平成27年11月30日現在

406

（ ）内は先月比

男 ……… 452人 (＋1
女 ……… 501人 ( 0
計 ……… 953人 (＋1
世帯数 … 389戸 (＋2

・平成27年12月18日発行
・新庄村のホームページ http://www.v i l l.shinjo.okayama.jp/

「やんちゃっこフェスティバル（生活発表会）」

︵関連記事
12

面︶

美しい村連合再審査・・・ ２面
地方創生コーナー・・・・ 3面
ヒメノモチの日記念行事・ 5面
ふるさと文化祭・・・・・ ６面
お元気ですか・・・・・・ ７面
お知らせ・・・・・・・・ 面
写真コンテスト募集・・・ 面
学校だより・・・・・・・ 面
社協だより・・・・・・・ 面
面

保育所だより・・・・・・

12 11 10 9 8

お父さんお母さんと一緒に染めたＴシャツを
着て「エビカニクス」ダンスを頑張ったよ！
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で︑役場総務企画課までご連
絡ください︒
︵総務企画課 岩佐︶

放送番組審議会開催
月 日︵火︶に創生セン
ターにて放送番組審議会を開
催しました︒放送番組の適正
を図る為に審議するものであ
り︑委員さんから番組内に文
字によるナレーションを入れ
てみてはどうか︑文字放送の

成についてや︑総合戦略と地
域再生計画の関係性について
事務局から説明し︑その後委
員の皆さんに協議検討してい
ただきました︒
委員さんからは今後の人口
減少に対して何が必要なのか︑
移住してきた人が定住するた
めにはどうしたらいいのかな
ど︑これまでの実例を交えな
がら意見や質問をいただきま
した︒
また︑村では現在開催中の
地区意見交換会でも総合戦略
の骨子を基に説明し︑村民の
皆さんの意見を伺い︑総合戦
略策定を進めていく予定です︒
ご意見︑ご質問等ありまし
たら︑役場総務企画課までお
知らせください︒
︵総務企画課 岩佐︶

村の住宅に関する情報を
お寄せください

る場合は必ず期限までに全て
を使用してください︒
また︑プレミアム付商品券
の取扱店として登録していた
だいた各商店の皆さまも請求
漏れがないか今一度お確かめ
ください︒
︵総務企画課 岩佐︶

ＢＧＭを﹁ＳＩＮＧ Ａ ＳＯＮＧ
新庄村﹂にしてみてはどうか
など活発な意見を頂きました︒
頂いた意見を踏まえ試行しな
がら︑放送内容を充実させて
いきたいと思います︒
︵総務企画課 前田︶

﹁プレミアム付商品券﹂の
使い忘れはありませんか

林業活性化委員会
立ち上 げ
〝農と林の活性化なくして︑
村の将来はない〟を合い言葉
に︑村の基幹産業である林業
の活性化施策を検討する新庄
村土管理センター産業振興部
会︵通称 新庄村林業活性化
委員会︶を 月 日︵金︶に
立ち上げました︒
委員会の構成メンバーは︑
委員に行政・村議会・森林組
合︑村内林業団体・村民の代
表者８名︑アドバイザーに岡
山県林政担当課・林業関係事
業実践者等４名︑事務局に産
業建設課職員４名です︒

〝新庄村産材〟品評会で
好成績

そこで︑村内の住宅に関す
る﹁貸してもよい﹂︑﹁売っ
ても良い﹂という情報を広く
求めています︒
お寄せいただいた内容に基
づき︑役場担当者が持ち主の
方を訪問してお話を伺います︒
持ち主の方が許可した場合に
限り︑家に関する情報を村ホ
ームページ等に掲載し︑新庄
村に住みたいという方に情報
を提供します︒
お問合わせやご不明な点︑
さらには将来的に賃貸や売買
を考えているので話だけ聞き
たいという場合も総務企画課
にお気軽にご連絡ください︒
皆様からの情報をお待ちし
ています︒
︵総務企画課 千葉︶
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委員からは﹁持っている地
域資源のレベルが高く︑村民
の手で守られている﹂︑﹁村
内のどこに行っても美しい景
観がある﹂といった高い評価
をいただきました︒
﹁小規模だからこそ特化し
た戦略が必要﹂︑﹁行政と住
民が共同で活動することが大
切﹂等の助言も頂きました︒
今後もこれまでと同様に村の
価値を高める活動を村民の皆
様と共に進めてまいります︒
︵総務企画課 千葉︶

地区意見交換会開催中
月 日の田中住宅を皮切
りに地区意見交換会を開催中
です︒
村から総合戦略の骨子につ
いて及び交付金事業の決定に
ついて説明し︑その後地区の
皆さんと意見交換させていた
だいています︒
まだ開催が決まっていない
地区も随時受付していますの

24

日本で最も美しい村
連合加盟再審査
月 日
︵水︶
・ 日
︵ 木 ︶の
２日間︑日本で最も美しい村
連合の加盟再審査が行われま
した︒美しい村連合は現在全
国 の地域で構成されており︑
地域資源を活かして独自性を
発揮する地域が審査を受けて
加盟するものです︒再審査は
加盟後５年を経過した地域で︑
項目の基準に基づき実施さ
れるものです︒
審査には連合の３名の資格
委員が来村されました︒１日
目は森林セラピー︑大豆畑︑
道の駅︑がいせん桜通り︑２
日目は委員によるヒアリング
を中心に審査が行われました︒

第２回

新庄村が策定した地域再生
計画が 月 日に内閣府の認
定を受けました︒
この計画は﹃﹁村民一家族
の村﹂での子育てファミリー
移住定住と村民の生活自立再
生計画﹄と題して︑移住定住
の促進と高齢者や交通弱者が
村内で安心して生活できるよ
うにするために必要な施策や
目標を明記したものです︒
今後は村内での移動手段や
高齢者が一時滞在できる施設
等に係るアンケートやニーズ
調査を行い︑具体的な施策を
実施するために必要な計画を
策定していく予定です︒
︵総務企画課 岩佐︶

﹁地域再生計画﹂が
認定されました

地方創生コーナー

12

新庄村総合
戦略策定委員会開催

11

︵産業建設課 石藤︶

林業の再生を目的に︑必要
とされる事業を計画し︑それ
を実際に事業化するために今
後も継続的に委員会の開催を
予定しています︒
村民の皆さまからも林業活
性化に向けたご意見︑ご要望
等をお受けしたいと思います
ので︑産業建設課までご連絡
をお願いします︒

