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※７月31日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,664（－８世帯）
　男　　16,943 人 (－９人)　
　女　　18,406 人 (－28人)　
総人口　35,349 人 (－37人)

◆７月中の異動状況
・出生14 人　・死亡 41 人
・転入64 人　・転出 74 人

人口の動き

平成29年

月号

1

　日本時間の８月６日㈰22時にスタート

した、第16回世界陸上女子マラソンに出

場した重友梨佐選手を応援しようと、リ

フレセンターびぜんで行われたパブリッ

クビューイングには、大勢の人が駆け付

け、声援を送りました。

　重友選手は、粘り強い走りで最後まで

諦めず、無事完走しました。結果27位と

入賞は果たせませんでしたが、たくさん

の人へ夢と希望を与えてくれました。

　応援していただいた皆さん、ありがと

うございました。

新庁舎建設に伴う仮移転のお知らせ
　

　平成30年６月から新庁舎の本体工事の着手を予定しています。

　現庁舎敷地での建設となりますので、本体工事に先立って保健セン

ター・福祉事務所の解体が始まります。

　これに伴い保健センター・福祉事務所に配置のすべての部署と本庁舎

の一部の部署が新庁舎完成までの間、仮移転することとなります。

　皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い

いたします。

② 現庁舎（現敷地）内で執務室が仮移転する部署

① 現庁舎（現敷地）から他の施設へ仮移転する部署、

　 移転先および移転先での業務開始日等

部署 移転先 業務開始日 移転後も引続き本庁舎で対応可能な業務等

環境課 吉永総合支所
〒709-0224
備前市吉永町
吉永中878番地
☎64-1821（衛生係）
☎64-1822（保全係）
※電話番号に変更
はありません。

FAX 84-3592
Eメール 
bzkankyo@
city.bizen.lg.jp

平成29年　
９月４日㈪

【粗大ごみ処理券の販売】
・本庁舎１階の市民窓口課で購入可能で
す。なお、粗大ごみ処理券販売店でも
購入いただけます。

　（販売店一覧は市ホームページ、環境
課に掲載しています）

【ボランティア・公用ごみ袋の申請】
・本庁舎１階市民窓口課で申請・受取可
能です。

【各種申請・届出業務】
・本庁舎１階の市民窓口課でも提出可能
ですが、環境課への取り次ぎのみにな
ります。

保健課
健康係

総合保健施設
〒709-0224　
備前市吉永町
吉永中563番地４

（吉永病院西隣）
☎64-1820（健康係）
※電話番号に変更
はありません。

FAX 84-9595
Eメール 
bzhoken@city.
bizen.lg.jp

平成29年　
11月６日㈪

【すこやか相談室】
・本庁舎１階の保健課保険医療係で妊婦・
出産・子育てに関する相談や母子健康
手帳の発行、お子さんの計測などを保
健師が行います。

【犬の登録等】
・本庁舎１階の保健課保険医療係でも申
請できます。

【各種申請・届出業務】
・本庁舎１階の保健課保険医療係でも提
出できます。ただし一部の業務は取り
次ぎのみになります。

仮移転する部署 移転先 業務開始日

公共交通課 【本庁舎（新館）２階】 本庁舎（旧館）２階 平成29年９月４日㈪

社会福祉課【福祉事務所】
本庁舎（新館）２階 平成29年10月２日㈪

子育て支援課 【福祉事務所】

介護福祉課地域包括支援センター
【保健センター３階】

分庁舎３階 平成29年11月６日㈪

※連絡先・業務内容等に変更はありません

施設建設・再編課（☎64-1877）
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平成30年４月から　　　　　　
国民健康保険制度が変わります

◆国民健康保険運営者の変更について

　国民健康保険は現在、市町村が保険者となって運営していますが、平成

30年度からは県と市町村がともに共同保険者となって運営する形に変更さ

れます。

◆都道府県単位の資格管理について

　今回の改正により、都道府県単位で国民健康保険被保険者の資格を管理

することになり、岡山県内の他の市町村へ転出した場合でも資格は継続し

ます。

　ただし、保険証は市町村ごとに交付しますので、これまでどおり、転出

前の市町村へ保険証を返却し、転出先の市町村で改めて保険証の交付を受

ける必要があります。

　これに伴い、高額療養費の多数回該当（過去12ヶ月以内に高額療養費の

支給が４回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられるもの）につい

ては、同一県内の場合、転出前の支給も通算して多数回該当の回数に含め

ることになります。

◆各種申請・届出について

　岡山県が、国民健康保険の運営者に加わりますが、皆さんの医療機関へ

の受診方法は、これまでと変わりません。

　各種申請や届出なども、これまでどおり備前市役所の窓口で行い、国保

税も市に納めます。

保健課保険医療係（☎64-1819）　　

　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日から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。

★訓練実施日★（警報等発令された場合は中止）

　〇と　き　９月３日㈰　９：00～12：00

　〇ところ　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、自主防災会を中心に防災訓練

を実施します。

危機管理課消防防災係（☎64-1809）
　東備消防組合警防課（☎64-1128）

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29年

４月分は平成39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。

③一部免除の承認を受けている期間は、一部納付をしていないと追納できません。

岡山東年金事務所国民年金課（☎086ｰ270ｰ7925）【自動音声案内２番】

「交通ルール　
　　　守るあなたに
　　　　　　ありがとう」

※９月30日㈯は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

●重点目標

　①子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

　②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

　③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

　④飲酒運転の根絶

　⑤スピードダウンの励行

　⑥横断歩行者の保護

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）

秋の交通安全県民運動

９月21日(木)

 ～30日(土)

岡山連携中枢都市圏の取組をスタートしました

防災訓練

岡山連携中枢都市圏の取組をスタートしました岡山連携中枢都市圏の取組をスタートしました

【備前市の役割】

加入者（被保険者）に身近な

事業を引き続き実施する役割

を担います。

・資格管理（保険証の発行）

・国保税率の決定

・国保税の賦課・徴収

・特定健診、特定保健指導の

実施 など

岡山連携中枢都市圏とは

　人口減少・少子高齢社会が到来し、生活圏・経済圏が拡大しつつある中、活力ある地
域経済・社会を形成し、住民サービスを維持するために、連携中枢都市である岡山市と、
津山市・玉野市・総社市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・真庭市・和気町・早島町・久米南

町・美咲町・吉備中央町が、特定の行政分野において連携協約を締結し、平成29年３月に
策定した「岡山連携中枢都市圏ビジョン」に基づき、魅力あふれる圏域づくりを進めます。

