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※１月31日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,850（－26世帯）
　男　　17,202 人 (－39人)　
　女　　18,615 人 (－34人)　
総人口　35,817 人 (－73人)

◆１月中の異動状況
・出生17人　・死亡 66 人
・転入49 人　・転出 73 人

人口の動き

平成29年

月号
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　備前市では、平成29年４月、伊里小学校、伊里中学校を市内最初の小中一貫教育校とし
て指定する予定です。
　伊里小学校、伊里中学校は、これまでも、地域の協力を得ながら教育を進めてきました。
その良さを活かしながら、さらに小・中学校教育の一貫性を高めた教育環境を実現できる
よう、教職員が合同で研修を行うなど協力して準備を進めてきました。

備前市の小中一貫教育 　

　備前市は「教育のまち」の実現に向け、昨年度、総合教育会議で議論し、地域の皆さ
んの意見をふまえ教育大綱を定めました。本大綱は備前市の教育の理念と重点取組方針
を明らかにするものであり、この中で小中一貫教育を導入することを明示しました。
　備前市には現在、５中学校区（備前､ 伊里､ 三石､ 日生､ 吉永）があり、子どもたちは居
住する学区の小学校、中学校で学んでいます。備前市の小中一貫教育は、中学校区ごとに、
今ある小学校と中学校の連携を強化し、地域と連携しながら義務教育９年間で子どもたちに
社会で生きていく力をしっかりと身に付けさせることを目指すものです。
　具体的には、中学校区ごとに「めざす子ども像」を定め、その実現に向け計画的に取
り組みます。学校が置かれた環境や子どもたちの様子は中学校区で異なるため、それぞ
れの課題を改善し特色を活かせる教育環境
を整えます。
　市として取組を進めるに当たっては、教
職員、市民代表、学識経験者で構成する「備
前市小中一貫教育推進懇話会」や地域の皆
さんの参加による「びぜん学校づくりサロ
ン」で検討を行っています。また、子ども、
保護者、教職員に対するアンケート（右図）
を行い、成果や課題、要望を把握し備前市
に必要な取組を進めることとしています。

ココが知りたい
Q小中一貫教育校では、運動会などの行事は全て合同で行うのでしょうか。
A 行事にはそれぞれ目的があります。合同で行うかどうかは、小・中学校で子ども
たちの様子をもとに相談し判断していきます。

Q小中一貫教育にデメリットはないのでしょうか。
A 他自治体の例では、小・中学校の教職員が取組の相談や作業を行う時間が増え多
忙化するなどの課題が挙げられています。これに対し備前市は、人員の確保を図
るなどの対応を進め教職員の多忙化の軽減に取り組みます。

■子ども・教職員の意識

　市内小学校６年生を対象
　（平成26年３月）

　市内小学校４年生から中学校３年生を対象（平成28年12月）

市内小・中学校に勤める
教職員を対象（平成28年12月）

伊里小学校、伊里中学校の取組 　

　伊里小学校、伊里中学校では、義務教育９年間を通じて目指す子どもの
姿として「郷土を誇りに思い、確かな学力・豊かな心・健やかな体で、未
来へ飛躍する伊里の子どもたち　～学校・家庭・地域の総合力を基盤にし
て～」を描き、小・中学校の全ての教職員が協力して授業や子どもへの関
わりを進めています。
　主な具体的な取組としては、英語に関する取組のほか、国語や算数・数
学などの教科指導について、小・中学校の学習内容のつながりを明らかに
した指導計画を作成し、学習のつまずきの始まりや単元ごとの重要事項を
意識した授業づくりに取り組みます。
　また、小中合同のあいさつ運動や地域清掃活動により子ども同士が関わ
る場面を増やしています。特に、清掃活動には地域の皆さんにも参加して
もらい、ともに活動する中で、地域への帰属意識を高めています。なお、
これまでも地域の皆さんには学習支援や施設環境整備、登下校の見守りな
どを通じて学校を支えてもらっています。
　今後は「故郷を誇りに思う」子どもの育成のため、日本遺産である「閑
谷学校」と「論語」を教育活動の中で生かしていく予定です。

Q義務教育 9年間で児童生徒を
　 育成する意識をもっている
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伊里小・山本先生
　「一番の成果は、小・中学校の先生が深く交わるよう
になったことです。今では、同じ職場で働いているよう
な感じで話ができます。」

先生の声

伊里中・國定先生
　「どのような取組を行い子どもたちにどのような力を
付けていくのか、今後も引き続き話し合っていくことが
大事なのではないかと考えています。」

中学校英語教員が週１日小学校を訪問。英語の力の育成はもちろん、子どもが
中学校を身近に感じ、教職員が子どもの経験を理解する効果を生んでいます。

中学校生活の不安

Q授業は楽しい

Q義務教育9年間で児童生徒を
　育成する意識をもっている

Q下級生のお手本に
なろうと思う　
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3%7%

33% 57%

33

小中一貫教育推進課（☎64-1858）
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介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
　総合事業は、65歳以上の市民を対象に介護予防を目的として、一人ひとりの状態
や必要性に合わせた各種サービスを提供する市の事業です。総合事業には介護保険
で要支援認定を受けた人や基本チェックリストにより生活機能低下がみられた人
（事業対象者）が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の
すべての人が利用できる「一般介護予防事業」とがあります。
　これまで、介護保険の要支援１，２に認定された人を対象としてきた訪問介護
（ホームヘルプ）と通所介護（デイサービス）を「介護予防・生活支援サービス事業」
の訪問型および通所型サービスへ移行します。訪問看護や福祉用具などのサービス
は引き続き介護予防給付によってサービス提供されます。
○介護予防・生活支援サービス事業
◆対象者　要支援１，２の人、事業対象者
◆内　容

○一般介護予防事業
◆対象者　65歳以上のすべての人
◆内　容　介護予防体操の取り組み
　週１回公民館などに集まり５人以上で運動に取り組む意欲のあるグループや団体
へ備前市版介護予防体操「生き粋びぜん体操」の指導を行います。また、介護予防
体操の指導方法などを学び地域に出向いて体操の指導ができる「体操リーダー養成
講座」も実施します。

地域包括ケアシステムってなに?
　今から８年後の西暦2025年には、団塊世代のすべてが75歳以上の後期高齢者にな
ります。備前市でも、2010年から2025年までの15年間で、後期高齢者の人口は1.3
倍に膨らむ見通しです（図１）。一方、備前市の死亡原因の内訳では、がん、心疾患、
脳卒中といった生活習慣病が約半数を占めており、実際に多くの高齢者がこれらの
病気を抱えながら生活されています。後期高齢者の増加に伴い、生活習慣病のよう
な完全に治しきれない病気を持つ高齢者が今後ますます増えていくことが予想され
ます。
　しかし、高齢になって病気や障がいを抱えても、心豊かに暮らしたいと願う人々
の思いは変わりません。「人生の質」や「生活の質」を保ちながら、それぞれが自
分らしく生活できる社会の実現を目指して、現在、民間の事業所やボランティア、
NPO、行政、それに地域の皆さんが協力して、地域で支え合うための環境づくり
やしくみづくりを進めています。これが「地域包括ケアシステム」と呼ばれるもの
です。　　　　　　　　図１　備前市の人口ピラミッド

