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※２月28日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,818（－32世帯）
　男　　17,178 人 (－24人)　
　女　　18,588 人 (－27人)　
総人口　35,766 人 (－51人)

◆２月中の異動状況
・出生14 人　・死亡 62 人
・転入83 人　・転出 86 人

人口の動き

平成29年

月号

　「NORINAHALLE」の完成を記念して特別企画を実施します。

　10月に定期船として就航するまでの間、期間限定で土・日・祝祭日に観光船

として活用してまいります。下記の内容で市民の皆さんに日生諸島の島めぐり

の無料乗船体験チケットを配布いたします。

　キリトリ線より切り離しの上、お持ちになり、乗船してください。

※無料乗船は1人1回限りとなっております。

◆無料乗船期日　4月15日、16日、22日、23日、29日、30日

5月3日、4日、5日、6日、７日、13日、14日、

　　20日、21日、27日、28日

◆出航場所　日生駅前桟橋

◆運航時間　1回目 11：10～　2回目 13：10～　（各回：約1時間）

◆定　　員　45人　※定員を上回ると乗船できません。

※駐車場には限りがありますので、公共交通機関でお越しください。

まち営業課（☎64︲1832）

　 備前市定期船
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』が完成しました！

概要　総トン数：約18トン　　最高速力：15ノット

　　　全　　長：17.50ｍ　　　旅客定員：45名

　　　全　　幅：4.10ｍ

完成記念特別企画  第１弾 ‼
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三たび世界の夢舞台へ！三たび世界の夢舞台へ！

〈プロフィール〉

1987年（昭和62年）８月29日　備前市生まれ

1996年（平成８年）４月　　　 備前市ジュニア陸上競

技クラブ入団陸上競技

を始める

2000年（平成12年）３月 香登小学校　卒業

2003年（平成15年）３月 備前中学校　卒業

2006年（平成18年）３月 興譲館高等学校　卒業

2006年（平成18年）４月 株式会社天満屋　入社 

重友梨佐選手  世界陸上女子マラソン代表決定重友梨佐選手  世界陸上女子マラソン代表決定

｢備前市民の健康いきいき生活の

 推進に関する包括連携協定｣ を締結
　大塚製薬株式会社と備前市民の健康でいきいきとした生活の推進に向け

た相互の連携および協力について協定を締結しました。

　調印式で𠮷村市長は「製薬会社

ならではの健康維持増進に関する

協力を期待している。」、大塚製

薬株式会社広島支店白石支店長

は「より適切なタイミングで正し

い情報を提供し、市民の健康をサ

ポートしたい。」と挨拶されまし

た。

花の鉢植え

　3月9日㈭、国際ソロプチミスト

備前から観光客に花に彩られた町で

気持ちよく過ごしてもらおうと『お

花の鉢植え』が寄贈され、市役所玄

関前で受け渡されました。

　鉢植えは、備前市、和気町の役所

や公民館、病院など21カ所（市内18

カ所）72鉢が設置されました。

主な戦績

◆駅　　伝　2005年（平成17年）

 　女子第17回全国高等学校駅伝競走大会　

 　優勝（２区・区間２位）

 2010年（平成22年）12月　

   　第30回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会　

 　優勝（５区・区間賞）

 2013年（平成25年）12月　

  　第33回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会　

 　３位（３区・２位）

 2014年（平成26年）１月　

 　第32回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会

 　３位（９区・区間賞）

◆マラソン 2012年（平成24年）１月　大阪国際女子マラソン　優勝

 2012年（平成24年）８月　ロンドンオリンピック　78位

 2015年（平成27年）１月　大阪国際女子マラソン　２位

 2015年（平成27年）８月　世界陸上北京大会　　　14位

 2017年（平成29年）１月　大阪国際女子マラソン　優勝

　８月にイギリス・ロンドンで開催される世界陸上競技選手権（８

月４日開幕）の女子マラソンにおいて、備前市出身の重友梨佐選手

が２大会連続２度目の日本代表に選出されました。

　女子マラソンは、現地時間で８月６日㈰14時スタートの予定です。

吉永認定こども園落成式

　2月25日㈯、4月から開園する吉永・神根幼稚園、吉永保育園の3園を

統合した幼保一体型施設「吉永認定こども園（愛称:おひさまこども園）」

の落成式と完成見学会が行われました。

　こども園は2階建てで、1階に保育室10室、一時保育室、特別保育室な

どで、2階には遊戯室などが整備されています。
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出場決定
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に乗りなはれ乗船券
運 行 日：平成₂9年４月15日からの土日祝祭日のみ

有効期限：平成₂9年５月₂8日㈰まで

本券1枚につき4名様までご乗船いただけます。1人1回のみ。
定員を上回る場合は、乗船できませんのでご注意ください。
天候等の事情により運休になる場合がございますのでご了承ください。

キリトリ
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一般会計

210億5,251万円
一般会計

210億5,251万円
会 計 別 予 算 状 況 （単位：万円）

決定しました 平成29年度 予算
　平成29年度当初予算が、平成29年備前市議会第１回定例会で議決されました。
　この当初予算は、本年４月に市長選挙が行われることから、いわゆる骨格予算を基本として編成していますが、「第
２次備前市総合計画」および「備前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく事業のうち年度当初から実施する
必要のある事業のほか、人口減少対策を確実に実行するために子育て支援対策に重点を置いた編成としています。
　一般会計の総額は、210億5,251万円（前年度当初比4.4％増）となり、特別会計と企業会計を合わせた総合計額は、
430億1,876万円（前年度当初比1.5％増）となっています。
　なお、議会議決により、高校生等子育て世帯生活応援券発行事業および小・中学校の学用品無償化に係る経費が削
除され、小・中学校の給食無償化および備前焼まつり実行委員会補助金に係る経費が減額され、要保護・準要保護児
童生徒就学援助費が増額されました。

一 般 会 計 性 質 別　　（単位：百万円）
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■財政課財政係（☎64-1810）
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区　　　分
平成29年度

予算額
対前年度
伸率（％）

一般会計 2,105,251 4.4

特
　
別
　
会
　
計

国 民 健 康 保 険 事 業 546,738 0.5

土 地 取 得 事 業 466 15.6

三 石 財 産 区 管 理 事 業 509 △ 6.4

三国地区財産区管理事業 743 △ 1.5

浄 化 槽 整 備 事 業 2,215 3.9

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 57,154 △ 2.0

介 護 保 険 事 業 415,236 2.6

飲 料 水 供 給 事 業 2,720 9.7

宅 地 造 成 分 譲 事 業 152 △ 24.8

駐 車 場 事 業 2,021 △ 28.5

企 業 用 地 造 成 事 業 6,600 △ 86.3

水 道 事 業 会 計 150,089 7.1

下 水 道 事 業 会 計 412,218 1.5

病 院 事 業 会 計 599,764 △ 1.8

合 　 　 　 　 　 計 4,301,876 1.5

人件費 3,055 1.3
公債費 1,835 4.8
扶助費 2,243 △ 0.6
物件費・維持補修費 4,273 7.3
補助費等 3,483 17.9
普通建設事業費 2,378 △ 5.2
繰出金 1,833 7.0
投出資・貸付金 590 △43.8
積立金 1,226 38.4
その他 137 140.7