【岡山県の役割】

財政運営の責任主体となり、

安定的な財政運営や効率的な

事業の確保など国保運営の中

心的な役割を担います。

・県内の統一的な国保運営方

針の策定

・給付費用を市町村へ交付　

など

岡山連携中枢都市圏 検索

詳しい内容はこちらを
ご覧ください。

ビジョン施策体系

安定した雇用の創出と人材の確保

地域資源をいかした商品や農産物の販路開拓・拡大

国内外に開かれた広域観光の推進

強みをいかした新たな産業の創出・育成

圏域全体の戦略的な産業振興に向けた仕組みの構築

ESDによる人づくりとネットワーク化の推進

広域道路交通網の整備促進

市民活動の広域展開と市民協働の推進

連携協約とは：連携中枢都市である岡
山市と、連携する市町との間で、相互
に連携を図ろうとするものについて、
個別に協約を締結し、取組の内容や役
割分担を定めるものです。

　 企画課企画戦略係（☎64‒1871）

教育分野における交流の強化

圏域の活性化に向けたスポーツ振興

広域的な農作物被害の減少

河川環境保全の推進

安定したごみ処理の推進

生活交通による公共交通ネットワークの充実

公共交通ネットワークの利便性の向上

圏域内への移住・定住の促進

公共施設の最適化

圏域内市町の職員の育成

子育て支援の充実

在宅医療・介護の推進

連携施策

圏域全体の
経済成長のけん引

高次の都市機能の
集積・強化

圏域全体の
生活関連機能

サービスの向上

連携分野
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農業委員会委員および
農地利用最適化推進員が決まりました

　任期は７月20日から３年間です。（敬称略）

【農業委員】

草加己良（片上）、亀井廣満（久々井）、幡上明文（浦伊部）、森安か

んな（福田）、西角正年（三石）、岡野一子（伊里中）、櫻本誠（吉永

町都留岐）、三浦仁志（香登西）、藤澤健太郎（佐山）、森本誠一（日

生町寒河）、金本享（吉永町神根本）、瀧川堯文（吉永町南方）、南栄

江（日生町日生）、石原勝（新庄）

【農地利用最適化推進委員】

植田雅義（日生町寒河）、大平國夫（吉永町加賀美）、杉山玄意（吉永

町吉永中）、田中正行（閑谷）、弓場正昭（香登本）、三木允彦（畠田）、

山本松男（伊部）、藤森教育（麻宇那）、今脇研介（佐山）、中村俊彦（三

石）、藤澤進市（吉永町今崎）、渕本年一（穂浪）、信宮勝正（鶴海）

農地パトロールを実施します
　農業委員会では、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（里海・里山課内 ☎64-1831）

｢新しいまちづくり｣ にあなたの声を!
備前市総合計画後期基本計画(案)に　

対する意見募集(パブリックコメント)

　平成25年度に策定した第２次備前市総合計画前期基本計画が平成28年度をもって終了

することから、平成29年度からの第２次備前市総合計画後期基本計画（案）の策定作業

を進めています。

　今回、計画案がまとまりましたので意見を募集します。

◆意見を提出できる人

・市内に住所を有する人　　

・市内に事務所または事業所を有する人

・市内の事務所または事業所に勤務している人

・市内の学校に在学している人

◆募集期間　９月13日㈬～10月13日㈮〔期間内必着〕

◆計画（案）・意見提出書の設置場所　企画課、各総合支所管理課および各地区公民館

※市ホームページからも計画（案）の閲覧、意見提出書のダウンロードができます。

◆意見の提出方法

　意見提出書に必要事項を記入のうえ、持参か郵便、またはFAX、Eメールで企画課へ

提出してください。電話および口頭では受け付けていません。

企画課企画戦略係（☎64-1871　FAX64-2112　〒705-8602　備前市東片上126

　Ｅメールbzkikaku@city.bizen.lg.jp）

100歳おめでとうございます！

　岡
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子
こ

さん（吉永町南方）が７月22日に、満100

歳を迎えられました。

　岡﨑さんは備前市出身で、20代で結婚をされ、農業に

励みつつ３男１女を育てられました。

　趣味は詩吟やコーラスなどで、90歳過ぎまでされてい

たそうです。

　最近は甘酒を飲むのを楽しみにしているそうで、現在

は新聞を読んだりして過ごされているそうです。

　長寿の秘訣は「好き嫌いせず何でも食べること」だそ

うです。

1. 人件費の状況（平成28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）

H29.3.31
35,610 人 21,901,449千円 2,918,888千円 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。

4. 職員の初任給の状況（平成29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 178,200 円 202,700 円

高校卒 146,100円 157,300円

8. 特別職等の報酬等の状況（平成29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 875,000円

2.025月分 2.175月分 4.200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

5. 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成29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 該当者なし 310,375円 334,080円

高校卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし

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26 平27 平28 平29 平26 平27 平28 平29

一
 
般
 
行
 
政
 
部
 
門

議　会 5 5 5 6 1

総　務 78 83 90 98 △  1 5 7 8

税　務 21 20 18 18 △  1 △  2

民　生 91 90 91 87 1 △  1 1 △  4

衛　生 51 50 52 53 △  1 2 1

労　働 0 0 0 0

農　水 13 12 12 11 △  1 △  1

商　工 5 5 6 5 1 △  1

土　木 21 18 17 18 △  3 △  1  1

計 285 283 291 296 0 △  2  8  5

教　　　育 81 78 87 94 2 △  3  9  7

普通会計計 366 361 378 390 2 △  5  17 12

公
営
企
業
等
部
門

病　院 262 258 256 250 7 △  4 △  2 △  6

水　道 13 12 12 12 △  5 △  1

下水道 12 11 11 10 △  1 △  1 △  1

その他 32 32 32 32 3

計 319 313 311 304 4 △  6 △  2 △  7

合　計 685 674 689 694 6 △11 15 5

　【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28年度全会計）

支　給　総　額 147,193千円

職員 1人当たり平均支給年額 316千円

　 ⑸その他

扶 養 手 当

・配偶者　月額10,000円　　・子　月額 8,000円
・父母等  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29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 40.5％

支給対象職員 1人当たり平均支給月額 28,200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29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 16人 25人 23人

構成比 5.2％ 7.0％ 10.9％ 10.1％

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

35人 62人 6人 50人 229人

15.3％ 27.1％ 2.6％ 21.8％ 100.0％

7. 職員手当

　 ⑴期末・勤勉手当（平成29年7月現在）　   ⑵退職手当（平成29年3月現在）

支　給　割　合 区　分 自己都合 応募認定・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 0.850月分 勤続25年 29.145月分 34.5825月分

