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※10月31日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,774（＋123世帯）
　男　　16,981 人 (＋106人)
　女　　18,382 人 (－  9人)
総人口　35,363 人 (＋ 97人)

◆ 10 月中の異動状況
・出生 12人　・死亡 52 人
・転入207人　・転出  70 人

人口の動き

平成29年

月号

施設建設・再編課

(☎64-1877)
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県下一の歴史を誇る駅伝大会にあなたも参加してみませんか。

◆と　き

◆ところ　

平成30年２月11日㈰
９：00開会（雨天決行）

※スポーツ少年団の部も同日開催！ 14：15開会（雨天中止）

総合運動公園多目的競技場および周辺

参加チーム
募集！！

◆参加クラス

クラス チーム編成 参加費

中学校男子の部
中学校女子の部

監督　１人
選手　５人
補欠　２人

4,000円
（１チーム）

一般男子１部（職場、学校、陸連登録クラブ）
一般男子２部（有志のチーム）
一般女子の部

監督　１人
選手　６人
補欠　２人

8,000円
（１チーム）

◆申込方法

１月10日㈬までに、備前市ホームページから電子申請、または申込窓口に設

置の申込書に必要事項を記入し提出してください。申込窓口は、市体育協会

事務局（平日８：30～17：15）、または、総合運動公園体育館、日生運動公園

体育館、吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館の市内体育施設（休館日を除く９：00

～17：00）です。

※参加料の支払いは郵便為替でお願いします。

市体育協会事務局（☎63-3813　文化スポーツ課内）

新庁舎建替えにともない､ 先行解体工事が始まります

　12月から市役所庁舎の一部を取り壊す工事が始まり

ます。解体工事中は駐車場の一部が使用できず、ご迷

惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いします。

　なお、本庁舎、分庁舎では工事中も今までどおり業

務を行います。市役所へお越しの際は、駐車場所や庁

舎出入り口を事前にご確認ください。

備前市えびす駅伝競走大会
県下一の歴史を誇る駅伝大会にあなたも参加してみませんか。

備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会

内閣総理大臣表彰

　和気地区更生保護女性会が安全安心な

まちづくり関係功労者内閣総理大臣表彰

を受賞されました。

　和気地区更生保護女性会は、昭和29年

に犯罪や非行からの立ち直り支援に向け

て発足され、主に小・中学校の児童・生

徒の見守り活動や挨拶運動を実施し、児

童・生徒の安全確保と健全育成に尽力、

警察署が主催する駅周辺での挨拶運動な

どにも積極的に参加するなど、犯罪防止

に関する啓発活動を行っています。

　また、未就学児の託児ボランティア活

動や高齢者の健康づくり介護予防活動・

生きがいづくり活動など、地域に密着し

た幅広い活動により、安全安心なまちづ

くりに大きく貢献されています。

備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会備前市えびす駅伝競走大会

工　　期：2017年12月～
          2018年３月
　　　　　（４ヶ月間）
工事概要：①保健センター解体　

②福祉事務所解体　
③車庫・倉庫解体

1212

Bポイント　
出場：5ポイント　

応援：3ポイント

※ Ｂポイントはスポーツ
少年団の部を除く

競走大会競技役員ボランティア募集!!

　備前市えびす駅伝競走大会は、毎年200人程度の競技役員(中継所

審判員、監察員ほか)が必要です。ボランティアでご協力いただける

人は、１月10日㈬までに連絡をお願いします。

市体育協会事務局（☎63-3813　文化スポーツ課内）



在宅療養のすすめ　  　　　　

～住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために～

在宅療養のすすめ　  　　　　在宅医療
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　歯科関係（食事・咀
そ