合　　　計 21,053 4.4

市税 4,749 △ 3.0
諸収入 205 △ 0.6
繰入金・繰越金 717 △44.9
分担金・負担金・使用料・
手数料・財産収入・寄付金

2,811 32.4

地方交付税・地方譲与税・
交付金等

7,617 3.0

市債 2,182 35.3
国庫支出金 1,873 30.8
県支出金 899 △25.6

合　　　計 21,053 4.4

29年度
予算額

対前年度
伸率（％）

29年度
予算額

対前年度
伸率（％）

平成29年度一般会計予算の修正可決により
削除・修正された事業

削除●高校生等子育て世帯生活応援券発行事業

 　7,349万円　→　0万円

修正●小・中学校給食及び学用品無償化

 　　・学用品費　　 4,455万円　→　0万円

 　　・給食費  　1億2,474万円　→　6,237万円

 　　・要保護・準要保護児童生徒就学援助費

　　　　　　　　　　　　 734万円　→　2,768万円

修正●備前焼まつり実行委員会補助金

 　2,000万円　→　400万円

　上記の修正案は、賛否が分かれたため慎重な審議が行

われました。賛成、反対討論の後、採決が行われ修正案

が可決されました。

（賛否の状況）

【削除・修正に反対した議員名（敬称略）】6名：森本、

山本成、西上、守井、掛谷、川崎

【削除・修正に賛成した議員名（敬称略）】9名：石原、

立川、星野、尾川、山本恒、田原、田口、橋本、津島

　また、その他の予算案は、15名すべての議員が原案に

賛成しました。

新年度の主な事業

　就学前の教育、保育等の充実　　　　　　　　　　　

新規●東鶴山地区幼保一体型施設整備事業    　 300万円

    東鶴山地区幼保一体型施設整備に係る調査設計を

行います。

 ●伊部地区幼保一体型施設整備事業 2億5,600万円

 　 殿土井保育園、伊部保育園および伊部幼稚園を伊

部地区幼保一体型施設として引き続き整備します。

拡充●保育料無償化 歳入影響額 

 　　 　　　　　　　　 7,586万円

 　 前年度までの1～5歳児に加え、0歳児の保育料を

教材、給食費などの実費徴収分を除き無償化します。

　高等教育における柔軟な学びの場の提供　　　　　　

拡充●定時制高等学校夜食費補助事業  　　　 485万円

 　 片上高等学校生徒の学習意欲の向上や健康管理の

ため、従来のパンと牛乳の提供以外に弁当を提供

し、就学助成を行います。

　小・中学校教育の充実　　　　　　　　　　　　　　

 ●学力向上実践研究事業    　　　　　　 5,594万円

 　 教育用タブレットの活用、教材開発、学力調査の

実施など、産学官連携による学力向上実践研究を

前年度に引き続き行います。

 ●小中一貫教育推進事業    　　　　　　　 400万円

 　 小中一貫教育を推進する体制や環境などの整備を

行うため、講師を各中学校区に派遣し、指導計画

の作成を支援します。

 ●国際理解教育推進事業    　　　　　　 9,077万円

 　 英語指導力向上のための教職員研修を実施するとと

もに、ＡＬＴ（英語指導助手）を1校1名配置します。

　生涯学習の機会充実　　　　　　　　　　　　　　　

拡充●備前まなび推進事業   　　　　　　　 1,416万円

 　 市内小中学生を対象に備前まなび塾として公民館

などで土曜日、長期休業中の学習講座を引き続き

開催するとともに、備前まなび塾＋（プラス）体

験講座の内容を充実して実施します。また、備前

に貢献できる「ひとづくり」のための備前暮らし

カレッジを実施します。

　スポーツ・レクリエーション活動の推進　　　　　　

新規● 総合運動公園多目的競技場改修事業 1億3,167万円

 　 総合運動公園多目的競技場について、日本陸上競

技連盟第3種公認更新のため改修を行います。

　コミュニティの育成と地域活動の支援　　　　　　　

拡充●地域おこし協力隊導入事業   　　 1億2,765万円

 　 都市住民を地域おこし協力隊として受け入れ、隊

員の定住定着と地域活力の底上げを図ります。

　生涯を通じた健康づくりの推進　　　　　　　　　　

拡充●Ｂポイント事業   　　　　　　　　 3,771万円

 　 健康づくりに関する行事やボランティア活動に参

加した人に特典と交換できるポイントを付与する

「Ｂポイント制度」を引き続き実施し、より多く

の人が参加できるよう対象事業などを拡充します。

 ●出産祝金事業   　　  　　　　　　 2,200万円

 　出産祝金として1人10万円を支給します。

　道路環境の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ●道路等新設改良事業   　　　　 2億4,246万円

 　頭島1号線、香登4号線改良事業を実施します。

　商工業、海運業の振興　　　　　　　　　　　　　　

拡充● 住宅リフォーム助成地域振興券交付事業3,732万円

 　 市内建築業者を利用して住宅リフォームを行う人

に交付する市内加盟店で利用できる地域振興券に

ついて、助成額を対象工事費の1/5、交付上限を

100万円に拡充します。

　賑わいをもたらす観光の振興　　　　　　　　　　　

新規●市有船活用事業   　　　　　　　　　　 253万円

 　 離島定期船の新造船を活用し、定期船運航時以外

に観光船として運航する事業者に補助を行います。

  都市施設（都計道路、駐車場、公園・緑地等）の整備    

新規●浜山運動公園野球場スタンド改修事業1,575万円

 　 浜山運動公園野球場スタンド改修に係る実施設計

を行います。

　公共交通の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　

拡充●公共交通維持事業   　　　　　　 1億7,963万円

 　 市営バスの運行、離島定期船運航補助および「愛

♡乗りタクシーチケット」の交付を引き続き行う

とともに、市営バスでは頭島線を新設します。

　一般廃棄物の適正処理と省資源・循環型社会の構築　

 ●ごみ処理施設整備事業   　　　  13億2,511万円

 　 クリーンセンター備前の更新整備を行います。

 　（3年計画：Ｈ28～Ｈ30）

　計画的な行政経営　　　　　　　　　　　　　　　　

 ● ふるさと納税推進事業・

 　まちづくり応援基金積立事業    　　　　 25億円

 　 ふるさと納税寄附者に対して充実した記念品など

を用意し、寄附の推進および市内産業の活性化を

図るとともに、寄附者のご厚志に沿うまちづくり

の財源とするための基金を積み立てます。

新規●備前焼のまちづくり推進事業   　　　 3,200万円

 　 備前焼と日本遺産旧閑谷学校など観光資源を活用

し、観光産業の活性化と国内外の観光客数の増加

を目的として各種事業を行う備前焼のまちづくり

推進協議会に対して補助を行います。

 ●定住促進事業   　　　　　　　　　　 4,000万円

 　 若年世帯の定住を促進するための住宅新築補助、

家賃補助および空き家購入補助を引き続き行いま

す。
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平成₂8年４月～平成₂9年2月寄附累計額 …………

平成₂9年2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）
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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。

●投票できる人
①日本国民であること

②平成１１年４月１₀日までに生まれた人。

③平成29年１月１日までに備前市へ転入の届

出済で、４月１日現在引き続き備前市に住所

を有しかつ選挙人名簿に登録されている人。

●住所を変更した人
　基準日が近づいてから以降市内間で転居の

届出をした人は、前の住所地の投票所で投

票していただく場合があります。（投票所

入場券の投票所欄をご覧ください。）

　県内の他市町村や県外に転出した人は投票

できません。

■投票所入場券
　投票所入場券（４名連記）は、告示

日後各世帯へ郵送します。投票の際

は、切り離して各自で投票所へお持

ちください。入場券が届かなかった

り紛失した場合でも選挙人名簿に登

録されていれば投票できます。期日

前投票所または当日投票所で受付係

にお申し出ください。

■選挙公報
　候補者の名前や政見などを掲載した

選挙公報を４月６日以降の新聞（山

陽・読売・朝日・毎日・日経・産経）

に折り込みます。この他、備前市役

所・日生総合支所・吉永総合支所・

各地域公民館等でも配布します。ま

た、新聞未購読の方や郵送を希望さ

れる方は、備前市選挙管理委員会ま

でご連絡ください。

 備前市選挙管理委員会事務局

　（☎６４︲１８３８︶

■病院等での不在者投票
　岡山県選挙管理委員会が指定する病

院や介護施設に入所している人は、

施設の管理者に申し出ると、施設の

中で投票できます。

■滞在先等での不在者投票
　他の市町村に滞在中で、投票日当日

に投票所へ行けない方は、あらかじ

め備前市選挙管理委員会から投票用

紙等を取り寄せて、滞在地の選挙管

理委員会で不在者投票をすることが

できます。

■郵便等投票
　身体に障害があり、郵便等投票証明

書の交付を受けていて、郵便等投票

を希望する人は、４月５日の午後５

時までに備前市選挙管理委員会へ投

票用紙等の請求をしてください。

■開票
　４月９日㈰ 午後７時３₀分から

　備前市役所　3階大会議室

日時

場所

投 票日

期 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
　※日時は全て共通です。

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

｢空き家等除却支援事業｣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き家等の除去を行う人に、除

却費用の一部を補助します。

【補助対象空き家】※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　など

【補助対象事業】平成29年4月1日以降に補助対象空き家について、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（門扉及び塀の撤去など）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）

【受付期間】4月3日㈪～平成30年1月31日まで

 ★特定空家とは

①そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

　以上の状態にあると認められる空家などをいいます。

｢備前市公共施設等総合管理計画｣
を策定しました

　高度経済成長期以降に多くの公共施設や道路、橋りょうなどのイ

ンフラが整備され、現在これらの老朽化が進み、今後どのように維

持更新していくのか、また、厳しい財政状況の中でどのように費用

を捻出していくのかが全国の自治体に共通する喫緊の課題となって

います。また、人口減少などにより公共施設等の利用需要が変化し

ていくことも予想されるため、公共施設等の全体の状況を把握し、

長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化など計画的に行う

ことにより、財政負担の軽減・平準化を図るとともに、公共施設等

の最適な配置を実現することが必要となっています。

　このように公共施設等を総合的かつ計画的に管理することは、実

情にあった将来のまちづくりを進めるうえで不可欠であることか

ら、国の「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」に基

づき、基本的な方針となる「備前市公共施設等総合管理計画」を策

定しました。

　今後はこの計画に基づいて、「公共施設再配置計画」等の策定を

行います。

※ 公共施設等総合管理計画は、備前市ホームページ、図書館（本館・

分館）、施設建設・再編課、各総合支所・出張所でご覧いただけます。

施設建設・再編課（☎64︲1877）

光ブロードバンドのエリア拡大
(備前市地域情報通信基盤整備推進事業)