12月期 1.375月分 0.850月分 勤続35年 41.325月分 49.59月分

計 2.600月分 1.700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28年度） 12,974千円

2. 職員給与費の状況（平成29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）

393 人 1,401,767千円 450,566千円 532,173千円 2,384,506千円 6,067千円

※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29年４月１日現在で684人に対して694人 (＋10人)
となっています。

市職員の給与 および 定員管理の状況

3. 職員の平均給料月額および平均年齢の状況（平成29年 4 月現在）

区　　分 平均給料月額 平均年齢

全 職 員 300,800円 42.8歳
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 2　タブレットPCの持ち帰り学習

　学校において、子どもたち一人ひとりがタブレットPCを持つ環境

を活かし、より一層「わかった」と実感できる授業づくりに向けて取

り組むなか、岡山大学大学院教育学研究科とともに連携協定を結んで

いるベネッセコーポレーションから、ドリル学習ソフトの提供を受

け、日々の授業の中で活用しています。子どもたちからは、「タブレッ

トを使ったドリルはすごく楽しい」、「漢字の書き順の間違いがわかっ

た」といった声が聞かれ、授業に効果的に取り入れることで、子どもた

ちの集中力を高め、知識の定着や理解を深めることに役立っています。

　こうしたなか、タブレットPCを家庭に持ち帰ってこのドリル学習

ができるよう、連携協定によるそれぞれの教育的見識やノウハウを活

かし、ソフトを改良しました。

　改良にあたっては、家庭などにインターネット環境がない場合を想

定して、教育の機会均等の観点から、インターネット接続をせずにタ

ブレットPC単体（オフライン）でドリル学習の利用ができるように

しました。その結果、全国的に見ても他にはない、全主要教科に対応

した全ての子どもたちが持ち帰り学習できる環境が整いました。

　自分の教科書やノートと同じようにタブレットPCを自宅に持ち帰

り、宿題をするだけでなく、子どもが進んで楽しく学習することで、

予習や復習など学習時間も増え、併せて、学習に対する意欲が高まる

ことは、生涯にわたり大切となる自発的な学びにつながることが期待

されます。

※持ち帰りにあたっては、タブレットPCを学校以外のインターネッ

ト接続やソフトウェアのインストールなどができないようにしてい

ます。

 4　今後の取組み

　独自の動画教材も作成中です。これは、１回当たり10分程度の単元

ごとの解説動画で、家庭で動画による授業の振り返りの機会を提供し

ます。あわせて、子どもたちの学習状況に応じて、おすすめ問題や動

画教材を自動的に提供するなど、ICTの特性を最大限に活かし、ドリ

ル学習ソフトも改良する予定です。

 

 3　持ち帰り学習における活用事例

　このサイクルを繰り返すことで、子どもたち一人ひとりの学びへの意欲をより一層高

め、自学習慣の定着や基礎学力の向上を目指しています。

 1 効果的な家庭学習とは

　現在、市内の小中学校では、家庭学習の充実に力を入れているところですが、平成29年

度岡山県学力・学習状況調査の結果から、家庭学習と学力の間に深い関係が見えてきました。

 

問「昨年度をふり返って家庭学習のようすを答えて下さい」

　上のグラフは、小５、中１、中２の児童・生徒が、昨年度の学習状況を振り返って回答

した結果をまとめたものです。つまり、小５は小４時、中１は小６時、中２は中１時の様

子を回答しています。ここからは、小４～小６にかけて増加した家庭学習の時間が、中１

で減少に転じている傾向が見て取れます。このデータは岡山県全体のものですが、備前市

も同様の傾向です。

 

　上のグラフは、１日の家庭学習の時間と正答率の間の関係を示したもので、家庭学習の

時間が１時間から３時間へと増加するに従い、正答率が高くなっていることがわかりま

す。ただ、３時間を超えると正答率は低くなっています。このことから、学力向上のため

には、主体的、計画的で集中した家庭学習が効果的であるといえます。

　このように、家庭学習には、主体性と計画性が重要であるといえます。さらに、取り組

み内容が個に応じた適正なものであれば、確実に力がついていくという実感から、学習意

欲がアップすることは間違いありません。

　備前市では、子どもたち一人ひとりの学習意欲に応じるために、１人１台のタブレット

PCを家庭学習に活かそうという挑戦が始まっています。

　家庭学習の習慣化を目指し、子どもたち一人ひとりが持つタブレットPCを利用した学びの場は、学校から家庭へ広がりつつあります。

    タブレットを使ったドリル学習の様子　                ドリル画面イメージ

① 家庭学習時間

② 家庭学習の時間と学力調査の正答率の関係

③ 効果的な家庭学習のためにタブレットPCを

（兄）

こうや
れば

できる
よ。

（妹）

うーん
。

むずか

　しいな
ぁ。

教育のまちをめざして
家庭学習の効果を高める

～連載～

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。

    タブレットを使ったドリル学習の様子　                ドリル画面イメージ    タブレットを使ったドリル学習の様子　                ドリル画面イメージ

持ち帰り学習の様子

第６回
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　　　が考える「教育のまち」

 

　　　
＜「寒いね」と話しかければ

　　　　　　「寒いね」と答える人のいるあたたかさ＞

　これは私が高校生の頃に大変話題になった詩人・俵万智さんの詩集

『サラダ記念日』におさめられている詩です。それから30年経った今、

あらためて心に響き考えさせられる詩です。

　私には小学生・中学生・高校生の子どもがいます。初めて子どもが

小学校に入学した時、自分が通っていた頃に持っていた学校や先生に

対するイメージとは随分変わったと感じました。確かに子どもと保護

者の目線とは異なることは当然ですが、それだけではないような気が

しました。そのような思いを持ちながらPTA活動に関わるようになっ

た時、それが何なのかということに少しずつ気づきました。一つは、

先生と保護者、子どもたちの関係性や距離感が変化したということで

す。私が子どもの頃は、先生は“親”であったような気がします。そ

れはお互いの信頼関係に成り立つものだと思います。もう一つは社会

環境の変化です。母校伊里小学校は私の在校時に比べ、児童数が約三

分の一以下に減っています。児童生徒数の減少によって学校行事、部

活動、PTA活動などが以前と同じようにはできないのが現実です。さ

まざまな組織や活動を本来の目的にかえって根本的に再構築していく

時期になったのだと強く感じています。

　時代は昭和から平成に変わり更に新しい時代になろうとしていま

す。そして「十年ひと昔」ではなく社会状況も目まぐるしく変化する

中で、何が大切なのかを共に語り合うことが求められているのだと思

います。私はお互いの違いを認め合い、子どもたちはもとより先生も

保護者もいのちいっぱいに輝きながら生きることのできる学校や社会

でありたいと願っています。

　「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答えてくれる人がいてくれ

る安心感と喜び。私もそのようなあたたかい社会の一助となればと

思っています。

私

地区の方といっしょにまちをきれいにしたよ！
～小中合同地域清掃ボランティア活動～

　

