内に国民健康保険を脱退する
届出が必要です（被扶養者変更の場合も同じ）。手続きをしないと国民健康保
険に加入したままとなり、引き続き国民健康保険税が課税されます。
　「印鑑」、「新しい職場の保険証」、「国民健康保険の保険証」を持って手続きを
してください。届出の際は 世帯の保険加入状況を確認してください。

◎一部負担金の減免または徴収猶予
　医療機関の窓口で支払う医療費（一部負担金）が、災害や失業などの特別な理
由により支払いが困難な場合、かつ、生活困難と認められる場合、一部負担金が
減免または徴収猶予される場合があります。くわしくは相談ください。
保健課保険医療係（☎64-1819）

国民健康保険 カラダ若返り講座
　年を重ねても若々しく過ごすためには軽い運動がおススメです。楽しみながら
運動を続けるコツを学びましょう！
◆と　き　【6回コース】9/15㈭、10/20㈭、11/17㈭、
　　　　　　　　　　　　12/15㈭、1/12㈭、2/23㈭　各回10：00～11：30
◆ところ　総合保健施設2階会議室（吉永病院併設）
◆対　象　原則6回参加できる人で40歳～70歳未満の備前市在住の人（先着25人）
◆講　師　古川美保スポーツプログラマー

8月31日㈬までに保健課健康係（☎64-1820）へ

　　　　部門
作品 一般の部 小・中学生の部
随筆 1編（原稿用紙５枚以内）
現代詩	 2編以内
短歌 ３首1組 ３首以内
俳句 ３句1組 ３句以内
川柳 ３句1組 ３句以内
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35歳から74歳まで

第３回 備前市文学賞 作品募集
～市民の文芸創作活動を奨励し、豊かな市民文化の振興を図るため、作品を
募集します！～
◆応募資格　市内に在住、または通勤・通学している人
◆募集部門　一般の部（高校生以上）、小学生の部、中学生の部
◆応募期間　8月1日㈪～9月30日㈮　≪当日消印有効≫
◆応募規定

・各部門とも、未発表の創作作品であること。（平成27年10月以降の同人誌
などグループ作品集掲載作品は可とする。）
・応募作品は、市の出版物などに無償で掲載するものとし、応募原稿は返却

しないものとします。
◆応募方法　応募作品とともに、所定の応募用紙に必要事項を記入し、文化

スポーツ課、中央公民館、日生・吉永地域公民館の窓口に提出
してください。

　※募集要項と応募用紙は、文化スポーツ課、各公民館に置いています。
◆賞　各部門で入選1名、佳作若干名　※入賞者には賞状と記念品を贈呈。

入賞作品は、作品集「備前市の文学」に掲載します。また、入選受賞
者の作品は市ホームページで公表します。

　※表彰は、入賞者に別途ご案内します。
　　くわしくは、募集要項をご覧ください。（市ホームページに掲載）
備前市文学賞実行委員会事務局〔備前市文化スポーツ課内〕

　（☎64－1837	〒705－8602	備前市東片上126番地）

もの忘れ相談会を開催します
　「最近物忘れが気になってきた」「認知症じゃないか心配」「どこで受診すれば
いいの？」
　などの不安や疑問について認知症専門医と認知症地域支援推進員などが相談に
応じます。
　1組あたりおよそ30分、先着３組、予約制、無料です。
◆と　き　8月29日㈪　12：00～13：30　　◆ところ　保健センター1階

地域包括支援センター（☎64-1844）

まちづくり事業を募集します(追加募集)
　まちづくりなどを行う事業を対象として助成します。事前相談も受け付けてい
ますので、お気軽にご相談ください。なお、過去にふるさとづくり基金活用事業
として助成を受けた団体でも応募可能です。
◆申請期間　8月31日㈬まで
◆事業期間　交付決定日（9月中旬）～平成29年３月31日㈮
◆補助の対象
　市内で公益性のある事業に自主的に取り組み、次の要件を満たす各種団体
・10人以上の会員で組織し、組織の運営に関する規約、会則などがあること
・事業計画および事業予算を定め、活動実績が1年以上あること
◆対象事業
地域の活性化、福祉の充実、文化芸術の振興などを目的としたまちづくり事業
例）講演会、ワークショップ、花いっぱい運動、各種体験事業など
◆補助率・限度額
　補助率 	４/ ５以内　※ただし、備品購入費および附帯工事費については、
	 対象事業費の2/３以内で補助率1/2以内
　限度額 	 100万円
　　　　　※1団体につき３回（総額で限度額の範囲内）まで申請可能
※補助金交付の適否は審査委員会で審査されます。

市民協働課市民協働係（☎64-1806）

日帰り人間ドックを受診しませんか!?

　「一般ドック」・「脳ドック」の日帰り人間ドック2コースを実施します。
疾病の早期発見や早期治療のため、また健康保持・増進のためにも年に一
度は身体のチェックをしてみませんか。

◆対 象 者　国民健康保険の被保険者で、昭和17年４月2日～昭和57年４
月1日生まれの人

　　　　　　※国民健康保険税を滞納している世帯は除きます。
◆定　　員　300人
◆申込受付　8月1日㈪から（土・日・祝日を除く。定員になり次第締切）
◆自己負担　【共通・特定検査項目】
　　　　　　一般ドック　6,400円、脳ドック　7,200円
　　　　　　【選択検査項目】肝炎ウィルス検査　300円、ピロリ菌検査　
　　　　　　200円、眼底検査　200円、肺機能検査　700円
◆実施期間　9月1日～平成29年2月28日
◆申込方法　市役所、各総合支所、三石出張所窓口で、保険証、特定健康

