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※１月31日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,760（－7世帯）
　男　　16,896 人 (－51人)
　女　　18,317 人 (－18人)
総人口　35,213 人 (－69人)

◆１月中の異動状況
・出生 16人　・死亡 59 人
・転入 65人　・転出  91 人

人口の動き
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協定を締結

 災害時における協定 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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　里海・里山の資源を活かしたまちづくりを推進する備前市里海・里山ブランド推進協議会with ICM

が、２月６日㈫に会合を開き、備前市では初めてとなるブランド認証制度を創設しました。

　持続可能な取り組みや、自然に配慮した事業により育まれる産品や商品、あるいは事象を当地

域独自のブランド「みんな で びぜん」として認定し、里海・里山の資源を次の世代に引き継い

でいくことを目的として運営します。

　協議会のホームページでは、認証を希望する事業者を募集しています。

　http://www.satoumi-satoyama.jp　　　　　　　　 協議会事務局（里海・里山課　☎64-1836）

市県民税・所得税及び復興特別所得税の 

申告相談は３月１５日㈭までです！！
⃝申告相談会場のご案内（受付時間９：00～16：00）

と　き 会場および対象

３月１日㈭
吉永地域公民館 吉永町全域

　２日㈮

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㈭

日生防災センター 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㈭

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

　でご相談ください。

※お車で市民センターをご利用される際は、市民センター駐車場および中国銀
行片上支店向かいの市民センター利用者駐車場をご利用ください。また、駐車
スペースには限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

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

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

世界遺産登録推進講演会で
論語朗誦

ブランド認証制度
　　　　「みんな で びぜん」を創設
ブランド認証制度
　　　　「みんな で びぜん」を創設

　２月８日㈭、岡山弁護士会と、地震等による大

災害、その他これに準ずる災害の発生時に双方が

協力し、被災者等を対象に生活再建への支援を目

的とした法律相談を実施する「災害時における法

律相談業務に関する協定」を締結しました。

　２月16日㈮、生活協同組合おかやまコープ

と、地震、風水害、その他の災害が発生し、ま

たは発生のおそれがある場合において、相互に

協力して応急生活物資の供給等の円滑な支援活

動を行い、市民生活の早期の安定を図ることを

目的とした「災害時における応急生活物資供給

等に関する基本協定」を締結しました。

　２月６日㈫、ミサワホーム株式会社、株式会社ミサワ

ホーム総合研究所、ミサワホーム中国株式会社とまちづ

くり包括連携協定を締結し、同社が保有する知見を活用

したまちづくりに関する提案や支援により、魅力あふれ

るまちづくりを目指します。

　１月31日㈬、あいおいニッセイ同和損

害保険株式会社と地方創生に関する包括

連携協定を締結し、損害保険会社ならで

はの目線に立った取り組みが期待されま

す。

　１月27日㈯、世界遺産登録推進講演会が岡山県青少

年教育センター閑谷学校で開催され、「論語を活用し

た教育実践の紹介」では、立花尚氏の指導のもと伊里

小学校の児童16人、伊里中学校の生徒22人による論語

朗誦が披露され、続いて、荒木勝岡山大学名誉教授に

よる「共通善について－東アジアの若者を繋ぐもの－」

と題して講演がありました。
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「古くて新しい」とは・・・

　閑谷学校の建学の精神と伝統を大切にしながら、教育を中心とした新しいまちづ

くりにチャレンジしていくことを意味しています。

「学びの原郷」とは・・・

　最も重視するのは子どもへの教育ですが、他の世代に対しても戦略的に取り組ん

でいきます。

　副題の「学びの原郷」の「学び」は、子どもへの教育だけでなく、生涯学習はも

ちろん、さまざまな分野で地域に貢献できる人づくり（人材育成）も意味しています。

「閑谷学校」とは・・・

　「モノの豊かさから心の豊かさ」へ世の中の価値観が変化しつつあります。心の

豊かさとは何か、その答えの一つが、震災時に世界から称賛された日本人の礼儀正

しさなのではないでしょうか。そのルーツには「儒学」の教えがあると言われてお

り、本市の閑谷学校は、まさにその教えを伝えた誇るべき学校なのです。また、江

戸時代の学校でありながら、誰でも受け入れてきた寛容な風土、人づくり、先を見

据えた学校経営システムなど、現代に生きる私たちが進めるまちづくりにも生かせ

る点が多く見受けられます。私たちのまちづくりもそうでありたい、また、次の世

代へ自信をもって引き継いでいけるまちにしたい、そうした思いがタイトルの閑谷

学校に込められています。

基本理念
　これまでに培われた市の一

体感をより発展的に高めてい

くことで、地域の独自性を生

み出し郷土として誇れるまち

の実現を目指します。

まちづくりの基本方針
　まちづくりを進めるにあたっては、既存の概念にとらわれず、新しい視点で魅力

の再発見や創造にチャレンジし、また、そうした活動を支援していきます。

　一方で、財源は限られたものであり、最大の効果を上げるためには、どうしても

メリハリが必要となります。本計画では、平成34年度までの最大の課題を少子高齢

化による地域力の低下と位置付け、そうした課題の解決に行政資源の優先的な配分

を行うこととします。

　これからの備前市を担う若年者をターゲットにした施策や事業を重点化すること

で、若年者比率の維持・向上につなげ、定住化を促進し、高齢者や子どもの誰もが

それぞれの地域で、生き生きと暮らせる住みよいまちを目指していきます。

  ◆重点政策「教育」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①将来を担う人材が育つまち

　家庭では、子どもを持つ親が、子育てに不安や負担を感じることなく、子育てを

楽しんでいます。さらに、地域では、経験豊かな市民の力を借りた学習支援など

を展開し、教育の質が高まっています。

1-1 家庭教育の支援と青少年教育の充実 1-2 就学前の教育・保育等の充実

1-3 小・中学校教育の充実 1-4 子育て不安の解消

1-5 高校教育における柔軟な学びの場の提供

  ◆自己実現政策「生涯学習、歴史、文化」　                 

②自分を磨ける・自分を変えられるまち

　市民一人ひとりが、自らの個性や能力に気づき、育て、共有しています。これに

より、地域の教育力が向上するとともに、市民に連帯感が芽生え、市の活性化に

もつながっています。また、すべての人が、お互いを尊重し、支え合いながら、

共に生活できています。

2-1 生涯学習の機会充実 2-2 公民館・図書館機能の充実

2-3
スポーツ・レクリエーション活動
の推進

2-4 人権問題の解決

③豊かな自然、歴史、文化の中で心豊かになるまち

　国宝をはじめ数多くの国・県・市指定の有形文化財、後世に伝承すべき民俗芸能

などの無形文化財が、貴重な財産として受け継がれ、誰もが、いつでも、気軽に

芸術・文化にふれることができ、共感し、心豊かな生活を送っています。また、

歴史的資産や伝統文化が人を惹きつけ、まちに活気が溢れています。

3-1 歴史文化の活用と伝統文化の継承

  ◆協働「コミュニティ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

④地域での支え合いを基本とした協働を推進するまち

　市民のまちを愛する気持ちが高まり、人とのつながりを大切にしながらお互いに

助け合い、地域活動に積極的に取り組むなど地域の課題を共有し、解決に向けて

考える市民が増えています。また、国際交流等を通じた開かれた地域づくりが行

われ、他国や他市の取り組みを知ることで、まちのよさや課題を再発見し、新た

な視点や発想でまちづくりに参画しています。

4-1 コミュニティの育成と地域活動の支援

4-2 国際交流・地域間交流の推進 4-3 移住・定住の促進（*）

　　　　政策と施策後期基本計画
基本構想で掲げた新しい視点でのまちづくりを踏まえた、10の政策目標と取り組む施策を示しています。
※前期計画から２施策統合し、1施策（*）を新たに加え、51施策から50施策としました。

