
月号

⃝発行／備前市役所　〒₇₀₅︲₈₆₀₂ 岡山県備前市東片上₁₂₆
　　　　☎₀₈₆₉︲₆₄︲₃₃₀1（代表）　FAX₀₈₆₉︲₆₄︲₃₈₄₅（代表）
⃝URL http://www.city.bizen.okayama.jp/
⃝Eメール bzkouhou@city.bizen.lg.jp
⃝毎月1日発行　⃝編集／秘書広報課広報・SNS係　☎₀₈₆₉︲₆₄︲₁₈₀₀

※₁₂月₃₁日現在
（　）内は前月比

世帯数　₁₅︐₇₆₇（－₁世帯）
　男　　₁₆︐₉₄₇ 人 ⎝－₂₃人⎠
　女　　₁₈︐₃₃₅ 人 ⎝－₁₁人⎠
総人口　₃₅︐₂₈₂ 人 ⎝－₃₄人⎠

◆ ₁₂ 月中の異動状況
・出生 ₁₁人　・死亡 ₅₂ 人
・転入 ₈₉人　・転出  ₈₂ 人

人口の動き

平成30年

月号

1

 ひなせかき祭

◆ところ

　日生町漁業協同組合「五味の市」周辺広場

　日生かきの販売をはじめ、かきむき体験、焼かき

体験コーナーの設置、ＪＲ利用特典抽選会などが行

われます。

※２月25日㈰は、会場周辺が交通規制となります。

　ＪＲ日生駅前から会場への往復シャトル船（無料）

を運行いたしますので、ぜひご利用ください。 

里海・里山課（☎64-1836）

文部科学大臣表彰

　日生中学校が、社会的、職業的自立に向け必要な基盤と能力や

態度を育てる教育の充実発展に尽力し、顕著な功績が認められ

た学校などに贈られるキャリア教育優良教育委員会、学校及び

PTA団体等文部科学大臣表彰を受賞しました。

　日生中学校では、聞き書き活動による言語活動の充実、自己肯

定感を高める取組の推進を図るとともに、地元への理解・愛着・

誇りを育む教育を目的とし

て、アマモをテーマに、漁業

関係者との交流や体験学習な

どに取り組むことで、働くこ

とに対する興味･感心が高ま

り、将来のビジョンを持てる

ようになりました。さらに、

全国学力学習状況調査におけ

る平均正答率が全国を上回る

ほか、家庭学習時間が増加す

るなどの成果が認められまし

た。

２月₂₅日㈰
₉：₀₀～₁₅：₀₀

　「カキ」のシーズンは、日生町内道

路や五味の市周辺が大変混雑しますの

で、JR等の公共交通機関をご利用くだ

さい。なお、２月４日㈰正午、日生港

において「源平放水合戦」が行われ、

一時通行止めとなる場合がありますの

で、ご注意ください。

　１月７日㈰、備前市市民センターで平成30年備前市成人式が行われ、洋装や振袖などで着飾った新成人294人が参加しました。

　式典では、新成人を代表して実行委員に花束や記念品が贈られ、来賓から暖かいお祝いのお言葉を頂きました。式典の最後

を締めくくる謝辞では、新成人代表の河内位織さんが「いかなる状況でも、自分の中での最大限のパフォーマンスができる責

任ある社会人として歩んで行く」と力強く決意を述べました。そして式後、卒業した中学校の恩師からのビデオレター上映と

記念撮影が行われ、懐かしい旧友との再会に笑顔がはじけ、会場は大いに盛り上がりました。

　今年の備前市の新成人は322人（男性149人　女性173人）です。

▲平成30年備前市成人式 実行委員　　
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　一般会計は、歳入225億2,276万円に対

し、歳出は218億5,552万円で、翌年度へ繰

り越す事業の財源1億9,087万円を差し引

くと4億7,637万円の黒字決算となりまし

た（表①）。

　このうち、２億5,000万円は、財政調整

基金に積み立てました。

　歳入は、前年度より1.0％減少したもの

の、自主財源の歳入全体に占める割合は

45.9％と前年度から3.1ポイント増加しま

した。主な要因は、依存財源である地方交

付税の減少と自主財源であるふるさと納税

寄附金を原資としたまちづくり応援基金か

ら取り崩した繰入金の増加です。

　歳出は、前年度より0.5％増加しました。

主な要因は、小・中学校のフューチャー

ルームやエアコン、トイレ整備などで、教

育費が前年度より25.4％増加しました。な

お、特別会計等を含む主な建設事業を表②

に掲載しています。

備前市の財政

平成28年度の一般会計などの決算が、備前市議会の11月定例会で認定されました。

一般会計 特別会計

決算 219億円
平成28年度 一般会計

　特別会計（11会計）では、歳入105億4,910

万円に対し、歳出100億4,270万円で、５億

640万円の黒字決算となりました（表①）。

　

 表② （単位 : 万円）

事　　業　　名 金　　額

小・中学校フューチャールーム、
エアコン、トイレ整備事業 60,226

幼保一体型施設整備事業 46,06₇

防災行政無線整備事業 41,96₇

道路等新設改良事業 30,564

光通信施設整備事業 22,980

離島定期船建造 11,880

中学校耐震化事業 11,209

水道施設建設改良事業 30,8₇1

下水道施設建設改良事業 16,₇64

病院施設建設改良事業 5,82₇

　水道事業会計の資本的収支の不足額３億₇,29₇万円は、当年度分消費税資本
的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補塡しました。
　下水道事業会計の資本的収支の不足額３億5,890万円は、当年度分消費税資
本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補塡しました。
　病院事業会計の資本的収支の不足額２億1,359万円は、過年度分損益勘定留
保資金で補塡しました。
※特別会計は、各内訳を表示単位で四捨五入しているため、合計と一致しない

場合があります。

普通会計とは…

　一般会計と特別会計の一部を合わせて、自治体間で比較可能となるよう全国共通

の基準で考えられた会計の単位です。備前市では、一般会計並びに土地取得事業、

飲料水供給事業及び駐車場事業の特別会計が普通会計に属する会計です。

・都市計画税　　18,665万円・地方消費税交付金　64,421万円（うち社会保障財源化分　29,593万円）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当事業 都市計画税の充当事業

