
９月１日は 『防災の日』です   　　
　社会全体の防災力向上を目的に毎年9月１日を「防災の日」、災害に対する備えの
大切さを再確認してもらうために毎年8月30日～9月5日までの期間を「防災週間」
としています。
　家庭でも「もしも」のときに備え、避難方法の確認や、防災対策について話し合っ
ておきましょう。
　防災の基本は、自らの命は自らが守るという「自助」と、みんなで協力して地域を
守るという「共助」の両方に支えられています。
　防災の日および防災週間では、各地域で災害についての認識を深めるため
の防災訓練などが予定されていますので、積極的に参加しましょう。

危機管理課消防防災係（☎64‐1809）

　　
㈱山陽マルナカと防災に関する協定締結
　8月２日、東備消防組合消防本部と㈱山陽マルナ
カは「大災害時における活動拠点としての施設使用
に関する協定 」を結びました。
　大規模災害発生時に他都道府県から速やかに緊急
消防援助隊を受け入れる体制が必要となることか
ら、㈱山陽マルナカ穂浪店駐車場の一部を使用する
ことの合意に至りました。この協定は岡山県下の民
間企業では初となります。

旧アルファビゼンの見学について
　旧アルファビゼンの今後の活用方策を検討するにあたり、建物の維持
管理を行うための立入調査を行います。
　今回、備前市民の人に限り見学ができます。
◆とき　9月11日㈰
　　　　①10:00  ②11:00  ③13:00  ④14:00（各時間帯の定員は25人）

※ただし、自由に出入りするのではなく、原則１グループあたりを25
人として、上記の時間ごとに施設内に入っていただきます。予定時
刻より遅れる場合がありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお
願いします。

◆集合場所等　旧アルファビゼン正面玄関前
※駐車場は、市民センター駐車場をご利用ください。で

きる限り乗り合わせでお願いします。
◆申込方法　参加希望者は、事前受付となります。参加申込用紙に、氏

名・住所・希望時間帯の番号（第3希望まで）・連絡先を
記入の上、FAX等でお申し込みください。なお、各時間
帯において予定人数に達した場合は、ご希望に添えない場
合があります。参加申込用紙は、市役所契約管財課、日生・
吉永総合支所および三石出張所に備え付けてあります。

◆申込期限　9月７日㈬ 17時まで
◆注意事項等　・各自で懐中電灯をご準備ください。

・安全面の確保から、１、２階のみとします。
・入館人数について、安全面の確保から人数制限を設け

ています。
・職員等の指示に従ってお進みください。また、立入禁

止区域への立入りは、ご遠慮ください。
・その他、職員等の指示に従わない場合は、見学をご遠

慮いただく場合があります。
契約管財課（☎64‐1811　FAX64‐3845）

　「美しく咲け　君の笑顔と努力の華」をスローガンに開催された「平成
28年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）」のソフトテニス競技
が、７月28日㈭から8月４日㈭までの期間、備前テニスセンターで行わ
れました。
　29日㈮には、岡山県を訪問中の皇太子さまがソフトテニス女子個人戦
を観戦されました。また午後からは、国特別史跡旧閑谷学校を視察され
ました。
　大会期間中は、炎天下での試合の中、各都道府県代表の選手による
熱戦が繰り広げられ、選手や競技役員、観客を含め、延べ４万8︐800人
が会場を訪れました。
　また、地元高校生等約870人が、早朝から夜まで大会運営に参加し、試合
会場だけでなく、駐車場や周辺道路などで活躍し、大会に貢献しました。

2016情熱疾走 中国総体
　インターハイソフトテニス競技　インターハイソフトテニス競技

★訓練実施日★（警報等発令された場合は中止）
◆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。

９月１日は 『防災の日』です   

　防災の日および防災週間では、各地域で災害についての認識を深めるため
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交通安全法令講習会
　交通安全知識の習得と交通事故防止を目的に法令
講習会を開催しますので、最寄りの会場で受講して
ください。どなたでも受講できます。
※受講者には啓発用品を配付いたします。
備前会場  
◆と　き　9月26日㈪　15:30～17:00
◆ところ　市役所保健センター研修室
日生会場  
◆と　き　9月27日㈫　18:30～20:00
◆ところ　日生防災センター
吉永会場  
◆と　き　9月28日㈬　18:30～20:00
◆ところ　吉永地域公民館

