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世帯数　15,730（－30世帯）
　男　　16,859 人 (－37人)
　女　　18,285 人 (－32人)
総人口　35,144 人 (－69人)

◆２月中の異動状況
・出生 18人　・死亡 62 人
・転入 62人　・転出  87 人

人口の動き

平成30年

月号

1

 私が29年4月に市長に就任し、これまでに3つ
の大きな取組と1つの輝かしい功績がありました。
 1つ目が「ふるさと納税」について、総務省通
知に従い寄附額が減少しようとも、本来の主旨へ
と大きく方向転換させていただいたこと。
 2つ目が地域担当職員制度を導入したこと。
 3つ目が第2次備前市総合計画「前期基本計画」

を踏襲していますが「後期基本計画」が策定されスタートしたこと。
 最後に内閣府地方創生推進室が主催する「地方創生☆政策アイデアコンテスト
2017」において市職員有志により、地域経済分析システムを用いて、本市のデータを
分析し、定住からのアプローチというテーマから施策を立案し、優秀賞を受賞など
色々なことがこの1年間でありました。
 そうしたなか国内経済は、緩やかに持ち直しつつある企業の生産活動、着実に改善し
ている雇用情勢、回復しつつある個人消費などから改善が続いているとされております。
その一方で、雇用面における人手不足の影響や海外における政治経済の不確実性および
それに伴う景気の動向などに対する懸念などもあり、不透明感が払拭されておりません。
 備前市において、人口減少が進む中、少子高齢化は避けて通れない現状で、地域に

おける課題は多様化しています。一人で暮らす高齢者や子どもたちの教育、子育て世
帯への支援など暮らしやすい地域づくりには、市民による地域活動がますます重要と
なり、地域担当職員制度の活用により、さまざまな地域課題の解決に取り組んでいく
必要があります。
 私は、備前市にある多くの魅力とまちづくりテーマである「絆・夢・感謝」を施策
に織り交ぜ、どのように取り組み実現していくのか、田原市政がいよいよスタートさ
れる年となります。
 平成30年度当初予算は、私の想いが組み
込まれた実質的な初年度予算であり、刷新
された新機構のもと市政運営が始動するこ
ととなります。やりたいことではなく必要
なことに取り組む「選択と集中」を図って
まいります。
 市民の皆様の御理解と、より一層の御協
力をお願いいたしまして、30年度に向けて
の私の所信といたします。

田原隆雄市長は、２月定例議会の冒頭で

平成30年度の施政方針を発表しました。

内容を抜粋、要約してお知らせします。

 就学前の教育・保育等の充実 

 保護者のライフスタイルに応じて、安心して子どもを
預けられる環境整備を推進するため、伊部地区、東鶴山
地区において認定こども園の建設に取り組み、また、香
登保育園を認定こども園へ制度移行します。
 小・中学校教育の充実 

 確かな学力の向上に重点を置き、ICT機器やフュー
チャールームを活用した分かる授業づくりの取組ととも
に、産官学連携によるタブレットPCを活用した学力向
上実践研究、放課後などの補充学習を実施します。また、
ALTおよび学校図書館司書については全校配置を継続
します。
 高校教育における柔軟な学びの場の提供 

 備前市立片上高等学校は、東備地域唯一の定時制高校
であり、不登校経験者などの進学先という新たな役割を
担っており、生徒層の変化や生徒数の減少という状況を
踏まえ、学習環境の向上に加え、備前市の発展に寄与す
ることを目指し、その在り方の検討を進めます。
 子育て不安の解消 

 包括的なサービスを妊娠期から子育て期にわたり切れ
目なく提供するため、子育て世代包括支援センターを設
置し、機能の強化と窓口のワンストップ化を図ります。
また、育児と就労の両立支援として、新たに吉永病院に
おいて病児保育を開始し、子育て中の方に寄り添った多
様な働き方の支援を行います。
 公民館・図書館機能の充実 

 市民にとって最も身近な社会教育施設の1つである図
書館の整備に向け準備を進めます。また、幼児から高齢
者まで、幅広い年齢層に利用していただけるような企画、
蔵書の収集に取り組みます。
 スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 スポーツイベントの実施により、誰もが気軽にスポー
ツ活動ができる環境づくりに努め、また、全国大会など
出場選手激励会の実施、市体育施設の機能充実により競
技スポーツの推進を図ります。
 歴史文化の活用と伝統文化の継承 

 日本遺産に認定された旧閑谷学校や備前焼の魅力を発
信し、観光客の増加と地域の活性化に努めます。旧閑谷
学校は、関係市と連携し、世界遺産登録に向けて事業を
推進します。
 コミュニティの育成と地域活動の支援 

 昨年度、導入した地域担当職員制度により、地域課題
の解決に向け、より一層、コミュニティ活動との連携に
努めます。また、「地域おこし協力隊」は、協力隊員の適
正な配置に心掛け、導入の効果をより上げられるよう、
受入れ目的を明確にし、地域力の維持と活性化を図ります。

 国際交流・地域間交流の推進 

 文化交流協定や姉妹都市縁組に基づき、引き続き青少
年の相互訪問による交流を行い、次世代を担う子どもた
ちに対し異国の文化や経済などの国際的感覚を養いま
す。また、蔚山科学大学校との協定締結に向け取り組み
ます。
 移住・定住の促進 

 定住支援事業として、引き続き若年者新築住宅補助、若
年夫婦世帯家賃補助及び空家活用促進補助を実施します。
 消防・防災体制の強化 

 緊急的な災害情報や外部からの武力攻撃などを迅速に
市民に伝達するための全国瞬時警報システム「Ｊアラー
ト」を更新します。
  障がいがある人への福祉の充実 

 障がいのある人が、困った時や災害時に周囲の人に援
助や配慮を得やすくなるよう「ヘルプマーク」の配布を
行うなど、社会参加と自立の促進を図ります。
 高齢者への福祉の充実 

 医療・介護の専門職による認知症初期集中支援チーム
を立ち上げ、認知症の早期対応に向けた支援体制を構築
します。
 地域に密着した医療サービスの提供 

 高齢化が進展する中で住み慣れた地域で自分らしい日
常生活が送れるよう医療と介護、福祉などが連携し、地
域包括ケアシステムの構築に努めます。
 魅力ある農林業の推進 

 担い手の育成と確保を図るため、関係機関との連携を
強化し、補助事業を活用するなど、新規就農者のトータ
ルサポートを行います。また、有害鳥獣による農作物へ
の被害対策につきましては、有害鳥獣駆除活動の促進、
処理施設の積極的な活用を図るなど、被害防止対策の強
化に努めます。
 里海づくりを柱とした水産業の振興 

 多方面にわたる関係団体との連携、協働により、里海・
里山の資源を活かしながらブランド化に努め、地域連携
やシビックプライド（都市に対する市民の誇り）の醸成
など、包括的なまちづくりを進めます。
 商工業・海運業の振興 

 商業振興対策事業を拡充し、新規創業に当たり、空き
家などを活用し、店舗などに改装する費用の一部を補助
金として交付し、創業者を支援します。また、健康のま
ちづくりを推進するためのAI・IoT関連企業をサテライ
トオフィスとして誘致します。また、船員不足の解消に
向けて、海運組合と連携してまいります。

 賑わいをもたらす観光の振興 

 官民包括連携協定に伴う企業によるイベントを開催す
るなど、観光客の長期滞在型、宿泊型観光を推進します。
 住宅の供給と安心できる住環境の整備 

 包括連携協定を締結した企業などの民間活力を積極的
に導入し、快適な住環境の供給を図ります。
 公共交通の確保 

 市営バスの運行では、利便性と利用状況の検証を行
い、効率的で使いやすい路線とします。離島定期船の運
航では、国の補助制度を活用して、持続可能な航路とし
て維持します。
 一般廃棄物の適正処理と省資源・循環型社会の構築 
 引き続き減量化、資源化のためのごみ分別を推進しま
す。一昨年度から進めているクリーンセンター備前の設
備改良工事を完工し、焼却施設の延命化および安定化に
努めます。
 環境保全対策の推進 

 休廃止鉱山から排出された鉱水を処理し、老朽化した
野谷坑廃水処理場の施設更新について、検討します。
 市有財産の有効活用と適正な管理 

 一昨年度に着手しました新庁舎整備事業については、
30年度に本体工事に着手し、32年3月の完成を目指し、
事業を進めます。また、旧アルファビゼンについては、
再整備に関する基本構想の策定を行います。
 健全な財政運営 

 歳入面では、30年度も市税の増収が極めて難しい状況
であることに加え、普通交付税の合併算定替えによる優
遇分も経過措置4年目で70％減額となり、これら一般財
源が必要額に対し大幅に不足することから、財政調整基
金の取崩しなどにより補っているところであります。
 さらに、28年度決算においては、財政の弾力性の指標
である経常収支比率が、前年度比増となり、硬直度がま
すます高まる結果となっております。
 これからの財政運営においては、自主財源の確保に努
めるとともに、費用対効果の検証による事業の選択と集
中、ゼロベースでの見直し、施設の統廃合などを行い、
ふるさと納税寄附金、市債、基金などへの依存度を着実
に下げなければ、将来にわたって健全財政を維持してい
くことが困難な状況であります。
 本市の将来を担う子どもたちに負担を先送りすること
のないよう市民の皆様のご理解、ご協力を得ながら健全
かつ持続可能な財政運営に取り組んでまいります。
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会 計 別 予 算 状 況 （単位：万円）