　光ブロードバンドサービスによる利用環境の格差是正を図るた

め、吉永地域において、早期整備を実施する電気通信事業者に対し

て補助金を交付し、光ファイバーケーブルを使用した高速・大容量

でデジタルデータの伝送が可能な通信サービスのエリアが4月3日

㈪から拡大しました。

■サービス提供開始エリア■

地　　域 吉永地域（金谷を除く）
市外局番 0869
市内局番 84　85

　上記のサービス提供エリア・市外・市内局番であっても、利用で

きない場合があります。くわしくは電気通信事業者にお問い合わせ

いただくか［http：//flets-w.com/］を確認ください。

NTT西日本［☎0120︲931436　受付9：00～17：00（12/29～1/3

を除く）］および光コラボレーションサービス提供事業者

　光コラボレーションサービス提供事業者については、

　［https：//flets-w.com/collabo/list/index.php］を確認ください。

企画課ICTまちづくり係（☎64︲1812）

具体的には…
・建物が崩落または崩壊している・屋根または外壁に穴があいている・構造材もしく
は下地材が露出している、大きく変形しているまたは全体的に波打っている・建物
の傾きがある・柱、土台、梁などの構造材が欠損または腐食している・基礎の一部
分が宙に浮いているまたは不同沈下している・ツタなどの植物が家屋の全体を覆っ
ている・屋根瓦、外壁、窓、その他の家屋の付属物が落下するおそれがあるなどの
状態が見受けられる場合は、特定空家の可能性があります！
  まち整備課空き家対策係（☎64︲1851）

お陰さまで平成28年度分の

ご寄附が23億円を超えました！
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臨時福祉給付金(経済対策分)
　　　　　　　　　　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

支給されます。

●平成28年1月1日時点で住民票のある市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、4月以降に給付金申請書を郵送します。

◆申請期間　4月10日㈪～７月10日㈪

　　　　　　窓口での受付は8：30～17：15　（土・日・祝日を除く）

◆受付場所　備前市福祉事務所社会福祉課（または介護福祉課高齢者福

祉係）、日生・吉永総合支所、三石出張所

◆支給対象者　平成28年度の臨時福祉給付金（3千円）の支給対象者

※平成28年1月1日（基準日）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（た

だし、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。）

◆支　給　額　1人につき　1万5千円

★『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。

備前市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。

病院事業 職員募集

平成₂₉年７月１日採用

【看護師または准看護師】採用予定人員 6人・昭和37年７月2日以降生まれの人

【薬　剤　師】　採用予定人員 2人 ・昭和37年７月2日以降生まれの人

【言語聴覚士】　採用予定人員 1人 ・昭和42年７月2日以降生まれの人

※いずれの職種も資格免許を有する人

※採用場所は「備前・日生・吉永病院」のいずれか

◆試験期日　5月12日㈮　　　◆申込期限　4月25日㈫　必着

◆提出書類　 受験申込書（ホームページからダウンロード、または各病院で交

付）、資格免許証の写し

吉永病院事務部庶務係（☎84︲2120）〒709︲0224 吉永町吉永中563︲4

　※くわしくはホームページで募集要項をごらんください。

平成28年度備前市体育功労者表彰式

　平成28年度備前市体育功労者表彰授与式が行われ、昨年9月に大阪市

で開催された「第19回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会」で、

所属する「アリアーレ岡山」の主要メンバーとして出場し優勝に貢献した、

井
い

口
ぐち

来
らい

輝
き

さん（吉永中3年）、北
 ほうじょうゆうき

條宥揮さん（備前中3年）、藤
ふじ

本
もと

理
り

人
と

さん

（日生中3年）の3人に、表彰状とトロフィーが贈られました。

　また、生前のご功労に対し、1月21日ご逝去された故鷹
たか

取
とり

光
みつ

彌
や

さん（伊

部）に備前市体育功労者表彰が授与され、妻の鷹取はるみさんに表彰状

と盾が贈られました。鷹取さんは平成3年から平成21年までの18年間、

備前市スポーツ少年団本部長として、平成21年5月からは備前市体育協

会会長として、永年にわたり本市のスポーツ振興、青少年へのスポーツ

の普及に尽力されました。

【左から鷹取さん、北條さん、藤本さん、井口さん】

公民館からのお知らせ
　備前市内には中央公民館1館、地域公民館2館、地区公民館13館あります。

各公民館には、茶道・華道・写真・各種楽器・語学・料理・裁縫・囲碁・将棋・

絵画・文芸・踊り・体操など、教養向上や健康増進や社会福祉の増進を目

的とする活発なグループ245団体が活動しています。

　各グループは活動公民館が決まっていて（公民館毎の登録制）、随時メン

バー（会員）を募集しています。

　何かを始めたい人、趣味を広げたい人、挑戦してみたい人は、まずは公

民館に一報を！

あなたも輝けるグループ活動と出会えるかも・・・

中央公民館
（市民センター）
西片上17︲2
☎64︲1133

西鶴山公民館
畠田102︲1
☎66︲9545

香登公民館
香登本745︲1
☎66︲9001

伊部公民館
伊部1776︲1
☎64︲2774

片上公民館
西片上17︲2
☎64︲1135

伊里公民館
友延409
☎67︲0001

東鶴山公民館
佐山2616
☎65︲8001

三石公民館
三石1010︲1
☎62︲0811

日生地域公民館
（日生市民会館）
日生町日生241︲87
☎72︲1006

日生西公民館
日生町日生630︲1
☎72︲1006

日生東公民館
日生町寒河3961︲2
☎74︲0942

日生南公民館
日生町日生2794︲1
☎72︲1006

吉永地域公民館
吉永町三股19
☎84︲3839

和意谷公民館
吉永町和意谷
1423︲2
☎84︲2840

神根公民館
吉永町神根本911
☎84︲2840

三国公民館
吉永町都留岐319
☎84︲2840

₁₀₀歳おめでとうございます！

　髙
こう

下
げ

巴
は

万
ま

枝
え

さん（日生町寒河）が3月1日に、
満100歳を迎えられました。
　髙下さんは鳥取県の倉吉市で生まれ、23歳で
結婚を機に備前市へ来られました。仕事は会社
の保健師をされていたそうで、会社に勤めなが
ら3男2女を育てられました。
　また、婦人会会長や女性消防団団長、民生委
員会長など様々な地区の世話役を務めてこられ
ました。
　現在はデイサービスに行くことを楽しみにさ
れているそうで、長寿の秘訣は「頭も体もよく
使うこと」だそうです。

宝くじ助成事業で整備

　（一財）自治総合センターの事業により、お夏

踊り歴史保存会（西片上）が着物、編み笠、草履

などを宝くじの助成金で整備しました。

この事業の申請については、

　市民協働課（☎64︲1806）

　へご相談ください。

　森
もり

本
もと

智
ち

鶴
づ

さん（閑谷）が3月20日に、満100歳を
迎えられました。
　森本さんは閑谷で生まれました。23歳で結婚し、
ご主人の仕事の都合で東京、大阪で生活をされ、定
年を機に閑谷へ帰ってこられました。
　仕事は17歳から習っていた洋裁をされ、80歳まで
縫い物をされていたそうです。
　90歳をすぎてからもパッチワークを楽しみ、現在は
新聞や本を読むことを楽しみにされているそうです。
　長寿の秘訣は「手先を使うこと、好き嫌いなくよ
く食べること」だそうです。

【左から鷹取さん、北條さん、藤本さん、井口さん】
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月 日 事　業　名（会　場）
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4㈫ 備前地区グラウンド・ゴルフ連盟大会（ ：多目的広場）

6㈭ 山陽新聞社杯東部支部ゲートボール予選大会（吉永南方GB場）

9㈰ 市長杯春季ソフトボール大会（伊里中学校グラウンド）

11㈫ 備前市春季ゲートボール大会（伊部運動公園）

15㈯ 陸上競技審判講習会【講義】（ ：体育館サブアリーナ）

16㈰ 備前市スポーツ少年団バレーボール6年生交歓大会（未定）

19㈬ 吉永連盟春季グラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）

23㈰ 岡山県学童軟式野球選手権大会備前地区予選（ ：多目的広場）
オレンジカップテニス大会≪ミックスダブルス≫ （ ：テニスコート）

29㈯ 山野を歩く会《毛無山1218.4m～白馬山1060m登山と温泉（新庄村）》

5

9㈫ 備前地区春季グラウンド・ゴルフ大会（ ：多目的広場）

13㈯ 艇庫開き（ ：艇庫）

14㈰ 備前市シングルスソフトテニス大会（ ：テニスコート）

20㈯ 知事杯東部支部ゲートボール予選大会（吉永南方GB場）
山野を歩く会《高越山城跡～新九郎薬師堂約8.5㎞（井原市）》

21㈰ あじさい杯ソフトバレーボール大会兼審判講習会（ ：体育館）

27㈯ 吉永町春季バドミントン大会（吉永中学校）

5～9未定 備前市スポーツ少年団奉仕活動（市内各地区）

6

3㈯ 吉永町夏季バレーボール大会（ ：体育館）

6㈫ 備前市ゲートボール連盟月例大会（日生運動公園）

10㈯
11㈰ 備前市夏季ソフトテニス大会≪小学生，一般の部≫ （ ：テニスコート）

11㈰
中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会備前地区予選（ ：多目的広場）
備前市実戦空手道オープン選手権チャレンジカップ（ ：体育館）
日生町同級生バレーボール大会（ ：体育館）

13㈫ グラウンド・ゴルフ連盟加盟団体対抗大会（ ：多目的広場）

17㈯
18㈰ 備前東地区中学校夏季総合体育大会（ ：体育館ほか）

18㈰ 山野を歩く会《播磨富士笠形山939.4m登山と温泉（兵庫県市川市）》

21㈬ 備前まつり協賛会長杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）
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2㈰ 太極拳初心者教室（ ：体育館サブアリーナ）

