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宵闇の中、奉納される浦安の舞。
（粟倉神社宵宮祭より）
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９３６万円
１６万円
サービス
介護

２９７万円

２億６，
２１４万円 一般経常管理費
介護

５，
９４７万円 臨時職員人件費
国保施設

４１万円

○今回の補正予算

１億６，
７６１万円 森林保全再生事業
簡水

７９９万円

１億７，
８６８万円 経常維持管理費

集落
排水

１，
４２５万円

９，
４２１万円 経常維持管理費

森林
管理

２８５万円

９月２７日・２８日実施
災害対策臨時管理費、

※予算は通常千円単位で表示されますが、分かりやすくするため
千円以下を切り捨て万円単位で表示しています。

今後は未だかつて体験し

さて、半世紀に一度の拠

所信表明（抜粋）

点整備事業が進んでいま

村長

月、西日本豪雨災害が たことのない事態が起こり

は昼夜を問わず出動、警戒 い村づくりを目指し、あら

に消防団員各位、村職員に 題であり、今後も災害に強

の幸運でありましたが、特 会の皆様にとって最大の課

害に至らなかったのは最大 全安心は、行政執行部、議

した。人身人命に関わる被 はいられません。住民の安

も甚大な被害をもたらしま ることの必要性を感じずに

発生し、時間的、規模的に うると認識し、これに備え

備するものであります。ま

一環として、その拠点を整

れも災害に強い村づくりの

撤去準備にかかります。こ

会館、図書館、サロン等の

ぼ終了し、今後はあわくら

す。村民体育館の撤去がほ

尽力頂いた方々にも深甚な

頑張ろうとする人たちが、

頑張ってきた人、これから

流し続ける 上｢質な田舎 ｣
の実現を目指し、これまで

目指すため、 百｢年の森林
構想 を
｣ 起点とし、人が交

に当たって頂いたことに心 ゆる角度からの検討、検証、 た、持続可能な村づくりを

から感謝を申し上げます。 そして普段からの防災意識

また各区長をはじめとする の高揚と有事に備えての訓

地区の役員の方々、その他 練を徹底して参りたいと考

地区内での復旧作業等にご えるところであります。

る感謝を申しあげます。特 すべての災害箇所の確認が

共に集い学び語らう場所と

また、残念ながら現在も

に農地への導水路の破損、 出来ているとは言えませ

損壊は、田が水を必要とし ん。復旧につきましては、 しての機能を集積するもの

で、完成までには 年を予

されました。西粟倉村の山 け、出来る限り速やかに復

きな影響が出ることが心配 い箇所から優先順位をつ

関係各位のご参加、ご協力

画段階から、すでに多くの

定しております。当初の計

ていた時だけに農業にも大 村民生活により影響度の高

林は他地域に比べ何十倍も 旧、復興工事を進めて参り

を頂いております。完成模

場に設置致しますので、村

が、間伐材の河川への流入 ご不便をおかけしますが、 型も出来上がりました。役

による二次災害が起きな 何卒ご理解を賜りますよう

たいと考えております。

民皆様には随時、ご覧頂き
あります。

かったことは、大いに幸い お願いを申しあげる次第で
だったと感じています。
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の間伐を進めてきています ます。村民皆様にはその間
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・総務委員会報告（学校訪問）
・例月出納検査報告
・事務事業監査報告
・健全化判断比率の報告
・資金不足比率の報告
【一般質問・6 名７件】
【議案】
・補正予算（専決処分１件）
・条例改正（１件）
・財産の出資（1 件）
・財産の売払い
・工事請負契約（１件）
・過疎自立促進計画の変更
・補正予算（８件）
【決算認定９件】
【岡山県後期高齢者医療広域連合
議会議員選挙】
【陳情、誓願３件】
２億４，
８２２万円 前年度繰越金
３，
１１８万円
国保