決定しました 平成30年度 予算
　平成30年度当初予算が、２月定例議会で議決されました。
　この当初予算は、「備前版米百俵事業」として、長期的な視点でまちづくりを支える市民の主体的な学びに対
する支援に重点を置き、人づくりを図る事業のほか、「第２次備前市総合計画」および「備前市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」に基づく、教育、子育て支援、人口減対策などに重点を置いた編成としています。
　一般会計の総額は、210億3,000万円（前年度当初比0.1％減）となり、特別会計と企業会計を合わせた総合計
額は、423億359万円（前年度当初比1.7％減）となっています。

一 般 会 計 性 質 別　　（単位：百万円）

■財政課財政係（☎64-1810）
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新年度の主な事業

 就学前の教育、保育等の充実 

 ●東鶴山地区幼保一体型施設整備事業    1億3,880万円
東鶴山地区の私立保育園の閉園に伴い、東鶴山幼稚
園を東鶴山地区幼保一体型施設として整備します。

 ●伊部地区幼保一体型施設整備事業    3億3,250万円
殿土井保育園、伊部保育園および伊部幼稚園を伊部
地区幼保一体型施設として引き続き整備します。

 ●旧吉永幼稚園解体事業         2,300万円
老朽化した旧吉永幼稚園を解体撤去します。

 小・中学校教育の充実 

 ●特色ある学校づくり推進事業
 　【備前版米百俵事業】          331万円

地域の文化や人材を活用した郷土に関する学習を
行う小・中学校に対して、補助します。

 ●小・中学校給食費補助金        3,437万円
就学後の子育て世帯の負担軽減を図るため、小・
中学校給食費について、第2子半額、第3子以降
全額を補助します。

 ●備前中学校プール解体事業       2,308万円
使用不能となっている備前中学校のプールを解体
撤去します。

新規●伊部小学校プール改修事業       1億530万円
 老朽化した伊部小学校のプールを改修します。

 ●日生中学校長寿命化改良事業    2億6,250万円
日生中学校校舎の耐久性を高めるため、長寿命化
改良事業を行います。

 ●国際理解教育推進事業         9,006万円
英語指導力向上のための教職員研修を実施すると
ともに、ALT（英語指導助手）を各小・中学校
に1名配置します。

 ●学校図書館運営事業          4,661万円
学校図書館司書を各小・中学校に1名配置します。

 生涯学習の機会充実 

 ●備前ふるさと創生カレッジ運営事業
 　【備前版米百俵事業】           234万円

備前の魅力再発見と新たな備前ファンの発掘を目
指し、人材養成カレッジを開催します。

 スポーツ・レクリエーション活動の推進 

新規●備前♡日生大橋マラソン大会運営事業   400万円
前年度までのふれあいマラソン大会に代え、(仮
称)備前♡日生大橋マラソン大会を実施します。

 歴史文化の活用と伝統文化の継承 

新規●閑谷学校開学350年事業         500万円
2020年の閑谷学校開学350年に向け、論語かるた
などを作成します。

 コミュニティの育成と地域活動の支援 

 ●協働事業補助金【備前版米百俵事業】    80万円
地域と行政との協働による地域課題の解決のため
の取組について、補助します。

 ●地域おこし協力隊導入事業       8,891万円
都市住民を地域おこし協力隊として受け入れ、隊
員の定住定着と地域活力の底上げを図ります。

 国際交流・地域間交流の推進 

新規●韓国蔚山広域市東区方魚津港再生事業への協力
             296万円

友好協力都市である韓国の蔚山広域市東区におい
て、戦前に旧日生町からの移住が多かった方魚
津・日本人街復元事業に資料提供等の技術協力を
行います。

 移住・定住の促進 

変更●若年世帯定住支援補助金      1億2,675万円
若年世帯の定住促進を目的として、住宅新築につ
いて事業費の1/10、上限100万円を、家賃につい
て1/2、上限4万円で12か月（Ｈ29年度申請分ま
では36か月）を補助します。

変更●空き家購入補助金           2,000万円
空き家購入について、購入費の1/10、上限50万円
を補助します。

変更●住宅リフォーム事業費補助金      2,000万円
前年度までの住宅リフォーム助成地域振興券交付
事業に代え、住宅リフォームについて事業費の
1/10、上限20万円（転入者40万円、耐震化100万円、
市外業者による施工は半額）を補助します。

 消防・防災体制の強化 

 ●消防車両更新事業           1,323万円
老朽化した消防団の消防車両3台を更新します。

 河川改修・砂防施設整備 

 ●河川改良事業             2,815万円
立石川ほかの河川改良事業を実施します。

 生涯を通じた健康づくりの推進 

 ●出産祝金事業             2,000万円
出産祝金として、1人10万円を支給します。

 里海づくりを柱とした水産業の振興 

 ●里海・里山ブランド推進事業補助金    970万円
里海・里山の資源を活かしたまちづくりを推進し、
地域の連携と活性化に寄与する事業に対して、補
助します。

 商工業、海運業の振興 

 ●サテライトオフィス等誘致事業補助金    1,000万円
働く場の確保および新たな人の交流による地域活
性化を図るため、空き家等を有効活用して企業の
サテライトオフィス等を設置する者に対し、事業
費の3/4、上限1,000万円を補助します。

 ●創業奨励事業【備前版米百俵事業】     50万円
新たに創業した者に対して、1件10万円の奨励金
を交付します。

 賑わいをもたらす観光の振興 

新規●伝統的産業振興事業補助金        400万円
備前焼の販路拡大、海外交流等に関する事業を行
う者に対して、協同組合岡山県備前焼陶友会を通
じて補助します。

変更●備前観光ツアー促進補助金        300万円
観光資源の活用と観光客誘致を図るため、旅行業
者が主催する観光ツアーで市内の観光施設および
食事、体験または宿泊を利用するものに対して、
補助します。

 

 ●古代体験の郷まほろば改修事業      959万円
鹿久居島の古代体験の郷まほろば内にあるトイレ
などの改修を行います。

 秩序ある土地利用と良好な市街地（都市施設）の整備 

 ●浜山運動公園整備事業         2,100万円
老朽化した野球場スタンドを改修します。

 住宅の供給と安心できる住環境の整備 

拡充●建築物適正管理支援事業        5,215万円
空家等除去支援事業、木造住宅耐震診断・改修事
業などのほか、緊急輸送道路沿道建築物に係る耐
震診断・改修事業に対して、補助します。

 道路環境の整備 

 ●道路新設改良事業         3億5,580万円
頭島1号線、香登4号線など市道改良事業を実施
します。

 ●橋梁維持事業             4,900万円
橋梁長寿命化計画に基づき、橋梁の点検および修
繕詳細設計を行います。

 公共交通の確保 

 ●公共交通維持事業         1億4,931万円
市営バスの運行、離島定期船運航補助を行います。

変更●生活交通利用補助金          3,979万円
「愛♡乗りタクシーチケット」について、交付対
象者を見直した上で市営バスおよび定期船にも利
用できるようにします。

 環境保全対策の推進 

新規●野谷坑廃水処理場整備事業       1,080万円
更新整備に係る概略設計を行います。

 一般廃棄物の適正処理と省資源・循環型社会の構築 

 ●ごみ処理施設整備事業      8億3,358万円
クリーンセンター備前の更新整備を引き続き行います。

 計画的な行政経営 

 ●ふるさと納税推進事業・まちづくり応援基金積立
事業                8億8,230万円
ふるさと納税寄附者に記念品などを用意し、寄附
の推進を図るとともに、寄附者のご厚志に沿うま
ちづくりの財源とするための基金を積み立てます。

 ●備前焼のまちづくり推進事業      2,200万円
備前焼と旧閑谷学校など観光資源を活用し、観光
産業の活性化と国内外の観光客数の増加の好循環
を目的とした事業を行う備前焼のまちづくり推進
協議会に対して、補助します。

 ●新庁舎整備事業          14億2,708万円
老朽化し、耐震機能のない本庁舎の更新整備を行
います。（3年計画：Ｈ29年度～Ｈ31年度）

 市長等の効率的で効果的な職務の遂行 

新規●楷の木賞事業【備前版米百俵事業】     23万円
人材育成・他の模範となる活動の顕彰を目的に、
まちづくり、スポーツ、芸術文化、教育などの分
野において顕著な功績をあげた方を表彰します。

 教育行政の効率的な運営 

新規●片上高等学校魅力化検討事業
　　　【備前版米百俵事業】            5万円

生徒の減少や多様化に加え、人口減少や労働力不
足など市の課題を踏まえた片上高等学校の在り方
を検討します。

区　　　分
平成30年度
予算額

対前年度
伸率（％）

一般会計 2,103,000 △ 0.1

特
　
別
　
会
　
計

国 民 健 康 保 険 事 業 453,589 △ 17.0
土 地 取 得 事 業 492 5.6
三 石 財 産 区 管 理 事 業 543 6.7
三国地区財産区管理事業 711 △ 4.2
浄 化 槽 整 備 事 業 2,215 0.0
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 62,621 9.6
介 護 保 険 事 業 429,835 3.5
飲 料 水 供 給 事 業 2,638 △ 3.0
宅 地 造 成 分 譲 事 業 242 59.5
駐 車 場 事 業 2,599 28.5
企 業 用 地 造 成 事 業 6,600 0.0
水 道 事 業 会 計 145,518 △ 3.0
下 水 道 事 業 会 計 425,733 3.3
病 院 事 業 会 計 594,023 △ 1.0
合 　 　 　 　 　 計 4,230,359 △ 1.7