9㈰ 市長杯ソフトテニス大会（ ：テニスセンター）

11㈫ 市長杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：多目的広場）

13㈭ 備前親善ゲートボール大会（久々井第3公園）

15㈯ 海の月間”記念Ｂ＆Ｇ海洋スポーツ普及大会（ ：艇庫）

16㈰ 日生町同級生ソフトボール大会（ ：多目的広場ほか）

22㈯ 山野を歩く会《鯉が窪湿原約14㎞散策と温泉（新見市）》

23㈰ 市長杯軟式野球大会（ ：多目的広場）
市長杯夏季ソフトボール大会（伊里中学校グラウンド）

26㈬ フジイ杯夏季グラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）
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2㈬ 備前市小学校学童水泳記録会（ ：温水プール）

6㈰ 市長杯地区対抗バレーボール大会（ ：体育館）

17㈭ 備前市レディース＆メンズグラウンド・ゴルフ大会（ ：多目的広場）

20㈰ 全日本少年春季軟式野球大会備前地区予選（ ：多目的広場）

27㈰
マクドナルドカップ岡山県秋季学童軟式野球大会備前地区予選

（ ：多目的広場）
会長杯備前ジュニアソフトテニス大会（ ：テニスセンター）

未定 前期備前市社会体育研修会（未定）
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2㈯ テニススクール（ ：テニスコート）

5㈫ 備前地区グラウンド・ゴルフ連盟大会（ ：多目的広場）

9㈯ 全国スポーツ少年団剣道交流大会備前地区予選会　(未定)

10㈰
日生町同級生グラウンド・ゴルフ大会（ ：スポーツ広場）
市長杯ソフトボール大会（伊里中学校グラウンド）
山野を歩く会《遥照山406ｍと竹林寺山365ｍ登山と温泉（金光町）》

17㈰ 備前市秋季バドミントン大会（ ：体育館）

20㈬ 市長杯ゲートボール大会（ ：グラウンド）

24㈰
25㈪ 備前東地区中学校秋季総合体育大会（ ：体育館ほか)

26㈫ 備前市ゲートボール連盟月例大会（日生運動公園）

27㈬ 岡山県ＧＧA会長杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）

月 日 事　業　名（会　場）

10

1㈰

備前市リレーカーニバル兼陸上競技選手権（ ：多目的競技場）
日生町内会対抗男子ソフトボール・女子バレーボール大会
（ ：多目的広場・体育館）
HEARTWALK《吉永中～三股～岩崎史跡巡り（吉永町）》
東備西播ファミリーテニス大会（未定）

8㈰ 備前市秋季ソフトテニス大会（ ：テニスセンター）

9㈪ 第13回備前市民スポーツフェスティバル（備前市総合運動公園）

11㈬ 備前市民スポーツフェスティバル協賛備前地区グラウンド・ゴルフ大会
（ ：多目的競技場）

15㈰ 備前市体育協会長杯軟式野球大会（ ：多目的広場）

18㈬ 東備西播グラウンド・ゴルフ交歓大会（ ：グラウンド）

19㈭ 備前市小学校学童陸上運動記録会（ ：多目的競技場）

22㈰ 市長杯秋季ソフトボール大会（伊里中学校グラウンド）
備前市スポーツ少年団バレーボール新人交歓大会（未定）

24㈫ 備前市秋季ゲートボール大会（伊部運動公園）

25㈬ 備前市体育協会吉永支部長杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）

28㈯
岡山ブロック（東部）学童陸上運動記録会（ ：多目的競技場）
吉永町秋季バレーボール大会（ ：体育館）
備前オープン卓球選手権大会（ ：体育館）

29㈰ コスモス杯ソフトバレーボール大会（ ：体育館）
山野を歩く会《芥子山232m登山と神社公園巡り（岡山市）》
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1㈬ 備前地区秋季グラウンド・ゴルフ大会（ ：多目的競技場）

4㈯ 備前市小学生親善ソフトテニス大会（ ：テニスセンター）

4㈯
5㈰ 西日本小中学生アーチェリー大会（ ：スポーツ広場）

11㈯ 吉永町秋季バドミントン大会（吉永中学校）
東備地域中学生新人強化ソフトテニス大会（ ：テニスセンター）

15㈬ 備前市民スポーツフェスティバル協賛吉永町フォアサムグラウンド・ゴ
ルフ大会（ ：グラウンド）

18㈯ ソフトテニス2級及びジュニア審判員検定・研修会（ ：体育館）

19㈰
第11回備前市ふれあいマラソン大会（ ：多目的競技場ほか）
びぜん優くらぶ「くうねるあそぶ硬式野球大会」（ ：野球場）

21㈫ 東部支部親善ゲートボール大会（日生運動公園）
東備レディース＆メンズグラウンド・ゴルフ大会（ ：多目的競技場）

22㈬ フジイ杯秋季グラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）

26㈰ 備前市空手道選手権大会（ ：体育館）
山野を歩く会《雄鷹台山253m登山とお風呂（赤穂市）》
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3㈰ 平成29年度備前市スポーツ少年大会（ ：体育館）
会長杯テニス大会（ ：テニスコート）

5㈫ 備前市ゲートボール連盟月例大会（久々井第3公園）

10㈰ 吉永町マラソン大会（ ：グラウンド周辺）
会長杯チャリティバレーボール大会（ ：体育館）

17㈰ 日生町体力づくりロードレース大会（ ：多目的広場周辺）
山野を歩く会《砥石城跡～高取山城跡（瀬戸内市）》

23㈯
24㈰ 備前市高等学校インドアソフトテニス大会（ ：体育館）

1

1㈪ 山野を歩く会《八塔寺飯盛山（城山）ご来光登山（吉永町八塔寺）》

6㈯ 備前市小学生インドアソフトテニス大会（ ：体育館）

7㈰ 備前市インドアソフトテニス大会《一般》（ ：体育館）

13㈯ 備前市中学生インドアソフトテニス大会（ ：体育館）

14㈰ 備前ジュニアユースサッカーミーティング（ ：多目的競技場）

21㈰ 備前市バレーボールフェスティバル≪ソフトバレーボール大会≫
（ ：体育館）

24㈬ 吉永連盟冬季グラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）

28㈰ ひなせインドアオープンアーチェリー大会（ ：体育館）

2

8㈭ 備前市・瀬戸内市グラウンド・ゴルフ交歓大会（ ：多目的競技場）

11㈰ 第66回備前市えびす駅伝競走大会≪一般・スポーツ少年団の部≫
（ ：多目的競技場ほか）

12㈪ 山野を歩く会《伊部地区史跡めぐり（備前市）》

17㈯ どんこ杯小中学校バレーボール交流会（ ：体育館）

18㈰
Ｂ＆Ｇ財団会長杯争奪近隣市町親善少年剣道大会（ ：体育館）
備前市議会議長杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：スポーツ広場）

21㈬ 備前市体育協会吉永支部長杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）

25㈰ 備前市軟式野球連盟審判講習会（ ：多目的広場）

未定 後期備前市社会体育研修会（未定）

3

3㈯
4㈰ 備前・瀬戸内ジュニアサッカーフェスティバル（ ：多目的競技場）

4㈰ 備前市スポーツ少年団春季バレーボール6年生交歓大会（未定）

8㈭ 備前地区グラウンド・ゴルフ連盟2・3級資格者研修会（ ：多目的競技場）

18㈰ 備前市春季バドミントン大会（ ：体育館）
山野を歩く会《「おくの細道アルプス」ウォーク（瀬戸内市）》

25㈰ 磯野杯オープン団体対抗ソフトテニス大会（ ：テニスセンター）

5

平成29年度 備前市社会体育関係事業予定表

※太字の事業名は、市主催です。

※平成29年3月現在で作成していますので、変更になる場合があります。予めご了承

ください。

：備前市総合運動公園（☎６３ー３８１１） ：備前市日生運動公園（☎７2ー222６）

：備前市吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎８４ー３７７６）

文化スポーツ課スポーツ振興係（☎６３ー３８１３）
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地域とともにある特色ある学校づくり