 表①  （単位 : 万円） 

会　　計　　別 歳　　入 歳　　出 差　　引

一 般 会 計 2,252,2₇6 2,185,552 66,₇24

特 別 会 計 1,054,910 1,004,2₇0 50,640

特

別

会

計

の

内

容

国 民 健 康 保 険 事 業 569,₇33 544,228 25,505

土 地 取 得 事 業 ₇48 350 398

三石財産区管理事業 ₇36 510 226

三国地区財産区管理事業 ₇68 135 633

浄 化 槽 整 備 事 業 2,601 1,94₇ 654

後期高齢者医療事業 56,49₇ 56,114 383

介 護 保 険 事 業 390,41₇ 369,668 20,₇49

飲 料 水 供 給 事 業 3,022 2,532 490

宅 地 造 成 分 譲 事 業 1,186 1,039 14₇

駐 車 場 事 業 5,004 4,141 863

企 業 用 地 造 成 事 業 24,199 23,604 595

水 道 事 業
会 計

収 益 的 収 支 83,213 ₇2,306 10,90₇

資 本 的 収 支 2,2₇0 39,56₇ △ 3₇,29₇

下水道事業
会 計

収 益 的 収 支 188,698 229,9₇4 △ 41,2₇6

資 本 的 収 支 122,352 158,242 △ 35,890

病 院 事 業
会 計

収 益 的 収 支 511,448 50₇,349 4,099

資 本 的 収 支 20,288 41,64₇ △ 21,359

（単位：万円）

事　業　名　等 事業費

財源内訳

特定財源 一般財源

国　庫
支出金

県
支出金

その他
うち地方消費税
交付金（社会保
障財源化分）

社会福祉（自立支援給付事業
ほか9事業） 135,8₇8 ₇2,661 22,0₇4 2,8₇4

185,433 29,593社会保険（介護保険事業特別
会計繰出金　ほか３事業） 162,688 4,1₇9 24,005 0

保健衛生（子ども医療費助成
事業　ほか3事業） 14,3₇1 46 1,646 19

合　　　　　計 312,93₇ ₇6,886 4₇,₇25 2,893 185,433 29,593

（単位：万円）

事　業　名　等 事業費

財源内訳

特定

財源

一般財源

都市計画税 その他

公営企業会計における
都市計画事業（公共下
水道事業）に対する繰
出し

141,₇62 0 18,340 123,422

都市計画事業関連の市債
償還 2,515 0 325 2,190

合　　　　　計 144,2₇₇ 0 18,665 125,612



2018.2

3

　本市の平成24～28年度の普通会計の決算を、サラリーマン家庭の家計簿

に例えてみました。

　平成28年度の年収は、給料とパート収入を合わせて92億1,400万円です

が、これに親からの仕送りや借金を重ねて225億8,600万円の生活を送って

います。給料と親からの仕送りは、年々減少傾向となっています。住宅

ローンの借り入れを減らす一方で、生活費が不足することから、貯金の払

出しや使い道が決められていない生活ローンの借り入れを行いました。

　また、食費は市町村合併から徐々に切り

詰めていましたが、そろそろ限界に達して

います。家族の医療費や子どもたちへの仕

送りは引き続き増加傾向であり、友人への

援助は高止まりしています。

※平成26年度から、下水道事業が企業会計

へ移行したため、繰出金が補助費等へ振

り替わっています。

（１）実質公債費比率
　実質公債費比率は、地方債などの借金の返済額が、財政規模に対してどの程度を

占めるかを示す比率です。

　平成28年度は12.3％と前年度から0.4ポイント改善しました。

　しかしながら、県内都市の中では依然として高い水準にあります。

（２）経常収支比率
　人件費や公債費などの経常経費に市税などの経常的な収入がどの程度充てられて

いるかを見るもので、その割合が高いほど財政運営に余裕がないということにな

り、市の場合は₇5％程度が妥当とされています。

　平成28年度は94.₇％で前年から3.₇ポイント悪化しました。

１　家計簿に例えると

２　財政悪化の要因と対策

３　財政指標は黄信号

４　特別会計・企業会計への繰出金の状況 ５　今後の財政見通し

（１）市税の減少
　本市の収入の21.8％は、市民や法人から納めてい

ただく市税で占められています。また、地方の規模

等による財源の不均衡を是正する目的である地方交

付税（臨時財政対策債を含む）は34.0％です。

　景気は緩やかな回復傾向にありますが、納税義務

者の減少や地価の下落等により市税の減少が続いて

います。

（２）借金返済のピークはこれから
　平成28年度末の市債残高は、企業会計分を含める

と前年度より19億1,900万円減少の41₇億9,200万円

となり、市民一人当たりでは約11₇万4,000円の借金

を抱えています。現在は減少傾向にありますが、こ

れから新庁舎整備事業などの大規模な建設事業によ

る借金返済が予定されており、平成34年度前後に

ピークを迎える予定です。

（３）財政悪化に備えて貯金をしています
　市の貯金である基金は、平成28年度末では前年度から

７億3,000万円増加し、112億400万円となり、収支不足

を補うための財政調整基金が39億8,600万円、将来負担

軽減のための減債基金14億5,900万円、特定の目的にの

み利用できる特定目的基金が52億5,200万円、定額運用

基金である土地開発基金が5億₇00万円でした。これから

の市税の減少と借金返済に備え、貯金を増やしています。

繰出金は高止まり傾向
　高齢者の増加により、介護保険事業、

国民健康保険事業、後期高齢者医療事業

への繰出金が高額なまま推移しています。

　また、下水道事業への繰出金は、近年

減少傾向にあるものの、普通会計の支出

の約1割弱を占めています。これは、下

水道事業を行うためには、多くの費用が

掛かり、それを料金収入だけで補うこと

が出来ないためで、平成28年度は18億

3,800万円を繰り出しました。

　本市の財政見通しは、緩やかな回復基調にある企業業績から若

干の持ち直しが見込まれますが、人口減少により個人市民税の減

収に歯止めがかからず、税収面においては引き続き大変厳しい状

況にあります。また、普通交付税についても人口減少や合併によ

る恩恵の縮減により減少が見込まれます。このような状況に対応

するため、新庁舎整備事業、ごみ処理施設整備事業や幼保一体型

施設整備事業については、元利償還金の₇0％が普通交付税措置さ

れる合併特例債を活用します。また、当面避けられない人口減少

に的確に対応していくため、「備前市まち・ ひと・ しごと創生総

合戦略」に基づき、子育て支援、教育、定住促進などに重点を置

き、市の将来を見据え、引き続き最少の経費で最大の効果を挙げ

ることを常に意識し、持続可能な財政運営を目指します。

総合政策部財政課（☎64-1810）　　E-メール　bzzaisei@city.bizen.lg.jp

● 家計の状況 （単位：百万円）

区　　　　分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

収　　　　　入 19,133 18,990 20,930 22,825 22,586 

給　　　料 （市税） 5,309 5,138 5,029 4,941 4,926 

パート収入（使用料・手数料、分担金・負担金、繰越金等） 1,037 1,145 1,484 4,396 4,288 

貯金の払出し （繰入金） 72 80 229 433 1,161 

親からの仕送り（地方交付税、国県補助金等） 10,857 10,997 11,716 10,978 10,745 

住宅ローン （市債：投資的事業費充当） 951 710 1,591 1,377 916 

生活ローン （市債：臨時財政対策債） 907 920 881 700 550 

支　　　　　出 19,133 18,990 20,930 22,825 22,586 

食　　　費 （人件費） 3,108 3,076 3,048 2,901 2,919 

家族の医療費 （扶助費） 2,022 2,057 2,171 2,181 2,504 

光 熱 水 費 （物件費） 1,954 2,109 2,307 3,867 4,011 

車や家財の修理代（維持補修費） 155 147 144 141 174 

子どもたちへの仕送り（繰出金） 3,376 3,470 1,754 1,800 1,831 

借金の返済 （公債費） 1,991 1,949 1,777 2,000 1,724 

家の増改築費 （普通建設事業費、災害復旧費） 3,090 2,786 4,281 2,881 3,050 

友人への援助 （補助費等、投出資、貸付金） 1,897 1,954 4,049 4,371 4,081 

貯　　　金 （積立金） 778 624 219 1,640 1,607 

そ　の　他 （歳計剰余金） 762 818 1,180 1,043 685 
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■社会保障・税番号制度（マイナンバー制度)
　について