人件費 2,997 △ 1.9
公債費 1,876 2.2
扶助費 2,271 1.3
物件費・維持補修費 3,415 △20.1
補助費等 3,457 △ 0.7
普通建設事業費 4,164 75.1
繰出金 1,887 2.9
投出資・貸付金 399 △32.4
積立金 514 △58.1
その他 50 △63.4

合　　　計 21,030 △ 0.1

市税 4,732 △ 0.4
諸収入 164 △20.2
繰入金・繰越金 1,047 46.0

分担金・負担金・使用料・
手数料・財産収入・寄附金 1,227 △56.4

地方交付税・地方譲与税・
交付金等 7,493 △ 1.6

市債 3,640 66.8
国庫支出金 1,792 △ 4.3
県支出金 935 4.0

合　　　計 21,030 △ 0.1

30年度
予算額

対前年度
伸率（％）

30年度
予算額

対前年度
伸率（％）
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４月から組織改編
スリムで市民に分かりやすい組織を目指して
４月１日付けで組織改編をします

・移住定住、空家対策などの住宅施策や備前焼を含めた観光施策や文化財等の文化

施策などを推進する部署を一本化

・まちづくり部をソフト部門とハード部門に分け2部構成に

・文化とスポーツに関する事務は、教育委員会へ

 
財政課行革推進係（☎64-1872）

備前市の行政組織（平成30年4月1日現在）

子育て世代包括支援センター
を開設します

 安心して妊娠期を過ごし、出産から子育てまで切れ目ない支援のため

総合相談窓口を開設し、子育てに関する相談に保健師・助産師等が対応

します。

 全ての妊婦さんと面接し、必要なサービスの紹介をするなどニーズに

合わせて継続して子育てを応援します。

子育て支援課すこやか相談係（☎64-1853）

部
（室）

課 係 電話番号 主な仕事の内容

市

長

公

室

秘書広報課

秘書係 64-1800 市長･副市長の秘書

広報・SNS係 64-1800
広報びぜん／合同相談／番組制作／
情報化施策

企画課

企画係 64-1871 総合計画／重点施策／統計／国際交流

地方創生推進係 64-1878 総合戦略／地域担当職員制度／婚活支援

ふるさと寄附係 64-1805 ふるさと納税

危機管理課
消防防災係 64-1809 消防団／防災

くらし安全係 64-1876 交通安全／防犯／市営駐輪場／消費生活相談

総　

務　

部

総務課
行政係 64-1807 情報公開／個人情報保護／文書／例規

職員係 64-1808 職員の人事管理・給与・福利厚生・研修

財政課

財政係 64-1810 財政計画・運営／予算編成／財政統計

行革推進係 64-1872 行・財政改革／行政評価

電算管理係 64-1812 庁舎内電算機器管理

契約管財課

財産管理係 64-1811 庁舎管理／公有財産／三石財産区

契約監理係 64-1813
入札・契約／指名委員会／業者資格審査／
工事検査

施設建設・
再編課

施設建設・
再編係

64-1877
庁舎建設／公共施設再編／指定管理者制度

税務課

市民税係 64-1815
市税・国民健康保険税等の賦課／
原付標識の交付

資産税係 64-1816 固定資産税の賦課／地籍管理

収納推進係 64-1814 税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の収
納・口座振替・税証明債権回収係 64-1814

市
民
生
活
部

市民課 窓口係 64-1818
戸籍／住民票／印鑑証明／外国人住民制度／
葬儀施設使用・埋火葬許可／パスポート／
国民年金

市民協働課

市民協働係 64-1806
自治会／地域おこし協力隊／地縁団体／
NPO／ボランティア

人権・男女共同
参画係

64-1823
人権啓発の推進／犯罪被害者支援 ／
男女共同参画の推進／DV相談

公共交通係 64-1852 公共交通／愛♡乗り生活交通チケット

環境課
衛生係 64-1821

ごみ処理／し尿処理／墓地／斎場／
放置自動車・自転車

保全係 64-1822 環境保全・公害対策

保
健
福
祉
部

保健課
健康係 64-1820

母子保健／成人保健／精神保健／
保健・栄養指導／犬の登録

保険医療係 64-1819 国民健康保険／後期高齢者医療

介護福祉課

介護保険係 64-1828 介護保険給付／介護・要支援認定

医療福祉連携係 64-1875 医療・介護・福祉の連携推進

地域包括支援セ
ンター

64-1844
介護予防事業／介護予防ケアマネジメント／ 
高齢者の総合相談支援・権利擁護

社会福祉課

社会福祉係 64-1827 戦没者援護／日赤／民生委員児童委員

障がい者福祉係 64-1824 障害者自立支援／障害者手帳交付

生活福祉係 64-1826 生活保護／生活相談

高齢者福祉係 64-1827 高齢者福祉

子育て
支援課

子育て支援係 64-1853
児童手当／子ども医療／放課後児童クラブ／
子育て支援

すこやか相談係 64-1853 子育て世代包括支援センター

部
（室）

課 係 電話番号 主な仕事の内容

　

産　
業　
部

農政水産課

農政水産係
（農業委員会）

64-1831
農業振興／水産業振興／狩猟･鳥獣保護／
林務

里海・里山係 64-1836 備前ブランドの開発

産業観光課
企業支援係 64-1848 商工業・海運業の振興／労働者福祉

観光推進係 64-1832 観光宣伝／観光・備前焼振興

都市住宅課

都市計画係 64-1834
都市計画／建築確認／開発許可／
住宅耐震診断

市営住宅係 64-1851 市営住宅／特定公共賃貸住宅

移住定住推進係 64-2225 移住定住／宅地分譲／空き家対策

建　

設　

部

建設課

管理係 64-1833
道路・橋りょう・河川・水路・港湾等の維持
管理／駐車場

土木係 64-1835 道路・橋りょう・河川等の新設改良・修繕

耕地治山係 64-1830
農道・用水・ため池・治山林道などの改良・
修繕

水道課

水道業務係 66-9792 庶務・経理／請負契約

お客様センター 66-9791 検針／水道料金／開栓・閉栓受付

水道工務係 66-9793
施設建設／配水管等の維持管理／
給水装置工事受付

水道施設係 66-9793 水質管理／水源施設の運転・維持管理

下水道課

下水道業務係 66-9701
受益者負担金・使用料／水洗化資金融資／
浄化槽設置補助／施設維持管理

下水道工務係 66-9702 事業計画／工事／排水設備の審査

下水道施設係 66-9702
浄化センター・ポンプ場の維持管理／
水質管理

教　

育　

部

教育振興課

総務計画係 64-1802 教育委員会／就学援助／学校給食

施設係 64-1802
教育施設の建築・営繕／教育施設の備品購入
／こども園建設

学校教育課
学事係 64-1840 就学・入学・転学／教職員人事・服務

指導係 64-1840 学習・生徒・進路指導／保健・安全指導

幼児教育課
庶務係 64-1825 こども園・幼稚園・保育園の入退園／保育料

指導係 64-1825 保育指導／保健／安全指導

文化振興課
文化財係 64-1846 文化財保護／施設運営／世界遺産登録推進

文化振興係 64-1837 芸術・文化の振興

社会教育課
社会教育係 64-1841

生涯学習／人権教育／青少年教育／奨学資金
／まなび塾

スポーツ振興係 63-3813 スポーツ振興／学校体育施設開放

会 計 課 64-1801 現金・財産の記録管理／決算／出納事務

議会事務局
庶務調査係

64-1803
議会庶務／市政関連調査／市議会広報

議事係 本会議／委員会／請願・陳情

選挙管理委員会事務局 64-1838 選挙執行／選挙啓発

監査委員事務局
0869-  
22-1193

財務監査／決算審査／出納検査／
住民監査請求

日生総合支所

窓口サービス係 72-1102
各種証明／税金／年金／保険／医療／障害者
福祉／船員事務手続きの窓口

総務管理係 72-1104
防災／駐車場／市営住宅／道路・河川・港湾
施設の維持管理

吉永総合支所

窓口サービス係 84-2512
各種証明／税金／年金／保険／医療／障害者
福祉の窓口

総務管理係 84-2513
防災／駐車場／市営住宅／道路・河川・各種
施設の維持管理
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平成₃₀年度国際交流事業開催!!