危機管理課
　くらし安全係
　（☎64‐1876）

　

「あの道　この道　
　慣

な

れた道　安全確認
　　　　　　もう一度」
※9月30日㈮は

「交通事故死ゼロを目指す日」です。
　●最重点目標（運動の基本）
　　【子どもと高齢者の交通事故防止】
　●重点目標
　　①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転

車乗用中の交通事故防止
　　②後部座席を含めた全ての座席の

シートベルトとチャイルド
　　　シートの正しい着用の徹底
　　③飲酒運転の根絶

秋の交通安全県民運動

９月21日(水)
 ～30日(金)

◎認知症地域支援推進員が設置されました！
　備前市地域包括支援センターに認知症地域支援推進員が設置されました。
認知症地域支援推進員は、認知症になっても安心して生活ができる、認知症に優しい地域
を目指して認知症に関する相談や関係機関などとの連携を図り認知症施策を推進します。

◎認知症サポーター大募集！
　市では認知症サポーター養成講座を実施しています。
講座では、認知症について学んだり、認知症の人や家族への接し方、サポーターとしてで
きることを一緒に考えます。
市内では、Ｈ28. ４月末現在2︐537人のサポーターが誕生しています。
　ご近所の方同士や団体など約10人以上の集まりに出前講座をします。ぜひ、認知症に
ついて理解したい人やその家族を温かく見守り支援したい人など、地域や職場などを通じ
て認知症サポーター養成講座を受講してみませんか。お気軽にお問い合わせください。

◎認知症カフェ「オレンジカフェ三石」　
　認知症カフェとは、認知症の人やその家族・知人、医療やケア
の専門職、認知症について関心のある人などが気軽に集まり、なご
やかな雰囲気のもとで交流を楽しむためのカフェです。
◆と き　毎月第3木曜日　10:00～12:00　　◆ところ　三石つばめハウス（三石1128‐9）

◎地域見守りネットワークの整備
　高齢者の人などが安心して暮らし続け
られるよう、地域住民と事業者、行政な
ど関係機関が協力して地域全体で高齢者
などを見守り支え合っていくものです。
少しずつ協力事業者や協力団体を増やし
ながらネットワークの輪を広げていると
ころです。
　市民の皆さんも日常生活の中で“さり
げない見守り、声かけ”のご協力よろし
くお願いします。

認知症とともに生きる
地域づくりに関する
連携協定調印

　７月22日㈮、備前市は一般社団法人和
気医師会、エーザイ㈱と「認知症ととも
に生きる地域づくりに関する連携協定」
を締結しました。
　三者の相互連携、協力により、認知症
になっても自身の意思が尊重され、でき
る限り住みなれた地域で自分らしく暮ら
し続けられる地域づくりを目指します。

Bポイント
3ポイント

第３回 

　認知症は特別な病気ではなく誰でもなりうる可能性がある脳の病気です。自分が、家族が認知症になったらどのような地域で生活したいでしょうか。備前市で
は認知症になっても安心して生活ができる地域を目指して認知症への取り組みを行っています。

　『認知症と言えば、ひどい物忘れや徘徊、さらには暴力的なふるまいが想像され、「認知症になったらおしまいじゃあ！」などと言う人もいますが、そんなこと
はありません。本人や家族が周囲の様々な支援の輪の中に入ることで豊かな生活を送られている人もたくさんいます。将来、高齢者の４人に１人が認知症になる
と予測され、認知症は他人事ではなく自分事として考えていかなければならない時代と言えます。私たちは認知症への偏見をなくし、認知症になっても安心して
暮らせる地域づくりを目指しています』
　また、認知症本人の会を立ち上げた佐藤雅彦さんはこんな社会であってほしいと声をあげています。「認知症の人が、好きな時、自由に外にでかけていき好き
なことができる町であってほしい」「認知症の人を、社会のお荷物、介護の対象と考えないで、私たちが形成する社会の一員として認めてほしい」などです。そ
して「認知症になると、不便なことが増えるが、決して不幸なことではない。認知症の人が前向きに希望をもって人生を生きるためにはどうしたらいいのか、皆
さんも一緒に考えてほしい。そして一人ひとりに少しだけサポートしてほしいです」と訴えています。