｢医療･介護の連携プレー｣で暮らしを支える
　例えば、脳卒中の後遺症を抱えて退院した人の場合、支える側の役割は医療から
リハビリ、介護へと変わっていきます。地域には、このような医療と介護の両方を
必要とする高齢者がこの先増えていくと見込まれています。そこで、医療において
は、岡山県の地域医療構想の中で地域医療の役割や機能を明確化し、質の高い医療
を効率的に提供するための体制づくりを進めることとしています。さらに、適切な
医療・介護サービスを切れ目なく提供するには、専門職同士の「顔の見える関係」
が欠かせないため、市内の医療、介護の専門職の皆さんが積極的に集まって情報交
換を行い、交流を深めながらお互いの知識を広めています。
医療福祉連携課（☎64-1875）

“顔の見える関係づくり”の研修の一つ「多職種ミーティング」。医師や薬剤師、
リハビリの専門職、ケアマネジャーやホームヘルパー、相談員などが一同に
集まり、在宅療養の事例紹介や地域の課題とその解決策などを話し合います。

種　類 内　容

訪問型
サービス

介護予防訪問サービス 現在の介護予防訪問介護と同等のサービス
※短時間の利用も可能

ささえあい訪問サービス 民間組織などのボランティアなどによる日常
の困り事に対応するサービス

通所型
サービス

介護予防デイサービス 現在の介護予防通所介護と同等のサービス

生
い
き粋
いき
はつらつ教室

通所介護施設で運動やレクリエーションを行い
体力づくりや認知症予防に取り組むサービス

筋力アップチャレンジ 運動器の機能向上や栄養改善プログラムなど
に参加し生活機能の回復を目指すサービス

第６回 
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
～いつまでもいきいきと住み慣れた備前市で暮らすために～
平成29年４月から　介護予防･日常生活支援総合事業が始まります

平成29年３月まで 平成29年４月から

介
護
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防
給
付

（
要
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援
）

・訪問看護
・福祉用具貸与 など

・訪問介護
・通所介護

介
護
予

防
給
付

・訪問看護
・福祉用具貸与 など

総
合
事
業

介護予防･生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス

変更なし

変更あり

介護予防･日常生活支援総合事業が始まります

　サービスの利用を希望する人は、介護保険係もしくは地域包括支援センターにご
相談ください。現在、介護予防給付によるサービスを利用中の人は担当のケアマネ
ジャーにご相談ください。
介護福祉課介護保険係（☎64-1828）、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）

介護予防・日常生活支援総合事業の利用の流れ

介護保険係もしくは地域包括支援センターに相談します
（原則、ご本人が手続きを行います）

ご本人の状態や利用したいサービスによって手続きが異なります

要介護（要支援）認定申請をします 基本チェックリストを受けます

65歳以上の人

要介護
１～５の人

要支援
１・２の人 非該当の人 生活機能の低下

がみられた人
自立した生活が
送れる人

基本チェックリストにより生活機能低下がみられた人 65歳以上のすべての人
要支援１・２の判定を受けた人 一般介護予防事業

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険の
介護サービス

介護保険の
介護予防サービス

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターで、本人や家族
と話し合い、ケアプランを作成します。
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東備西播定住自立圏構想推進事業
赤穂市･備前市･上郡町(東備西播定住自立圏)
３市町で力を合わせて､ 元気な地域を作りましょう｡

３市町内で行う民間イベントなどの
事業を募集します!!　　　　　　

　赤穂市、備前市、上郡町の３市町は、東備西播定住自立圏（以下「圏域」）
を形成し、力を合わせて元気で住みよいまちづくりを進めています。
　そこで住民の皆さんが自主・自発的に行う、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イベントなどの活動を支援します。
多数の応募をお待ちしています。
◆応募受付期間　３月21日㈫~４月13日㈭ 17時まで（期限厳守）
◆支援事業実施期間　５月~平成30年３月末まで
◆支援対象団体　圏域内に主な活動の基盤を有する５人以上の団体または

NPO法人
※宗教、政治、営利活動を目的とする団体や規約などが
整備されていない団体は除きます。

◆支援対象事業　支援の目的に合い、自主・自発的に行うもので、次のい
ずれにも該当するもの。
▽公益的な事業
▽圏域内の複数の市町住民の参加、協力および連携を得
ようとする事業
▽実現可能な事業
▽継続的な事業

◆支 援  額　20万円を限度
※ただし、同じ団体もしくは持ち回りなどで実施する同じと
認められるイベントに対し、これまでの交付実績が通算５
回を超える場合、15万円を限度

◆選考方法　応募内容を公開の場で審査しますので、出席をお願いします。
◆審査日時および場所（予定）
　日　　時　４月23日㈰　９時~14時（申請数により変動します）
　場　　所　赤穂市役所204会議室
◆応募方法　申請書等必要書類を期間内に窓口（赤穂市企画広報課、備前

市企画課、上郡町企画政策課のいずれか）に持参してくださ
い。申請書や詳細な募集要項等は、上記窓口か協議会HPで。
（ともりんく　http://tobiseiban.mypl.net/）

東備西播定住自立圏形成推進協議会（備前市企画課 ☎64-1871）　

軽自動車の廃車手続は３月末までに!
　軽自動車税は４月１日時点の所有者（使用者）に課税されます。廃車の手続
きをしないまま放置すると軽自動車税が毎年かかり続けますので、譲渡、盗難、
廃車などで実際に車両がない場合は、３月31日までに下記の窓口で必要な手続
をしてください。なお、年度の途中で廃車しても、月割りで税金が戻ることは
ありませんのでご了承ください。

車　　種 取扱窓口 手続に必要なもの

軽自動車（三輪・四輪車）

軽自動車検査協会
岡山事務所
（岡山市北区久米177-3
 コールセンター岡山事務 
 所 ☎050-3816-3084）

印鑑、検査証、住民票、
ナンバープレートなど
※手続内容により必要な
ものが異なりますので、
事前にそれぞれの取扱
窓口にご確認ください。軽二輪車（125㏄超～250㏄）

二輪小型自動車（250㏄超）
中国運輸局岡山運輸支局
（岡山市北区富吉5301-5
　☎050-5540-2072）

原動機付自転車
（125㏄以下）
小型特殊自動車
（トラクター・
　フォークリフト等）

税務課市民税係
（☎64-1815）　

管理課（☎72-1101）
管理課（☎84-2511）

三石出張所（☎62-0501）

印鑑、標識交付証明書、
譲渡証明書、ナンバープ
レートなど
※不明なことはお尋ねく
ださい。

市県民税・所得税及び復興特別所得税の 
申告相談は３月１５日㈬までです！！
申告相談会場のご案内（受付時間９：00～16：00）
と　き 会場および対象
３月１日㈬