　６月21日、伊里学園の小・中学生が各地区に出向いて掃除や

草取り、ごみ拾いをしました。蒸し暑い中、大勢の地域の方が

子どもたちと楽しくお話をしながらいっしょに作業をしてくだ

さいました。中学生は小学生に掃除の仕方を優しく教え、溝に

も率先して入ってごみを拾っていました。

　合同清掃では小学校、中学校の地区担当の先生が事前に打ち

合わせを行い、小学生も中学生も関係なく指導をしています。

中学校から小学校へ毎週英語の授業を教えに行っている三宅先

生が小学生に「英検４級受かったんだって！」と声をかけハイ

タッチを交わすなど、中学校の先生と小学生の関係も深まって

います。

　地域の方から「きれいになって気持ちがいいです」と言って

もらえて、小・中学生たちはうれしそうでした。伊里学園では、

小学生は中学生と一緒に活動することで中学生に憧れを持った

り、中学生は小学生の面倒を見ることでリーダーシップを発揮

したりと、縦割りグループでの活動を通して、豊かな人間関係

や地域を大切に思う気持ちを育てています。

小中一貫教育

 　 　東鶴山小学校

   　小林　誠一 校長

備前市 PTA 連合会会長

（伊里小学校 PTA 会長）

　  淨原　法生 氏

校長室へ
ようこそ

家庭教育のススメ

　 「うちの子」を育てる家庭教育

　私たちの人柄や生き方は家庭環境の中で育まれます。

　家族の豪快な笑い声が、人が苦難に向かうときの底力になる

こともあります。口うるさい家族の小言で、ややこしい社会の

慣習やルールがやっと身に付くこともあります。家族の真面目

に働く後姿が、後の人生の正義感を左右することもあります。

　また、家庭で食べる料理の味は、美味しいーまずいの基準や食べ物の好き嫌いの根っ

こにもなったりします。読書好き、音楽好きといった嗜好も家族の影響による場合があ

ります。

　例えば、兄弟がいる場合、互いに世話したり喧嘩したりする中で、子育てにかかわる

力や他人を思い遣る心を養われることもあるでしょう。祖父母の体験談や説教は、今は

難しくても大人の世界への準備にはなるでしょう。

　このように、人は家庭環境の一つ一つから大きな影響を受けながら育っていきます。

家庭環境がどのようであれ、大切なのは、子どもと家族が濃密にかかわりながら一緒に

　生きるということ。それが「うちの子」を育てる家庭教育だと思うのです。

教育委員

駒 澤　  勝 氏

　（こまざわ小児科医院）

備前市教育委員会

市長教育長 教育委員

備前市教育委員会事務局

議会

○首長から独立した委員会としての位置づけ

○教育の重要事項や基本方針を決定

○月１～２回の定例会のほか臨時会を開催

○学校園を訪問し実情を把握

○任期は教育長３年、教育委員４年

　・教育総務課　　・学校教育課　　・幼児教育課

　・小中一貫教育推進課　　　・生涯学習課

○方針・決定の下に事務を執行

任命

同
意

統括　　　

指揮・監督

　「子どもたちは登校してくると、まず職員

室に『おはようございます』とあいさつをし

てからくつ箱に向かいます。入学した１年生

に上級生がこうするんだよと教えて、子ども

から子どもへと自分たちでつないできたすば

らしい伝統です。たてわり班でりおう山に登って大声大会をしたり、その月生まれの児童

をお祝いする誕生集会を毎月開いたりして、学年を超えた交流が常にあり、古き良き子ど

も集団がまだ残っています」

　40代のほとんどを過ごした東鶴山小学校に、この春校長として戻ってきました。「教え

た子が訪ねてきたり、地域の方におかえりなさいと言っていただいたり。昔から地域に支

えられている学校で、地域の方が朝会講座でお話をしてくださったり、備前焼や昔遊びを

教えてくださったりしています。老人ホームにも交流に行き、地域全体で人と関わる力を

付けていただいています」

　「月１回の論語朝会では、子どもの生活に活きるように訳して説明し、みんなで朗誦し

ています。子どもたちが難しい言葉もすぐに覚えて、すらすらと暗誦するので、すごいと

びっくりしています」「高校、大学では美術部。休日には展覧会にも行ったりします」と

いう穏やかで文化人な校長先生です。

～子どもたちに聞きました！校長先生ってこんな人～

　「悪いことをしたらちゃんと叱って、いいことをしたら誉めてくれる」「いっしょに歩い

て登校してくれる」「わからないところを校長先生に教えてもらうとわかる」

教えて 　
高橋委員杉浦教育長 田原市長駒澤委員 更谷委員 松本委員

教育のしくみ　～教育委員会～ 
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【９月21日は世界アルツハイマーデー】

～認知症を正しく理解し､ 本人や家族を
  地域全体で支えましょう～

　国際アルツハイマー病協会は、1994年認知症への理解を深め本人や家族が

心穏やかに充実した毎日を過ごせるよう毎年９月21日を世界アルツハイマー

デーと制定しました。アルツハイマーデーにあわせて、市で取り組んでいる

認知症の人とその家族を支える認知症施策について紹介します。

認知症サポーター養成講座   
　この講座は、認知症を正しく理解してもらい、その見守りのもと、認知症

の人が安心して暮らせるまちづくりを目的として開催しています。

　市の職員や認知症キャラバン・メイトが、認知症の症状や具体的な対応の

仕方などについて講義をします。受講後は認知症サポーターのシンボルであ

るオレンジリングを配布します。

　市内では、平成19年度からサロン、警察官、金融機関、放課後児童クラブ

などを対象に実施し、平成29年３月末現在2,803人がサポーターになっていま

す。引き続き、一人でもサポーターが増えることを目標にしています。受講

してサポーターになってみたい人は、仲間を集めて10人以上で地域包括支援
センター（☎64-1844）に申し込みしてください。

≪認知症サポーター養成講座 受講者募集!≫
◆と　き　９月20日㈬　13：30～15：00（受付13：00～）

◆ところ　三石出張所　別棟

◆定　員　30人（先着順）　　　◆持参物　筆記用具、Ｂポイントカード

９月14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

認知症カフェ
　市内には地域住民が中心に２か所で認知症カフェを運営しています。

　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。ぜひお気軽にお越しください。

　【オレンジカフェ三石】　　　　　　　　　　　　　　

　◆と　き　毎月第３木曜日　

　　　　　　９：30～11：30

　◆ところ　三石つばめハウス

　　　　　　（三石1128-9）

　【西村カフェひまわり会】

　◆と　き　毎月第２火曜日

　　　　　　10：00～12：00もしくは

　　　　　　13：00～15：00

　◆ところ　西村公民館（香登西296）

　

