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賑わいとともに、吉備中央町における保育・教育の
拠点エリアとなりつつあります。
また、町外からの広域入所も受け付けております
が、
吉備中央町の保育・教育の質の高さを実感され、
こども園への入園を契機に、移住につながったケー
スもあり、
移住・定住施策の一端を担う施設にもなっ
ているところであります。
次に、防災拠点整備の一環として、国の「公衆無
線ＬＡＮ環境整備支援事業」を活用して、各小・中
環 境 整 備 を 行 い ま し た。 こ れ を 活 用
学 校 に Wi-Fi
して、小学校は平成 年度、中学校は平成 年度か
ら全面実施される、新学習指導要領に基づくＩＣＴ
関連教育や、プログラミングの体験を通じた論理的
思考力を身に付けるための学習活動などに、効果を
発揮する事が期待されるところであります。
環 境 を 更 に 有 効 に 活 用 し、 高
な お、 こ の Wi-Fi
度化する情報化の進展に対応した教育環境の充実を
図 る た め、 新 年 度 に お い て、 教 育 用 の タ ブ レ ッ ト
１３０台を整備する事としております。
第３点目としては、岡山自動車道４車線化に伴う
改良工事で発生する残土を地元のご理解・ご協力を
いただき、吉備高原都市後期計画Ｅゾーンに盛土場
として整備しておりますが、更に将来の産業用地等
として活用できるよう、きちんとした敷地造成を岡
山県に強く働きかけて参りましたが、関係者・関係
各機関のご理解をいただき、目的に沿った整備が行
われる見通しとなりました。ともすると、事業凍結
のイメージが定着しつつある吉備高原都市に、これ
を払しょくする新たな活力が生まれるものと期待を
しているところであります。
次に、平成 年度において、ふるさと納税を活用
した「頑張る農家応援事業」いわゆる農機具の購入
助成制度を新しくスタートいたしました。

2

2019.4月号

はじめに

年度を振り返って
さて、新年度を迎えるにあたり、平成 年度に取
り組んだ主な事業を振り返ってみますと、まず、昨
年４月には吉備高原都市内に、公立では初めての幼
保連携型認定こども園である「吉備高原こども園」
を開園いたしました。
これにより、以前の幼稚園単独の時は 名前後で
あった園児数も、現在では０歳児から５歳児まで、
名を超える乳幼児が園生活を楽しんでおります。
こども園の開園により多くの乳幼児が入園し、更に
は一昨年きびプラザに開設した「キッズパーク」の

平成

平成 年は７月豪雨をはじめ、度重なる台風の襲
来や地震の発生など、日本列島各地で大規模な災害
が発生した、
まさに「災害の年」でありました。
「晴
れの国」
を標榜する岡山県も例外ではなく、
しかも、
私どもの町、吉備中央町でも過去に例の無い甚大な
災害が発生いたしました。
吉 備 中 央 町 で は、 お 蔭 様 で 人 的 被 害 は 発 生 し な
かったものの、
家屋被害１０５件、
町道等の土木災害
３６１件、
農地・農業用施設災害８０１件など、
物的
被害は１，２００件を超え、町民皆さんの日常生活
や経済活動に大きな影響を受けたところであります。
改めまして、被災されました皆さまに、心からお
見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧・
復興をお祈り申し上げるところであります。
従いまして、災害の早期復旧を当面の最重要課題
ととらえ、最優先でこれに取り組んで参る所存であ
ります。同時に、今回の災害を教訓として、今後の
災害に対する、より充実した備えも必要であると痛
感しております。
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初 年 度 に お い て は、 １ ０ ４ 件 の ご 利 用 が あ り、
ト ラ ク タ ー 台、 草 刈 り 機 台 な ど 計 １ ３ ０ 台、
金 額 に し て １ 億 ６ ７ ０ 万 円 の 購 入 に 対 し、 総 額 で
２千９万円の補助金を交付しております。農業・農
村を取り巻く環境が厳しい中、少しでも農家のお手
伝いができればと新設した制度でありますが、大変
好評をいただき順調な滑り出しとなっています。
第５点目としては、学校統合により廃校となった
旧中学校の跡地利用で、最後まで残っていた竹荘中
学校の活用方針が決定いたしました。
計画では、校舎については農業と福祉の一体化の
モデルを目指し「凍結解凍覚醒法」という新技術の
農業を学ぶ、全寮制の学校として活用し、運動場は
この新技術を活かした観光フルーツ農園を運営する
ほか、体育館については希少な国産バイク等を展示
した「オートミュージアム」の運営が予定されてい
ます。
この「凍結解凍覚醒法」という技術を使うと、南
国でしか育たないバナナやパイナップルなどのトロ
ピカルフルーツが、吉備中央町のような気象環境で
も栽培できるという技術であります。この新技術を、
高齢者や障害者の皆さんも含めた、多くの皆さんに
学んでいただき、新しい農業の可能性を広げて行く
拠点として整備されるものであります。
また、この技術で栽培されるバナナは、果実の生
産のみならず、バナナの葉っぱを活用したサプリメ
ントや美容液の製品化にも目途が立っており、新た
な産業の創出が期待されるところであります。
当面の基本的事項
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①総合戦略の推進
さて、本町の町づくりは、町総合計画とともに「ま
ち・ひと・しごと創生法」に基づき、平成 年度に

合的な、いわゆる「地域力」が円滑な防災対策や避
定めた「人口ビジョン」を目標に、
「まち・ひと・
難活動に活かされた場面が沢山ありました。「総合
しごと創生総合戦略」に掲げるそれぞれの施策に取
戦略」の推進を含め、あらゆる町づくりを進める中
り組んでいるところであります。
で、行政のみの力には、おのずと限界があります。
今年度までの取り組みを振り返ってみますと、総
従いまして、行政も力いっぱいその役割を果たし
合戦略に基づく各種の事業につきましては、節目ご
て参りますので、それぞれの地域におかれましても、
とに外部有識者会議による効果検証を踏まえた、Ｐ
と言う、
ＤＣＡサイクルによる適切な見直しを行い、概ね計 「町はみんなのもの」「地域もみんなのもの」
画に沿って順調に取り組めていると考えております。 まさに「お互いに心と力を出し合う」協働の町づく
りの理念を活かした町づくりに、改めてご協力をお
しかしながら、人口ビジョ
願い申し上げます。
ンにおきましては、国におけ
③ふるさと納税の取り扱い
る人口ビジョンも想定通りに
また、平成 年度から
は推移せず、本町においても
取り組んでおります、ふ
計画期間内において転入超
るさと納税制度を活用し
過、いわゆる社会増の年もあ
た、いわゆる「米づくり
りますが、全体としては依然
農家応援事業」は、全国
として厳しい状況にあります。
から吉備中央町を応援し
新年度は今期計画の最終年
ていただく方が年々増加
としての取り組みとともに、
し、本年度は、全国２６，
平成 年度から始まる新しい
３０５人の方から総額、
計画期間に向けて、今期５か
６億５，９００万円余りのご寄付をいただき、町内
年の実施成果等を多角的に分析・検討し、吉備中央
の６５０戸の農家からご協力いただいた２３，９３
町の目指す新しい人口ビジョンや総合戦略の策定に
７俵のお米を発送したところであります。
取り組む年となります。継続性・発展性・着実性を
ご承知の通り、最近このふるさと納税制度につい
基本に、引き続き努力を重ねて参りたいと考えてお
て、国において返礼品の種類や返礼率の見直し等が
りますので、町民皆さまの一層のご理解・ご協力を
指示され、これに従わない自治体に寄付した納税者
お願い申し上げるところであります。
は、このふるさと納税制度の恩恵を受けられないこ
②協働の町づくり
とになるとの事であります。
さて、効率的かつ効果的で敏速な行政施策の展開
しかし、ふるさと納税制度の制定以来、各自治体
のためには、官民一体となった協働の町づくりが欠
はそれぞれに知恵を絞って取り組んできた事業であ
かせないのは言うまでもありません。
り、全国の多くの皆さんに支えられ、もはや吉備中
先の豪雨対策等におきましても、自治組織や地域
央町の農家の皆さんにとってはなくてはならない制
のいろいろなグループなど、平素のコミュニティ活
度であります。やっと定着したこの時期に、一方的
動で培った、それぞれの役割や専門性を生かした総
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年度予算の概要

に、しかも強制的かつ全国一律に見直しを求めるや
り方は、いささか強引と言わざるを得ないところで
ありますが、ふるさと納税制度は、もともとは税法
上の一制度であります。
従って、法治国家である以上、定められたルール
に従って、更に知恵を絞ってこの制度の運用に努力
して参りたいと考えております。具体的には、全国
からご寄付をいただく皆さんには丁寧にご理解をい
ただきつつ、お米を出荷していただく農家の皆さん
には、従来通りの価格や条件で出荷していただく考
えであります。町民の皆さんにおかれましては、新
年度も安心してお申し込みをいただきますようお願
いいたします。
平成
31