吉永地域公民館 吉永町全域　２日㈭
３日㈮

６日㈪
日生町漁協　頭島支所 諸島地区
大多府会館　13：00～16：00 大多府地区
紅葉会館 神根地区

７日㈫ 日生町漁協 漁業関係
三国出張所 三国地区

８日㈬

防災センター（日生） 日生町全域９日㈭
10日㈮
13日㈪
14日㈫ 市役所３階大会議室 備前市全域15日㈬

いつでも! 近くで! カンタンに!
      コンビニ交付始まります!! 
　３月１日から、マイナンバーカード（個人番号カード）を利用して全国のコ
ンビニエンスストアで住民票の写しなどの証明書が取得できるようになります。
　土・日曜日や祝日、夜間でも利用できて便利です。

◆取得できる証明書　※いずれも現在のもの
証明書の種類 交付手数料 備　　考
住民票の写し

（本人、世帯全員分）

１通　300円

本籍、続柄の記載の有無を選択可

印鑑登録証明書
（本人分のみ） 事前に市の窓口で印鑑登録が必要

所得・課税証明書
（本人分のみ）

所得証明書または課税証明書のいずれ
かを選択

※市役所、総合支所、出張所などで取得可能な証明書であっても、コンビニで
は取得できない証明書がありますので、ご注意ください。
※手数料が免除される人は、コンビニ交付では手数料を免除できないため、下
記問い合わせ先へご相談ください。

◆ご利用に必要なもの
・利用者証明用電子証明書が登載されたマイナンバーカード（カード受取時
に設定した４ケタの暗証番号）

◆利用時間　６：30～23：00（年末年始およびシステムメンテナンス時を除く）
◆利用できるコンビニ　セブン イレブン・ローソン・ファミリーマート・サー
クルＫサンクス
　※マルチコピー機が設置されている全国の店舗で利用可能
◆利用方法　各コンビニエンスストアにマイナンバーカードを持参し、マルチ
コピー機の案内画面に表示される「行政サービス」のメニューを選択し、案
内手順にしたがって操作してください。
◆利用上の注意
・コンビニ交付を利用できるのは、マイナンバーカードの所有者本人のみです。
・マイナンバーカードおよび発行した証明書の取忘れや紛失には十分ご注意
ください。
・取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。
・マイナンバーカードの保管、暗証番号の管理には十分注意してください。

●マイナンバーカードの申請および住民票の写し、印鑑登録証明書の発行に
関すること

　　市民窓口課窓口サービス係
　　 （☎64-1818）
　　　月～金曜（祝日・年末年始を除く）
　　　８：30～17：15
　●所得･課税証明書の発行に関すること
　　税務課税務総務係（☎64-1815）
　　　月～金曜（祝日・年末年始を除く）
　　　８：30～17：15

譲渡所得･事業所得・
青色申告･消費税の申告は、
◆瀬戸税務署
◆ママカリフォーラム
　（岡山市北区駅元町14番1号　
　  岡山コンベンションセンター２階）

　でご相談ください。

国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」
を利用すると便利です。
・24時間いつでも使えます。
・画面の案内どおり入力すれば、
　税額を自動計算
・印刷して郵便などで提出

　くわしくは www.nta.go.jp、　または「確定申告特集ページ」で検索

税務課市民税係（☎64-1815）　瀬戸税務署（☎086-952-1155）

最終試験をする𠮷村市長最終試験をする𠮷村市長
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大阪と岡山で子育てをされてきましたが、環境が変わってどう思われましたか？
大阪にいた頃は子育てをしながら内職やパートに出て、積極的に子育て
中のお母さん達と関わり、お互い助け合っていました。そこでは、子ど
もを保育園に預けて母親が働くのは普通だと思われていたのですが、岡
山ではその考え方が普通だと思われていなかったことに驚きました。子
育ての環境が違っていたんですね。
子育ての時期に照代さんが仕事をすることについてどう思われましたか？
当初、妻がパートに出ることはあまり賛成ではありませんでした。大阪
では仕事が忙しく帰りが遅かったため、あまり子どもと関わる時間はあ
りませんでしたが、料理をするのが趣味だったので、できるときに食事
を作っていました。男と女は平等だけど、区別はあってもいいと思いま
す。家事を協力しているという意識は無く、たまたま料理が趣味だった
ということです。当時は、家庭に関することは妻がするのが普通だとい
う時代だったので、家庭や子育てに積極的に関われなくても、こういう
ものだと思っていました。
　照代さんがNPOに関わるきっかけとなったのは、岡山での読み聞かせの
ボランティア活動でした。そこで知り合った仲間と子育てに関する広場を
立ち上げました。
成巳さんは照代さんの活動についてどう思われましたか？
反対も賛成も無かった。ただ無償ボランティアでは続けていくことが難
しい、それならNPO法人にしたほうが良いのではと言いました。
　成巳さんの後押しがあったことも事業を興す力になり、照代さんはちゃ
てぃずをNPO法人にされ、今年で14年になります。昨年、成巳さんは仕事
を辞めて、今年１月からちゃてぃずの職員となりました。

以前からNPO法人についての説明会や会合には出席していました。イベ
ントの手伝いや講演会の講師なども私が依頼したりしていました。（事業
として）お金にはならないと思ったのだけれど・・・・。
活動のことをよくわかってくれて、手伝って欲しいと言わなくても、人
手が足りないときなど自然に手伝ってくれていました。
照代さんが生き生きと活動をされていることを理解されていたんですね。
仕事でも頼りになるパートナーとなったわけですが、現在の生活はどうな
りましたか？
家事については、お互いに自分のことは自分でしています。夜は自分が
食事を作っています。
共通の趣味がサッカーチームの応援なので休みの日は二人で楽しんでい
ます。
最後にワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）についてお話を聞
かせてください。

仕事と生活の両立をするためには、お互いの役割分担をファジー（あ
いまい）にすることだと思います。できる人ができることをする。ただし、
お父さんがする子育てとお母さんがする子育てとは当然違うと思います。
枠にはまらない、とらわれない、情報に流されない、無理やり当てはめ
るとしんどくなる。どの家庭もそれぞれ環境や状況が違うのだから。

インタビューを終えて

　「将来の夢は、備前市を誇りに思うことができる子どもたちが育つよう応
援をすること」と語られました。お互いが相手を思いやり、自分らしく充
実した人生をご夫妻で楽しんでいる素敵なお二人でした。

　（梅延委員、播本委員）

素敵なパートナーインタビュー
湊
みなと

　成
なる

巳
み

さん（56歳） ＆ 湊
みなと

　照
てる

代
よ

さん（55歳）
ワーク・ライフ・バランスの秘訣は
『枠にはまらない、とらわれない、できるひとができることをする！』
　現在子どもから高齢者までのふれあい、学習、活動の場づくりを支援しているNPO法人ふれあいサポートちゃ
てぃずの運営に携わられている湊さんご夫妻にお話を伺いました。結婚してすぐは大阪に住み、その後岡山に帰り、
その間５人の子育てを経験されてきました。子どもたちは全員成人して、今はご夫妻の時間を楽しんでおられます。 （原田委員撮影）