嚼
しゃく

・嚥
えん

下
げ

・発音などと往診）

の相談は、普段からのかかりつけ歯科医が最適で

す。通院が可能なときから、かかりつけ歯科医を

持ち、なんでも相談できる関係を築かれることを

お勧めします。

　現在かかりつけ歯科医をお持ちで

なく、通院が困難で訪問診療を希望

される人は、岡山県歯科医師会

　 『歯科往診サポートセンター』

　　　（☎086-224-1255）まで

　　　　　　　　お尋ねください。

和気歯科医師会　岸本　真

　理学療法士・作業療法士が自宅に訪問し、日常

生活や身体機能の維持や回復・向上に向けてお手

伝いをするサービスです。病院内のリハビリテー

ションとは違い、実際に生活する自宅でリハビリ

テーションを行う事で、練習した動

作や方法などが実際の生活場面にも

結びつきやすくなります。

　また、住環境整備、福祉用具の選

定、介助方法なども併せて提案させ

て頂く事が可能ですので、お気軽に

お尋ねください。

作業療法士　野上哲弘

　薬剤師は、治療中の適正な薬の使用、副作用の

早期発見、薬の飲み合わせ（相互作用）や重複投

与の防止など、皆さんが安心して服薬できるよう

に努めています。何種類もの薬を同じ時間に服用

する時には薬を一包化したり、飲み込みが難しい人のための服薬方法の工

夫、飲み過ぎや飲み忘れを防ぐお薬カレンダーの活用など、さまざまな相談

や要望に対応しています。薬に関す

ることでお困りのことがありました

ら、遠慮なく、お近くの薬局へご相

談ください。

　また、医師の指示によって、薬剤

師が自宅へ訪問することも可能です。

訪問を希望される人は、かかりつけ

薬局までご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬剤師　杉浦　聡

　高齢になっても、病気や障がいがあっても、住

み慣れた自宅で暮らし過ごしたい。その思いや願

いをお手伝いするのが訪問看護師の仕事です。文

字どおり『訪問看護』とは、療養生活を送ってい

る人の家などを訪問し、必要に応じて看護や医療

処置を行います。たとえば病院から在宅へ帰られ

る時の準備、在宅での療養生活のトラブル対策、

健康状態や病状の観察と療養上の相談、適切なサ

ポート、緊急時の対応、医師との連携や介護専門

職との協働、看取り、そして大切なことは看護や

介護が必要な本人はもちろん、その家族が、安心

して在宅生活、療養が続けられるよう援助する事

です。これからもっと訪問看護を知ってもらい、

活用していただけることを願っています。

訪問看護師　中野　歩

　年をとって医療や介護が必要になっても、住み慣れた自宅での生活を望む高齢者は少なくありません。

備前市では、医療・介護サービスを上手に組み合わせて、家にいながら必要なケアを受けられるしくみ作り

を進めています。「広報びぜん」では在宅で受けられる医療や介護のサービスをシリーズで紹介します。

　「自宅での生活を続けたいが、通院するのが難しくなった」こんな不安に応えるのが「在宅医療」です。

「在宅医療」とは、通院や入院ではなく、自宅など生活の場で、診療や処置、リハビリなどを行うことを言

います。かかりつけ医を中心に、さまざまな専門家が定期的に自宅へ訪問し、介護サービスと連携しながら、

療養生活をサポートしてくれます。

資料：在宅医療・介護に関する調査
　　　　　　　　　　（Ｈ28．３備前市）

医療福祉連携課（☎64-1875）

　 在宅医療に関する相談は、まずはかかりつけ医にご相談ください。

　備前市にお住いの方々に地域全体で医療、介護

を切れ目なく提供させていただくことで、住み慣

れたまちで治療を受け、そして安心して介護を受

けながら生活することが可能です。中核病院では

かかりつけ医からの要請、施設入所している人、一人暮らしの人で入院治療

が必要になった時には病院に入院していただき、検査、加療を行うことが出

来ます。病院には医師だけでなく薬剤師、食事指導を行う管理栄養士、理学

療法士、作業療法士など多種職の専門家がいます。そして医師の的確な指導

の下で、それぞれの立場で専門的な説明、知識、技術の指導

も可能です。また、退院時には入院中の治療内容、今後の治

療方針、問題点を的確にかかりつけ医、介護サービス担当者

に説明を行い、在宅での治療、介護をスムーズに行うことが

出来るように努力しています。

和気医師会　草加勝康

　かかりつけ医は、皆さんの普段の健康を管理

し、日常の診療だけでなく、いろいろな問題につ

いて気軽に相談できる医師です。

　入院や専門的な検査が必要となった場合には、

状態にあった病院を紹介します。また、通院が困難になった場合や退院した

後の自宅での医療も行っています。自宅で行う医療を在宅医療と言い、訪問

診療（定期的に自宅に訪問）と、往診（急な体調不良などで臨時的に訪問）

とがあります。診療以外では、介護保険に必要な主治医意見書の記入、自宅

での看取り、訪問看護や訪問リハビリの指示書の記入なども

かかりつけ医の仕事です。そして自宅療養での不安や家族の

負担を少しでも軽減するために、病院、訪問看護、訪問リハ

ビリ、通所サービスや訪問介護サービス、ケアマネジャーなど

との連携を密にとることを大切にしています。

和気医師会　萩原秀紀

地域の中核病院

訪問看護

訪問リハビリテーション

かかりつけ医

かかりつけ薬局

訪問歯科

＜通院中の人は＞

通院が困難になったら、

まずは、かかりつけ医に

相談しましょう。

＜入院中の人は＞

病院には退院支援担当の看護師や

相談員（地域連携室）がいます。

介護や福祉制度などもあわせて相

談にのってもらいましょう。

＜介護認定を受けている人は＞

担当ケアマネジャーか地域包括

支援センターに相談しましょう。



　

公売物件、申込み、入札日時など

所 在 地 備前市日生町日生887番22

面 積（ 公 簿 ） 169.24㎡

地 目（ 台 帳 ） 宅地

予 定 価 格 8,498,000円

申 込 方 法 等

備前市東片上126番地　備前市役所（３階）総合政策部　契約管財課　財
産管理係へ備え付けの「申込書」に記入し、印鑑証明書、身分証明書（個
人は本籍地の市町村、法人は登記簿謄本）、市町村税の完納証明書、誓約
書を添えてお申し込みください（詳細はホームページにてご確認ください）。

申込者の資格
個人および法人で、市内・市外を問いません。ただし、地方自治法施行令
第167条の４第１項他に該当される人を除く（その他の資格要件はホーム
ページにてご確認ください）。

現 場 説 明 会 平成29年12月20日㈬　午後２時から午後３時まで

受 付 期 間
平成29年12月18日㈪から12月28日㈭まで
※土・日および祝祭日を除く、午前８時30分から午後５時まで

入 札 日 時 平成30年１月23日㈫　午後１時30分（午後１時15分までに受付を終了）

入 札 場 所 備前市役所　３階大会議室

入 札 保 証 金
入札しようとする金額の５％以上の金額（入札の当日ご持参ください。）
落札後、契約を締結しない場合は、その落札は無効となり、上記金額は返
還しません。

契 約 保 証 金
平成30年２月６日㈫までに納入してください。
（売買代金の20％以上。ただし、入札保証金を除いた額）

売 買 代 金
平成30年２月20日㈫までに納入してください。
（売買代金の内、契約保証金を除く残金）

特 記 事 項
カーポート敷設。一部上空に占有物件あり(占有権原なし）。現地説明会に
てご確認ください。

そ の 他 売渡後の瑕疵については、責任を負いません。

問い合わせ先
総合政策部契約管財課財産管理係 ☎64-1811（ホームページでもご覧にな
れます。）　http://www.city.bizen.okayama.jp/busyo/sougouseisaku/
bzkeiyakukanzai/zaisanjouhou/zaisei/zaikatsu.html

備前市行財政改革プラン（平成27年～31年)

　「行財政改革プラン」は、「行政サービスの向上」「協働のまちづくり」「持

続可能な行政経営」などのキーワードから、行政改革の推進に積極的に取

り組む内容を計画として取りまとめたものです。

　平成28年度の取組結果は、以下のとおりです。

　平成28年度の取組による実績（効果）額と進捗状況（単位：千円）

　平成28年度の効果額は25億8,675万円で、計画額を23億9,446万円上回り

ました。

　効果額の大きかった取組項目は、「ふるさと納税の寄付額」27億1,251万

円です。

　その他、投資的な事業の「ブロードバンド環境の充実」▲２億2,980万円、

「住宅リフォーム助成地域振興券交付事業」▲3,386万円などとなっています。

　「計画遅延」となった22項目は、実施時期を再検討し、「未達成」となっ

た14項目は、取組内容を見直しています。

　また、「完了」した取組は、「公共施設等総合管理計画の策定」、「加子浦

歴史文化館入館料の見直し」など、前年度13項目に５項目を加え18項目で

した。

※くわしい内容については、ホームページに掲載しています。

財政課行革推進係（☎64-1872）

3

一般競争入札による市有地の売払い

　購入を希望される人は、右記要領、入札案内ほか、現地をご確認の上、

お申し込みください。

　なお、現場説明会は事前に問い合わせ先まで申し込みをしてください。

Honor栄誉
平成29年秋の叙勲が11月３日付けで
発表されました

　元岡山県警部の安廣昭久さんが、瑞宝双

光章を受章されました。

　安廣さんは、昭和39年から平成18年まで、

42年間の長きにわたり岡山県警察に在職さ

れ、配属先の岡山南警察署や岡山警察本部

では、主にパトカーでの警ら業務や交通事

故事件捜査などに尽力されました。

　退職後は、青少年健全育成の一助になれ

ばとの思いで、吉永剣道スポーツ少年団の

子どもたちと剣道の修練を積んでいます。

　元民生委員・児童委員の川口ひろみさ

んが社会福祉功績で藍綬褒章を受章されま

した。

　川口さんは、平成元年から平成28年まで

の27年の長きにわたり、地域住民の福祉の

向上のため、積極的に活動されました。地

域の事情にもくわしく、住民からも厚く信

頼されています。また、協議会での役職を

務めるなど、他の委員の模範となり、指導

してこられました。

　備前市消防団副団長の村本泰三さんが、

消防功績で藍綬褒章を受章されました。

　村本さんは、昭和51年に備前市消防団三

石東分団に入団。災害現場では常に先頭に

立ち、平成16年からは備前市消防団副団長

としても、率先して奉仕活動や町内活動に

参加し、住民の防火意識の高揚や消防団活

動への理解を深めるとともに、住民と消防

団との連携に尽力されています。

安
やす

廣
ひろ

　昭
あき

久
ひさ

さん

（吉永町吉永中　72歳）

川
かわ

口
ぐち

 ひろみさん

（日生町日生　67歳）

村
むら

本
もと

　泰
たい

三
ぞう

さん

（三石　64歳）

瑞
宝
双
光
章

危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

藍
綬
褒
章

藍
綬
褒
章

国道250号

やすひろ あきひさ

かわぐち

むらもと たいぞう

取組項目（351項目） 計画額 効果額 計画遅延 未達成 完了

Ⅰ　市民の視点にたった行政
サービスの提供（102項目） 5,450 ▲282,065 6 0 5

Ⅱ　市民との「協働の推進」
と「役割分担」（146項目） 2,493 4,917 15 0 9

Ⅲ　「選択と集中」を基本とし
た持続可能な財政運営

　（67項目）
186,019 2,870,455 0 14 2

Ⅳ　公共施設のマネジメント
（36項目） ▲ 1,674 ▲ 6,554 1 0 2

計 192,288 2,586,753 22 14 18
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職場体験活動を通じて、学ぶこと･働くことの意義を理解する　　
　　　　　　　