主な内容
補正後の総額
補正額
会計

９月定例会の主な内容
３億１，
９８２万円 ３１億５，
４９１万円 農業用施設災害復旧事業、
一般

平成３０年
9 月定例議会
公共土木施設災害復旧事業 【報告】

木施設及び農林業への被
よる被害が
箇所、農地

箇所、農地

水口の破損や土砂流入に

農業では水路、取

地方創生特任参事

付近の護岸崩落、引谷川、 しています。その他、村

す。知社川では王子神社

の左岸が崩落していま

落、そして西長尾橋下流

居消防機具庫下の護岸崩

大規模な護岸崩落、下土

桐尾地区において前述の

川 に つ い て は、 下 土 居・

砂流出がありました。河

いて２カ所、大規模な土

て、林道森ヶ谷線を利用

なっており、迂回路とし

し、現在全面通行止めと

ｍと

谷線は赤代都氏宅上が

ています。また、村道塩

面通行止めの措置をとっ

す。現在この２路線は全

にわたり崩落していま

ズな水の流れを確保する

すので、谷筋へのスムー

めます。また多くが山で

ネル、橋等の強靭化を進

金事業等を活用し、トン

に社会資本整備総合交付

環境の整備に努め、同時

検を進めると同時に適切

被災箇所の調査点

村長

いこともあるかと思いま

努力ではどうにもならな

りますと、自治体だけの

こういう大きな災害にな

いただきたいです。また、

うことを改めて検討して

はどういったことかとい

害 の 起 こ り に く い 構 造、 て、災害時に必要な準備

な復旧計画をつくり、災

す。県との連携も図って

うであったかも検証し

いです。今回、避難時ど

備をしっかりとして欲し

かが起こった時の為の準

ｍの２カ所

害状況と支援策及び復旧
の土砂流入
箇所、法面

道大茅線の峰越峠付近が

ことや、治山堰堤、砂防

ｍと

復興の現状についてお伺
の浸水被害

ｍにわたり路肩

側が

いします。また、災害に
等の崩落

塩谷川においても護岸の

８ｍと

ています。影石地内にお

強い村作りへの考えにつ
います。林業では、林地

崩落が数カ所発生してい

西日本 豪雨による 被 害

いてお伺いします。
地滑りなど小さな箇所ま

西日本豪雨によ
る、家屋、公共土

ｍの２カ所が崩落

25

18

箇所、治

る状況です。村道筏津知

が崩落。通行はできる状

堰堤の設置や既存堰堤の

西粟倉村の為に、尽力を

いただき、暮らしやすい

していただきたいと要望

点検、あるいは調査を進

めながらメンテナンスに

態となっています。林道
路線
割以上の路線に

については、村内

をいたします。

社線の、美作市との境界

山堰堤の土砂堆積

ｍにわた

のうち

おいて何らかの災害が発
生しております。

び 引 き 続 き、 復 旧・

練を繰り返し行います。

の初期動作についての訓

練、避難訓練、救命救急

努めます。また、防災訓

箇所

箇所となって

10

19

状 況 と 支 援 策 、現 状 は

総務企画課長
で含めますと

32

家屋等を含む、小
件。農地７

付近の道路が

り崩落。また村道あわく
ｍ

ら線の影石谷トンネルを
はさんで野鳥苑側が

は、 にわたり崩落。引谷新田

を林地災害として報告し
ております。

３ ７ ３号

建設課長
国道

下土居・桐尾地区の待避

在は通行が出来る状態で

36

規模災害が
件、農地関係の復旧助成
金を支給しているもの
件、 農 業 用

件、 同 じ く 農 地 関 係 の
同補助金
件、 作 業 道

施 設 ４ 件、 林 道 ３ 路 線、
公共土木

床上浸水が３件、床下浸

す。引谷川と吉野川が合

。 そ の 内、 家 屋 所の護岸が、 ｍ程度崩
4,000m
関 係 の 被 害 に つ い て は、 落しておりましたが、現
件、車庫・倉庫等

水が

流する天神橋付近は、増
水により天神橋の橋台付

への土砂・水の流入が

件、家屋周辺への土砂流

近が浸食されました。現
在は片側交互通行となっ

件と把握しており

入が
ます。

9 月定例議会
一般質問

答

答

引き続き復旧・復興に努め、

います。また、実際に何

行っていただきたいと思

復興を計画的に

結

準備、対策を徹底する。

災害が起こった際に備えて

答

32

8

桐山 修三 議員
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問
問
答

今後の事業展開に

西日本に停滞した
の事業のやり方を考えて

の経験を生かして、今後

ついて
梅雨前線や、台風

今後の災害対策をどの

ように進めていくのか

業及び村の単独事業とし

て被災箇所を復旧して参

ります。また、河川の改

や消防団員の出動によ

指示及び避難場所の設置

災害発生前の早めの避難

その上で、皆さんの危機

箇所の認識を、普段から

はなく、ある程度の危険

には、交渉も必要でしょ

の が 大 事 だ と 思 い ま す。 衝、新しく構造物を造る

住民間で持っていただく

う。そういうことを、私

と思います。地域との折

ない部分もある事だろう

当然、行政だけでは進ま

性で計画し取り組まれて

についてどのような方向

たと思います。復旧復興

とが一番幸いなことだっ

ができ、けが人のないこ

地域が連携協力すること

とが大切だと思います。

ある場所なのかを知るこ

災害が発生する危険性が

道路や家の周りが、土砂

自分が住んでいる地区の

び 村民一人一人が危

いく必要があります。行

り、多くの土砂流出箇所
意識の高いところ、ある

たちも積極的に協力出来

７号による豪雨で甚大な

修など、土砂流出の抑制

がありながらも被害を最
いはそこに専門的な知見

いるのか、また今後の災

び

小限に止められたことは

を 加 え た 上 で 協 議 を し、 るところを協力して、環

害対策をどのように進め

政や専門家が指摘する危

今後の災害対応活動の大

境作りを整備していきた

るのかお伺いします。

を図って参ります。ソフ

きな礎となると確信して

優先順位を付けてハード

いです。

被害を受けた災害から

月の豪雨災害で

おります。その後、激甚

の整備にかかるというの

分の命は自分で守ること

一だと思います。

が出来る、というのが第

総務企画課長

村の防災訓練があります

月に

今後、自主防災組

は、 行 政、 消 防、 ト 面 に つ い て は、 ま ず、

災害に指定されたり、ア

が手順ではないかと考え

有事に対しては反射的に

険性を認識し、自

ンケート調査の結果の集

ています。災害に対する

２ ヶ 月 が 経 過 し ま し た。 険箇所を補強するだけで

問

11
国の災害復旧事業

建設課長

月に予

形を考えていく必要があ

現実に自助共助が出来る

一人が災害の危険性を理

だきたいです。村民一人

訓練をしっかりしていた

織の機能を拡大、重視し、 から、それを踏まえての

答
おります。ハード面に関

を進めるべきだと考えて

とソフト面、両面の対策

行く予定です。ハード面

箇所の復旧に取り組んで

及び村の事業として被災

ございます。

中身を詰めている最中で

とが出来ればと、改めて

ところを主眼に置いたこ

練の中では、そういった

定をしております防災訓

ると思います。

な訓練をしていただけれ

を認識してもらえるよう

していく。そういうこと

その上で、適切な行動を

解 し、 命 を 大 事 に す る。

ばと思っております。
しては、国の災害復旧事

4
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残り４件は１２月号に掲載させていただきます。

7

約等によりある程度の指
今後の事業展開等につい

行動が出来る体制を、住

標 と な る と 思 い ま す が、 普段からの関心、そして
て、村長の考えをお伺い

ていただくことも肝心と

民の皆様につくっておい

村長

考えています。

いたします。
災害に強い村づく

りを念頭に、今回の災害

11

答

広報にしあわくら

※ 9 月定例議会の一般質問、７件中３件を掲載しています。

9 月定例議会
一般質問
大上 伊三男 議員

結

結

議員

河野 玲
問

問
問
答

株式会社
百森

【報告】

○財産の売払い

カ所）

〈財産の種類〉

土地（

百森

〈契約の相手〉

株式会社

○工事請負契約の締結

北部浄水場ろ過機等更新

工事

〈契約の相手〉

11

○総務常任委員会報告

月

7

学校訪問

6

○例月出納検査報告

月・ 月・

年度健全化判

29

○事務事業監査報告

○平成

年度資金不足

断比率の報告

○平成

比率の報告

日

田中機電工業株式会社

日

月

31

【一般質問】

年 月

年

3 28

〈工期〉

平成

～平成

○西粟倉村過疎地域自立

促進市町村計画の変更

【請願】

○土砂流出防止堰堤の設

置に関する請願・・採択

31 9

６名７件

【専決処分】

災害復旧に関する一般

会計補正予算

【条例改正】

西粟倉村消防団の設置

に関する条令の一部改正

【補正予算】

【陳情】

教育費国庫負担制度２分

８会計の補正予算

萩原監査委員より、監

の１復元をはかるための

○教職員定数改善と義務

査報告の後、審議され９

２０１９年度政府予算に係

【決算認定】

会計が認定されました。

ての陳情・・・採択

る意見書採択の要請につい

○財産の出資

○臓器移植の環境整備を求

【議案】

株式会社百森に対して有

める意見書の採択を求める

陳情・・・採択

する貸付金に関する債権

〈出資の相手〉

30

29

5

金婚表彰を行いました！
台風の接近により中止となったふれあいまつり式
典に代わり、１０月９日（火）に、金婚を迎えられ
たみなさんを村長室へお招きして、表彰を行いまし
た。青木村長からは「金婚おめでとうございます。
人生１００年時代となった今、まだまだ先は長いの
で、この西粟倉村で楽しみをもって暮らしていただ
けたら何よりです」と挨拶がありました。
金婚を迎えられたみなさんからのコメント
白岩久男さん「２２歳で結婚して、とにかく元気で金婚を迎えようと誓い合った。夫婦
で大切なのは、話し合ったりけんかをしたり、とにかくしっかりと意見交換をすること」
白岩芳子さん「村に来て５０年。長いようで短かった。体調が悪くなってからは日々主
人に迷惑をかけているが、これからもついて行きたい」
白岩和雄さん「村に戻って２０年。あっという間だった。表彰をされるのは最後だと思
っていたが、頑張って９０歳まで生きられたら良いかな」
白岩怡代子さん「もうそんなにたった？という感じ。５０年間、もちろん大変なことも
あったけれど、良い時代もあった。いいとこどりの世代だった」
井上吉男さん「地域の人に本当にお世話になってきたので、今はお返しをしたいと思っ
ている。目標を持って生活することが健康でいるためには大切だと思う。妻にはいつも
その背中を押してもらってきた。まだまだ頑張って行きたい」
井上節子さん「あっという間に過ぎた５０年だった。ボランティアや好きなことを頑張
っていて、今はとにかく楽しい。これからも食事や健康に気を付けて、趣味や地域活動
を続けて行きたい」
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西粟倉村

総合防災訓練のご案内

近年、全国各地で大規模な地震や局地的な集中豪雨による水害・土砂災害が頻発しています。7 月に発生
した西日本豪雨災害は記憶に新しいところです。豪雨災害を受けて、区長や消防団幹部、村職員にアンケー
トを行った結果、共助が大切であり、避難所の運営が重要な問題であるとのご意見などをいただきました。
災害は常に私たちの暮らしと隣り合わせで、決して他人事ではありません。この機会に皆さんで災害への
備えについて考えましょう。たくさんの方々の参加をお待ちしています。

防災ヘリの搬送訓練や

■防災訓練実施日

展示も予定していま

日時：平成 30 年 11 月 18 日（日）
午前中（少雨決行）
場所：西粟倉村内全域

す！（変更する場合も
あります）

10 時頃に大茅地区にて救助活動を行い、中学校グラウンド
に搬送し、着陸後に防災ヘリの展示を行います。地区の訓練
終了後、ぜひ見学にお越しください。

■訓練の内容
〈訓練想定〉

大型で非常に強い勢力の台風の影響により、訓練当日の明け方までに累計雨量が 200 ｍｍを超えている。
訓練当日には、台風は通過し、雨風共に止んでいる。しかし、午後から前線による大雨が予測されており、
中国地方で 24 時間雨量が 200 ｍｍを超える可能性があり、災害発生が心配されるという想定で訓練を実
施する。
〈訓練項目〉
村民：避難訓練