 この夏、姉妹都市縁組を結んでいるアメリカ、文化交流協定を結んでいる韓国と

交流し、思い出に残る経験をしてみませんか？

韓国派遣事業

期　 間 平成30年7月下旬～8月上旬の期間中（4日間）
訪 問 先 蔚山広域市東区
内　 容 ホームステイ生活体験、文化交流など

宿　 泊
基本は2人1組でのホームステイですが、受入先の事情により異な
る場合があります。

費　 用
3万円程度（時期により変動があります。なお、パスポート取得費
用等は別途自己負担）

応募資格 市内在住の小学4･5･6年生（過去に同様の事業に参加した人は除く）
募集人数 16人程度

アメリカ　ホームステイ受入事業

期　　間 平成30年7月中旬～7月下旬の期間中（7日間）

内　　容
①生徒（2人1組もしくは1人）のホームステイ受入れ、文化交流など
②引率者（成人）のホームステイ受入れ、文化交流など

対　　象
①市内在住の中学生・高校生のいる家庭
②市内在住の人、どなたでもOK

募集家庭 10家庭程度（訪問団の送迎に融通の利く人）

そ の 他

・今年度ホストファミリーとして受入れを行った家庭の生徒は、来
年度実施予定のアメリカ派遣事業の優先団員となります。

・土曜日および日曜日は終日ホストファミリーと過ごしていただく
予定です。

◆募集期間 上記共に4月2日㈪～5月11日㈮必着

◆応募方法 申込用紙に必要事項を記入のうえ、お申込ください。

※申込用紙については、市役所企画課に設置または市ホームページに掲載していま

す。

※応募者多数の場合は抽選となります。

企画課内 備前市国際交流協会事務局（☎64︲1871 〒705-8602 備前市東片上126）

 なお、事情によりスケジュールなどに変更が生じる場合があります。

平成29年度 備前市体育功労者表彰

 「全国高等学校総合体育大会自転車競技大会」「第72回国民体育大

会」（自転車競技）に優勝した細
ほそ

中
なか

翔
しょう

太
た

さん（日生町寒河）、「第25

回ヤングリーグ春季大会」（硬式野球）で優勝した吉
よし

岡
おか

愛
まな

翔
と

さん（浦

伊部）と小
こ

林
ばやし

遼
りょう

汰
た

さん（三石）が、3月7日に平成29年度備前市体育

功労者表彰を受賞しました。

めざせ 東京オリンピック !

 2月14日から19日にアメリカ・ヤンクトンで開催された第14回世

界室内アーチェリー選手権大会に出場した入
いり

江
え

優
ゆう

さん（日生町寒河）

が、インドア・リカーブ部門女子個人戦の予選ラウンド

において591点（600点満点）の日本新記録を樹立しました。

 決勝ラウンドは9位の成績でしたが、入江さんは「東

京オリンピックを目指し頑張ります」とコメントしました。

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

「飼い犬への鑑札と狂犬病予防注射済票の装着」が義務付けられています。

 平成30年度　狂 犬 病 予 防 注 射

※狂犬病予防注射を受ける際は、事前送付のハガキ「予防注射済票

交付申請書」を必ずご持参ください。

※犬の異動（出生・死亡・譲り受け・転入など）があった場合には、市町村へ届け

出が必要です。

※犬の体調が悪い場合は、獣医師までご相談ください。　

保健課健康係（☎６４-１８２0）

◆狂犬病予防集合注射日程

4 月 ₁₆ 日㈪ 4 月 ₁₇ 日㈫ 4 月 ₂₄ 日㈫

4 月 ₂₉ 日㈰

【手数料等】注射料金等 3,050円 登録手数料 3,000円
  内訳  狂犬病予防注射代　　　2,500円　　　※既に登録済みの犬は不要

 注射済票交付手数料 550 円 　

※動物病院などで狂犬病予防注射をされた際に注射済票の交付を受けていな

い場合は注射済票の交付を受ける必要があります。動物病院などが発行し

た狂犬病予防注射済証と手数料550円を持って、保健課、日生・吉永総合

支所のいずれかまでお越しください。

◆飼い主として

・近所迷惑や事故の原因となる放し飼いは止めましょう。

・散歩時の犬の糞は、責任を持って持ち帰りましょう。

・糞や尿で、道路や公園・他人の土地を汚さないようにしましょう。

時 間 場   所

９：00～９：05

吉永

南方会館

９：15～９：30 吉永総合支所

９：35～９：45 岩崎集会所（ゆずりは前）

９：50～９：55 つづらコミュニティハウス

10：00～10：05 板屋公会堂

10：10～10：20 神根生活改善センター

10：25～10：35 高田コミュニティハウス

10：45～10：55 三国出張所

11：05～11：10 牛中集会所

12：25～12：30 下畑コミュニティハウス

12：40～12：45 八塔寺バス停東側駐車場

13：25～13：35 福満コミュニティハウス

13：45～13：50 金谷集会所

13：55～14：05

三石

野谷畑自治公民館

14：20～14：25 旧三石商工会（三石郵便局前）

14：30～14：45 三石出張所

14：50～14：55 福石自治公民館

時 間 場   所

８：45～８：55

備前

市民センター駐車場
【中川時計店前駐車場】

９：05～９：15 伊里公民館

９：20～９：30 麻宇那自治公民館

９：35～９：50 蕃山自治公民館

10：00～10：10 伊里中自治公民館

10：15～10：25 閑谷自治公民館

10：45～10：55 ひだすき作業所

11：00～11：10 浦南自治公民館

11：15～11：25 伊部公民館

11：30～11：40 リフレセンターびぜん

11：45～11：50 池灘自治公民館

13：05～13：15 香登公民館

13：25～13：35 福田市営住宅集会所

13：40～13：50 西鶴山公民館

13：55～14：05 新庄自治公民館

14：20～14：30 佐山自治公民館

14：35～14：45 鶴海自治公民館

14：50～14：55 久々井自治公民館

時 間 場　　　所

８：₅₅～９：00

備前

明石消防器庫

９：0₅～９：１0 穂浪コミュニティハウス

９：１₅～９：２0 木生自治公民館

９：3₅～９：４0

日生

寒河東倶楽部

９：４₅～９：₅₅ 寒河コミュニティセンター

１0：00～１0：１0 日生運動公園体育館

１0：１₅～１0：２0 梅灘会館

１0：２₅～１0：30 中日生会館

１0：3₅～１0：４₅ 日生総合支所

１0：₅0～１0：₅₅ 三軒屋会館

１１：１0～１１：１₅ 頭島定期船乗場

１２：４₅～１２：₅0 大多府定期船乗場

時 間 場   所

９：00～９：10
吉永

三国出張所

９：35～９：55 吉永総合支所

10：10～10：30 三石 三石出張所

10：50～11：00
日生

寒河コミュニティセンター

11：10～11：15 日生総合支所

12：30～12：35

備前

伊里公民館

12：45～13：00
備前市役所裏駐車場
【市役所裏側】

13：15～13：30 伊部公民館

13：45～13：55 香登公民館

14：00～14：10 西鶴山公民館

14：30～14：35 久保公民館

※交通状況などの都合により予定時刻が前後する場合があります。

細中さん 小林さん 吉岡さん
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国民年金保険料の ｢後納制度｣  納め忘れがある人へ