　平成28年分以降の確定申告書提出の際には、「マイナン

バー（12桁)の記載」と「本人確認書類の提示または写しの

添付」が必要です（マイナンバーの記載漏れ、記載誤りには

十分ご注意ください）。※本人確認書類（①または②のいず

れかが必要です）

　①マイナンバーカード

②マイナンバー通知カード＋運転免許証、パスポート、健

康保険証、身体障害者手帳など（写真表示のない身元確

認書類の提示または写しの提出をするときには２種類以

上必要です）

※e-Taxをご利用の場合には、「本人確認書類の提示または

写しの添付」は不要です。

■市県民税申告が必要な人（例）

　平成30年1月1日現在、備前市に住民登録がある人で、

○平成29年中に農業などの所得があり、確定申告書の提出

を要しない人

○年末調整を受けた人で給与所得以外に20万円以下の所得

がある人

　○給与を２ヶ所以上から受けている人

　○収入がなかった人や非課税収入のみの人で、市内に住所

がある人の扶養親族になっていない人

※申告が必要な人が申告をしない場合、所得証明書の交付

や国民年金保険料の免除申請ができません。また、国民

健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減を受けること

ができません。

■所得税の確定申告が必要な人（例）

○事業所得や不動産所得がある人…平成29年分の所得金額

の合計額が所得控除の合計額を超える人

○給与所得がある人…給与の年収が2,000万円を超える人、

年末調整を受けていて給与所得以外の所得金額の合計額

が20万円を超える人、２か所以上から給与を受け、年末

調整をされていない給与の収入が20万円を超える人　

○公的年金等がある人…公的年金等に係る雑所得以外の所

得金額が20万円を超える人

※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金

等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合に

は、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、市

県民税の申告が必要な場合があります。

※この期間は左記会場で相談していますので、

　相談会場以外では申告相談ができません。ご注意ください。

公的年金だけを受給
　されている皆さん

「年金申告
　　相談会」
　　　　を行います。
　確定申告期間中は、会場が大変

混雑します。公的年金だけを受給

されている人は、この機会に申告

に必要な書類を持参のうえご来場

ください。

◆と　き　２月１4日㈬

　　　　　２月１５日㈭

　　　　　9：00～16：00

◆ところ　リフレセンターびぜん

平成29年分確定申告の相談および申告

書の受付は、

2月16日㈮から3月15日㈭まで

※土・日を除く

◆ところ　瀬戸税務署

　ママカリフォーラム

　（岡山市北区駅元町14番1号　

　  岡山コンベンションセンター２階）

◆相談時間　9：00～17：00

　（受付は8：30～16：00）

※ママカリフォーラムでは、２月18日

と２月25日の日曜日にも確定申告相

談を行います。

※申告書の作成は、便利な「e-Tax」

をご利用ください。

　国税庁ホームページで検索できます。

申告
受付
期間

瀬戸税務署からのお知らせ

２月１６日㈮から３月１５日㈭

市県民税・所得税及び復興特別所得税 の申告 お忘れなく
申告相談会場のご案内（受付時間9：00～16：00　大多府会館を除く）

■申告に必要なもの（例）

＜ご注意ください＞　市役所では、所得税の青色申告や消費税の申告相談は行ってお
りません。税務署にお問い合わせください。

※庁舎建替えにより会場が一部変更となっていますのでご注意ください。

月　日 会場および対象

2月16日㈮ 東鶴山公民館 東鶴山地区

19日㈪ 西鶴山公民館 西鶴山地区

20日㈫ 香登公民館 香登地区

21日㈬ 備前市民センター2階講座室 片上地区

22日㈭ リフレセンターびぜん  備前市全域 

23日㈮ リフレセンターびぜん 伊部地区

26日㈪ 三石出張所　別棟 三石地区

27日㈫ 伊里公民館 伊里地区

28日㈬

吉永地域公民館 吉永町全域3月1日㈭

2日㈮

5日㈪

日生町漁協 頭島支所 諸島地区

大多府会館 13：00～16：00 大多府地区

紅葉会館 神根地区

6日㈫
日生町漁協 漁業関係

三国出張所 三国地区

7日㈬ 寒河コミュニティセンター 寒河地区

8日㈭

防災センター（日生） 日生町全域
9日㈮

12日㈪

13日㈫

14日㈬
備前市民センター2階講座室  備前市全域 

15日㈭

共通するもの

・印鑑（納付する所得税を口座払にする場合は通帳の登
録印が必要）　

・口座名義や口座番号がわかるもの（所得税の還付や、
納付する所得税を口座払にする場合に必要）

・本人確認書類（①又は②のいずれかが必要です）
　①マイナンバーカード
　②マイナンバー通知カード＋運転免許証、パスポート、

　健康保険証、身体障害者手帳など

給与収入がある人
平成29年分給与所得の源泉徴収票の原本

（給与が複数ある人は全ての源泉徴収票）

厚生年金や国民年金などの公的
年金の収入がある人

平成29年分公的年金の源泉徴収票の原本
（年金が複数ある人は全ての源泉徴収票）

生命保険契約等の個人年金また
は満期保険金等の収入がある人

生命保険契約等の個人年金または満期保険金や解約保険
金の支払証明書で、収入金額と支払保険料（必要経費）、
源泉徴収税額等が分かるもの

営業・農業等の事業収入や不動
産収入がある人

収支内訳表と収入金額、必要経費の項目別明細と領収書
※必ず、収入・経費のそれぞれの項目ごとに集計してお

いてください。

医療費控除を受ける人

医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明
細書（※どちらか一方の選択適用になります）
医療費通知、医師の発行したおむつ使用証明書
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、健康
保持増進等の一定の取組を行ったことを明らかにする書
類。
※必ず、事前に人ごと、医療機関ごとで集計した明細書

を作成しておいてください。

社会保険料控除を受ける人
国民年金保険料の控除証明書、任意継続の健康保険料支
払証明書、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医
療保険料などの領収書

障害者控除を受ける人
障害者手帳等を交付されている人は障害者手帳等
要介護認定を受けている人は介護福祉課が発行した証明
書

生命保険料控除・地震保険料控
除を受ける人

一般生命保険契約、介護医療保険契約、個人年金保険契
約に係る保険料や掛金の支払証明書、
地震保険や旧長期損害保険の保険料や掛金の支払証明書

寄附金控除を受ける人
寄附をしたことを証明する領収書等その他一定の書類。
※ふるさと納税について確定申告をする場合は、寄付金

受領証明書の添付が必須となります。
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　9月6日㈬に岡山県消費生活センターの矢吹香月氏から、「消費者被害と人権」と

題して講演がありました。その中で近年高齢者が消費者被害にあうことが多いという

実態が明らかになりました。被害を防ぐために、自分自身が被害にあわないことも含

めて、地域の中で私たちにできることがあります。

実態は

生涯学習課（☎64-1841）税務課（☎64-1815）　瀬戸税務署（☎086-952-1155）

■特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき
　（医療費控除の特例）
　【セルフメディケーション税制】

　健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして「一

定の取り組み」を行っている人が、平成29年1月1日以後に

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために

特定一般用医薬品等購入費（※）を支払った場合には、一定の

金額の所得控除（医療費控除の特例）を受けることができます。

　セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際

に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額（保険金など

で補填される部分を除きます。）から1万２千円を差し引い

た金額（最高8万8千円）です。

※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される

医薬品（医療用医薬品）から、ドラッグストアで購入でき

るOTC医薬品に転用された医薬品（スイッチOTC医薬品）

の購入費をいいます。

（注）セルフメディケーション税制による医療費控除の適用

を受ける場合は、「セルフメディケーション税制の明細

書」の添付が必要となります。

 　セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であ

り、通常の医療費控除との選択適用となります。したがっ

て、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を

併せて受けることはできません。

○適用を受けられる人

　セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分

に健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして「一

定の取り組み」を行っている居住者が対象となります。具

体的には、次の取り組みが、「一定の取り組み」に該当します。

1．保険者（健康保険組合、市区町村国保等）が実施する

健康診査【人間ドック、各種健（検）診等】

2．市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保

護受給者等を対象とする健康診査】

3．予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防

接種】

4．勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

5．特定健康診査（いわゆるメタボ検診）、特定保健指導

6．市町村が健康増進事業として実施するがん検診

　なお、申告する人が「一定の取り組み」を行っていること

が要件とされているため、申告する人が取り組みを行ってい

ない場合は、控除を受けることはできません。

　また、申告の際には、健康の保持増進等の「一定の取り組

み」を行ったことを明らかにする書類の提出または提示が必

要となります。

○特定一般用医薬品等購入費の範囲

　セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入

の際の領収書などにセルフメディケーション税制の対象商

品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の

具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の

「対象品目一覧」をご覧ください。

　一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージに

セルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マー

クが掲載されています。

■平成₂₉年分以降の医療費控除の申告が変わります

　平成29年分の確定申告から、領収書を提出する代わりに

「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

※医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。

（税務署から求められたときは、提示または提出しなけれ

ばなりません）

※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明

細の記入を省略できます。

　医療費通知とは、健康保険組合が発行する「医療費のお知

らせ」などです。ただし、次の項目が記載された医療費通

知に限ります。

　①被保険者等（またはその被扶養者等）の氏名、②療養を

受けた年月、③療養を受けた者の氏名、④療養を受けた病

院・診療所・薬局その他の者の名称、⑤被保険者等または

その被扶養者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称。

　（注）平成29年分から平成31年分までの確定申告については、

医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

※「医療費控除の明細書」および「セルフメディケーション

税制の明細書」は国税庁ホームページに掲載されています。

第₆₆回備前市えびす駅伝競走大会
に伴う交通規制について

　２月11日㈰開催のえびす駅伝大会において、

一般の部「第5区」コースの鶴海地区の無極佛

教駐車場から鶴海自治公民館を経由して「同道

池」を通過し、久々井地区を抜け大鵬薬品㈱前

に抜ける市道が、11時40分から12時50分（予定）

までの間、車両（自転車含む）通行止になりま

す。また、浦伊部～久々井～鶴海の全コースは

県道を使用して行いますので、9時から13時ま

では徐行運転にご協力ください。

市体育協会事務局（文化スポーツ課内 ☎63-3813）

要介護認定を受けている人の障害者控除

　要介護度の認定状況により、所得税・市県民税の障害者控除が受けられます。

◆控除の種類

【障害者控除】

・要介護1・２に認定されている人で、主治医意見書か認定調査票の障害高齢者の日

常生活自立度がＡ２、B1、B ２、C 1、Ｃ２または認知症高齢者の日常生活自立

度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ、Ｍのいずれかに該当する人

・要介護３に認定されている人

【特別障害者控除】

・要介護４・5に認定されている人

◆認定基準日

　平成29年12月31日現在の認定状況による

◆手続き

　介護福祉課または各総合支所にある障害者控除対象者認定申請書を提出し、認定書

の交付を受けてください。申請には本人の印鑑が必要です。対象の人が申請できない

場合、本人の印鑑と併せて、代理で申請される人の印鑑もご用意ください。

介護福祉課（☎64－1828）

消費者被害を防ぐために

必ずもうかりますよ！

体にいいですよ！

回線を切り替えると、

安くなりますよ！

もしかしたら？

あやしいですよ！

本当に信用できますか。

一緒に考えましょう。

解決に必要な人だけに話

してもかまいませんか。

 い 　 や 　 や

☎１８８
（消費者ホットライン）

消費者被害を防止するために私たちでできること

  お困りサインを見逃さない

消費者被害について話題にする

相談機関へつなぐ（相談無料・秘密厳守）

貯蓄が減っていく。

健康でいたい。

さびしい。

・見慣れない人や

車の出入り

・突然の電話に怯

える

・必要でないもの

を繰り返し買う

・羽振りの良い話

・霊感・祈祷に関

　心

・開けられていな

い段ボールの山

・大量の郵便物

区 一般区間（全6区間　走行総距離：20.49㎞） 区間距離
1 総合運動公園多目的競技場～備前自動車大型教習所前折返し～浄化センター内 3.91㎞
2 浄化センター内～岡山大鵬薬品㈱前 1.60㎞
3 岡山大鵬薬品㈱前～㈱クラレ鶴海事務所前 4.80㎞
４ ㈱クラレ鶴海事務所前～無極佛教駐車場前 2.80㎞
5 無極佛教駐車場前～鶴海同道池経由～総合運動公園体育館前（以下「体育館前」） 4.10㎞
6 体育館前～大阪耐火原料採掘場前折返し～総合運動公園多目的競技場 3.28㎞