地域包括支援センター（☎64-1844）

2017in 備前閑谷 東アジア教育フォーラム
（参加無料）　　　

◆と　き　９月16日㈯・17日㈰ 

◆ところ　岡山県青少年教育センター閑谷学校　　　

◆定　員　各日200人（先着順）

【第１日】（16日）

 10：00～　■論語体験（国宝講堂）、史跡見学　

 13：00～　■開会式　

 ■基調講演「近世日本の教育と儒学」

 　　　　　　早稲田大学文学学術院　教授　土田健次郎氏

 ■パネルディスカッション「人づくりと儒学」

 　コーディネーター　岡山大学　　　　　　　名誉教授　荒木勝氏

 　パネリスト　　　　早稲田大学文学学術院　教授　土田健次郎氏

　 　パネリスト　　　　東京大学大学院　　　　教授　陳捷氏

　 　パネリスト　　　　埼玉大学大学院　　　　教授　権純哲氏

　 　パネリスト　　　　共立女子大学文芸学部　教授　林幹夫氏

 17：00～　■早稲田大学グリークラブ　ミニコンサート（史跡にて）

 ※要史跡入場料

【第２日】（17日）

 10：00～　■ワークショップ「教育における儒学の活用」

　　　　 　　ファシリテーター　岡山大学　名誉教授　森熊男氏

 13：00～　■実践発表　論語を活用した教育実践の紹介

　　　　 　　伊里中学校　他

◆申込方法　氏名、電話番号、メールアドレス、参加希望日、ランチバイキング（500円）

の有無を記入の上、郵送、FAX、Ｅメール、WEBのいずれかの方法でお

申し込みください。

◆後　　援　備前市・備前市教育委員会

東アジア教育フォーラム事務局〔旧閑谷学校顕彰保存会〕（☎67-9900 FAX67-1645 
〒705-0036 備前市閑谷784 Ｅメールforum@shizutani.jp WEBwww.fuga.ne.jp/edu）

◆応募資格　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

　　　　　　制作を主（業）としている人は委嘱・招待作家として取り扱う

◆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）

◆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30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

　　　　　文化祭の作品募集！！

部　門 開催日 規　　格

短歌・俳句・川柳

10月31日㈫～

11月５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。

私たち認知症キャラバン・

メイトが講師役として出

向きます！

認知症キャラバン・メイトが
普及啓発の大きな推進力と
なって活躍しています。

Bポイント
3ポイント

部　門 開催日 規　　格
短歌・俳句・川柳

10月29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 80号以内、額装のこと

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

市
　
美

　
展

書 道 展 10月20日㈮～22日㈰
額装を含め１辺が200㎝を超えない

（吊り紐必須）

洋 画 展 10月27日㈮～29日㈰ 80号以内、額装のこと（吊り紐必須）
工 芸 展 10月27日㈮～29日㈰ 幅･奥行き･高さともに200㎝を超えない

写 真 展 11月17日㈮～19日㈰
額装を含め四つ切りから全倍まで

（吊り紐必須）

日本画展 11月17日㈮～19日㈰
額装を含め１辺が200㎝を超えない

（吊り紐必須）

短歌･俳句･川柳 10月27日㈮～29日㈰ 短冊

お か や ま 県 民
文化祭参加事業

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）

　【オレンジカフェ三石】　　　　　　　　　　　　　　



乳
幼
児
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診･

育
児
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談

乳
幼
児
健
診･

育
児
相
談

　　　　 内　容 対 象 と　き（受付） と こ ろ

４か月児健診 ★ 平成29年４月生 ６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28年２月生
平成28年３月生

₂₀日㈬　13：00～13：30

２歳 6か月児歯科健診 ★ 平成27年３月生 ₁₄日㈭　13：00～13：15

３歳６か月児健診 ★ 平成26年３月生 ₂₇日㈬　13：00～13：30

かみかみ離乳食と歯の教室 ★ 平成28年11月生 ₁₃日㈬　9：40～10：00

日生育児相談 乳幼児 ₂₈日㈭　10:00～11:30 日生防災センター

吉永育児相談 乳幼児 １日㈮　9:30～11:30 総合保健施設【吉永】

9月

第 16 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】

情
報
情
報

健康健康
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がん検診を受けて　Ｂポイント！！
　

　皆さんはがん検診を受けていますか？がんの早期発見のために、年に一度は検診を受けましょう！

今月は５ポイント事業の特集です。

【Ｂポイントのポイント】～Ｂポイントの貯め方　５ポイント～

　賞品交換時にポイントを付与しますので、必要書類を大切に保管してください。

◆最新情報はＢポイント制度のホームページをご覧ください。

保健課健康係（☎64-1820）

ご存知ですか、「食品衛生優秀店」
　（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29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、ミシェール、伊里漁業協同組合、