男女共同参画特集　ワーク・ライフ・バランス
～仕事も大事・家庭も大事・わたしも大事～ 『男女共同参画推進月間

　　記念講演に参加して』

　前厚生労働事務次官　村木厚子氏による「誰もが生き活きと働ける
社会の実現を目指して」という講演会に参加しました。
　村木氏が強調されたことは、男女共同参画社会の実現を目指すに
は、まず女性が生き活きと活躍している社会になるということでした。
　しかし、世界の中での日本のジェンダーギャップ（男女格差）指数
は、145ケ国中101位（2015年）でした。平均寿命の男女比、高等教育
就学率や識字率の男女比から算定した健康や教育の部門は高い位置に
ある一方、国会議員や管理的職業従事者、専門技術者の男女比から算
定した政治参画や経済参画の部門は低いため、総合的に落第点となっ
ています。日本の女性の年齢階級別就業率は、先進国と比較して30～
40才代が低いM字カーブの傾向が顕著です。６歳未満の子どもを持つ
日本の男性の家事・育児関連時間は、１時間程度と国際的にみて低水
準で、このことは、女性の就業継続や第２子以降の出生割合にも影響
を及ぼしていると考えられます。
　日本では、男女が社会の様々な分野に参画し、活躍していくために
は、社会環境の改善の余地が十分あると感じました。
　仕事と家庭の両立にまつわる村木氏自身の体験談では、若いときに
娘さんを連れての地方勤務。夫は東京で単身生活。忘年会には子連れ
で参加し、楽しかったけれども大いに気苦労もされたという思い出話
に、やはり昔も今も仕事と家庭を充実していくには、行政を含めた地
域のサポートが必要であると痛感しました。

　　　　　　（平川委員）

　平成19年に『仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章』※が策定され
て、今年で10年になります。備前市では、仕事と生活の調和がとれていると感じてい
る市民の割合はどれくらいでしょうか？

■仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する現状

 　　　　　　　　　　　　資料：平成27年度備前市市民意識調査結果

　ワーク・ライフ・バランスがとれていると感じている市民（「思う」、「少しはとれ
ていると思う」）は、49.2％であり、備前市では、約半分の市民が仕事と生活の調和
がとれていると感じています。ワーク・ライフ・バランスは単に仕事と生活を半分に
するという意味ではなく、どこに重点を置くかによって、バランスは変わります。個
人の考え方、働き方はもちろんのこと、子育て期、中高年期など人生の各段階に応じ
ても変わります。柔軟で多様な生き方をお互い認め合い、『仕事も・家庭も・わたしも
充実した生活』を実現しましょう。

※『仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章』とは、官民一体となって仕事と生活の調和の
実現に取り組むための施策や取り決めのこと

＜企画制作＞ 備前市男女共同参画推進委員
　　　　　　 梅延廣子、片山ひとみ、原田正志、播本ひろ子、平川　満、森　毅、森　敏彰

市民協働課
　人権・男女共同参画係（☎64-1823）

　　記念講演に参加して』
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平成28年４月～平成29年１月寄附累計額 ……
平成29年１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。

ふるさと納税で備前市の特産品をPRしませんか?
　備前市では、「ふるさと納税」の推進と市内経済の振興を図ることを目的に、ふ
るさと納税をされた方に、地元企業や業者でお取扱いの品・サービスを贈呈する「ふ
るさと納税推進事業」を実施しています。
　そこで、お取扱いの品・サービスを提供していただける市内協力事業所を募集し
ています。くわしくは、市ホームページまたは窓口までお問い合わせください。

ふるさと寄附課（☎64-1805）

物 件 番 号 ① ②
所 在 地 備前市日生町日生887番22 備前市日生町日生890番15
面積（公簿） 171.07㎡ 85.32㎡
地目（台帳） 宅地 宅地
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　　備前市体育功労者表彰式
　２月11日㈯、平成28年度備前市体育功労
者表彰授与式が行われ、香登出身で天満屋
女子陸上部の重友梨佐さんに、表彰状とト
ロフィーが贈られました。
　重友さんは、１月に開催された「第36回
大阪国際女子マラソン」で２時間24分22秒
のタイムで、５年ぶり２度目の優勝を飾り
ました。
　この大会は、８月にロンドンで開催され
る世界陸上競技選手権大会の女子マラソン
代表選手選考会を兼ねており、代表入りに
前進しました。

一般競争入札による市有地の
売払いの中止について

　広報びぜん２月号でお知らせしました平成29年３月16日㈭に実施予定
としていた下記物件の入札を中止いたしました。入札参加希望の方にお
かれましては、大変申し訳ありませんでした。今後の予定につきまして
は、今のところ未定ではありますが、決まり次第、ホームページ、広報
によりお知らせしますので、ご了承ください。
◆物件

契約管財課 財産管理係（☎64‒1811）

えびす駅伝
　第65回備前市えびす駅伝競走大会が2月11日㈯、市総合運動公園多目的競技場を発着点に行われ、
市内外のランナー129チーム、約740人が中学校男女別５区間（計9.81㎞）、一般男子１部、２部、
一般女子６区間（計20.49㎞）を一本のたすきに思いを込めて力走しました。一般男子では、全国
高校男子駅伝優勝メンバーが半数出場した倉敷高
等学校が10連覇を達成しました。

源平放水合戦
　２月５日㈰、日生港で備前市消防団日生方面隊による源平放水合戦が行われ
ました。
　正午すぎのサイレンとともに備前市消防団日生方面隊の団員、約100人が東
西の岸壁に分かれて小船に乗り込み、約30メートル先の相手の船めがけての放
水合戦を行いました。最後に赤や青など五色の水柱が天高く放水されました。

微小粒子状物質(PM2.5)の
注意喚起について
　岡山県では、PM2.5の濃度が、暫定的な指針値であ
る日平均値70μg/㎥を超えると予測される場合に注意
喚起を行います。
●PM2.5ってどんなもの
　PM2.5（微小粒子状物質）とは、大気中に浮遊する
粒子のなかで粒子の大きさが2.5μm以下の非常に小さ
な粒子の総称のことです。（１μm＝１mmの１/1000、
髪の毛の太さの１/30以下）
　物を燃焼したときに発生するものと、硫黄酸化物、窒
素酸化物、揮発性有機化合物などの大気汚染物質が紫外
線などによる化学反応により粒子化したもの、これら
がPM2.5の成分の一つとして考えられています。ボイ
ラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、
鉱物の堆積場などの粉じんを発生する施設、自動車、船
舶や航空機などの人為由来のもの、さらには、黄砂、土
壌、海洋、火山などの自然由来のものが発生源となって
います。また、家庭内でも喫煙や調理、ストーブなどか
ら発生します。
●注意喚起が行われたら
・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をでき
るだけ減らしてください。
・屋内においても、喚起や窓の開閉を必要最小限にして
ください。
・呼吸器系・循環器系疾患のある人や、小児・高齢者な
どは、体調に応じてより慎重に行動してください。
・医療用などの高性能な防じんマスクは、微粒子の捕集
効率の高いフィルターを使っているため微粒子の吸入
を減らす効果があり顔の大きさに合ったものを密着し
て着用することで十分な効果が期待できます。
※県内の微小粒子状物質（PM2.5）の状況は岡山県HP
で確認できます。
環境課保全係（☎64-1822） 