 後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、

平成27年10月から平成30年９月までの３年間に限り、過去5年分まで納めるこ

とができる制度です。

 後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年

金を受給できなかった人が年金受給資格を得られる場合があります。くわしい

内容は、下記の専用ダイヤル、または岡山東年金事務所にお問い合わせください。

 後納制度を利用できる人 

①20歳以上60歳未満の人で、5年以内に納め忘れの期間（免除以外）や未加

入期間がある人

②60歳以上65歳未満の人で、①の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間が

ある人

③65歳以上の人で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の人など

※60歳以上で、老齢年金を受け取っている人は申し込みできません。

ねんきん加入者ダイヤル（☎0570︲003︲004）

 岡山東年金事務所（☎086︲270︲7925〔自動音声案内2番〕）
｢空き家等除却支援事業｣ 補助申請について

 地域の住環境の向上を図るため、市内で老朽化した空き家などの除去を行う

人に、除却費用の一部を補助します。

【補助対象空き家】※下記のすべてに該当すること。

⃝市内に存するもの 

⃝特定（危険）空家またはそれになり得るもの 

⃝昭和56年5月31日以前に着工されたもの 

⃝個人が所有していて、空家となって概ね1年以上経過しているもの

【補助対象事業】平成30年4月1日以降に補助対象空き家について、市内施工

業者が施工する工事などで、①～③のいずれかに該当する事業

①除却工事を行うもの

②除却工事及び附帯工事（門扉及び塀の撤去等）を行うもの

③応急措置を行うもの

【補助金額】①②は対象経費の2／3（上限50万円）、③は対象経費の2／3（上限

20万円）

【受付期間】平成31年1月31日まで

★特定空家とは

①そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状

態

 以上の状態にあると認められる空家などをいいます。

 具体的には… 

建物が崩落または崩壊している／屋根または外壁に穴があいている／構造

材もしくは下地材が露出している、大きく変形しているまたは全体的に波

打っている／建物の傾きがある／柱、土台、梁などの構造材が欠損または

腐食している／基礎の一部分が宙に浮いているまたは不同沈下している／

ツタなどの植物が家屋の全体を覆っている／屋根瓦、外壁、窓、その他の

家屋の付属物が落下するおそれがある

 などの状態が見受けられる場合は、特定空家の可能性があります！

都市住宅課移住定住推進係（☎64-2225）

春の交通安全県民運動４月６日㈮～15日㈰

　　　　「交通ルール　守るあなたに　ありがとう」

    ※4月10日㈫は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

●重点目標

 ①子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

 ②自転車の安全利用の推進

 ③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

 ④飲酒運転の根絶

 ⑤スピードダウンの励行

 ⑥横断歩行者の保護

危機管理課くらし安全係（☎64-1876）

国指定史跡 ｢備前陶器窯跡｣ の
追加指定および名称変更

 文部科学省は、国指定史跡「備前陶器窯跡 伊部南大窯跡・伊部西大窯跡・

伊部北大窯跡」の追加指定および名称変更の告示を2月13日に行いました。

これにより江戸時代を中心とした近世

の備前焼を代表する史跡「伊部南大窯

跡」、同時に成立して中心的な窯場に

なる「伊部西大窯跡」・「伊部北大窯跡」

に新たに平安時代から室町時代に至る

十基の窯跡からなる「医王山窯跡」が

加わり、名称が「備前陶器窯跡 伊部

南大窯跡・伊部西大窯跡・伊部北大窯

跡・医王山窯跡」となりました。4つ

の窯跡群は、中世・近世の備前焼を代

表する重要な史跡として総合的に保

存・活用することになります。

文化振興課（☎64-1846）
備前焼の歴史年表完成
 2017年4月、日本遺産に認定された「きっと恋する六古窯」のひとつ備前焼。

その魅力は作品としてもさることながら、受け継がれてきた伝統と歴史にあり

ます。このたび、資源を活かしたまちづくりを進める【備前市里海･里山ブラ

ンド推進協議会with ICM】の『まちを愛するものがたり部会』が備前焼の正

しい歴史を認識していただくことを目的に、備前焼の雄飛をまとめた年表を制

作いたしました。年表は時代背景なども踏まえ、とてもわかりやすい仕上がり

となっています。

 下記の施設で無料配布していますので、ぜひ手にとってご覧ください。

◆備前焼伝統産業会館     ◆備前市埋蔵文化財管理センター 

◆備前市歴史民俗資料館　　　　◆加子浦歴史文化館 

◆サンバース観光情報センター　◆八塔寺ふるさと館 

◆市役所（本庁／日生・吉永総合支所）    設置先は順次拡大中です･･･

 歴史年表は協議会のホームページにも掲載しています。

 公式ホームページ http://www.satoumi-satoyama.jp

備前市里海・里山ブランド推進協議会with ICM事務局

 （☎64-1836 農政水産課内）

あなたの声を町づくりへ!
市パートナーシップ推進会議委員の公募

 「備前市まちづくり基本条例」の実効性を確保しながら有効に運用していく

ため、パートナーシップ推進会議を設置しています。

【会議の主な役割】

・条例による参画、支援および協働に関しての検討、評価

・協働事業の提案などに関する意見提出

・条例の定期的な見直し、改正または廃止に関する提言

◆任　　期 平成30年6月～平成32年5月（予定）

◆活　　動 会議など、年3～4回程度の開催予定

◆報　　酬 会議の出席ごとに報酬をお支払いします。

◆応募資格 備前市に住所を有し、応募時点の年齢が満18歳以上の人

◆募集人数 5人程度

◆応募方法 所定の応募用紙に必要事項を記入の上、提出してください。

      ※応募用紙は、市ホームページからダウンロード可

◆応募締切 4月20日㈮ 当日消印有効

◆選　　考 提出書類を基に、地域、世代、男女のバランスなどを考慮し決定

市民協働課市民協働係

 （〒705-8602 備前市東片上126 ☎64-1806 FAX64-3845）  

宝くじ助成金で整備

 （一財）自治総合センターの事業により、片鉄ロマン街道リンリンクラブ

は芝刈り機やチェーンソーなどコミュニティ

活動備品を宝くじの助成金で整備しました。

 この事業の申請につ

いては、市民協働課

（☎64-1806）へ

ご相談ください。
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平成30年度 備前市社会体育関係事業予定表

※太字の事業名は、市主催です。

※平成30年3月現在で作成していますので、変更になる場合があります。予めご了承

ください。

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

：備前市吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎８４ー3７７６）

備前市教育委員会社会教育課スポーツ振興係（☎６3-3８１3）

月 日 事　業　名（会　場）

4

3㈫ 備前地区グラウンド・ゴルフ連盟大会（ ：多目的競技場）

5㈭ 3地区（備前・吉永・赤穂）グラウンド・ゴルフ交歓大会
（ ：多目的競技場）

8㈰ 備前市長杯春季ソフトボール大会（伊里中学校グラウンド）
谷三三五記念陸上記録会兼審判講習会【実技】（ ：多目的競技場）

11㈬ 備前市春季ゲートボール大会（久々井第3公園）

14㈯ 陸上競技審判講習会【講義】（ ：体育館サブアリーナ）

15㈰ 備前市スポーツ少年団バレーボール6年生交歓大会（未定）

22㈰ オレンジカップテニス大会≪ミックスダブルス≫（ ：テニスコート）

24㈫ 東備 BL2018 年山陽新聞社杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：多目的競技場）

29㈰ 岡山県学童軟式野球選手権大会備前地区予選（ ：多目的広場）

5

5㈯ 岡山県マスターズ陸上競技選手権兼ねんりんピック代表選考会
（ ：多目的競技場）

10㈭ 備前地区春季グラウンド・ゴルフ大会（ ：多目的競技場）
12㈯ 艇庫開き（ ：艇庫）

20㈰ あじさい杯ソフトバレーボール大会（ ：体育館）
備前市シングルスソフトテニス大会（ ：テニスコート）

23㈬ 3地区（備前・吉永・佐伯）グラウンド・ゴルフ交歓大会（ ：グラウンド）

26㈯ 吉永町春季バドミントン大会（吉永中学校）

27㈰ 備前市長杯軟式野球大会（ ：多目的広場）

5～9未定 備前市スポーツ少年団奉仕活動（市内各地区）

6

6㈬ 備前市ゲートボール連盟月例大会（旧片上保育園）

9㈯
東備西播定住自立圏　トップアスリート招聘事業

「シーガルズによるバレーボール教室」（ ：体育館）
吉永町夏季バレーボール大会（ ：体育館）

9㈯
10㈰

備前市夏季ソフトテニス大会≪小学生，一般の部≫（ ：テニスコート）

10㈰ 備前市実戦空手道選手権大会 拳チャレンジカップ（ ：体育館）
日生町同級生バレーボール大会（ ：体育館）

12㈫ グラウンド・ゴルフ連盟加盟団体対抗戦（ ：多目的競技場）

16㈯
17㈰

備前東地区中学校夏季総合体育大会（ ：体育館ほか）

27㈬ 備前市連盟会長杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）

7

1㈰ 中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会備前地区予選（ ：多目的広場）

8㈰

備前市長杯夏季ソフトボール大会（伊里中学校グラウンド）
備前市長杯ソフトテニス大会（ ：テニスセンター）
備前市リレーカーニバル≪小中学生限定≫（ ：多目的競技場）
太極拳初心者教室（ ：体育館サブアリーナ）

10㈫ 備前市長杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：多目的競技場）

11㈬ 備前親善ゲートボール大会（久々井第 3公園）

14㈯ 海の月間 ” 記念Ｂ＆Ｇ海洋スポーツ普及大会（ ：艇庫）

15㈰ 日生町同級生ソフトボール大会（ ：スポーツ広場）

29㈰ 東備西播ジュニアテニススクール（ ：テニスコート）

8

1㈬ 備前市小学校学童水泳記録会（ ：温水プール）

5㈰ 備前市長杯地区対抗バレーボール大会（ ：体育館）

11㈯ BIZEN ナイター陸上フェスティバル（ ：多目的競技場）

12㈰ 備前サマーサッカーフェスティバル（ ：多目的競技場）

16㈭ 備前市グラウンド・ゴルフ連盟レディース＆メンズ大会
（ ：多目的競技場）

19㈰ 全日本少年春季軟式野球大会備前地区予選（ ：多目的広場）

20㈪ 三石フォアサムグラウンド・ゴルフ大会（三石運動公園）

26㈰ 会長杯備前ジュニアソフトテニス大会（ ：テニスセンター）

未定 前期備前市社会体育研修会（未定）

9

1㈯ テニススクール（ ：テニスコート）

4㈫ 備前地区グラウンド・ゴルフ連盟大会（ ：多目的競技場）

8㈯ 全国スポーツ少年団剣道交流大会備前地区予選会（未定）

9㈰ 日生町同級生グラウンド・ゴルフ大会（ ：スポーツ広場）
備前市長杯ソフトボール大会（伊里中学校グラウンド）

16㈰ 備前市秋季バドミントン大会（ ：体育館）

22㈯ 東備西播定住自立圏親善ゲートボール大会（ ：グラウンド）

22㈯
23㈰ 備前東地区中学校秋季総合体育大会（ ：体育館ほか )

26㈬ 備前市ゲートボール連盟月例大会（旧片上保育園）

28㈮ 東備 BL 岡山県会長杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）

月 日 事　業　名（会　場）
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7㈰

日生町内会対抗男子ソフトボール・女子バレーボール大会
（ ：多目的広場・体育館）
HEARTWALK（吉永町内）
岡山県秋季学童軟式野球大会備前地区予選（ ：多目的広場）
備前市秋季ソフトテニス大会（ ：テニスセンター）
備前市陸上競技選手権大会（ ：多目的競技場）
びぜん優くらぶ10周年記念事業（ ：体育館）