平成 年度の町づくりを行うための基本となる当
初予算の概要でありますが、一般会計当初予算の総
額は、「 億５千万円」、上水道会計を除く特別会計
を含めた総予算額は１３８億８，７７０万円であり
ます。
これは、一般会計におきましては、前年対比１億
円の減、総予算額では前年対比２億７千万円余の減
額予算であります。
特に、一般会計におきましては、歳入財源である
「町税」、中でも法人町民税の減、地方交付税にお
いては、前年対比１億５，６００万円の大幅な減と
なっております。
町税・地方交付税ともに、町づくりのための基幹
とも言うべき財源であり、誠に厳しい財政運営を強
いられるという状況にあります。
しかしながら、どのような困難な状況に置かれよ
うとも、行政運営は休むことなく、留まることなく、
ひたすら町民の皆さんの幸せを念じつつ、これに取
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り組んでいかなければならないと決意を新たにして
おります。
①災害復旧関係
まず、
災害復旧関係予算でありますが、
昨年の７月
豪雨災害の復旧を含め、前年対比９，６２３万２千
円増の１億３，
５２６万２千円を計上しております。
災害復旧関係事業の進捗状況でありますが、農林
災害の国庫補助対象事業分につきましては、本年度
中にすべてを発注予定であります。土木災害につき
ましては全体の１割程度が新年度発注の見込みと
なっております。
ご承知の通り、工事発注までには、現場の精査、
関係者等との協議、進行状況に応じた設計及び現場
管理、国の災害査定、入札、発注と多くの工程や手
続きを要するものであります。
被災箇所によっては、
なかなか工事が始まらずご心配の向きもあろうかと
存じますが、ご理解ご協力を
よろしくお願いいたします。
なお、単町補助の災害復旧
につきましては、工事の完了
届を受理次第、完成検査を行
い、補助金を交付いたします
のでよろしくお願いいたしま
す。
②防災対策関係
第２点目といたしまして、
昨年の災害の経験から、
自主防災組織の強化の必要性に鑑み、従来、防災資
機材の整備補助金は一回のみの交付でありました
が、新年度から限度額以内であれば複数回に分けて
整備充足ができる制度に改める事としております。
これにより、必要に応じた、計画的な資機材整備が
可能となります。
また、各自主防災組織の中にも、防災に関する専

門知識を持った人材が必要であり、新年度から「防
災士資格取得支援事業」を新設し、地域の防災リー
ダーの育成を図るよう計画にしております。
これらの事業を含めた災害対策予算は、前年対比
約５００万円増の、１，８２８万４千円を計上して
おります。
③地域の集会所整備補助金の拡充
第３点目は、地域の集会所整備補助金の拡充につ
いてであります。各地域の公会堂は、集会や、それ
ぞれの地域のコミュニティ活動の拠点施設であるば
かりでなく、万一の災害時には、最も身近な第一次
の避難所としても活用される、多目的かつ重要な施
設であります。
こうした現状に鑑み、集会所を改修する場合の補
助対象事業を拡充し、
従来、
補助対象に含まれなかっ
た空調設備、いわゆる「エアコン」の整備も補助対
象に加えることといたしました。これにより、一層
コミュニティ活動の拠点として、また、安心・安全
な防災拠点としてご活用いただけるものと考えてお
ります。
関係予算は、前年対比１００万円増の４００万円
を計上しております。
④地域活動の支援
次に、４点目としては、地域活動への支援につき
従来から検討を重ねて、
新年度から実施に移す事業、
２点についてご説明いたします。
まず、１点目は「草刈り応援隊支援事業」であり
ます。
これは、高齢化が進み、農地はもとより、雑草等
の影響で住環境等の悪化が進む中、各地域で草刈り
を行うグループを結成していただいた際に、その活
動を支援する制度であります。本年度から制度設計
に取り組んで参りましたが、自治会の再編に合わせ
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て、この草刈り応援隊を結成する地域もあるとお聞
きしております。ぜひとも『自らの地域は、自らの
手で守る。』という、地域力発揮のモデルになりま
すよう、ご期待申し上げるところであります。
２点目は、各地で商店等が廃業する中、身近な場
所での買い物環境整備について、協議検討を行って
きましたが、この度、新山自治会が中心となって運
営する、仮称ではありますが「新山商店」の販売方
法や運営体制が固まり、新年度において商店として
の環境整備に取り組むこととしております。
ぜひ、地域の自主運営による、他の地域のモデル
となるような身近な商店として、その機能が発揮さ
れるよう導いて参りたいと思いますし、円滑な運営
のための地域力に大きな期待をしているところであ
ります。
⑤吉備高原住宅用地の販売促進
第５点目として、定住促進
に向けた住宅用地の販売促進
であります。町の拠点である
吉備高原都市内の最近の人口
等の状況を見ると、５年前に
比 べ、 世 帯 数 で １ ３ ８ 世 帯
増、人口では１７８人の増加
となっています。
要因は、企業誘致等による
転入者の増加等によるものでありますが、この状況
をさらに加速するため、岡山県と協力し、地域おこ
し協力隊をメンバーとした住宅用地の販売促進員を
現地に配置し、吉備高原の住宅団地の販売促進に取
り組む計画にしております。
また、本年度整備をしておりますＰＦＩによる吉
備高原町有住宅も、いよいよ入居が始まります。
従いまして、それらの施設も含め、相互に関連さ

せながら、良い方向で住宅の整備や人口の集積が図
られるよう誘導して参りたいと考えております。
⑥屋外型キッズパークの開設
第６点目でありますが、住宅整備や若者向け住宅
の整備等、移住・定住施策の促進に伴い、多くの子
どもさんも増えることが予想されます。
一昨年、きびプラザに開設した「キッズパーク」
は、町内外の皆さんに好評をいただいておりますが、
やはり子どもたちは吉備高原の青空の下で、元気に
遊ぶことが心身にとって大切であります。そこで、
新年度において、岡山県のご協力をいただき、吉備
高原都市内に屋外型のキッズパークを開設する計画
にしております。既設の室内型キッズパークと連携
を持ちながら、子育ての拠点として活用していただ
けるものと期待しております。
⑦高度情報化に備えて
第７点目は、高度情報化に備えての対応でありま
すが、現在のケーブルテレビネットワークは、開設
以来すでに 年が経過し、各所の老朽化が進み、安
定した情報の提供が困難となりつつあります。
そこで、
町民皆さんに、
安定した情報提供の手段を
確保するとともに、４Ｋ・８Ｋ等の次世代放送や通
信サービスの視聴環境を構築するため、新年度から
本格的にケーブルテレビネットワークの光化に取り
組むとともに、災害時の安定的なサービスの維持を
図るための施設の整備に取り組むこととしておりま
す。
⑧公共交通の拡充について
第８点目は、公共交通のサービスの拡充でありま
す。昨年３月に策定いたしました「吉備中央町地域
交通網形成計画」に於いて、その実施事業として掲
げております、スクールバス車両を活用した「きび
プラザ～岡山医療センター」
線の実証運行について、
18

「本町地域公共交通会議」及び「岡山市地域公共交
通会議」での協議が、本年２月 日までに整ったこ
とから関連条例の整備を行い、新年度の中頃までに、
実証運行ができればと考えます。

終わりに

以上、今回は特に、昨年の災害を踏まえた事業、
並びに町民皆さんに身近な事業、また関連する新規
事業を中心に新年度の重点事業等の概要につきまし
てご説明申し上げました。
いつも申し上げます通り、
町の基幹産業である農林業の振興、心豊かで安心し
て暮らすための「保健・医療・福祉・介護」等の、
町の基本となる施策につきましては、町政の大きな
ゆるが
柱として、忽せにすることなく、これに取り組んで
参る所存であります。
なお、これらの基本施策につきましても、大切な
分野は、それぞれ従来よりも拡充してこれに取り組
んでいくこととしております。
しかしながら、先にも申し上げましたとおり、地
方財政は引き続き厳しい状況にあり、健全財政堅持
を最優先に、将来に負担を残さず、しかも、町民の
皆さんの多様なご要望をできる限り実現していくと
いう、相反する現実に挑戦しなければならないこと
もまた現実であります。この上は、
行政運営にあたっ
ては、みんなで知恵と汗を出しながら、地方自治の
原則に則り、
「住民の福祉増進に努めるとともに、
最小の経費で最大の効果を挙げる」ため、常に組織
と運営の合理化に責任を持って取り組んで参りたい
と考えております。新年度もひたすら、元気な町づ
くりを目指して、
吉備中央町の限りない発展のため、
町民皆さんとともに、全力で町政を推進して参る決
意でありますので、一層のご理解・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
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満百歳おめでとうございます

沼本輝志さん︵下土井︶が百歳の誕
生日を迎えられ︑２月 日にユートピ
ア円城で祝賀会が行われました︒
会では︑県︑町︑社会福祉協議会︑
下土井老人クラブ︑同施設から祝い金
や記念品︑花束などが贈られました︒
沼本さんは下土井でお生まれにな
り︑結婚後は農業をされながらお子さ
んを育てられました︒身体を動かすこ
とが好きで︑散歩をしたり︑グラウン
ドゴルフを楽しまれていました︒
現在は︑週に数回ユートピア円城に
通いながら︑家では好きな歌を元気に
歌われているそうです︒また︑長寿の
秘訣は﹁何でもよく食べることです﹂
と話されました︒
11

円城駐在所開所式

昨年の夏から老朽化により移転︑新
築工事をしていた円城駐在所が完成
し︑ １ 月 日 に 開 所 式 が 行 わ れ ま し
た︒
式には︑円城地区の各種団体の代表
者ら約 人が出席︒岡山北警察署の谷
川署長が
﹁地域の安全センターとして︑
町民の皆さんの安心安全を守りたい︒
町民の皆さんには︑
遠慮なく話ができ︑
立ち寄ることができる拠り所として利
用してほしい﹂
とあいさつされました︒
駐在所は︑木造平屋建てで︑相談室
や 身 体 障 害 者 駐 車 ス ペ ー ス︑ 点 字 ブ
ロックなどバリアフリーに配慮された
設備が整っています︒