　認知症の人は、医療・介護サービスの利用者や患者である前に、同じ町に暮らす生活者です。認知症の人が自ら語り、心豊かに暮らしている姿は、私たちの未
来を明るく照らす道しるべになります。オレンジカフェ三石はこれに応えるべく頑張っていきたいと思っています。あなたも「安心して認知症になることができ
る地域づくり」に参加しませんか。どなたのご来店も歓迎です。三石地区以外からの参加も歓迎します。ご参加お待ちしています！

地域包括支援センター（☎64‐1844）
‶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

次回シリーズでは、「びぜん体操」について紹介します。　

平成28年３月に市内の金
融機関など31事業者と見
守り協定を結びました！

平成28年４
月

オープン
！

を目指して認知症に関する相談や関係機関などとの連携を図り認知症施策を推進します。

「オレンジカフェ三石」を開設した
桐山宗義代表に聞きました。
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さん（吉永町）が７月31日に、満100
歳を迎えられました。
　竹内さんは吉永町神根本で生まれ、24歳で結婚さ
れました。仕事は農作業と和裁をされながら、3男
１女を育てられました。趣味は詩吟で、ご夫婦でさ
れていたそうです。長寿の秘訣は「感謝して生きる
こと」だそうです。

平成₂₈年４月～７月寄附累計額	……………
平成₂₈年７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）

寄附の使途 寄附金額
将来を担う人材が育つまち 40︐247︐800
安全に安心して暮らせるまち 9︐395︐000
快適な生活が送れるまち 31︐920︐000
計画実現を推進するまち 1︐545︐000
公共施設の再配置 10︐960︐000
熊本県への支援金 70︐000
指定なし 16︐515︐000

総　　　額 110︐652︐800
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100歳おめでとうございます！ 頭島レストラン ９月11日オープン

　

　
備前市の魅力情報と、観光・地域振興に寄

することを目的として、岡山県を代表するイ
タリアン・シェフの寺田真紀夫シェフが地域
の食材を生かした本格イタリア料理を提供す
るレストランをオープンします。

　なお、レストランは予約制となります。
　くわしくは、市ホームページをご覧く
ださい。
　また、広報びぜん10月号でもお知らせ
します。

オープンまで:まち営業課（☎64‐1832）

香登駅南駐車場供用開始
駅の裏側にあり､ 便利な駐車場です｡ 　　　

◆利用開始日　9月１日㈭～
◆利 用 料 金 　24時間まで400円/回
◆利 用 台 数 　16台

【利用上の注意】
・利用は事前精算となっています。
・場内は一方通行です。

まち整備課（☎64‐1833）

9／10㈯ 一般公開 11：00～17：00
9／11㈰ オープニングセレモニー　11：00～

お陰さまで平成28年度分の
ご寄附が５億円を超えました！

1. 人件費の状況（平成27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）
H28.3.31

36︐211 人 21︐781︐667千円 2︐900︐692千円 13．3％

※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28年 4 月現在）
区　　分 平均給料月額 平均年齢

全　職　員 302︐100円 42．7歳

4. 職員の初任給の状況（平成28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 176︐700円 201︐200円
高校卒 144︐600円 155︐800円

8. 特別職等の報酬等の状況（平成28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

1．975月分 2．125月分 4．100月分副市長 720︐000円

教育長 640︐000円

報酬

議　長 455︐000円

1．400月分 1．700月分 3．100月分副議長 385︐000円

議　員 355︐000円

※平成25年７月１日から特例条例により、市長50％削減となっています（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28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 256︐000円 309︐080円 334︐233円
高校卒 該当者なし 該当者なし 306︐900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25 平26 平27 平28 平25 平26 平27 平28

一
 
般
 
行
 
政
 
部
 
門

議　会 5 5 5 5
総　務 79 78 83 90 2 △  1 5 7
税　務 21 21 20 18 △ 　1 △  1 △  2
民　生 90 91 90 91 △ 　2 1 △  1 1
衛　生 51 51 50 52 3 △  1 2
労　働 0 0 0 0
農　水 13 13 12 12 △  1
商　工 5 5 5 6 1
土　木 21 21 18 17 △ 　1 △  3 △  1

計 285 285 283 291 1 △  2  8
教　　　育 79 81 78 87 △ 　3 2 △  3  9
普通会計計 364 366 361 378 △ 　2 2 △  5  17
公
営
企
業
等
部
門

病　院 255 262 258 256 5 7 △  4 △  2
水　道 18 13 12 12 △ 　1 △  5 △  1
下水道 13 12 11 11 △ 　1 △  1 △  1
その他 29 32 32 32 △ 　2 3