診査受診券（40歳未満の人を除く）を持って、希望のコース
および選択検査項目を申し込んで下さい。

※人間ドック受診は特定健診受診とみなしますので、特定健康診査との重
複受診はできません。
保健課保険医療係（☎64-1819）

一般ドック 脳ドック

共通検査項目
診察、血圧測定、血液生化学検査（脂質・肝機能・代謝系）
血液一般、炎症反応、便潜血、尿一般、腎機能、心電図
胸部Ｘ線、腹部超音波

特定検査項目 胃部Ｘ線または胃カメラ
（胃部組織検査は実施しません。）頭部ＭＲＩ検査

選択検査項目 肝炎ウィルス検査、ピロリ菌検査、眼底検査、肺機能検査

実施機関
大ヶ池診療所、木村内科
木村医院、草加病院
備前・日生・吉永病院

草加病院、吉永病院

Bポイント対象事業
（10ポイント）

Bポイント対象事業（各回3ポイント）
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100歳おめでとうございます！
　出

いで

井
い

敏
とし

子
こ

さん（西片上）が７月４日に、満100歳
を迎えられました。出井さんは現在の赤磐市で生ま
れ、昭和16年に結婚を機に備前市に来られました。
　仕事は結婚するまで看護師をされ、結婚後は夫と
ともにお茶やタバコなどの商店を営みました。几帳
面な性格で、趣味でお茶をされていたそうです。
　長寿の秘訣は「好き嫌いなく何でも食べること」
だそうです。

少年補導功労者栄誉銀賞受賞!!
　元備前警察署少年警察協助員連絡会会長の

かた
山
やま

鐡
てつ

男
お
さん（東片上）が、平成28年度少年補導功労者栄
誉銀賞（警察庁長官、全国少年警察ボランティア協
会会長表彰）を受賞されました。
　 山さんは、片上地区を中心に少年非行防止およ
び健全育成活動を積極的に推進され、備前警察署少
年警察協助員連絡会会長を務めるなど、旺盛なボラ
ンティア精神と行動力により、街頭補導や広報啓発
活動、有害環境浄化活動、少年相談に熱心に取り組
まれたほか、後進の育成を人一倍心掛けられました。

『国民年金』 こんなときは届出を
　日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人は、公的年金（国民年金）
に加入しなければなりません。届出は、加入時だけでなく、退職したときも必要
です。また、配偶者に扶養されている人で、収入が増えたり、離婚したりして扶養
からはずれた時は種別変更届が必要です。もし、届出をしなかったり、遅れたりし
た場合は、将来、年金が受給できなかったり、年金額が少なくなったりすることも
ありますので、変更手続きは年金手帳を添えて、その都度行いましょう。
◆市役所の窓口でできる主な届出◆

【資格取得届出】
・20歳になったとき…………………本人確認できるもの、印鑑
・退職したとき………………………離職票または健康保険資格喪失証明書
　　　　　　　　　　　　　　　　（共済は辞令のコピー）、年金手帳、印鑑

【種別変更届】
・配偶者の扶養からはずれたとき…健康保険資格喪失（扶養解除）証明書、
	 	 年金手帳、印鑑
岡山東年金事務所　国民年金課（☎086-270-7925）、市民窓口課（☎64-1818）、
管理課（☎72-1102）、 管理課（☎84-2511）、ねんきんダイヤル（☎

0570-05-1165〔050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1165〕）

市庁舎の整備計画　その２
　6月定例議会において提出された新庁舎と仮庁舎の工事設計委託料の補正予算
案は「庁舎新築は賛成だが、アルファビゼンを仮庁舎に改修するのは市民の理解
が得られない」として、当該設計委託料を削除する修正案が可決となりました。
　また、議長を除く議員15名で構成する「市役所庁舎建設に関する調査特別委員
会」が設置され、第1回目の特別委員会において、新庁舎を現在の場所へ建て替
えることを基本構想とすることが決定されました。
　新庁舎建設の財源には合併特例債を活用し、活用期限の2020年３月末の完成を
目指していることから、７月1日、市でも現在地での庁舎新設を前提に、庁舎建
設プロジェクトチームを設置して早急に新庁舎の構想と予算案を再提出する準備
をしています。

平成28年４月～６月寄附累計額 ……………
平成28年６月寄附額  …………………………

　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。　　　　　　　　　　　 ふるさと寄附課（☎64-1805）

お陰さまで平成28年度分の
ご寄附が４億円を超えました！

町内会長･区長等永年勤続表彰および
ボランティア活動感謝状贈呈

　6月22日㈬、市民センターで平成28年度町内会長・区長等永年勤続表彰式およ
びボランティア活動感謝状贈呈式が行われました。
　町内会長・区長等永年勤続表彰は、町内会長・区長として多年にわたり地域活
動の推進ならびに地方自治の発展に尽くした功績をたたえるもので、ボランティ
ア活動感謝状贈呈式では、福祉活動などのボランティアで他の模範となった個人
に感謝状が贈呈されました。
【市長表彰】浮田建さん（伊部）、金本伸一さん（浦伊部）、佐山勝英さん（日生
町日生）、三村宗彦さん（吉永町福満）、竹内俊樹さん（吉永町多麻）、山﨑政
美さん（吉永町笹目）、作長利典さん（吉永町笹目）
【市長感謝状】難波隆治さん（伊部）、上林靜男さん（吉永町神根本）、
　鵜川克己さん（吉永町高田）、藤井登さん（吉永町多麻）
【ボランティア活動感謝状】
　尾﨑年惠さん（伊部）、　
　柴岡敦子さん（伊部）、
　清水春一さん（伊部）、
　有井招二さん（浦伊部）、
　片山伸栄さん（閑谷）、
　藤原義明さん（穂浪）、
　藤森　勝さん（鶴海）、
　𠮷村礼子さん（野谷）、
　三宅康平さん（瀬戸内市）