 第２次備前市総合計画後期基本計画　概要版

ご　あ　い　さ　つ

　総合計画は、まちづくりの指針であり10年後の姿をイメージし、その将来像に向けてどのように取り組んでいくかを示したものです。

　1市２町が合併し新備前市となり12年が経過しました。この間、旧町からの継続事業であった「備前♡日生大橋」の開通や認定こども園４園の開園および市内

各学校施設耐震化事業など、諸課題に取り組んでまいりました。

　この度、「教育のまち備前」を将来像に掲げ、10の政策を定め展開している第２次備前市総合計画前期基本計画が、平成28年度をもって終了しました。そこで、

次の４年間（平成29年度～平成32年度）に実現すべき基本計画を策定するものであります。前期基本計画の施策を踏襲しながらも、新たに必要な課題や施策を加

味し、後期基本計画として策定しました。

　近年、全国的に人口減少をいかに食い止めるかが、大きな課題となっており、本市でも同様に人口減少や少子高齢化が深刻な課題となっております。また、高

度成長時代から積極的に取り組み整備されてきた公共施設および上下水施設が老朽化しており、これらを順次、更新するためには多額の経費を要することになり

ます。住民サービスの低下を招くことがないよう取り組んでまいりますが、行財政運営は厳しい舵取りが求められています。この後期基本計画に基づく将来像の

実現のためには、引き続き、経常経費の縮減など行財政改革を実施し、さらなる予算のスリム化を図らねばなりません。

　今後は、従来の将来像「教育のまち備前」に「学びのまち備前」を加え、「絆」・「夢」・「感謝」をテーマに掲げ、「市民主役のまちづくり」を目指し、市議会な

らびに市民の皆さまとの対話を大切にしながら、高齢者が安らぎと憩いを感じ、女性や子どもが夢を持ち、「住んで良かった」、「住み続けたい」と思えるよう、

課題を市民とともに捉え、その具体的施策に職員と一丸となって果敢に取り組んでいきたいと考えています。皆さまの一層のご理解とご協力をお願いします。

　最後に、この計画の策定に当たりまして、熱心にご議論いただきました備前市振興計画審議会委員の皆さまをはじめ、パブリックコメントを通じて貴重なご意

見をいただきました市民の皆さま、市議会ならびに関係者の人たちに心から感謝申し上げます。　 備前市長　田　原　隆　雄　

市の目指す将来像

古くて新しい「教育のまち備前」 ～ 学びの原郷　閑谷学校が開かれたまち ～

基本構想
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指　　標　　名
現状値 目 標 値

平成28年度 平成32年度 平成34年度

1-1 家庭教育についての研修会へ参加する人の割合 68％ 69％ 70％

1-2 幼保一体型施設整備園（開園数） 3園 6園 7園

1-3
学校が休みの日に1時間以上学習する割合

（中1対象県学力・学習状況調査）
55.3％ 60％ 65％

1-4
安心して子どもを産み育てることができると
感じている市民の割合

38.9％ 50％ 60％

1-5
進路決定の割合（（進学＋正規就職者）／卒業
者）※片上高校に限る

66.7％ 75％ 75％

3-1
旧閑谷学校のことを来訪者に説明できる市民
の割合

54.4％ 65％ 67%

4-1 ボランティア、NPO活動団体数 27団体 30団体 32団体

4-2
事業参加後、国際的視野の広がり率（国際関係
専攻の高校・大学への進学、留学希望率）

53％ 60％ 70％

5-3 自主防災組織率 86％ 100％ 100％

6-3 
高齢者が安心して生活できると感じている市
民の割合

18.9％ 21％ 23％

高齢者の自主サロン数（高齢者憩いの場含む） 115か所 122か所 130か所

6-5 自分の健康に気をつけている市民の割合 82.9％ 93％ 97％

7-1 有害鳥獣による農作物被害面積 182ａ 150ａ 100ａ

7-2 回復させたアマモ場の面積 250ha 270ha 280ha

7-4
市内観光施設の入場者数 92万人 110万人 120万人

備前市観光ボランティアガイド登録者数 36人 60人 70人

7-5
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
がとれていると思う市民の割合

48.4％ 55% 60%

8-2 分譲宅地の造成区画数 0区画 7区画 9区画

8-3 汚水処理人口普及率（汚水処理人口/市内人口） 89.0% 92.9% 94.2%

8-6 JR山陽本線・赤穂線の1日あたりの乗車人員 2,808人 3,000人 3,000人

8-7 公衆無線LAN設置箇所数 8か所 16か所 20か所

9-1 市民1人あたりのごみの総排出量 304kg 294kg 293㎏

9-3
公共施設CO2排出量の削減割合（2013年度比、
2030年度40％減）

5％削減 16％削減 21％削減

  ◆土台となる政策「安全・安心」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

⑤安全に暮らせるまち

　市民一人ひとりの危機意識を醸成し、また、自助「自分の命は自ら守る」、共助

「自分たちのまちは、自分たちで守る」、公助「公的支援」が互いに連携し一体に

なることで、災害や犯罪の被害を最小限にすることができています。

　河川や山林は、自然環境や生態系に配慮した整備が行われており、市民の生活に

うるおいをもたらすだけではなく、市民を守る機能も高まっています。

5-1 安全でおいしい水の安定供給 5-2 身近な安全・安心対策の充実

5-3 消防・防災体制の強化 5-4 河川改修・砂防施設整備

5-5 ため池・治山対策の推進

⑥誰もがいつまでも安心して暮らせるまち

　ひとり親家庭の生活を安定させるための相談・支援体制が整っています。また、

障がい者や高齢者が、住みなれた地域で暮らすことができ、誰もが、いつまでも、

安心して暮らせると感じています。さらに、個人の状況に応じて、体力を維持・

増進できる環境が整い、心身ともに健康に暮らしています。

6-1 生活自立の支援 6-2 障がいがある人への福祉の充実

6-3 高齢者への福祉の充実 6-4
国民健康保険・後期高齢者医療制
度の適正運営と国民年金の事務執
行

6-5 生涯を通じた健康づくりの推進 6-6 地域に密着した医療サービスの提供

  ◆生活環境政策「快適・活力」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

⑦地域の活力を生む産業を振興させるまち

　山から海までが一体となり、豊かな自然環境が再生し、農林業や漁業は、経営基

盤が安定し、後継者や担い手が育っています。また、企業や商店の経済活動が安

定し、地域が活性化するとともに新たな雇用が創出され、一人ひとりが自らの能

力を十分に発揮し、生活にゆとりをもって安心して働いています。

　さらに、観光地としての魅力がより一層高まり、「一度は訪れたい」そして「も

う一度訪れたい」と思われるまちになっています。

7-1 魅力ある農林業の推進 7-2
里海づくりを柱とした水産業の振
興

7-3 商工業・海運業の振興 7-4 賑わいをもたらす観光の振興

7-5 勤労者福祉の増進

⑧快適な生活が送れるまち

　子どもから高齢者まで誰もが利用しやすい交通手段が整い、周辺のまちや地域間

の移動がスムーズにでき、人・もの・文化の交流が盛んになっています。また、

さまざまな行政サービスの分野で、ICT（情報通信技術）が利活用され、誰もが

必要なときに必要な情報を手に入れることができ、快適な日常生活を送っていま

す。安全・安心で快適な住環境が整備され、地域の人々は、楽しく活気のある豊

かな暮らしを送っています。また、市域の総合的な土地利用を進め、自然環境や

地域の歴史、文化と調和した、健康で文化的な生活空間が形成されています。

8-1
秩序ある土地利用と良好な市街地

（都市施設）の整備
8-2

住宅の供給と安心できる住環境の
整備

8-3 生活排水の適正処理 8-4 道路環境の整備

8-5 港湾施設の整備 8-6 公共交通の確保

8-7 地域情報化の推進

⑨環境を大切にして未来につなぐまち

　市民一人ひとりの環境に対する意識が高まり、美しい自然や良好な景観が保たれ

ています。また、市、市民、事業者が一体となって、廃棄物の減量化と適切な処

理に取り組み、循環型社会が実現しつつあります。

　さらに、地域の特性を生かした自然エネルギーが導入され、エネルギーの地産地

消が始まっています。　　

9-1 一般廃棄物の適正処理と省資源・循環型社会の構築

9-2 斎場の運営と墓地の整備 9-3 環境保全対策の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　
  ◆行政「計画推進」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