6
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旭日単光章
（地方自治
功労）
を受章
31

有安重吉さん︵竹荘︶が旭日単光章
︵地方自治功労︶を受章され︑１月
日︑賀陽庁舎町長室において伝達式が
行われました︒
この章は︑長年にわたり地方自治の
発展と地域住民の福祉向上に尽力され
た方に授与されるものです︒
有安さんは︑昭和 年２月から賀陽
町議会議員として４期 年にわたり在
職されました︒
このたび︑町議会議員として豊富な
経験と知識をもって広域交通網等の整
備や産業の振興等に寄与された功績な
どが評価され受章となりました︒おめ
でとうございます︒
62

16

全国民生委員児童委員
連合会長表彰

１月 日︑吉備中央町民生委員児童
委員協議会定例会において︑全国民生
委員児童委員連合会長表彰の伝達式が
行 わ れ︑ 伊 賀 正 子 さ ん︵ 円 城 ︶︑ 大 月
節子さん︵宮地︶︑石井靖子さん︵尾原︶
が受賞されました︒
この賞は︑民生委員児童委員として
活躍され︑在職期間が 年以上でその
業績が顕著な方に贈られるものです︒
伊賀さんと大月さんは︑ 年間地域
の高齢者等の見守りなどをされていま
す︒石井さんは︑主任児童委員として︑
子どもやその保護者に寄り添う活動を
されています︒
３名の方のますますのご活躍を期待
しています︒おめでとうございます︒

まちの 話題

●Topics of the Town ●

16

法律相談業務に関する
協定を締結

岡山弁護士会と吉備中央町は︑２月
日︑賀陽庁舎において︑災害時にお
ける法律相談業務に関する協定を結び
ました︒
この協定には︑町内で豪雨や地震と
いった大規模災害が発生した際︑被災
者を対象とした無料法律相談会を開く
ことなどを盛り込んでおり︑弁護士会
は災害発生時︑町の要請に応じて避難
所や役場に会所属の弁護士を派遣し︑
困りごとやトラブルなどの相談に応じ
ます︒
式では︑同会の安田寛会長と山本町
長が協定書に署名︒安田会長は﹁弁護
士のノウハウを生かして被災者支援を
スムーズに進めたい﹂と話し︑山本町
長は﹁町内に弁護士事務所がない中︑
法律の専門家の協力が得られるのは心
強い﹂とお
礼を述べま
した︒
同会と県
内自治体が
同様の協定
を結ぶのは
例目で︑
町村では初
めてです︒
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万が一の災害に備えて！

２月 日︑円城公民館で防災訓練が
開催されました︒昨年発生した豪雨災
害の経験を踏まえ︑円城安心ネットが
今回初めて実施したもので︑円城地区
住民や関係者ら１００人が参加しまし
た︒
訓練では︑同会員や消防団員が模擬
消火器による消火活動︑消火栓の取扱
いについて説明︒また︑浄水器を使用
し︑汚水を飲料水に変える実演や煙か
らの避難体験︑非常食のアルファ米の
試食などが行われました︒
参加者は自分自身と家族の安心安全
を守るため︑災害発生時の迅速な対応
を学ぶとともに︑今後の地域間での共
助の必要性について考えていました︒
17

森神社粥管まつり
２月 日︑森神社で﹁粥管まつり﹂
町指定重要文化財 が
(
) 行われました︒
この祭りは︑約 センチの竹筒５本
と２合のお米をかまどで炊き上げ︑そ
の竹筒に入った粥の入り具合でその年
の作凶を占う伝統行事です︒
神事が行われた後︑氏子 人が見守
る 中︑ 竹 筒 を 割 っ て 中 身 を 確 か め る
と︑今年は晩稲が少し少なかったもの
の﹁ 早 稲 ﹂﹁ 中 稲 ﹂
﹁畑物﹂
﹁木綿﹂の
すべてがおおむね豊作との結果となり
ました︒
総代の杉山堅志さんは﹁皆さんは早
稲を作っているので︑早稲の結果が豊
作でとても嬉しい﹂と話されました︒
12

「夢」「目標」
について考える
２月８日︑加賀中学校で︑ＪＦＡこ
ころのプロジェクト﹁夢の教室﹂が開
催され︑同校の２年生が参加しました︒
この日︑ハードルのアジア最高記録
などを保持する秋本真吾選手と女子
サッカー浦和レッズレディースで活躍
された法師人美佳選手を﹁夢先生﹂と
してお招きし︑ボールを使ったチーム
ワークを深めるゲームや夢についての
講義を行いました︒
秋本選手は︑現役時代の写真や映像
を交えながら﹁正しい努力をすること
が大切︒何のために︑どのくらい練習
するのか︒具体的な目標︑意識を持っ
て何事も取り組んでほしい﹂と熱心に
話され︑生徒たちは自己を振り返ると
ともに︑夢や目標を持つことの大切さ
について学びました︒
10

役場からのお知らせ

行政・人権・福祉

行政・福祉

☎ 0866-54-1818
やすらぎ事業所

☎ 0867-34-1522

8

2019.4月号

広報

談

内容

相
ハートオブ
おかやま会館

年金相談

上竹荘公民館

厚生年金・国民年金における年金請
求手続等について日本年金機構高梁年
金事務所の職員がお答えします。
日時 ４月 日㈭
午前 時～午後３時
会場 吉川支所相談室
※相談を希望される方は、４月 日㈬
正午までに事前予約が必要です。（受
付人数に限りがあります）
【お問い合わせ先】
住民課 戸籍住民班
☎０８６６ ５４ １３１６


付も可能です。
吉備中央町下加茂霊園
〈申込方法〉
所定の様式により左記様式設置場所
募集要項
にてお申し込みください。
〈募集霊園名〉
（様式設置場所）
吉備中央町下加茂霊園
賀陽庁舎住民課、加茂川総合事務所
〈募集区画〉
※申し
 込みは、１世帯につき１区画と
なりますので、すでに下加茂霊園を
吉備中央町下加茂１０８２番地
号、面積 ㎡）
ご利用されている方は申し込みでき
区画（４
※空き区画に看板を設置しています。
ません。
ま
〈募集期間〉
 た、複数の申し込みがあった場
合は公開抽選とします。公開抽選日
平成 年 月 日㈬～ 月 日㈮
については申し込み締め切り後に、
午前８時 分～午後５時 分
お知らせします。
※土・日曜日、祝日は除く
【お問い合わせ先】
〈申込資格〉
住民課 生活環境班
町内に住所を有する人。または、町
☎０８６６ ５４ １３１６
内に使用者の代わりにその義務を負う

ことのできる 歳以上の代理人を置く
ことができる人。
〈墓地使用〉
永代貸し付けで、所有権移転はでき
ません。
〈永代使用料〉
３５０，
０００円
※使用許可時に前納
〈管理料〉
９，
２７０円（ 年分）
※霊園内の共用場所の清掃管理などに
要する経費として、使用許可時に３
年分を前納、その後３年ごとに３年
分を前納。管理料の支払い期間は、
使用許可年度から 年経過するま
で。また、管理料の 年間分一括納
5

19

15

4

50 50

－
13

20

☎ 0866-54-1316
戸籍住民班
住民課

午前９時～正午
４月25日㈭
日時

消費生活相談

場

加茂川庁舎相談室

賀陽庁舎相談室

会

消費生活に関する相談を消費生活相
談員がお受けします。秘密は固く守ら
れますので、お気軽にお越しください。
「困ったな」と思ったら一人で悩まず、
まずは相談を
・訪問販売やクーリング・オフ
・はがき、携帯電話やインターネット
による不当請求・架空請求
・サラ金の多重債務
・その他消費生活相談に限ります。
※匿名での相談も受け付けます。
日にち

日㈫

４月２日㈫
４月
時間 午前 時～午後３時
【お問い合わせ先】
住民課 戸籍住民班
☎０８６６ ５４ １３１６


行政・人権・福祉相談
行政・人権・福祉相談（心配ごと相
談）を次の２会場で行います。相談は
無料で秘密は固く守られますので、安
心してお気軽にご相談ください。

しらさぎ事業所

17

30 3

20

3

－

社会福祉協議会

－

－

【お問い合わせ先】
－

!!

10

会場

10 18

16

1

31

－

－

INFORMATION FROM OFFICE

「介護者リフレッシュ
事業」
を開催

31

使用済み家庭用蛍光管を
収集します！

☎0866－54－1316

戸籍住民班

住民課

お問い合わせ先

11

１月22日にレスパール藤ヶ鳴で開催された「介
護者リフレッシュ事業」の様子

家庭で使用した蛍光管を、リサイク
ル資源として収集します。
収集コンテナを設置しますので、使
用済み家庭用蛍光管の収集にご協力を
お願いします。
【収集期間】
４月１日㈪～４月 日㈫まで
【収集場所】
加茂川庁舎、かもがわ総合福祉セン
ター、長田地区農村公園、豊岡いき
いきプラザ、旧農協新山支所、上竹
荘公民館、納地公民館、豊野公民館、
下竹荘公民館、吉川公民館、大和公
民館、きびプラザ
【対象蛍光管】
家庭で使用した直管形・丸形・電球
形の蛍光管
－

町では、定期的に「介護者リフレッ
シュ事業」を実施しています。
この事業は、在宅で介護されている
方を対象に、日頃の労をねぎらい、介
護者間の情報交換、交流を通じて心身
のリフレッシュや今後の介護の励みに
していただくことを目的に、特別養護
老人ホーム「かもがわ荘」及び「きび
ハイツ」に委託して、年４回開催して
います。
平成 年度は５月、８月、 月、３
月を計画しています。
介護に取り組まれている方はもちろ
ん、今まで介護された方など、どなた
でもお気軽にご参加ください。
【お問い合わせ先】
地域包括支援センター
☎０８６６ ５４ １３２０
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※必ず
 外箱から出して割れないように、収
集コンテナに入れてください。
※ひび
 が 入っていたり、 割れた 蛍 光 管は袋
に入れて収集コンテナに入れてください。