人権擁護委員にお気軽にご相談を!
　基本的人権は、人間が平和に生きていく上で最も大
切な権利です。この基本的人権を擁護し、見守ってい
るのが、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員です。
　市役所などでの「なやみごと相談」（関連記事8ペー
ジ）をはじめ、法務局でも相談に応じています。
　今回、馬場克子さん（坂根）が法務大臣から人権擁
護委員の委嘱を受けました。馬場さんは再任で委嘱期
間は平成28年７月1日から３年間です。
◆人権擁護委員につきましては、岡山地方法務局備前支局（☎64-2770）ま
でお問い合わせください。

安全功労者内閣総理大臣表彰
　元備前二輪車安全普及協会会長の行

ゆき
正
まさ

明
あき

弘
ひろ
さん

（東片上）が、長年の交通安全活動に対し安全功
労者内閣総理大臣表彰を受賞されました。
　行正さんは、「二輪車被害の事故をなくしたい」
との使命感のもと、街頭指導を率先するなど、関
係団体などと連携した交通安全活動に取り組むほ
か、交通安全運動期間中における街頭活動、交通
安全教室における実践指導、後継者育成のための
講習会を開催するなど、地域の交通事故抑止と交
通安全思想の普及・高揚に貢献されました。

高齢者･子育て世帯生活応援券について
　応援券は、市内の応援券取扱店で使用できます。

【高齢者生活応援券】　　 介護福祉課（☎64-1827）	 	
	

◆対象者　平成28年７月1日現在の住民基本台帳に記載されている昭和22
年４月1日以前に生まれた人

◆生活応援券の額面　1人につき1冊500円券20枚綴（10,000円分）
◆使用期間　平成29年1月31日まで
◆交付の時期と方法　8月中に対象者宛てに案内を郵送します。	
	

【子育て世帯生活応援券】　　 子育て支援課（☎64-1853）	 	
◆対象者　平成28年７月1日現在の住民基本台帳に記載されている平成13

年４月2日以降に生まれた児童が含まれる世帯
◆生活応援券の額面　児童1人につき1冊500円券20枚綴（10,000円分）
◆使用期間　平成29年1月31日まで
◆交付の時期と方法　8月中に対象者宛てに案内を郵送します。

応援券取扱店募集　◆募集期間　8月末　　 介護福祉課（☎64-1827）
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岡山海区漁業調整委員会委員選挙
　　　　　　　　　　　　　　について  

◆告　示　日　７月25日㈪
◆期日前投票　７月26日㈫～8月2日㈫　日生総合支所
◆投　票　日　8月３日㈬　9：00～15：00　市内４投票所

【投票できる人】
　以下の要件に該当し、岡山海区漁業調整委員会選挙人名簿（平成27年12月
５日確定）に登録されている人。
・漁業者または漁業従事者であること。
・海区に沿う市町村に、住所または事業場を有すること。
・1年90日以上、漁船を使用する漁業を営みまたはこれに従事すること。
備前市選挙管理委員会事務局（☎64-1838）

議会報告会の開催  
　市議会の活動状況報告や、市政や議会について議員と市民の皆さんとの意
見交換を行う議会報告会を開催します。くわしくは「議会だより」をご覧くだ
さい。皆さんのご参加をお待ちしています。

※開催は、いずれも19：00~20：30です。　　 議会事務局（電話64-1803）

ＳＴＯＰ滞納！大変なことになりますよ　　市税は、行政サービスを行う上で重要な財
源です。納期限を1日でも過ぎると滞納とな
り、延滞金など、納税者の負担が増えること
にもつながります。
　市では、大多数の優良納税者との公平性を
確保するため、滞納処分を強化しています。
滞納者の財産（不動産、預貯金、生命保険、
年金、給与、電化製品や骨董品など）は、調査・差押えの対象となり、イン
ターネット公売や換価手続きによって滞納税額に充当します。
　やむを得ず、納期限内の納付が困難な場合は、早めに税務課収納推進係ま
でご相談ください。
【口座振替が安心です！】
　口座振替は、金融機関などの指定された口座から自動振替しますので、納
め忘れをすることがない他、各金融機関や市役所へ行く手間が省けます。安
心で便利な口座振替をぜひお申込みください。
　口座振替の申請は、各市税等の振替日（納期限）の2か月前までに、市内
の各金融機関窓口に備え付けの依頼書をご利用ください。
※口座振替開始時期はハガキで通知いたします。それまでは納付書での納付
をお願いします。
【口座振替が利用できる税目】軽自動車税、市県民税、固定資産税・都市計
画税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
【口座振替可能金融機関】中国銀行、トマト銀行、三井住友銀行、備前信用
金庫、日生信用金庫、中国労働金庫の本・支店、岡山東農業協同組合の支
店、ゆうちょ銀行・郵便局　　　　　　 税務課収納推進係（☎64-1814）

第38回 サマーフェスティバル
８月６日㈯ 18：00～21：00 ※雨天の場合は、翌日開催
・ブース出店（ゲーム、飲食物）　　・花火大会　20:40～21:00
◆ところ　吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター・グラウンド
吉永町サマーフェスティバル実行委員会（☎84-2211）

つつじが丘団地(浦伊部)
生活に便利な住宅地です 

●所在地	　備前市浦伊部字つつじが丘37区画
●価格・面積　649万円・282．87㎡（約85．5坪）

〈公共施設まで〉
・殿土井保育園まで約1．4㎞　・伊部幼稚園まで　約1．4㎞
・伊部小学校まで　約1．7㎞　・備前中学校まで　約1．3㎞
・ＪＲ伊部駅まで　約1．8㎞　・市立備前病院まで約2．4㎞