　 これまでの経緯

前市では、まちづくりの考え方を踏まえ、平成27年に総合教育会議で

話し合い、備前市教育に関する大綱（教育大綱）を定めました。教育

大綱では、備前市の教育に関する基本理念や教育の目標、それを実現するた

めの重点取組方針などを示しています（下図参照）。もとより学校は、国で

定める学習指導要領に従い教育を行っていますが、教育委員会は学校の設

置・管理を行い、地域の実情に合わせて学校教育の効果を高める役割を担っ

ています。備前市では教育大綱を定めることにより、備前市の教育はどこに

重点を置くかなど教育の方向性を明らかにしました。また、重点的に取り組

む各項目のスケジュールをロードマップとしてまとめました。

＜子どもの学習環境の充実＞

　①確かな学力・健やかな体・
　　豊かな心の育成
　　・フューチャールームを整備

　　・タブレットＰＣを1人1台提供

　　・図書館司書を配置

　　・スポーツ・レクリエーション活動を推進

　　・芸術に触れる機会を提供

　②未来への飛躍を実現する人材の育成
　　・ＡＬＴ（外国人指導助手）を配置

　　・国際交流を推進

　　・郷土を題材とした学習を推進

　③安全で安心できる学び場の確保
　　　・いじめや不登校問題への対応

■教育の基本理念

　　すべては子どもたちのために

■教育の目標（子どもたちに育む資質・能力）

　　生きる力、創造する勇気、郷土を愛する心

■重点取組方針と主な取組内容

＜学校を取り巻く環境の整備＞

　④家庭・学校・地域の総合力で取り組む教育活動の推進
　　・教育を支える地域の活動を推進

　⑤取組方針を支える環境整備
　　・小中一貫教育を導入

　　・幼児教育と小学校教育を接続　

　備前市の教育の目標

校は子どもたち一人一人に、自立し社会に参画していける力や態度を

育む場所です。備前市の子どもたちには社会で生きていく基本的な資

質・能力を身に付け、自覚と夢、帰る場所としての郷土があるという安心感

をもちながら自らの人生を作っていってもらいたい。そのような願いを込め

て、「生きる力、創造する勇気、郷土を愛する心」を育むことを教育の目標

としました。

　重点的に取り組む内容

のような目標の実現に向け、５つの重点取組方針を定めました。

子どもたちの学習環境を充実させる観点から、重点取組方針①②③

（左図参照）に取り組んでいます。学力については、単に知識を多く知って

いるということではなく、その知識を活用できる力や自ら学習に向かう態度

を育むことを大切にして取組を進めています。また、人生を豊かなものとす

るために本や芸術に親しむ態度を育むことも大切にしています。加えて、日

常的に外国人と関わる機会の増える今後の社会で活躍できるよう、英語の力

や郷土への愛着を育むこと、子どもたちが安心して学校に通える環境を整え

ることを大切にしています。

　また、学校を取り巻く環境を整える観点か

ら、重点取組方針④⑤に取り組んでいます。子

どもたちは１日を家庭、学校、地域という場で

生活しています。子どもたちが充実した毎日を

過ごし、それぞれの場での学びが効果的なもの

となるよう、学校同士がつながることや学校を

中心として家庭、地域とがつながりを深めるこ

とを大切にしています。

　備前市ではこれらの取組を行うため予算を使

い（右図参照）、地域とともにある特色ある学

校づくりを進めています。

　備前市は「第２次備前市総合計画」でまちの将来像として「教育のまち」を掲げています。安心して子育てができる環境を整え、

まち全体で子どもにかかわることによりまちが一つになることを期待するものです。連載「教育のまちをめざして」では、備前

市の教育の状況についてシリーズでご紹介します。

お 知 ら せ
　備前市では、生活環境の変化があっても安心して教育を受けられるよう、小・中学校で必要な経費についてお困りの場合や特別支援教育が必要な場合、通学距離が

一定条件を満たす場合、全国大会など（学校教育の一環）に児童生徒が出場する場合について支援制度を設けています（制度により条件あり）。くわしくは備前市教

育委員会教育総務課（☎64-1802）までお問い合わせください。

こ
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生きる力を育む環境をつくる

～ 連載 ～
第１回
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　子どもたちが声をそろえて「優しい！」という平井校長先生。「心が広い」

「怒らず話を聞いてくれる」といった話から一人一人と向き合っている様

子が伺えます。

　校長先生に学校の様子を聞くと「東備支援学校との交流により子ども達

には思いやりの心が育っています。地域の方もお飾り作りやイチジク狩り

など協力してくださり、とってもいいところに来られて幸せ」と。また「英

語が好きで、大学3年生のときには1年間アメリカに留学した」という経

験も活かし、市の国際交流協会会長だった時は、韓国やオーストラリアへ

の派遣団の引率も。この夏は豪訪問団の受け入れや韓国訪問に4人の児童

を送り出しました。

　「キャリア教育の研究に取り組んだときからずっと子ども達をキッザニ

ア（職業体験ができる施設）に連れて行くのが夢で。去年、市の補助金を

活用して、ついに全校遠足で行ったんです！夢は持ち続ければ叶うんだ

なぁ！」と話している間、ずっと自分で撮った子ども達の写真を見せてく

れるカメラが大好きな校長先生。「フューチャールームを使って備前中学

校区全部の学校を結んで一斉授業がやりたい」とICTの活用にも前向き。

元祖グローバル人材な校長先生です。

　　　が考える「教育のまち」

　 
　　備前市教育長　杉浦 俊太郎 氏

　すべての市民が愛する故郷で豊かな人

生を送るまち。そのための最高の生涯学

習環境を、地域に住む人々が主役となっ

て築くまち。それが私が思い描く「教育

のまち」です。確かに現実を見れば絵空

事かもしれません。しかし夢を描けない

人生ほどつまらないものはなく、世の中

を動かす優れた発想は、たったひとりの夢想から始まっている事も少なく

ありません。私は、教育こそ夢を現実化するための唯一無二のプロセスで

あると考えています。そして定年退職後の第二の人生を捧げるに相応しい

仕事だと確信し、ここ備前市にやって参りました。

　義務教育においては、豊かな人生を送るための土台となる「人間力」を

育むことが第一です。人間力とは、確かな学力（知）・豊かな心（徳）・健

やかな身体（体）を総合した力ですが、これからの時代に不可欠なのは、

その人間力形成の場が「地域」だということです。学校が地域の重要な構

成単位として地域に溶け込み、協働して子どもたちを育む形こそ、いま文

部科学省も力を入れている教育の方向性です。グローバル化の時代だから

こそ、生まれ育った故郷を愛し、地域の価値を世界に発信できる人材が必

要なのです。

　私はメディアの世界で長く外国人相手の仕事をしていましたが、単に外

国語が喋れるだけで故郷のことも祖国のことも何も語れない、そんな日本

人が世界の舞台で立往生している姿を嫌という程見てきました。世界で

は、アイデンティティのない人間は相手にされないのです。だからこそ、

地域が子どもたちに精一杯の愛情を注ぎ、地域の価値を子どもたちに体

感・浸透させることで、豊かな人間力に溢れた大人に育てたいと思うので

す。

　そのためにはもう一つ、子どもたちに背中を見せる地域の大人たちが、

知的でカッコ良くなければなりません。生涯学び続ける大人のための社会

教育環境も必要です。備前市のみなさん、ぜひ私たちと一緒に「教育のま

ち・備前」を作りましょう。

～中学校の授業を体験～

　１月27日、備前中学校では学区内の５つの小学校から６年生を迎え

入れ、新入生入学説明会を行いました。小学生は生徒会から中学校生

活について説明を受けた後、複数のグループに分かれ、中学生の引率

の下で施設を見学したり授業を体験したりしました。理科の体験授業

ではストローを切って笛を作る活動を通して音の出る仕組みに触れま

した（音の性質は中学校第１学年で学習します）。中学校教師からは

「小学校には理科室が１つしかないけど、この中学校には３つもあって

色々な器具を使って実験をします。お楽しみに」との話がありました。

　小学生にとっては、中学校生活への不安を和らげ期待を膨らませる

機会となっています。

校長室へ
ようこそ

 　西鶴山小学校

   　　平 井　守 校長

　教育に関する大綱の策定等に関する話し

合いを行う会議で、首長（市長）と教育委

員会がメンバーとなっています。法律に基

づき全ての地方公共団体に置かれています。予算の権限をもつ

市長と教育行政における重要事項を決める教育委員会が話し合

うことにより、教育の方向性を共有し、協力して事務を行うこ

とができるようになります。

私

　学習は集中の訓練。集中すると脳が活性

化して力が出せる。人は面白いとか楽しい

といった気持ちになったり、リラッ

クスしたりした時に集中力が高まる。

だから子どもたちには自信や安心を

与えることが大切である。子どもが

失敗したときに親は笑って励まそう。

　学力は時間の限られている学校の学習だけでは十分定着しない。宿題は

重要で、自分で学習する習慣が付くと学力は伸びる。

　家庭では「早寝早起き朝ご飯」を徹底したい。脳にとって一番大事なの

は睡眠。そして、きちんと朝ご飯をとること。ゲームは１時間程度に抑え

よう。

　このような生活の中で、望ましい時間の使い方は何なのかを子ども自身

が考える習慣を身に付けさせたい。

　将来子どもが幸せであるためにはどうしたらよいか。それは今の生活を

心地よく幸せに感じられるようにすることである。家庭が家庭らしく機能

を果たし、学校、家庭、地域が連携して子どもに関わることが大事である。

　　　　　　　（２月13日市教育講演会要旨抜粋／文責：教育委員会）

小 中 一 貫 教 育

　学習は集中の訓練。集中すると脳が活性　学習は集中の訓練。集中すると脳が活性

立命館大学教授　 山 英男 氏

家庭教育のススメ

取組紹介

首長

委員

教育委員会

委員
委員

委員教育長教育のしくみ
～総合教育会議～ 
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春の交通安全県民運動
　　

　

  「交通ルール　守るあなたに
　　　　　　　　　ありがとう」
※4月10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
　～事故にあわない、おこさない～

●重点目標

・全国共通重点目標

　1歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

（自転車については、特に自転車安全利用五則の

周知徹底）

　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

・岡山県の重点目標

　1スピードダウンの励行

　2横断歩行者の保護

危機管理課くらし安全係

　（☎64︲1876）

ご存知ですか? ｢学生納付特例制度｣ と ｢納付猶予制度｣
学生納付特例制度

　学生の人は一般的に所得が少ないため、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予される制度です。
◆対象者　学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校お
よび各種学校（修業年限1年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する学生・生徒で、
共通要件のいずれかに該当する人