新任あいさつ

伊 織 ︵つばき いおり︶

地域おこし協力隊

椿

月１日から地域おこし協
力隊として着任します ︑椿
伊織と言います︒出身は岡山
県赤磐市です︒
学生の時にボランティアで
山の活動をしたことで林業に
とても興味が湧き︑何か林業
に関わることはできないかと
考えていました︒新庄村の林
業活性化のためこれから頑張
っていきたいとお思いますの
でよろしくお願いします︒

︵出品総数
点︶
新庄村長賞︵特別賞︶
金盛 弘充
︵出品材 ヒノキ︶

真庭産優良材品評会

合連合会津山木材共販所で開
催され︑新庄村から出品した
優良材が素晴らしい成績をお
さめました︒

12

︵産業建設課 石藤︶

岡山県民有林優良材展示
コンクール
︵出品総数 １２９点︶
岡山県知事賞
佐藤 光洋
︵出品材 ヒノキ︶
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11

月 日︵ 金 ︶︑真 庭 森 林・
林業研究会主催の真庭産優良
材品評会が真庭市の岡山県森
林組合連合会勝山木材共販所
で開催されました︒また︑
月 日︵火︶には︑岡山県森
林組合連合会主催の第 回岡
山県民有林優良材展示コンク
ールが津山市の岡山県森林組
27

11

﹁新庄村で家を借りて住みた
い﹂︑
﹁新庄村で家を購入して
住みたい﹂という方からの役
場への問合せが年々増えてい
ます︒しかし現在は︑村が個
人からお借りしている住宅も
村営住宅もほぼ全て利用して
おり︑空きが無い状態です︒

16

13

今年度︑新庄村が発行した
プレミアム付商品券及び高齢
者世帯向け灯油券︑子育て世
帯向け商品券の使用期限は
月 日までとなっています︒
期限を過ぎると無効となり
使用できませんので︑お手元
に商品券︑灯油券が残ってい

10

10

27

月４日︵金︶︑第２回目
の新庄村総合戦略策定委員会
が開催されました︒今回は人
口ビジョンを含めた全体の構
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毛無山鳥獣保護区に
キジを放鳥
月 日︵木︶︑岡山県の
鳥獣保護地域に指定されてい
る毛無山鳥獣保護区で新庄村
保育所の児童ら 名により県
鳥であるキジ 羽を放鳥しま
した︒放鳥の前に真庭猟友会
新庄分会の中山昭一会長から
﹁みんなで元気に放してくだ
さい﹂とお話をいただき︑飼
育者の方にキジを触らせても
らった後︑真っ青に澄み切っ
た空に﹁大きくなってね﹂と
元気よく放鳥を行いました︒
︵産業建設課 石藤︶

里庄町産業文化祭

おかやまマラソン
ＥＸＰＯ２０１５で
ひめのもちＰＲ

月 ７日︵ 土 ︶〜８日︵ 日 ︶
の２日間︑岡山市津島の総合
運 動 公 園 で 開 催 さ れた﹁おか
やまマラソンＥＸＰＯ２０１５﹂
に岡山県米消費拡大推進協議
会︵事務局 岡山県農林部農
政企画課対外戦略推進室︶と
合同で岡山県を代表する餅ブ
ランドの﹁ひめのもち﹂を村
伝統の４人搗きでＰＲしまし
た︒
近年のマラソン人気が高ま
る中︑お餅は走り続けるため
月３日︵火／祝︶第 回
のチカラとして︑ランナーか
里庄町産業文化祭に参加しま
ら人気急上昇となっています︒
した︒産業文化祭への参加は
その訳は・・・︒
今年で８年目になります︒
お餅には︑ごはんの約１．
新庄村の﹁ひめのもち﹂は
４倍の糖質︵エネルギー源︶
里庄町ではかなり人気になり︑ が凝縮されています︒手軽に
伝統の４人搗き餅つきを行う
効率よく糖質を摂ることがで
と︑つきたての餅はあっとい
き︑それらは筋肉や肝臓にグ
う間に売り切れる程の大盛況
リコーゲンとして蓄えられ︑
になっています︒
腹持ちが良く︑走り続けるた
毎年１回の里庄町でのもち
めの持久力になると言われて
つきを楽しみにされている方
ます︒
が多く︑今後も自治体交流を
マラソンにはお餅がピッタ
深めたいと考えています︒
リで︑実際に多くのランナー
︵産業建設課 柴田︶
が餅カーボローディングを実
践しているそうです︒

会場には︑２日間にわたっ
て県内外から多くの選手や応
援の方々が来られ︑用意した
３８㎏のもち米は︑連日売り
切れとなり︑今後﹁マラソン
×お餅﹂の人気に益々期待が
もてました︒
※カーボローディングとは
マラソンなどの持久力
系スポーツでバテないカラ
ダをつくるため︑持久力の
カギである﹁糖質﹂を効果
的に摂る食事法です︒
︵産業建設課 石藤︶

おかやまグルメ
フェスティバル みさき
月 日︵日︶﹁おかやま
グルメフェスティバルｉｎみ
さき﹂に出店を行いました︒
県下 市町村のまごころの
屋台が大集合し︑大食い・早
食い競争︑フラダンスショー︑
さくら太鼓などのステージが
満載の初開催のイベントでし
た︒
新庄村ブースでは︑伝統４
人搗き餅つきを行い︑つきた
ての﹁ひめのもち﹂を焼き餅
にして販売したところ︑行列
ができるほどの人気ぶりでし
た︒美咲町への出店は初めて
のせいか︑４人搗きを見たこ
とがない方が多く珍しがって
いるお客さまがいました︒
今後も各市町村でのイベン
トでさらに﹁ひめのもち﹂を
ＰＲしていきます︒
︵産業建設課 柴田︶

天満屋岡山本店 ６階みどりの広場
岡山市表町２丁目１番１号

最後に︑﹁農マル産直市
場岡山﹂で︑出荷した農産物
がどのように販売されている
のか見学し︑佐藤店長から出
荷に関する指導を受けること
ができました︒
新庄村源流農産物の会がさ
らに発展するため︑今回の視
察で学んだことを参考にし︑
今後に繋げたいと思います︒
︵産業建設課 清川裕矢︶