スワ団地(日生町寒河) 
海と備前♡日生大橋が眺められます

●所在地	　備前市日生町寒河字スワノ谷
●価格・面積　158万1千円・102．51㎡（約31坪）

〈公共施設まで〉
・日生運動公園まで　　　約0．5㎞　　
・日生保育園・幼稚園まで約0．6㎞
・日生東小学校まで　　　約1．3㎞　　
・日生中学校まで　　　　約2．8㎞
・ＪＲ寒河駅まで　　　　約1．8㎞　　　・市立日生病院まで　　　約2．4㎞
◆売却方式　先着順
◆申込み資格　自ら居住するため、または会
社などでその従業員が居住するための住宅
（共同住宅を除く）を建築する人
まち整備課管理係（☎64－1833）

情報公開制度とは
　市では、備前市情報公開条例に基づき、皆さんからの開示請求に応じて、市の
保有する行政文書を開示するほか、広報紙の発行や財政状況の公表など、情報の
提供、その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民の皆さんの
参加による公正で開かれた市政を進めるため、市民に対する情報
公開の総合的な推進に努めています。
■行政情報の公開

■行政文書開示制度の運用状況（平成27年度）　　　　　　　　　　　（単位：件）

個人情報保護制度とは
　備前市個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要
な事項を定めているほか、市が保有する行政文書に記録されている自分に関する
情報（自己情報）の開示を請求することができます。
■自己情報開示制度の運用状況（平成27年度）　　　　　　　　　　　（単位：件）

総務課行政係（☎64-1807）

閲覧縦覧等写し等
の交付

法令等に基づき、市民の請求により閲覧、縦覧または写
しの交付をするもの
（例）住民基本台帳の閲覧、道路台帳の閲覧、土地・家

屋価格等縦覧帳簿の縦覧、住民票の写しの交付、
納税証明書の交付

情報公開・情報提供

法令等に基づき公表するもの
（例）財政状況の公表、監査結果の公表

積極的または任意に提供するもの
（例）行政資料の刊行・配付、広報紙の発行、
　　	入札（公共工事）に係る設計書

行政文書開示請求 市民の請求により、市の保有する行政文書を開示するもの

実施機関 請求件数 決 定 状 況 不服申立開示 部分開示 不開示 却下 取下げ
市 　 　 長 24 8 10 2 0 4 0
教 育 委 員 会 7 7 0 0 0 0 0
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0
監 査 委 員 1 0 1 0 0 0 0
農 業 委 員 会 4 0 4 0 0 0 0
固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 0
水道事業管理者 1 0 1 0 0 0 0
病院事業管理者 1 0 0 0 0 1 0
議 会 1 0 1 0 0 0 0

計 39 15 17 2 0 5 0

請求件数 決 定 状 況 不服申立 審査会の
運用状況開　示 部分開示 不開示 取下げ

16 13 1 0 2 0

開催日 会　　場
8月24日㈬ 吉永地域公民館
8月25日㈭ リフレセンターびぜん
8月26日㈮ 日生防災センター
8月27日㈯ 市民センター

1．4㎞
1．3㎞
2．4㎞

スワ団地(日生町寒河) 

　備前市個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要

提供、その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民の皆さんの提供、その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民の皆さんの



会　場
① 9：00 ② 9：30 ③10：00
①13：00 ②13：30 ③14：00

９月10日㈯
備前病院
日生病院

受 付 時 間検 診 日
　これからの季節、特に熱中症に注意が必要です！気
温が高い日だけでなく、前日に比べて急に気温が上
がった日や湿度が高い日も要注意です。
〈対策のポイント〉
●水分補給　喉が渇く前から意識的に水
分を摂りましょう。
●室内の環境　室温は28℃程度、湿度
60％以下になるようにしましょう。
●服装　外出時には帽子や日傘で直射日
光を避けましょう。　

◆対 象 者　40歳以上の女性
◆定　　員　各病院100人（定員に達し次第、締切とな

ります）
◆持 参 物　受診票、健康手帳、バスタオル、保険証
◆申込期間　８月１日㈪～31日㈬
◆申込方法　電話または来所にて、希望する病院名と希

望時間（①、②、③のいずれか）をお知ら
せください。

注意１　視触診で精密検査が必要と判定された場合は、
同日にマンモグラフィを受診せず、医療機関で
詳しい検査をされることをお勧めします。

注意２　乳がん視触診とマンモグラフィ検診いずれかの
みの受診はできません。

■■保健課（☎64‒1820）

熱中症予防！

乳がんセット検診(視触診とマンモグ
ラフィ検診の同日実施)のお知らせ

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乾燥ワカメを水で戻し、沸騰したお湯で
さっと茹でる。
②オクラをさっと茹で、小口切りにする。
③長芋の皮をむき、長さ４㎝の千切りにす
る。
④水菜は４㎝の長さに切る。
⑤梅干しは種を除き、包丁でたたき、Ａの
調味料と混ぜあわせる。
⑥長芋、オクラ、
水菜、ワカメ
を皿に盛り、
Ａをかけて完
成。
 

【材料】６人分
　オクラ 120ｇ、長芋 300ｇ
　水菜 180ｇ、乾燥ワカメ 6ｇ
　Ａ（梅干し（塩分控えめ） 30ｇ
　　　ポン酢 大さじ２
　　　ゴマ油 小さじ２）