一般第 5 区コース
交通規制区間

交通規制終点
最後尾 12：50

伊佐林道分れ道

交通規制起点

先頭 11：49

無極仏教駐車場前
4 区〜 5 区 中継点

大松屋商店

鶴海自治公民館
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 アマモ学習・ポット作成　　
　　　　　　　　　
～日生西小学校・日生中学校～

　日生西小学校５年生のこの日の授業は、ア

マモポットの作成。日生中学校の生徒が流れ

藻から採取した種を使います。日生町漁業協

同組合をはじめ、地域の関係団体の人たちが

講師や授業支援のために参加しています。ま

た、日生中学校からも６人の中学生が授業支

援のために小学校へやってきました。この６

人は、昨年度、小学校でアマモポット作成をした生徒です。

　関係団体の人から、アマモの役割について話を聞き、昨年度移植したアマモ

のようすを映像で見せてもらって、アマモ場の再生に日生地域が長年取り組ん

でいること、漁業や環境に大きく貢献することを学習しました。

　続いてアマモポットの作成です。中学生が各グループに入り、全体説明では

伝えきれないコツをアドバイスしたり、手伝ったりして全員が完成できるよう

に児童を支援していました。

　授業の終わりに、中学生から「昨年中学生

に教えてもらって、次は教える立場でやって

みたいと思っていました」「自分でつくった

ポットからアマモが生えてくると、とてもう

れしかった。しっかり見守ってあげてくださ

い」と、昨年の経験を交えて感想を話しました。

　地域の支援をいただきながら、上級生から

下級生へと日生地域の取り組みが受け継がれています。

　「私が育ったまち「備前市」は◯◯◯なまちです」－進学や就職で交際範囲が広がっ

たとき、観光に訪れたお客さんに尋ねられたとき、子どもたちにはこんなふうに自信を

もって郷土を紹介してもらいたいものですね。

　グローバル化が進む社会に必要な力というと、外国語教育や異文化理解に注目が集ま

りがちですが、自分の国や地域の理解が重要なことです。

　小学校３・４年生の社会科では、備前市の自然や産業を学ぶ機会がありますが、各小・

中学校では、さらに発展させ、総合的な学習の時間などを使って、郷土について深く学

ぶ機会を設けています。

　今回は、日生地域の学習にスポットをあてて紹介します。

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。

 米づくり

～日生東小学校～

　日生東小学校では、水田の多い寒河地域の特

色から、毎年５年生が米づくりに取り組んでい

ます。５月のもみ蒔きから始まり、田植え、稲

刈り、脱穀までを、学校田で１年間かけて体験

し、ふるさとを大切する心を育み、勤労の尊さ

を学んでいます。

　田植えでは、素足で田んぼに入って泥の感触

を感じながら作付け縄に沿って植えたり、稲刈

りでは鎌で刈り取り天日干しをしたりするな

ど、普段なかなかできない体験をしています。

　米づくりは昭和56年から取り組んでいて、体

験した児童からは「お兄ちゃんが言ったとおり、

田植えは楽しかった！」という感想も聞かれ、

子どもたちの心に残る楽しい体験になっています。

　稲わらはお正月のお飾りにします。収穫したお米は、親子ふれあい活動でカ

レーライスにして家の人と味わいます。ゲストティーチャーとして指導をして

くださった地域の人たちには、感謝の気持ちを込めておにぎりにして振る舞わ

れます。「子どもたちが勉強したことを上手にまとめて、発表していたので感

心した」「昔は、子どもも働いていた。勉強に専念できることに感謝してがん

ばってほしい」「寒河のことをたくさん勉強して大好きになってほしいです」

と地域の人は顔をほころばせて話してくれました。

　地域・家庭・学校が協力して、寒河地域の学習を進めるとともに、学校が世

代を超えた交流の場にもなっています。

伊里地区合同防災訓練　

～地域で受け継ぐ防災の知恵～

　伊里地区では毎年、小・中学校、こども園も参加して合同防災訓練をしていま

す。園庭・校庭に逃げた後、津波に備え上の階へ避難し、３次避難として参加者

全員が伊里中学校に避難しました。中学生はこども園に園児を迎えに行き、手を

つないで中学校へ向かいます。小学６年生も小学１年生を誘導します。道路では

地域の人や警察官、消防士が誘導し、子どもたちは静かに整然と避難していまし

た。

　避難後、地区ごとに分かれ、中学１年生が総合学習で調べた防災マップをもと

に、小中学生・地域の人に危険箇所を説明しました。

　「ここは以前、台風で災害があったので砂防ダムがあります」「ここの山は崩れ

る可能性があるので保安林に指定されています」など、過去の災害とともに防災

対策や危険箇所をピンポイントで説明していました。

　小学生は「中学生はかっこよかった。話し方もしっかりしていた」「防災マッ

プもすごく調べられていて参考になった」「優しく接してくれてうれしかった」

と、先輩たちの姿に感心していました。

　続いて、中学生は消防士から搬送の仕方や簡易トイレの作り方を学びました。

消防士からは「災害時、中学生には、よりリーダーシップをとってほしい」「中

学生は、小さな子や家族を安全に避難させる役割を担う立場」と、話がありまし

た。

　地域の人から教えてもらった災害から身を守る知恵を小学生に伝えたり、園児

の誘導をしたりする中で、中学生には地域の担い手としての自覚が育っていきま

す。

小中一貫教育

教えて

教育のまちをめざして

～ 連載 ～
郷土を愛する心を育む第₁₁回
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　校長先生といえば「ひな中チャチャチャ！」と言う生徒たち。「２学期の