１２月２８日（月）
〜３０日（水)
１０：００〜１７：００

ひめのもちまつり

は村内の皆様につきたて餅を
雑煮︑焼き餅︑きな粉もちに
して振る舞い︑また︑ 歳以
上の高齢者世帯と独居世帯を
対象につきたて餅を配りまし
た︒参加された皆さんは︑ヒ
メノモチの美味しさを改めて
実感された様子で︑舌鼓をう
っていました︒
なお︑当日ご協力いただき
ました皆様には紙面をお借り
してお礼申し上げます︒
︵産業建設課 山田︶

農マル園芸周年祭で
新庄村源流農産物の会
ＰＲ活

ｉ
ｎ

天満屋倉敷店 地下１階
岡山県倉敷市阿知１丁目７番１号

ひめのもち４人づき実演販売
新庄村特産品販売
新庄村観光ＰＲ等
１２月２７日（日）
１０：００〜１５：００

11

同じ課題を抱えていることが
分かりました︒直売所名にも
ある通り︑﹁ごぼう﹂の産地
であり︑高冷地を活かした生
産と粘土質な土からできる良
質な﹁ごぼう﹂として販売し
ているようです︒高冷地を活
かしたブランド化を参考にし︑
デメリットもメリットとした
発想を考えていきたいと思い
ます︒
また︑同市にある漬物加工
グループ﹁グリーンハーツ﹂
では︑浅漬けの試食をいただ
きながら︑生産受注の仕組み
など勉強しました︒
午後からは岡山市内で昼食
も兼ね︑取引先である﹁岡山ビ
ューホテル五 感 ﹂で︑竹 内 総 料
理長のお話と厨房を見学させ
ていただきました︒

29

16

内 容
所
場
日 時

第３セクター︵株︶メルヘ
ン・プラザでは︑ひめのもち
のＰＲと消費拡大を目的にし
たイベントとして︑ 月 日
︵日︶道の駅メルヘンの里新
庄を会場に﹁ひめのもちまつ
り﹂を開催しました︒
村内で今年最後となる４人
搗き餅つきの実演販売や年に
一度の白餅の格安販売を行い
ました︒ひめのもちのおこわ
やお雑煮ぜんざい︑だんご汁
などは人気となっていました︒
また︑アトラクションのも
ち積み大会と︑豪華賞品付き
餅まきは多くの客様にご参加
いただき賑わっていました︒
︵メルヘン・プラザ︶

11

歳末ひめのもちキャンペーン日程

お知らせ

新庄村源流農産物の会
視察研修

月 日︵土︶岡山市にあ
る農マル産直市場にて﹁源流
農産物の会﹂生産者の皆さん
による﹁伝統の四人搗き餅つ
き﹂を行い︑新庄農産物のＰ
Ｒ活動を行いました︒出来た
てのお餅を求めて多くのお客
様が来られ︑新庄村を認知し
ていただいたほか︑生産者と
消費者の交流ができ︑有意義
な活動となりました︒
安心を求める消費者の需要
が拡大している現在︑生産者
の顔が見える販売で安心・安
全を伝えていきたいと思いま
す︒
︵産業建設課 岩本 学︶
21

12

﹁ヒメノモチの日﹂
記念行事開催

月 日︵木︶新庄村源流
農産物の会が視察研修を行い
ました︒
井原市の野菜直売所である
﹁明治ごんぼうふるさと村﹂
では標高４００ｍに位置する
地域の交通便の現状と野菜出
荷の状況をお聞きし︑当会と

11

58

75

11

新庄村ひめのもち普及促進
に関する条例が 月１日に施
行され︑毎年 月の第一日曜
日を﹁ひめのもちの日﹂とし
て制定しました︒
そこで︑ 月６日︵日︶に
中央公民館駐車場を会場に記
念行事を開催しました︒当日
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お元気ですか？
生活習慣をふり返ろう！

15

究会︑ママカフェの皆さんに
よる出店コーナーは︑大勢の
方で賑わっていました︒
なお︑文化祭の開催にあた
り︑ご理解ご協力いただきま
した多くの村民皆様には︑大
変お世話になりました︒紙面
をお借りして心より厚くお礼
申し上げます︒
︵教育委員会 坂本︶

ふるさと文化祭
・生涯学習推進大会
恒例の﹃ふるさと文化祭・
生涯学習推進大会﹄を 月
日︵日︶︑新庄村公民館で開
催しました︒この日は晴天に
恵まれ︑村内外から約１５０
名の皆さんが来場されました︒
午前中は︑鹿児島県鹿屋市
柳谷公民館長 豊重哲郎氏を
講師に招き︑﹁地域再生 〜
住民による村づくり〜﹂と題
して講演会を行い︑柳谷集落
通称﹁やねだん﹂の自らの体
験や組織作り︑活動内容につ
いてお話くださいました︒
午後からの文化芸能発表会
では︑保育所の子どもたちに
よる﹁踊り﹂を皮切りに︑ギ
ターの弾き語り︑銭太鼓︑民
族ダンス︑大型絵本・パタパ
タ布絵本の読み聞かせ︑コー
ラス︑民謡・三味線︑舞踊︑
演劇など各出演団体に日頃の
練習の成果を披露していただ
きました︒
また︑保育所や小・中学校
の子ども達︑村民の皆さんか
らお寄せいただいた 点の作
品展示コーナーや郷土料理研
11

60

月になり︑今年のふり返
りをされている方も多いので
はないでしょうか︒
ぜひ︑生活習慣も一緒にふ
り返って頂きたいです︒
あてはまる項目の数を数え
てみてください︒

□朝食は必ず食べる
□間食や夜食はあまり食べな
い
□ファストフードやインスタ
ント食品はあまり好きでは
ない
□食事はゆっくりよく噛んで
食べている
□腹八分目を心がけている
□肉料理や脂っこい料理はあ
まり好きではない
□味付けは薄味が好き
□緑黄色野菜や果物︑海藻を
よく食べる
□ほとんど毎日︑牛乳や乳製
品を食べている