オクラと長芋の梅肉サラダ

　私は、2015年３月に備前市地域おこし協
力隊として、久々井地区へ移住してきまし
た。
　主に備前のプレーパーク「森の冒険ひみ
つ基地」で活動しています。プレーパーク
は冒険遊び場とも呼ばれ、できる限り禁止
事項をなくし、子どもたちがやりたいこと
を実現できるところです。普通の公園では
禁止事項の書かれた看板が立っているのを
よく見かけますが、プレーパークでは水を
使い、火を使い、木に登り、穴を掘り、ボー
ルで遊び、やりたいことが自由にできます。
時には失敗もしますが、その経験が子ども
たちの成長には必要不可欠なことだと思い
ます。
　備前市では人口減少が大きな問題となっ
ていますが、久々井地区だけは人口が少し
ずつ増えてきています。「子どもたちを自
然の中で自由に遊ばせたい」そんな思いの
ご家族が移住して来られています。
　遊び場づくりが、まちづくりになってい
るように感じます。これからも久々井地区
から備前市を賑やかにしていきたいと思い
ます。
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こんにちは、
地域おこし協力隊で
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【久々井地区 鎌田 真輝】第 3回
かま　だ　　まさ　き

8月乳
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健
診・育
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談

乳
幼
児
健
診・育
児
相
談

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３月生
平成27年２月生
平成26年２月生
平成26年３月生
平成25年２月生
平成27年10月生
平成27年11月生

内　容 対　象 と　き（受付） と　こ　ろ
３日㈬
24日㈬
18日㈭
31日㈬
10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

25日㈭
５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

Bポイント
対象事業

〈１人分 エネルギー 65kcal､ 塩分 0.5g〉
（レシピ考案：ノートルダム清心女子大学食品栄養学科学生）

Bポイント
対象事業

　住宅用火災警報器の目的は、何よりも火災からあな
たの大切な家族やご自身の命を守ることにあります。
「大切な家族とご自身のために」住宅用火災警報器を
早期に設置しましょう。

Ｑ. 住宅用火災警報器って何？
　火災が発生したとき、就寝中や仕切られた部屋
などで物事に集中している時などには、火災に気
づくのが遅れてしまいます。そこで、家庭内での
火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれ
るのが、住宅用火災警報器です。

Ｑ. どこで買えるの？
　ホームセンターや電器店などで購入できます。
価格は、メーカーや種類、機能などにより異なり
ます。

Ｑ. どのくらいの効果があるの？
　消防庁において、実際の住宅火災における被害
状況を分析したところ、住宅用火災警報器が設置
されている場合は、設置されていない場合に比べ、
被害状況がおおむね半減した結果となりました。

■東備消防組合警防課予防係（☎64-1127）

　（一社）岡山県食品衛生協会では、営業者の
取り組む衛生管理が一定の基準を満たす食品
営業関係施設を対象に「食品衛生優秀店」の
標識を交付する制度を設けています。
　なお、平成28年度の「食品衛生優秀店」は
下記のとおりです。（市関係分のみ、順不同）
【備前地域】丹生海産店、村岡精肉店、金平、
タマキ、伊里漁業協同組合、松月堂、馬場
商店、鷹取醤油、Curry Shibabe、ファ
ミリーマート備前香登店、Pi・Con＆Ｗ
【日生地区】さらしな給食、秀吉、旅館つり
幸、きまぐれ、お好み焼き ふみ
【吉永地区】ｓｅｎｎｒｏ ｃａｆｅ、八塔寺 ふるさと
館
■備前保健所東備支所内　東備食品衛生協会
（☎92-5182）

　（一社）岡山県食品衛生協会では、営業者の
取り組む衛生管理が一定の基準を満たす食品
営業関係施設を対象に「食品衛生優秀店」の
標識を交付する制度を設けています。
　なお、平成28年度の「食品衛生優秀店」は
下記のとおりです。（市関係分のみ、順不同）
【備前地域】丹生海産店、村岡精肉店、金平、
タマキ、伊里漁業協同組合、松月堂、馬場
商店、鷹取醤油、Curry Shibabe、ファ
ミリーマート備前香登店、Pi・Con＆Ｗ
【日生地区】さらしな給食、秀吉、旅館つり
幸、きまぐれ、お好み焼き ふみ
【吉永地区】ｓｅｎｎｒｏ ｃａｆｅ、八塔寺 ふるさと
館
■備前保健所東備支所内　東備食品衛生協会
（☎92-5182）

住宅用火災警報器の設置はお済ですか？

住宅用火災警報器Q＆A

ご存知ですか、「食品衛生優秀店」

健康健康健康
H e a l t h

情報情報
■保健課（☎64‐1820）

備前市健康づくり３か条
・今より10分多く歩く
・野菜から先に食べる
・体重を毎日はかる
　  【第2次健康びぜん21】

■保健課（☎64-1820）９・10月のおもなＢポイント対象事業Bポイント
対象事業

■保健課
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【Ｂポイント講座】その１～ 気軽なポイントの貯め方～
①今年度は、初年度のサービスポイントとして、ポイント進呈し
ています。……５ポイント
②スペシャルポイントとして、「2人で30分以上の」運動や草刈
りなどの地域活動を行うと、ポイントカードに記入するだけ
で、ポイント進呈します。……おとな１回につき２ポイント（最
大10ポイント）・こども１回につき3ポイント（最大15ポイント）
③そのほかに、市民スポーツフェスティバル、こども応援フェス
タや市民ふれあい福祉まつりに行けば、ポイント進呈します。
……各５ポイント

※これだけでも、20ポイントが貯まり、2,000円相当の賞品と交換できます！さあ、カード申請をして気軽にＢ
ポイントを集めましょう！

対 象 事 業 と　き ところ 対象者
健康教室 9月14日㈬ 備前病院 どなたでも
糖尿病予防教室 9月14日㈬ 日生病院 どなたでも
在宅医療推進
講演会 ・備前市
社会福祉講座