クローズ
ア ッ プ
び ぜ ん

投票日当日に投票できない人は、期日前投票制度
をご利用ください。

日時 場所

投

期

票日

日前投票

平成29年４月３日㈪から８日㈯まで
午前８時30分から午後８時まで

○備前市役所本庁
○日生総合支所
○吉永総合支所
※日時は、すべて共通です。

平成29年４月９日㈰
午前７時～午後６時

備 前 市 長 選 挙
そのえがお　みらいへのこす　このいっぴょう

備前市選挙管理委員会事務局　（☎64‒1838)

お陰さまで平成28年度分の
ご寄附が21億円を超えました！
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備前市人権教育推進委員会
ネット･スマホ社会を生きる子どもたち
　10月５日に弁護士の石倉尚さんをお招きして、「ネット・スマホ社会を生き
る子どもたち」と題して、人権教育セミナーを開催しました。
　現代は、インターネット社会と言われています。インターネットにより、生活が便利に
なった反面、その匿名性を悪用して基本的人権を侵害する書き込みが増加するなど、大き
な問題が起きています。また、トラブルや非行、ネットいじめなど、子どもたちの間にも
様々な形で悪影響も出てきています。そうした現実に私たちはどのように向き合えばよい
のか、講演の内容から考えてみましょう。

第４回 閑谷の早春を愛でる会 (申込不要)
◆と　き　①３月19日㈰～５月７日㈰　９：00～17：00
　　　　　②３月19日㈰
　　　　　③３月17日㈮～20日㈪　　　９：00～17：00【備前市とのコラボ事業】
◆内　容　①春季特別展 「閑谷学校の備前焼瓦展」

②・二胡とギターによる演奏【雨天中止】 11：30～12：10
　・ギャラリートーク 13：00～14：00
　・アスレチック体験【雨天中止】 10：00～15：00
　・キーホルダーづくり体験 10：00～15：00
　・日曜論語【定員150人】　 10：00～11：30
　・煎茶のおいしい淹れ方講座【先着20人】（参加無料）　13：15～14：45
③【Bizen × Whichford potteryフラワーポット展】
　イギリス人陶芸家が備前焼で作成したフラワーポットにフラワーアレンジ
メントした作品展示。
※３月19日（10：00/14：00）には、フラワーポットを利用したイングリッ
シュスタイルの寄植えワークショップ（有料）も開催します。

　【井田アート展示】
　造形作家の山形忠正氏による日本遺産の構成要素である井田をテーマにし
たアート作品展示。

◆参加費　無料
※史跡内で開催されるイベントは、別途史跡入場料が必要です。
※「日曜論語」については参加料として大人600円、小・中学生200円が必要です。（史跡
入場料を含む）
①②特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会（☎67-1436）、③備前陶芸センター（☎64-2453）

『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、仕事をやめたときにも必要です。
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ときは種別変更届が必要で
す。もし、届出がされなかったり、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と持参するもの】
・20歳になったとき・・・
　日本年金機構から届いた書類・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）・
年金手帳・印鑑

・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
　※本人確認できるもの（免許証、保険証等）を持参くだ
さい。

■国民年金保険料学生納付特例申請について
　日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民
年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられてい
ますが、学生については、申請により在学中の保険料の納
付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
これは、在学中で所得の少ない学生の人が保険料の未納期
間を理由に、将来、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取
れなくなることを防ぐための制度です。保険料を納められな
いときはそのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。
　また、既に学生納付特例制度により、平成28年度に保険
料納付を猶予されている人で、平成29年度も引き続き在学
予定の人へは、3月下旬に基礎年金番号などが印字された
ハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。
　同一の学校に在学している人は、このハガキに必要事項
を記入し返送することにより、平成29年度の申請ができま
す。（この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は
不要です。）
　なお、平成29年度は学生納付特例制度を利用せず、保険
料の納付を希望する場合は納付書を送付しますので、お手
数ですが近くの年金事務所にご連絡ください。
岡山東年金事務所（☎086-270-7925）【音声案内２番】、

　市民窓口課（☎64-1818）、 管理課（☎72-1102）、
　 管理課（☎84-2511)

国民健康保険の
　加入と脱退について
　国民健康保険には、職場の健康保険に加入している人や
生活保護を受けている人を除いて、すべての人が加入する
ことになっています。国民健康保険への加入、脱退は自動
では切り替わりませんので、次のような場合は14日以内に
市役所にて手続きをしてください。

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）生涯学習課生涯学習係（☎64-1841）

加入するとき 職場の健康保険などをやめたとき／ほか
の市区町村から転入したとき（※職場の
健康保険などに加入していない場合）／
子どもが生まれたとき／生活保護を受け
なくなったとき
※加入の届出が遅れると、加入資格を得
た時点までさかのぼって保険税を納め
ることになります。

脱退するとき 職場の健康保険などへ加入したとき／ほ
かの市区町村へ転出したとき／死亡した
とき／生活保護を受け始めたとき
※脱退の手続きが遅れると、保険税が課
税されたままになり引き続き納付書が
送られてしまいます。

スマホ所有率
小学生：24％
中学生：46％
高校生：94％

心の発達への悪影響
　何事にも無気力状態
　⇒　好奇心、学習意欲の低下
　衝動的、暴力的行為の増加

親の背中を見ている
子どもたち。親も
使い方に注意を！

ちょっと待て！子どもに与える前にこれだけは

参
加
者
か
ら

親が買ったスマホを借りている
という意識を持たせよう！　　

○何が危険か知っておこう。
○何のために利用するのか、利用目的を話し合っておこう。
○フィルタリングサービスを活用しよう。
○使い方のルールを親子共同作業で作っておこう。

ネット利用率
小学生：61％
中学生：80％
高校生：98％

　　　　　　をめぐるトラブル
　短文で真意が伝わりにくい
　⇒　誤解からいじめへ発展
　グループ機能を使ったいじめ

もしもネットトラブルに巻き込まれたら
　岡山弁護士会「子どもの味方弁護士相談」
　☎086-223-4401
　くわしくは　 検索岡山弁護士会

のか、講演の内容から考えてみましょう。

メディア・
ネット依存

参
加
者
か
ら

○フィルタリングサービスを活用しよう。
○使い方のルールを親子共同作業で作っておこう。

今の時代「使うな」は無理な話。
どう使えばよいかを話し合い、
危険性について親子で共通認
識しておこう。

特別史跡　
旧閑谷学校

ところ
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　　　　 内　容 対 象 と　き（受付） と こ ろ
４か月児健診 ★ 平成28年10月生 １日㈬　13：00～13：30