避難行動に関する話合い

行政：災害対策本部設置、情報連絡訓練、避難所・救護所開設訓練
〈訓練の流れ〉
①役場は、全村に避難勧告を発令する。その後、孤立の恐れがある地区に避難指示を発令する。
②村民は避難所に避難を行い、区長を中心として話合いを行う。
※避難所は、各地区公民館、小学校体育館、ゆうゆうハウス及びひだまりとする。
※その他、防災ヘリによる救助訓練と展示を行う。

避難するときは非常時持出品を持って避難しましょう！！

■訓練参加機関
全村民

美作警察署

西粟倉村教育委員会

美作市消防本部

岡山県消防防災航空センター

西粟倉村社会福祉協議会

診療所

西粟倉村消防団

西粟倉村
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西日本豪雨災害に関するアンケート結果
7 月に発生した西日本豪雨災害を受け、改めて災害に備えることの必要性を感じられたことと思います。
そこで役場では、各地区区長、消防団幹部、村職員に西日本豪雨災害に関するアンケートを実施しました。
その概要をご報告させていただきます。
1

避難所の運営について

〈良かった点〉

〈反省すべき点・改善すべき点〉

・避難所が危険な場所にあったため、事前に地区で

・一人暮らしの高齢者の方が、足が悪いことを理由

グループ分けを行い、各々の避難場所【個人宅】を

に避難所に行かず、夜間は車中で避難生活をしてい

決めており、そこに集まった。

た。

・避難所開設から片付けまで地域で協力して出来て

・避難者に関する報告（避難所に何人避難している

いる地区があった。

か等）が区長にあがってこなかった。

2

災害情報の提供や周知について

〈良かった点〉

〈反省すべき点・改善すべき点〉

・区長や地区住民が自主的に見回りをし、被災状況

・避難者の不安を少しでも軽くするため、細やかな

の把握や高齢者の避難対応を確認している地区があ

情報提供が必要である。

った。

・村外にいる人も村の災害情報を把握できるように

・スムーズに安否確認が出来た。

することが必要である。

3

防災設備等について

アンケートの結果、防災上、色々と

〈反省すべき点・改善すべき点〉

気になる点が見えてきました。その中

・定期的に防災無線の点検を行うことが大事。

でも「避難所の運営をいかに適切に行

・避難所における防災設備が不十分である。

うか」が非常に重要な問題であるとい
う事が浮き彫りとなり、今後、
「避難

4

所運営のあり方」について検討してい

その他

きたいと考えています。

〈良かった点〉
・自発的に炊き出しをしている地区があった。
・建設会社の協力で道路を寸断した土砂や流木の撤去が
でき、道路が通行できるようになっていた。
〈今後に活かすべき点〉
・今回は住民も職員も良い教訓となった。今後、実践形
式で訓練できるモデル地区を設定するなどして取組を進
めていくべき。

7
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今回の防災訓練では、西日本豪雨災
害の経験を踏まえたふり返り等を通じ
て、今後の避難所運営の検討に向けた
ご意見をいただく場とする予定です。

「忘れてない？

サイフにスマホに

火の確認」

（平成 30 年度全国統一防火標語）

11 月 9 日から 15 日まで全国一斉に秋季火災予防運動が実施されます。
日本全国で火災は 1 日に約 101 件、約 14 分に 1 件発生しています。
これからの季節は、暖房器具等を使用する機会が増え、火災発生の危険も増加します。
暖房器具等の使用前には十分点検をしてから使用してください。

住宅用火災警報器Ｑ＆Ａ
Ｑ . 住宅用火災警報器って何？
Ａ . 日中に火災が発生した場合、実際に炎を発見したり、煙の臭いやパチパチという音で気付くのが
ほとんどです。しかし、就寝中は、火災に気付くのが遅れてしまいます。そこで、火災をいち早く知
らせてくれるのが住宅用火災警報器です。
Ｑ . 住宅用火災警報器の設置場所は？
Ａ . 自分では気付きにくい就寝中の火災に備え、寝室に設置してください。寝室が２階以上にある場
合は階段の上部にも設置が必要です。寝室ではなく、火をよく使う台所に設置しているという方もお
られますが、火災は台所以外からも発生します。寝室や階段上部に設置したうえで、余裕があれば台
所等その他の部屋にも設置する事をお勧めします。
Ｑ . お手入れは必要なの？
Ａ .「いざ」という時、住宅用火災警報器がきちんと働くよう日頃から作動確認とお手入れをしておき
ましょう。電池式の場合、寿命は約１０年です。電池が切れると作動しなくなるので、定期的にボタ
ンを押して（ひもを引いて）作動確認を行ってください。また、ほこりが入ると誤作動を起こす可能
性がありますので定期的な清掃も大切です。
昼夜問わず住宅用火災警報器で火災を早期に発見できれば、より早く消火や避難が行えます。大切な命や
財産を火災から守るためにも未設置の方は早急な設置をお願いします。設置率１００％で、火災で亡くなる
方を『ゼロ』にしましょう。

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント －３つの習慣・４つの対策－
３つの習慣
○ 寝たばこは、絶対やめる。
○ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
４つの対策
○ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
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事業者のみなさまへ

消費税軽減税率制度説明会を開催します！

平成 31 年 10 月の消費税率引上げに伴って実施される「消費税軽減税率制度」に関する説明会を開催し
ます。事前予約制ですので、出席を希望される方は問合せ先までお申込みください。
【開催日時】平成 30 年 11 月 26 日（月）10:00 ～ 11:30
【開催場所】あわくら会館大ホール（定員：30 名）
【内

容】消費税軽減税率制度及び事業者支援措置について
（インボイス制度を含む）

【申込〆切】平成 30 年 11 月 22 日（木）16:00 まで
【申込先及びお問合せ先】津山税務署

法人課税部門

TEL：0868-22-3109（法人課税部門直通）

FM 告知機を設置して災害に備えよう！
台風や地震などの災害時や、火事等の発生時は、FM 告知機を通じて防災情報を放送します。FM 告知機
は停電時でも放送を聞くことができます。まだ設置がお済みでないご家庭は、この機会に設置をご検討くだ
さい、また、避難の際は携帯ラジオとしてもご使用いただけますので、設置後も定期的に電池の確認・交換
を行い、非常時に備えましょう（受信可能局は地域により異なります）
。
●申し込み方法
役場窓口にて、所定の申請書に記入・押印の上、ご提出ください。
後日工事日調整の連絡が入り、設置工事となります。
●設置基準は？
・全世帯に無償貸与
・１世帯に１台、１事業所に１台

△ FM 告知機本体

・２世帯住宅の場合は２台となりますが、原則１つの建物に１台とさせていただきます。
・NTT サービスやケーブルテレビ契約の無い世帯でも設置していただけます。
・同一世帯の 2 台目設置については、ホームページをご覧いただくか、役場までお問合せ下さい。
【お問合せ先】西粟倉村役場

総務企画課

電話 0868-79-2111

下水道は何でも流せる施設ではありません！
下水道施設は、下水道管、ポンプ場、下水処理場
で構成されています。
タオル・下着・おしぼり等が下水道に流され、施
設内で詰まると流れないだけでなく、最悪の場合、
皆さんのお家で下水が溢れ出すことになります。
個人だけでなく村民の皆さんの生活に影響を及ぼ
すのです。
皆さんの生活を快適に保てるように、声を掛け合
ってルールを守りましょう。
写真は故障の原因となったタオル等です。

9
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Vol.66

月

日、
「第

回森のお

だき、終日たいへん賑わいました。
今後も、西粟倉独自の木のおもち
ゃ達を楽しんでいただく機会を設
けていきたいと思います。
ご来場いただいた皆様、ボラン
ティア・出店者の皆様、ご協力あ

10
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「森 の お も ち ゃ フ ェ ス テ ィ バ ル」
開催されました！
去る