計 315 319 313 311 1 4 △  6 △  2
合　計 679 685 674 689 △ 　1 6 △11 15

　【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27年度全会計）
支　給　総　額 129︐055千円

職員 1 人当たり平均支給年額 272千円

　 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28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 39．5％
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 32︐100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28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 12人 11人 25人 25人
構成比 5．3％ 4．8％ 11．0％ 11．0％

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

36人 68人 9人 41人 227人
15．8％ 30．0％ 4．0％ 18．1％ 100．0％

7. 職員手当
　 ⑴期末・勤勉手当（平成28年7月現在）　   ⑵退職手当（平成28年3月現在）

支　給　割　合 区　分 自己都合 勧奨・定年
区　分 期末手当 勤勉手当 勤続20年 20．445月分 25．55625月分
6 月期 1．225月分 0．800月分 勤続25年 29．145月分 34．5825月分
12月期 1．375月分 0．800月分 勤続35年 41．325月分 49．59月分

計 2．600月分 1．600月分 最高限度額 49．59月分 49．59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27年度） 12︐776千円

2. 職員給与費の状況（平成28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）

382 人 1︐363︐548千円 480︐904千円 500︐601千円 2︐345︐053千円 6︐139千円

※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。
・計画に対して実人員の状況は、平成28年４月１日現在で685人に対して689人 (＋４人)

となっています。

市職員の給与 および 定員管理の状況



◆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（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（未発表の創作品であること）
◆申込期限　9月28日㈬　17:00厳守

◆応募資格　①市内在住、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（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点とする。
◆申込期限　展示初日の5日前の17:00厳守
※展示は9：00～17：00（最終日は16：00まで）

部　　門 開 催 日 規　　格

市
美
展

洋 画 展 10月14日㈮～16日㈰ 80号以内、額装のこと（吊り紐必須）
工 芸 展 10月21日㈮～23日㈰ 幅・奥行き・高さともに200㎝を超えない
書 道 展 10月21日㈮～23日㈰ 額装を含め１辺が200㎝を超えない

(吊り紐必須)日本画展 11月18日㈮～20日㈰
写 真 展 11月18日㈮～20日㈰ 額装を含め四つ切りから全倍まで（吊り紐必須）

短歌・俳句・川柳 10月21日㈮～23日㈰ 短冊

部　　門 開 催 日 規　　格
短歌・俳句・川柳

10月30日㈰～
11月3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 額装含め80号以内で、142㎝×112㎝を超えない

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 開 催 日 規　　格
短歌・俳句・川柳

10月25日㈫～
　　30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
　　　　　　【申し込み・問い合わせ先】（☎84-3839）

備前文化祭（市美展）　展示会場　市民センター
　【申し込み・問い合わせ先】（☎64-1133）
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国民年金保険料の追納制度について　　　　　　　　　　　　　　 
　
　国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があ
る場合は、将来受け取る年金額が保険料を全額納付した場合と比べて少なく
なります。
　しかし、これらの期間について、申し出により10年以内（例えば、平成28
年４月分は平成38年４月末まで）であれば、後から保険料を納付（追納）す
ることで、将来受け取る年金額を増やすことができます。

【追納に関する注意事項】 
①保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から

起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時
の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

②追納するときは、原則古い期間からの納付になります。
岡山東年金事務所　国民年金課（☎086‐270‐7925）【自動音声案内２番】

臨時福祉給付金及び年金生活者等
支援臨時福祉給付金（障害・遺族年金受給者向け）
　　　　　　　　　　のお知らせ　　　　　　　　　　 　　　　

 
　
　平成26年４月からの消費税率引き上げに伴い、低所得者への負担の影響を
緩和するため、国の暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金が、併せて

「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵がおよびにくい低所得
の障害・遺族年金受給者を対象に、年金生活者等支援臨時福祉給付金が支給
されます。
●平成28年1月1日時点で住民票のある市区町村が申請窓口となります。
●給付を受けるには申請が必要です。
●給付の対象と思われる世帯には、9月以降に給付金申請書を郵送します。

 
  

≪申請期間≫9月１日㈭～12月１日㈭　8:30～17:15（土・日・祝日を除く）
≪受付場所≫社会福祉課、介護福祉課、日生・吉永総合支所、三石出張所

『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り込みをお願いすることは絶対にありません。

【問い合わせ先】
　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）
　給付金専用ダイヤルになりますので、ご了承ください。