9月22日㈭
リフレ　
センター
びぜん

どなたでも

市民スポーツ
フェスティバル 10月10日㈪

総合運動
公園　　
（久々井）

どなたでも
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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。
8月10日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟2階
「乳がんのお話」
備前病院外科医師	蓮岡診療部長
無料
備前病院（☎64-3385）

介護者の会
　「いつまでも口から美味しく安全に食
べるポイント・方法」と題した講話を予
定しています。
　高齢者の摂食と嚥下ポイントや嚥下食
などの食形態について学びませんか。講
話後は参加者同士の情報交換もします。
　どうぞお気軽にご参加ください。
8月17日㈬	10：00～11：30
日生総合支所1階会議室
㈱明治　管理栄養士
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）

身体障害者巡回更生相談
8月26日㈮

　受付10：30～11：30　審査11：00～
保健センター1階（市役所横）

肢体不自由
岡山労災病院医師（整形）
補装具・更生医療など

障害者手帳、印鑑、保険証、使用中の
補装具
事前予約が必要なため8月19日㈮ま

でに、電話またはFAXで
　社会福祉課障がい者福祉係
　（☎64-1824　FAX64-1847）へ
※相談内容についてもお知らせください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当
の現況届の提出
　現在、児童扶養手当、特別児童扶養手
当の受給資格のある人は現況届、所得状
況届が必要です。8月上旬に書類を送付
しますので、子育て支援課へ提出してく
ださい。

【児童扶養手当】
8月1日㈪～19日㈮

　父または母と生計を同じくしていない
子ども（平成29年３月31日までに満18
歳以下の子、または心身に障がいのあ
る20歳未満の子）を養育している人に
支給されます。

【特別児童扶養手当】
8月12日㈮～31日㈬

　20歳未満で精神・知的または身体に障
がいのある児童を家庭で監護している
父母などに支給されます。
※児童扶養手当の現況届の提出は必ず受
給者本人が行ってください。代理人や
郵送による提出は認められません。
子育て支援課（☎64-1853）

病児・病後児保育が
利用できます！

次の①～③のすべての条件を満
たすお子さん
①市内に住所を有する小学３年生までの
お子さん
②病気の治療中や回復期などにあり、保
育園、幼稚園、小学校などでの集団生
活が困難なお子さん
③保護者の勤務などの都合により家庭で
の育児が困難なお子さん

山陽ちびっこ療育園
（☎086-281-7866
岡山市南区大福281-5）

山陽ちびっこ療育園・牛窓
（☎0869-34-6161	
瀬戸内市牛窓町牛窓3121-1）

月～金	9：00～18：00
（土・日・祝日、お盆、年末年始は休）

・事前登録が必要です。
・利用前には、施設に電話連絡してくだ
さい。
・施設の指定する医院で診察を受けてく
ださい。

　1日2,500円（診察料、投薬料などは
別途必要）
※当日の予約状況やお子さんの症状に
よって受け入れできない場合がありま
す。
子育て支援課（☎64-1853）

児童扶養手当の
手当額がかわります
　平成28年8月以降、児童扶養手当法の
改正により、第2子加算および第３子以
降加算の金額が変わります。

〈2子加算〉
　5,000円⇒	5,000円～10,000円
〈３子以降加算〉
　3,000円⇒	3,000円～6,000円
※所得に応じて加算額が決定されます。
くわしくは、お問い合わせください。
子育て支援課（☎64-1853）

テニススクール　参加者募集！！
　初心者から経験者まで、	プロコーチに
よるレッスンを受けられるチャンスです。
9月３日㈯	9：00～14：00※雨天中止
日生運動公園テニスコート
小学生以上（先着50人）
小・中学生500円、高校生以上1,000円
所定の申込用紙に必要事項を記入

し、8月19日㈮までに文化スポーツ課
（☎63-3813　FAX64-2112）、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へ

【前期社会体育研修会】
ノルディック・ウォーク教室
　八塔寺川周辺をウォーキングします。
9月11日㈰	9：00～11：30
八塔寺川ダム公園
小学生以上
先着40人
無料（ポールが必要な人は300円で貸
出しします）
所定の申込用紙に必要事項を記入

し、9月2日㈮までに文化スポーツ課
（☎63-3813　FAX64-2112）、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へ

特集展「備前市の遺跡  Part2
　　　　長縄手遺跡」（入館無料）
　備前市内で発見！調査された遺跡を順
番に紹介しています。2回目の展示は縄文
時代の住居跡も確認された長縄手遺跡です。
8月27日㈯～9月25日㈰

　9：00～16：30
埋蔵文化財管理センター
火曜日、祝日の翌日（9/20、9/23）
埋蔵文化財管理センター（☎92-4300）

備前商工会議所青年部主催
第８回備前コンカツパーティー
₂₀₁₆「ときめき婚活ｉｎ 碧水園」
9月25日㈰	14：30～17：00
カフェ＆レストラン

　碧水園（岡山市北区後楽園1-6）
男女各15人　計30人（応募者多

数の場合は抽選）
開催日時点で20歳以上の独身の人（学
生不可）

（男性）市内に在住、または在勤の人
（女性）居住地、勤務地の制限なし
男性4,000円、女性3,000円

8月1日㈪～9月５日㈪
備前商工会議所青年部ホーム

ページから申込用紙をダウンロードの
うえ、ＥメールまたはFAXでお申込
みください。
備前商工会議所青年部事務局

　〔担当：片山、宮本〕（☎64-2885）

「３市町合同カップリング
パー ティーin赤穂ロイヤルホテル」
参加者募集
　赤穂市、備前市、上郡町３市町による
共同婚活イベントを開催します。当日は
専門講師による印象アップセミナーも開
催しますので、婚活パーティーは初めて
の人も安心してご参加いただけるイベン
トになります。
9月４日㈰