　毎年、備前市内の中学校２年生は職場体験活動（チャレンジ・ワーク14）を

行っています。今年も９月～11月にかけて、中学校ごとに、３～４日間の日程

で職場体験活動を行いました。

　職場体験活動をする事業所は、生徒が希望する職種から決定します。製造業、

スーパー、病院、消防署、飲食店など多岐にわたり、備前市内はもちろん、赤

穂市や岡山市などで体験を行いました。

　生徒は、職場体験にむけて、事業所に生徒自ら電話をして、アポイントメン

トをとり、当日に向けた打ち合わせをします。また、講師を招き、社会に出る

ためのマナーを学ぶなど、いろいろな準備をして当日にのぞみました。

　めまぐるしく変化する社会情勢のなか、子どもに社会人・職業人として自立していくために必要な能力や態度を身につけさせるために、学

校では「キャリア教育」が進められています。そして、キャリア教育の一環として中学校では職場体験学習が行われています。

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。

●南　寛太郎くん（伊里中）は、コン

ビニエンスストアで店員の仕事を３

日間体験しました。

（本人の感想）「大人の人はこんなに大

変なことをしているのだなと改めて自

分でやって感じました。職場の人もや

さしく何度も教えてくれて、とてもや

りやすくうれしかったです。接客のあ

いさつでも「わかりました」ではなく、

「かしこまりました」と言ったり、普

段あまり使わない言葉まで学べて、と

てもよい経験になりました」

（保護者の感想）「初日は慣れない仕事で緊張からか、帰るとグッタリ寝ていま

したが、仕事内容や、いろんな人との話を、楽しく話してくれました。大変さも

分かったみたいで、私が困っていると、「大丈夫？」と声をかけてくれたりして

くれるようになりました。３日間だけなのに、とても成長したように思います」

●澤谷　咲良さん（備前中）は、小売

業店に行き、婦人服売り場で商品を

並べたり、レジで包装をしたりしま

した。

（本人の感想）「最初はあいさつの声が

小さかったけど、だんだんと大きな声

を出すことができました。ずっと動い

てばかりだったのが大変でした。商品

がそのまま売っている状態で業者から

届かずに、包装されている状態から値

札を付けたり、商品にできるようにし

なければならないということを知り、

お店の裏側の大変さがわかりました」

（事業所の声）「初めての事ばかりで、大変だったと思いますが、一生懸命取り

組んでくださって、店のメンバーも自然と笑顔になれました。これからも夢に

向かってがんばってください」

（保護者の感想）「毎日、岡山市まで１人で往復すること、１人で約束の場所に

行くこともいい経験でした。仕事の厳しさがわかり、楽な仕事はないと気づい

たでしょうか。これからやりたいことをみつけられるといいですね」

　職場体験活動を終えた生徒は、お世話になった事業所にお礼の手紙を書いた

り、活動をレポートにまとめ、後輩に成果報告をしたりしました。職場体験活

動を通して、一回り成長したこれからの姿に期待していきましょう！

●藤田　翔人くん（三石中）は、運送

会社に行き、トラックの荷物の荷下ろ

しやバス・トラックの洗車をしました。

（本人の感想）「働くということは、自

分の仕事だけが終わればよいというこ

とでなく、全員の協力があって、全員

の仕事が終わって働いたという意味だ

と思いました。きつい場面もあったけ

ど、さまざまな人と関われるのがいい

なと思いました」

（事業者の感想）「大型バスの洗車を、暑い中、がんばってやりました。流通に

関することも学び、勉強になったと思います」

（保護者の感想）「去年から、ずっとどこにしようかと考えていて、念願の所へ

行くことができて、よかったと思います。職場から帰ってくると、目を輝かし

ながら仕事のことを話していました。大好きな仕事ができ、大変満足のいく４

日間だったと思います」

　職場体験活動を行ってみて！

　なぜ職場体験活動を行うの？

　近年、子どもたちの学ぶことへの関心や意欲の低下がいわれ

ており、その原因として、社会体験の不足があげられています。

職場体験活動は、生徒が直接働く人と接したり、実際的な知識

や技術・技能に触れたりすることを通して、学ぶことや働くこ

との意義を理解し、生きることの尊さを実感させることを目指

しています。また、生徒が主体的に進路を選択決定する態度や

意志、意欲などを培うことのできる教育活動としても、職場体

験活動は重要な意味をもっています。

教育のまちをめざして

～ 連載 ～

職場体験活動を通して育む生きる力第９回
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　平成30年度から備前市内の小学校で使用する「特別の教科 道徳」の教科用図書（教科書）については、教員と保護者で構成する選定委員会で検討した結果をもとに、