◆判定◆
個以上
健康的な生活です︒
これからもバランス良い食
事と運動を続けてください︒

９個以下
生活習慣病を招きかねませ
ん︒減塩を心がけ︑野菜を摂
るなど食生活を改善させま
しょう︒

個以上
健康状態が少し心配です︒
生活習慣を見直して太りすぎ
に注意しましょう

15

10

12

生活習慣チェック
□毎日たっぷり睡眠をとって
いる
□早寝︑早起きを心がけてい
る
□趣味を楽しむ時間がある
□ストレスを感じることが少
ない
□たばこは吸わない
□毎日お酒を飲む習慣はない
□家事や仕事でよく身体を動
かす
□乗り物を利用するより︑歩
いていくことが好き
□自分は太りすぎていないと
思う
□日に何度かは家族や友人と
笑いあう
□朝・昼・晩の食事時間は毎
日ほぼ同じ

今後も良い生活習慣を心が
けていきましょう

︵住民福祉課 林︶

血液検査装置を購入
内科診療所で十分以内に血
液検査結果がわかる装置を購
入しました︒︵約五十万円︶
主たる検査はＣＲＰ︵体内の
炎症の度合いを推定︶とヘモ
グロビンエーワンシー︵ここ
一〜二ヶ月の血糖状態を推
定︶の二項目です︒その他の
検査は外注しています︒
臨床科学分析装置
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微量の血液で検査が可能な
ので患者さんの負担も少なく
子どもさんでも安心です︒結
果によっては︑治療方法を変
更したり︑病院に紹介するな
どの判断に大変役立っていま
す︒異常がなければ患者さん
も私達も安心できます︒
今後︑この機器を活用し︑
より良い医療の提供に努めて
いきたいと思います︒
︵内科診療所 門︶

マイナンバー制度に
便乗した詐欺に
ご注意ください！
マイナンバー制度に便乗し
た不正な勧誘や個人情報を聞
き出そうとする事案が各地で
発生しています︒
マイナンバーの通知や利用
などの手続きで︑マイナン
バーや口座番号などを電話な
どで聞くことはありません︒
不審な電話はすぐに切り︑
来訪の申し出があっても断っ
てください︒また︑不審な
メール等は無視しましょう︒
万が一金銭を要求されても
決して支払わないようにしま
しょう︒

少しでも不安を感じたら︑
すぐに
住民福祉課︵３ー２６１２︶
または︑警察の相談窓口まで
ご相談ください︒
※﹁通知カード﹂﹁個人番号
カード﹂に関することや︑そ
の他マイナンバー制度の問い
合わせは︑
住民福祉課 または︑
マイナンバー総合フリーダイ
ヤル
０１２０ー９５ー０１７８
︵無料︶で受け付けています︒
︵住民福祉課 三船︶

水道の凍結防止対策
をお願いします
気温がマイナス４度以下に
なると︑水道が凍結し水道管
破裂などの事故が多くなりま
す︒早めに凍結防止の準備を
しましょう︒
水道管が破裂してしまった
ら︑メーターボックス内の止
水栓を閉めて︑水を止めてく
ださい︒すぐに水道工事店に
連絡して修理しましょう︒
︵産業建設課 水道係︶

お元気ですか？
生活習慣をふり返ろう！
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工 事 等 入 札 結 果
入 札 日

事 業 名

﹁ひめのもち普及月間﹂
個人住民税の特別徴収について

▶

http://www.eltax.jp/

ヘルプデスクへのお問合わせ

▶

0570−081459

eLTAXをご利用できる時間

▶

8：30〜24：00

一般社団法人

ハイシンコク

（土日祝、年末年始は除く。）

地方税電子化協議会

期

毎年１月は﹁ひめのも
ち普及月間﹂です︒ひめ
のもちの普及啓発及び消
費の拡大にご理解︑ご協
力いただき︑村をあげて
おもちを食べる月にしま
しょう︒
そこで︑１月 日︵日︶
に講演会等を開催します
ので︑皆様のご参加をよ
ろしくお願いします︒

eLTAXに関する、詳しい情報は
ホームページをご覧ください

工

4,200千円 （4,536,000）平成28年3月25日

○開催日
平成 年１月 日
︵日︶
○開催場所
ふれあいセンター
大ホール
○内容
ヒメノモチ生産振興大会
・講演会
﹁もち文化について﹂
岩手県一関市
佐藤育郎氏
・もち料理コンテスト
など

平成27年12月21日から全ての地方公共団体で電子申告の受付が可能となる予定です。

落札価格（契約金額）

平成27年11月30日 村道滝ノ尻第２号線測量設計業務委託 三栄建設コンサルタント
（株） 4,700千円 （5,076,000）平成28年3月25日

山田︶

◆固定資産税（償却資産）

業 者 名

平成27年11月30日 林道高下線奥田橋保全整備工事 中村建設
（株）

︵産業建設課

平成27年4月１日から全ての地方公共団体で電子申告の受付が可能となりました。

前田）

日︵金︶

（総務企画課

6 7 7 3

31

個人住民税の特別徴収制度とは︑
事業主が従業員に毎月の給与を支払
う際︑個人住民税を給与から天引き
して︑従業員の居住している市町村
に納めていただく制度です︒
この制度は︑地方税法及び各市町
村の条例で規定されておりますが︑
制度が十分に理解されていないこと
などの理由により︑実施されていな
い例が多く見受けられます︒
このため︑岡山県では県内全市町
村と連携し︑平成 年度︵平成 年
分︶から特別徴収の対象となる従業
員が３名以上の事業所を特別徴収義
務者として一斉に指定し︑特別徴収
を徹底していくこととしました︒
特別徴収制度のメリットは︑従業
員の方ご自身で納付する普通徴収に
比べ︑金融機関に納付に行く手間が
省ける︑税の納め忘れがなくなるな
どがあります︒
個人住民税の滞納を予防し︑税の
公平性を確保するため︑個人住民税
の特別徴収の徹底について︑皆様の
ご理解とご協力をお願いします︒
詳しくは︑各市町村の税の窓口ま
でお問い合わせください︒
︻問い合わせ先︼
岡山県庁 税務課
０８６︵２２６︶７２４１

◆法人市町村民税

18 145 人

11

月受付分

0 人

27

年

0

16

平成

死 者

13 129 件

10

おめでとうございます

2 件

＊平成 年 月 日
渡邉 かのこ
︵ 耕 次・香 織 ︶

0

期︶
期︶
期︶
期︶

件 数

12

27
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相
※談内容を把握するため︑
前日までに必ず予約をお願い
します︒
予約先
津山事務所 お客様相談室
℡０８６８︵ ︶２３６５
年金番号がわかるものと︑
本人確認ができる免許証︑保
険証などを持参してください︒
また︑代理の場合は委任状が
必要です︒