8㈪
祝

第14回備前市民スポーツフェスティバル（備前市総合運動公園）

10㈬ 備前地区グラウンド・ゴルフ大会（ ：多目的競技場）

13㈯ 備前市長杯ゲートボール大会（ ：グラウンド）

17㈬ 東備西播グラウンド・ゴルフ交歓大会（ ：グラウンド）

18㈭ 備前市小学校学童陸上運動記録会（ ：多目的競技場）

20㈯ 吉永町秋季バレーボール大会（ ：体育館）

21㈰ 備前市スポーツ少年団バレーボール新人交歓大会（未定）

24㈬ 備前市秋季ゲートボール大会（久々井第3公園）

27㈯ 岡山ブロック（東部）学童陸上運動記録会（ ：多目的競技場）
備前オープン卓球選手権大会（ ：体育館）

28㈰
備前市体育協会長杯軟式野球大会（ ：多目的広場）
AKB杯兼コスモス杯ソフトバレーボール大会（ ：体育館）
市長杯秋季ソフトボール大会（伊里中学校グラウンド）
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3㈯ 備前市小学生親善ソフトテニス大会（ ：テニスセンター）

4㈰ 西日本小中学生アーチェリー大会（ ：スポーツ広場）

6㈫ 備前地区秋季グラウンド・ゴルフ大会（ ：多目的競技場）

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

11㈰ びぜん優くらぶ「くうねるあそぶ硬式野球大会」（ ：多目的広場）

13㈫ 東備BLレディース＆メンズグラウンド・ゴルフ交歓大会
（ ：多目的競技場）

15㈭ 吉永町フォアサムグラウンド・ゴルフ大会（ ：グラウンド）

17㈯ ソフトテニス2級及びジュニア審判員検定・研修会（ ：体育館）

24㈯ 東部支部親善ゲートボール大会（吉永町南方GB場）

25㈰ 備前市空手道選手権大会（ ：体育館）
会長杯テニス大会（ ：テニスコート）

12

2㈰ 平成30年度備前市スポーツ少年大会（ ：体育館）

5㈬ 備前市ゲートボール連盟月例大会（吉永町南方GB場）

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

16㈰ 日生町体力づくりロードレース大会（ ：多目的広場周辺）

22㈯
23㈰ 備前市高等学校インドアソフトテニス大会（ ：体育館）

1

1㈫ 山野を歩く会《八塔寺飯盛山（城山）ご来光登山（吉永町八塔寺）》

5㈯ 備前市小学生インドアソフトテニス大会（ ：体育館）

6㈰ 備前市インドアソフトテニス大会《一般》（ ：体育館）
備前ジュニアユースサッカーミーティング（ ：多目的競技場）

12㈯ 備前市中学生インドアソフトテニス大会（ ：体育館）

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

27㈰ ひなせインドアオープンアーチェリー大会（ ：体育館）

2

11㈪     
祝

第67回備前市えびす駅伝競走大会≪一般・スポーツ少年団の部≫
（ ：多目的競技場ほか）

17㈰
Ｂ＆Ｇ財団会長杯争奪近隣市町親善少年剣道大会（ ：体育館）
備前市議会議長杯グラウンド・ゴルフ大会（ ：スポーツ広場）

24㈰ 備前市軟式野球連盟審判講習会（ ：多目的広場）

未定 後期備前市社会体育研修会（未定）

3

2㈯
3㈰ 備前・瀬戸内サッカーフェスティバル（ ：多目的競技場）

3㈰ 備前市スポーツ少年団春季バレーボール6年生交歓大会（未定）

9㈯ びぜん優くらぶ杯中学生硬式野球大会（ ：多目的広場）

17㈰ 備前市春季バドミントン大会（ ：体育館）

31㈰ 磯野杯オープン団体対抗ソフトテニス大会 （ ：テニスセンター）

未定 架橋マラソン（ ：スポーツ広場ほか）
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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₁₁月生 ４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₁₀月生 ₁₁日㈬　₁₃：₀₀～₁₃：₃₀

２歳 6 か月児歯科健診 平成₂₇年₁₀月生 ₁₂日㈭　₁₂：₄₅～₁₃：₀₀

３歳６か月児健診 平成₂₆年₁₀月生 ₁₈日㈬　₁₃：₀₀～₁₃：₃₀

かみかみ離乳食と歯の教室 平成₂₉年６月生 ₁₇日㈫　₉：₄₀～₁₀：₀₀

吉永育児相談 乳幼児 ６日㈮　₉：₃₀～₁₁：₃₀ 総合保健施設【吉永】

4月

予防接種のお知らせ

第 ₂₃ 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

国民健康保険の　　
加入と脱退について

 国民健康保険には、職場の健康保険に加入している人や

生活保護を受けている人を除いて、すべての人が加入する

ことになっています。国民健康保険への加入、脱退は自動

では切り替わりませんので、次のような場合は14日以内に

市役所にて手続きをしてください。

◆加入するとき

・職場の健康保険などをやめたとき

・ほかの市区町村から転入したとき（職場の健康保険など

に加入していない場合）

・子どもが生まれたとき

・生活保護を受けなくなったとき

※加入の届出が遅れると、加入資格を得た時点までさかの

ぼって保険税を納めることになります。

◆脱退するとき

・職場の健康保険などへ加入したとき

・ほかの市区町村へ転出したとき

・死亡したとき

・生活保護を受け始めたとき

※脱退の手続きが遅れると、保険税が課税されたままにな

り引き続き納付書が送られてしまいます。

 必要書類等、くわしくは、お問い合わせください。

保健課保険医療係（☎64-1819）

保健課

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

◆今年度の定期接種対象者
 1期：1歳の誕生日～2歳の誕生日の前日まで
 2期：小学校就学前1年間（平成24年4月2日～平成25年4月1日生）
◆持参物　健康保険証、母子健康手帳、予診票

【東鶴山地区　尾
お

崎
ざ き

　省
しょう

造
ぞ う

】

 初めまして。

 平成29年8

月から、備前

市地域おこし

協力隊として

東鶴山地区で

活動している

尾崎省造で

す。福岡県北九州市から移住してきました。

 NPO法人スマイル・ つるみでのサポート事業

を主に行っています。

 内容は、地域の会員様の困りごとを相互支援で

助け合う便利屋事業をはじめ、去年から始まった

総合事業でのささえあい訪問サービスや月に1度

開催されるコーヒーサロン・ワンコイン酒場を実

施し、住民の皆さんに助けていただきながら頑張っ

ています。NPO法人スマイル・つるみの活動がま

だまだ周知されていない部分もありますので、広

報活動にも力を入れていきたいと思っています。

 また畑の管理も行っており、地域の人たちに教

えていただきながら良い野菜を作るための勉強も

しています。

 今後も東鶴山地区のために何をすべきか考え、

3年後の定住を目指して自分の活動の幅を広げて

いきたいと思っ

ています。これ

からもどうぞよ

ろしくお願いし

ます。

 

【作り方】

①ゆで竹の子を１㎝幅のいちょう切りに切る。

②だし汁を煮立たせた中に①を入れ、５分煮る。

③②にＡを加え、煮汁がなくなるまで中火で煮

る。

④③にカツオ節を加え、ひと混ぜする。器に盛

り付け木の芽を飾る。

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

予防のためにできることのひとつに、予防接種があります。肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎を予防

し、重症化を防ぐものです。※ただし、すべての肺炎を予防できるわけではありません。

◆今年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日）の定期接種対象者

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

①以下の表のとおり

②満60歳以上65歳未満の人で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障が

いを有する人（身体障害者手帳1級相当）

※ただし、今まで市の助成を使って高齢者肺炎球菌予防接種を接種したことのある人は対象となりません。今

年度対象となる人には4月上旬に案内文を送付します。

◆持参物 健康保険証、案内文、予診票、接種料金（自己負担額2,500円）

保健課（☎64︲1820）

高齢者肺炎球菌

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味

竹の子の土佐煮
〈エネルギー　57Kcal、塩分0.8ｇ〉

～ 地場産物を使った料理や郷土料理の
作り方を紹介します ～

保健課（☎64-1820）

【材料】4人分
ゆで竹の子350ｇ、だし汁200㏄
　　  酒 大さじ1

Ａ
　  みりん 大さじ1

　　  砂糖 大さじ1
　　  しょう油 大さじ1
カツオ節5ｇ、木の芽適量

こんにちは、

地域おこし協
力隊です

65歳 昭和28年4月2日～昭和29年4月1日生 85歳 昭和8年4月2日～昭和9年4月1日生

70歳 昭和23年4月2日～昭和24年4月1日生 90歳 昭和3年4月2日～昭和4年4月1日生

75歳 昭和18年4月2日～昭和19年4月1日生 95歳 大正12年4月2日～大正13年4月1日生

80歳 昭和13年4月2日～昭和14年4月1日生 100歳 大正7年4月2日～大正8年4月1日生

こんにちは、

地域おこし協
力隊です病院事業 職員募集

平成30年7月1日採用

【看護師または准看護師】

（市立3病院のいずれか）

採用予定人員 2人  

・昭和38年7月2日以降生まれの人

【看護師】（訪問看護ステーション）

採用予定人員 1人  

・昭和38年7月2日以降生まれの人

【薬剤師】（市立3病院のいずれか）

採用予定人員 1人  

・昭和63年7月2日以降生まれの人

※いずれも資格免許を有する人

◆試験期日 5月10日㈭

◆申込期限 4月25日㈬ ＊必着

◆提出書類 受験申込書（ホームペー

ジからダウンロード、または各病院

で交付）、資格免許証の写しなど

吉永病院事務部庶務係

 （☎84-2120 〒709-0224 備前市吉永   

   町吉永中563-4）

※くわしくはホームページで募集要項

をご覧になるか、お問い合わせくださ

い。
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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。