多くの方（約 名）にお越しいた

れ ま し た。 当 日 は 天 候 に 恵 ま れ、

もちゃフェスティバル」が開催さ

6

りがとうございました！

「林野 (H30.2)」をもとに作成

【森林環境譲与税の譲与額の予定】

21
520

！
ます
って
賑わ

もも
大人も子ど す！
楽しんでま

名 物「 ナ イ ア ガ
ラ」
に挑戦！

10

森林管理に関する新しい制度が始まります！
～森林環境税・森林環境譲与税～

課税はいつから？
税金の使い道は？

に整備していくことで、森林のも

民税の均等割納税者となり、年間

らスタートします。対象は個人住

環境税の課税は、平成 年度か

度」について説明しました。今号
つ機能を高めていき、これらの被

た被害が頻発していますが、適切

では、もう一つの森林に関する新

千円が課税され、年間約 憶円

の税収になると試算されていま

この譲与税は、平成

年度以降

年度から自治体

する「森林環境譲与税」 以
( 下「譲

き国産木材の競争力上昇や低コス

率は増加を続けています。引き続

就業者数に応じて市町村ごとに配

は、人口や私有林人工林率、林業

環境税により集められた金額

す。西粟倉村に配分される譲与税

補助金と村費により賄っていま

あたっては、現在、施業費を国庫

事業」における森林整備の実行に

西粟倉村では、村ぐるみで森林

確保、木材利用の促進や普及啓発

路網の整備、人材育成・担い手の

こういった背景から森林の整備

譲与税の一部を充てることも想定

森 林 整 備 等 に 必 要 な 財 源 と し て、

年生以上の森林が人工林面積の

いない森林では、水源のかん養や

等のために必要な費用を、国民一

されています。

ださい。

月と森林に関する国

たら、産業観光課までお寄せく

ご意見・ご質問などありまし

進を目指して頑張ります！

き続き「百年の森林事業」の推

きました。新しい制度の中、引

の新制度の説明をさせていただ

月、

★編集後記★

たいと考えています。

がもっと元気になるよう、利用し

を促進し、地域の林業や木材産業

分され、適切な森林整備のために

道府県へも配分されます。

ト化による山主や林業事業体の収

として成り立つ姿を実現すること

の集約化を進め間伐を中心とした

等に充てることとされ、その使途

譲与税の使途としては、間伐や

整備を行ってきていますが、全国

も公表するというきまりになって

が望ましいと考えられます。

的には所有者や境界が不明確であ

います。 月号にて説明しました

日本の人工林の多くは戦後に

割以上を占めています。これらの

るため、整備ができない森林がた

土砂流出の防止といった機能が低

人一人が等しく分担して森林を支

「森林経営管理制度」の下で行う

下していると場合も少なくはあり

える仕組みとして、
『森林環境税』

11

植えられたものであり、現在は

森林の資源量は充実してきている

くさんあります。

ません。豪雨や台風等により、山

が導入されることとなりました。

9

森林環境税
導入の背景

は、
更に「百年の森林づくり事業」

西粟倉村の「百年の森林づくり

西粟倉では
どうなるの？

す。
（右頁の図参照）

に配分される予定となっていま

少額ずつ、平成

の 環 境 税 課 税 金 額 よ り 計 算 し て、

36

使われ、またその支援のために都

す。

31

益増につなげていき、林業が事業

い、国内の木材生産量・木材自給

一方、森林の資源量の充実に伴

ます。

害を軽減・防止できると考えられ

課税される「森林環境税」以( 下「環

します。これは、国民一人一人に

しい制度『森林環境税』の紹介を

月 号 で は「 森 林 経 営 管 理 制

36

600

与税」 か
) ら成ります。

境税」 と
) 、森林整備等を実行す
る市町村へ集められた金額を配分

1

ものの、手入れが長期間なされて

9

５ 45

が崩れたり樹木が倒れたりといっ

11 月号
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『子どもたちの心と体を育てる給食』

保育園では栄養士・調理員が「安全・安心・おいし
い」をモットーに、子どもたちの成長にあった給食を
提供しています。素材を生かした栄養バランスのよい
食事で、子どもたちの心と体を「食」の面からもしっかり支えています。
西粟倉自慢のおいしい学校給食同様、保育園給食でも季節感を味わうため、 ▲お迎え時「今日は給食で○○を食べたよ」とい
旬の食材や行事食を取り入れ、食そのものに興味をもってもらうための食育活
う親子の会話も。毎日給食の展示を行ってます。
動にも取り組んでいます。
乳幼児期から様々な食べ物の多くの味を経験できる食
◆ Let's クッキング
事を提供することが幅広い味覚を作り上げ、偏らない嗜
2 歳児がクッキーを作りま
好の形成を支援することになります。
した。生地をコネコネ。焼き
保護者の方としっかり面談を行い、家庭と栄養士、保育
上がってくると美味しそうな
士が連携をとりながら、子どものペースにあわせて取り
匂いにクンクン。料理するこ
組んでいます。
とに興味や関心をもち、自分
また園ではアレルギー対応できるよう、毎日のおやつ
たちで作る喜び、楽しさを感
も手作りです。
じる時間となりました。

◆保護者給食試食会

参観日に合わせて保護者の方
に給食試食会を実施し、うれし
いご意見や感想をいただきまし
た。
・家では食べない食材も、喜ん
で食べられていて驚いた。
・大きな物でも手づかみでよく
食べていた。
・素材の味がしっかり感じられ
ておいしかった。など

～かぼちゃドーナツ 10 個分～

< 材料 >
＊薄力粉… 150 ｇ
＊ベーキングパウダー… 小さじ１
＊砂糖… 40 ｇ
かぼちゃ（わたと皮を除いたもの）…100 ｇ
絹ごし豆腐… 100 ｇ
< 下準備 >
かぼちゃは茹でるか蒸してつぶしておく
＊印の粉類を合わせて、泡立て器できれいに
混ぜておく
（＊印の粉類をホットケーキミックス 200 ｇに
かえると手軽にできます）

なんでも け
みっ

< 作り方 >
①すべての材料を混ぜ合わ
せ、よくこねる。
② 生地を 10 等分にわけて
丸める。太さ 1cm くらい
のひも状にのばし、端と端
をつなげて輪っかにする。
③焦げやすいので低温～中
温の油で揚げる。
大人は粉砂糖をかけていますが、子ども用はかけ
なくても OK。旬の野菜のカボチャを使ったおや

つです。ぜひ、ご家庭でも作ってみてはいかが
でしょうか？

『３つの E ～ネ』を育てる

西粟倉幼稚園では、園外に出かけてふるさ
と西粟倉の豊かな自然や人と触れ合い、五感
を通して何でも見つけ感じる体験を行っています。
先日、うさぎ組（３歳児）が村内たんけんに出かけて、クリの木を見つけた
時の子どもたちのやりとりの１コマです。
これなんだ？

何だろう？
誰か知ってる？

これはクリじゃ。
え？
じゃあチクチクするかな？
触ってみる？
うん。
あれ？チクッとせんかった。
そうなの。チクッとする
かと思ったのにね。
ゆっくり触ったらチクッとせんけ
ど、
グッと触ったらチクッとする。
手作りのなんでも見え～る
望遠鏡を持ってたんけんです

大発見だね～ !!
触ってみたから分かったね。

幼稚園は「３つのＥ～ネ」を
大切にする取組を行っていま
す。
Enjoy（楽しむ・やってみる）
Express（ 表 す・ 工 夫 す る ）
Exchange( 伝えあう・相談する）
楽しむ・やってみようとする
力を伸ばすため、このようにし
っかり子どもたちとの対話を大
切にして、子どものやってみよ
うとする気持ちを認め、五感で
感じ気づくことを認め、そして
次のやってみようを伸ばす取組
を行っています。
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2 年生の

『村たんけん』 生活科
～ふるさと元気学習～

2 年生は、1 学期に生活科で “ 村たんけん ” に行きました。「村
のお店や施設、村で働く人々を知る」という目標を持って、行っ
てきました。行き先は、駐在所、郵便局、オリーブです。
子どもたちは、事前にそれぞれのお店、施設がどんな仕事をし
ているのか、予想を立て、みんなで意見を交換しました。また、質問もたくさん考えました。
当日は、仕事内容や仕事に使う道具、仕事をする上での工夫を知ることができました。中には、普段見ら
れないような場所や仕事道具も見せてもらうことができ、子どもたちは興味津々でたくさんのことを学ぶこ
とができました。
学校に帰ってからは、１番印象に残ったことを画用紙１枚に絵で表し、それを１年生に見せながら学んで
きたことを自分の言葉で発表しました。１年生からの質問もあり、２年生は上手に質問に答えることができ
ました。2 学期は、学んだことを踏まえ、もっと知りたいことを自主的に調べていきます。