備前市教育委員会で採択しました。採択した教科書とその理由をお知らせします。

発 行 者：光村図書出版

　採択理由：道徳の学習全体を通して、もっとも大切にすべきものとして、「命」を位置づけ編修されている。視覚的に児童の興味を引くものなど、多様な教材を取

り入れたり、読み物とコラムを合わせて示したりすることで、道徳的価値について考えることができるように工夫されている。岡山県の「点字ブロック」

や「アマモの再生」を扱った題材も取り上げられている。題材のはじめに学習の筋道が示され、題材末には自分の経験を振り返ったり、今後の生活に生

かす視点をもったりすることができるように構成されている。また、児童が持ちやすいB5サイズにするなど、大きさも工夫されている。

　教科書については12月、市内４か所で展示を行うこととしています（詳細は広報びぜん11月号に掲載）。なお、９月１日の採択結果の公表にあたり発表した教育長メッ

セージを、以下の通り掲載します。

「特別の教科 道徳」の教科用図書について

　　　　 
が考える「教育のまち」

　父が始めたお好み焼き屋の２代目

です。毎年チャレンジ・ワーク（職

場体験）で中学生が来ますが、皆さ

んだいたい緊張してて、モジモジし

てますね（笑）。いつも伝えること

は「飲食業は家事の延長のサービ

ス」ということとか、家でできてな

いこと（家事の手伝い）を店で覚え

てもらうことです。小学生も、調べ

学習で訪ねてきます。よくある質問

の「働いていて楽しいことは？」では、「お客さんが『おいしい！』と言っ

てくれることが楽しいし、うれしい」と話しています。アルバイトに来てく

れている高校生、大学生には、仕事だけではなく、サービスについての勉強

もしてもらいます。例えば、牛丼一杯500円の値段は牛丼のみの価値ではな

く、店員の人件費やサービスも含めた全部のコストだということをよく言っ

てます。

　わが家の教育についてですが、子どもたちには誰とでも話せるようになっ

てほしいので、外国人と接点を作るために、市の国際交流でホームステイの

受け入れをしています。自分の英語力も高まるし楽しいですよ。

　特に力を入れて子どもたちに伝えているのが「あいさつ」です。ちゃんと

あいさつできるまで、何度でもさせます。あいさつから話すことにつながっ

ていき、話すことで自分の気持ちを伝えることができると思っています。人

と話すことが苦手になってほしくないですからね。地域の子どもたちや自分

の子どもも、活発で元気なのが一番です！！私もお客さんに「あそこの兄

ちゃん、元気でよくしゃべるな！おもしろかったな」と思ってもらえるよう

に、お店でもたくさん話させてもらってます（笑）。

私

お好み焼きタマちゃん

若大将　宮谷　公輔さん

校長室へ
ようこそ

　「総体（中学校総合体育大会）壮行

会での校歌は、『肩を組んで歌おう！』

と生徒会に提案しました。みんなが一

つになりますから。学校を大好きに

なって、プライドを持って学校の名前

を言える子になってほしい」。伝統行

事の一つ、合唱祭では、どのクラスも

心ひとつに圧巻の歌声を響かせます。

　地域支援本部の活動は今年で10周年。「地域の人がこれほど支えてくれる学校は

ない。学校中を花でいっぱいにしてくださり、春、休み時間に生徒がチューリップ

の側に座って話している光景を見ると、幸せな気分になります。生徒も地域の人に

は素直になれるようで、大きな声であいさつをしています」

　備前焼まつりでは、３年生がタブレットを使って観光客を案内します。「地域の

人の思いに応えられるよう、『自分も地域の担い手』という意識を育てたい。地区

運動会でボランティアをする生徒もいます」

　中学、高校時代は卓球部で活躍。放課後には卓球部員の練習相手をしています。

休みの日には海外ドラマを見るのが楽しみで、「こんな言い回しもあるんだ、と勉

強になります」という英語の先生らしい一面も。着任１年目で子どもたちにすっか

り溶け込み慕われている校長先生です。

　子どもたちに聞きました！校長先生ってこんな人

　「ノリが良くて今どきな先生」「卓球のアドバイスが的確。

　僕たちも実力がつきました！」「なんでも聴いてくれて頼りになる」
　

教科用図書 採択結果の公表にあたって　

　平成30年度に使用を開始する小学校特別の教科道徳の教科用図書採

択結果につきまして、本日公表の運びとなりました。選定委員会およ

び研究委員会での議論、そして教育委員会による承認過程について広

く市民の皆さんに知っていただきたく、教育委員会としての正式見解

と合わせて、教育長としての私の思いを以下述べます。

　選定委員会の答申は、光村図書「きみがいちばんひかるとき」でした。

議論の過程では異なる教科書を推す声もありましたが、最終的には、私

が最も備前市の子どもたちにふさわしいと考えた教科書と答申とが一致しました。選定委員、研

究委員、事務局、意見を寄せて下さった市民の皆さんに深く感謝いたします。

　各社ともこれまでの副読本で取り上げられた定番の教材が多く使われ、著しく評価が分かれる

ような教科書はなかったように思います。その中で、私が光村図書が良いと考えた大きな理由を

３点述べます。

①教科書をつくる姿勢・スタンスが明確　　

●最も大切にすべきものとして「いのち」を位置付け、全学年を貫いている

●５年生で「国連こどもの権利条約」、６年生で「世界人権宣言」が取り上げられており、命

と人権を学びの根幹に据えている

●子どもたちと保護者向けに平易な「コンセプトムービー」という形で提示。こどもたちにしっ

かりしたメッセージを伝えようとする熱意が伝わってきた

②自ら考え、語り合い、行動につながる ※ 新学習指導要領の重点ポイント

●特定の考え方や結論に子どもを誘導するのではなく、多様な考え方や意見の存在を認めたう

えで、子どもたちが自分の頭で考える方向に導く構成となっている

●ひとりひとりが自らの力を信じ、友達や地域の人たちと力を合わせて課題解決に向け動き出

すための思考を促している

③今日的な課題について児童が考えを深めることができる

●全学年を通じ、いじめ問題に結びつく教材とコラムが設定されており、いじめを「しない」「さ

せない」「傍観しない」力が育まれるように構成されている

●いじめと密接にリンクする情報モラルの問題もしっかり押さえられているだけでなく、そ

れが主に学年前半に配置されており、学級づくりや友達との関係づくりに大切な、学年のス

タートに対応した教材構成となっている

●異文化を理解し世界の人達と協力し合う国際理解教育や、環境教育、キャリア教育について

も、それぞれの題材のもつ価値が児童に実感できるよう構成されている

●グローバル化の時代だからこそ大切な「郷育（ふるさとの伝統や文化に誇りを持ち、アイデンティ

ティを育む（=自己を形成し確立する）教育）」の観点から、岡山県で生まれた「点字ブロック」や、

備前市のこどもたちが取り組んでいる「アマモ再生」といった題材が取り上げられている

　なお、課題解決型といいながら結局はたったひとつの正解が決まっていて、そこに辿り着くた

めの話し合いを誘導するよう構成されている教科書については、選定委員の先生方の厳しい評価

によって、採択候補から外れました。日本人は特に同調圧力が強いと言われますが、ひとつの正

解に向けて「空気を読む子」「先生の顔色をうかがう子」が好まれ、異なる意見を持つことが許

されない教室には絶対したくありません。　

　また国際社会で活躍できる人材を育てていくためには、異なる文化や意見を認めつつ、自分の

頭で考え課題解決に向けて行動する人間、ふるさと備前そして岡山、さらに日本にアイデンティ

ティをもつ人間が求められます。そうした国際社会で通用する備前の子どもを育てることを目指

す教科書を、採択出来たと思います。

　最後に、教科書の選定・採択を決める判断材料には含まれませんが、光村図書の道徳教科書の表

紙は、スタジオジブリでアニメーターを務めていた新井陽次郎氏（第19回文化庁メディア芸術祭・

アニメーション部門新人賞受賞）のイラストが採用され、ネットでは中高生の間で「こんな教科書

で勉強したかった」「いつも持ち歩きたい」と評判になっています。ジブリの世界そのままに、眺め

ているだけで温かい気持ちになれる、これまでの教科書にはなかった「表紙の力」が感じられます。

　備前市教育委員会では、採択理由とともに教科書を市民の皆さんにご覧いただく機会を、年度

内に再度つくります。ぜひ手にとってご覧ください。

平成29年９月１日　　備前市教育委員会 教育長　杉浦俊太郎　

備前中学校

小郷　康弘 校長



6