10月期 本年の累計 10月期 本年の累計

月

故

eLTAXのサービスは無料

真庭市内

19

︵住民福祉課︶

事

複数の地方公共団体
へまとめて一度に送信

手続きは自宅やオフィスから

内

76

庄

月の納税

村

11

固 定 資 産 税︵
保
税︵
国
介 護 保 険 料︵

分

納期限

区

27

後期高齢者保険料 ︵

10月期の交通事故・違反者発生状況

新

＊持田 雄太︵倉敷市︶
石倉 枝里香

15 15

報

＊平成 年 月 日
渡邉 鐵夫︵満 歳︶

10 10

●作
品
●応 募 方 法

eLTAXは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

１

28 14

新庄村の四季（春・夏・秋・冬）の自然風景写真コンテストを行います。
応募方法は下記のとおりです。

﹁戸籍の動き﹂への掲載希望
について︑遠慮なく住民福祉
課までご連絡ください︒

１ １

年金相談︵要予約︶

月の年金相談日をお知ら
せします︒
日時
月 日︵木︶ 時〜 時
月 日︵木︶ 時〜 時
場所
真庭市役所久世本庁舎

新庄村の四季写真コンテスト
作品は１人３点以内とし、未発表のものに限ります。
サイズはワイド六ッ切又はA４サイズカラー写真に限ります。
写真の裏面に題名・撮影者氏名・住所・電話番号・撮影日・撮影場所を記入した紙を貼
り付けて下さい。
●応 募 締 切
平成２８年２月１日（月）（郵送の場合、当日消印有効）
●審 査 等
審査は写真家及び村長・議長他が行います。
●賞 及 び 展 示
審査結果は平成２８年２月下旬頃に副賞（村特産品）を添えて入賞者に通知します。
グランプリ・・・１点、
特選・・・３点、
入選・・・６点
●応募上の注意 ・応募作品返却希望の方は、返却希望と明記のうえ返信用封筒を添えて応募下さい。
・応募作品の版権は撮影者（応募者）に帰属しますが、入賞された作品は、入賞決定通知
後から３年間、新庄村が必要に応じて使用する権利を得るものとします。
・受賞は１人１賞とします。
・入賞者は、撮影原版（フィルムまたはデジタルデータ）を新庄村に提出していただきます。
●応募先
〒７１７−０２０１
岡山県真庭郡新庄村２００８−１
新庄村役場産業建設課内
新庄村の四季写真コンテスト係宛
●お問合せ先
新庄村役場 産業建設課
TEL０８６７−５６−２６２８ FAX０８６７−５６−２６２９
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0

1 人

12

重 傷

0

1 人

1

28 人

25

軽 傷

0

1 人

工 事 等 入 札 結 果
入 札 日

事 業 名

﹁ひめのもち普及月間﹂
個人住民税の特別徴収について

▶

http://www.eltax.jp/

ヘルプデスクへのお問合わせ

▶

0570−081459

eLTAXをご利用できる時間

▶

8：30〜24：00

一般社団法人

ハイシンコク

（土日祝、年末年始は除く。）

地方税電子化協議会

期

毎年１月は﹁ひめのも
ち普及月間﹂です︒ひめ
のもちの普及啓発及び消
費の拡大にご理解︑ご協
力いただき︑村をあげて
おもちを食べる月にしま
しょう︒
そこで︑１月 日︵日︶
に講演会等を開催します
ので︑皆様のご参加をよ
ろしくお願いします︒

eLTAXに関する、詳しい情報は
ホームページをご覧ください

工

4,200千円 （4,536,000）平成28年3月25日

○開催日
平成 年１月 日
︵日︶
○開催場所
ふれあいセンター
大ホール
○内容
ヒメノモチ生産振興大会
・講演会
﹁もち文化について﹂
岩手県一関市
佐藤育郎氏
・もち料理コンテスト
など

平成27年12月21日から全ての地方公共団体で電子申告の受付が可能となる予定です。

落札価格（契約金額）

平成27年11月30日 村道滝ノ尻第２号線測量設計業務委託 三栄建設コンサルタント
（株） 4,700千円 （5,076,000）平成28年3月25日

山田︶

◆固定資産税（償却資産）

業 者 名

平成27年11月30日 林道高下線奥田橋保全整備工事 中村建設
（株）

︵産業建設課

平成27年4月１日から全ての地方公共団体で電子申告の受付が可能となりました。

前田）

日︵金︶

（総務企画課

6 7 7 3

31

個人住民税の特別徴収制度とは︑
事業主が従業員に毎月の給与を支払
う際︑個人住民税を給与から天引き
して︑従業員の居住している市町村
に納めていただく制度です︒
この制度は︑地方税法及び各市町
村の条例で規定されておりますが︑
制度が十分に理解されていないこと
などの理由により︑実施されていな
い例が多く見受けられます︒
このため︑岡山県では県内全市町
村と連携し︑平成 年度︵平成 年
分︶から特別徴収の対象となる従業
員が３名以上の事業所を特別徴収義
務者として一斉に指定し︑特別徴収
を徹底していくこととしました︒
特別徴収制度のメリットは︑従業
員の方ご自身で納付する普通徴収に
比べ︑金融機関に納付に行く手間が
省ける︑税の納め忘れがなくなるな
どがあります︒
個人住民税の滞納を予防し︑税の
公平性を確保するため︑個人住民税
の特別徴収の徹底について︑皆様の
ご理解とご協力をお願いします︒
詳しくは︑各市町村の税の窓口ま
でお問い合わせください︒
︻問い合わせ先︼
岡山県庁 税務課
０８６︵２２６︶７２４１

◆法人市町村民税

18 145 人

11

月受付分

0 人

27

年

0

16

平成

死 者

13 129 件

10

おめでとうございます

2 件

＊平成 年 月 日
渡邉 かのこ
︵ 耕 次・香 織 ︶

0

期︶
期︶
期︶
期︶

件 数

12

27
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相
※談内容を把握するため︑
前日までに必ず予約をお願い
します︒
予約先
津山事務所 お客様相談室
℡０８６８︵ ︶２３６５
年金番号がわかるものと︑
本人確認ができる免許証︑保
険証などを持参してください︒
また︑代理の場合は委任状が
必要です︒