備前保健センター

★印は

１歳６か月児健診 ★ 平成27年９月生 ８日㈬　13：00～13：30
２歳 6か月児歯科健診 ★ 平成26年９月生 ₁₆日㈭　13：00～13：15
３歳６か月児健診 ★ 平成25年９月生 ₂₂日㈬　13：00～13：30
かみかみ離乳食と歯の教室 ★ 平成28年５月生 ７日㈫　9：40～10：00

吉永育児相談 乳幼児 ３日㈮　9:30～11:30 総合保健施設

3月

予防接種の受け忘れはありませんか？

高齢者肺炎球菌予防接種

第 10 回

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】

健康健康情
報
情
報
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　Ｂポイント賞品の交換が、２月から始まっています。皆さん交換はお済みですか。交換は３月31日㈮までです。
忘れないように交換してください。
　賞品交換には、Ｂポイントカード、補助カード、健診結果または領収書が必要です（代理申請もできます）。

期　　　間 ところ 備　考
３月13日㈪～３月31日㈮

９：00～17：00
保健センター 土、日、祝日は休み

２月28日㈫～３月３日㈮ 総合保健施設（吉永） 最終日は16時まで
３月７日㈫～３月10日㈮ 日生総合支所 最終日は16時まで

◆交換方法　Ｂポイントカード、補助カード、健診結果または領収書が必要です（代理申請もできます）
【交換賞品の一覧】

商品交換例：40ポイントを交換する場合、40ポイント商品１点、10ポイント商品４点又は（30ポイント商品１点
　　　　　　+10ポイント商品１点）など組合せができます。
（指定ゴミ袋など   （栄養ドリンクのセット） 　　（発酵食品セット）   （新鮮ソフト干物 詰合せ）

 
の日用品のセット）　　　　　　　

介護福祉課
　（☎64-1828)

保健課

　日常生活の中では、さまざまな細菌やウイルスが共存しているため、そ
れぞれに対する抵抗力がないと病気にかかってしまいます。
　予防接種とはワクチンを接種して、免疫（病気に対する抵抗力）をつく
ることにより、発病を予防したり、症状を軽くしたりする方法です。
　お子さんの健やかな成長のために、母子健康手帳で確認してまだ接種で
きていない予防接種があれば医師に相談して早目に受けましょう。

【三石地区 石
いし
岡
おか
 由
ゆ
衣
い
】

　2016年３月に大阪市より三石地区に赴任しまし
た石岡由衣です。
　高齢化率が40%を超える三石地区には、耕作放
棄地が所々にあり、その有効活用と有機無農薬農
業の習得のため、地域の皆さんに教えて頂きなが
ら、野菜や雑穀などの栽培研究をしています。
　昨夏には赤飯に入れる「ささげ豆」を栽培しま
した。収量に対して出荷量が少なく、作物を育て
る難しさや、選別の手間についても学びました。
昨年の反省点を生かし、今年も栽培する予定です。
　将来は、収穫物を利用した加工品の開発・販
売による地域のPR、料理やお菓子を提供するコ
ミュニケーションの場を設けることを目標にして
います。また、同じ理由で三石区長会と地域の方
を中心に結成された、三石蕎麦クラブの活動にも
参加しています。
　その他、認知症についての情報交換や知識の共
有、交流などを目的に毎月第３木曜日に開催して
いるオレンジカフェや、三石見守り声かけ協議
会、徘徊模擬訓練にも参加しました。今後も認知
症に関する普及啓発活動に貢献していきます。
　三石地区は、地域全体で行う行事が多く、多世
代が交流できる素晴らしいまちなので、この魅力
を地域内外に発信していきます。私自身もこの場
所で家庭を持
ち、子育てする
ことを目標にし
ていますので、
これからもよろ
しくお願いいた
します。

【ガンゾウの食べ方】
①ガンゾウは新聞紙にはさんで、金槌やすりこ
ぎなどで叩いてから、頭と
　えんがわ、尾をはさみで切
　る。

②トースターの場合は４分程度、ホットプレー
トの場合は200℃で３分程度①の表面がキツ
ネ色になるくらいまで焼く。
③②を頭の方から２つに裂き、
　中骨をとってから、適当な
　大きさに裂く。
④③をＡの調味料に漬け込む。

※ガンゾウとはデビラガレイの
干し物のことです。10月から

４月頃までにとったカレイを乾燥した冬の寒風
と天日で干しあげたものです。

　平成28年度の対象者には、４月に案内文と予診票を送付しています。案内文が届いた人は、今年度のみ定期
接種（助成のある予防接種）として接種することができます。
　肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎を予防し、重症化を防ぐものです。（※予防接種は、すべての肺
炎を予防できるわけではありません）
　今年度の対象の人は、平成29年3月31日までが期間です。
◆今年度の対象者
１．以下の表の通り

２．満60歳以上65歳未満の人で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障
害を有する人も対象（身体障害者手帳１級相当）

※ただし、高齢者肺炎球菌予防接種を接種したことのある人は対象となりません。
◆持参物　案内文（ワクチン接種のお知らせ）、予診票、健康保険証、接種料金（自己負担額2,500円）

保健課（☎64-1820）

10ポイント
指定ゴミ袋などの日用品（45L、30L  各１袋＋ラップ）、栄養ドリンク（チオビタドリンク10本＋ゴミ袋
20L  １袋）限定300セット、さをり織り（コースター３枚セット）、図書カード（1,000円分）、温水プー
ル回数券（大人×２回、中高生×３回、小学生以下×５回）、トレーニング回数券（５回）

30ポイント 万歩計 40ポイント ステンレスマグ

50ポイント

ふるさと納税特典１ポイント商品８点の中から１点（豊穣の蔵、八塔寺ふるさと館そば打ち体験コー
ス２回分券（１回分５人前）、閑谷学校関連グッズ、超人気ベスト４珍味セット、ペア往復旅客チケッ
ト（日生⇔小豆島）、手作り豆腐セット、発酵食品セット、新鮮ソフト干物 詰合せ）、円座クッション、
体組成計、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　
※ふるさと納税特典はホームページから見ることができます。

Ｂポイント賞品の交換をお忘れなくＢポイント賞品の交換をお忘れなくＢポイント賞品の交換をお忘れなくＢポイント賞品の交換をお忘れなく

Bポイント
各3ポイント

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味

ガンゾウ

～ 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）

【材料】４人分
　ガンゾウ（中）６枚、
Ａ　砂糖 大さじ２
　　しょうゆ 大さじ２
　　みりん 大さじ２

こんにちは、
地域おこし協力隊で

す

65歳 昭和26年４月２日～昭和27年４月１日生 85歳 昭和６年４月２日～昭和７年４月１日生

70歳 昭和21年４月２日～昭和22年４月１日生 90歳 大正15年４月２日～昭和２年４月１日生

75歳 昭和16年４月２日～昭和17年４月１日生 95歳 大正10年４月２日～大正11年４月１日生

80歳 昭和11年４月２日～昭和12年４月１日生 100歳 大正５年４月２日～大正６年４月１日生

こんにちは、
地域おこし協力隊で

す
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健康教室（参加無料）
　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。
３月８日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟２階
ジェネリック医薬品について
薬局 丸山薬剤師
備前病院（☎64-3385）