⑩計画を実現する行政

　限られた資源の中で、重要度や緊急度を把握した上で、行政が果たすべき役割を

明確にし、市民とともにまちづくりを進めています。また、近隣市町との連携な

どにより、業務の効率化が図られ、適正な公金管理と効率的な資産運用が行われ

健全財政が維持されることにより、市政に対する市民の理解と信頼が深まってい

ます。

　市民のため、職員はより高い目標に向かって、生き活きと笑顔で働いています。

10-1

身近に感じられる開かれた行政の推進

⃝広聴・広報活動の充実と情報公開の推進

⃝広域行政の推進

10-2

戦略的な行政経営体制の確立

⃝計画的な行政経営

⃝将来を見据えた行財政改革の実行

⃝健全な財政運営

⃝市有財産の有効活用と適正な管理

⃝積極的な人材育成・能力開発と組織の活性化

10-3

信頼される組織体制の確立

⃝市税の適正な賦課と収納率の向上

⃝住民記録の正確な記録と適正な管理

⃝公共事業などの適正な入札・契約の執行

⃝公金の適正な管理

主な目標の一覧

平成2９年市民意識調査による施策別満足度順位（トップ10）

企画課企画戦略係（☎64-1871）

各　 施 　策 順位 平成2９年度市民意識調査項目

5-1 安全でおいしい水の安定供給 1 上水道

1-2 就学前の教育、保育等の充実 2 0歳～小学校就学前教育・保育

5-3 消防・防災体制の強化 3 「消防」と「防災」

1-4 子育て不安の解消 4 子育て支援

9-2 斎場の運営と墓地の整備 5 「斎場」と「墓地」

9-1
一般廃棄物の適正処理と省資源・循環
型社会の構築

6 「ごみ」と「リサイクル」

6-5 生涯を通じた健康づくりの推進 7 健康づくり

1-5
高校教育における柔軟な学びの場の提
供

8 夜間の定時制高校

3-1 歴史文化の活用と伝統文化の継承 9 「歴史文化」と「伝統文化」

1-3 小・中学校教育の充実 10 「小学校」と「中学校」
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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。

高校生としての学力を保障

　「おはよう」。夕方５時40分から始まる１時限目の授業に向け生徒が集まって

きます。基本的な教科構成は、全日制高校と同様に国語、数学、地歴・公民、

英語（外国語）、理科など。１日４時限の授業で、卒業まで４年かかりますが、

単位を修得することにより高校卒業資格を得られます。

　学校では、少人数での授業を行っているほか、ティームティーチングを取り

入れるなど、きめ細かな指導を心がけています。高等学校での学習内容は中学

校までの学習内容を前提としているので、理解が十分でないところを把握し、

補充指導もしていきます。また、タブレットPCでドリル学習をするなどし、

基本的な学力を身に付けられるようにしています。

社会人としての自立を支援

　テーブルマナーや一人暮らしの方法、岡山県内の地名など身近で役立つ知識

について学んだり、自分の個性や働くということについて考えたりしていま

す。学習が実践的なものとなるよう、事業者やハローワーク、備前市ゲート

ボール連盟、卒業生など学校外の人材にも協力をしてもらっています。

学校行事や部活動も活発に

　生徒会執行部が中心となり、煌
こう

夜
や

祭
さい

（文化の部・体育の部）やボランティア

活動を企画しています。ボランティア活動では、備前警察署、地域の人との協

力により、「自主パトロール隊」として西片上駅周辺の清掃活動などを含めて

見回りを行っています。

　部活動では、生徒それぞれが授業後に約１時間、興味に応じた活動に取り組

んでいます。平成29年度は陸上で全国１位となったほか、剣道、柔道でも全国

大会に出場するなど好成績を収めることができました。

働きながら学ぶ意義

　生徒のほとんどは10代であり、販売、サービス、建設などのアルバイトをし

ています。入学当初は学業と仕事の両立に苦労をしますが、次第に自分の時間

の使い方を覚えていきます。

　生徒は、仕事をする中で責任感を身に付けていきます。職場での責任はきち

んと果たしたいと、ときには開始時間ギリギリに授業に駆け込む生徒の姿も。

また、職場での接客やマナー、優先順位をつけて作業をすることの大切さなど

も学びとることができます。

　休み時間、生徒同士では仕事を話題とすることが多くなっていきます。年齢、

職種の異なる立場の人から話を聞いたり、自分のことを話したりすることは、

自分の将来を考える上で役に立ちます。

　　　　　　　　
生徒の声

・少人数なので、学年を越えてみんなとても仲がいいよ。

・先生もフレンドリーで、勉強が楽しいと思えた。

・清掃活動などのボランティア活動で地域にも貢献しています。

・いろいろな仕事の話が聞けるのが面白い。

　片上高校の入学試験では、成績や中学校までの状況だけでなく志願者の学

ぶ意欲を重視しています。学びたいという意欲に応えるとともに、まちの発

展に役に立つことができるよう、市では検討委員会を設け、片上高校の魅力

を高める取組を進めていくことにしています。

家庭教育のススメ

　「しつけ」は、「着物を仕付ける」に語

源をもつことばで、着物が仕上がると仕

付け糸は外してしまいます。もう必要がないからです。私は母親が内職で

着物を縫っていましたので、仕上がるまでの仕付け糸を目にする機会があ

りました。

　家庭教育のしつけも同じで、口うるさく言われなくても一人で、自然な

かたちでできるようになるまで息長く見守ってやることが大切です。漢字

で「躾」と書くように、「身についた美しさ」なのです。どのような美しさ

を身につけてやればいいのか、ちゃんと自分一人でやっていけるようにして

やればよいのか、子どもの実態を振り返って家庭で考えてみるといいと思い

ます。

　お手伝いや早寝、早起き、食事のマナーなどの生活習慣のこと、時間割

合わせや準備物の用意、宿題などの学習習慣のこと、言葉づかいや約束を

守るといった人との関わり方等々、生活自立から学習の自立までいろいろ

あると思います。

　もうできていること、ちょっと背伸びをしてがんばればできそうなこ

と、相当がんばらないとできないこと、子どもと相談しながら分類し、で

きそうなことから紙に書いて目に見える所に貼って決意表明し、がんばる

のもいい方法です。その隣に、お母さんのがんばることも添え、二人三脚

でがんばるとより効果的です。しばらくたって振り返ると、「ちょっとが

んばったらできること」が「もうできていること」になっています。こう

やって少しずつできることを増やしていくのです。がんばったらできるん

だ、この自信こそが、大きくなってもずっと通用する宝物になります。

関西福祉大学学長　加藤　明氏

（備前市小中一貫教育推進懇話会アドバイザー）

　東備地区唯一の夜間定時制普通科である備前市立片上高等学校（1952年設置）。かつては、専ら市内事業所で定職をもつ中卒者の学ぶ場
所としての役割を果たしてきましたが、近年生徒数や生徒層に変化がみられ、期待される役割が変わってきました。このような状況も踏ま
え、市では、片上高校の運営改善に努めることとしています。