10月期 本年の累計 10月期 本年の累計

月

故

eLTAXのサービスは無料

真庭市内

19

︵住民福祉課︶

事

複数の地方公共団体
へまとめて一度に送信

手続きは自宅やオフィスから

内

76

庄

月の納税

村

11

固 定 資 産 税︵
保
税︵
国
介 護 保 険 料︵

分

納期限

区

27

後期高齢者保険料 ︵

10月期の交通事故・違反者発生状況

新

＊持田 雄太︵倉敷市︶
石倉 枝里香

15 15

報

＊平成 年 月 日
渡邉 鐵夫︵満 歳︶

10 10

●作
品
●応 募 方 法

eLTAXは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

１

28 14

新庄村の四季（春・夏・秋・冬）の自然風景写真コンテストを行います。
応募方法は下記のとおりです。

﹁戸籍の動き﹂への掲載希望
について︑遠慮なく住民福祉
課までご連絡ください︒

１ １

年金相談︵要予約︶

月の年金相談日をお知ら
せします︒
日時
月 日︵木︶ 時〜 時
月 日︵木︶ 時〜 時
場所
真庭市役所久世本庁舎

新庄村の四季写真コンテスト
作品は１人３点以内とし、未発表のものに限ります。
サイズはワイド六ッ切又はA４サイズカラー写真に限ります。
写真の裏面に題名・撮影者氏名・住所・電話番号・撮影日・撮影場所を記入した紙を貼
り付けて下さい。
●応 募 締 切
平成２８年２月１日（月）（郵送の場合、当日消印有効）
●審 査 等
審査は写真家及び村長・議長他が行います。
●賞 及 び 展 示
審査結果は平成２８年２月下旬頃に副賞（村特産品）を添えて入賞者に通知します。
グランプリ・・・１点、
特選・・・３点、
入選・・・６点
●応募上の注意 ・応募作品返却希望の方は、返却希望と明記のうえ返信用封筒を添えて応募下さい。
・応募作品の版権は撮影者（応募者）に帰属しますが、入賞された作品は、入賞決定通知
後から３年間、新庄村が必要に応じて使用する権利を得るものとします。
・受賞は１人１賞とします。
・入賞者は、撮影原版（フィルムまたはデジタルデータ）を新庄村に提出していただきます。
●応募先
〒７１７−０２０１
岡山県真庭郡新庄村２００８−１
新庄村役場産業建設課内
新庄村の四季写真コンテスト係宛
●お問合せ先
新庄村役場 産業建設課
TEL０８６７−５６−２６２８ FAX０８６７−５６−２６２９
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16

月

11

日

30

︽ご寄付︾

月１日〜

新庄村社会福祉協議会に

次の方からご寄付をいただき

ました︒

◆香典返し

渡邉彰子 様

厚く御礼申し上げます︒

社協へのお問い合わせ
村内無料電話
３ ―
３１０６

11

ミニシルバー人材
センター研修会

月２日︑あいにくの雨で
したが︑毎年恒例となってい
る研修を参加者９名で行いま
した︒
今年度は︑姫路方面に出か
けました︒姫路城︑昔の酒蔵
での昼食を頂き︑竹林がある
ミュージアムでは︑今後の庭
木等の作業の参考に見学を行
いました︒移動の車内では会
話も弾み︑会員同士の親睦も
深まりました︒
ミニシルバーでは︑年間を
通じて会員の募集また︑仕事
の受注を受け付けております︒
お気軽にご相談下さい︒
11

雨天順延の末︑優れない天
活動を重
社協会費お礼
候と慣れない芝生でのプレイ
ねる毎に親
で︑普段の力が十分に発揮で
月に区長さんを通じて納
睦が深まり︑
きませんでしたが︑左記の方
付書の配布をお願いしました︑
半年間です
がホールインワンされました︒
平
成 年度社協会費ですが︑
っ
か
り
仲
良
瀬藤美年 酒井幸子
月末で２９１︐５００円納
くなってし
松岡眞子 福井幸平
付して頂きました︒紙面をお
まうのが恒
︵順不同・敬称略︶
借りしましてお礼申し上げま
例です︒あいにくの雨で︑楽
す︒まだ︑お手元に納付書を
しみにしていたリンゴ狩りは
お持ちの方は︑ 月の広報誌
できませんでしたが︑ごちそ
にも掲載しておりますが︑社
うを頂いて束の間でも家事か
協活動の趣旨・目的をご理解
ら解放され︑お互いに労をね
頂き︑引き続き宜しくお願い
ぎらいました︒
致します︒

平成 年度
女性部研修旅行

連合会全体での活動の他︑
女性部では﹁緑と花いっぱい
運動﹂﹁ふれあい農園作業﹂
と︑独自の事業も行っていま
す︒夏の猛暑︑雨にも負けな
いで︑今年度も事業完了です︒

27

27

年度研修旅行

11

平成

月 日︑好天に恵まれて
広島方面へ︒マイクロバスも
飛び跳ねるほど車内はにぎや
かでした︒向島でのみかん狩
り︑千光寺公園での昼食︑世
羅ワイナリー見学︑松江道か
ら山陰道を経由して帰路につ
くまで︑笑いの絶えない一日
でした︒

岡山県老連美作地区親睦
グラウンド・ゴルフ大会

平成 年度より岡山県全域
を対象として実施していた大
会でしたが︑できるだけ多く
の会員が参加でき︑少しでも
地元に近い場所で開催して欲
しいとの要望もあり︑今年度
より県内を三地区に分けての
実施となりました︒
25

11

社協だより

12

第406号

理想の福祉を目指して

11

27

27

庄

老人クラブ連合会の活動

11

新

日頃どんな歩き方をしてい
ますか？荷物はどんな風に持
ち歩いていますか？
路面の凍結や圧雪で滑りや
すくなっています︒こんな時︑
たとえばポケットに手を入れ
て歩いているとどうでしょう︒
両手いっぱいに荷物を持って
歩いているとどうでしょう︒
転倒しないことが一番です
が︑もしも転倒したら・・・
とっさの時には両手が使える
ようにして歩きましょう︒