第２回備前病院・
　さつき苑フェア（参加無料）
　医療や介護を安心してうけていただ
き、健康意識の向上などに役立つ催しも
のです。
　お子様連れでもお気軽にご参加いただ
けます。
３月12日㈰　10：00～13：00
備前病院
医療講演会、運動機能検査、血管年齢
測定、フットケア、頸動脈チェック、
介護劇、ビンゴ大会、クラフト体験、
ストローアート、綿菓子、ヨーヨー釣
り、など
備前病院（☎64-3385）

　備前さつき苑（☎63-9300）

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。
３月15日㈬　14：00～15：30
備前病院
無料
備前病院（☎64-3385 地域連携室）

糖尿病教室
　「コレステロール」の話や、糖尿病食
体験（500円）などの教室を開催します。
どなたでも参加できます。
３月17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。
３月10日㈮までに

　日生病院（☎72-1111） へ

東備西播定住自立圏形成
推進協議会　講演会 ( 申込不要 )
３月17日㈮

　17：30～19：00（開場17：00）
赤穂市民病院　講義室
「がん診療におけるFDG－PET/

　　　CT基礎と臨床的有用性」
獨協医科大学病院

　教授 PETセンター長　坂本攝 氏
100人
無料
赤穂市民病院 総務課

　（☎0791‒43‒3222）

権利擁護セミナー
　「市民後見人ってなに?
　　～地域で担う成年後見～」
　成年後見制度の担い手として市民後見
人の活躍が期待されています。講師や、
備前市で活動中の市民後見人から支援の
実際をお話しいただきます。お気軽にご
参加ください。
３月15日㈬　10：00～11：40
市民センター２階講座室
岩谷みさえ社会福祉士

　（岩谷社会福祉士事務所）
50人（先着順）
３月７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
　（要約筆記あり）

オレンジカフェ（認知症カフェ）
見学会＆昼食会
　オレンジカフェは認知症の人やその家
族、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。昼食
を食べながら、カフェのスタッフと交流
し、認知症カフェについて知ってみませ
んか。ぜひ、お気軽にご参加ください。
３月16日㈭　11：30～13：00
三石つばめハウス（三石1128-9）
600円（昼食代）
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
ります。

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）

４月支払い（10月～３月通院分）
社会福祉課または各総合支所管

理課に備え付けの申請書に医療機関の
証明を受けて、４月10日㈪（厳守）ま
でに提出してください。
社会福祉課障がい者福祉係（☎64-1824）

後期社会体育研修会
スポーツ障害予防のための
　ストレッチング講習会
　柔道整復師とアスレティックトレー
ナーの資格を併せ持つ講師から、気軽に
自分でできるストレッチ方法を一緒に学
びましょう。
３月３日㈮　19：00～
総合運動公園
小学生以上で、スポーツに興味・関心
のある人
無料
文化スポーツ課（☎63-3813）

備前歴史フォーラム 2016
「備前焼をサイエンスする
　～科学と歴史の対話～」
　今年度は「備前焼の歴史を科学で分析
する」「備前焼の定説を考える」をテー
マに備前焼作家、科学・考古・歴史の専
門家が２日間にわたり備前焼にせまりま
す。
①３月11日㈯　13：30～17：00

　②３月12日㈰　10：00～16：40
①岡山セラミックスセンター１階

　②備前焼伝統産業会館３階

　①「備前焼を科学する意味
　　　　～科学の立場から～」
　　 （講師；高長茂幸氏　岡山セラミッ
　　　　　クスセンター研究所長)
　②「備前焼を科学する意味
　　　　～考古学の立場から～」
　　 （講師；亀田修一氏　岡山理科大学
　　　　　教授）ほか

　「考古学と科学
　　 ～赤色顔料の分析から～」
　　 （講師；志賀智史氏　九州国立博物
　　　　　館主任研究員）
「備前焼の現在、過去、未来」

　　 （伊勢﨑晃一朗氏　備前焼作家）ほか
医王山東麓窯跡・佐山東山窯

跡発掘調査資料、窯元三次元測量デー
タほか
1,500円
80人（先着順）
氏名、住所、電話、メールアドレ

スを記入のうえ、３月９日㈭までに、
郵送、Ｅメール、FAXなどで備前歴
史フォーラム実行委員会事務局〔生涯
学習課内〕（〒705-0021　西片上７☎
64-1841　FAX64-4285　Ｅメール　
bzsyougai@city.bizen.lg.jp)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

Bポイント
3ポイント

 ▲中井重子さん（香登）

 ▲岡田末野さん（伊部）

 ▲中井重子さん（香登）

 ▲岡田末野さん（伊部）
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いんべ会館　講座受講生募集　
３月１日㈬ ８：30から

　いんべ会館（☎64‒0890）へ

第６回ライフサポート講座
「アロマテラピー講座」
　～あなたを包む癒しの香り～
３月10日㈮　13：30～15：00　
いんべ会館
佐伯導代さん（（公社）日本アロマ
環境協会認定アロマセラピスト)
500円（材料代）
20人（先着順）
３月８日㈬

第７回ライフサポート講座
『福祉施設の見学』
３月15日㈬　10：00～15：30
※９：50までにいんべ会館へ集合

いやしの里（備前市）、みつ
ばの家（赤穂市）
300円（保険料など）
25人（先着順）
※昼食は各自でご用意ください。

第６回ふれあいサロン講座
　健康軽スポーツのすすめ
『ユニカールやってみませんか！』
　中高年の人でもお気楽にできます
よ！
３月23日㈭　13：00～15：00
いんべ会館
無料
18人（先着順）
※軽い運動が出来る服装でお越しく
ださい。

平成29年度　市立片上高等学校
（普通科）生徒募集
　片上高等学校は、県立備前緑陽高校の
敷地内にあり、東備地区で唯一の夜間定
時制高校です。
　働きながら勉強したい人、高校の卒業
資格を得たい人など、様々なニーズを
もった人たちが、４年間での卒業を目指
して学んでいます。

40人
3月21日 ㈫・22日 ㈬13：00～

17：00、23日㈭13：00～15：00
※郵送22日㈬ 17時必着

３月24日㈮
学力検査（国語・数学・英語）

および面接
片上高等学校

　（☎64-2703　※13：00～21：00）

国税専門官募集
昭和62年４月２日～平成８年４

月１日生まれの人。または平成８年４
月２日以降の生まれで次に該当する人
①大学卒業者および平成30年３月までに
大学を卒業する見込みの人
②人事院が①と同等の資格があると認め
る人

大学卒業程度
３月31日㈮～４月12日㈬

原則、インターネットによる申
し込みとなります。（申込専用アドレ
ス　http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html ）
広島国税局人事第二課試験研修係