【男性】12：00～17：00（11：30～受付）
【女性】13：00～17：00（12：30～受付）
赤穂ロイヤルホテル（赤穂市加里屋中
洲3250）

　25歳～45歳の独身男女各25人の計50人
程度（男性は赤穂市・備前市・上郡町
在住、在勤の人、または、結婚を機に
３市町への移住を考えている人）
3,000円（軽食付き）
8月26日㈮18時までに、ネット、

電話またはFAXで、NPO法人すご
い 婚 活 塾（☎086-239-1002〔参 加
予 約 ダ イ ヤ ル〕FAX086-256-5603  
http://www.sugokon.org/lesson/
event/13277001）へ
※応募者多数の場合は抽選になります。
参加の合否に関しては、郵送にてお知
らせいたします。

パスタ作り体験
　家庭で作れる手打ち生パスタづくりの
講座です。
9月３日㈯　9：30～12：00
日生地域公民館
500円　　
20人（先着順）
8月27日㈯17時までに、日生地域公

民館（☎72‒1006　FAX72‒1098）へ
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いんべ会館受講生募集
8月1日㈪から、

　いんべ会館（☎64‒0890）へ

パソコン教室入門編（全８回）
～ワードとエクセルの基本から～
8月17日㈬～10月５日㈬

　（上記期間のうち毎週水曜日）
　13：30～15：30
いんべ会館職員
マウスパッド
8人（先着順）　　 無料

第２回人権講座
『高齢者の人権を守るために』
～あなたの身近にある高齢者の人権

とは～
9月8日㈭　13：30～15：00
市社会教育指導員
20人（先着順）　　 無料

備前市人権啓発標語募集！
　男女共同参画の啓発、女性、子ども、
高齢者、障がいのある人、同和問題、外
国人など、様々な人権問題に対する幅広
い理解と認識を深め、人権意識の高揚を
促す作品を募集します。

市内在住または在勤・在学の人
「人権啓発標語」1人1点（30

字以内）まで、用紙（何でも可）に標
語と住所、氏名、連絡先を記入して、
郵便、FAX、Ｅメールで送付または
持参してください。
※参加賞はありません。

9月12日㈪までに市民協働課
　（〒705-8602　東片上126　☎64-1823
　  FAX64-3845　Ｅメール bzkyoudou
　 @city.bizen.lg.jp）

すべての人に見てほしい
アニメーション

「パパ、ママをぶたないで」上映会
～この作品に込められた意味を
　読み解いてみましょう～」
男女共同参画講座参加者募集！
　子どもの視点から見たDV（ドメス
ティックバイオレンス）を題材にした、
美しい映像と社会的なメッセージを織り
込んだアニメーションです。
8月10日㈬	13：30～15：00
いんべ会館　2階
小林鈴代さん（岡山県男女共同参画推
進センター交流員）
無料　　 30人
8月５日㈮までに、市民協働課

　（☎64-1823　FAX64-3845）へ

自衛官募集
　防衛省では、平成28年度各種自衛官等
を募集します。入隊および入校は、平成
29年３月下旬から４月上旬の予定です。

【自衛官候補生】
18歳以上27歳未満

（男子）随時受付
　　　　　（女子）9月8日㈭まで

（男子）9月14日㈬～28日㈬
（女子）9月23日㈮～27日㈫
　　　　の間の指定する1日

【一般曹候補生】
18歳以上27歳未満

9月8日㈭まで

（1次）9月16日㈮、17日㈯のうち指定
　　　する1日
（2次）10月6日㈭～12日㈬の間の指定
　　　する1日

【航空学生】
21歳未満高校卒（見込み含む）

9月8日㈭まで
（1次）9月22日㈭

　　　（2次）10月15日㈯～20日㈭
　　　（３次）11月12日㈯～12月15日㈭

【防衛大学校学生】

〔推薦〕21歳未満高校卒（見込み含む）、
学校長推薦の者

〔総合選抜・一般（前期）〕
　21歳未満高校卒（見込み含む）

〔推薦〕9月５日㈪～8日㈭
〔総合選抜〕9月５日㈪～8日㈭
〔一般（前期）〕9月５日㈪～30日㈮

〔推薦〕
（1次）9月24日㈯、25日㈰、
〔総合選抜〕
（1次）9月24日㈯
（2次）10月29日㈯、30日㈰
〔一般（前期）〕
（1次）11月５日㈯、6日㈰
（2次）12月6日㈫～10日㈯
【防衛医科大医学科学生】
21歳未満高校卒（見込み含む）

9月５日㈪～30日㈮

（1次）10月29日㈯、30日㈰
（2次）12月14日㈬～16日㈮
【防衛医科大看護学科学生
 （自衛官候補看護学生）】
21歳未満高校卒（見込み含む）

9月５日㈪～30日㈮
（1次）10月15日㈯

　　　（2次）11月26日㈯、27日㈰
自衛隊岡山募集案内所

　（☎086-224-2824）

ウィズびぜん “ 虹の広場 ”
　体験してみましょう！点字＆備前体操
9月2日㈮　10：00～12：00
ウィズびぜん
無料
20人（先着順）
ウィズびぜん登録団体：トゥッティ、