17

月の活動状況

18

日 平成 年度研修旅行
︵尾道・世羅方面／ 名︶
日 保育園児との交流事業
︵クッキング／５名︶
日 第一回岡山県老連美作
地区親睦グラウンド・
ゴルフ大会
︵美咲町／ 名︶
日 平成 年度女性部研修
旅行
︵松江方面／７名︶

24

報

11

27

10

10

広
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「いのちのバトン」

新

庄
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ふるさと学習

〜心と命のサポート事業〜

〜ヒメノモチづくり〜

１１月２６日に、心と命のサポート事業の出前授
業として、岡山市の助産院ミントハウスで助産師を
されている東森二三子さんを講師に迎え、『いのち
のバトン』と題して講演を行いました。助産師とし
ての経験から、親から子へとつながれている命のつ
ながりや家族の大切さ、生命誕生を通しての親の思
い、命の大切さを話されました。そして一人一人が
かけがえのない存在であることを伝え、自分自身や
友人を大切にして欲しい、と話されました。
生徒たちは、東森さんが「生まれただけで１００
点満点」と話されたことに感動し、また「自分たち
が誰かに支えられ、愛されて育ったことを次の世代
にも同じようにその幸せを伝えていこうと感じ
た。」など、自分や周りの人を大切に思う気持ちや、
元気に産んでくれたことや育ててくれていることへ
の感謝の言葉を感想に書いた生徒もたくさんいて、
多感な中学生にとって心を揺さぶられる、たいへん
有意義な講演会になりました。

（新庄中学校

穐山）

１２月３日（木）に、全校児童でヒメノモチづく
りを行いました。これは今年度全校で取り組んでき
たふるさと学習の一つである「もち米づくり」の中
の活動です。多くのボランティアの方の力を借りて
行った「堆肥まき」「田植え」「稲刈り」「脱穀」
等の作業を経て収穫したもち米を使いました。前日
には、３年生以上で、もち米を洗ったり道具をそろ
えたりして準備をしました。
当日は、ボランティアの方にもご協力いただき、
全校児童で、餅つき器でついた餅を丸めていきまし
た。テーブルにはたくさんの餅が並び、子どもたち
はとても満足した様子でした。
袋詰めしたお餅は、一人暮らしのお年寄りの方や
お世話になった方々に配らせていただきました。
今年度、新庄ふるさと学習では、低学年の四季調
べ・中学年の水や米づくり学習・高学年の歴史や産
業学習・伝統文化の継承・全校での毛無山登山やヒ
メノモチづくりなどに取り組みました。これからも、
子どもたちがふるさと新庄に誇りと愛着をもてるよ
うに、ふるさと学習を充実させていきます。

（新庄小学校 畦崎）
１１月１０日、広島県府中市の明郷

「府中市小中一貫教育研究発表会視察」
「府中市小中一貫教育研究発表会視察」 学園小中一貫教育研究大会に教育委員
会委員４名で参加しました。小学校２０８名、中学校１１６名で学校施設は昇降口を中央にして左右に別れ、
理科室などの特別教室は共有されていました。
小中一貫教育は平成１６年度から４年間試行が行われた後、本格実施が行われています。市内４中学校区
全体での取り組みになっていました。各学園はサッカーチームのようなシンボルマークを作り、それぞれ学
校規模に応じて特徴を発揮しているようでした。
小学校の入学式には中学校も全員出席し、中学校２年生が小学校１
年生を出迎えに始まり、小中が一緒の活動を随所に設け、異学年での
活動により相互の力を高めていました。それにより高学年は自尊感情
も高まるという効果も現れたそうです。また教科と総合的な学習の時
間の関わりを小学校から中学校まで系統的に計画し、グローカル（グ
ローバルとローカルの一体化）人材の育成をめざしていました。
（教育委員 田中寛一）

広

（11）平成27年12月18日発行

16

月

11

日

30

︽ご寄付︾

月１日〜
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11

ミニシルバー人材
センター研修会

月２日︑あいにくの雨で
したが︑毎年恒例となってい
る研修を参加者９名で行いま
した︒
今年度は︑姫路方面に出か
けました︒姫路城︑昔の酒蔵
での昼食を頂き︑竹林がある
ミュージアムでは︑今後の庭
木等の作業の参考に見学を行
いました︒移動の車内では会
話も弾み︑会員同士の親睦も
深まりました︒
ミニシルバーでは︑年間を
通じて会員の募集また︑仕事
の受注を受け付けております︒
お気軽にご相談下さい︒
11

雨天順延の末︑優れない天
活動を重
社協会費お礼
候と慣れない芝生でのプレイ
ねる毎に親
で︑普段の力が十分に発揮で
月に区長さんを通じて納
睦が深まり︑
きませんでしたが︑左記の方
付書の配布をお願いしました︑
半年間です
がホールインワンされました︒
平
成 年度社協会費ですが︑
っ
か
り
仲
良
瀬藤美年 酒井幸子
月末で２９１︐５００円納
くなってし
松岡眞子 福井幸平
付して頂きました︒紙面をお
まうのが恒
︵順不同・敬称略︶
借りしましてお礼申し上げま
例です︒あいにくの雨で︑楽
す︒まだ︑お手元に納付書を
しみにしていたリンゴ狩りは
お持ちの方は︑ 月の広報誌
できませんでしたが︑ごちそ
にも掲載しておりますが︑社
うを頂いて束の間でも家事か
協活動の趣旨・目的をご理解
ら解放され︑お互いに労をね
頂き︑引き続き宜しくお願い
ぎらいました︒
致します︒

平成 年度
女性部研修旅行

連合会全体での活動の他︑
女性部では﹁緑と花いっぱい
運動﹂﹁ふれあい農園作業﹂
と︑独自の事業も行っていま
す︒夏の猛暑︑雨にも負けな
いで︑今年度も事業完了です︒

27

27

年度研修旅行

11

平成

月 日︑好天に恵まれて
広島方面へ︒マイクロバスも
飛び跳ねるほど車内はにぎや
かでした︒向島でのみかん狩
り︑千光寺公園での昼食︑世
羅ワイナリー見学︑松江道か
ら山陰道を経由して帰路につ
くまで︑笑いの絶えない一日
でした︒