自主パトロール隊 部活動

●平成30年度　入学者選抜について　

　◆出願の期間　３月19日㈪～22日㈭

　◆学力検査・面接の日程　３月23日㈮

※入学者選抜に関するお問い合わせは

　片上高校入試担当者〔☎0869-64-2703〕まで

教育のまちをめざして

～ 連載 ～

働きながら学ぶ高校生を支える

（備前市小中一貫教育推進懇話会アドバイザー）

第12回



2018.3

5

　校長室の前に飾られた手づくりオブジェ。季節に応じた食材や料理が並んで

います。「旬や季節を感じてほしい。校長通信でも二十四節気七十二候を紹介

しています」校長通信では児童の様子や季節の話題をきめ細かく伝えています。

　中学校の美術教員、教頭を経て今年小学校校長に。「小学校では子どもたち

にとって初めて出会うもの、学ぶことが多いので、小学校の先生は板書をはじ

め、何でもとても丁寧に指導します。一方で、子どもたちが思春期になってい

つか手を離すときを思い描いて小学校で指導することも大切です」

　地域の人のボランティアが盛んな学校です。「三石は灯りの街、ふれあいコ

ンサート、餅つき会などの地域の行事が多く、学校も参加させてもらっていて、

つながりが持てていいことだなぁと感じます」

　「子どもたちは素直で仲がいい。その一方、クラス替えもない環境で育ち高

校に進学すると、友だちの作り方がわからないことに直面する可能性がありま

す。そのため、三石小・中の小中一貫教育では学級活動や他の学校との交流など

いろいろな機会を通して、人と関わる力を付けさせたいと考えています」

　中学生の時「宇宙戦艦ヤマト」に魅せられ、テレビを見て夢中で絵を描いて

いたことから美術の道へ。オーストラリアで２か月間中高一貫校で教えた経験

もあり、「笑顔とボディランゲージでなんとかなります（笑）」と、人と関わる

力の高い大人のお手本として、子どもたちを変えていく校長先生です。

　
★子どもたちに聞きました！校長先生ってこんな人★

　「校長先生は工作が好きなんだよ！」「優しい」

　「絵がうまい」「お話がおもしろい」

小中一貫教育校小中一貫教育校

  ｢三石学園｣が  ｢三石学園｣が

     スタート!!     スタート!!

①めざす子ども像の共有

郷土に誇りをもち、

　積極的に人と関わりながら　主体的に自分の未来を切り拓く子ども

②９年間の連続した指導計画を作成

【小中合同研修会】

　小・中学校教員の協働によって、取組

を計画すると共に、指導力の向上にも役

立っています。

【９年間の連続した指導計画】

　授業や行事など、学校のあらゆる機

会を使って、「人と関わる力」を育み

ます。

③教育効果を高める活動の工夫

【地域行事への協力・参加】

　地域とのふれあいから、「三石で育っ

てよかった」と思う気持ちを育てます。

【三石学園体育会】

　平成30年度から小学校の運動会と中学校の体育会を合同で開催する予定です。

子どもたちの交流を増やし、自己肯定感や向上心の伸長を目指します。

　三石中学校へ来て３年目。「わかりやすい授業づくりに取り組んでいて、ICT

も当たり前に使われています。学習内容の定着に向けて、自ら『つかみとる』と

いう意識で自主学習にも取り組めるようにしていきたいです」

　「三石地区の皆さんは『自分の地域の学校』という意識が高く、学校をとても

大切にしています。灯りの街など地域の行事では、子どもたちの活躍を当てにし

てもらえています」と、生徒が地域の一員としての役割をもち、人間関係を作る

経験を積ませています。

　「優しい子どもたちで、相手に合わせることができる。欲を言えばふてぶてし

さも必要かなと思います。限られたメンバーで過ごす中で、人との関わり方を身

に付けさせることが小中一貫教育のテーマ。相手の立場に立って考え、自分の意

見も言えるように、来年度学級活動や話し合いを通して習得させていきたいで

す。聴くこと、考えること、話すことをバランスよく行えるようにしたいです」

　ものづくりが好きで技術科教員に。人前に出るのが苦手な自分を変えようと、

大学で始めた落語は学習発表会やボランティア活動などで披露する腕前。校長室

の入口に本を紹介するコーナーを作ったり、朝礼に小道具を使用したりと生徒の

考えを多様にすることに取り組んでいます。「体とこころのスタミナをつけ、ど

んなことも乗り越えていってほしい。そのために、本や映画、芸術に触れ世の中

を疑似体験することを入口にして、自分の世界を広げてくれたら」と、大人に

なった子どもたちの姿を描き、生きる力を育んでいる校長先生です。

　★子どもたちに聞きました！校長先生ってこんな人★

「優しい」「落語が上手」「テニスを教えてくれる」「話しやすい」

「私たちが安心して過ごせるように、危険なところを直してくれる」

校長室へ
ようこそ

　備前市教育委員会では、平成30年４月、三石小学校・三石中学校を小中一貫教育校「三石学園」として
指定する予定です。平成29年４月にスタートした伊里学園に続く、２つ目の小中一貫教育校となります。
　三石学園では、子どもたちが将来多くの人と協働し活躍できるように、９年間で他の人と積極的に関わ
る力を身につけさせたいと考え、昨年度から準備を進めてきました。

【中学生による読み聞かせ】

　未来を切り拓く自信と、未来へ

のあこがれを育みます。

　小中一貫教育校の指定は、①～③が整った中学校区から順次行います。また、指定後も成果や課題について検証を行い、改善を行っていきます。

　三石中学校は生徒が明るく、小さな学校なのでみんな仲が

いいです。三石は小さいまちで、自然がいっぱい。地域の人

とも顔見知りで、知らない人の目を気にしなくていいのがよ

くて、癒しがあります（笑）。

　勉強はたまについていけないこともあります。英語は実生

活であまり使うことがないので、難しく感じます。地域には

外国の人もおられますが、向こうから「こんにちは」と日本

語であいさつをしてくれるので（笑）。ALTの先生とはがん

ばって英語で話しています。授業では英語の翻訳をメールで

提出したり、理科の実験結果を全員分一斉に表示して比べた

りとタブレットも使いこなしています。

　夏休みにはそれぞれ、こども園や学童保育などにボラン

ティアに行きました。チャレンジワーク（職場体験活動）で

は飲食店やお菓子屋さんの仕事を体験して、立っているのが

大変だったけど、お店の人やお客さんと話せて楽しかったで

す。

　これから生徒会として、礼儀正しくて誰にでも明るくあい

さつができることで評判の学校になったらいいなと思いま

す。人数が少なくて、あまり積極性がないように感じるとこ

ろもあるので、改善していきたいです。また、４月から小中

一貫教育校になったら、けじめのある態度で、小学生のお手

本となれるようにがんばりたいです。

私 三石中学校生徒会

２年 石部　耀さん（会長）　　２年 三輪優汰さん（副会長）　　２年 近藤樹璃亜さん（副会長）

三石中学校

森　明道 校長

三石小学校

秋山　和規 校長

が考える「教育のまち」



◆応募受付期間　3月22日㈭から４月12日㈭ 17時まで（期限厳守）　

◆支援事業実施期間　平成30年５月から平成31年3月末まで

◆支援対象団体　圏域内に主な活動の基盤を有する５人以上の団体またはNPO法人。宗

教、政治、営利活動を目的とする団体や規約などが整備されてい

ない団体は除きます。

◆支援対象事業　支援の目的に合い、自主・自発的に行うもので、次のいずれにも

該当するもの

　▽公益的な事業　　

　▽圏域内の複数の市町住民の参加、協力および連携を得ようとする事業　

　▽実現可能な事業　　　▽継続的な事業

◆支援額　20万円を限度 ※ただし、同じ団体もしくは持ち回りなどで実施する同じ

と認められるイベントに対し、これまでの交付実績が通算５回を超える場

合、15万円を限度

◆選考方法　応募いただいた内容を公開の場で審査しますので、出席をお願いします。

◆審査日時および場所（予定）　日時：４月21日㈯　9：00～14：00（申請数により

終了時間は変動します）　場所：赤穂市役所204会議室

◆応募方法　申請書等必要書類を期間内に窓口（赤穂市企画広報課、備前市企画

課、上郡町企画政策課のいずれか）に持参してください。申請書や

詳細な募集要項等は、上記窓口か協議会HPで。（ともりんく http://

tobiseiban.mypl.net/）　　　　　　　　　

東備西播定住自立圏形成推進協議会（備前市企画課  ☎64︲1871⎠

東備西播定住自立圏構想推進事業　　赤穂市･備前市･上郡町３市町で力を合わせて､ 元気な地域を作りましょう

３市町内で行う民間イベントなどの事業を募集します!!
　赤穂市、備前市、上郡町の3市町は、東備西播定住自立圏（以下「圏域」といいます。）を形成し、力を合わせて元気で住みよいまちづくりを進めています。