集会で話した『チャンス・チャレンジ・チェンジ』の頭文字（Cha）のこと

ですね（笑）。みんなで合言葉にしています。生徒たちは自主性があり、す

ぐには教員に頼らず、自分たちで解決しようとします。星輝祭の体育の部で

は初めて「集団演技」に挑戦し、実行委員が下級生をグループに分けて教え、

大成功でした。行事では教員はできるだけ口を出さずに見守っています」

　「地域の人はフレンドリーで温かい。自己紹介しようとすると『ひなビジョ

ンで見とるから知っとる！』と言われ（笑）、放送を通して学校の様子をい

つも温かく見守ってくださっているようです。ロードレースの運営や吹奏楽

部の老人ホーム慰問など、ボランティア活動に参加する生徒も多く、このよ

うな地域での活動をもっと増やしていきたいです」

　日生中学校は、海洋学習で全国的にも有名な学校です。「カキの養殖だけ

でなく、５年前からアマモ場再生についても学んでいます。地元の漁師さん

に船に乗せてもらったり、聞き書き活動に協力していただいたり、いつも生

徒たちが来るのを楽しみにしてくださっていてありがたいです」

　学ぶ楽しさを教えてくれた高校時代の先生に勧められ、国語の教員に。演

劇やダンスなどの芸術鑑賞が趣味で、年賀状では年頭の短歌を詠みます。「文

化は心の栄養。子どもたちにもいいものに触れさせ、体験を大事にさせたい」

と芸術鑑賞や体験活動を通して、心豊かで自分を表現できる生徒を育ててい

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★

　　「優しい」「笑顔が素敵！」

　　「どの部活の行事も見に来てくれる」

　　「字がきれい」「あんな大人になりたい！」

　校長室には「全力」という貼り紙が。「『何事にも全力でがんばろう』と呼

びかけています。今、特にがんばっているのは読書活動の推進。読解力、表

現力を伸ばすには、活字に触れ、読む力を付けることが大切。学級ごとに課

題図書を設定し、熱心に読書をした子どもを表彰しています。司書の先生が

授業で使える本を準備することもあります。保育園、幼稚園から中学校まで

15年間で読む力や豊かな感性を育もうと、日生中学校区全体で読書活動に取

り組んでいます」

　また、ICTの活用も盛んです。「先日の修学旅行で、子どもたちがみんな

タブレットでいつものように写真を撮っていたら、観光客の人に驚かれまし

た。授業ではタブレットやパソコンで使う教材を工夫し、プレゼンテーショ

ンにも取り組み、表現力も伸ばしています」、「読み聞かせ、放課後学習の講

師、朝学習（九九や計算）の支援、とんどや野菜作りの講師、登下校の見守

りなどさまざまな場面でボランティアの皆さんが活躍していて、地域支援本

部の活動が定着している。地域とともに歩む学校です」

　自らまちの歴史の本を作って授業をしていた中学校時代の恩師に憧れて、

教員の道に。県の文化財センターで４年間発掘調査に携わっていたほど歴史

が好きで、休みの日には歴史の本を読んだり、古墳を訪ねたりしています。

校内だけではなく、日生中学校区や小学校長会で現場の声を丁寧に聞き、先

生たちのリーダーとしても活躍し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★

　「『全力』が好き」「習字が上手」「野球が好き」「なんでも前向き」

　「注意する時優しく怒ってる」

　日生東小の玄関の壁には小さなハートがびっしり。「『あったかハート花咲

き山』といって、友達のいいところをハートのカードで伝えていて、それを

集めて貼っています。子どもたちに、自分にはいいところがあると自信を持っ

てほしい」

　日生東小では、業間マラソンや家族タイム宣言レース（家族で宣言したタ

イム通りに走るのを競うリレー）など体力づくりに取り組んでいます。「市

の陸上と水泳の記録会では男女ともにリレーで優勝しました。日生西小学校

とは『がんばれ日生！』とどちらの学校のチームも応援し、中学校区のまと

まりができてきています」

　「地域の人が、子どもたちに昔ながらの米作りを体験させてくれます。先

生と子どもたちだけで挑戦した休耕田での大豆やひまわりの栽培は、雑草に

負けてことごとく失敗してしまいました（笑）。地域の人の力なしでは、上

手くいきませんね」

　月に２回、漢字や計算の「校長テスト」を作り、校長室で再テストの子ど

もたちの勉強を見ています。「『読み書きそろばん』は大事。自学にもつなげ

て、家庭で勉強する習慣を付けてほしいです」

　新人時代は盲学校中・高等部で体育の教師として、視覚障がいのある生徒

たちにスポーツの楽しさを感じてもらおうと奮闘。「今も総合の授業でゲスト

ティーチャーに呼ばれ、点字や歩行学習を教えています。子どもたちには視覚

障がいについて理解して、声掛けなど自分のできることをしてほしい」忙しい

毎日の息抜きは海外ドラマを見ることや読書。いつも全力で子どもたちに向き

合い、自分に自信が持てるよう励まし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

　　「点字を教えてくれる」「おもしろい」「怒ると怖いけどいつも優しい」

　　「校長テストでわかりやすく勉強を教えてくれる」「おしゃれ」

校長室へ
ようこそ

　
が考える「教育のまち」

　私は日生で育ち、海の楽し

さも怖さも知っています。高

校生のころから海に関わる仕

事をしたいと思っていて、現

在漁協で組合員のサポートを

しています。

　漁協に入った昭和59年ごろ、つぼ網漁でかかる魚が減り、気づくとアマモ

が無くなっていました。アマモは魚の隠れ家であり、産卵場所です。そこで

県と分布調査を行い、アマモ場再生の取組を始めました。今では若い漁師も

含め組合員全員が参加していて、海外からの視察や研修を受け入れるまでに

なりました。

　その漁師たちの取組について日生中学校の生徒が聞き書きをしています。

聞き書きは人間形成の上で大切。日生のことを知り、自分の感性を養うこと

ができるからです。また、アマモの種取り、種まきやカキの養殖にも参加し

てもらい、船にも乗ってもらいます。小さな船に乗ると、本当に海を身近に

感じます。

　今は消費の時代で、地域の資源が枯渇するとお金を出してもものが買えな

くなるかもしれません。このような時代には、農業や漁業など、手をかけて

本当のものを作り、食べていくことの大切さ、生きる知恵を子どもたちに伝

える教育をしてほしい。そのためには体験型の学習が必要です。学校は安全

を重視するのが役割ですが、地域のおじさんが思いきって外に連れ出すこと

で、子どもたちの発想力が変わると思います。

　備前市には里海、里山とそれをつなぐ川があり、その中に人の営みがある

ので、環境を整えることは大切です。子どもたちはお互いの地域の良さを知

り、海と山がつながっていることを知ってほしい。何人が地元に残るかわか

りませんが、よそに住んでも地域の応援はできるので、なんらかの形で日生

や備前市の応援ができる子になってほしい。そして、ぜひ備前市で子育てが

したいと思ってもらえるようなまちになってほしいです。

私

日生漁業協同組合専務理事

天倉　辰己さん

日生西小学校

吉久　正見 校長

日生東小学校

河部佳世子 校長

日生中学校

小田　洋子 校長
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国民年金保険料の納付は､
口座振替がおトクです

　「うっかり忘れて納付期限を過ぎていた」「忙しくて金融機関の窓口やコン

ビニエンスストアで支払う時間がない」という人は、便利な口座振替をご利

用ください。

　口座振替は保険料が自動的に引き落とされるので、金融機関などに行く手

間が省けます。

口座振替の振替方法は、次の5種類から自由に選んでお申し込みいただくこ

とができます。

（1）２年前納（４月～翌々年３月分）

（2）1年前納（４月～翌年３月分）

（3）６か月前納（４月～9月分、10月～翌年３月分）

（4）当月末振替（早割）

　　※本来の納付期限よりも1か月早く口座より振替する方法です。

（5）翌月末振替　※保険料の割引はありません。

　まとめて前払い（前納）すると、割引が適用されるのでおトクです。

◆申込方法　納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参の上、年

金事務所または市役所でお申込みください。

※平成30年度分の前納の申込期限は２月末ですのでご注意ください。

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

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

2512）

人権擁護委員にお気軽にご相談を！　

　基本的人権は、人間が平和に

生きていく上で最も大切な権利

です。この基本的人権を擁護

し、見守っているのが法務大臣

から委嘱を受けた人権擁護委員

です。市役所などでの「なやみ

ごと相談」（関連記事12ページ）

をはじめ、法務局でも相談に応じています。

　今回、延谷弘明さん（日生町日生）、入江史代さん（日生町寒河）が法務大臣

から人権擁護委員の委嘱を受けました。委嘱期間は平成30年1月1日から３年間

です。

◆人権擁護委員につきましては、岡山地方法務局備前支局（☎64-2₇₇0）まで、

お問い合わせください。

﹃香登認定こども園﹄開園の方針決定について
　

　近年、香登地区では保育園への就園率が増加し、幼稚園の就園率が減少してい

るため、幼稚園内で集団生活による教育が難しい状況となってきています。市で

は、小学校就学前の児童にとって、一定の集団規模で同年代の児童と日々の集団

生活を送ることは、就学前教育にとって必要なものと考えております。

　香登地区の幼稚園・保育園の今後のあり方について、本市で検討した結果、平

成30年４月1日から香登幼稚園を休園とし、現在の香登保育園を『香登認定こど

も園』として開園することを方針決定いたしました。

◆香登認定こども園

認定区分 受入年（月）齢 保育時間 特別保育

1号 ３歳児～就学前 8：30～14：00 預かり保育

２号・３号 1歳児～就学前 ７：00～19：00

　このことにより、新たに下記児童が受け入れ対象となりますので、入園申込を

実施いたします。

◆対象児童　平成26年４月２日～平成2₇年４月1日生まれで、1号認定（幼稚園）

の入園を希望する児童

　　　　　　※４月入園を希望する場合は、３月10日㈯までにお申し込みください。

◆申込先　香登幼稚園（☎66-8545）　　　　　　　　 幼児教育課（☎64-1825）

備前市 ｢くらしの便利帳｣ 改訂版の
発行を予定しています　

　