平成30年備前市成人式

　新成人の対象となる人に、12月中旬に成人式の案内状を送ります。式典

には、案内状を持って出席してください。また、案内状が届かない場合は、

生涯学習課まで連絡ください。

　なお、現在住民票を市外に移している人には、案内状が送付されません

が、当日、会場の『市外受付』で受付を行い、出席してください。

　新成人の皆さん、お誘い合わせて、ぜひご参加ください。

　 と　き 平成30年１月７日㈰　式典10：00～（受付９：30～）
　 ところ 市民センター ホール

◆対 象 者　平成９年４月２日から平成10年４月１日生まれで、備前市に

住民票（11月末現在）がある人または備前市出身の人

◆式　　典　新成人への激励の言葉、記念品の贈呈など

◆式後行事　記念写真撮影など　　

【お願い】

・花束、祝電など（新成人全員を対象とするものは除く）の受付は行いま

せん。会場への配達はご遠慮ください。

・当日は、公共交通機関の利用や乗り合わせに、ご協力をお願いします。

・出席できなかった人は、１月31日㈬までに教育委員会生涯学習課までお

いでください。記念品をお渡しします。

生涯学習課生涯学習係（☎64-1841）

殿土井保育園および伊部幼稚園の卒園児の皆さんへ

園舎に貼り付けられた 『陶板』について

　伊部地区幼保一体型施設の建設工事は、平成29年10月から平成31年３月末ま

での工期で着手しています。新園舎「（仮称）伊部認定こども園」は、現在の

殿土井保育園の敷地に建設され、平成31年４月から開園する予定です。

◆予定する各工事のスケジュール

　今後予定の工事において、次のことをお知らせいたします。

●殿土井保育園の園舎に貼り付けられた『陶板』は、園舎からの剥離が困難で

あるため、陶板の写真撮影を行いアルバムなどで保管いたします。個人撮影

を希望する人は、平成30年１月上旬までに撮影をお願いいたします。

●伊部幼稚園内のモニュメントに貼り付けられた『陶板』は、モニュメントから

の剥離が困難であるため、陶板の写真撮影を行いアルバムなどで保管いたしま

す。個人撮影を希望する人は、平成30年10月までに撮影をお願いいたします。

幼児教育課（☎64-1825）

　毎年、世界人権宣言が採択された12月10日を「人権デー」と定め、12月４日からこの人権デーまでの１週間を「人権週間」として、広く国民の皆さんに

人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。

備前市人権教育･啓発講演会開催
（入場無料・申込不要）

　すべての人が、社会の一員として互いに尊重し、支え合いながら、明る

い笑顔で暮らす「共生社会おかやま」を実現するため、人権問題に気づく

感性や人権感覚を育むきっかけとなる講演会を開催します。

◆と　き　12月９日㈯　13：30～16：00　(受付13：00～ )

◆ところ　吉永地域公民館　ホール

◆講演会　演 題　「虐待の淵を生き抜いて」

　　　　　　　　　～人にも自分にもあたらない社会をめざして～

　　　　　講 師　兵庫県児童虐待等対応専門アドバイザー

　島
しま

田
だ

　妙
たえ

子
こ

さん　

平成29年度 人権啓発標語優秀賞受賞者決定

　人権が尊重された、明るく住みよい社会が築かれるよう、人権意識の高揚をう

ながす標語を募集したところ、2,378点の応募がありました。厳正な審査の結果、

以下の作品が優秀賞を受賞されました。（敬称略）

なかまはずれは、かなしいな。なかよくあそぶと、たのしいよ。　

（伊部小学校１年　藤
ふじ

原
わら

　歩
あゆむ

）

スマホより　ぼくの顔見て　おとうさん　　  （伊部小学校２年　森
もり

本
もと

　健
たけ

琉
る

）

あいさつは　えがおあふれる　花のたね　　   （伊部小学校３年　吉
よし

田
だ

 文
ぶん

太
た

郎
ろう

）

備前の未来！笑顔から！！　世界へ発信！備前スマイル！！　

（香登小学校４年　下
しも

山
やま

　諒
りょう

真
ま

）

咲かせよう　笑顔でそだつ　心の芽　　　　　 （伊部小学校５年　井
い

戸
ど

本
もと

　凜
りん

）

気づこうよ　笑顔でかくれた　心のさけび　　 （吉永小学校６年　藤
ふじ

田
た

　空
ら

生
い

）

あの命　勇気ひとつで　守られる　　　　　　 （日生中学校１年　柴
しば

原
はら

　春
はる

菜
な

）

思いやり　自分の心に　花さかせ　笑顔いっぱいの毎日を　

（伊里中学校２年　小
お

幡
ばた

　葉
は

月
づき

）

何よりも怖いあなたの無関心。気づいてなくす、あらゆる差別。　

（三石中学校３年　芦
あし

田
だ

　佳
よし

野
の

）

その言葉、きちんと責任とれますか？　　　 （備前緑陽高校３年　大
おお

井
い

　夢
ゆめ

美
み

）

認めてもらうと嬉しいね。小さな違いは大事な個性。　  　（一般　橋
はし

井
い

　順
じゅん

子
こ

）

 犯罪被害者の人権を考える
　８月２日の人権教育セミナーで、弁護士の川崎政宏氏から「子どもたちを被害

者にも加害者にもしないために～犯罪被害者の人権を考える～」と題して、講演

がありました。

　講演は、本来被害者である犯罪被害に遭った人が、地域の中で孤立し、周囲か

ら偏見の目で見られるという状況も見られ、決して見逃すことのできない人権課

題であるという内容でした。

：犯罪被害者の人は、具体的にどんな状況に置かれているのですか？

：被害者なのにまるで加害者のように、急に理不尽な状況に置かれるので、当

然気持ちの上で大きなショックを受けます。

：自分がそうした立場に置かれると、「なぜ自分が被害に遭わなければならな

いのか」とか、「身近で起きてほしくない」という気持ちになりますが、実

際どうなのでしょうか。

：犯罪被害に遭うと、その理由を見いだせないまま悩み、苦しむ状況が続きま

す。また、その間、何を一体どうすればよいのか、抜け出すための正確な情

報も得られなくてだんだん孤立して、周りの人たちとの溝が深まっていく人

もいます。

：事件で被害を受けて、その上周りの人との関係で二次被害を受けるという問

題があることを聞いたことがありますが、どういうことですか？

：二次被害と呼ばれるものに、2つの問題があります。１つ目は、マスコミの

過剰取材や誤った報道によって、通常の生活が破壊されるという問題です。

２つ目は、地域の人たちの噂話や風評によって、事実が捻じ曲げられ、まる

で何か理由があったから被害に遭ったかのように思われる偏見の問題です。

：防止する方法はないのですか？

：マスコミへは取材の自粛を申し入れしています。また、犯罪被害者の権利を

守るために、犯罪被害者基本法という法律ができて、国、自治体、国民の責

任で犯罪被害者の支援を途切れなく行うことなどが定められています。

：地域住民として、私たちにできることはないでしょうか？

：普段通りの声かけや接し方をすればいいと思いますが、「心配しているよ」

と言う気持ちを伝えることや思いやり、気遣いなど言葉以外の関わり方を大

切にしてほしい。

　<受講生の声> 

●一人一人が被害者の立場で考えることが大切である。

●被害者のSOSに気づいて、関係機関へつなげ、地域で支えることが二次

被害を防ぐ。

●子どもへの対応として、子どもと信頼できる大人として向き合っていく。

●日頃からあいさつ、声かけを心がけ、関係づくりをしておく。

市民協働課（☎64-1823）、生涯学習課（☎64-1841）
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　　　　 内　容 対 象 と　き（受付） と こ ろ

４か月児健診 ★ 平成29年７月生 ６日㈬　13：00～13：30

総合保健施設【吉永】

★印は

１歳６か月児健診 ★ 平成28年６月生 ₁₃日㈬　13：00～13：30

２歳 6 か月児歯科健診 ★ 平成27年６月生 ₁₄日㈭　12：45～13：15

３歳６か月児健診 ★ 平成26年６月生 ₂₀日㈬　13：00～13：30

かみかみ離乳食と歯の教室 ★ 平成29年２月生 ５日㈫　9：40～10：00

吉永育児相談 乳幼児 １日㈮　9:30～11:30 総合保健施設【吉永】

12月

第 19 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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　2017年１月より、備前病院の婦人科外来を担当し