◆承認期間　4月から翌年3月までです。翌年度も引き続き在学予定であると確認された人には、日
本年金機構から再申請書（ハガキ形式）が送付されます。必要事項を記入し、返送ください。　
納付猶予制度

　学生以外の人や失業などで、保険料の納付が困難な時は、保険料の納付が猶予される制度です。
◆対象者　申請者本人が50歳未満の人で、本人および配偶者のそれぞれが共通要件のいずれかに該当する人
◆承認期間　７月から翌年6月までです。翌年度以降も引き続き若年者納付猶予の申請を行う旨をあ
らかじめ申し出ることにより、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。

※申請を行うためには、所得がなくても市県民税申告を行ってください。
【共通要件】

①前年の所得が一定額以下の人
②障がい者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人
③失業、天災などにあったことが確認できる人
④生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
岡山東年金事務所国民年金課（☎086︲270︲7928）【音声案内②】

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

固定資産課税台帳などの閲覧および縦覧
【縦覧】 自己の土地・家屋と他の人の土地・家屋の評価額を比較し、自己の土地・家屋の評価額が公平・

適正であるかを確認する制度
◆縦覧期間　4月3日㈪～5月1日㈪※業務時間内（休日・祝日を除く）
◆縦覧場所および対象地域
　税務課資産税係（☎64︲1816）・・・市内全域
　 管理課（☎72︲1102）・・・・・日生地域　　　
　 管理課（☎84︲2512）・・・・・吉永地域

【閲覧】自己の固定資産税課税台帳を確認する制度
◆閲覧期間　4月3日㈪～平成30年3月30日㈮※業務時間内（休日・祝日を除く）
◆閲覧場所　税務課資産税係（☎64︲1816）、　 管理課（☎72︲1102）、 管理課（☎84︲2512）
縦覧・閲覧できる人

【縦覧】納税者本人（代理権を授与された代理人を含む）
【閲覧】・納税者本人（代理権を授与された代理人を含む）

・借地、借家人などの土地または家屋の使用、収益を目的とする権利を有する人
・固定資産の処分をする権利を有する一定の人

※縦覧・閲覧の際に必要な書類などは、各窓口にお問い合わせください。　　 税務課（☎64︲1816）

犬の飼い主は、狂犬病予防法により「生涯１回の登録」「年１回の狂犬病予防注射」

「飼い犬への鑑札と狂犬病予防注射済票の装着」が義務付けられています。 平成29年度　狂 犬 病 予 防 注 射
★狂犬病予防注射を受ける際は、事前送付のハガキ「予防注射済票交付申請書」を

必ずご持参ください。

※犬の体調が悪い場合は、獣医師にご相談ください。

※犬の異動（出生・死亡・譲り受け・転入など）があった場合には、市町村へ届け

出が必要です。　　　　　　　　　　　　　　  　 保健課健康係（☎６４︲１８2₀）

◆狂犬病予防集合注射日程

4 月 ₂₁ 日㈮ 4 月 ₂₅ 日㈫ 4 月 ₂₆ 日㈬

時 間 場　　　所

９：00～９：10

吉永

南方会館

９：20～９：35 吉永総合支所

９：40～９：50 岩崎集会所（ゆずりは前）

９：55～10：00 つづらコミュニティハウス

10：05～10：10 板屋公会堂

10：15～10：25 神根生活改善センター

10：30～10：40 高田コミュニティハウス

10：50～11：00 三国出張所

12：20～12：25 下畑コミュニティハウス

12：35～12：40 八塔寺バス停東側駐車場

13：00～13：05 牛中集会所

13：35～13：45 福満コミュニティハウス

13：55～14：05 金谷集会所

14：15～14：25

三石

野谷畑自治公民館

14：40～14：50 旧三石商工会(三石郵便局前)

15：00～15：15 三石出張所

15：25～15：30 福石自治公民館

15：40～15：45 八木山下（片井幸夫氏宅跡)

時 間 場　　　所

８：４₀～８：₅₅

備前

備前市役所（保健センター前）

９：₀₅～９：１₅ 伊里公民館

９：2₀～９：３₀ 麻宇那自治公民館

９：３₅～９：₅₀ 蕃山自治公民館

１₀：₀₀～１₀：１₀ 伊里中自治公民館

１₀：１₅～１₀：2₅ 閑谷自治公民館

１₀：４₀～１₀：₅₀ ひだすき作業所

１₀：₅₅～１１：₀₅ 浦南自治公民館

１１：１₀～１１：2₀ 伊部公民館

１１：2₅～１１：３₅ リフレセンターびぜん

１１：４₀～１１：₅₀ 池灘自治公民館

１３：１₀～１３：2₀ 香登公民館

１３：３₀～１３：４₀ 福田市営住宅集会所

１３：４₅～１３：₅₅ 西鶴山公民館

１４：₀₀～１４：１₀ 新庄自治公民館

１４：2₅～１４：３₅ 佐山自治公民館

１４：４₀～１４：₅₀ 鶴海自治公民館

１₅：₀₀～１₅：₀₅ 久々井自治公民館

時 間 場　　　所

８：₅₀～８：₅₅

備前

明石消防器庫

９：₀₀～９：１₀ 穂浪コミュニティハウス

９：2₀～９：2₅ 木生自治公民館

９：４₀～９：４₅

日生

寒河東倶楽部

９：₅₀～１₀：₀₀ 寒河コミュニティセンター

１₀：₀₅～１₀：１₅ 日生運動公園体育館

１₀：2₀～１₀：３₀ 梅灘会館

１₀：３₅～１₀：４₅ 中日生会館

１₀：₅₀～１１：₀₀ 日生総合支所

１１：₀₅～１１：１₅ 三軒屋教職員住宅

１2：４₅～１2：₅₅ 大多府定期船乗場

１３：１₀～１３：2₀ 頭島定期船乗場

4 月 ₃₀ 日㈰

時 間 場　　　所

９：₀₀～９：１₀
吉永

三国出張所

９：３₅～９：₅₅ 吉永総合支所

１₀：１₀～１₀：３₅ 三石 三石出張所

１₀：₅₅～１１：₀₅
日生

寒河コミュニティセンター

１１：１₅～１１：2₅ 日生総合支所

１2：４₅～１2：₅₅

備前

伊里公民館

１３：₀₅～１３：2₀ 備前市役所（保健センター前）

１３：３₀～１３：₅₀ リフレセンターびぜん

１４：₀₀～１４：１₀ 香登公民館

１４：2₀～１４：３₀ 西鶴山公民館

１４：₅₀～１４：₅₅ 東鶴山公民館

【手数料等】注射料金等 3,050円 ・登録料　　 3,000円
  内訳  狂犬病予防集合注射代　2,500円　　　※平成７年度以降既に登録 

  （注射料金が改定されました） 　済みの犬は不要

 注射済票交付手数料 550円 

※動物病院などで狂犬病予防注射をされた際に注射済票の交付を受けていな

い場合は、注射済票の交付を受ける必要があります。動物病院が発行した

狂犬病予防注射済証と手数料550円を持って、備前保健センター、日生・

吉永総合支所のいずれかまでお越しください。

◆飼い主として

・近所迷惑や事故の原因となる放し飼いは止めましょう。

・散歩時の犬の糞は、責任を持って持ち帰りましょう。

・糞や尿で、道路や公園・他人の土地を汚さないようにしましょう。

らかじめ申し出ることにより、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。

管理課（☎84︲2511）

４月６日㈭～15日㈯　

国民年金
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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11月生 ５日㈬　13：00～13：30

備前保健センター

１歳６か月児健診 平成27年10月生 ₁₂日㈬　13：00～13：30

２歳 6 か月児歯科健診 平成26年10月生 ６日㈭　13：00～13：15

３歳６か月児健診 平成25年10月生 ₁₉日㈬　13：00～13：30

かみかみ離乳食と歯の教室 平成28年６月生 ₁₈日㈫　9：40～10：00

吉永育児相談 乳幼児 ７日㈮　9:30～11:30 総合保健施設

4月

予防接種のお知らせ

第 ₁₁ 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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　「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。

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

◆対象者　国民健康保険の被保険者で、昭和18年4月2日～昭和58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　340人 (申し込み受付中。募集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　平成29年4月～平成30年2月（受診日は後日、受診機関と調整していただきます。）

◆申込方法　市役所、各総合支所、三石出張所窓口で、保険証を持参の上、希望のコースおよび選択検査項

目を申し込んでください。（土・日・祝日を除く。）

※人間ドック受診を特定健診受診とみなします。

※共通・特定検査項目の一部だけを受診することはできません。

※受診当日、国民健康保険の被保険者でなくなった場合は受診できません。

保健課保険医療係（☎64︲1819）

保健課

MR（風しん・麻しん) 　麻しん（はしか）は伝染力が強く肺炎や脳炎など
の合併症で重い後遺症を残すことや、命を奪うこともある病気です。
　風しんは、軽い風邪の症状から始まり、発熱、発疹、首のリンパ節が腫れ
る症状が出ます。発疹も熱も2～3日で治ることから『三日はしか』とも呼
ばれています。妊婦が妊娠初期にかかると、先天性風疹症候群をもつ赤ちゃ
んが生まれる可能性があるので、妊娠前に免疫をつけておく必要があります。
　また、進学や就職の際に接種歴を確認される場合もありますので、早目
に予防接種を受けましょう。接種期間を過ぎると有料になります。