　市では、備前市の紹介や行政情報、生活に役立つ情報をま

とめた「くらしの便利帳」改訂版の発行を計画しています。

　くらしの便利帳は、平成25年に協定を締結している㈱サイネッ

クスと共同発行し、７月頃に市内全域に無料配布する予定です。

　発行においては、広告資金をもとに製作を行うため、２月

から共同発行事業者である㈱サイネックスが広告掲載のお願

いに市内の事業所などを訪問いたします。事業者様には、広

告掲載によるご参画をいただきますよう、よろしくお願いい

たします。

　広告掲載については、㈱サイネックス鳥取支店（☎085₇-53-₇26₇）へお問い合

わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　 秘書広報課（☎64-1800）

備前市特別文化事業鑑賞会

和風でポップな異色鍵盤パフォーマー 

   薮井佑介スペシャルコンサート 

　世界初・５次元キーボードとエレクトーンを自在に操り、たったひとりで

オーケストラを奏でる異色鍵盤奏者で、日生町にゆかりのある薮井佑介さん

（ヤマハエレクトーン全日本グランプリ）のスペシャルコンサート。親子で

楽しめる5次元キーボード体験や驚きのパフォーマンスがいっぱい！

※小学生未満の小さなお子様も入場できます。

◆と　き　２月1₇日㈯　開場15：30　開演16：00

◆ところ　市民センター

◆チケット【全席自由】

Ａ：市内中学生以下　無料

Ｂ：市内中学生以下の付添の大人1名 無料

Ｃ：市外３才以下　　無料

Ｄ：市外４才以上・中学生以下 前売券500円（当日券600円）

Ｅ：高校生以上　　　前売券1000円（当日券1200円）

　※当日券は残席のある場合のみ販売

◆チケット取り扱い　市民センター、日生・吉永地域公民館、各地区公民館

市民センター（☎64-1133⎠

世界選手権大会出場
　

　２月10日からアメリカ・ヤンクトンで開催される、

アーチェリー競技第14回世界室内選手権大会の日本代表

選手として、備前市出身の入江優さんが出場します。

　入江さんは、昨年12月に行われた最終選考会でリカー

ブ女子の部で３位となり代表に選出されました。

相撲ガールが表敬訪問
　1月5日㈮、蕃山出身の田

た

中
なか

沙
さ

季
き

さんが市

長を表敬訪問しました。

　相撲を始めたのは父の影響で、小学生の

頃、兄が通っていた相撲クラブについて行っ

たのがきっかけで始めました。現在は親元を

離れ、高校では全国初となる女子相撲部を創

立した京都両洋高校で稽古に励んでいます。昨年６月には、全国大会で超軽

量級の部で優勝し世界選手権を目指しています。

　市長は、「今は相撲を一生懸命頑張って、将来、戻ってきて地域に貢献し

てほしい」と激励しました。

延
のぶ

谷
たに

弘
ひろ

明
あき

さん（再任） 入
いり

江
え

史
ふみ

代
よ

さん（再任）

₁₀₀歳おめでとうございます！

　大
おお

﨑
さき

房
ふさ

子
こ

さん（鶴海）が1月5日に、満100歳を

迎えられました。

　大﨑さんは片上生まれで、結婚を機に鶴海に移り

ました。衣料販売や生命保険会社に勤めながら２女

を育てられました。

　₇0才まで勤めた後、趣味で生け花や水墨画、編み

物などを楽しみ、最近はぬり絵などをして過ごされ

ているそうです。また、甘い物が好きで家族からの

差し入れを楽しみにしているそうです。

　長寿の秘訣は「元気に産んでもらえたこと」「好

き嫌いせず何でも食べること」だそうです。
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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９月生 ７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８月生 ₂₁日㈬　₁₃：₀₀～₁₃：₃₀

２歳 6 か月児歯科健診 ★ 平成₂₇年８月生 ₁₅日㈭　₁₂：₄₅～₁₃：₀₀

３歳６か月児健診 ★ 平成₂₆年８月生 ₂₈日㈬　₁₃：₀₀～₁₃：₃₀

かみかみ離乳食と歯の教室 ★ 平成₂₉年４月生 ₁₄日㈬　₉：₄₀～₁₀：₀₀

吉永育児相談 乳幼児 ２日㈮　₉：₃₀～₁₁：₃₀ 総合保健施設【吉永】

2月

インフルエンザに注意しましょう 献血のお知らせ

子どものアレルギー予防講演会

健康健康情
報
情
報

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〗

第 ₂₁ 回
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Ｂポイント賞品交換

　Ｂポイントの商品交換が、２月19日㈪から始まります。

　交換はひとりにつき1回までです。（代理交換もできます）

◆交換期間　２月19日㈪～３月16日㈮　　　　

◆交換場所　備前市役所ロビーほか

◆必要書類　Ｂポイントカード（必須）、住所の記載のある来場者の本人確認ができるもの（運転免許証、健康

保険証など）、補助カード、健診結果または領収書、献血カードなど

　 【交換賞品の一覧】

※パンフレットに掲載している賞品から変更になっています。ご了承ください。

　10ポイント以上で交換できます。また、複数の賞品を組み合わせることもできます。

　さらに、5ポイント以上の端数には粗品があります。

　（賞品交換例）40ポイントを交換する場合、40ポイント商品1点、10ポイント商品４点など

　Ｂポイントカードは２月末で配布を終了します。まだお持ちでない人はお早めに！

　くわしくは、Ｂポイント制度のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

　http://www.city.bizen.okayama.jp/busyo/hokenhukushi/hoken/Bpoint.html

Ｂポイント制度については・・・保健課（☎64-1820）、交換賞品については・・・介護福祉課（☎64-1828）

保健課（☎64︲1820）

保健課

【インフルエンザの予防】

・家に帰ったら手洗いをしましょう。
・人混みに入る場合はマスクを着用しましょう。
・特に高齢者や慢性疾患を持っている人などは人

混みを避けましょう。
・十分な睡眠、バランスの良い食事に気を付けて

抵抗力をつけましょう。
・室内では適度な湿度を保ちましょう。

【かかったかな？という時は】

・マスクを着用して、早めに医療機関を受診しま
しょう。

・周りの人にうつさないよう「咳エチケット」を
心がけましょう。

・水分を十分とり安静にして休養をとりましょう。
・家庭に残っている解熱剤は勝手に使用しないで

医師に相談しましょう。

　受付は

400ml
のみとな

ります。皆さんのご協力をよろしくお願いします。

◆と　き　３月9日㈮　10：00～11：30　

◆ところ　総合保健施設【吉永】

◆内　容

　・講演「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　髙橋義雄　院長

◆対　象　乳幼児の保護者（先着10人に託児あり）

参加、託児希望者は、２月28日㈬までに、

　　保健課（☎64-1820）へ

【高
たか

垣
がき

　浩
こう

平
へい

】

　こんにちは！

平成29年３月1

日から備前市地

域おこし協力隊

として活動して

いる高垣です。

　私は、備前市北部に位置する八塔寺ふるさと

村にある、八塔寺ふるさと農園で主に活動して

います。八塔寺ふるさと農園では、ブドウや梨、

さつま芋などを栽培しており、毎年9月中旬に

は芋掘りイベントを開催しています。（大阪市

や明石市など関西圏からも掘りに来られる熱烈

なファンのいるさつま芋です）

　しかしながら、同じ備前市内でも八塔寺ふる

さと農園でどんなものを作っているかを知らな

い人がたくさんいらっしゃいます。ですから、

八塔寺ふるさと村の環境を利用したおいしいも

のをたくさん作り、八塔寺ふるさと村にはこん

な楽しみ方があるということを周知するための

情報発信に力を入れていきます。そうして、

人々が集まる場所としての八塔寺ふるさと農園を

整えていくことが、地域の活性化、ひいては備前

市全体の活性化につながっていくと考えて邁進し

ていきますので、応援よろしくお願いします。

【作り方】

①カキは流水で洗い、水気をペーパータオルでふ

き取り、片栗粉をまぶす。

②ニンニクはみじん切り、しょうがはすりおろす。

③長ネギは食べやすい大きさに斜めに切り、マイ

タケはほぐしておく。

④フライパンにゴマ油を熱し、②を入れて香りを

立たせる。　

⑤④に①を入れ、焼き色が付くまで両面を焼く。

⑥⑤に③と酒を加え、食感が残る程度にさっと炒

め合わせる。しょう油を回し入れてできあがり。

ところ 交　換　日 時間

備前市役所ロビー
２月19日㈪～23日㈮、２月26日㈪～３月２日㈮、３月5日㈪～16日㈮
※３月10日㈯、11日㈰も実施します。

9：00

～

16：00
日生総合支所 ２月19日㈪～23日㈮、２月26日㈪～28日㈬

三石出張所別棟 ３月1日㈭、２日㈮、5日㈪

総合保健施設（吉永病院西隣） ３月６日㈫～9日㈮、３月12日㈪、13日㈫

ポイント数 賞　品　名

10ポイント
日用品セット（指定ごみ袋45L、30L各1袋＋ラップ）または（指定ごみ袋30L、20L各２袋）、
図書カード（1,000円分）、温水プール回数券、トレーニング回数券、福祉施設製品