　（☎082-221-9211）、
　瀬戸税務署総務課（☎086-952-1155）

自衛官募集
　防衛省では、平成29年度各種自衛官等
を募集します。
【幹部候補生】
一般

　
〔大卒程度試験〕
　22歳以上26歳未満
※20歳以上22歳未満の者は大卒（見込含）
※修士課程等修了者等は28歳未満（見込
含）

〔院卒者試験〕
　修士課程修了者等（見込含）で、20歳
　以上28歳未満

３月１日㈬～５月５日㈮
５月13日㈯・14日㈰

※飛行要員は14日㈰
歯科・薬剤科

専門の大卒（見込含）は20歳以上
30歳未満、薬剤は20歳以上28歳未満

３月１日㈬～５月５日㈮
５月12日㈮

【予備自衛官補】
一般・技能

一般は18歳以上34歳未満、技能は
18歳以上で国家免許資格等を有する者
（資格により53歳未満～55歳未満）

12月22日㈭～４月７日㈮
４月14日㈮～18日㈫

※いずれか指定する１日
※状況により、試験日が変更される場合
があります。
自衛隊岡山募集案内所（☎086-224-
2824）http://www.mod.go.jp/pco/
okayama/

「全国子ども会安全共済会」
　　　　　　　　　　　加入募集
　全国子ども会安全共済会とは、全国子
ども会連合会が運営している保険です。
　「子ども会活動中」の事故で生じた負
傷・疾病・後遺障害・死亡・賠償責任を
補償します。
　平成29年度分の加入について募集しま
すので、必要書類に会費を添えて申し込
みください。
子ども会
１人あたり年額210円（予定）

３月25日㈯
※期限が過ぎても随時加入受付いたしま
す。

・中央公民館
　（☎64‒1133　FAX64‒1250）
・日生地域公民館
　（☎72‒1006　FAX72‒1098）
・吉永地域公民館
　（☎84‒3839　FAX84‒3844）

小・中学校の就学援助制度
　経済的な事情で小・中学校の教育費の
支払いが困難な保護者に対し、学校で必
要な費用の一部（学校給食費は全額）を
援助する制度があります。くわしい案内
は、各小・中学校を通じて行う予定です。
小・中学校の新一年生は全員に希望調査
を行いますが、その他の学年で希望する
人は、それぞれの学校へ申し出てくださ
い。

　
　生活保護を受ける人に準ずる程度に困
窮している人※所得要件があります。
教育総務課（☎64-1802）

備前市からのお願い
～旧アルファビゼン盗難事件

　　　　　　　　　　 について～
　備前市所有で、かつ、市民の皆様
の大切な財産である「旧アルファビ
ゼン」については、平成23年６月に、
施設内の電線等が盗難被害に遭った
ことが発覚しました。
　事件後、年数が相当経過しており
ますが、一刻も早い事件解決のた
め、引き続き皆様に情報の提供をお
願いしますので、備前警察署まで、
ご連絡をお願いします。
【情報提供先】
  備前警察署（☎63-0110)
※この記事に関するお問い合わせは、
　備前市秘書広報課（☎64-1800)

３月は
岡山県山火事予防運動月間です !
　「火の用心　森から聞こえる
　　　　　　　　　　　ありがとう」

（平成28年度標語）
　空気が乾燥している春は、山火事が起
こりやすい季節です。山火事の多くが、
ちょっとした火の取り扱いの不注意によ
り発生しています。
　山火事を防ぐために、次のことに気を
つけましょう。
・枯草などがあり火災が起こりやすい場
所では絶対たき火はしない
・たき火や野焼きをするときは周囲にも
知らせ、一人では行わない
・風が強いとき、空気が乾燥していると
きには、たき火や野焼きをしない
・たばこ火は必ず消し、絶対に投げ捨て
ない
・火遊びはしない
・野焼きをする時には、市役所へ届出を
してください
まち産業課（☎64-1831）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　３月１日㈬～９日㈭
【市営住宅】土師神根
【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）

３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（しいたけ植菌体験）
◆不用品交換会 13：30~14：30
　くわしくは、お問い合わせください。

◆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）

Bポイント
3ポイント

 ▲楠　健児さん（香登本）

 ▲横山茂子さん（浦伊部）

 ▲楠　健児さん（香登本）

 ▲横山茂子さん（浦伊部）



☎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（３月の相談参照）
◆今月の主な行事（10：00～11：00）
３日㈮

17日㈮

24日㈮

31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

10日㈮

えがおルームで遊ぼう

ひなまつり会

にこにこ講座  岸本歯科  岸本 真先生のお話

誕生会（２・３月生まれ）
※17日㈮までに予約すると誕生カード
　のプレゼントがあります。

子育て支援センター
◆開館時間　9：30～18：00
◆休館日　毎週月曜日と 21日㈫、31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

11日㈯ 10：30～11：30

2 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）

３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）

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

３月

市内施設ご案内

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

22日㈬

と　　き と　こ　ろ

14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）

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～

21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
21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
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

21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
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

21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

心配ごと相談

行政相談

子育てに関する相談

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３月の相談

■「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。

市税等の納付には、便利で確実な
口座振替をご利用ください！
【取り扱い金融機関】
（下記金融機関の本・支店）

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、ゆうちょ銀行・郵便局、
岡山東農協（支店での取り扱い）

■税務課収納推進係（☎64-1814）

納
税※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。

３月 休日当番医

坂本内科小児科医院 香登本 ☎66-7353
北川病院　 和気町和気 ☎93-1141
木村内科　　　　 伊部 ☎64-3497
こまざわ小児科医院　伊部 ☎63-3080
小林内科医院　 　鶴海 ☎65-8003
たかばクリニック　吉永中 ☎84-2017
草加病院　　　 西片上 ☎64-3811
吉永病院　　　 吉永中 ☎84-2120
浦上医院　　　　 穂浪 ☎67-0302
大田原医院 和気町大田原 ☎93-0035

5日
㈰
12日
㈰
19日
㈰
20日
㈪
26日
㈰

納期限、一日過ぎれば
滞納です！

★お知らせ　※３月２日㈭から16日㈭まで蔵書点検を行います。この間、市内図書館が順次休館になります。詳しい日程は図書館ホーム
　　　　　　　ページまたは図書館までお問い合せください。

　市では、安定した税収確保と納税の公平
性確保を目指して、３月を「市税等滞納一
掃強化月間」と位置づけ、広報や催告によ
る納税促進、差押えやタイヤロック、捜索
等の滞納処分など、多様な徴収対策を行い
ます。納期内納付にご協力をお願いします。

■総合運動公園使用予約（４月分）
３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 ※日曜・
  　祝日は10：00～17：00 までとなります。)
　※３月26日は水泳記録会のためシーサイドプール
　　びぜんはトレーニングのみの利用となります。
　（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 (20日を除く)､ 21日㈫

☎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

問

問

問

問

問
問

問
問

問
問
問

問
問
問
問
問

問
問
問

問

広
告

広
告
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