4月11日㈬ 14：00～15：00

備前病院附属棟2階

「いきいきウォーキング講座」

備前病院理学療法士

備前病院
　（☎₆₄︲₃₃₈₅）

「家族介護クーポン券」の
　交付申請について

 在宅高齢者の介護者に、介護用品と引

換えができるクーポン券を交付する制度

です。

要介護「3」「4」「5」の認定を受け

た在宅高齢者の介護者で、在宅高齢者

および介護者ともに市民税非課税世帯

に属する人

4月2日㈪～10日㈫までに、担当ケ

アマネジャーまたは、地域包括支援セ
ンター（☎₆₄︲₁₈₄₄）へ

介護者の会

「いつまでも食べる楽しみを

　～口からおいしく食べるために～」

 いつまでも元気に過ごすために、口か

ら食べることはとても大切なことです。

飲み込みが難しくなる原因、問題点、食

べるための工夫や食材の紹介などについ

て講話を行います。

 講話後は参加者同士の情報交換も行い

ます。

4月12日㈭ 10：00～11：30

伊部公民館

介護をしている人、介護経験のある

人、介護に不安や疑問のある人

 地域包括支援センター（☎₆₄︲₁₈₄₄）
　東サブセンター（☎₇₂︲₁₂₄₀）
　北サブセンター（☎₈₄︲₉₁₁₄）

児童扶養手当の
手当額が変わります

 平成30年4月以降、全国消費者物価指

数に基づき、児童扶養手当の手当額が以

下のように変わります。

〈全部支給〉42,290円⇒42,500円

〈一部支給〉42,280円～9,980円⇒

  42,490円～10,030円

〈2子加算〉5,000円～9,990円⇒

  5,020円～10,040円

〈3子以降加算〉3,000円～5,990円⇒

  3,010円～6,020円

 4月以降に、金額変更後の証書を送付

いたします。

子育て支援課（☎₆₄︲₁₈₅₃）

平成30年度高等職業訓練促進給付
金給付事業の募集について

 市内のひとり親家庭の父または母が、

看護師などの資格の取得のため養成機関

で修学する場合に、生活費の負担を軽減

するため高等職業訓練促進給付金を受給

することができます。

①児童扶養手当の支給を受けているかま

たは同様の所得水準にあること。

②平成30年度に入学し、養成機関におい

て1年以上修業し、資格取得が見込ま

れること。

③仕事・育児と修業の両立が困難である

こと。

看護師、介護福祉士、保

育士、理学療法士、作業療法士など

  くわしくは、お問い合わせください。

子育て支援課（☎₆₄︲₁₈₅₃）

海洋クラブ員募集！

5月12日㈯の艇庫開き以降、8月まで

の毎週土・日曜日 13：30～

          （変更の場合有）

吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫 （南方大

池） 

小学3年生以上、大人も歓迎

カヌー、 ヨットなどの操作、 水

上の知識学習など

 （年会費･保険料含） 

 中学生以下1人1,500円 

 高校生以上1人2,500円

 随時。申込用紙に、会費を添えて、 

吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（☎
₈₄︲₃₇₇₆）、 社会教育課 （☎₆₃︲₃₈₁₃） 
へ提出してください。

スポーツ安全保険

 この保険は、スポーツ活動や文化活

動、奉仕活動などの際の傷害事故や、第

三者に与えた損害を補償する制度です。

 子ども会や文化サークルなど4人以上

のアマチュアグループであれば加入でき

ます。

※申込書は社会教育課（☎₆₃︲₃₈₁₃）、社

会体育施設、市民センター、地域公民

館にあります。

スポーツ安全協会岡山県支部
　（☎₀₈₆︲₂₀₁︲₃₈₁₁）

スポーツ少年団新入団員募集 !!

 市スポーツ少年団では現在7種目（ソ

フトボール、軟式野球、バレーボール、

サッカー、剣道、ソフトテニス、少林寺

拳法）、の19団体、約220人の小・中学生

団員が活動しています。

 また、野外活動、奉仕活動や交歓大会

など幅広い活動を行っています。

 さあ、キミもたくさんの友達といっ

しょに、スポーツ少年団活動をしてみま

せんか！

市スポーツ少年団事務局
　（社会教育課☎₆₃︲₃₈₁₃）

企画展「土と生きる
　－岡山ゆかりの現代作家－」

 岡山県にゆかりある20代から40代の陶

芸家9人の作品を約50点紹介します。伝

統工芸・現代アートの垣根を超え、備前

焼はさることながら、焼締め陶・施釉陶

が展開する現代の陶芸をご堪能ください。

4月26日㈭～7月1日㈰

 9：00～17：00（入館は16：30）

備前焼ミュージアム

毎週月曜日

大人500円、高校生・大学生300円、中

学生以下無料、65歳以上および障がい

者割引あり

※4月24日㈫、25日㈬は、展示替えのた

め休館（予定）。

企画展関連行事

作家および学芸員による
ギャラリートーク

4月28日㈯、5月5日㈯ 13：30～

※開催場所など、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）

自衛官募集

 防衛省では、平成30年度各種自衛官等

を募集します。

【自衛官候補生】

18歳以上27歳未満

 男子、女子：年間を通じて随時受付

受付時にお知らせします。

【一般曹候補生】

18歳以上27歳未満

5月1日㈫まで

（1次）5月26日㈯

    （2次）6月27日㈬～7月2日㈪

自衛隊岡山募集案内所
　（☎₀₈₆︲₂₂₄︲₂₈₂₄）

看護学生等修学資金

 備前市では、看護学生等修学資金貸与

事業により、平成30年度貸与学生を募集

します。

看護師を目指す学生で、卒業後に

備前病院、日生病院、吉永病院、備前

さつき苑に勤務する意思のある人（住

所地は問いません）

看護学生等修学資金 月額5万円

※一定の期間を勤務すれば、返還を免除

します。

4月2日㈪～25日㈬

※募集要項、貸与申請書は備前市ホーム

ページで閲覧できます。

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

平成30年度資源ごみ回収
推進団体を募集しています！！

5月31日㈭まで

 市では、ごみの減量化・資源化を推進

するため、町内会や子供会などが自主的

に行っている資源ごみ回収（廃品回収）

活動に対し、回収量に応じた報奨金を交

付しています。

 対象となる団体は、町内会や子供会、

PTA、ボランティア団体など、市民の

皆さんが、非営利目的で活動し、継続的

に資源ごみの集団回収を実施することが

できる団体で、事前に「資源ごみ回収推

進団体」として登録が必要です。

 皆さんも所属する団体で、資源ごみ回

収を始めてみませんか？登録期間は1年

間で、資源ごみ回収量1kgにつき5円

の報奨金を交付します。

 くわしくは、お問い合わせください。

環境課（☎₆₄︲₁₈₂₁）

 ▲宮本愛弓さん（日生町日生） ▲宮本愛弓さん（日生町日生）

 ▲森下節子さん（日生町日生） ▲森下節子さん（日生町日生）
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男女共同参画講座（参加無料）

「夫婦（みょうと）活弁士による
 活弁口演」

映画 豪傑児雷也・子宝騒動

4月27日㈮ 10：30～12：00

市民センター3階視聴覚室

夫
みょう

婦
と

活弁士むっちゃん・かっちゃん

市内在住・在勤の人  84人（先着順）

4月24日㈫までに、

 市民協働課（☎₆₄︲₁₈₂₃）へ

職員採用合同説明会
（参加無料・申込不要）

 備前市、玉野市、瀬戸内市、赤磐市で

は、平成31年4月採用の職員採用合同説

明会を行います。

 面接などは行いませんので、普段着で

お越しください。

※採用説明会への参加の有無が選考に影

響することはありません。

4月30日㈪

 13：15～16：40頃（受付13：00～）

サン・ピーチOKAYAMA

 （岡山市北区駅前町2-3-31）

採用試験の概要や業務内容の説明、若

手職員との対話など

総務課（☎₆₄︲₁₈₀₈）

ウィズびぜん“ 虹の広場 ”