ています。

　週４日は、岡山大学病院産婦人科に勤務し、こち

らには毎週火曜日に来させていただいています。診

療時間は、午前10時～11時30分、午後１時～３時30

分となっています。婦人科に関する悩みを抱えてい

ても、なかなか受診できずにいる人はたくさんいる

かと思います。生理のトラブルや痒み、不正出血、

汗が止まらない、子宮の下垂感、などなど。

　また初めての受診となるとさらに緊張してしまう

かもしれません。でも大丈夫です。恥ずかしくない

人、緊張をしない人はほとんどいません。皆さんの

そういった気持ちをしっかりくみとって、診療に当

たるよう日々心がけています。

　備前病院では手術は行っておりませんが、がん

検診や超音波検査をはじめ、CT検査、MRI検査と

いった診断に必要な検査はほとんど行うことができ

ます。そして手術が必要と診断される場合には、適

切な病院と連携をとり、患者さんを紹介していま

す。手術が終わった後は、再び備前病院で定期健診

をすることも可能です。

　地域の方々の窓口となって、気軽に皆さんが受診

できるようになればと思っています。まずはがん検

診からはじめてみるのも良いかもしれません。

お待ちしています。

日生地域【森
もり

石
いし

　雅
まさ

行
ゆき

】

　

　平成28年８月に日生地区に赴任した森石雅行です。

　前職退職後、熊本地震の復興支援ボランティア

に参加する中で、行政と地域住民の橋渡しをする

ような役割の重要性を肌身に感じたことが、協力

隊を志願したキッカケであり現在の活動の原動力

にもなっています。

　赴任後、右も左もよく解らない中、まずは地域

の方々を中心に、各関係機関の話を聞いて回りま

した。地域の行事などにも積極的に参加させて頂

き、地域の方々と信頼関係を築く事を意識して過

ごしてきました。

　現在は、受け入れ母体である備前観光協会での

活動を中心に、地域活動への参加や各種委員会へ

の委員としての参画、鹿久居島でのひまわり植

樹、大多府島で耕作放棄地をお借りしての畑づく

りなどを行っています。

　また、日生漁協さんのご協力の下で藻塩づくり

に挑戦するなど、任期後

の定住に向けた模索も始

めています。

　引き続き、大好きな日

生のため備前市のための

活動をして参りますの

で、これからもご指導並

びに応援よろしくお願い

致します。

【作り方】

①だいこんは皮をむき、すりおろす。

②青ネギは小口切りにする。

③ボウルに白玉粉を入れ、だいこんおろし（汁ご

と）と青ネギを加えてねり混ぜる。12等分して

丸餅のように丸める。

④鍋にだし汁を入れて沸かし、③の餅を入れる。

⑤餅が浮いてきたら、味噌を溶き入れ弱火にして

１～２分煮る。

⑥椀に注ぎ、削り昆布をひとつまみ入れ、青ネギ

をちらす。

保健課（☎64-1820）
　保健師・栄養士から健診の結果の見方や検査

値改善のための食事や運動についてのアドバイ

スが受けられますので、ぜひお越しください。 

と　　き ところ
12月７日㈭

9：30～11：30
西鶴山公民館

12月12日㈫ 香登公民館

※今年度特定健診を受診した人は結果を持って

お越しください。

なんでも健康相談 （予約不要）　　　　

保健課

　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

12月19日㈫
９：30～12：30
13：45～16：00

市民センター

献血に

ご協力

ください

備前市美術展覧会入賞者

　5部門に247点の応募がありました。

　（市：市長賞、議：議長賞、教：教育長賞、会：会長賞、

　 優：優秀賞、佳：佳作、敬称略）

◆工　芸　市津高司郎、議草加和枝、教毛利素子、会吉田

ひろ子、優森本勇、中野安佐子、佳岡村昭典、

毛利廣子、甲山雅宥、橋本幸恵、中西伊久子

◆日本画　市寺見房子、議中西信惠、教赤木とし枝、会中

西栄子、優橋本和子、宮本道子、佳山本正子

◆書　道　市古田英子、議山形芳子、教北川真子、会森中

初花、優石井玲子、三村勝子、佳塩飽邦子、吉

信加奈女、 村紀之、 村友佑、吉田真依

◆洋　画　市近馬秀嘉、議近藤佳加、教山本雅則、会橋本

捷岐、優西村千尋、正宗妙子、佳米村蓮三郎、

松原洋子、松原暉文、長井力、黒石大史

◆写　真　市石坂勝治、議片井月世、教毛利素子、会山下

好子、優浦上安彦、松山繁、佳山口義寛、片岡

紀久子、尾川輝子、水野好民、水野三生

市民センター（☎64-1133）

平成29年度 

備前市産業功労者
表 彰

 20年以上同一職場に勤務し、市民の模

範となる人に備前市産業功労者の市長表

彰が授与されました。

（敬称略・順不同）

中島万智子（医療法人草加草仁会草加病

院）、㕝子修、花本哲也、竹中久人（㈱

クラレ鶴海事業所）、中元正義（黒崎播

磨セラコーポ㈱）、野崎和彦（興亜耐火

工業㈱）、島村進、岡本正治、松浦直樹

（品川リフラクトリーズ㈱西日本工場）、

沖誠（セリオ㈱）、鳴瀬啓二（大鵬薬品

工業㈱岡山工場）、岸本和広（日本キャ

スタブル工業㈱）、太田一成（藤田建設

㈱）、谷義弘（㈱フジックス）、友本孝雄

（三石耐火煉瓦㈱）、花房裕次、安良田保

和（㈱ヨータイ日生工場）、庵床勝治（㈱

ヨータイ吉永工場）

まち営業課まち商工係（☎64-2228）

ドクター紹介（備前病院 非常勤医師）

婦人科　　玉田　祥子 医師

Bポイント
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

大根餅の雑煮
＜１人分  エネルギー135kcal、塩分0.9ｇ＞

～ 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】６人分

だいこん 200ｇ、青ネギ 30ｇ、白玉粉 180ｇ

だし汁 900㏄、中味噌 大さじ２

削り昆布 適宜、青ネギ 少々

Bポイント
各3ポイント

Bポイント
3ポイント

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。

12月13日㈬　14：00～15：00

備前病院附属棟２階

「こんなのしてます。腹部超音波！！」

備前病院放射線技師

備前病院（☎64-3385）

糖尿病教室　（要予約）

12月15日㈮　11：30～13：30

備前病院附属棟２階

糖尿病患者や家族など　　 15人

糖尿病食試食、管理栄養士・看護師に

よる講話

500円（なぎさ会会員は無料）

12月６日㈬までに、

　備前病院（☎64-3385）へ

弱視等治療用眼鏡等購入費助成

・市内在住で満９歳から満15歳に達する

日以降３月31日までの人（９歳未満は、

保険適応）

・医師の指導のもとに弱視または斜視の

治療用眼鏡などを購入した人

・買い替えの場合は、前回購入日から２

年経過している人

・申請日において世帯員に市税の滞納が

ない人

購入金額の10分の７（３万円を

上限）

代金支払いが終了した日の属す

る年度内

医師が発行する処方せん、購入した

眼鏡などの領収書、医師による指示書

（必要な場合のみ）、印鑑、通帳

子育て支援課（☎64-1853）

東備西播定住自立圏
巡回展「Ｗｅ love 城！」