－

【注意事項】
※白熱
ＬＥＤ蛍光管は
『不燃ごみ』
 電球、
の収集日に出してください。
※事業所のものは収集できません。
※次回 の 収 集 は ２ ０ １ ９ 年 ８ 月 を 予 定
しております。
【お問い合わせ先】
住民課 生活環境班
☎０８６６ ５４ １３１６


－

30

－

人権擁護委員をご存知ですか？

◆人権擁護委員とは？

人権擁護委員は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、すべ
ての自治体に配置され、積極的な活動を行っています。
現在、町では５人の方が活動されており、町長が議会の意見を聞いたうえで法務局へ推薦し、法務大臣か
ら委嘱された方たちです。任期は３年です。

地域の皆さまから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、命や思いやりの大切さについて関心を
持ってもらえるように、小学校などで人権教室を開催するなどして啓発活動を行っています。

◆どんな仕事をしているの？

多年にわたり人権擁護委員として活躍されていた菅野輝美さん（上竹）に、このたび法務大臣から感
謝状が贈呈されました。
菅野さんは、平成24年から人権擁護委員として、町
内の特設相談所でさまざまな相談に関わってこられま
した。
また、男女共同参画社会推進の啓発活動をはじめ県
内の高校で、交際中の男女間に起こる暴力問題を未然
に防止することを目的とした出前講座を行うなど、人
権理解を深めるさまざまな活動に取り組んだことが評
価されました。おめでとうございます。

役場からのお知らせ

狂犬病予防注射日程表

犬の飼い主の義務について

犬を飼うときは、次のことを必ず守りましょう。
●犬の登録を行い、予防注射を受けましょう。
生後91日以上の犬は、登録（生涯１回）と毎年１回狂犬病予防注射を受けましょう。
※違反した場合は、狂犬病予防法に基づき20万円以下の罰金に処せられることがあります。
●鑑札と注射済票は、必ず首輪につけましょう。
●飼い主が変わったり、犬が死んだ場合は届け出をしましょう。
月日

４月
日㈰

21

臨時日
月日

５月
日㈯

18

時 間
8：30～ 8：40
8：50～ 9：00
9：10～ 9：20
9：35～ 9：45
9：55～10：05
10：15～10：25
10：30～10：40
10：50～11：00
11：15～11：25
11：40～11：50
13：00～13：10
13：15～13：25
13：35～13：45

場
所
長田ふれあいセンター
尾原消防機庫前
豊岡いきいきプラザ前
円城基幹集落センター
加茂川庁舎倉庫前
竹部公民館
吉備高原県営住宅前
吉川公民館
大和公民館
納地公民館
上竹荘公民館
豊野公民館
下竹荘公民館

お問い合わせ先

住民課

生活環境班

☎0866－54－1316

月日

27

日㈯

場
所
上田東黒田木材横旧農協倉庫前
円城基幹集落センター
上田東杭田理美容店横広場
細田公会堂
和田公会堂前
加茂市場お祭り会館横
美原集落センター
加茂川庁舎倉庫前
上加茂小山商会倉庫前
広面鼓田生活改善サブセンター
広面西信建設前空き地
竹部公民館
高原上野公民館
吉備高原県営住宅前
長田ふれあいセンター
井原コミュニティセンター
尾原消防機庫前
溝部公会堂前
福沢福東公会堂前
笹目公会堂前
豊岡いきいきプラザ前
豊岡下湯の瀬温泉前
小森金毘羅宮前
高富スクールバス停付近

４月

時 間
8：40～ 8：45
8：55～ 9：00
9：05～ 9：15
9：25～ 9：35
9：45～ 9：55
10：00～10：05
10：10～10：15
10：20～10：30
10：35～10：40
10：50～10：55
11：05～11：10
11：15～11：25
11：35～11：45
11：50～11：55
13：10～13：15
13：20～13：30
13：35～13：45
13：55～14：05
14：10～14：15
14：25～14：30
14：40～14：50
14：55～15：00
15：10～15：15
15：25～15：30

時 間
8：30～ 8：35
8：40～ 8：45
8：50～ 9：00
9：05～ 9：15
9：20～ 9：30
9：35～ 9：40
9：45～ 9：55
10：00～10：10
10：15～10：20
10：25～10：30
10：40～10：45
10：50～10：55
11：00～11：10
11：15～11：20
11：25～11：35
11：40～11：45
11：50～11：55
12：00～12：05
13：05～13：10
13：15～13：20
13：25～13：30
13：35～13：40
13：45～13：50
13：55～14：00
14：05～14：10
14：15～14：20
14：25～14：30
14：40～14：45
14：50～15：00
15：05～15：10
15：15～15：20
15：25～15：30
15：35～15：40
15：45～15：55
16：00～16：05
16：10～16：15

場
所
黒山倉庫前
吉川河内動物病院前
吉川藤田公会堂
吉川公民館
吉川北正行公会堂
吉備中央公園駐車場
旧吉備高原都市現地案内事務所前
下竹荘公民館
田土池ノ原選果場
豊野椿倉庫前
豊野兼信下ごみ収集所前
豊野行定バス停
豊野則安ごみ収集所前
竹荘瀬戸内部品上
豊野公民館
黒土倉庫跡前
JA びほく賀陽主幹支店
湯山遠藤様宅前
老人福祉センターふれあい荘駐車場
納地舞地選果場
納地室納生活センター
北公民館
山根口バス停北
岨谷旧東村農協出張所跡
岨谷生活センター
宮地中ノ谷集会場
岨谷大古屋公会堂
大和公民館
西生活センター
賀陽インターバスストップ駐車場
西湯原中バス停
上竹水迫公会堂
上竹正力消防機庫前
上竹荘公民館
上竹天神社前
上竹月原ごみ収集所前

大雨警報発令時の狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射当日の午前７時において町域に大雨
警報が発表中の場合、その日の狂犬病予防注射を中止
します。
中止の場合、告知放送でもお知らせいたします。
なお、中止の日程の振替は行いませんので、別の日
程の会場もしくは動物病院にて注射を受けてください。

広報
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子育て推進課からのお知らせ

平成31年４月から一時保育の実施場所が変わります！
北保育園とかもがわ総合福祉センターの２箇所で実施していた一時保育が吉備高原こども園１箇所になります
●目
的
 乳幼児（生後６カ月～）の保護者の方が家庭において、一時的に育児が困難な場合に乳幼児をお預かり
し保育を行います。
●利用条件
町内に住所を有し、保育園・幼稚園・こども園に入所していない生後6ヵ月から就学前の乳幼児
①短時間・断続的勤務、職業訓練等…月10日以内
②疾病・入院、災害・事故、出産・産前・産後、看護・介護、冠婚葬祭等…月10日以内
③育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等…月５日以内
●利用日時 ・月曜日～金曜日（土・日・祝祭日・年末年始を除く）
・午前８時～午後６時（８時間以内）
●利用定員 ・１日６人
●利用方法
①登
録
事前に登録申請を行う。（子育て推進課） ＊登録は年度ごとに必要です。
②予
約
一時預かり保育予約申込書を提出。
緊急な場合は、電話での予約も（３日前までに）できます。
（吉備高原こども園 ☎0866－56－9240）
＊予約時間の変更及びキャンセルは利用日前日までに必ず吉備高原こども園に連絡して下
さい。
③申
込
当日利用申込書に記入する。
④利用料金
１時間200円
納付書を送付しますので期限内にお支払い下さい。
（ひと月ごとの請求）
＊予約時間を過ぎた場合は追加で200円いただきます。
●実施場所 ・吉備高原こども園
吉備中央町竹部7520-25
☎0866－56－9240

キッズパーク開館時間変更のお知らせ
平成31年４月１日からキッズパークの開館時間が変更になります。

◆開館時間

平日・土日祝日

午前９時30分～午後５時

地域子育て支援拠点

◆休 館 日

毎週火曜日

子育てひろば「ゆう」に遊びに来てね！

町では、子育て中の親子が気軽に集い、お子さまや保護者同士が交流できるひろばとして、また、子育て
に関する情報提供や相談ができる場として、子育てひろば「ゆう」を実施しています。
４月からは、今までの「あいあい広場」に代わって新たに幼稚園・吉備高原こども園において出張子育て
ひろばを開催します。また、キッズパーク内では、町内の親子の関わりが一層深まり、ゆったり過ごせるよ
うに、ひろば開催日は子育てひろばスペースを作り、活動します。
小学校就学前の親子の方はもちろん、妊婦の方も遊びに来てください。
詳しい内容は「ゆう」だよりや、子育て応援アプリ「子育てタウン」ママフレ吉備中央町をご覧ください。
開催場所
キッズパーク
北保育園
かもがわ総合福祉センター
幼稚園・吉備高原こども園

お問い合わせ先
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開
催
日
毎週月曜日・水曜日・金曜日
毎週火曜日・木曜日
年間４回（へそっぴーポイント対象事業）
各園年間２回（へそっぴーポイント対象事業）