　そこで住民の皆さんが自主・自発的に行う、圏域内外の住民交流を促進し、賑わいの創出や相互理解を深めるイベントなどの活動を支援します。多数の応募をお待ちしています。
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　備前市では、587人の海外

の人が生活しています。

　　　　　（H30.1月末現在）

　思想や文化の異なる外国人

の人は、男女共同参画につい

てどのような考えを持ってい

るのでしょうか。備前市在住

36年のジョン・トーマス・ウェ

ルズさんにインタビューをし

ました。

日本では※1）ワーク・ライフ・バランスを実践しようとしていますが、アメリ

カではどうでしょうか？

アメリカでは仕事に関して、自由度が高く楽しんでやっているように思いま

す。仕事が定時で終わるとその後はプライベートな時間です。会社の仲間との

付き合いとして、家族を交えてホームパーティーをよくします。日本人は仕事

が何よりも大切だと考えているように思います。仕事に対して厳しく感じら

れ、休暇があっても取らない。まるで会社と結婚しているようです。

※1）ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の調和のこと

日本では男性も育児や家事に積極的に関わる意識が高まり、※2）イクメン、カ

ジダン、イクボスという言葉がありますが、このような言葉はありますか？

そのような言葉はないと思います。日本よりは育児も家事も性別に関係なく夫

婦で関わっています。共働きが多いので、できる人ができることをしてうまく

分担しています。アメリカでは結婚するということは、夫婦はお互いイコール

の立場で生活するということです。家事、育児の分担は人それぞれ違いますが、

大事なのは男女がそれぞれの個性を活かしていくことではないかと思います。

また、保育園やベビーシッターなどもよく利用しています。

※2）イクメン、カジダン、イクボスとは、家事や子育てを楽しみ、積極的にこなす男子、夫、上司のこと

ジェンダーギャップ指数が公表され、日本は114位でした。（アメリカは49位）

これについてはどう思われますか？

男女の不公平については、以前から気になっていました。アメリカでは女性の

権利を獲得するための運動を経て、段々と男女共同参画社会を実現させるため

の努力をしてきました。日本も今、一人ひとりの意識を変えて皆が受け入れら

れる社会を作っていると思います。

親の介護についてどう思われますか？

アメリカでは、日本と比べて ｢子どもが親の介護をしないといけない｣ という

考えはあまりありません。施設に入ったり、高齢者の集まる町で生活をしてい

ます。もちろん子どもが親の介護をする方が良いと言う人もいますが、日本ほ

ど意識していないと思います。

※3）DV（ドメスティック・バイオレンス）についてどう思われますか？

DVについては、アメリカにもありますが、日本の方がこじれているような気

がします。アメリカでは、女性は経済的に自立している人が多く、結婚がうま

くいかなくなったら離婚し、気が合う人と結婚します。日本は女性が経済的に

自立しにくい現状があるため、離婚というと大変なことと考えているように感

じられます。

※3）DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者や恋人、その他の親密な関係にある者（あった者）
　　に苦痛などを与える暴力のこと

最後に一言お願いします。

男女の違いがあってそれぞれが魅力的だと思います。違うのは当たり前で、全

く一緒にする必要はないと思います。男女の区別ではなく、ひとりの人間とし

て自分のできることを自分のできるときにやる考えが大事だと思います。

⃝インタビューを終えて　レディーファーストの国であるアメリカの人が、日本に対

してどのような思いを持たれているのかたずねてみまし

た。始めは緊張しましたが、ジョンさんの気さくな人柄で

和気あいあいとしたインタビューになりました。国は違っ

ても相手を思いやる気持ちを意識することが大切であると

感じました。    　　（谷原委員　平川委員　山本委員）

外国から見た男女共同参画

順位 国
1 アイスランド
2 ノルウェー
3 フィンランド
4 ルワンダ
5 スウェーデン
49 アメリカ
100 中　国
114 日　本
118 韓　国
144 イエメン

ジョン・トーマス・ウェルズさん
（アメリカ出身 備前焼作家）

※世界経済フォーラム「グローバル・    
　ジェンダーギャップ報告書」より

〔企画制作　備前市男女共同参画推進委員〕片山ひとみ、片山鐡男、谷原純子、平川　満、森　敏彰、山本香代子

男女共同参画特集

男女格差の現状 世界と比べて日本は･･･男女格差の現状 世界と比べて日本は･･･

　2017年に発表された世界各国の男女平等の度合いを示すジェンダー・ギャップ指数によると、

日本は調査対象国144か国のうち114位（2016年は111位）でした。これが何を意味するのでしょうか。

　この順位の統計項目である政治、経済、教育、健康の４部門の順位

は、政治は123位（前年103位）、経済は114位（前年118位）、教育は74

位（前年76位）、健康は1位（前年40位）となっています。日本の健

康分野は1位になっているものの、総合順位は前年と比較して下がっ

ています。それは、政治分野での男女格差が主な原因です。女性議員

が増えない背景には、選挙制度や地方組織、そして地域社会での男性

中心も原因のひとつです。女性が家事、育児、介護などを両立させな

がら選挙活動をするのは困難であり、地域では、自治会・町内会長は

男性がなるものであるという考えは根強く残っています。

　さて、備前市ではどうでしょうか？あなたの周りには女性リーダー

はいるでしょうか？

外国から見た男女共同参画

男女共同参画社会の実現に向けて…  
         
男女共同参画社会の実現に向けて… 
          
　本年度初めて男女共同参画推進委員の委嘱を受け、岡山県
主催の男女共同参画ゼミナール（５日間）を受講しました。
各講師は専門的立場から、毎回違ったテーマで男女共同参画
の意義について考えを述べられました。「男女共同参画社会
とは？」程度の初級者の私にとっては、大変有意義なセミ
ナーでした。男女の性別のみで判断するのではなく、男らしさ
女らしさを尊重し、また人として人権を尊重し、能力や個性を
伸ばせるような取組みをしていく必要があると思いました。
　備前市では、第3次備前市男女共同参画基本計画が策定さ
れており、これに沿って様々な施策が実施されています。市
民の皆さんに1人でも多く参画していただきたいと思います。
私も微力ながら男女共同参画社会の実現のための手助けにな
ればと思います。　　　　　　　　　　　　 （片山鐡男委員）   
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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10月生 ７日㈬　13：00～13：30

総合保健施設
【吉永】

１歳６か月児健診 平成28年９月生 ₁₄日㈬　13：00～13：30

２歳 6 か月児歯科健診 平成27年９月生 ₁₅日㈭　12：45～13：00

３歳６か月児健診 平成26年９月生 ₂₈日㈬　13：00～13：30

かみかみ離乳食と歯の教室 平成29年５月生 ６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】

3月

予防接種の受け忘れはありませんか？

高齢者肺炎球菌予防接種

第 22 回

備前市健康づくり3か条

•今より10分多く歩く

•野菜から先に食べる

•体重を毎日はかる

　  【第２次健康びぜん21〗

健康健康情
報
情
報
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　Ｂポイントの賞品交換が２月から始まっています。皆さん交換はお済みですか。交換は3月16日㈮までです。