文化祭の作品募集！！
おかやま県民文化祭参加事業

臨時福祉給付金 障害・遺族年金受給者向け給付金

支給対象者 平成28年１月１日に備前市に住
民登録（外国人を含む）がある
人で、 平成28年度分の市民税

（均等割）が課税されていない
人（ご自身を扶養している人が
課税されている場合や、生活保
護の被保護者となっている場合
などは対象になりません）。

左記の対象者のうち、障害基礎
年金または遺族基礎年金を受給
している人（高齢者向け給付金
を受給した人は対象になりませ
ん）。

支給額 １人につき3千円 １人につき3万円

備前市職員募集      　《平成29年４月１日採用》

採用情報
◆第1次試験　平成28年10月16日㈰※移住定住者（UIJターン）枠および経

験者枠は教養・専門試験免除
◆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

ページからダウンロードできます。
◆申 込 み		 9月１日㈭～9月23日㈮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）

【一般採用】
職　種 採用予定人員 受験資格

事務職（高卒対象） 若干名 学校教育法による高等学校卒業見込み
（平成29年3月）の人土木職（高卒対象）

管理栄養士 １人程度

昭和59年４月２日以降に生まれた人で、
「栄養士法」の規定に基づく管理栄養士
登録を有する人、もしくは登録見込み
の人、または平成29年3月31日までに
卒業する見込みの人で登録見込みの人

【移住定住者（UIJターン）枠採用】
職　種 採用予定人員 受験資格

事務職 若干名

①昭和46年４月２日から昭和63年４月
１日までに生まれた人で、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

②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

③採用後に備前市に居住する人

【保育士・幼稚園教諭・保育教諭（経験者枠）採用】
職　種 採用予定人員 受験資格

保育士・
幼稚園教諭・

保育教諭
２人程度

昭和41年４月２日から昭和61年４月１
日までに生まれた人で、保育士資格お
よび幼稚園教諭普通免許の両方を有し、
幼稚園、保育園または認定こども園で、
幼稚園教諭または保育士、保育教諭と
して職務経験が5年以上ある人



2016.９

【電子申請はココから】

5

10･11月のおもなBポイント対象事業

【Ｂポイント講座】
	その２	～秋のポイントの貯め方～
　秋はポイント対象事業がたくさんあり、ポイントを
貯める最大のチャンスです！
　対象になる教室やイベントも多く、がん検診や特定
健診なども終了が近くなってきます。
　ぜひ、この機会にポイントカードの申請を！
　カードの申請は、市役所各部署、各総合支所、三石
出張所または電子申請でも受け付けています。

保健課（☎64‐1820）

  年に１度の健診受診｡ 今年は受けられましたか??
　備前市国保の医療費は年々増えており、県や全国平均、同規模自治体と比較しても高い状況です（※図参照）。
入院、入院外ともに医療費が高いことから、通院しているけれどコントロールが上手くいかなかったり、受診
していない人が突然、心疾患や脳血管疾患を発症したりする場合が多いのではないかと考えられます。
　体は限界がくるまで頑張って働くものです。「今は元気
だから」「自覚症状がないから」と思っていても、その限
界がきた時に急に症状が現れ始め、手遅れになることも…。
　そうなる前に、年に１度は体の定期的な点検（健診）で
今の健康状態をチェックしましょう。不具合は早めに治療、
コントロールして『いつまでも自分らしい生活』を続けて
いきましょう！
◆国保特定健診の申込み　10月31日㈪まで
◆対象者　備前市国民健康保険に加入している40歳～74歳

保健課保険医療係（☎64‐1819）
資料：国保データベースシステム（平成26年度）　

（図）国保加入者1人当たり医療費（入院・入院外）の比較

Bポイント
₁₀ポイント

対 象 事 業 と　き ところ 対象者
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

健康教室 10月12日㈬ 備前病院 どなたでも
糖尿病予防教室 10月26日㈬ 吉永病院 どなたでも

なんでも健康相談
10月27日㈭ 総合保健

施設（吉永）
どなたでも11月１日㈫ 日生防災センター

11月15日㈫ 保健センター
市民ふれあい福祉まつり
こども応援フェスタ 11月5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越しください。