岡山県老連美作地区親睦
グラウンド・ゴルフ大会

平成 年度より岡山県全域
を対象として実施していた大
会でしたが︑できるだけ多く
の会員が参加でき︑少しでも
地元に近い場所で開催して欲
しいとの要望もあり︑今年度
より県内を三地区に分けての
実施となりました︒
25

11

社協だより

12

第406号

理想の福祉を目指して

11

27

27

庄

老人クラブ連合会の活動

11

新

日頃どんな歩き方をしてい
ますか？荷物はどんな風に持
ち歩いていますか？
路面の凍結や圧雪で滑りや
すくなっています︒こんな時︑
たとえばポケットに手を入れ
て歩いているとどうでしょう︒
両手いっぱいに荷物を持って
歩いているとどうでしょう︒
転倒しないことが一番です
が︑もしも転倒したら・・・
とっさの時には両手が使える
ようにして歩きましょう︒

17

月の活動状況

18

日 平成 年度研修旅行
︵尾道・世羅方面／ 名︶
日 保育園児との交流事業
︵クッキング／５名︶
日 第一回岡山県老連美作
地区親睦グラウンド・
ゴルフ大会
︵美咲町／ 名︶
日 平成 年度女性部研修
旅行
︵松江方面／７名︶

24

報

11

27

10
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広
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報

「いのちのバトン」

新

庄

平成27年12月18日発行（10）

ふるさと学習

〜心と命のサポート事業〜

〜ヒメノモチづくり〜

１１月２６日に、心と命のサポート事業の出前授
業として、岡山市の助産院ミントハウスで助産師を
されている東森二三子さんを講師に迎え、『いのち
のバトン』と題して講演を行いました。助産師とし
ての経験から、親から子へとつながれている命のつ
ながりや家族の大切さ、生命誕生を通しての親の思
い、命の大切さを話されました。そして一人一人が
かけがえのない存在であることを伝え、自分自身や
友人を大切にして欲しい、と話されました。
生徒たちは、東森さんが「生まれただけで１００
点満点」と話されたことに感動し、また「自分たち
が誰かに支えられ、愛されて育ったことを次の世代
にも同じようにその幸せを伝えていこうと感じ
た。」など、自分や周りの人を大切に思う気持ちや、
元気に産んでくれたことや育ててくれていることへ
の感謝の言葉を感想に書いた生徒もたくさんいて、
多感な中学生にとって心を揺さぶられる、たいへん
有意義な講演会になりました。

（新庄中学校

穐山）

１２月３日（木）に、全校児童でヒメノモチづく
りを行いました。これは今年度全校で取り組んでき
たふるさと学習の一つである「もち米づくり」の中
の活動です。多くのボランティアの方の力を借りて
行った「堆肥まき」「田植え」「稲刈り」「脱穀」
等の作業を経て収穫したもち米を使いました。前日
には、３年生以上で、もち米を洗ったり道具をそろ
えたりして準備をしました。
当日は、ボランティアの方にもご協力いただき、
全校児童で、餅つき器でついた餅を丸めていきまし
た。テーブルにはたくさんの餅が並び、子どもたち
はとても満足した様子でした。
袋詰めしたお餅は、一人暮らしのお年寄りの方や
お世話になった方々に配らせていただきました。
今年度、新庄ふるさと学習では、低学年の四季調
べ・中学年の水や米づくり学習・高学年の歴史や産
業学習・伝統文化の継承・全校での毛無山登山やヒ
メノモチづくりなどに取り組みました。これからも、
子どもたちがふるさと新庄に誇りと愛着をもてるよ
うに、ふるさと学習を充実させていきます。

（新庄小学校 畦崎）
１１月１０日、広島県府中市の明郷

「府中市小中一貫教育研究発表会視察」
「府中市小中一貫教育研究発表会視察」 学園小中一貫教育研究大会に教育委員
会委員４名で参加しました。小学校２０８名、中学校１１６名で学校施設は昇降口を中央にして左右に別れ、
理科室などの特別教室は共有されていました。
小中一貫教育は平成１６年度から４年間試行が行われた後、本格実施が行われています。市内４中学校区
全体での取り組みになっていました。各学園はサッカーチームのようなシンボルマークを作り、それぞれ学
校規模に応じて特徴を発揮しているようでした。
小学校の入学式には中学校も全員出席し、中学校２年生が小学校１
年生を出迎えに始まり、小中が一緒の活動を随所に設け、異学年での
活動により相互の力を高めていました。それにより高学年は自尊感情
も高まるという効果も現れたそうです。また教科と総合的な学習の時
間の関わりを小学校から中学校まで系統的に計画し、グローカル（グ
ローバルとローカルの一体化）人材の育成をめざしていました。
（教育委員 田中寛一）
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笑顔いっぱい！ あったかい！

保育所だより

１２月５日（土）、恒例の「やんちゃっこフェステ
ィバル（生活発表会）」を開催しました。
１歳から６歳までみんなで２７名。緊張しながら
も自分の役割を最後まで頑張りました。ご家族の
皆様、地域の皆様にはいつも温かく見守って頂き
ありがとうございます。お礼の気持ちを込めて、子
どもたちの笑顔をお届けしますのでご覧ください。

◎ワイワイこどもまつり

１１月１日（日）
「アイスクリーム」
「パンケーキセット」
「焼きそば」
「宝箱（くじ）」
「スー
パーボールすくい」。それぞれ年長児の考えたお店です。お母さんや役
員さん達に手伝ってもらって準備をし、可愛い店長さんは大忙しでした。
地域の皆さんも参加して頂き、肌寒の秋の一日は、園庭のあちらこ
ちらに子どもたちの賑やかな声が響く楽しい一日となりました。

◎卒園記念行事
「ガラス細工教室」 １１月８日（日）
ガラス工房とよもと 豊本光識・恵子さんご夫妻を講師に素敵
な「フォトフレーム」を作りました。
「この色にしよう！」・「ここはこれかなぁ〜？」・・・。お父さん、
お母さんと相談しながら楽しく作業が続きました。完成したフレー
ムはこれからずっと大切な一枚の写真により一層深い思いを添え
てくれることでしょう。

入選

おめでとうございます
真庭圏域 消防写生大会入賞!!
藤井 彩衣︵５歳︶

千葉 朱里︵５歳︶

上田 湧心︵６歳︶

（保育所 三鴨）

再生紙を使用しています