　忘れないように交換してください。

◆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

※賞品がパンフレットに掲載している内容から変更になっています。ご了承ください。

　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。

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）

地域包括ケア病床を開設します

　平成30年3月から、吉永病院では現在の一般病床50床のうちの８床を地域包括ケア病床へ転換します。

【地域包括ケア病床とは】入院中に治療を受け、病状が安定した患者様に対して在宅復帰に向けて医療や支援を

行う病床です。

【対象となる患者】

〇入院治療により病状は改善したが、経過観察がもう少し必要な人

〇在宅復帰に向けて環境整備や準備が必要な人

〇退院に向けてもう少しリハビリが必要な人

※地域包括ケア病床への入院期間は最長60日までです。

【入院費費用について】地域包括ケア病床へ入院された場合、入院費の計算方法は定額制となり、入院基本料、

投薬料、注射料、処置料、検査料、リハビリテーションなどの費用が含まれます。（一部除外となる診療があります）

※ご不明な点がございましたら、地域連携室または医事課までお問い合わせください。　 吉永病院（84︲2120）

保健課

　日常生活の中では、さまざまな細菌やウイルスが共存しているため、そ

れぞれに対する抵抗力がないと病気にかかってしまいます。

　予防接種とは、ワクチンを接種して免疫（病気に対する抵抗力）をつく

ることにより、発病を予防したり症状を軽くしたりする方法です。

　お子さんの健やかな成長のために、母子健康手帳で確認し、まだ接種で

きていない予防接種があれば医師に相談して早目に受けましょう。

【金
キム

　惠
ヘ

珍
ジン

】

　アンニョンハセヨ。

　私は、金惠珍と申し

ます。去年４月から備

前市地域おこし協力隊

として就任し、おもに

国際交流を促進する活

動に取り組んでいます。

　去年８月は、友好協力都市である韓国の蔚
うる

山
さん

広

域市東区からの訪問団を受け入れるためのプログ

ラムを企画し、通訳を担当しました。現在、備前

市は、韓国だけでなくアメリカやオーストラリア

との交流も行っていますので、これからも 国際

色豊かな備前市のまちづくりに繋がるようなプロ

グラムを企画していきたいと思います。

　また、韓国料理教室や韓国語講座などを開き、

講師としても活発に活動をしています。

　備前市に来て1年も経っていませんが、毎日楽

しく生活しています。こらからも親切にしても

らった市民の皆

さんに恩返しが

で き る よ う 頑

張って活動をし

て い き ま す の

で、引き続きよ

ろしくお願いい

たします。

【作り方】

①里芋は皮をむき、大きめの一口大に切って、

塩をふって軽くもむ。水で洗ってぬめりをとる。

②コンニャクは食べやすい大きさに手でちぎ

る。下ゆでして水気を切る。

③ニンジンは、小さめの乱切りにする。マイタ

ケは小房に分ける。ゴボウは、粗めのささが

きにして水にさらす。白ネギは斜め切りにする。

④鍋に油を熱し、コンニャク､ 牛肉､ 里芋､ ニ

ンジン、ゴボウの順に入れて炒める。だし汁

を注ぎ、砂糖を加え、アクをとりながら煮る。

⑤里芋が柔らかくなってきたら、マイタケ、白

ネギ、しょう油、酒、みりんを加え、味がし

みこむまで弱火で煮込む。

⑥器に盛りつける。好みで七味とうがらしをふる。

　平成29年度の対象者には、４月に案内文と予診票を送付しています。案内文が届いた人は、今年度のみ定期

接種（助成のある予防接種）として接種することができます。

　肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎を予防し重症化を防ぐものです。（※予防接種は、すべての肺炎

を予防できるわけではありません）

　今年度の対象の人は、平成30年３月31日までが期間です

◆今年度の対象者

1．以下の表の通り

２．満60歳以上65歳未満の人で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障がいまたはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の

障がいのある人（身体障害者手帳1級に相当）

※ただし、高齢者肺炎球菌予防接種を接種したことのある人は対象となりません。

◆病院への持参物　案内文（ワクチン接種のお知らせ）、予診票、健康保険証、接種料金（自己負担額2,500円）

保健課（☎₆4︲1820）

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

ところ 交　換　日 時　間

備前市役所　ロビー
3月1日㈭、２日㈮、3月５日㈪～16日㈮
※3月10日㈯、11日㈰も実施します。

9：00～16：00三石出張所　別棟 3月1日㈭、２日㈮、５日㈪

総合保健施設【吉永】 3月6日㈫～9日㈮、3月12日㈪、13日㈫

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味

芋　煮
〈１人分エネルギー　24₆Kcal、塩分2．1ｇ〉

～ 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
里芋3₆0ｇ、塩少々、牛肉（切り落とし）1₆0ｇ
板コンニャク1₆0g、ニンジン₆0ｇ、マイタケ₆0ｇ
ゴボウ1/2本、白ネギ（根深ネギ）1/2本、
サラダ油大さじ1/2､ ごま油大さじ1/2
だし汁４と1/2カップ、砂糖大さじ２
しょう油大さじ２と1/2､ 酒大さじ２
みりん大さじ１

こんにちは、

地域おこし協
力隊です

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

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

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

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

こんにちは、

地域おこし協
力隊です
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健康教室（参加無料）

　事前の予約は必要ありませんので、ど

なたでもお気軽にお越しください。

3月14日㈬　14：00～15：00

備前病院附属棟２階

「家庭で生かせる院内感染対策」

４階病棟看護師長

備前病院（☎64-3385）

糖尿病教室　

　「コレステロール」の話や、糖尿病食

体験などの教室を開催します。

　どなたでも参加できます。

3月16日㈮　12：30～14：30

日生病院

500円

　くわしくは、お問い合わせください。

3月9日㈮までに、

　日生病院（☎72-1111）へ

第３回備前病院・さつき苑フェア
（参加無料）

　医療や介護を安心して受けていただ

き、健康意識の向上などに役立つ催しも

のです。　　　　　

　お子様連れでもお気軽にご参加いただ

けます。

3月18日㈰　9：30～13：30

備前病院

健康チェック（脂肪肝、CO測定、フッ

ト、咀嚼力）、体験コーナー（呼吸器、

クラフト、耐震車）、フードコーナー

（フランクフルト、アイス、カフェ）、

介護劇、ビンゴゲーム、びぜん体操な

ど

備前病院（☎64-3385）
　備前さつき苑（☎63-9300）

介護者の会

　「いつもの食事を振り返ってみよう～

　 いつまでも元気に過ごすために～」

　「低栄養」という言葉を聞いたことが

ありますか？低栄養を予防することが介

護予防、重度化予防にはとても大切なこ

とになります。いつまでも元気に過ごす

ための食事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。

3月6日㈫　10：00～11：30

三石公民館 和室

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）

特定疾患の人に療養交通費を助成

～自家用車利用の人も対象～

　特定疾患（腎不全（人工透析を受けて

いる人に限る）、パーキンソン病など）

の人に次のとおり療養交通費の一部を助

成します。

市内に住所を有する特定疾患の患者で

通院治療を受けている人（ただし、本

人またはその扶養義務者の市町村民税

における所得が1千万円未満で、申請

日において、市税の滞納が無い人）

　原則として、治療可能な最寄りの医療

機関までの交通機関料金の半額（ただ

し、週２回以内で月額５千円が上限。

タクシー・福祉有償運送利用の場合は

領収書が必要。自家用車の場合は公共

交通機関（バス、電車など）料金相当

額の半額）

４月支払い（10月～3月通院分）

　社会福祉課または各総合支所に備え付

けの申請書に医療機関の証明を受け

て、４月13日㈮（厳守）までに提出

社会福祉課（☎64-1824）

備前市青少年健全育成
啓発ポスター展 　　　（入館無料）

　「青少年健全育成強調月間」にあわせ

て、市内の小中学生が描いた青少年健全

育成啓発ポスターの作品を展示します。

3月1日㈭～14日㈬　10：00～16：00

吉永美術館

3月５日㈪、12日㈪

備前市青少年育成センター
 （☎64-4158）

男女共同参画社会啓発事業

きらめきフェスタ 2018
　（入場無料・要約筆記あり）

3月４日㈰　11：30～16：00

市民センター

【ホール行事】開演13：00（開場12：30）

⃝創作劇

　「権現さま～～」　出演：劇団"虹"