20ポイント 健康食品1箱

30ポイント 万歩計、歩数計、電子塩分計

40ポイント
真空断熱ケータイマグ、耳式体温計、パーソナル加湿器、デジタル温湿度計、緊急避難セット、
500mlペットボトル飲料1箱、ゼリー飲料1箱

50ポイント 体組成計、デジタル血圧計、空気清浄機、くつ乾燥機、ステンレスフードジャー

60ポイント 栄養ドリンク50本、清涼飲料50本

国保人間ドックについて
　広報びぜん1月号でお知らせしている国保

人間ドックについて、「一般ドック実施医療
機関」に和気町の平病院が追加されました。

保健課保険医療係（☎64-1819）　

Bポイント
各3ポイント

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

牡
カ

蠣
キ

と長ネギ・
マイタケの香味炒め

〈1人分エネルギー　118Kcal、塩分1.0ｇ〉

～ 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

カキのむき身300ɡ、片栗粉適宜、

酒大さじ1と1/2、 ニンニク少々、

おろし生姜20g、 ゴマ油大さじ1、

長ネギ1本、 マイタケ100g、

しょう油大さじ1

こんにちは、

地域おこし協
力隊です

と　　き と こ ろ

２月23日㈮ 12：30～13：30 総合保健施設【吉永】

２月26日㈪
12：30～13：30 備前病院
15：00～16：00 備前警察署

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。

２月14日㈬　14：00～15：00

備前病院附属棟２階

「セルフ健診　ワンコインチェック・

プラスについて」

備前病院検査技師

備前病院（☎₆₄︲₃₃₈₅）

吉永健康教室
　　　（参加無料・要予約）

　減塩の食事についてや正しい血圧測定

の方法の教室を行います。どなたでもご

参加ください。

２月23日㈮　13：00～14：30

吉永病院

正しい血圧の測り方Q＆Aと減塩食の

すすめ

看護師、管理栄養士

２月19日㈪までに、

　吉永病院（☎₈₄︲₂₁₂₀）へ

糖尿病教室
（そば打ち体験教室）
　　　　　　　　（要予約）

　糖尿病患者の交流、親睦を深めるため

の教室です。

２月28日㈬　11：00～13：00

市民センター調理室

糖尿病患者や家族など

15人

500円（なぎさ会会員は無料）

エプロン・三角巾・ふきん

２月16日㈮までに、備前病院（なぎ
さ会事務局☎₆₄︲₃₃₈₅）へ

もの忘れ相談会（相談無料・要予約）

　自身や家族が「認知症ではないか」と

心配になったり、悩んだりしていること

はありませんか？

　認知症に関する薬や受診、対応の仕方

など、不安や疑問について、認知症専門

医と認知症地域支援推進員などが相談に

応じます。お気軽にご利用ください。

２月20日㈫　12：00～13：30

市民センター４階　第1会議室

３人（先着順、1組約30分）

地域包括支援センター
　（☎₆₄︲₁₈₄₄）

介護者の会

「認知症になっても安心して

　生活していくために

　～成年後見制度ってなんだろう～」

　　成年後見制度は認知症などによって

判断能力が低下した人が、社会で不利

益や被害を受けることがないようにす

る制度です。いつまでも住み慣れた地

域で安心した生活を送るために、制度

の利用を検討することも大切です。成

年後見制度の手続きの方法など、制度

の具体的な内容について学びません

か？講話後は参加者同士の情報交換も

行います。

２月21日㈬　10：00～11：30

日生地域公民館３階 会議室

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）

“ わがまち流 ” 支え合い　
まちづくりワークショップ
　　　　　　　　　（参加無料）

～地域に支え合いの輪を広げよう～

　住み慣れた地域で、いつまでも安心し

て暮らし続けるためには、地域での支え

合いや、つながりが大切です。元気なと

きから地域で役割をもって、活躍しなが

ら支え合いの輪を広げましょう。

３月６日㈫　13：00～16：00

　　　　　　　（受付12：30～）

市民センター２階講座室

地域づくりに関心のある市民およびそ

の他関係者

筆記用具、Ｂポイントカード（持って

いる人）

50人（先着順）

２月20日㈫までに、社会福祉協

議会へ

社会福祉協議会（☎₆₄︲₃₀₃₃ FAX₆₄︲
₃₆₈₉）、地域包括支援センター（☎₆₄︲
₁₈₄₄）

備前市子育て講座

「みんなでたのしくあそぼう！」

　旭川荘厚生専門学院　児童福祉学科

「あそぼう屋」の皆さんによる人形劇・

アンパンマン劇場・手遊びほか

２月16日㈮　10：00～12：00

リフレセンターびぜん

子育て中の親子50組（先着順）

２月14日㈬までに、

　子育て支援課（☎₆₄︲₁₈₅₃）へ

Ｂ＆Ｇ財団会長杯争奪　
第₂５回近隣市町親善少年剣道大会

２月18日㈰　開会式9：30～

吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

文化スポーツ課（☎₆₃︲₃₈₁₃）

学校体育施設開放事業説明会

３月２日㈮

　受付18：00～　開始18：30～

市民センター

スポーツ活動で平成30年度に市内の

小・中学校体育施設の定期利用を希望

する団体の代表者

文化スポーツ課（☎₆₃︲₃₈₁₃）

後期社会体育研修会

子どもの発達段階に応じた
運動プログラムのノウハウを学ぼう

『アクティブチャイルドプログラム』

３月６日㈫　19：00～（受付18：00～）

市民センター

スポーツ指導者・関係者

２月28日㈬までに、

　文化スポーツ課（☎₆₃︲₃₈₁₃）へ

特別展「加守田章二展」（開催中）

　京都国立近代美術館の収蔵品を中心

に、昭和の陶芸史に新しい世界を切り拓

いた加守田章二の作品63点を紹介してい

ます。特に、昭和42年から昭和55年につ

いて、作風の変化をたどれるよう制作年

ごとに作品を展示しています。

３月11日㈰まで開催

　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）

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

【関連行事】

◎記念講演

２月11日㈰　13：30～（受付 13：00～）

伝統産業会館３階　総合研修室

横堀　聡氏（益子陶芸美術館 学芸員）

◎ギャラリートーク

毎週日曜日（２月11日を除く）

　11：00～（約30分）

備前焼ミュージアム２階展示室

岸本員臣（当館 専門員）

　くわしくは、お問い合わせください。

備前焼ミュージアム（☎₆₄︲₁₄₀₀）

スプリング
カップリングパーティー in
レマーニ　参加者募集

３月４日㈰　10：30～14：00

地ビールレストラン　レマーニ

　（吉永町岩崎₇41）

独身男女20歳～45歳　各20人

　※応募者多数の場合は抽選

男性：3,000円　女性：2,500円

チアーズホームページの専用

フォームまたは応募用紙に必要事項を

記入のうえ、郵送またはFAXで申し

込みください。（電話申込可）

２月18日㈰

㈲チアーズ（担当：山根）
（☎₀₈₆︲₄₈₄︲₀₀₂₀ FAX₀₇₈︲₃₃₀︲₀₀₃₉
〒₇₁₀︲₀₀₀₁ 倉敷市三田₇₆︲₁
 URLhttp://cheer-s.com/）

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

 ▲小野田巧さん（佐山）

 ▲横山茂子さん（伊部）

 ▲小野田巧さん（佐山）

 ▲横山茂子さん（伊部）

３人（先着順、1組約30分）

地域包括支援センター
３人（先着順、1組約30分）

地域包括支援センター
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加子浦歴史文化館企画展関連行事

加子浦歴史文化館
  （☎₇₂︲₉₀₂₆　日生町日生₈₀₁︲₄）

講演会

　牡蠣養殖について講演会を開催し

ます。

２月10日㈯　13：30～14：10

日生町漁業協同組合２階

　小会議室

・講演会「アマモ・里海・日生かき」

・講師　天倉辰己氏

　（日生町漁業協同組合　専務理事）

無料

20人（先着順）

２月４日㈰

ワークショップ

 「牡蠣殻をアートしよう♥」

　牡蠣殻と手芸用パーツでオブジェ

をつくってみましょう。

２月1₇日㈯　13：30～14：30

加子浦歴史文化館

橋本阿実氏（リトル・アミ）

300円（材料費・保険代）

10人（先着順）

２月11日㈰

「胡粉で絵を描こう」

　牡蠣殻から作られる日本画の絵の

具、胡粉で絵を描いてみましょう。

３月３日㈯　13：30～15：00

加子浦歴史文化館

森山知己氏（日本画家）

300円（材料費・保険代）

10人（先着順）

２月24日㈯

※いずれも、申込が定員になり次第、

受付終了となります。

水道メーター検針員募集

備前市水道事業

1人

奇数月の1日から７日頃までの

1週間程度に、携帯用端末を用いた水

道メーターの検針

伊里地区（木生、蕃山）

　　　　※₇50件程度

平成30年４月1日～

　　　　平成31年３月31日

検針1件あたり108円

　※社会保険、雇用保険はありません。

概ね65歳までの人

　※市内在住の人を優先します。

履歴書に写真を貼り必要事項を

記入の上、上下水道課まで持参または

郵送

２月14日㈬1₇時必着

書類審査および面接

個別に連絡いたします。

上下水道課（☎₆₆︲₉₇₉₂　〒₇₀₅︲₀₀₁₆

備前市坂根₃₃₁︲₁）

いんべ会館受講生募集

２月1日㈭から、

　いんべ会館（☎₆₄︲₀₈₉₀）へ

第１₀回ふれあいサロン講座

　キムさんと一緒に本場の韓国キム

チをつくりませんか！

２月22日㈭　10：00～13：00　

金
きむ

　惠
へ

珍
じん

（市地域おこし協力隊）

800円（材料代）

三角巾、エプロン、マスクなど

15人（先着順）

第７回ライフサポート講座

（参加無料）　 　　

「認知症予防のコツと軽体操」

　予防のコツと軽い運動で認

知症予防を！

２月2₇日㈫　10：00～11：30

市地域包括支援センター職員

お茶など　　 20人（先着順）

※軽い運動ができる服装でお越しく

ださい。

ワークライフバランス講座

頑張る女性（妻・母）を応援します！
（家族男女ペアで参加）

心ときめくアロマクラフト講座
~家族の手作りランチで充実ホリデー ~

３月18日㈰　10：00～13：30

市民センター1階　美術工芸室

・福田　類氏（（公社）日本アロマ環

　　境協会アロマテラピーアドバイザー）

　・備前市栄養士

　