子育て推進課

子育て推進班

開催時間
10時～15時
９時～11時

☎0866－54－1328

役場からのお知らせ
平成31年度

子宮頸がん検診・乳がん検診のお知らせ

町では、下記のとおり子宮頸がん・乳がん検診を実施します。ぜひこの機会に検診を受けましょう。

子宮頸がん検診

子宮頸がんは、30～40歳代の女性に増加しています。１年に１回の定期検診で早
期発見、早期治療につなげることが大切です。

乳 が ん 検 診

乳がんは40～50歳代の女性に多く、近年増加しています。１年に１回の定期検診
と１ヵ月に１回の自己検診が大切です。

検診内容

※年齢基準日：2020年４月１日現在

検 診 名
（検診機関）
対

象

検査料金
持

乳がん検診
（岡山済生会総合病院）

子宮頸がん検診
（岡山県健康づくり財団）

者

視触診・マンモグラフィ検診

20歳以上の女性

40歳以上の女性

74歳以下

1,300円

1,500円

75歳以上

400円

500円

参

注意事項

集団検診

受診票
検査料金又は無料クーポン券（対象の方のみ）

品

日程

日にち
４月15日㈪
４月22日㈪
４月24日㈬
４月25日㈭
４月26日㈮

・ズ ボンよりスカートの方 ・脱 ぎ着のしやすい服装で、ネックレスや華美な指輪は
が検診を受けやすいの
つけずにお越しください。
で、できればスカートで ・授 乳中の方は、的確な判断ができないことがあります
お越しください。
ので、医療機関で受診されることをお勧めします。
・マ ンモグラフィ検診のみの受診はできませんので、必
ず視触診検診を受診してください。

※地区指定日に都合の悪い方は、他の会場で受診してくださっても構いません。
場

所

受付時間

長田ふれあいセンター

9：30～10：30

かもがわ総合福祉センター

13：30～14：30

井原コミュニティセンター

9：30～10：30

農村環境改善センター
上竹荘公民館
大和公民館
下竹荘公民館
吉川公民館
ロマン高原かよう総合会館

13：30～14：30

対

長田地区・加茂市場
円城地区
豊岡地区・新山地区
津賀地区（加茂市場を除く）

9：30～10：30

上竹地区

13：30～14：30

大和地区

9：30～10：30

下竹地区

13：30～14：30

吉川地区

9：30～10：30
13：30～14：30

象

全地区 ※
豊野地区

4／26㈮の午前中は会場にて託児を行います。希望される方は、４／19㈮までに事前に保健課へ予約して
ください。
個別検診
子宮頸がん検診は、６月１日～11月30日の期間に町が指定する医療機関で検診を受けることもできます。
詳細は保健事業ガイドブックをご覧ください。
※受診票は３月末までに愛育委員を通じて配布予定です。受診票がお手元に無い場合は、保健課へご連絡下
さい。
お問い合わせ先

保健課

地域保健班

☎0866－54－1326

広報
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宿泊や日帰りでお子さんをお預かりします
子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）平成31年４月より開始

子育て短期支援事業とは、保護者の病気または仕事などの理由により子どもの養育が一時的に困難となっ
た場合に、保護者に代わって児童福祉施設が一定期間預かることで家庭での子育てを支援する事業です。
事業を利用される場合は、保健課へ事前に申し込みが必要です。

短期入所生活援助（ショートステイ）
★こんな時に利用できます
保護者の病気や出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張又は学校等の公的行事への参加など
★お預かりするところ
児童養護施設（みのり園） 一回につき７日以内
★利用できる児童
町内に住所を有する２歳から18歳未満の児童
利用料
利用者世帯区分
利用料（１日当たり）
生活保護世帯
0円
父子・母子・養育家庭
0円
町民税非課税世帯
その他の世帯
1,100円
その他の世帯
2,800円

夜間養護（トワイライトステイ）
★こんな時に利用できます
保護者が仕事などで平日の夜間または休日に不在となり、家庭において児童を養育できない場合
★お預かりするところ
児童養護施設（みのり園）
原則：〈平日〉午後５時から午後10時まで（特に必要があるときは翌朝まで）
〈休日〉午前８時から午後５時まで
★利用できる児童
町内に住所を有する２歳から18歳未満の児童
利用料
利用料（１回当たり）
利用者世帯区分
基本利用
宿泊加算 休日預り
生活保護世帯
0円
0円
0円
父子・母子・養育家庭
0円
0円
0円
町民税非課税世帯
その他の世帯
300円
300円
350円
その他の世帯
750円
750円 1,350円
お問い合わせ先

保健課

地域保健班

☎0866－54－1326

吉備中央町スポーツ・文化活動激励金について
吉備中央町では、スポーツ・文化活動等の全国大会に出場する団体又は個人に対し激励金を交付し、本町
のスポーツ・文化の普及及び振興を図っています。
ご家族の方やご近所の方からもお気軽にお申し出ください。
交付の主な条件は次のとおりです。（町内に住所がある方で、年度中に１回のみです）
①全国大会（県予選会があり、その代表者、若しくは選抜されて出場するもの）で、文部科学省若しくは
文化庁が主催、共催又は後援をする大会、あるいは㈶全国高等学校体育連盟又は㈶日本中学校体育連盟
が主催又は共催をする大会
②その他全国大会以上の規模の大会で、①の成績により出場資格が得られる大会
対象となる大会例
国民体育大会、全国高等学校総合体育大会、全国中学校体育大会、全日本合唱コンクール全国大会他
必要書類
対象となる大会の大会実施要項、予選会で選抜されたことを証明する表彰状等
団体種目の場合は、本人がメンバーであることを証明する参加申込書等
激励金の額
●個人
   ２０，０００円（１０，
０００円）
●団体（２名以上10名未満） ５０，０００円（３０，
０００円） ※大会が県内で開催される場合には
（ ）
内の金額となります。
●団体（10名以上）
１００，０００円（５０，
０００円）
お問い合わせ先
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教育委員会事務局

生涯学習班

☎0866－56－9191

役場からのお知らせ

吉備中央町育英資金〈奨学金〉
奨学生募集（平成31年度上半期）
吉備中央町では、勉学意欲がありながら経済的理由により修学困難な高校生、大学生等に対して、無利子
で奨学金の貸付を行っています。希望される方はお申し込みください。貸付終了後は貸付額を全額返還して
いただくこととなります。
貸付額

高等学校等［高等学校、特別支援学校の高等部］
学

費

月額２０，０００円

通学費

月額１５，０００円

その他の学校［大学（大学院を除く）
、短期大学、高等専門学校、
専修学校（高等専修学校及び専門学校）
］
学

費

月額３０，０００円

◆申 込 先

教育委員会事務局

◆受付期間

平成３１年４月１日（月）～４月１９日（金）
〈必着〉

◆必要書類

奨学金貸付申請書、出身学校長または在学校長が証明した成績証明書、在学証明書

教育総務班

世帯全員の住民票、世帯全員の所得証明書
通学費貸付希望の場合は、公共交通機関が発行する定期券等のコピー
＊申請書様式は町公式ホームページからダウンロードできます。また、教育委員会事務局、住民課、加茂川
総合事務所、各支所、出張所、総合福祉センターにも準備しております。
＊申請には、２人以上の連帯保証人が必要です。連帯保証人は親権者等を除く方で、原則として吉備中央町
に住所を有し、連帯保証人それぞれが別の世帯の方としてください。やむを得ず町外在住者となる場合は、
所得証明書を添付してください。貸付が決定した方には奨学金貸付決定通知書をお送りします。通知を受
けた日から15日以内に本人、親権者等、連帯保証人が連署した誓約書と親権者等、連帯保証人の印鑑登録
証明書を提出していただきます。
＊この育英資金は皆さまからのご寄附によって運営しています。会計管理室、加茂川総合事務所、各支所、
出張所、かもがわ総合福祉センターで随時、ご寄附を受け付けています。寄附金は住民税の控除対象にな
ります。

教育委員会事務局

お問い合わせ先

教育総務班

☎0866－56－9191

の方の

吉備中央町在住

奨学金償還免除制度のお知らせ

吉備中央町育英資金奨学金の償還期間中に「町税等の滞納がなく、吉備中央町に住所を有して、現実に居
住実態がある」という条件を満たす場合に償還が免除されます。この制度は平成28年10月から施行されて
います。
ただし、高等学校等で貸付けた通学費は免除対象外です。
これには「奨学金償還免除願」「住民票」「居住証明書」の提出が必要です。対象者の方には事務局から書
類を郵送します。
＊「居住証明書」とは、自治会長又は民生委員児童委員の方に居住していることを証明していただく書類です。
お問い合わせ先

教育委員会事務局

教育総務班

☎0866－56－9191
広報
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公民館コーナー
開催期日

公民館

４月 ５ 日㈮

津賀

４月 ５ 日㈮

行

（詳しくは各公民館へお問い合わせください。
）

名

内

容

脳トレカフェ☆はじめての川柳

午後１時30分～

上竹荘

ストレッチ体操教室

午前10時～

４月 ９ 日㈫

上竹荘

太極拳～入門編～

午後１時30分～

４月16日㈫

津賀

ひざ・腰・肩

午前10時～

４月22日㈪

津賀

ストレッチ教室

午前10時～ 参加費200円

４月23日㈫

上竹荘

太極拳～入門編～

午前10時～

参加費200円  シューズ・飲み物

４月24日㈬

御北

めばえ大学～お友達を作ろう～

午前10時～
参加費無料

リトミック

４月27日㈯
28日㈰

豊野

春の草木展

午前８時30分～午後５時

痛み改善教室

参加費200円

参加費300円  飲み物
参加費200円  シューズ・飲み物

参加費200円

シューズ・飲み物

未就園児とその保護者

28日
（日）
は午後４時まで

津賀公民館

☎0867－34－1807

円城公民館

☎0867－34－1555

御北公民館

☎0867－35－0550

上竹荘公民館

☎0866－54－1784

納地公民館

☎0866－54－0971

豊野公民館

☎0866－54－0194

下竹荘公民館

☎0866－54－0970

吉川公民館

☎0866－56－7020

大和公民館

☎0866－55－5974

放送川柳
平成 年２月秀句
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題「鏡」 

沼本

草地

中川

楢嵜

木山

小室

天艸

安延

植杉

淑恵

典子

恒太

貞子

照子

奈巳

晴奈

らん

銀太

野花

（津賀公民館）

山本

智美

＊４月の課題は「好き」
、５月の課題は「風」です。
投句の方法…はがきに２句以内・氏名（本名）を書いて
下加茂1106－９ 津賀公民館放送川柳係までお送りください。
投句締め切り日…毎月15日必着