（入館無料）

　定住自立圏の事業として、備前市・赤

穂市・上郡町の城跡に関係する資料を紹

介します。

12月６日㈬～１月８日㈪ ９：00～16：30

加子浦歴史文化館

火曜日、祝日の翌日、

　年末年始（12月29日～１月３日）

加子浦歴史文化館（☎72‒9026）

ワークショップ
「トンボ玉をつくろう！」

　備前市内の古墳から出土したガラス玉

にちなんで今回は、カラフルなトンボ玉

をつくってみましょう。

12月16日㈯　①10：00～　②13：30～

埋蔵文化財管理センター

300円

各回20人

火曜日

12月11日㈪

埋蔵文化財管理センター

　　（☎92-4300）

日本遺産魅力発信推進事業

特別巡回企画展
　 「六古窯の原点と未来」

　日本遺産「きっと恋する六古窯－日本

生まれ日本育ちのやきもの産地－」の認

定を記念して、六古窯の歴史を学びなが

ら、新たな可能性を模索し伝統をつくっ

ている六古窯の作り手の作品を展示しま

す。

12月15日㈮～１月７日㈰

　９：00～17：00（入館は16：30まで）

備前焼ミュージアム

月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年

始（12/29～1/3）

　※12月14日㈭は展示替えのため休館

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）

市営墓地使用者募集

【向山墓地】　　３区画

【恵下墓地】　　６区画

【宿小池墓地】　４区画

【寒河墓園】　　３区画

【頭島墓園】　　３区画

　備前市に本籍または、住所を有する人

※ただし、申し込みは一世帯あたり１区

画まで

12月１日㈮～15日㈮17時

　※土・日・祝日は除く

　※【輿七郎谷霊苑】

　　11区画は随時受付中

所定の申込用紙で申し込みくだ

さい。１区画に申込者が２人以上の場

合は抽選により決定します。

環境課（☎84-3501）・

　日生総合支所管理課（☎72-1104）

いんべ会館　受講生募集

12月１日㈮から、

　いんべ会館（☎64-0890）へ

第６回ライフサポート講座

『福祉施設見学』

12月12日㈫　９：00～12：40

【見学先】いやしの杜 備前、

　　　　　　紅葉川荘（紅葉の里）

※８：45までにいんべ会館へ集合

100円（保険料など）

25人（先着順）

第８回ふれあいサロン講座

おもてなし料理に挑戦

『オシャレな料理で年末・年始の

  おもてなししてみませんか！』

12月19日㈫　10：00～13：00

いんべ会館

杉本明美先生（料理研究家）

15人（先着順）

500円（材料代）

エプロン・三角巾

そば打ち体験講座

　そば作りに挑戦！

　打ち立てのそばを食べて年を越しませ

んか？

12月16日㈯　９：30～12：00

日生地域公民館

500円

市内在住・在学・在勤の人

15人（先着順）

12月１日㈮～９日㈯

日生地域公民館

　（☎72-1006　FAX72-1098 ）

ウィズびぜん “ 虹の広場 ”

ペーパービーズのアクセサリー作り

～包装紙を使って～

１月12日㈮　10：00～12：00

ウィズびぜん

100円

10人（先着順）

ウィズびぜん登録団体：エコロジー

東備

12月25日㈪までに

　市民協働課（☎64‒1823）へ

新春 将棋・囲碁大会

いんべ会館（☎64-0890）

いんべ会館

各1,500円（昼食代等含む）

第18回新春将棋大会

１月13日㈯　９：30～（受付９：00～）

１月10日㈬

第18回新春囲碁大会

１月21日㈰　９：30～（受付９：00～）

１月17日㈬

Bポイント
3ポイント

Bポイント
3ポイント

　伊里地区文化祭

　今秋も市内各地区で文化祭が開催されました。伊里地区でも10月28日から29日

に伊里小学校体育館で伊里地区文化祭が開催され約600人の参加者がありました。

29日の芸能発表会では20団体

の発表があり、小、中学校有

志による論語朗誦も行われま

した。地元に旧閑谷学校など

日本遺産を有する伊里地区と

して、自らその誇りを継承

し、地域活性化の機運を醸成

しています。

 ▲清親幸子さん（香登） ▲柴田梅野さん（佐山）  ▲横山茂子さん（浦伊部）  ▲竹内健一さん（香登本） ▲清親幸子さん（香登） ▲柴田梅野さん（佐山）  ▲横山茂子さん（浦伊部）  ▲竹内健一さん（香登本）
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水道管の凍結に注意を！

　気温がマイナス４度以下になると、水

道管が凍ったり、破裂したりすることが

あります。

◆凍結防止対策

　水道管が露出した屋外で風当たりの強

いところにある場合は、露出している

水道管や蛇口に保温材や布を巻き、そ

の上からビニールテープなどを巻いて

保温してください。

　また、水道管内の水が常に流れた状態

であれば、水は凍りにくくなります。

就寝前に浴室などの蛇口から水を少量

出しておくことで凍結を予防できる場

合もあります。

※出した分の水については、水道料金が

かかりますので、出し過ぎにはご注意

ください。

◆凍って水が出ないとき

　自然にとけるのを待つか、凍った部分

にタオルを被せ、ぬるま湯をゆっくり

かけてとかしてください。（熱湯をか

けると破裂することがあります）

◆水道管が破裂したとき

　メーターボックス（量水器の箱）内の

止水栓を閉め、修理を業者に依頼して

ください。

　自宅内の水道管の修理は、市が認定

した最寄りの指定給水装置工事事業者

または東備水道管工事協同組合（☎66-

8941）へ依頼してください。また、道路

（公道）での漏水は、上下水道課（☎66-

9793）へご連絡ください。

事業主の皆さんへ
償却資産の申告期限は
　　　　　　１月 31 日です

　償却資産とは、土地・家屋以外の事業

用資産（機械〔太陽光発電設備を含む〕、

器具、備品など）で、その減価償却額が

所得の計算上損金または必要経費に算入

されるものをいいます。

　個人ならびに法人の事業主は、１月１

日現在で、市内に所有している償却資産

について１月31日までに申告をする必要

があります。申告は税務課もしくは各支

所に申告書を持参するか郵送での提出に

なります。

　また、インターネットを利用した電子

申告eLTAX（エルタックス）でも可能

です。eLTAXのご利用に関しては、地方

税電子化協議会（http://www.eltax.jp/）

にてご確認ください。

税務課（☎64-1816）

建物を取り壊したら、すぐ届け出を

　すでに取り壊して、なくなっている建

物はありませんか？

　建物を取り壊しても届出をせずそのま

まにしておくと、いつまでも税金がかか

ります。取り壊した建物がありました

ら、税務課資産税係までご連絡ください。

税務課（☎64-1816）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　12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）