【女性】アロマクラフト講座

　　　（アロマワックスバー作り）

【男性】パパッとランチで家族におもて

なし（調理実習）ランチは二人一緒

1,500円（アロマクラフト代、

　　　　　　ランチ二人分）

【男性】三角巾、エプロン、マスク

市内在住の夫婦、親子など20代～50代

までの男女ペア15組（子どもの参加は

15歳以上の男性限定）

※応募多数の場合は抽選となります。

３月9日㈮までに、　

　市民協働課（☎₆₄︲₁₈₂₃）へ

２月は北方領土返還運動
全国強調月間です

～声届け　開けよう扉　四
し

島
ま

返還～

　北方四島（歯舞群島、色丹島、国後島、

択捉島）の返還を求めて２月７日の「北

方領土の日」を中心に各地でさまざまな

行事が行われます。

　２月７日は、1855年のこの日、伊豆の

下田において日魯通好条約が調印され、

平和裏に日本とロシアとの間の国境が画

定された日です。この事実こそ、わが国

が北方四島の返還を求める重要な根拠な

のです。

　北方四島の早期返還実現のため、返還

運動への皆さんのご理解とご協力をお願

いします。

岡山県北方領土返還要求運動県民会議
〔事務局：岡山県総合政策局公聴広報
課内（☎₀₈₆︲₂₂₆︲₇₁₅₈）〕

クリーンセンター備前　
持ち込みに関するお願い

　現在施工中のクリーンセンター備前基

幹的設備改良工事の影響で、２月5日

㈪、12日㈪、19日㈪はクリーンセンター

備前へのごみの持ち込みができません。

　また、ごみの量や大きさによって、ご

みの持ち込みを制限させていただく場合

がありますので、ごみの持ち込みを希望

の場合は、必ず持込窓口（☎62-0894）

まで持ち込み可能かどうかを確認してく

ださい。

環境課衛生係（☎₆₄︲₁₈₂₁）

東備地域新規学卒者等
　　　企業説明会開催　（申込不要）

　備前市では、赤磐市、和気町、ハロー

ワーク和気および和気地区雇用開発協会

と共催で、平成31年３月に大学などを卒

業予定の人および卒業後３年以内の人を

対象とした企業説明会を開催します。

３月5日㈪　13：30～16：00

第一セントラルビル1号館9階（岡山

市北区本町6-36⎠　

平成31年３月に大学、短大、高専、専

修学校等卒業予定者および平成28年３

月以降に高校、大学、短大、高専、専

修学校等を卒業した人

参加企業からの事業概要、求人

内容等説明、ハローワーク職員による

相談コーナー、求人情報等各種情報の

提供

※学生および求職者の事前の参加申し込

みは不要です。

ハローワーク和気（☎₉₃︲₁₁₉₁⎠
　ハローワーク備前（☎₆₄︲₂₃₄₀）

平成₃₀年度　
小・中学校に入学されるみなさんへ

　備前市では、小・中学校への就学につ

いて、住所による学区の指定がありま

す。対象の各ご家庭に就学通知を送付し

ていますが、次のような場合には、学校

教育課までご連絡をお願いします。

⃝国・県・私立学校などへ進学する場合

⃝特別な事情があり、指定校以外の学校

への就学を希望する場合

※指定校の変更・区域外就学には許可基

準があります。くわしくは、ホーム

ページをご覧ください。

　http://www.city.bizen.okayama.

jp/busyo/kyouiku/gakkokyoiku/

syoutyuugakkou.html#kuikigai

学校教育課（☎₆₄︲₁₈₄₀）

子育て応援ごみ袋支給制度が
３月末で終了します！

　指定ごみ袋のサイズ変更に伴い、現行

規格への統一を図るための有効活用とし

て、平成26年４月から実施していた子育

て応援ごみ袋の支給ですが、予定数量に

達したため、平成30年３月末（出生日ま

たは転入日が平成30年３月31日までの人

の申請は平成30年４月30日まで可）を

もって終了します。

環境課（☎₈₄︲₃₅₀₁）

日本遺産魅力発信推進事業

日本遺産の魅力を学ぶ
（ボランティアガイド養成講座）

　日本遺産（旧閑谷学校など）のことな

どを知りたい、備前市を訪れる人に旧閑

谷学校の魅力を説明できるようになりた

いとお考えの皆さん、日本遺産の魅力を

学ぶ講座を開催します。

　なお、この講習の受講にあたり、ボラ

ンティアガイド登録は必要条件ではあり

ません。

２月12日㈪、14日㈬、21日㈬、

　24日㈯、28日㈬、３月７日㈬

　18：30～20：00　市民センター

※２月12日㈪のみ 13：00～16：30　旧閑

谷学校現地集合

30人

無料

２月8日㈭までに、シティセールス
推進課（☎₆₄︲₁₈₄₆　FAX₆₄︲₃₈₄₅）へ

Bポイント
3ポイント

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　２月1日㈭～9日㈮

【市営住宅】土師神根

【特定公共賃貸住宅】スワ・吉永中

まち整備課（☎₆₄︲₁₈₃₃⎠
　　  日生 管理課（☎₇₂︲₁₁₀₄）
　　  吉永  管理課（☎₈₄︲₂₅₁₃）

8888888

今月のイベント

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　  
（畠田20-1）

2月3日㈯ 10：00～13：00　 ※要申込

◆そば打ち体験（参加費1人200円、

　定員15人になり次第受付終了）

2月17日㈯ 10：00～13：00　 ※要申込

◆住宅よろず相談会

　（一級建築士が住宅のことについて

　  無料でご相談に乗ります）

◆木工教室、薪割り体験＆羽釜で五目

　ごはんと豚汁づくり

◆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）

 ▲芦田侑那さん（西片上） ▲芦田侑那さん（西片上）



◆開館時間　9：30～18：00

◆休館日　毎週月曜日と 13日㈫、28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

20日㈫ 10：30～11：30

10日㈯ 10：30～11：30

1 日㈭ 10：30～11：30

10日㈯ 10：30～11：30

20日㈫ 10：30～11：30

24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）

２月

☎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（２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
２月

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

22日㈭

と　　き と　こ　ろ

14日㈬

23日㈮

27日㈫

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

日生町漁協頭島支所前

日 生 東 公 民 館

旧 日 生 病 院 跡 地

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

11：00～11：30

14：00～14：30

15：00～15：30

２日㈮ 豆まきをしよう

新聞プールで遊ぼう９日㈮

16日㈮

23日㈮

英語でリトミック
※９日㈮までに要予約　先着15組
　資料代300円

おひなさまを作ろう
※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）

13日㈫・27日㈫
　　　　13：00～16：00

▼　と　き ▼　相談会場・電話

20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

市民センター４階　講習室   ☎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

27日㈫　13：00～15：00

20日㈫　13：00～15：00

27日㈫　13：00～15：00

毎週㈭　13：00～15：00

吉永地域公民館　　　 ■社協 　 ☎84-3839

日生総合支所　　　　 ■社協　  ☎72-2510

市民センター４階　講習室 　☎64-1800 電話相談可

日生総合支所　　　　 ■☎72-1104

社会福祉協議会（備前）■☎64-3033 電話相談可

20日㈫　13：00～15：00

27日㈫　13：00～15：00

15日㈭　10：00～12：00

市民センター４階　講習室 　☎64-1800 電話相談可

日生総合支所　　　　 ■☎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２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。

■税務課（☎64-1814）

■上下水道課（☎66-9792）

※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

※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。

２月 休日当番医

萩原医院　　　　 寒河 ☎74-0007
渋藤医院　 和気町父井原 ☎88-0023

大ヶ池診療所　　 大内 ☎64-4648
武田整形外科　　 伊部 ☎64-1221

日生浦上医院　　 日生 ☎72-0935
北川病院　 和気町和気 ☎93-1141

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
こまざわ小児科医院　伊部 ☎63-3080

4日
㈰

11日
㈰

12日
㈪

18日
㈰

25日
㈰

国民健康保険税（８期）、
後期高齢者医療保険料（８期）
の納期限は、

２月28日㈬です。

水道料金および下水道使用料の
納期限は、２月16日㈮です。

■総合運動公園使用予約（３月分）

２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

　 ３月までの日曜、祝日は10：00～17：00までとなり   

　ます)

　（シーサイドプールひなせは11：30～20：30

   土 ･ 日 ･ 祝日は11：30～17：00までとなります）

◆休園（館）日　12日を除く毎週月曜日と13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

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。

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問
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