⃝講演会

　「誰かがあなたを必要としている」

　～すべての人生には目的がある～

　講師：市岡裕子

さん（ゴスペル

歌手・吉本新喜

劇座長として一

世 を 風 靡 し た 

故岡八朗さんの

長女）

【館内催し】11：30～16：00

　うまいものフェア（山菜おこわ、ちら

し寿司、パン、ケーキ、コーヒー）、

バザー、ウィズびぜん登録団体などの

活動展示

※使用済みインクカートリッジを玄関前

で回収しています。子どもたちの絵本

の購入に使わせていただきます。ご協

力をお願いします。

　主催：備前市、きらめきフェスタ2018

　　　　実行委員会

市民協働課（☎64-1823）

平成30年度市立片上高等学校
（普通科）生徒募集

　片上高等学校は、県立備前緑陽高等学

校の敷地内にあり、東備地区で唯一の夜

間定時制高校です。

　働きながら勉強したい人、高校の卒業

資格を得たい人など、さまざまなニーズ

をもった人たちが、４年間での卒業を目

指して学んでいます。

40人

　

・3月19日㈪・20日㈫　13：00～17：00

・3月22日㈭　13：00～15：00

　※郵送3月20日㈫ 17：00必着

3月23日㈮

学力検査（国語・数学・英語）

および面接

片上高等学校
　（☎64-2703　※13：00～21：00）

いんべ会館　受講生募集　

3月1日㈭から、

　いんべ会館（☎64‒0890）へ

第11回ふれあいサロン講座 『郷土の企業、見学してみよう』

　毎日、読んでいる新聞の制作から

印刷までの工程をのぞいてみよう！

3月15日㈭　9：00～16：00

　※9：00までにいんべ会館へ集合

山陽新聞社本社・製作センターほ

か

500円

25人（先着順）

※昼食は各自でご用意ください。

　（本社社員食堂も利用できます）

第３回　人権講座

 障がい者と健常者との壁について

 『すべての人がお互いに尊重し合い

  ながら　共生できることを考えてみ

  ませんか！』

3月22日㈭　13：30～15：00

いんべ会館

市社会教育指導員

無料

20人（先着順）

第12回ふれあいサロン講座

健康軽スポーツのすすめ

 『室内カーリング　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。

3月26日㈪　10：00～12：00

いんべ会館

無料

18人（先着順）

※軽い運動ができる服装でお越しく

ださい。

折り紙講座

　折り方の基本をマスターして1つの箱

を作ってみましょう。

3月18日㈰　13：30～（２時間程度）

吉永地域公民館

10人（先着順）

1人　100円

吉永地域公民館（☎84-3839）

 ▲河本富久江さん（久々井）

 ▲小橋秀子さん（香登本）

 ▲清親幸子さん（香登）  ▲長畑美江子さん（畠田）

 ▲河本富久江さん（久々井）

 ▲小橋秀子さん（香登本）

 ▲清親幸子さん（香登）  ▲長畑美江子さん（畠田）
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国税専門官募集