 母の日・父の日に感謝を

送るコサージュ作り   

作り方は
簡単！

5月11日㈮ 10：00～11：30

ウィズびぜん  

1,500円  

20人

はさみ、持ち帰り用袋

ウィズびぜん登録団体：伊部カトレ

ア会

5月2日㈬までに

　市民協働課（☎₆₄︲₁₈₂₃）へ

清掃、草刈等の
ボランティア団体募集

 「市道、市管理河川等ボランティア推

進事業」への参加団体を募集していま

す。市が管理する道路・河川などの清掃

美化活動への取組みに対して、清掃資材

などの購入費用として上限3万円と、ボ

ランティア活動保険加入費用の補助を

行っています。

4月2日㈪～23日㈪

建設課（☎₆₄︲₁₈₃₃）

求む！土曜日・長期休業時の
 ボランティア指導者

 市内10か所の公民館を会場に今年度も

「備前まなび塾+土曜日・長期休業講座」

を実施します。各教室で子どもたちの学

習を支援いただく人を募集いたします。

【小学生3～6年】宿題などの自主学習

（国語、算数、社会、英語の問題集・

参考書も配置、タブレット端末を使っ

た調べ学習、漢字検定の受検 など）

【中学生1～3年】宿題などの自主学習

（英語検定などの学習問題集、タブレット

端末を使った調べ学習・漢字検定の受

検など）

西鶴山・香登・伊部・片上・伊里・東

鶴山・三石・日生・吉永地域公民館、

寒河コミュニティセンター

※くわしくは、ホームページまたは公民

館など設置のチラシをご覧ください。

6月～2月

 毎月2～3日程度、夏・冬休みは7日

程度

※開塾日・開塾時間は会場により異なり

ます。

各公民館などに設置している

学習支援者募集チラシ、またはホーム

ページよりお申し込みください。

※塾生募集は、学校から申込書・誓約書

が配布されます。

※「土曜・長期休業講座」とは別に英語

体験・科学体験など複数の教室からな

る「体験活動講座」を開催します。こ

の講座の案内は別途お知らせします。

社会教育課（☎₆₄︲₁₈₄₁）

「おかやまアダプト」
推進事業団体募集

 岡山県では、「おかやまアダプト」推

進事業への参加団体を募集しています。

認定を受ければ、県が管理する道路・河

川の清掃美化の活動に取り組んでいる団

体、これから取り組もうという団体に対

して活動の支援を行います。

4月23日㈪まで

備前県民局東備地域管理課（☎₉₂︲
₅₁₇₀）、建設課（☎₆₄︲₁₈₃₃）

固定資産課税台帳などの
縦覧および閲覧

【縦覧】自己の土地・家屋と他の人の土

地・家屋の評価額を比較し、自己の土

地・家屋の評価額が公平・適正である

かを確認する制度です。

4月2日㈪～5月1日㈫

 ※業務時間内（休日・祝日を除く）

税務課資産税係（☎64-1816）…市内全域

管理課（☎72-1102）…日生地域

管理課（☎84-2512）…吉永地域

【閲覧】自己の固定資産税課税台帳を確

認する制度です。

4月2日㈪～平成31年3月29日㈮

※業務時間内（休日・祝日を除く）

税務課資産税係（☎64-1816）

 管理課（☎72-1102）

 管理課（☎84-2512）

【縦覧】納税者本人（代理権を授与され

た代理人を含む）

【閲覧】

・納税者本人（代理権を授与された代理

人を含む）

・借地、借家人などの土地または家屋の

使用、収益を目的とする権利を有する

人

・固定資産の処分をする権利を有する一

定の人

※縦覧・閲覧の際に必要な書類などは、

各窓口にお問い合わせください。

税務課（☎₆₄︲₁₈₁₆）

協会けんぽ岡山支部からの
お知らせ

 平成30年3月分（4月納付分）から

　　　健康保険料率を据置き　10.15％

　　　介護保険料率は引下げ　　1.57％

  となります。

※任意継続被保険者は平成30年4月分保

険料から変更

 協会けんぽは、中小企業などで働く従

業員とその家族の皆さんが加入する健康

保険です。

協会けんぽ岡山支部（☎₀₈₆︲₈₀₃︲₅₇₈₀）

凍結による水道管等の損傷に伴う
水量調整について

 気温低下によって水道管や蛇口が凍結

により損傷し、修理を行った場合、損傷

した水道管などから漏水するなどして、

通常使用する水量より増加した水量につ

いては水量調整の対象となります。

 くわしくは、お問い合わせください。

水道課 お客様センター（☎₆₆︲₉₇₉₁）

下水道のお知らせ

【下水道への接続】

 下水道工事が完成し、下水道が使える

ようになった地区内（供用開始区域）

は、トイレなどの水洗化工事をすみや

かに行ってください。

 排水設備（水洗化）工事をするときは、

必ず市が指定した「指定工事店」へお

申し込みください。

 供用開始区域、指定工事店はホーム

ページでもご覧いただけます。

・下水道の使用を開始、中止するとき

・地下水の使用に変更があるとき

・地下水を使用している人で使用人数が

変わったとき

【浄化槽設置整備事業補助金】

 新しく浄化槽を設置する人に補助金を

交付する制度です。必ず設置前に申請

してください。

 くわしくは、お問い合わせください。

・5人槽   53万2千円

・7人槽 71万4千円

・10人槽 104万8千円

【水洗便所改造資金融資あっせんおよび

利子補給制度】

 くみ取り便所を水洗便所に改造するた

めの工事費に対して、利子の一部を助成

する制度がありますのでご活用ください。

下水道課（☎₆₆︲₉₇₀₁）

コンビニ納付

 平成30年度から、備前市の市税などが

コンビニエンスストアでも納付できるよ

うになりました。

 時間や曜日を気にせず納付ができます

ので、ぜひ、ご利用ください。

税務課（☎₆₄︲₁₈₁₄）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間 4月9日㈪～17日㈫

【市営住宅】土師神根

【特定公共賃貸住宅】スワ・吉永中

都市住宅課（☎₆₄︲₁₈₅₁⎠
　　  日生 管理課（☎₇₂︲₁₁₀₄）
    吉永  管理課（☎₈₄︲₂₅₁₃）

8888888

今月のイベント

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　    
（畠田20-1）

４月21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（間伐材でつくる一輪挿し）

◆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）

 ▲森下真弓さん（日生町日生） ▲森下真弓さん（日生町日生）

 ▲亀井勝子さん（日生町日生） ▲亀井勝子さん（日生町日生）



木村内科　　　　 伊部 ☎64-3497
たかばクリニック　吉永中 ☎84-2017

小林内科医院　 　鶴海 ☎65-8003
吉本医院　　　　 三石 ☎62-1122

草加病院　　　 西片上 ☎64-3811
吉永病院　　　 吉永中 ☎84-2120

浦上医院　　　　 穂浪 ☎67-0302
渋藤医院　 和気町父井原 ☎88-0023

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

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

1日
㈰

８日
㈰

15日
㈰

22日
㈰

29日
㈰

30日
㈪

◆開館時間　9：30～18：00

◆休館日　毎週月曜日と 27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

17日㈫ 10：30～11：30

14日㈯ 10：30～11：30

5 日㈭ 10：30～11：30

14日㈯ 10：30～11：30

10日㈫ 10：30～11：30

28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）

☎080･5758･3375　月～金曜日
9：00～14：00（閑谷・石門茶屋跡）

しずちゃん家（ち）

子育て支援センター

☎67-1115（伊里認定こども園内）

◆施設開放日　

　月・火・木・金曜日　10：00～15：00

　水曜日　12：00～17：00

◆出前保育（毎週水曜日）

◆育児相談（４月の相談参照）

◆今月の主な行事（10：00～11：00）

☎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

４月

市内施設ご案内

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

と　　き と　こ　ろ

20日㈮

24日㈫

25日㈬

26日㈭

いんべ通園センター

香 登 公 民 館

伊 部 公 民 館

日生町漁協頭島支所前

日 生 東 公 民 館

旧 日 生 病 院 跡

神 根 公 民 館

三 国 公 民 館

三 石 出 張 所

穂浪コミュニティハウス

東 鶴 山 公 民 館

鶴 海 自 治 公 民 館

西 鶴 山 公 民 館

11：00～11：30

13：30～14：00

15：15～15：45

11：00～11：30

14：00～14：30

15：00～15：30

10：30～11：00

11：30～12：00

14：30～15：00

11：00～11：30

13：30～14：00

14：15～14：45

15：15～15：45

■体育施設利用（管理者：（一財）備前市施設管理公社）

■総合運動公園使用予約（５月分）

４月10日㈫ 18：00～ 窓口、電話（☎63-3811）で予約可。

６日㈮ えがおルームで遊ぼう

手遊び・ふれあい遊び13日㈮

20日㈮

27日㈮

英語でリトミック
※13日㈮までに要予約　先着15組
　資料代300円

こいのぼりを作ろう
※材料代150円

弁護士による法律相談
（離婚、相続、消費者被害など）

司法書士による相談 
（サラ金、 登記など）

公証相談 
（遺言、 金銭貸借 契約、 離婚など）

４日㈬・24日㈫
　　　　13：00～16：00

▼　と　き ▼　相談会場・電話

17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

16日㈪　10：00～12：00

24日㈫　13：00～15：00

20日㈮　13：00～15：00

24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

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

24日㈫　13：00～15：00

16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（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

子育て支援課　　　　■☎64-1853

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４月の相談

☎63-3811

☎63-3812

☎72-2226

☎72-1741

☎84-3776

問い合わせ先体育施設

総合運動公園

伊部運動公園

三石運動公園

シーサイドプールびぜん

日生運動公園

シーサイドプールひなせ

吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター

■「広報びぜん」は自治会などを通じてお届けして

います。

■その他、市施設などや市内のコンビニエンススト

アに設置していますのでご利用ください。

●この広報誌は再生紙を使用し、環境にやさしい植物油インキで印

刷しています。

●ユニバーサルデザイン（UD）の

考えに基づいた見やすいデザイ

ンの文字を採用しています。

※休日当番医（診療時間９時～17時）

※変更になる場合がありますので、

　事前にご確認ください。

４月 休日当番医

■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

固定資産税・都市計画税
（全期・1期）の納期限は、

５月１日㈫です。

水道料金および下水道使用料の
納期限は、４月16日㈪です。

期限内の納付をお願いします。

【お知らせ】
　平成30年度から、備前市の市税等がコンビニエンス
ストアでも納付できるようになりました。時間や曜日を
気にせず納付ができますので、ぜひ、ご利用ください。

◆利用時間　9：00～21：00

　（シーサイドプールびぜんは10：00～20：30)

　（シーサイドプールひなせは11：30～20：30)

◆休園（館）日　30日㈪を除く毎週月曜日

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

■税務課収納推進係（☎64-1814）
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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
４月

広
告

広
告
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