◆今年度の定期接種対象者　
　1期：1歳の誕生日～2歳の誕生日の前日まで
　2期：小学校就学前1年間（平成23年4月2日～平成24年4月1日生)
◆持参物　健康保険証、母子健康手帳、予診票

【伊部地区　朝
あさ

倉
くら

　栄
てる

美
み

】

　2016年4月に伊部地区で

地域おこし協力隊に就任い

たしました朝倉栄美です。

　伊部地区では、「くるみ

の森」や「プレーパーク」

で、子どもたちが楽しめる

イベントやお母さん向けの

サロン、また「天津神社」

では伝統文化子ども教室など、子育てに関するさ

まざまな素晴らしい取組みが行われています。私

もこの1年間、微力ではありますが、その取組み

をお手伝いさせていただきながら、備前市での子育

ての現状について勉強させていただいてきました。

　希望と同じだけある不安な気持ちも、備前市で

なら解決できる。そんな子育て環境の実現のた

め、情報発信や、他の地区との連携などに取り組

んで行きたいと考えています。

　また、備前焼の地ならではの、昨年７月に開催

された「備前アートプロジェクト」にも携わり、

主催された備前焼作家さんの努力やボランティア

の皆さんの熱意を感じました。

　伊部地区の皆さんの温かさや伝統の重さを感じ

ながら、頑張っていきたいと思いますのでよろし

くお願いします。

【作り方】

①米は炊く１時間前に洗って、ザルにあげてお

く。

②黒豆をフライパンに入れて弱火にかけ、皮が

はじけるまで炒る。

③①の米を炊飯釡に入れ、水、酒を加える。②

の黒豆、だし昆布を加え、普通に炊く。

④小鍋にＡの合わせ酢の材料を入れ、弱火にか

け、砂糖を煮溶かす。

⑤ご飯が炊けたら10分程蒸らし、④の合わせ酢

を全体に回しかけ、しゃもじで切るように混

ぜる。（ご飯が薄い紫からピンク色に変わる）

⑥皿に盛り、菜の花を飾る。

　肺炎は、日本人の死亡原因の第3位となっており、特に高齢者の肺炎での死亡率は高くなっています。

　肺炎予防のためにできることのひとつに、予防接種があります。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。※ただし、すべての肺炎を予防できるわけではありません。

◆今年度の定期接種対象者

　～今年度のみ、定期予防接種（助成のある予防接種）として接種することができます～

①以下の表のとおり

②60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がい

を有する人（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。今年度対象となる人には4

月上旬に案内文を送付します。

◆持参物　健康保険証、案内文、予診票、接種料金（自己負担額2︐500円）

保健課（☎64︲1820）

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日帰り人間ドックの申し込みを受け付けています日帰り人間ドックの申し込みを受け付けています

高齢者肺炎球菌

35歳から
74歳まで

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味

黒豆寿司
〈エネルギー　360Kcal、塩分0.8ｇ〉

～ 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
 米 2合
 水 2カップ弱
 酒 大さじ1/2
 だし昆布 
 　5センチ角
 黒豆 50ｇ
 Ａ 米酢 大さじ3、砂糖 大さじ3、塩小さじ1/2
 菜の花 適量

こんにちは、

地域おこし協
力隊です

65歳 昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生 85歳 昭和７年4月2日～昭和8年4月1日生

70歳 昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生 90歳 昭和2年4月2日～昭和3年4月1日生

75歳 昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生 95歳 大正11年4月2日～大正12年4月1日生

80歳 昭和12年4月2日～昭和13年4月1日生 100歳 大正6年4月2日～大正７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（要予約）

4月12日㈬　14：00～15：00

備前病院附属棟2階

ロコモ体操

リハビリ室 理学療法士

15人程度

無料

備前病院（☎64-3385 医事係）

介護者の会

　平成29年4月から「介護予防・日常生

活支援総合事業（総合事業）」が始まり

ます。

　総合事業の利用手続きの仕方は？どの

ようなサービスが使えるの？など総合事

業について説明します。

　講話後は参加者同士の情報交換も行い

ますので、お気軽にご参加ください。

4月13日㈭　10：00～11：30

伊部公民館

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）

児童扶養手当の
　手当額がかわります

　平成29年4月以降、全国消費者物価指

数に基づき、児童扶養手当の手当額が以

下のように変わります。

<全部支給>

　42︐330円⇒42︐290円

<一部支給>

42︐320円～9︐990円⇒42︐280円～9︐980円

<2子加算>

5︐000円～10︐000円⇒5︐000円～9︐990円

<3子以降加算>

3︐000円～6︐000円⇒3︐000円～5︐990円

※対象者には、4月以降に、金額変更後

の証書を送付いたします。

子育て支援課（☎64-1853）

平成₂₉年度高等職業訓練促進給付
金給付事業の募集について

　市内のひとり親家庭の父または母が、

看護師などの資格の取得のため養成機関

で修学する場合に、生活費の負担を軽減

するため高等職業訓練促進給付金を受給

することができます。

①児童扶養手当の支給を受けているか、

または同様の所得水準にあること。

②平成29年度に入学し、養成機関におい

て1年以上修業し、資格取得が見込ま

れること。

③仕事・育児と修業の両立が困難である

こと。

【対象となる資格】看護師、介護福祉士、

保育士、理学療法士、作業療法士など。

  くわしくは、お問い合わせください。

子育て支援課（☎64-1853）

海洋クラブ員募集！（随時募集）

5月13日㈯の艇庫開き以降、8月まで

の毎週土・日曜日　13：30～

吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫（南方大

池）

小学3年生以上（大人も歓迎）

カヌー、ヨット、水上の知識学

習など

（年会費･保険料含）中学生以下1

人1︐500円　高校生以上1人2︐500円

申込用紙に、会費を添えて、吉永
Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（☎84-
3776）、文化スポーツ課（☎63-3813）
へ

スポーツ安全保険

　この保険は、スポーツ活動や文化活

動、奉仕活動などの際の傷害事故や、第

三者に与えた損害を補償する制度です。

子ども会や文化サークルなど4人以上の

アマチュアグループであれば加入できま

す。

※申込書は文化スポーツ課、体育館、地

域公民館にあります。

スポーツ安全協会岡山県支部
　（☎086-201-3811）

スポーツ少年団新入団員募集 !!

　市スポーツ少年団では現在７種目（ソ

フトボール、軟式野球、バレーボール、

サッカー、剣道、ソフトテニス、少林寺

拳法）、19団体、約250人の小・中学生団

員が活動しています。

　また、野外活動や奉仕活動、交歓大会

など幅広い活動を行っています。

　さあ、キミもたくさんの友達といっ

しょに、スポーツ少年団活動をしてみま

せんか！

市スポーツ少年団事務局
　文化スポーツ課（☎63-3813）

和意谷を歩こう！（雨天中止）

　新緑の季節に、和意谷の池田家墓所を

歩いてみませんか？

4月23日㈰　10：00～

和意谷お塚駐車場へ集合

無料

30人（先着順）

※定員に達し次第締め切り

水筒、歩きやすい服装

4月1日㈯から吉永地域公民館（☎
84-3839）へ

テーマ展
「春きらきら　
　－ Whichford Pottery
　　フラワーポットの世界－」

　今年1月に備前陶芸センターにおいて

Ｗhichford Ｐottery（イギリス）の職

人たちが製作したフラワーポットを中心

に、造形豊かな備前焼もあわせて展示い

たします。

　西洋・東洋の文様や、焼締め陶の魅力

をお楽しみいただけます。

4月25日㈫～5月21日㈰

　9：00～17：00（入館は16：30まで）

備前焼ミュージアム

毎週月曜日

大人500円、高校生・大学生300円、中

学生以下無料、65歳以上および障がい

者割引あり

備前焼ミュージアム（☎64-1400）

医師、看護学生等修学資金

　備前市では、医師確保、看護学生等修

学資金貸与事業により、平成29年度貸与

学生を募集します。

医師、看護師など　　

　医療技術者を目指す学生で、卒業後に

備前病院、日生病院、　吉永病院、備

前さつき苑に勤務する意思のある人

（住所地は問いません）

・医師確保修学資金　　月額20万円

・看護学生等修学資金　月額5万円

・薬剤師修学資金　　　月額8万円

　一定の期間を勤務すれば、返還を免除

します。

4月3日㈪～25日㈫

※募集要項、貸与申請書は備前市ホーム

ページで閲覧できます。

備前病院（☎64-3385）
　日生病院（☎72-1111）
　吉永病院（☎84-2120）
　備前さつき苑（☎63-9300）

手話奉仕員養成講座

　興味のある人は、どなたでも受講でき

ます。

【入門編】4月10日㈪～8月28日㈪（18回）

【基礎編】9月4日㈪～3月12日㈪（22回）

※期間中の祝日などを除く、毎週月曜日

19：00～21：00

リフレセンターびぜん

岩城富士子先生ほか

約20人（経験者可）

リフレセンターびぜん（☎64‒3661）
※火曜・祝日の翌日が休館

農業委員・農地利用最適化
推進委員募集

　備前市農業委員会委員の任期満了に伴

い、農業委員および農地利用最適化推進

委員の募集を行います。

　農業に関する知識と熱意を持ち、農地

の利用の最適化などの職務を適切に行う

ことができる人の応募または推薦をお待

ちしています。

4月4日㈫～5月1日㈪17：00

・農業委員　14人以内

・農地利用最適化推進委員　13人以内

共に平成29年７月20日～

　平成32年７月19日までの3年間

農業委員選定委員会などにて行

います。

※応募方法などくわしくは、お問い合わ

せください。

農業委員会事務局（☎64-1831）

 ▲立花和子さん（日生町日生） ▲立花和子さん（日生町日生）

 ▲森下節子さん（日生町日生） ▲森下節子さん（日生町日生）
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備前まなび塾 +（プラス）土曜日・
長期休業講座　6 月開塾
学習支援者募集！！