『仲間とともに全力で !!』
～美勝英新人総体・美作地区予選会～

▲壮行式の様子

部活動も夏休み以降 2 年生が主軸となり新チームが始動しました。9 月に美勝英地区新人総体、10 月に
は美作地区予選会が開催されました。各大会前日には壮行式を行い、参加する部が大会への意気込みや目標
を全校生徒の前で発表しますが、今回も各主将が「新チームになってからの練習の成果をしっかり発揮した
い」など大会にかける熱い想いを語ってくれました。各部とも気迫あふれるプレーを展開し、熱戦、善戦を
繰り広げました。美作地区予選会では、残念ながら県大会出場とはなりませんでしたが、美勝英新人総体で
は、各部素晴らしい成績での公式戦デビューとなり、大きな自信になりました。また、陸上部は 11 月上旬
にあります県大会へ 3 名が出場し、ベスト記録を目指してがんばります。
これからは日暮れも早くなり、練習時間も短くなりますが、厳しい冬にしっかり目標をもって練習し、個々
やチームの課題にチャレンジしていきます。
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★ 岡山県立図書館配本について ★
１２月１１日（火）に配本が行われます。
それにともない現在こども図書館で借りている県立
図書館コーナーの本があれば１２月３日（月）までに
返却をお願いいたします。

今月の新着本
一般書
・
『シルバー川柳８』
全国有料老人ホーム協会／選
・
『シルバー川柳百歳バンザイ編』 みやぎｼﾙﾊﾞｰﾈｯﾄ／著
・
『愛なき世界』
三浦しをん／著
・
『農家が教える鳥獣害対策』
農文協／編
・
『みそ汁はおかずです』
瀬尾幸子／著
・
『いずれの日にか国に帰らん』
安野光雅／著

児童書
・
『おいも！』
・
『ノラネコぐんだんおばけのやま』
・
『ビター・ステップ』

石津ちひろ／作
工藤ノリコ／作
高田由紀子／著

☆問い合わせ先☆

図書館特設コーナー
【今回のテーマ】
「子育て応援します！－おやすみ絵本特集－」
子どもの寝かしつけにお困りではありませんか？
子守歌のようにリズミカルな絵本や寝る前にぴったり
のお話絵本など多数取りそろえてみました。
・
『もうねんね』
松谷みよ子／作
・
『おやすみゴリラくん』
ペギー・ラスマン／作
・
『おやすみ、エレン』 カール＝ヨハン・エリーン／作
・
『おやすみ～』
いしづちちひろ／作

『むらまるごと図書館』情報！

○あわくら子ども図書館 西粟倉村影石３３
○こども図書館
TEL79-2116
○教育委員会内図書係 TEL79-2216

オリーブ図書館では、子ども図
書館の本だけでなく、青木真澄館
長の所有本も借りたり読んだりで
きる「オリーブ文庫」が始まりま
した。
お気軽にお立ち寄りください。

☆ご利用案内☆
○開館時間 １０：００～１７：００
○休館日 祝祭日、年末年始 １１月は３日が休館
※イベントのため 11 月 23 日は開館いたします。

～ふるさとの自然や人に学び、子どもたちの生きる力を育む西粟倉ならではの教育プログラム～

特 色 ある教育 通信
「早稲田桜子

岡山県民文化祭 地域フェスティバル in 勝英
文化がまちにある！プログラム「音呼地新～音の輪～」

ヴァイオリンコンサート」を開催

西粟倉小学校

「音楽で勝英地域４市町村をつなぐ
アウトリーチ型コンサートが西粟倉小学校に」
１０月１１日（木）西粟倉小学校多目的ホールでヴァイオ
リンコンサートを開催し、
児童と住民が演奏を鑑賞しました。
コンサートでは、ヴァイオリニストの早稲田桜子さんが、
ピアニストである姉の眞理さんの伴奏で、ハーライン作曲の
「星に願いを」など６曲を演奏されました。
演奏の合間には「太い弦と細い弦はどちらが高い音が出る
のでしょうか？」などクイズ形式でヴァイオリンの仕組みを
教えてもらい、４本の弦を同時に弾く「重奏」のテクニック
に児童たちは驚いていました。
ヴァイオリンとピアノの演奏にのせ、「もみじ」と「ふる
さと」、最後に「校歌」を合唱し、本物の音楽に児童たちも
歌声で参加することができました。
児童は早稲田さんへ、「初めてヴァイオリンの演奏を生で
聴くことができて嬉しかった」「音楽の合奏の練習をもっと
頑張りたいと思った」「あんなに速く指を動かして演奏するのは大変ですごいと思った」など、感想を発表
してくれました。
児童たちが本物の音楽に触れ、参加することで音楽の素晴らしさと楽しさを感じることができたコンサートでした。
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岡山県民文化祭

山地真美ピアノコンサート
「ニシアワクライブ♯」を開催

○１０月講座「映画鑑賞」

岡山市出身のピアニストで作曲家でもある山地真

１０月１９日（金）にあわくら会館大ホールにて、
映画鑑賞を行いました。

美さんによるピアノコンサートを開催します。
岡山大学法学部卒の異色のピアニストによる情景

今回の映画は高齢者ドライバーの免許返納を題材
にしたもので、身近で目

をテーマにしたコンサートです。西粟倉の自然を心
で感じる音楽の世界を体験してください。

を反らしがちな話題です

・日

時

平成３０年１１月１８日（日）

が、コミカルなシーンも

19：00 ～ 20：00（18：30 開場）

多く、会場には笑い声が

・会

響いていました。

・入場料

あわくら大学１１月講座「むらめぐり」のご案内
昨年度好評だった「むらめぐり」を、今年も
郷土史探訪クラブのみなさんにご協力いただき
行います。
○日

時：１１月１６日（金）１０時～１３時

○集

合：あわくら会館大ホール

○参加費：８００円（お弁当代）
○募

集：事前に募集を行います。
文字放送・告知放送をご確認ください。

○定

員：最大５０名（バス移動のため）

定員がありますので、
お早めに連絡をお願いします。

スポーツ塾

地域フェスティバル in 勝英

場

あわくら会館
無料

コンサートでは西粟倉村放課後児童クラブ「げん
きっこ」の児童たちとつくった演出の中、昨年作曲
した曲「もりはともだち」を一緒に合唱します。
【山地真美】
情景描写ピアニスト。
岡山大学法学部法学科卒業。
演奏家兼作曲家。
Canon web cm 海外版・国内
版へ楽曲提供。
カンヌ国際映画祭入選作品
「ORIGAMI」へ楽曲提供。
イタリアにて行われたイブラ
グランドプライズにて審査員
特別賞及び名誉賞を受賞。

卓球体験

村民の方が運動を始める、続けるための機会づくりとして、スポーツ
推進委員会が主体となり、スポーツ塾を行っています。
９月２７日（木）には卓球体験を行いました。当日参加してくれた、
中学校卓球部の生徒たちから打ち方を教えてもらいました。
はじめに、ボールになれるため卓球部の生徒とラリーをしました。初
めての人や久しぶりの人もいて、
ラリーがなかなか続きませんでしたが、
ボールやラケットに慣れてだんだんと返すことができるようになりまし
た。
参加した人は「久しぶりにやったけど楽しかった」
「またやってみたい」
という声がありました。
次回は２月に「雪合戦体験」を行います。雪の降る西粟倉だからでき
る競技です。大人から子どもまで一緒にできる運動なので、親子でぜひ
参加してください。今後も様々なスポーツを紹介していきますので、皆
様ぜひご参加ください。
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大ホール