溝川すずの

藤本

小川美江子

照代

照代

明日のこと約束も出来ぬ老の身なれど楽しみ数えて日を送りけり 土
居

豊子

藤澤

この頃のニュースを見れば痛ましき事の多くて淋しくなりぬ  山本

良子

《ジュニアの部…小学生》
「三光」
人 きれいだなかがみのような子どもの目 
地 かがみはねじぶんのこころをうつしてる 
天 六年生みんなの鏡になれたかな 
《ジュニアの部…中学生》
「三光」
人 雨上がり空を映したアスファルト 
地 カーブミラーみんなの安全守ってる 
天 制服が今日で最後と鏡みる 
《一般の部》
「佳吟」
鏡見て自己満足をしたいだけ 
ガラス窓鏡に使い農に出る 
手鏡は女の歴史知り尽くす 
手締めして平成終う鏡餅 
何もかも私の歴史知る鏡 
「三光」
人 親は子の鏡であると身を正す 
地 三面鏡喜怒哀楽を知り尽くし 
天 哀歓の海を畳んだコンパクト 

寒中の見舞はがきに小さく添ふ「夫逝く」は悲しこれからの人  難波

晶子

（円城公民館）

「連休はみんなで帰るよ」とメール有り旅行は取り止め計画を練る 河
 内

桂子

広報
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あらくさ短歌会

少しずつ認知のすすむ姉訪ね会話一つを心に刻む 

国只由紀子

ひ と り い

文恵

一人居の我におかず届け来る嫁の親切切なくうれし 

「父さんハイ」
手渡すパックに
「すまんなあ」
酒盛り万端ととのいまして 中
 山

◆町内皆さまのご参加をお待ちして
います。
毎月第３木曜日に円城公民館（総
合福祉センター）へ５首までを持
参。合評・互選などをしています。

15

事

今月の公民館主催行事をお知らせいたします。

出会いの

４月の休館日

扉

８日
１日
21日
15日
29日
22日
30日〜5/6まで

☎ 0867−34−1115

かもがわ図書館

0867−34−1124

ロマン高原かよう図書館 ☎ 0866−54−1331
0866−54−1311

こども読書週間 おはなしのへやスペシャル

本編に続き追補編が完成！

入場
無料

絵本とうたのおはなし会「春のえんそく」 岡山「へその町」の民話
追補編
＆ ブックバスケット
岡山県吉備中央町の採訪記録２
日

時

場

所

『岡山「へその町」の民話』（平成29
年発行）出版の際に、掲載できなかっ
た話や、未調査だった地区の収録を集
めて追補編を作りました。

４月20日
（土）10：30～12：00
環境改善センター（かもがわ図書館となり）

☆♪ おはなしと歌

朗読グループ花音さん ♪☆

春になったよ！あたたかくなったよ！お弁当持ってウキウキお出かけ。
歩いて行く？バスに乗って行く？わくわくする春の一日、おはなしと歌
で楽しむ「えんそく」の日！幼児や小学生、
小さなおともだち集まれ～！

日時
場所

記念講演

「民話の宝庫 吉備中央町」

立石憲利 氏
申込み 前日までに図書館へご連絡
ください
＊お誘いあわせのうえ、お越しください。

  持ってくるもの  お茶、敷き物（家族で１～２枚）
    
軽食代 ひとり250円
  申込みしめ切り  ４月14日
（日）

扶桑社

㋺

落石で骨折し片手で300メー
トルのロープをよじ登る。17㎝
の隙間があればもぐりこむ。排
泄物はすべて持って帰る。とき
に10日間以上洞窟に入りっぱな
しのことも。何度死にかけても、
見てみたい！！圧倒的な暗闇に
広がる、美しくも恐ろしい世界。
洞窟探検家、吉田勝次さんの自
伝です。

まだ見ぬ世界への一歩

吉田勝次／著

春 は 旅 立 ち の 季 節。 新 し い
生 活 の 始 ま り に、 背 中 を 押 し
てくれるような本はいかがで
すか。

『洞窟ばか』

４月15日（月）10：00～
きびプラザ１階 第１会議室

『ルドルフとイッパイアッテナ』


斉藤洋／著

かもがわ図書館
名

㋺

ひょんな事から長距離トラック
で東京に来た黒猫ルドルフ。土地
のボス猫・イッパイアッテナと出
会い、愉快な野良猫生活が始まっ
た…。新しい生活に戸惑うルドル
フを助けてくれるイッパイアッテ
ナがとにかくかっこいい！こんな
友達がいたら素敵！大人も子ども
も引きこまれる物語です。

図書案内
新着
書

講談社

ロマン高原かよう図書館
著者・出版社

書

名

著者・出版社

KADOKAWA

そらのうえのそうでんせん

鎌田歩／アリス館

本

ポストのポス

satoco／CHICORA BOOKS

どんどんばしわたれ

ましませつこ／こぐま社

いきものおとなになったら？

and EIGHT ／交通新聞社

かきやまぶし

内田麟太郎／ポプラ社

どうぶつ四字熟語えほん

石井聖岳／のら書店

菌の絵本 にゅうさん菌

佐々木泰子／農文協

アスリートがくれた元気が出る言葉

あかね書房

森のお店やさん

林原玉枝／アリス館

自然史ミュージアムのサバイバル
ゴムドリ co. ／朝日新聞出版
１・２
もしも病院に犬がいたら こども病院
岩貞るみこ／講談社
ではたらく犬、ベイリー

大竹真一郎／学研プラス

冠婚葬祭お金とマナー大事典

主婦の友社

おしゃれにグレイヘア

世界文化社

展覧会プロデューサーのお仕事

西澤寛／徳間書店

児童書

絵

シュガー・ラッシュ：オンライン

一般実用書

つらい「逆流性食道炎」は自分で
治せる！

DVD イネの育苗名人になる！ 1・2 農文協

ほぼ10分でトロッとなる煮込みです。 牛尾理恵／池田書店

一般読み物

ハラスメントゲーム

井上由美子／河出書房新社

ひと

小野寺史宜／祥伝社

ラストレター

岩井俊二／文藝春秋

花折

花村萬月／集英社

平場の月

朝倉かすみ／光文社

ミッテランの帽子

アントワーヌ・ローラン／新潮社

広報
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地域おこし協力隊便り

Vol.

48

ポタリングツアーのご紹介
先月号でもお知らせいたしましたとおり、
３月から kibi cycle の営業を再開していま
す。今月号ではその中のポタリングツアー
についてご紹介させていただきます。
そもそも「ポタリング」とは、
「ぶらつく、
のんびりする」という意味の英語「potter」
が語源の和製英語で、自転車を使った散歩
的なサイクリングのことです。吉備中央町
は自然の風景があふれ、地形の変化も多く、
交通量は少なく自転車で走るには最適なエ
リアですが、皆さんご存知のとおりアップダウンの多い中山間地域なので自転車に乗り慣れてい
ない人はあまり訪れないところでもあります。そこで私たちはスポーツタイプの電動自転車を導
入し、普段自転車に乗り慣れていない人でも楽に同じペースで楽しめるようにしています。
営業再開後の３月には昨年も好評をいただいた「神社仏閣ポタリングツアー」を開催する予定
です。円城寺や化氣神社、歯痛地蔵など伝説や民話が残っているスポットを中心に回っていくツ
アーです。走行している姿をお見掛けの際には、こちらからも挨拶をしていきますが、ぜひお気
軽にお声がけしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
お問い合わせ

Ʉ

ʃɕ

㈱ kibily ☎080－2907－7347
Email：kibily@kibitabi.jp

３月末で、町から離れるメンバーがいます。
この場を借りて、ご挨拶させてください。
こんにちは！協力隊の三好です。
私は、この４月から大学に復学します。この町に来てから
２年間、本当にたくさんの方々にお世話になりました。あり
がとうございました。
町営塾 kii+ のスタッフとして、中学生たちと一緒に関われ
たことは、私にとって本当に貴重な経験です。また吉備中央
町に遊びに来ます！


平成31年３月

三好

菜月

４月から新たなメンバーが加わる予定です。今後とも、地域おこし協力隊をよろしくお願いいたします！

17
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ま す。 最 新 情 報 は 人 事 院 ホ ー ム
ページで確認してください。
〔試験の程度〕 大学卒業程度
〔受験申込方法〕
原則としてインターネットにより申
込みを行ってください。
インターネット申込専用アドレス

〔第２次試験〕
●試験日
平成 年７月 日㈭～
７月 日㈮のうち指定する日時

●試験地 広島
 国税局管内では、広島
市
●試験種目 人物試験、身体検査

31

31

19

－

11

20

－

6
－ －
30

18

2019.4月号
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31

h ttp://www.jinji-shiken.go.jp/ 〔最終合格者発表日〕
平成 年８月 日㈫
juken.html
※インターネット申込みができない場 【受験案内及びパンフレットの請求、
合は、受験申込書を第１次試験地に お問い合せ先】
対応する国税局に郵送又は持参する
広島国税局人事第二課試験研修係
方 法 に よ り 申 込 み を 行 っ て く だ さ  〒７３０ ８５２１
い。
広島市中区上八丁堀
☎０８２ ２２１ ９２１１
〔受験受付期間〕