　　　　　　びぜん海の駅 山陽マルナカ穂浪店、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

【日生地域】さらしな給食、秀吉、旬鮮食彩館PAONE、磯

【吉永地域】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（☎0869-92-5182）

【教育協力隊　藤
ふ じ

村
む ら

　  元
はじめ

】

　平成28年10月に備前市教育協力隊に就任いた

しました藤村元といいます。

　教育協力隊に就任する前は、大学院で心理学

の研究をしていましたが、友人に誘われて教育

協力隊の活動に興味を持ち、備前へとやって来

ました。

　子どもたちがさまざまな分野に興味を持ち、

またさまざまな活動を通して将来につながるよ

うな体験ができるように、少しでも力になって

いきたいと考えています。

　主な活動としては、学習塾を開き、小・中・

高校生を対象に学校の復習や予習、受験指導な

どをしています。また、毎週金曜日には伊部小

学校の児童を対象に「ほうかご寺子屋」とし

ていんべ会館で英語学習や実験などを行って

います。平成29年度からは「学び塾＋」の事

業として、教育協力隊３人で「1 Day English 

Tour」や「食育体験教室」、ほうかご「探Q」

教室、プリまなび塾、こどもサマーレストラン

の６つの事業を担当しています。そのほか、伊

部地区のイベン

トのお手伝いな

ど地域のイベン

トにも参加して

います。今後と

もよろしくお願

いいたします。

【作り方】

①ナスは１㎝の輪切りにし、水にさらしてア

クをぬく。ザルにあげ、ペーパータオルで

水気をふく。シシトウはヘタを切り縦に切

れ目をいれる。

②生姜、長ネギはみじん切りにする。むきエ

ビは包丁でたたく。ボウルに入れ、Ａの調

味料を加えて粘りが出るまで混ぜ合わせる。

③ナスの切り口に小麦粉（分量外）をまぶし、

ナス２枚で②をはさむ。

④衣を作る。ボウルにＢの冷水と卵を合わせ

てかき混ぜ、小麦粉を加えて混ぜ合わせる。

⑤鍋に油を170度に熱し、③に④の衣をつけ

て揚げる。シシトウは素揚げにする。

⑥器に盛りつけ、シシトウ、くし切りにした

レモンを添える。

◆とき　10月13日㈮　10：00～11：30　

◆ところ　備前保健センター

◆内容　「子どものアレルギー予防と

　　　　  対処法について」

　　　　講師　赤磐皮膚科形成外科

　　　　　　　院長  髙橋 義雄 先生

◆対象　乳幼児の保護者

　　　　※託児あり（先着10人）

参加、託児希望者は、９月29日㈮ま

でに、保健課（☎64-1820）へ

　９月24日～30日までは結核予防週間です。

　「体がだるい」「咳が治らない」それっ

て結核かも。

　おかしいと感じたら早めの受診を

　結核の症状は、咳や痰だけではなく、

体のだるさや疲れやすさを感じる、食欲

がないなどの全身の症状がでることがあ

ります。いつもと違う感じが２週間以上

続いたら、早めに病院を受診しましょう。

◆結核を予防するために

・年に１度は必ず胸のレントゲン検査を

受ける

・乳幼児はBCG接種で予防する

●レディース検診

　各地区公民館などで実施する集団検診では乳がん（マンモグラ

フィ）、子宮頸がん、骨粗しょう症検診が受診できます。今年も

働く女性が受けやすいよう、夕方のナイター検診を下記の日程で

行います。

●３セット検診

　胃がん、結核・肺

がん、大腸がん検

診を同時に受診す

ることができます。

　医療機関での個別検診も６月１日㈭～10月31日㈫まで実施してい

ます。

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

と　　き ところ
９月21日㈭ ９：30～16：00 備前商工会館・リフレセンターびぜん
９月30日㈯ 10：00～14：00 備前緑陽高等学校

保健課（☎64-1820）

 子どもの
アレルギー予防講演会

がん検診のお知らせ

結核予防週間

献血にご協力ください

保健課

と　き ところ
９月２日㈯ 7：30～9：00 日生市民会館
９月15日㈮ 7：30～9：00 伊里公民館
９月21日㈭ 7：30～9：00 三石出張所別棟

Bポイント
5ポイント

事業名 ポイント付与基準 必要書類

①市で行うがん検診（集団検診お
よび個別検診）

②職場などで実施したがん検診
◆対象となるがん検診
　肺がん、大腸がん、乳がん、子
宮頸がん、胃がん、前立腺がん

がん検診ごとに各５ポイントを付
与します。
人間ドックのオプションでがん検
診（肺がん、大腸がんを除く）を
受けている場合も対象となります。

市で行う集団検診は検診会場で補
助カードを配布。
医療機関、職場などでがん検診を
受けた人は、賞品交換時に検診結
果をご持参ください。（領収書に
がん検診の種類の記載があれば領
収書でも可）

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味

ナスのエビはさみ揚げ
〈１人分 エネルギー　145Kcal、塩分0.2ｇ〉

～ 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）

Bポイント
各3ポイント

Bポイント
各５ポイント

Bポイント
3ポイント

Bポイント
3ポイント

と　き ところ
９月５日㈫ 16：30～18：30 伊里公民館
９月７日㈭ 16：30～18：30 リフレセンターびぜん
９月22日㈮ 16：30～18：30 総合保健施設【吉永】 【材料】４人分

ナス ２本
むきエビ 150ｇ
生姜 １かけ
長ネギ（白い部分）20ｇ
　　塩 ひとつまみ
Ａ

　コショウ 少々
　　小麦粉 50g
Ｂ

　卵 1/2個、水（冷水）1/2カップ
シシトウ ８本、揚げ油 適量、レモン 1/2個

こんにちは、

地域おこし協
力隊です

こんにちは、

地域おこし協
力隊です
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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。

９月13日㈬　14：00～15：00

備前病院附属棟２階

「いきいきウォーキング講座」

備前病院理学療法士

備前病院（☎64-3385）

糖尿病教室（要予約）

９月15日㈮　12：00～14：00

備前病院附属棟２階

糖尿病患者や家族など

15人

糖尿病食の試食、理学療法士による体

操

500円（なぎさ会会員の人は無料）

９月６日㈬までに、

　備前病院（なぎさ会☎64-3385）へ

糖尿病教室 

　「検査」の話や、糖尿病食体験

の教室を開催します。どなたでも参加で

きます。

　くわしくは、お問い合わせください。

９月15日㈮　12：30～14：30

日生病院　　 500円

９月８日㈮までに、

　日生病院（☎72-1111） へ

発達障がいに関する相談

　発達障がいがある、または発達障がい

ではないかと心配がある本人やその家族

の相談を実施しています。

　相談を希望する人は、事前に予約が必

要です。

毎週火曜日

　14：00～17：00（１回１時間）

社会福祉課（☎64-1824）

認知症予防講演会（参加無料）

　とっさに名前が出てこない、うっかり

が増えたなど、気になる人は認知症につ

いて勉強してみませんか？

９月27日㈬

　13：30～15：30（13：15受付）

西鶴山公民館

講演会「家庭で出来る認知症の診断方法」

講師　岡山東部脳神経外科病院

　　　理事長 滝澤 貴昭先生

主に65歳以上の人

60人（先着順）

上履き、筆記用具、Ｂポイントカード

※自家用車で来られる人は、できるだ

け、乗りあわせにご協力ください。

９月15日㈮までに、

 地域包括支援センター
（☎64-1844　
  FAX64-1854）へ

備前市子育て講座

「まあるい心をふわふわとばそう♪」

９月15日㈮ 　10：00～11：30

寒河コミュニティセンター

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

15組（先着順）

９月11日㈪までに、子育て支援課
（☎64-1853）へ

岡山県主催「里親制度説明会」を
開催します！

あなたも里親になりませんか？

　様々な事情により家庭で生活できずに

心配な日々を過ごす子どもがいます。そ

ういった子どもを家庭の一員として迎

え、愛情をもって健やかに育ててくださ

る人が里親です。少しでも里親に興味が

ある人は、ぜひお話を聞いてみません

か？

９月23日㈯　13：30～

市民センター４階　第一講習室

岡山県中央児童相談所
 （☎086-235-4152 担当：島原・山上）

秋の所蔵品展
「イアン・ロバーツ作品展」

（入館無料）

　備前市の姉妹都市、南オーストラリア

州クレア＆ギルバートバレー町在住の画

家イアン・ロバーツ氏の絵画を展示しま

す。

９月２日㈯～10月15日㈰

　10：00～16：00

吉永美術館

月曜日、祝日の翌日(9/19､24､10/10)