ヘルプマーク・ヘルプカード
ご存じですか？

車いすを寄贈していただきました！

ヘルプマーク・ヘルプカードを知っていますか？
白い「＋」と「♡」が描かれた赤色の樹脂製のプレ
ートのヘルプマークとカード型のヘルプカードがあ
ります。
外見では分かりづらい障害や病気のある人が、配
慮を必要としていることを、周囲の人に知らせるこ
とが出来ます。どちらかひとつ持っていると役に立
ちます。必要な方は保健福祉課へお越し下さい。
バイク愛好家による団体「ノーネームバイクウィ
ーク実行委員会」のみなさんから、車いすを寄贈し
ていただきました。この車いすは、毎年開催されて
いるイベント「ノーネームバイクウィーク」の参加
者が、イベント毎にアルミ缶のプルトップを持ち寄
り、交換されたものだそうです。
寄贈いただいた車いすは、村内で大切に使用させ
ていただきます。ありがとうございました。

第７０回人権週間
平成３０年１２月４日（火）～１０日（月）

【本年度の目標】

「みんなで築こう

人権の世紀

～考えよう相手の気持ち
未来へつなげよう

違いを認め合う心～」

国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の１２月１０日を「人権デー」
、最終日とする１
週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及高揚に努めて
きました。
2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、民族・国籍、障害の有無など、さま
ざまな違いを超えて、一人一人の人権を尊重することを大切にするとともに、今一度、21 世紀が「人
権の世紀」であることを改めて思い起こし、
誰もが安心して生活することのできる社会を築きましょう。

【重点事項】
●女性の人権を守ろう

●子どもの人権を守ろう

●障害を理由とする偏見や差別をなくそう

●高齢者の人権を守ろう

●外国人の人権を尊重しよう

●刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
●インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
●性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう

広報にしあわくら
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女性の人権ホットライン
夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの事

元気になろうやフェスタ
開催のお知らせ

案は、依然として数多く発生しています。これらの

障がい者と障がい者を支える様々な関係者が協働

女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るため、全

し「将来安心して暮らせる勝英」をテーマに「元気

国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間として、

になろうやフェスタ」を開催します。今年で 1 ６

下記のとおり相談を受け付けます。

回目を迎え、平成最後に生まれ変わるフェスタにな

○期間：平成 30 年 11 月 12 日（月）～

ります。

平成 30 年 11 月 18 日
（日）
○受付時間：

地域の多くの方に、主体的に取り組む障がい者の
姿を見ていただき、障がい者に対する理解を深める

・11 月 12 日（月）～ 16 日（金）
午前 8 時 30 分～午後 7 時 00 分
・11 月 17 日（土）～ 18 日（日）
午前 10 時 00 分～午後 5 時 00 分

とともに地域につながりを広げていきたいと思いま
す。参加希望の方は、下記の申込み先までご連絡く
ださい。当日の参加もお待ちしています。
●日時：1 ２月１日（土）午後 1 時～午後３時

○相談担当者：法務局職員及び人権擁護委員

●場所：作東バレンタインプラザ（美作市江見 944）

○「女性の人権ホットライン」

●内容：・映画上映

電話番号

０５７０ ‐ ０７０ ‐ ８１０

「ありがとう～心の病と向き合う人々の映画～」

※秘密は厳守します。

『おかやま縁むすびネット』
をご利用ください！
岡山県では結婚を希望する皆さまに、より多くの
出会いの機会を提供するため、会員制のマッチング
システム『おかやま縁むすびネット』を運営してい

・ピア体験発表・意見交換
・障がい者事業所等の展示・販売
●申し込み締切：11 月２２日（木）
●主催：勝英地域自立支援協議会元気になろうや部会
（元気になろうや実行委員会）
●共催：NPO 法人市民活動センターみんなでしょうえい
●申込み先：美作保健所勝英支所

（☎ 0868-73-4054）

ます。岡山県が運営するシステムですので、安心し
てご利用いただけます。

障害者週間のお知らせ

○入会できる方：
＊ 20 歳以上の独身男女（結婚歴は問いません。
）
＊岡山県内に在住・在勤の方、又は岡山で結婚を
考えておられる方
○入会登録料：10,000 円（2 年間）
○登録・閲覧場所：
アルネ・津山４階）

※ご利用にはウェブでの事前予約が必要になります。

おかやま出会い・結婚サポートセンター
０８６－２３６－０８０２
https://www.okayama-musubi.jp

又は「おかやま縁むすびネット」で検索
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実現をめざし、
障がいを自分自身の問題として捉え、
理解を深めることを目的に制定されました。
るものです。障がいは多種多様で、外見ではわから
ないものもあります。
障がいに不自由さはあっても、
周囲の理解や配慮があればできることがたくさんあ
ります。

○お問合せ先

ホームページ

です。この週間は、障がいの有無に関わらず互いに

障がいは、事故や病気などによって、誰にも生じ

おかやま出会い・結婚サポートセンター津山

電話

１２月３日（月）から９日（日）は「障害者週間」
個人を尊重し、
「誰もが暮らしやすい地域社会」の

＊インターネットやメールを使用できる方

（津山市新魚町 17

保健対策班
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この機会に、障がい者の自立と社会参加に対して
私たち一人ひとりが努力し、障がいのある人もない
人も、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせ
る村を目指しましょう。

平成 32 年 3 月
オープン予定

新生涯学習施設の館長が決まりました！

新生涯学習施設（公民館・図書館）の館長を公募した結果、蔦木伸一郎さんに決まりましたのでお知らせ
します。開館までの間、住民の方により多く利用してもらえるよう色々な準備をしていきます。また、新施
設のキャッチフレーズである「あつまる、つながる、やってみる」をモットーに、運営を検討していきます。
普段は、教育委員会に在席していますので、お気軽にお声かけください。
氏

名：蔦木

伸一郎 （つたき

しんいちろう）

所

属：教育委員会

役

職：公民館長兼図書館長（臨時職員）

趣

味：読書、ドライブ、坐禅

住まい：塩谷
本人からのコメント：
住民のみなさんに気軽に立ち寄っていただき、知りたい情報に触れ、友人や仲間と一緒にやってみたいこ
とを実現できる施設を目指して、一所懸命に取り組んでいきます。
「こんな本を読んでみたい」
「こんな活動
をやってみたい」など、みなさんのご意見・ご相談をお待ちしています！

どうぞ、よろしくお願いいたし

ます。

秋の交通安全県民運動報告
☆シートベルト着用調査結果☆

着用率は

１００％

調査日時：9 月 23 日（日）午前 9：30 ～ 10：00
調査場所：西粟倉ＩＣ
方面別

通過車両

着用車両

着用率

西粟倉 IC 上り

６１台

６１台

100％

西粟倉 IC 下り

８３台

８３台

100％

１４４台

１４４台

100％

合

計

９月２１日（金）から３０日（日）にかけて、
「秋
の交通安全県民運動」
が県下一斉に展開されました。
本村でも、交通安全推進委員による街頭指導や広報
車による啓発活動が実施されました。２３日（日）
には交通安全推進委員によるカーブミラー清掃と
シートベルト着用調
査、啓発活動とが行

日が暮れるのがすっかり早くなりました。自動車

われました。期間中、

の皆様は早めの点灯を心がける、歩行者の皆様は夜

ご協力いただきまし

光反射材を身につけ、自分の存在をしっかりアピー

た皆様ありがとうご

ルするなどにより、交通事故を起こさない、交通事

ざいました。

故に遭わないようにしましょう。
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司法書士による無料法律相談会

※相談料無料、予約不要、秘密厳守
●開催日時：平成 30 年 12 月 8 日（土）
午前 10 時 00 分～ 12 時 00 分
●開催場所：美作市民センター（美作市役所隣）
美作市栄町 35 番地
（電話：0868-72-1135）
●登記に関する相談（相続、贈与、売買、建物、
会社の登記）、成年後見に関する相談、多重債務、
破産に関する相談、境界に関する相談、その他、
法律に関することで、日頃からお悩みの問題につ

悩みごと無料相談
「ライフサポートセンターつやま」では、地域の皆
様の生活支援を目的として、悩みごと相談を行って
います。お気軽にご相談ください。
●相談内容：労働、福祉、債務、法律、生活相談な
ど※裁判や実務以来などの場合は、
費用が必要です。
●相談日：月・水・金

（祝日は除く）
●場所：ライフサポートセンターつやま
津山市山下 92-1

司法書士

水島

敏裕

電話：0867-44-2017
なお、つやま総合相談センターでは、平日 17 時
から 19 時まで電話による無料法律相談を実施して
います。電話：0868-24-2333 までご連絡ください。