内線３６３５・３７４３
●インターネットによる申込み

又はお近くの税務署総務課へ
平成 年３月 日㈮９時～
４月 日㈬ 〔採用案内情報等〕

（４ 月 日 ㈬ ま で に 申 込 み デ ー タ を ●国税庁ホームページに掲載

受信完了したものに限り受け付け
(https://www.nta.go.jp)
平成 年分以降の元号の表示につき
ます。
）
ましては、便宜上、平成を使用してお
●郵送又は持参による申込み
ります。
平成 年３月 日㈮～４月１日㈪
（４月１日㈪までの通信日付印有効）
〔第１次試験〕
●試験日 平成 年６月９日㈰
●試験地 広島国税局管内では、松江
市、岡山市、広島市
●試験種目
基礎 能 力 試 験（ 多 肢 選 択 式 ）
、専門
試験（多肢選択式、記述式）
〔第１次試験合格者発表日〕
平成 年７月２日㈫
10

お知らせ

自治体提携ローンの
ご案内

【担保】 不要
【保証】
（一 社）日本労働者信用基金協会 保
証料年０・７０％又は年 ・２０％
㈱オリエントコーポレーション リ
トライ型（オリコ保証）保証料２・
１０％
【お問い合わせ先】
中国労働金庫岡山支店
☎０８６ ２５２ ６１１１

ろうきんローンセンター岡山西
☎０１２０ ３８ ４１６０


国税専門官募集

－

－

－

国税庁では、国税専門官を募集して
います。募集要項は次のとおりです。
〔受験資格〕
１．平成元年４月２日～平成 年４月
１日生まれの者
２．平成 年４月２日以降生まれの者
で次に掲げるもの
⑴ 大学を卒業した者及び平成 年３
月までに大学を卒業する見込みの
者
⑵ 人事院が⑴に掲げる者と同等の資
格があると認める者
〔採用予定数〕
１．採用予定数については、別途、人
事院ホームページに掲載します。
２．採用予定数は変動することがあり

29

29

31

31

10

31

31

1

10

32

30

60

－

町以外からの

中国労働金庫と町が提携するローン
で、住宅資金や生活関連資金などいろ
いろな目的にご利用いただけます。詳
しくは、お問い合わせ先までご連絡く
ださい。
【利率】
年１・５０％（保証料別途）
（固定金利、平成 年７月１日現在）
【ご融資限度額】 １５０万円
【ご返済期間】 カ月以内
【お使いみち】
生活費用全般
（車購入資金、教育資金など）
【お申し込み条件】
・前年の税込み年収１５０万円以上
・勤続年数１年以上
・吉備中央町にお住まいで居住年数が
１年以上
【ご返済方法】
元利均等月賦返済または元利均等月
賦半年賦併用返済
10

rmation
o
f
In

INFORMATION

12

限る） ５名
９．募集期間・申し込み先
縫製（知的障害者に限る） ６名
平成 年４月 日㈮まで
詳細なことにつきましては、
７．開催時間（予定）
※その他、
左記お問い合わせ先までご連絡くだ
参加受付 ９時 分～
さい。
競技説明 ９時 分、 時
【お問い合わせ先・参加申込書提出先】
競技ごとに設定
独立行政法人高齢・障害・求職者雇
競
技
時、 時 分
用支援機構 岡山支部
競技ごとに設定
高齢・障害者業務課
昼
食 競技ごとに設定
☎０８６ ２４１ ０１６６
時 分～ 時 分
表 彰 式

※受付、開催時間を変更する場合あ
り。
８．参加資格
左記の⑴～⑸の全てに該当する方
⑴身体障害者手帳、療育手帳 又
( は相
当する証明書 、)精神障害者保健福
祉手帳を所有している方
⑵平成 年４月１日現在において満
歳以上の方
⑶岡山県内に居住、岡山県内の事業所
に勤務、又は岡山県内の訓練施設等
に在籍している方
⑷競技時間に十分耐えられる健康状態
である方
⑸出場希望の競技種目において、過去
の全国障害者技能競技大会で金賞を
受賞したことがない方
＊パンフレット等への氏名の掲載、主
催者及び報道関係機関の写真撮影等
について、あらかじめご了解の上、
ご応募いただきますようお願いいた
します。

沿海地方

モンゴル国

フィリピン
（３班）

東部ニューギニア

イルクーツク州

硫黄島
（１次）

インド

ハバロフスク
地方

硫黄島
（２次）

マリアナ諸島

中国東北地方

19

－

厚生労働省主催の慰霊巡拝
の参加者募集について

広報

厚生労働省では、平成 年度の戦没
者の慰霊事業として、各戦域の慰霊巡
拝を計画しています。
実施予定地域は次のとおりです。
実施時期・期間などは、地域毎に異
なります。
旅費については、国から約３分の１
の補助があります。
参加を希望されるご遺族の方は、お
早めにお問い合わせください。

フィリピン
（２班）

【お問い合わせ先】
岡山県保健福祉部
保健福祉課援護班
☎０８６ ２２６ ７３２０



アッツ島

－
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ソロモン諸島

10

40

16

45 30

10

30

10

15

31

フィリピン
（１班）

－

29

平成 年度アビリンピック
岡山大会参加者募集
１．趣旨
障害者が日ごろ培った技能を互いに
競い合うことにより、その職業能力の
向上を図るとともに、企業や社会一般
の人々が障害者に対する理解と認識を
深め、その雇用の促進と地位の向上を
図ることを目的としています。
２．大会の名称
岡山県障害者技能競技大会
（愛称 アビリンピック岡山大会）
３．事務局
独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構 岡山支部
４．日程 ２０１９年６月 日㈯
５．会場
国立 吉 備 高 原 職 業 リ ハ ビ リ テ ー
ションセンター 吉
( 備中央町吉川
７５２０ )
６．競技種目及び出場選手定員
ワード・プロセッサ ８名
ＤＴＰ ４名
機械ＣＡＤ ４名
電子機器組立 ６名
表計算 ５名
オフィスアシスタント ５名
喫茶サービス
名
清掃 ビ
( ルクリーニング ) 名
製品パッキング ５名
パソコンデータ入力（知的障害者に
12

31

31

10

15

31

－

き むら じ ゅ り

木村 樹里

平成30年４月１日生まれ

おめでとう
満１歳

ちゃん（北）

みんなの
ページ

ありがたいことに元気に一歳
を迎えられます。
たくさんの人と関わり、彩り
豊かな人生となりますように。

みなさんからお便り・
イラスト・写真を
お待ちしています。

ご当地ラーメン「へぇラーメン」誕生！
２月20日、きびプラザで「へぇラーメン」完成発表会が行われま
した。
岡山県のおかやまジビエ利用促進事業の一環として、昨年６月か
ら吉備高原リゾート株式会社がイノシシの肉や骨を使用したラーメ
ンの開発に取り組まれてきました。
◆ラーメンの特徴
①イノシシの骨を地元野菜とともに、約10時間かけて煮込んだ旨
味とコクのある出汁。
②町 内のイノシシ肉を使った安心安全で臭みを感じさせないチャー
シュー。
③町内産の米粉麺を使用。
３月12日から「郷土和食 加賀や」
、20日からは「道の駅かよう」で
販売を開始しています。また、加盟店を募ってスープの出汁を共用し、
町内の飲食店や宿泊施設で提供していきます。

町のおもてなし料理となるようにと名
付けられた「へぇラーメン」

季節の色を感じに出かけてみませんか？
春を楽しむ ー桜舞う季節ー

町内の観光スポット、体験・
宿泊施設をご紹介します

３月下旬から４月にかけて、町内の各所で桜が開花します。桜は、春を象徴する花です。
冬の寒さも和らぎ、春の陽気に包まれる天気の良い日には、桜を見に出かけてみてはいかがでしょうか。

下加茂河川敷

尾原の一本桜
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イベント情報
EVENT INFORMATION

吉備高原都市さんさん祭り
日

時

2019年４月21日㈰ 10時～15時 ※雨天決行

会

場

吉備高原都市センター区

さんさん広場

ステージイベントや食の市・フリーマーケットなどを賑やかに開催いたします。
楽しい春の一日をお過ごしください。

●ステージイベント
か
 よう浪漫太鼓、かよう備中神楽伝承道場、加茂大祭棒使い・獅子舞、吉備中央児童合唱団コンサート
加賀中学校吹奏楽、バルーンアート、少林寺流滴水會舘空手道、うらじゃ踊り
古武道演武、バトントワリング、もちまき等が催されます。
●吉備高原医療リハビリテーションセンターによる健康相談・身体測定
●国立吉備高原職業リハビリテーションセンター作品展示等
●吉備高原学園高等学校による似顔絵・鯉のぼりづくりコーナー
●国立吉備青少年自然の家によるハンドクラフト体験等
●吉備中央町の観光地や特産品を PR
●食の市とフリーマーケット

お問い合わせ先

吉備高原都市夢祭り実行委員会 吉備中央町吉川4860－6
☎0866－54－8255

「ものまねライブショー」
開催のお知らせ
人気ものまねタレントの「原口あきまさ」「ホリ」「ミラクルひかる」を含む５人が繰り広げるも
のまねライブショーを開催します。お楽しみに！！
日