吉永地域公民館（☎84-3839）

歴史民俗資料館企画展関連講座
　　「片上の植物の観察、
　　　　　　　標本づくり！」

　野外で植物を観察したり、採取して、

おしば標本をつくってみよう！

９月10日㈰ ９：30～12：00

市民センター　美術工芸室

小学生以上（小学校３年生以下は保護

者同伴）

100円（保険）

野外活動に適した靴と服装、帽子、筆

記用具、水筒、45Ｌのゴミ袋、荷造り

ひも、剪定ばさみ等（あれば）

９月７日㈭までに、「氏名・年齢・

住所・電話番号」を電話で歴史民俗資
料館（☎64-4428）へ

企画展「医王山東麓窯跡群の全貌」
（入館無料）

　史跡伊部西大窯跡の周辺に位置するこ

の窯跡群は平成21、22、28年度に発掘調

査が行われました。今回は、窯跡からの

出土品と、当時備前焼を消費した都市・

京都の資料をあわせて展示します。

９月13日㈬～11月27日㈪

加子浦歴史文化館

火曜日、祝日の翌日（９/24、11/ ４、

11/24）

加子浦歴史文化館（☎72-9026）

企画展
「柴田錬三郎生誕100年記念ー
　シバレンの愛した故郷・鶴海」

（入館無料）

　今年、生誕100年を迎えた、直木賞作

家シバレンこと柴田錬三郎。彼を育み、

初期の作品にも度々登場する故郷、鶴海

の風景は、彼の心を生涯捉えて離しませ

んでした。

　今回の企画展では、シバレン自身にス

ポットをあて、彼の故郷に対する思いを

遺品や写真などで展示します。

９月20日㈬～10月18日㈬

　９：00～16：30

歴史民俗資料館

月曜日、祝日の翌日（９/24、10/10）

歴史民俗資料館（☎64‒4428）

さつま芋掘り（雨天中止）

９月16日㈯・17日㈰ 

　10：00～15：00（受付14：00まで）

※芋がなくなり次第終了・雨天中止

八塔寺ふるさと農園

掘った芋はすべて有料で持ち帰って頂

きます。

※１㎏ 300円

八塔寺ふるさと農園（☎85-0680）
　備前市施設管理公社吉永事業所
　（☎84-3742）

第４回婚活カップリング
　　　パーティー参加者募集

　備前市地域おこし協力隊として活動中

の入江隊員が三石つばめハウスを会場に

婚活カップリングパーティーを開催しま

す。備前市で素敵な出会いを探してみま

せんか。

９月23日㈯

　13：00～15：30（12：00集合）

三石つばめハウス（三石1128-9）

30歳～55歳程度の独身男

女各16人（予定）※地域要件なし

男性2,000円、女性1,000円

電話かメールで、備前市地域おこし
協力隊：入江（☎080-6245-6370　

　Ｅメールused-kenki@m7.dion.ne.jp）
までお願いします。

　メールの場合は、必須事項（氏名、

年齢、住所、連絡先）をお知らせくだ

さい。詳細は返信メールでご連絡しま

す。返信が届かない場合は、お問い合

わせください。

金婚式を迎えるご夫妻へ

　市では、11月11日㈯開催の 「市民ふれ

あい福祉まつり」 で、今年金婚式（結婚

50周年）をお迎えになるご夫妻の表彰を

行います。 

　対象となるご夫婦は、９月29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29年１月１日現在ご健在で、 昭和

42年中に結婚されたご夫妻

介護福祉課（☎64-1827） 

人権講座参加者募集

　癒しの講演に楽しい生の落語を聞いて

人権について考えてみましょう。

　当日、どなたでもお気軽にお越しくだ

さい。

９月20日㈬　13：30～

吉永地域公民館　ホール

三遊亭　楽団治さん

無料

吉永地域公民館（☎84-3839）

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

 ▲芦田侑那さん（西片上）

 ▲河本富久江さん（久々井）

 ▲芦田侑那さん（西片上）

 ▲河本富久江さん（久々井）
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Bポイント
3ポイント

Bポイント
3ポイント

いんべ会館　受講生募集　

９月１日㈮から、

　いんべ会館（☎64‒0890）

第５回ふれあいサロン講座　

　　健康軽スポーツのすすめ

　　『ニュースポーツ

　　ユニカールやってみませんか！』

　中高年の人でも気軽にできます。

９月14日㈭　13：00～15：00　

18人

無料

※軽い運動ができる服装でお越しく

ださい。

第２回人権講座

　外国人と人権について

　　『違いを認め、共に生きることを

考えてみませんか！』

９月21日㈭　13：30～15：00　

奥田泰彦（市社会教育指導員）

　金
きむ

惠
へ

珍
じん

（地域おこし協力隊）

20人（先着順）

無料

第４回ライフサポート講座

身体にやさしい食事のすすめ

『私たちの身体にやさしい食事を

　　　　　つくりませんか！』

９月28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

12人（先着順）

500円（材料代）

男女共同参画講座

　子どもや孫をDV被害者・加害者にさ

せない～大切な人を守るために今、私達

にできることについて一緒に考えましょ

う～

９月27日㈬　14：00～15：30

いんべ会館２階大会議室

伊
い

田
だ

広
ひろ

行
ゆき

さん（DV加害者プログラム・

NOVO運営者）

『加害者の実態から考えるＤＶ問題』

無料

30人

９月20日㈬までに、　市民協働課（☎
64-1823　FAX64-3845）へ

ピザ作り講座　参加者募集

　家庭でできるピザ作りの講座です。

９月30日㈯　９：30～

日生地域公民館

市内在住、在勤、在学の人

500円

20人（先着順）

９月１日㈮～22日㈮

日生地域公民館
　（☎72-1006 FAX72-1098）

ウィズびぜん “ 虹の広場 ”