募集

北部高等技術専門校

訓練生募集

●募集訓練科及び定員等：

お電話でも対応しています！
円に

時間額８０７

最低賃金が変わりました

岡山県最低賃金が、平成 30 年 10 月 3 日から
時間額 807 円に改定されました。
使用者は最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなけ
ればなりません。
※特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定めら
れています。
◆詳しくは、岡山労働局

□ 1 年訓練（平成 31 年 4 月～平成 32 年 3 月）
電気設備科

（２０人）

木造建築科

（１０人）

木工科

（２０人）

□６か月訓練（平成 31 年 4 月～平成 31 年 9 月）

津山圏域雇用労働センター内

●電話：0868-35-2433

いて、ぜひご相談ください。
●問い合わせ先：つやま総合相談センター長

午前 10 時～午後 5 時

賃金室へ。

TEL：086-225-2014

★未来につなぐ相続登記★
お済みですか？ ” 相続登記 ”

土地・建物を相続で引き継いでも、相続登記を

エクステリア科 （１０人）

しなければ自分のものであることを証明することが

ＯＡ事務科

できません。

（２０人）

ケアサービス科 （２０人）
●募集期間：平成 30 年 11 月 5 日（月）
～平成 31 年 1 月 7 日（月）

相続登記をしない間に相続人の誰かが死亡するとそ
の相続権が次の代に引き継がれ相続関係が複雑にな
ります。

●試験日：平成 31 年 1 月 19 日（土）

大切な財産を未来につなげるために早めに相続登記

●受講料：無料（教材費などは別途必要）

をしましょう。法務局では、予約制による登記相談

●申込方法：北部高等技術専門校へお問合せ下さい。

を受け付けています。相続・地目変更などの登記相

●問合せ先：岡山県立北部高等技術専門校

談に来られる際は事前の予約をお願いします。

津山市川崎 953
電話：0868-26-1125
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【お問合せ】 岡山地方法務局津山支局
電話

0868-22-9155

インフルエンザワクチンの予防接種を行っております。
接種後 2 週間から約 5 ヶ月間、免疫効果がありますので、インフルエンザが流行する前に、早め
に予防接種を受けておきましょう。
接種期間：平成３０年１０月１日～平成３１年３月３１日
接種場所：①西粟倉村診療所（※予約が必要です。午後の時間帯にお電話ください。
）℡ 79-2220
※かかりつけ医のある方は、まず、かかりつけ医にご相談ください。

②県内の医療機関（※予約が必要です。
）
③県外の医療機関（※予約が必要です。
）
県外の医療機関をご希望の場合は、接種する１週間前に、必ず役場保健福祉課までご連絡ください。

持 参 物：保険証など年齢が確認できるもの（助成券が送付されている方は必ず一緒にお持ちください。）
中学生以下の方は母子手帳
料

金：下記のとおり〈各年齢や世帯に応じて、助成の有無や、助成額が異なっています。
〉
※中学３年生以下の方で、西粟倉村診療所以外の医療機関で接種された場合は、領収書・接種証明書・
印鑑・受け取り口座の通帳をお持ちのうえ、保健福祉課までお越しください。
６５歳以上

年齢別

中学３年生以下

高校１年生 ～ ６４歳

回数

１２歳までは２回接種。１３歳からは１回のみ。

（基本的に）１回のみ

【自己負担額】
西粟倉村診療所で
接種される場合

世帯別

６０～６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機
能障害、またはヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫機能に日常生活が極度に制限される
障害を有する方。

（基本的に）１回のみ

生活保護・
非課税世帯の方

課税世帯の方

生活保護・
課税世帯の方
非課税世帯の方

０円

1, ５００円

3, ０００円

生活保護・
非課税世帯の方

課税世帯の方

０円

1, ５００円

（１回あたり）
※保健福祉課からお送
りする助成券を必ずご
提示ください。

【自己負担額と助成額】
西粟倉村診療所以外で
接種される場合

医療機関により異なる

助成額
（１回あたり）
０～１２歳
2, ０００円
１３～１５歳
3, ０００円

※保健福祉課から
お送りする助成券
を必ずご提示くだ
さい。

医療機関により異なる

医療機関により異なる

０円

助成額
（１回あたり）
０～１２歳
５００円
１３～１５歳
1, ５００円

1, ５００円

※保健福祉課から
お送りする助成券
を必ずご提示くだ
さい。

西粟倉診療所での予防接種をご希望の方は
必ず予約をしてください。
ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記までお問い合わせください。
西粟倉村保健福祉課

℡ 0868-79-7100

西粟倉村診療所

℡ 0868-79-2220
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おしえて

ね ん き ん

知っていますか？

国民年金保険料の免除制度

保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しくなることも
あります。また、保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測
の事態が生じたときの「障害基礎年金」
・
「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」または「一部免除」
する制度があります。
＊免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）に含まれます。

●免除が承認された場合の免除額と保険料
平成 30 年度の月額保険料 全額免除

４分の３免除

半額免除

４分の１免除

免除額

16,340 円

12,250 円

8,170 円

4,080 円

保険料

０円

4,090 円※

8,170 円※

12,260 円※

※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。

国民年金保険料は口座振替がお得！
国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。
口座振替をご利用いただくと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が省けるう
え、納め忘れもなく、とても便利です。
また、口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々 50 円割引される早割制度や、
現金納付よりも割引額が多い６カ月前納・１年度前納・２年度前納もあり、大変お得です。
口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機
関または年金事務所へお申し出ください。
★詳しくは、津山年金事務所（電話 0868-31-2360）までお問い合せください。

●あわくら温泉

湯～とぴあ黄金泉

○定休日のお知らせ
11 月より、毎週火曜日が定休日となります。
11 月は 6 日、13 日、20 日、27 日が定休日です。

●あわくら

旬の里

○定休日は毎週木曜日。詳しくはあわくら旬の里ま
でお問い合わせください。
○お問合せ

黄金泉 0868-79-2334
旬の里 0868-79-2882
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★☆

ゆうゆうハウス・ひだまりだより

☆★

ゆうゆうハウスでは、
９月２６日
（水）
『ゆうゆう運動会』
を開催しました。
赤組、
白組の２チームに分かれて、
選手宣誓から始まり玉入れ、紐引き、もぐらたたき、じゃんけん大会などの５種類の競技を行いました。特
に盛り上がったのは、パン食い競争でした。皆さん、ひもにぶら下がったパンを大きく開けた口で取ってい
ました。ひもがぶらぶらと動くので思うように取れず、
苦戦していましたが皆さん笑顔で楽しんでいました。
この運動会は、リハビリも兼ねており利用者の皆さんが楽しめるようなプログラムになっています。運動会
用に各国の旗の色塗りをして、会場に花が咲いていました。参加した皆さんは、とてもいい笑顔でいい汗を
かいて楽しい運動会ができました。
１０月１４日（日）粟倉神社の秋の大祭の日、獅子舞保存
会の皆さんが小規模多機能ホームひだまりに来訪し、舞を披
露してくださいました。皆さん毎年の恒例行事として楽しみ
にされています。
剣をかざして舞う勇壮な舞や全身を使うアクロバティック
な舞など身近で見れて、
『迫力があるなあ』
『どこの若い衆じ
ゃろ』
と手を合わせたり拍手したりと感激した面持ちでした。
今年は、各地で災害などが多く発生しました。来年も健康で
過ごせるように皆さん、お獅子に頭を噛んでもらい鼻高の天
狗さまに手を握ってもらいました。

☆★老連杯グラウンドゴルフ大会★☆

☆★よりみちイベント情報★☆

９月１８日（火）老連杯グラウンドゴルフ大会が
開催されました。当日は、秋晴れの天気のもと２１
名の参加があり、白熱したプレーが繰り広げられま
した。上位入賞者は、１０月に行われる美作地区グ
ラウンドゴルフ大会に参加されます。頑張ってくだ
さい！
【成 績】
優 勝
野田久子さん（塩 谷）
準優勝
豊福秀樹さん（猪之部）
第３位
野田卓美さん（塩 谷）
皆さん、おめでとうございました