12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（クリスマスリースづくり）

◆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）

　　１月号でＢポイントの賞品を発表します！！

　今年も残りわずかとなりました。慌しい時期ですが、健康

に気をつけて、よい年を迎えましょう。

いよいよ、１月号で賞品を発表します。お楽しみに！

◆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（☎64-1820）

※月初めに収集の備前地域にお住まいの人で、年始の収集開始前に汲み取りが

必要な場合は、担当業者へ直接連絡してください。

し尿の収集

斎　　場 年末年始の業務日

備 前 斎 場

日 生 斎 場

 年末   12月31日㈰まで
 年始   １月３日㈬までに受付したものを４日㈭から執行
※市外は１月４日㈭から受付〔執行は１月５日㈮から〕

和 気 火 葬 場
 年末   12月30日㈯は休業　12月31日㈰は執行
 年始   １月４日㈭から執行

内　容 年末年始の業務日

備前

吉永

収集  年末   12月29日㈮まで　　 年始   １月４日㈭から

ごみの持ち込み
受付(☎62-0894)

 年末   12月28日㈭まで　　 年始   １月４日㈭から

日生

収集  年末   12月29日㈮まで　　 年始   １月４日㈭から

ごみの持込み
 年末   12月28日㈭午前11時30分まで
 年始   １月４日㈭から

備前
日生
吉永

粗大ごみの収集
受付(☎62-9530）

年内の収集をご希望の人は12月22日㈮までに
申込みをしてください。

 年末   は12月28日㈭まで、 年始   は１月４日㈭

から通常どおり業務を行います。

※配布済の日程表を参考にしてください。

年末・年始の業務
市役所・各総合支所・各出張所

ごみの収集

火葬の執行

⎫
｜
⎬
｜
⎭

12月は市税等滞納一掃強化月間
　市では、12月を市税等滞納一掃強化月間として、滞納対策に取り

組みます。督促状・催告書が届いている人で、まだ納付されていな

い人は、市役所・金融機関で至急納付してください。納付も連絡も

ない場合、大多数の期限内納税者との公平性を保つため、法律に基

づく処分を行うことになります。

岡山県市町村合同公売会のお知らせ

　「岡山県市町村合同公売会in岡山」

が開催されます。県や各市町村が差押

えた動産などが一堂に会し、充実の品

揃えとなっております。ネットオーク

ションとは異なり、じっくり現物を確

認したうえで、良い品を安くお買い求

め頂けるチャンスです。ぜひお越しく

ださい。

※公売会とは、税の公平性と自主財源の確保をするため、市税など

の滞納処分の一環として、差押えた財産を入札により売却し、滞

納税に充てるものです。なお、未成年の人は入札できませんので

ご了承ください。

◆と　き　12月３日㈰　開場９：00

◆ところ　体験学習施設　百花プラザ（岡山市東区西大寺南1-2-3）

◆出品予定数　約300点（自動車・家電製品・ブランド物・美術品・

日用品など）出品予定一覧は、岡山市のホームペー

ジに掲載されています。

 

くわしくは　　

　

◆持参物　 購入代金・本人確認書類（運転免許証、保険証等）・印

鑑（認印可、法人の場合は代表印）・代理人の場合は委

任状（法人の代表者以外が来場される場合は委任状が必要）

税務課収納推進係（☎64-1814）

業　　者 年末年始の業務日

備前

㈲カナカエコシステム
（☎64-2749)

 年末   12月26日㈫まで ※申し込み25日㈪15時まで

 年始   １月４日㈭から

㈱備前浄化槽管理
センター（☎66-7612）

 年末   12月28日㈭まで ※申し込み22日㈮まで

 年始   １月５日㈮から

日生
㈲日生環境
（☎74-0314)

 年末   12月28日㈭まで ※申し込み20日㈬まで

 年始   １月５日㈮から

吉永
和気環境サービス
（☎93-0473)

 年末   12月28日㈭まで ※申し込み15日㈮まで

 年始   １月４日㈭から



◆開館時間　9：30～18：00

◆休館日　毎週月曜日と 24日㈰、28日㈭、

　　　　　　　　　　年末29日㈮、30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

19日㈫ 10：30～11：30

9日㈯ 10：30～11：30

７日㈭ 10：30～11：30

２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

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）

12月
就学前の親子がいつでも利用できます。
くわしいイベント日程は備前市HPを
ご覧ください。

☎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（12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）

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

12月

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

13日㈬

と　　き と　こ　ろ

12日㈫

14日㈭

15日㈮

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

いんべ通園センター

香 登 公 民 館

伊 部 公 民 館

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

11：00～11：30

13：30～14：00

15：15～15：45

１日㈮

身体を動かして遊ぼう　
※備前プレーパークの方がプレーカー
　で来てくれます。

８日㈮

15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

22日㈮ えがおルームで遊ぼう

クリスマスグッズを作ろう
※材料代150円

■「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。

12月 休日当番医

橋本医院　　　　 日生 ☎72-3668
北川病院　 和気町和気 ☎93-1141

小林クリニック　 伊部 ☎63-3212
こまざわ小児科医院　伊部 ☎63-3080

備前病院　　　　 伊部 ☎64-3385
吉永病院　　　 吉永中 ☎84-2120

木村医院　　　 西片上 ☎64-2277
小谷医院　 和気町和気 ☎93-0555

星合医院　　　 香登西 ☎66-7100
大田原医院 和気町大田原 ☎93-0035

橋本医院　　　　 日生 ☎72-3668
北川病院　 和気町和気 ☎93-1141

３日
㈰

10日
㈰

17日
㈰

23日
㈯

24日
㈰

31日
㈰

■上下水道課（☎66-9792）

■税務課（☎64-1814）

※便利な口座振替の手続きは、お取引のある金融
機関窓口で！市では滞納整理を強化しています。

納
税

水道・下水道料金

市・県民税（４期）、国民健康保険

税（６期）、後期高齢者医療保険料

（６期）、介護保険料（７期）の

納期限は、12月25日㈪です。

水道料金および下水道使用料の
納期限は、12月18日㈪です。

※市税等については、納期限までに納付されない
と、延滞金が課せられますのでご注意のうえ納
期限内に納付してください。

弁護士による法律相談
（離婚、相続、消費者被害など）

司法書士による相談 
（サラ金、 登記など）

▼　と　き ▼　相談会場・電話

12日㈫　13：00～16：00

19日㈫　10：00～15：00

19日㈫　13：00～

社会福祉協議会（備前）■☎64-3033
要予約　１週間前から

日生総合支所１階　　 ■☎72-1104
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

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

19日㈫　13：00～15：00

15日㈮　10：00～12：00

20日㈬　13：00～15：00

19日㈫　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

吉永地域公民館　　　 ■☎84-2511

市民センター４階講習室　■☎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

19日㈫　13：00～15：00

15日㈮　10：00～12：00

市民センター４階講習室　■☎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

保健課保険医療係　　■☎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

市民センター４階講習室■☎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12月の相談

年金相談
１月18日㈭
　　10：00～15：00

市民センター４階会議室  １か月前から予約受付開始

■☎64-1818・☎72-1102・☎84-2511

１月の相談（12月からの予約受付）

毎週㈭　13：00～15：00

■総合運動公園使用予約（１月分）

12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・祝・年末年始（26日㈫、27日㈬および１月５日㈮、
　 ６日㈯） は17時までとなります。）
　（シーサイドプールひなせ11：30～20：30
　 土・日・祝日は11:30～17:00までとなります）
◆休園（館）日　毎週月曜日
　※24日㈰は各施設にお問い合わせください。
　※年末年始休園（館）日　12月28日㈭～１月４日㈭

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）

☎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

問

問
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