　市内12か所の公民館を会場に今年度も

「備前まなび塾+土曜日・長期休業講座」

を実施します。

・小学生3～6年

　宿題などの自主学習（国語、算数、社

会、英語の問題集・参考書も配置、タ

ブレット端末を使った調べ学習など）

・中学生1～3年

　数学・英語・国語（問題集支給、タブ

レット端末を使った調べ学習・英検学

習〈予定〉など）

西鶴山・香登・伊部・片上・伊里・東

鶴山・三石・日生南公民館、日生・吉

永地域公民館、寒河コミュニティセン

ター、紅葉会館

※くわしくは、ホームページまたは公民

館等設置のチラシをご覧ください。

【土曜講座】月2～3日程度

【長期休業中講座】

　夏・冬休み　７日程度

※開塾日・開塾時間は会場により異なり

ます。

各公民館などに設置している

学習支援者募集チラシ、またはホーム

ページよりお申し込みください。

※塾生募集については、学校から申込

書・誓約書が配布されます。

※「土曜・長期休業講座」とは別に英語

体験・科学体験など複数の教室からな

る「体験活動講座」を開催します。こ

の講座の案内は別途お知らせします。

生涯学習課（☎64-1841）

備前市男女共同参画推進委員
および推進審議会委員の募集

　「市・市民・事業者が協働し、男女が

共に支えあい、輝いて生きることができ

る」男女共同参画のまちづくりを推進す

るため、委員を募集します。委員の任期

は、6月1日㈭から2年間です。

【備前市男女共同参画推進委員】

広報誌の企画・編集、イベント企画へ

の協力など　 

市内在住の人で、平日を含む会

議など（年5回程度）に出席できる人

７人以内

【備前市男女共同参画推進審議会委員】

男女共同参画のまちづくり推進に関す

る事項の調査審議など　 

市内在住の人

3人以内

4月3日㈪～28日㈮必着。所定の

用紙（市ホームページからダウンロー

ドまたは郵送請求）に必要事項を記入

し、市民協働課（〒705-8602　東片上

126　☎64‒1823　FAX64‒3845）へ提出

ウィズびぜん “ 虹の広場 ”

　母の日に感謝をこめて

　～「苔球（こけだま）」を贈ろう～

5月12日㈮　10：00～12：00

ウィズびぜん

1︐000円　　 20人

はさみ、ミニタオル、持ち帰り用袋

ウィズびぜん登録団体：伊部カトレ

ア会

5月9日㈫までに

　市民協働課（☎64︲1823）へ

男女共同参画講座

「江戸の乳と子ども

　　　－いのちをつなぐ」

4月27日㈭　10：30～12：00

市民センター2階講座室

沢
さわ

山
やま

 美
み

果
か

子
こ

さん
　（岡山大学大学院客員研究員）

無料　　 50人（先着順）

市内在住・在勤の人

4月25日㈫までに、市民協働課（☎
64‒1823　FAX64‒3845）へ

協会けんぽ岡山支部の健康保険料
率が変わります

　協会けんぽは、中小企業などで働く従

業員とその家族の皆さんが加入する健康

保険です。

　平成29年3月分（4月納付分）から健

康保険料率が変わります。

協会けんぽ岡山支部
　（☎086-803-5780）

清掃、草刈等の
　ボランティア団体募集

　市では、「市道、市管理河川等ボラン

ティア推進事業」の団体を募集していま

す。

　認定を受ければ、市が管理する道路・

河川などの清掃美化活動に取り組んでい

る人、これから取り組もうとする人に対

して活動の支援を行います。

4月3日㈪～24日㈪

まち整備課（☎64‒1833）

職員採用合同説明会
(参加無料・申込不要)

　玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市で

は、平成30年4月採用の職員採用合同説

明会を行います。

　面接などは行いませんので、お気軽に

お越しください。

※採用説明会への参加の有無が選考に影

響することはありません。

5月3日㈬

　13：15～16：40頃（受付13：00～）

サン・ピーチOKAYAMA

　（岡山市北区駅前町2︲3︲31）

採用試験の概要や業務内容の説明、若

手職員との対話など

総務課（☎64-1808）

「おかやまアダプト」
　推進事業団体募集

　県では、「おかやまアダプト」推進事

業の団体を募集しています。

　認定を受ければ、市が管理する道路・

河川などの清掃美化活動に取り組んでい

る人、これから取り組もうとする人に対

して活動の支援を行います。

4月24日㈪

備前県民局東備地域事務所
　（☎0869‒92‒5170）
　まち整備課（☎64‒1833）

道路に張り出している
　竹木伐採のお願い

　所有されている道路沿いの土地で、道

路の通行に支障をきたすことが予想され

る竹木などがある場合は、事前に伐採を

お願い致します。

　これらが原因となり、車両や歩行者に

事故が発生した場合には、土地所有者が

賠償責任を問われることがあります。

　ただし、緊急の場合には、道路通行の

支障となる竹木などを予告なく伐採・撤

去することがあります。ご理解をお願い

いたします。

まち整備課（☎64‒1833）

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)

下水道のお知らせ

【下水道への接続】

　下水道工事が完成し、下水道が使える

ようになった地区内（供用開始区域）

は、トイレなどの水洗化工事を3年以内

に行ってください。

　排水設備（水洗化）工事をするときは、

必ず市が指定した「指定工事店」へお申

し込みください。

　供用開始区域、指定工事店はホーム

ページでもご覧いただけます。

・下水道の使用を開始、中止するとき

・地下水の使用に変更があるとき

・地下水を使用している人で使用人数が

変わったとき

【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。必ず設置前に申請してく

ださい。くわしくはお問い合わせください。

◇補助限度額

・5人槽　53万2千円

・７人槽　71万4千円

・10人槽  104万8千円

【水洗便所改造資金融資あっせんおよび

利子補給制度】

　くみ取り便所を水洗便所に改造するた

めの工事費に対して、利子の一部を助成

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）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　4月3日㈪～11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）

４月15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（薪割り体験＆五目ごはんづくり）

◆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）

 ▲亀井勝子さん（日生町日生）

 ▲森下真弓さん（日生町日生） ▲森下真弓さん（日生町日生）



萩原医院　　　　 寒河 ☎74-0007
小谷医院　 和気町和気 ☎93-0555

大ヶ池診療所　　 大内 ☎64-4648
下野内科外科　　 木谷 ☎67-2335

日生浦上医院　　 日生 ☎72-0935
吉本医院　　　　 三石 ☎62-1122

日生病院　　　　 寒河 ☎72-1111
平病院　　 和気町尺所 ☎93-1155

橋本医院　　　　 日生 ☎72-3668
渋藤医院　 和気町父井原 ☎88-0023

小林クリニック　 伊部 ☎63-3212
武田整形外科　　 伊部 ☎64-1221

2日
㈰

9日
㈰

16日
㈰

23日
㈰

29日
㈯

30日
㈰

◆開館時間　9：30～18：00

◆休館日　毎週月曜日と 28日㈮、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

18日㈫ 10：30～11：30

15日㈯ 10：30～11：30

6 日㈭ 10：30～11：30

8 日㈯ 10：30～11：30

11日㈫ 10：30～11：30

22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）

４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（４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

４月

市内施設ご案内

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

と　　き と　こ　ろ

21日㈮

25日㈫

26日㈬

27日㈭

いんべ通園センター

香 登 公 民 館

伊 部 公 民 館

日生町漁協頭島支所前

日 生 東 公 民 館

日 生 教 員 住 宅

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

11：00～11：30

13：30～14：00

15：15～15：45

11：00～11：30

14：00～14：30

15：00～15：30

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

（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（５月分）

４月９日㈰ 18：00～ 窓口、電話（☎63-3811）で予約可。

７日㈮ えがおルームで遊ぼう

手遊び・ふれあい遊び14日㈮

21日㈮

28日㈮

英語でリトミック
※14日㈮までに要予約　先着15組
　資料代300円

こいのぼりを作ろう
※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）

11日㈫・25日㈫
　　　　13：00～16：00

▼　と　き ▼　相談会場・電話

18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

17日㈪　10：00～12：00

25日㈫　13：00～15：00

20日㈭　13：00～15：00

25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

20日㈭　13：00～15：00

25日㈫　13：00～15：00

17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

20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４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

■「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。

４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

固定資産税・
都市計画税（全期・1期）の

納期限は、

５月１日㈪です。

水道料金および下水道使用料の
納期限は、４月17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。

◆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

    ※土 ･日は11:30～19:00までとなります。)

◆休園（館）日　毎週月曜日

  ※30日㈰は､ 各施設にお問い合わせください。

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問
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