備前市視覚障害者協会
※運動のできる服装でお越しください。

8月31日㈬までに
　市民協働課（☎64-1823）へ

８月は北方領土返還運動
全国強調月間です
　歯
はぼ
舞
まい
群
ぐん
島
とう
、色
しこ
丹
たん
島
とう
、国
くな
後
しり
島
とう
および択

えと
捉
ろふ

島
とう
の北方四島は我が国固有の領土です。
　1855年「日魯通好条約」が結ばれ、択
捉島以南を日本の領土と決めましたが、
1945年にソ連に不法占拠され、ソ連が崩
壊してロシアとなった現在もその状態が
続いています。
　北方四島の一日も早い返還のために
は、私たちみんながこの問題への理解と
関心を深め、世論を結集させることが重
要です。
　北方領土の早期返還実現に向けて、皆
さんのご理解とご協力をお願いします。

～重ねる対話 つなげる熱意で 四
し

島
ま

返還～

岡山県北方領土返還要求運動県民会議
〔事務局：岡山県総合政策局公聴広報
課内（☎086-226-7158）〕

人権啓発映画テレビ放送
【ほんとの空】
8月５日㈮　10：25～11：05
西日本放送（RNC）

【ボクとガク】
8月23日㈫　14：45～15：30
テレビせとうち（TSC）

【秋桜の咲く日】
8月24日㈬　10：20～10：55
山陽放送（RSK）

【ヒーロー】
8月27日㈯　10：10～10：50
瀬戸内海放送（KSB）
市民協働課（☎64-1823）

人権啓発ラジオ番組
「夕焼けの向こう」放送中！
　小学生2人を中心にした会話形式で、
人権に関わる素朴な疑問をテーマとして
取り上げ、ストーリーを展開する人権啓
発ラジオ番組です。

毎週土曜日　17：55～18：00
山陽放送ラジオ

市民協働課（☎64-1823）

子どもの人権相談所開設
　8月の人権擁護委員による『なやみご
と相談所』では、子どもの人権相談所も
併せて開設します。（Ｐ．8参照）
⃝8月16日㈫
　10：00～12：00　吉永地域公民館
⃝8月22日㈪
　13：00～15：00　保健センター３階
⃝8月23日㈫
　13：00～15：00　日生防災センター
市民協働課（☎64-1823）

全国一斉　養育費相談会
　　　　　　　　（相談無料・予約不要）
　司法書士による養育費に関する電話・
面談会。
　取決めがなくても相談OK！養育費に
関するあなたの悩みを教えてください。
8月７日㈰　10：00～16：00

【面談相談】岡山県司法書士会館
　　　　　　（岡山市北区駅前町2-2-12）

【電話相談】0120-567-301（フリーダイ
ヤル・当日のみの専用臨時の番号です。）
※秘密は厳守いたします。
岡山県青年司法書士協議会

　（☎086-239-9734）

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
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を抑える
④近所にひと声かける
⑤1回の焼却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　8月1日㈪～9日㈫
【市営住宅】土師神根・スワ・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）

８月₂₀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（桧のサイコロカレンダーづくり）

◆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）

 ▲山本孫任さん（鶴海）



◆開館時間　9：30～18：00
◆休館日　毎週月曜日と 12日㈮、31日㈬

よみきかせ会よみきかせ会 　乳児乳
　小学生小
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16日㈫ 10：30～11：30

13日㈯ 10：30～11：30

4 日㈭ 10：30～11：30

6 日㈯ 10：30～11：30

9 日㈫ 10：30～11：30

27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）

８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（８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

８月

市内施設ご案内

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

と　　き と　こ　ろ

23日㈫

24日㈬

25日㈭

26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（９月分）
８月10日㈬ 18：00～ 窓口、電話（☎63-3811）で予約可。

◆利用時間　9：00～21：00
　　　　　（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
８月４日までインターハイのため総合運動公園は利
用できません。シーサイドプールびぜんは改修工事
のため８月８日まで利用できませんが、その後、８
月中は休まず開館いたします。

５日㈮

19日㈮

26日㈮

英語でリトミック
※12日㈮までに要予約　先着15組
　資料代300円

12日㈮ 水遊びをしよう
※着替え、タオル、帽子、お茶など水
　遊びに必要な物を持参してください。

☎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（久々井）
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

触って遊ぼう

お絵描きをしよう

浦上医院　　　　 穂浪 ☎67-0302
こまざわ小児科医院　伊部 ☎63-3080
小林内科医院　 　鶴海 ☎65-8003
平病院　　 和気町尺所 ☎93-1155
大ヶ池診療所　　 大内 ☎64-4648
吉永病院　　　 吉永中 ☎84-2120
日生浦上医院　　 日生 ☎72-0935
大田原医院 和気町大田原 ☎93-0035
日生病院　　　　 寒河 ☎72-1111
小谷医院　 和気町和気 ☎93-0555

7日
㈰
11日
㈭
14日
㈰
21日
㈰
28日
㈰

■「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。

※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。

８月 休日当番医

■上下水道課（☎66-9792）

■税務課（☎64-1814）

※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

市・県民税（２期）、国民健康保険
税（２期）、後期高齢者医療保険料
（２期）、介護保険料（３期）の
納期限は、８月31日㈬です。

水道料金および下水道使用料の
納期限は、８月16日㈫です。

※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。

弁護士による法律相談
（離婚、相続、消費者被害など）

▼　と　き ▼　相談会場・電話

22日㈪　10：00～15：00 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

16日㈫　10：00～12：00
23日㈫　13：00～15：00
22日㈪　13：00～15：00
23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
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

22日㈪　13：00～15：00
23日㈫　13：00～15：00
16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

22日㈪　13：00～15：00
市役所勤務日と同一
市役所勤務日と同一

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

年金相談 ９月８日㈭
　　10：00～15：00

市民センター４階第１会議室 １か月前から予約受付開始
■☎64-1818・☎72-1102・☎84-2511

９月の相談（８月からの予約受付）

心配ごと相談

行政相談

子育てに関する相談

※ 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８月の相談
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