9月14日㈬　14:00～15:00
備前病院附属棟２階
「乳がんと自己検診について」
検査室　頓宮技師
無料
備前病院（☎64-3385）

糖尿病教室
　「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16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9日㈮までに

　日生病院（☎72-1111） へ

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。

9月21日㈬　14:00～15:30
備前病院
無料
備前病院（☎64-3385）

介護者の会
　グループホーム青い鳥の施設見学を計
画しています。「グループホームはどの
ようなところ？」「入所後の生活は？」
などの疑問を実際に見学して解消しませ
んか。
　今は入所を考えていない人でも、今
後、介護していくうえで参考になります。
　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。

9月15日㈭　10:00～11:30
グループホーム青い鳥

　（吉永町南方652‐1）
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る。

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）

10月支払い（４月～9月通院分）
社会福祉課障がい者福祉係（☎64-

1824）または各総合支所に備え付けの
申請書に医療機関の証明を受けて、10
月14日㈮（厳守）までに提出してくだ
さい。

備前市子育て講座
「わっはっは !!　
 笑いとばして　元気いっぱい！」

9月8日㈭　10:00～11:30
吉永B＆G海洋センター体育館
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5日㈪までに、
　子育て支援課（☎64-1853）へ

秋の所蔵品展
　備前市吉永美術館所蔵の絵画・書画等
を展示します。

9月3日㈯～10月16日㈰
　10:00～16:00

吉永美術館
月曜日、祝日の翌日（9/20、9/23、
10/11）
無料
吉永地域公民館（☎84-3839）

金婚式を迎えるご夫妻へ
　市では、11月5日㈯開催の 「市民ふれ
あい福祉まつり」で、今年金婚式をお迎
えになるご夫妻の表彰を行います。
　対象の人は、9月30日㈮までに介護福
祉課、各総合支所または最寄りの老人ク
ラブ会長までお知らせください。

平成28年１月１日現在ご健在で、昭和
41年中に結婚されたご夫妻
介護福祉課（☎64-1827)

在宅医療推進講演会・
備前市社会福祉講座

「穏やかな最期を迎えるために」
～平穏死のすすめ～
　命を救うことに全力で立ち向かってき
た元外科医が、老人ホームの常勤医とな
り、多くの高齢者との出会いと看取りか
ら受け取ったメッセージを熱く語ります。
いつかは訪れる「老い」と「人生の終焉」
をどのように受け入れたらよいのか、
元気なうちから、一緒に考えてみません
か。

9月22日㈭　13:30～15:30
リフレセンターびぜん　体育室
石
いし

飛
とび

幸
こう

三
ぞう

さん（世田谷区立特別養護老
人ホーム芦

ろ

花
か

ホーム　常勤医師）
無料　　 250人

9月12日㈪までに、医療福祉連携課
（☎64-1875　FAX63-4206）へ

いんべ会館　受講生募集　
いんべ会館（☎64‒0890）

第４回ふれあいサロン講座

『郷土の先人を訪ねて』
　郷土の作家の文学碑を訪ねません

か！
9月20日㈫　9:30～14:30

※9:20までにいんべ会館へ集合
藤原審爾、柴田錬三郎、里村欣三、
正宗白鳥の文学碑など
500円（保険料ほか）
25人（申込者多数の場合は抽選）

※昼食は各自でご用意ください。
9月１日㈭～７日㈬

第３回ライフサポート講座

『身体にやさしい食事とは！』
　私たちの身体にやさしい食事を
　つくりませんか

9月29日㈭　10:00～13:00　　
県栄養士会東備支部管理栄養士
エプロン、三角巾など
500円（材料代）
15人（先着順）

9月１日㈭～

ウィズびぜん “ 虹の広場 ”
　ミニクリスマスツリーを作ろう！

10月７日㈮　10:00～12:00
ウィズびぜん
1︐000円
園芸用ハサミ（持っている人）
10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

Bポイント
3ポイント

Bポイント
3ポイント

Bポイント
3ポイント

Bポイント
3ポイント

 ▲久重寿美子さん（鶴海）

 ▲武本照子さん（久々井）
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電気自動車導入費補助金
　市内の個人および法人を対象に、新規
購入１台あたり10万円を上限に補助しま
す。
　地球温暖化の防止および大気環境の改
善を目的に、電気自動車の普及を促進し
ます。
　くわしくは、お問い合わせください。
環境課（☎64-1822）