　プレゼントにいかがですか！「花いっ

ぱいのドライフラワーリース作り」

10月６日㈮　９：30～11：30

ウィズびぜん

1000円　

10人

工作用はさみ

ウィズびぜん登録団体：香登里工房

９月29日㈮までに

　市民協働課
　（☎64-1823）へ

創業塾を開催します

　備前市では、瀬戸内市および和気町と

共催で、これから創業を考えている人、

創業して間もない人を対象とした創業塾

を開催します。

10月22日、29日、11月５日、12日、19日

（いずれも日曜日）　10：00～12：00

リフレセンターびぜん会議室

無料

申込書（まち営業課、または市

ホームページからダウンロード）に必

要事項を記入の上、10月10日㈫まで

に、まち営業課へ提出

まち営業課（☎64-2228）

過疎地域における固定資産税の
課税免除について

　備前市内において、一定額以上の特別

償却設備を新設または増設した場合、固

定資産税の課税免除が受けられます。

備前市全域

製造業・農林水産物等販

売業・旅館業

・青色申告書を提出する法人または個人

・免除を受けようとする年度の前事業年

度に新増設した家屋および償却資産の

取得価格の合計額が、2700万円を超え

ていること

平成31年３月31日までに

取得した固定資産のうち、次のもの

・土地（取得後１年以内に対象家屋の建

設着手があった場合）

・家屋（対象業種の事業の用に供する部

分）

・償却資産（機械および装置）

対象となる償却資産が最初に課

税される年度から３年間

免除を受けようとする年度の１

月末日まで

　くわしくは、お問い合わせください。

税務課資産税係（☎64-1816）

「レター作戦」でふるさと納税の
PRにご協力ください！

　備前市出身の人、市外にお住いの友人

や知人、また、備前市にゆかりのある人

へ備前市ふるさと納税をご紹介ください。

　こんな街になってほしいという想いを

形に・・・

　市と市民と寄附者が一体となってより

よいまちづくりに向けて制度を活用して

いきましょう。

　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。

シティセールス推進課（☎64-1805）

高齢者・障がい者の
　　人権あんしん相談

　　　９月４日～10日

　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、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４日㈪～８日㈮

　　８：30～19：00

　・９月９日㈯～10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）

司法書士による
「あきらめないで 
　全国一斉　養育費相談会
　～子どものかけがえのない今と、
　    未来のために～」

　開催のお知らせ

　岡山県青年司法書士協議会と全国青年

司法書士協議会では、養育費に関する電

話相談会を開催します。

９月２日㈯　10：00～16：00

　☎０１２０－５６７－３０１

　　 （フリーダイヤル）

※相談は無料、秘密は厳守します。

岡山県青年司法書士協議会

　（☎0869-24-8860　担当：佐藤）

9月10日は「下水道の日」

下水道標語

「下水道　水が自然に　かえる道」

　皆さんがお住まいの地域の快適な生活

環境をつくり、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。

※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。

　くわしくは、お問い合わせください。

上下水道課（☎66-9701）

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験

12月3日㈰　13：45～

グリーンヒルズ津山

11月１日㈬　13：00～

　グリーンヒルズ津山

10月２日㈪～13日㈮

※平成29年度は津山会場だけで試験を実

施します。　　

上下水道課（☎66-9701）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　９月１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）

９月16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（木の本箱づくり）
◆ダンボールコンポスト講習会
　随時受付中です。

◆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）

 ▲竹内健一さん（香登本）

 ▲長畑美江子さん（畠田）



市内施設ご案内

■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（10月分）

９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

   ※土 ･日 ･祝日は11:30～19:00までとなります)

◆休園（館）日　４日㈪、11日㈪、19日㈫、24日㈰、25日㈪

※シーサイドプールびぜんのみ

　9月26日～30日はプール清掃のため臨時休館です。

※総合運動公園多目的競技場は、９月下旬まで改修工

事のため使用できません。

☎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

※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。

９月 休日当番医

◆開館時間　9：30～18：00

◆休館日　毎週月曜日と 19日㈫、24日㈰、29日㈮

よみきかせ会よみきかせ会

本
館

日
生

吉
永

と　　き対象

12日㈫ 10：30～11：30

9 日㈯ 10：30～11：30

7 日㈭ 10：30～11：30

9 日㈯ 10：30～11：30

12日㈫ 10：30～11：30

16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

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）

９月

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

26日㈫

と　　き と　こ　ろ

22日㈮

27日㈬

28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

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）

12日㈫・26日㈫
　　　　13：00～16：00

▼　と　き ▼　相談会場・電話

19日㈫　13：00～

20日㈬　13：00～15：00

社会福祉協議会（備前）■☎64-3033
要予約　１週間前から

社会福祉協議会（備前）■☎64-3033
要予約　１週間前から当日10時まで

保健センター３階　　 ■☎64-1800
要予約　１週間前から前日午前中まで

心配ごと相談

なやみごとなんでも相談室
　　　‒ 人権擁護委員による ‒

一般相談

備前会場

日生会場

吉永会場

15日㈮　10：00～12：00

26日㈫　13：00～15：00

20日㈬　13：00～15：00

26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

26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

年金相談

20日㈬　13：00～15：00

市役所勤務日と同一

市役所勤務日と同一

14日㈭　10：00～15：00

保健センター３階　　■☎64-1800

市民協働課　　　　　■☎64-1823

危機管理課　　　　　■☎64-1876

法律相談

市民センター４階会議室　要予約

■☎64-1818・☎72-1102・☎84-2511

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９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。
※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。

■税務課（☎64-1814）

萩原医院　　　　 寒河 ☎74-0007

たかばクリニック　吉永中 ☎84-2017

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

平病院　　 和気町尺所 ☎93-1155

日生病院　　　　 寒河 ☎72-1111

武田整形外科　　 伊部 ☎64-1221

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

北川病院　 和気町和気 ☎93-1141

納
税

3日
㈰

10日
㈰

17日
㈰

18日
㈪

23日
㈯

24日
㈰

固定資産税・都市計画税（３期）、
国民健康保険税（３期）、
後期高齢者医療保険料（３期）、
介護保険料（４期）の納期限は、

   10月２日㈪です。

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）

９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）

☎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（９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～土曜日
10：00～15：00（久々井のお山）

１日㈮

15日㈮

22日㈮

29日㈮

英語でリトミック
※８日㈮までに要予約　先着15組
　資料代300円

８日㈮

えがおルームで遊ぼう

手遊び・ふれあい遊び

敬老の日のプレゼント作り※材料費150円

誕生会（８・９月生まれ）
※15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。

　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

吉

日

しずちゃん家（ち）

子育て支援センター

備前プレーパーク！森の冒険ひみつ基地

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問
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