時

2019年6月30日㈰

場

所

ロマン高原かよう総合会館

お問い合わせ先

午後から
レインボーホール

※開始時間、チケット発売日、チケット料
金などの詳細につきましては、広報きび
ちゅうおう５月号でお知らせします。

協働推進課 商工観光班 ☎0866－54－1301

大和山ハイキング開催時期変更のお知らせ

例年４月に開催しておりました大和山ハイキングですが、今年は秋開催となります。
◇主催 大和山野山の会
お問い合わせ先

【今月号の表紙】

▼今月号の表紙は、大和保育園
で行われたひな祭り会の様子で
す。園児たちは元気よくひな祭
りの歌を歌ったり、紙芝居を通
してひな祭りの由来を学びまし
た。その後、お内裏様やお雛様
の衣装を身に付け、記念撮影を
行うなど楽しくお祝いしました。

【編集後記】

▼今月号に掲載していますが、
加賀中学校で開催された「夢の
教室」
の取材へ行ってきました。
夢先生としてお招きした秋本真
吾さんが、陸上人生にかけた思
いを熱く生徒たちに語りかけて
いました。
「陸上を続けるのか、
辞めるのか、自分が選択して決
めなければならない時があっ

広報

た。人生は選択の連続である」
と、彼は陸上生活を送る中で強
く感じたそうです。
皆さんもこれまでの人生の中
で分岐点に立ち、さまざまな選
択をされてきたと思います。決
断することが、その後の人生へ
の影響が大きいと思われること
ほど深く悩み、誰もがこの決断

2019.4月号

を「 失 敗 し た く な い 」「 後 悔 し
ない形で選びたい」と思うのは
当然なことです。
そして、春は進学、就職、退

職など新しい人生のスタートと
なる季節です。選択と決断を繰
り返しながら、自分の人生を彩
り豊かなものにしていけるよう
しっかり考えていきたいと思い
田淵
ます。 
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フォトトピックス

PHOTO TOPICS

第８回「晴れの国 岡山」駅伝競走大会に
吉備中央町の代表チームが出場！
１月27日、岡山県内の各市町村がチーム編成して競う第８回「晴
れの国岡山」駅伝競走大会（岡山陸上競技協会主催）が開催され、
27チームが参加、吉備中央町からも代表チームが出場しました。
参加した選手は、吉備高原マラソン愛好会のメンバーや社会人・
高校生・中学生の12名。選手は郷土の誇りを胸に、強い北風が吹
く中、南へ向かっては追い風に乗り、北へ向かっては向かい風に負
けず、心を一つにして、たすきをつなぎ、岡山市の旭川・百間川ラ
ンニングコース９区間42.195キロを力走しました。
競技の結果は、２時間43分53秒の24位でした。
吉備中央町代表選手（敬称略）
監 督（吉備中央町体育協会会長）
コーチ 久野村 憲史
第１区走者（一般男子：６㎞）
第２区走者（中学男子：３㎞）
第３区走者（中学女子：３㎞）

石田

誠司

長濵
内田
西

公省
吉紀
彩那

第４区走者（一般男子：4.0975㎞） 笹田 拓弥
第５区走者（一般女子：６㎞）
杉浦
郁
第６区走者（中学男子：３㎞）
竹内 貫太
第７区走者（中学女子：３㎞）
森田 夏菜
第８区走者（一般女子：4.0975㎞） 禰元 梨花
第９区走者（一般男子：10㎞）
久野村憲史
控え選手 永安 浩介、古好 由、國富 叶子

１区

２区

３区

４区

５区

６区

７区

８区

９区

広報

2019.4月号

22

４年生スーパー連携授業開催

１月25日、円城・御北・津賀小学校の３校合同のスーパー連携授業が開催されました。今回は、社会貢献

や土木業の普及啓発活動を行っている蜂谷工業株式会社が、児童たちに土木工事の重要性を知ってもらうこ

とを目的に出前授業を実施。アスファルトや土を用いて道路の役割や仕組み、
水の浸透性を説明されました。
後半には、ショベルカーや高所作業車といった建設機械の乗車体験、ドローンによる写真撮影が行われ、

児童たちは授業を通して将来の夢を見つける良い機会になりました。

ゴールに向かって力走

２月10日、びほく農業協同組合ピオーネ選果場を会場に「第

９回吉備中央町早春マラソン大会」
（吉備中央町体育協会主催）
を開催しました。

当日は、町内外からマラソン愛好者や家族連れなど199名

が参加し、２㎞、３㎞、10㎞の３コースを小学生以下と中学
生以上の男女に分かれて、10部門で競技を行いました。

強風が吹く中、ランナーたちは家族や関係者の声援を背に

ゴールを目指し競い合いました。なお、上位入賞者は次のとおりです。
（敬称略）
◆２キロコース

【中学生以上

１位

久野村悠希（竹荘）

２位

３位

鎌崎

【小学生以下
２位

難波

男子】

直也（岡山市）

【小学生以下

晴（倉敷市）
女子】

藤原ひより（岡山市）

３位

久野村朱音（竹荘）

村上

公代（納地）

◆３キロコース
【小学生以下

男子】

２位

輝（竹荘）

１位

古好

１位

安延

銀太（湯山）

３位

村上ベーカー知恵（納地） ３位

片山

拓海（北）

１位

河内

優芽（瀬戸内市）

３位

横田

花菜（竹荘）

２位

孝本

未侑（吉川）
桃香（西）

【中学生以上

男子】

１位

國政

秀悟（岡山市）

３位

竹内

貫太（吉川）

２位

23

女子】

１位

藤原

2019.4月号

桜輝（岡山市）
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山下

【小学生以下
２位

花房

女子】

初葉（上竹）

【中学生以上

男子】

２位

藍（津山市）

１位

牧原アレキサンダー（津山市）

３位

牧原ウィリアム（津山市）

後河

【中学生以上

女子】

１位

今田

３位

野々上結華（津山市）

２位

長畑

真衣（津山市）
音々（津山市）

◆10キロコース
【中学生以上

男子】

１位

久野村憲史（竹荘）

３位

小橋

２位

長濵

公省（吉川）

洋和（香川県）

【中学生以上

女子】

２位

郁（総社市）

１位

大西

直美（鳥取県）

３位

為本

薫（倉敷市）

杉浦

ふ る さ と

22 世紀の理想郷 吉備中央町
１日350ｇ

両手１杯の緑黄色野菜 両手２杯の淡色野菜を
生活習慣病予防のために食べよう！

吉川栄養委員からのおすすめ野菜料理
今月の旬の野菜『春キャベツ』
材

料

作

春キャベツ ······················ 100ｇ
桜えび ··································８ｇ
スイートコーン
（ホール）····40ｇ
天ぷら粉 ···················３/４カップ
水 ······························１/２カップ
塩・レモン果汁 ··················· 適量
揚げ油

１人あたり

春キャベツと桜えびのかき揚げ（２人分）
り

方

①キャベツは１㎝角に切る。
②ボウルにキャベツ、桜えび、スイートコーン、天ぷら粉を入れて全体を
混ぜる。水を注ぎいれ、箸で粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
③揚げ油を160度に熱し、②を木べら
やスプーンでまとめて、滑らせるよ
うにして油に入れる。160度を保ち
ながら、時間をかけてカリッと揚げ
る。
④塩をふり、レモン果汁をかけていた
だく。

エネルギー：336kcal

たんぱく質：6.8ｇ

カルシウム：120mg

食塩：0.3ｇ

＊「キャベツを揚げものに！？」と驚くことなかれ！他の具材と一緒に生
のまま衣に包んで、蒸し焼きのように甘さを引き出します。
＊スイートコーンを煮大豆や枝豆にかえても美味しいです。
＊市販の天ぷら粉には卵やベーキングパウダーなどが入っているので、
水に溶くだけでカリッとした衣に仕上がります。

栄養委員さんからの

One Point
アドバイス

愛育委員会 活動 報告

上竹支部

11月に納地地区文化祭が行われました。地域の方の作品展示・野菜即売会・餅つき等の催しがあり、
盛大に開催されました。
愛育委員は
「健康コーナー」
を担当し、足指力測定を行いました。60歳
代の方は自分の足の力の衰えにびっくりされていました。測定結果で足
指力の数値が低いと転倒する危険が高まるため、転倒予防についてパ
ンフレットを使いながら説明しました。
認知症予防では、
アンケートを用いて日頃の
自分自身を振り返えることでとても話が弾みました。
認知症予防のためにも地域の皆さまが集まる機会
は大切だと感じ、今後も愛育活動として地域の方々
のお手伝いが出来たらと思います。

ご寄附に感謝します

育英資金（敬称略）

香典返し（金一封） 繁田 茂（粟井谷）、石盛 五夫（和田）、早原 敬二（岡山市中区）
宮本 寿男（岡山市中区）、妹尾新太郎（岨谷）
篤志寄附（金一封） 有安 重吉（竹荘）

人口のうごき
人

口

11,379人（－57）

火災・救急
●火 災 情 報
テレホンガイド ●岡山市内救急病院案内
【編集発行】
吉備中央町企画課

〒 716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野 1-2
ホームページ http://www.town.kibichuo.lg.jp/

この広報紙は自然保護のため再生紙を使用しています。

平成31年３月1日現在（

男
女

5,476人（－30）
5,903人（－27）

）は前月との増減

世

帯

5,348戸（－23）

☎ 086-226-0119（現在の火災情報）
☎ 086-231-0119（岡山市消防局の職員から管内の休日・夜間の救急病院案内・診察情報）
☎ 0866-54-1314
0866-54-1307
E-mail kikaku@town.kibichuo.lg.jp
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