高齢者・障がい者の
人権あんしん相談
　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、9月5日～11日を全国一斉の強化
週間とし、法務局職員および人権擁護委
員が電話相談に対応します。

　
・9月5日㈪～9日㈮　8:30～19:00
・9月10日㈯～11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）

独居老人住宅防火診断
　東備消防組合消防本部では毎年実施し
ている一人暮らしのお年寄りの防火診断
を、今年は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い
たしますが、災害や救急ではありません
のでご理解、ご協力ください。
東備消防組合東備消防署

　（☎64-1131）

下水道排水設備
工事責任技術者共通試験

12月４日㈰　9:45～
岡山会場（コンベックス岡山）

11月9日㈬
10月17日㈪～28日㈮

※平成28年度は岡山会場のみで試験を実
施します。
上下水道課（☎66-9701）

9 月 1₀ 日は「下水道の日」
下水道推進標語
「下水道　水がいからの　守り神」
　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　53万２千円
・７人槽　71万４千円
・10人槽　104万8千円

【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）

農業委員会からのお知らせ
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。

農地パトロールを実施します
　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）

木造住宅の耐震診断・改修工事費
用の一部を補助します
1．住宅・建築物耐震診断事業補助制度
　住宅の耐震化を進め、震災時の被害を
最小限にとどめる目的で、木造住宅の耐
震診断費用の一部を補助します。

【現況診断】
　現状の耐震性能を診断します。

６件程度（先着順）
６万円（自己負担　１万円）

【補強診断（補強計画＋計画後診断）】
　現況診断の結果、倒壊の危険性がある
と判断された場合は、補強計画案の作成
と併せ補強計画後の診断を行うことがで
きます。

４件程度（先着順）
６万円（自己負担　１万円）

【対象となる住宅】
①備前市内に存する民間のもの
②昭和56年5月31日以前に着工された一

戸建ての住宅
※昭和56年5月31日以後に増築したもの

は対象にならないこともあります。
③構造が次に掲げる工法以外の木造であ

るもの
　ア　丸太組工法
　イ　建築基準法第38条の規定に基づ

　　く認定工法
④地上階数が２以下のもの

2．木造住宅耐震改修事業補助制度
　大地震発生時の住宅の倒壊を防止する
ため、木造住宅の耐震改修工事にかかる
費用の一部を補助します。

3件程度（先着順）
工事費の23％（上限50万円）

【対象となる住宅】
①上記の①～④
②上記の現況診断および補強診断を実施

し、改修後、所定の耐震基準を満たす
工事

③工事が平成29年１月末までに完了する
もの

※今年度から自己負担額が変更されてい
ますのでご注意ください。くわしく
は、お問い合わせください。
まち整備課まち建築係

　　（☎64-1834)

岡山国道ボランティア・ロード
参加団体募集！！
　道路の美化・清掃活動を行う「ボラン
ティア・ロード」団体を募集しています。
活動する団体には以下の支援を行います。
〇清掃用具（ほうき、ちりとり）、剪定

用具（剪定バサミ、鎌）などの貸与
〇種苗、肥料、ゴミ袋などの消耗品の支給
〇ゴミ処理
〇ボランティア活動保険費の支払い
※ボランティア・ロード登録箇所は岡山

国道事務所が管理する国道２号に限り
ます。
国土交通省岡山国道事務所

　管理第一課（☎086-214-2472）

東備地域新規学卒者等合同
就職面接会を開催します
　備前市では、赤磐市、和気町、ハロー
ワーク和気および和気地区雇用開発協会
と共催で、来春大学などを卒業予定の人
を対象とした就職面接会を開催します。

10月3日㈪　13:30～16:00
和気商工会館3階研修室

　（和気町尺所２）
平成29年3月大学、短大、高専、専修
学校等卒業予定者および卒業後3年以
内の未就職者

東備（備前、和気、赤磐）地域
の企業15社を予定

和気地区雇用開発協会のホーム
ページから応募票をダウンロードし、
入力のうえプリントアウトして当日受
付に提示してください。

※学生および求職者の事前の参加申し込
みは不要です。
ハローワーク和気（☎93-1191）

　ハローワーク備前（☎64-2340）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　9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）

9月17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（自分の干支でつくる木工クラフト）

◆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）

 ▲ 崎茂子さん（東片上）

 ▲竹内和子さん（香登西）
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