昭和63年４月２日～平成9年４

月1日生まれの人。または平成9年４

月２日以降の生まれで次に該当する人

①大学卒業者および平成31年3月までに

大学を卒業する見込みの人

②人事院が①と同等の資格があると認め

る人

大学卒業程度

3月30日㈮～４月11日㈬

原則、インターネットによる申

し込みとなります。

　（申込専用アドレス）

　http://www.jinji-shiken.go.jp/

juken.html 

広島国税局人事第二課試験研修係（☎
082-221-9211）、瀬戸税務署総務課（☎
086-952-1155）

手話奉仕員養成講座

　興味のある人は、どなたでも受講でき

ます。

【入門編】４月9日㈪～８月27日㈪（18回）

【基礎編】9月3日㈪～3月４日㈪（22回）

※期間中の祝日などを除く、毎週月曜日

19：00～21：00

リフレセンターびぜん

岩城富士子先生ほか

約20人（経験者可）

リフレセンターびぜん（☎64-3661）
　※火曜・祝日の翌日が休館

学校給食費補助金制度

　平成30年度給食費補助金制度の申請書

は、平成30年6月中旬頃に学校を通じて

配布します。

教育総務課（☎64-1802）

小・中学校の就学援助制度

　経済的な事情で小・中学校の教育費の

支払いが困難な保護者に対し、学用品や

給食費などお子様の学校生活で必要な費

用を補助する制度があります。

　４月に各小・中学校を通じて各ご家庭

に案内を配布しますので、希望する人

は、それぞれの学校へ申請書を提出して

ください。

　生活保護を受ける人に準ずる程度に困

窮している人

※同一生計の家族全体の前年所得を基準

として備前市が判定します。

教育総務課（☎64-1802）

備前市議会議員選挙
立候補予定者説明会

　任期満了に伴う備前市議会議員選

挙（５月20日執行予定）の立候補予

定者説明会を次の日程で開催しま

す。立候補予定者（または代理人）

は、必ずご出席ください。

▼と　き　3月27日㈫　13：30～

▼ところ　備前市役所本庁舎

　　　　　　3階大会議室

※当日出席者に、立候補届などに必

要な関係書類を交付します。必ず

印鑑をご持参ください。

備前市選挙管理委員会事務局
　　（☎64-1838）

「全国子ども会安全共済会」
加入募集

　全国子ども会安全共済会とは、全国子ど

も会連合会が運営している保険です。「子

ども会活動中」の事故で生じた負傷・疾病・

後遺障害・死亡・賠償責任を補償します。

　平成30年度分の加入について募集しま

すので、必要書類に会費を添えて申し込

みください。

子ども会

1人あたり年額210円（予定）

3月24日㈯

　※期限後は、随時加入受付。

中央公民館（☎64-1133）

農業者の皆さんへ
収入保険制度について

　平成30年10月より、青色申告を行って

いる農業者を対象とした収入保険への加

入申請の受付が始まります（ただし、初

年度から加入するには平成29年分の青色

申告実績が最低限必要となります）。

収入保険制度の概要

○農業者ごとの農産物の販売収入全体の収

入減少を補填する、任意加入の制度です。

○青色申告を行っている農業者（個人・

法人）が対象です（青色申告の実績が

1年分あれば加入できます）。新たに

青色申告を始めるには、個人の場合は

平成30年3月15日までに、最寄りの税

務署に「青色申告承認申請書」を提出

することで、平成30年分の所得から青

色申告を行うことができ、平成32年1

月からの収入保険に加入できます。

○当年の収入が基準収入の9割（５年以

上の青色申告実績がある場合）を下

回った場合は、下回った額の9割を補

填します。

○農業者は保険料・積立金を支払って加

入します（保険料は掛捨ですが、積立

金は掛捨ではありません）。

※収入保険制度と農業共済やナラシ対策

などの類似制度については、どちらか

を選択して加入することになります。

東備農業共済事務組合

　（☎0869-92-0404）

『国民年金』こんなときは届出を

　日本国内に住所のある20歳以上60歳未

満のすべての人は、公的年金（国民年金）

に加入しなければなりません。届出は、

加入時だけでなく、仕事をやめたときに

も必要です。また、配偶者に扶養されて

いる人で、収入が増えたり、離婚したり

して扶養からはずれたときは種別変更届

が必要です。もし、届出がされなかった

り、遅れたりした場合は、将来、年金が

受給できなかったり、年金額が少なく

なったりすることもあります。変更手続

きは年金手帳を添えて、その都度行いま

しょう。

【市役所の窓口でできる主な届出と持参

するもの】

・20歳になったとき（新規加入）

　日本年金機構から届いた書類・印鑑

・退職したとき（資格取得）

　離職票または健康保険資格喪失証明書

（共済は辞令）・年金手帳・印鑑

・配偶者の扶養からはずれたとき

　（種別変更）

　健康保険資格喪失（扶養解除）証明書・

年金手帳・印鑑

※本人確認できるもの（免許証、保険証

等）をお持ちください。

国民年金保険料
学生納付特例制度について

　学生納付特例制度は、在学中で所得の

少ない学生の人が、保険料の未納期間を

理由に、将来、老齢基礎年金や障害基礎

年金を受け取れなくなることを防ぐため

の制度です。保険料を納められないとき

はそのままにせず、年金手帳と学生証の

写しまたは在学証明書（原本）を持参の

上、お近くの年金事務所か市役所の国民

年金窓口で申請しましょう。

　また、既に学生納付特例制度により、

平成29年度に保険料納付を猶予されてい

る人で、平成30年度も引き続き在学予定

の人には、3月下旬に基礎年金番号等が

印字されたハガキ形式の学生納付特例申

請書が届きます。

　なお、平成30年度は学生納付特例制度

を利用せず、保険料の納付を希望する場合

は納付書を送付しますので、お手数ですが

お近くの年金事務所にご連絡ください。

⃝対象になる人　大学（大学院）、短大、

高等学校、高等専門学校、専修学校、

各種学校（修業年限が1年以上の課程）

に在学する人で、本人の前年所得が基

準以下であること

〈所得のめやす〉118万円＋扶養親族等の

数×38万円で計算した額以下である場

合

※学生納付特例期間については、10年以

内であれば保険料をさかのぼって納め

ること（追納）ができます。将来受け

取る年金額を増やすためにも、追納す

ることをおすすめします。

岡山東年金事務所（☎086-270-7925）
(音声案内２番)、 市民窓口課（☎64-
1818）、 管理課（☎72-1102）、
管理課（☎84-2512）

野焼きは禁止されています！

　野外焼却（いわゆる野焼き）は、法律

によって禁止されています。

　家庭などのごみは焼かないで、指定さ

れた日に確実な分別でごみ収集場所へ出

してください。ただし、宗教上の行事に

必要な焼却、たき火、田んぼの草などの

焼却は例外的に認められています。

　例外として認められる場合であって

も、次のことを守ってください。!!

①煙の量や臭いが近所の迷惑にならない

　少量（苦情が出ない量）にとどめる

②風向きや強さ、時間帯を考慮する

③植物はよく乾かして煙の発生を抑える

④近所にひと声かける

⑤1回の焼却時間を短時間にとどめる

　地域は自分だけの場所ではありませ

ん。譲り合って気持ちよく生活していき

ましょう。　　　 環境課（☎84-3502）

３月は岡山県山火事予防運動月間
です !

「小さな火　大きな森を　破壊する」

　（平成29年度標語）　　

　空気が乾燥している春は、山火事が起

こりやすい季節です。

　山火事の多くが、ちょっとした火の取

り扱いの不注意により発生しています。

　山火事を防ぐために、次のことに気を

つけましょう。

・枯草などがあり火災が起こりやすい場

所では絶対たき火はしない

・たき火や野焼きをするときは周囲にも

知らせ、一人では行わない

・風が強いとき、空気が乾燥していると

きには、たき火や野焼きをしない

・たばこ火は必ず消し、絶対に投げ捨てない

・火遊びはしない

・野焼きをする時には、市役所へ届出を

してください

里海・里山課（☎64-1831）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　3月1日㈭～9日㈮

【市営住宅】土師神根

【特定公共賃貸住宅】スワ・吉永中

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

8888888

今月のイベント

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　  
（畠田20-1）

３月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（しいたけ種付け体験＆焼

き芋づくり）

◆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）



☎67-1115（伊里認定こども園内）

◆施設開放日　

　月・火・木・金曜日　10：00～15：00

　水曜日　12：00～17：00

◆出前保育（毎週水曜日）

◆育児相談（３月の相談参照）

◆今月の主な行事（10：00～11：00）

２日㈮

16日㈮

23日㈮

30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

９日㈮

えがおルームで遊ぼう

にこにこ講座  岸本歯科  岸本 真先生のお話

絵本コンサート

誕生会（２・３月生まれ）
※16日㈮までに予約すると誕生カード
　のプレゼントがあります。

子育て支援センター

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。

親と子のつどいのひろば

◆開館時間　9：30～18：00

◆休館日　毎週月曜日と 22日㈭、30日㈮

よみきかせ会よみきかせ会 　乳児乳

　小学生小

　幼児幼

乳 幼

小幼

乳 幼

小幼

乳 幼

小幼

本
館

日
生

吉
永

と　　き対象

20日㈫ 10：30～11：30

10日㈯ 10：30～11：30

1 日㈭ 10：30～11：30

11日㈰ 10：30～11：30

13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）

３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）

☎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

３月

市内施設ご案内

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

20日㈫

と　　き と　こ　ろ

15日㈭

23日㈮

28日㈬

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

日生町漁協頭島支所前

日 生 東 公 民 館

旧 日 生 病 院 跡 地

いんべ通園センター

香 登 公 民 館

伊 部 公 民 館

神 根 公 民 館

三 国 公 民 館

三 石 出 張 所

11：00～11：30

13：30～14：00

14：15～14：45

15：15～15：45

11：00～11：30

14：00～14：30

15：00～15：30

11：00～11：30

13：30～14：00

15：15～15：45

10：30～11：00

11：30～12：00

14：30～15：00

■体育施設利用（管理者：（一財）備前市施設管理公社）

弁護士による法律相談
（離婚、相続、消費者被害など）

司法書士による相談 
（サラ金、 登記など）

公証相談 
（遺言、 金銭貸借 契約、 離婚など）

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

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㈪㈬㈮ 8：30～17：00

月～金曜日 8：30～17：00

月～金曜日 8：30～17：15

健康課保険医療係　　■☎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３月の相談

■「広報びぜん」は自治会などを通じてお届けしています。

■その他、市施設などや市内のコンビニエンスストアに設置

していますのでご利用ください。

●この広報誌は再生紙を使用し、環境にやさしい植物油イン

キで印刷しています。

●ユニバーサルデザイン

（UD）の考えに基づいた

見やすいデザインの文字

を採用しています。

市税等の納付には、便利で確実な
口座振替をご利用ください！

【取り扱い金融機関】
（下記金融機関の本・支店）

中国銀行、トマト銀行、三井住友銀行、
備前信用金庫、日生信用金庫、
中国労働金庫、ゆうちょ銀行・郵便局、
岡山東農協（支店での取り扱い）

■税務課収納推進係（☎64-1814）

納
税

※休日当番医（診療時間９時～17時）
※変更になる場合がありますので、
　事前にご確認ください。

３月 休日当番医

小林クリニック　 伊部 ☎63-3212
吉永病院　　　 吉永中 ☎84-2120

備前病院　　　　 伊部 ☎64-3385
小谷医院　 和気町和気 ☎93-0555

木村医院　　　 西片上 ☎64-2277
大田原医院 和気町大田原 ☎93-0035

星合医院　　　 香登西 ☎66-7100
平病院　　 和気町尺所 ☎93-1155

坂本内科小児科医院 香登本 ☎66-7353
下野内科外科　　 木谷 ☎67-2335

4日
㈰

11日
㈰

18日
㈰

21日
㈬

25日
㈰

納期限、一日過ぎれば
滞納です！

※次の日程で蔵書点検を行います。蔵書点検の期間中は休館となりますので、ご了承ください。
　　　 3月2日㈮～ 9 日㈮、　　　3 月 7 日㈬～ 9 日㈮、　　　3 月15日㈭～16日㈮

　市では、安定した税収確保と納税の公平

性確保を目指して、３月を「市税等滞納一

掃強化月間」と位置づけ、広報や催告によ

る納税促進、差押えやタイヤロック、捜索

等の滞納処分など、多様な徴収対策を行い

ます。必ず期限内の納付をお願いします。

■総合運動公園使用予約（４月分）

３月10日㈯ 18：00～ 窓口、電話（☎63-3811）で予約可。

◆利用時間　9：00～21：00

　（シーサイドプールびぜん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　毎週月曜日と22日㈭

☎63-3811

☎63-3812

☎72-2226

☎72-1741

☎84-3776

問い合わせ先体 育 施 設

総合運動公園

伊部運動公園

三石運動公園

シーサイドプールびぜん（久々井）

日生運動公園

シーサイドプールひなせ

吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター

吉永日生本館

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

広
告

広
告
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