１０月５日（金）
『みまさか民話の会ほっこり』さ
んに来ていただきました。参加者は 18 名でした。
今回も楽しい語り「ミミズの鳴き声」
「まだまだ分
からん」など６つの話をしていただき、途中頭の体
操として手遊びやオカリナに合わせて童謡を合唱し
ました。最後には『愛染かずら』の寸劇もしていた
だきとてもほっこりとした時間を過ごしました。午
後からはゆうゆうハウスとひだまりを慰問してもら
い利用者の人も『ほっこり』
とした時間を過ごすことがで
きました。

★☆

義援金ありがとうございました

☆★

みなさまにお願いしておりました「西日本豪雨災害義援金」を締め切らせて頂きました。
合計金額 １１７，１９７円の温かいご支援を頂き、集まった義援金は共同募金会を通じ送金いたしまし
た。皆さまのご協力誠に有り難うございました。なお、引き続き、
「北海道胆振東部地震災害義援金」を受
け付けております。温かいご支援をよろしくお願い致します。
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善

  意の窓

人

社会福祉協議会から

( Ｈ 30.9.15 ～Ｈ 30.10.17 まで )

●お悔やみ申し上げます
影

石

尾久土さち子様

夫

博美様

香典返し

本人

退院内祝

●お大事にしてください
谷

口

山田

八重子様

平成３０年１０月１日現在

の動き

●人口

  １，
４６８人（－５）

男

６８０人（－２）

女

７８８人（－３）

（９月中の異動：出生１人、転入１人、転出７人）

●世帯

６０２戸（＋１）

( Ｈ 30.9.14 ～ H30.10.17 まで )
●お誕生おめでとう
いのうえ

ふうか

・井上

楓香ちゃん

９月２９日生まれ
（大

入

茅）

お父さん

大輔さん

お母さん

真由子さん

●お悔やみ申し上げます
・尾久土

札情報

（平成 30 年 10 月 12 日まで）
※入札金額 120 万円以上を掲載しています。

発注課

事業名

建設課

建設課

平成 30 年度
林道木地山線
法面改良工事

平成 30 年度
林道ダルガ峰線
法面改良工事

建設課

博美さん（影
建設課

平成 30 年度
村道塩谷線
災害復旧工事

石）10 月 5 日
建設課

平成 30 年度
中土居配水管路
布設替工事

70 歳

建設課

平成 30 年度
関屋配水管路
布設替工事

平成 30 年度
北部上水場
ろ過機等更新工事

施工場所

影石地内

大茅地内

影石地内

長尾地内

影石地内

大茅地内

落札業者名

大茅土建（有）

木原造林 ( 株 )

( 株 ) 白岩建設

（有）森下建測

平田工業 ( 有 )

田中機電工業 ( 株 )

契約金額（税込） ２，９７０，０００円

６，６９６，０００円 ２４，４０８，０００円

５，８６４，４００円 １６，７４０，０００円 ５８，３２０，
０００円

ゲートボール健康維持と語り合い

戦争の昔語りは爺にきく

井上 吉男

国里 和夫

小林 妻子

十月句会から

戦争のように自然が攻めて来る

西本 栄子

川柳 粟の実

顔立てる妻の笑顔に支えられ

建元 照子

萩原 洋子

同窓会毎度の幹事飲めもせず

月一度友に会えるは診療所

河野 孝子

選

あの暑さ何処に行ったか寒い朝

照 子

選

清水 早苗

子

顔ばかり大きく描いた絵描き帳

」

妻

◎十一句会のご案内

」

吉 男 選

十一月十三日（火）午後一時三十分から

皿

」

【よりみち】に於いて開催します。

「

晴れ

「 自由吟

「

栄 子 選

さら

「 いろいろ 」
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700 円→ 500 円
700 円→ 500 円
700 円→ 500 円
700 円→ 500 円
700 円→ 500 円
黄金泉 大人
黄金泉 大人
黄金泉 大人
黄金泉 大人
黄金泉 大人
小人 500 円→ 400 円
小人 500 円→ 400 円
小人 500 円→ 400 円
小人 500 円→ 400 円
小人 500 円→ 400 円

元

湯 小人 250 円→ 200 円 元
大人 500 円→ 400 円

（小学生未満無料）

湯 小人 250 円→ 200 円 元
大人 500 円→ 400 円

（小学生未満無料）

湯 小人 250 円→ 200 円 元
大人 500 円→ 400 円

（小学生未満無料）

湯 小人 250 円→ 200 円 元
大人 500 円→ 400 円

（小学生未満無料）

湯 小人 250 円→ 200 円
大人 500 円→ 400 円

（小学生未満無料）

今 月 の 予 定
月

日

行

事

等

休日急患医※１ ごみの日

11 月１１日 日

１１月生まれ

作東診療所

１２日 月

くにさと

みや

國里

京ちゃん

１３日 火

（別

府）

１４日 水
・子育て相談 10:00 ～ 16:00
（いきいきふれあいセンター）

11 月 22 日生まれ
お父さん
輝幸さん
お母さん
伽音さん

１５日 木 ・年金相談会

●好きな食べ物
バナナ
●今興味のあるもの
お兄ちゃん、お姉ちゃん
●ご両親からのメッセージ
いつも楽しそうにお喋りしてる京にみんな癒
されてるよ♡大好き♡

１６日 金

可燃ごみ

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00
（大原公民館）

・あわくら大学 10:00 ～
（あわくら会館大ホール）

資源ごみ

１７日 土
１８日 日 ・西粟倉村総合防災訓練

金澤外科医院

１９日 月
２０日 火
２１日 水
２２日 木

可燃ごみ

２３日 金 勤労感謝の日

一時預かり託児

利用して

のご案内

２５日 日

「良かった！」
「助かった！」

２７日 火
・無料弁護士相談

子育て中の皆さんを地域のみんなで

12 月

１日 土

３日 月 ・障害者週間（～ 12 月 9 日）

１．会員登録
２．電話または来所による事前申込み

４日 火

・かかりつけ医普及啓発講座 19:00 ～
（あわくら会館大ホール）
・人権週間（～ 12 月 10 日）

５日 水

・小児科健診 13:00 ～
（いきいきふれあいセンター）

３．利用時間：月～金（8 時 30 分～ 17 時まで）
４．利用料金：1 時間 300 円
（お子さま 1 人につき）
※「つどいの広場バンビ」で預かります。

６日 木

可燃ごみ

・総合相談会 13:00 ～ 16:00
７日 金
（いきいきふれあいセンター）

資源ごみ

9日 日

↓詳しくは、下記にお問い合わせください。
西粟倉村社会福祉協議会

10 日 月

79-2561

つどいの広場「バンビ」 75-3920

※１

休日急患医（美作市医師会）は、９月４日現在の予定です。
利用にあたっては医療機関に必ずご確認ください。

※２

納付期限にご注意いただき納付をお願いします。
口座振替の方は残高確認をお願いします。

〒 707-0503

岡山県英田郡西粟倉村影石 2

古紙のリサイクルに取り組むオフィス町内会と

西粟倉村役場

総務企画課

森林の再生に取り組み岡山県西粟倉村との連携

TEL

0868-79-2111

FAX

印刷

( 資）谷本弘輝堂

割引券

0868-79-2125

割引券

黄金泉・元湯 有効期限 黄金泉・元湯 有効期限 黄金泉・元湯 有効期限
平成 31 年 1 月 31 日

古紙類

8日 土

困ったときはお気軽に相談してください！

割引券

※２

２日 日

＊利用について＊

No.666

可燃ごみ

３０日 金 納期限：国民健康保険税１１月期

託児を行っています。

平成 30 年 11 月号

13:00 ～ 17:00
（受付～ 16:30）
（いきいきふれあいセンター）

２９日 木

支えていくために、一時預かりの

広報

びん類

原医院

・男の料理教室 9:30 ～ 13:00
２６日 月
（いきいきふれあいセンター）

２８日 水

発行

福井医院

２４日 土

平成 31 年 1 月 31 日

平成 31 年 1 月 31 日

により実現した「森の町内会－間伐に寄与する
紙－」を使用しています

割引券

割引券

黄金泉・元湯 有効期限 黄金泉・元湯 有効期限
平成 31 年 1 月 31 日

平成 31 年 1 月 31 日

