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いなべ市の
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　市では毎年、予算の執行状況や決算について公表し、

市民の皆さんが納めた税金などがどのように使われてい

るのかをお知らせしています。今回は市の財政状況や平

成 28 年度決算をお伝えします。（グラフは表示単位未満

四捨五入のため合計が合わない場合があります）

 財政課　  74-5819

　平成 28 年度の決算は実質収支が 5 億 9 千万円の黒字

となりました。歳入は市税、地方交付税および国庫支出

金が増加し、歳出は建設事業費が増加しました。建設事

28 年度に入ったお金（歳入）

259 億 5,530 万円
28 年度に使ったお金（歳出）

252 億 9,783 万円
29 年度に使う予定のお金

（繰越財源）

6,533 万円－ － ＝
実質収支

（1 年間の収支）

5 億 9,214 万円

自主財源　
　
　
　
　
　　　　　　

依存
財
源

歳入
259億
5,530 万円

市税35.3％
91.7 億円
市民税、固定資産税
など皆さんから納め
ていただいた税金

市債17.7％
46.0 億円
市が国や銀行から
借り入れたお金

地方交付税
11.8％
30.6 億円
自治体の財政力の格差
を解消するために国か
ら交付されたお金

国・県支出金
13.3％
34.5 億円
国や県からの補助金
など

繰越金1.2％
3.1 億円
前年度からの剰余金など

その他収入20.7％
53.6 億円
基金を取り崩したお金、
料金収入など

歳出
252億
9,783 万円

民生費29.7％
75.2 億円
高齢者や児童などの
福祉にかかったお金

教育費15.9％
40.3 億円
学校教育や社会教育
などにかかったお金総務費12.3％

31.1 億円
庁舎管理や交通政策
などにかかったお金

公債費8.1％
20.6 億円
借入金の返済金

土木費10.7％
27.0 億円
道路の建設や維持管理
などにかかったお金

消防費4.0％
10.1 億円
消防署の運営委託
や消防団の活動に
かかったお金

衛生費5.0％
12.6 億円
健康診断やごみ処理
などにかかったお金

農林水産費2.6％
6.6 億円
農業などを盛んにする
ためにかかったお金

議会費0.9％
2.4 億円
議会を運営するた
めにかかったお金

その他支出10.7％
27.2 億円
商業振興や災害復旧など
にかかったお金

一般会計歳入・歳出

いなべ市の
お財布事情

業費の財源として、補助金や有利な市債を活用したこと

で良好な財務状況を維持することができました。

平成 28年度決算
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　一般会計の基金（貯金）

残高は 158 億円となりま

した。財政調整基金は財源

不足を補うために 15 億円

取り崩し、決算剰余金の半

分にあたる 7 千万円と財

源調整のため 8 億 7 千万

円を積み立てた結果、58

億円となりました。

【経常収支比率】 　
87.8%（県内平均92.4%）

　　【財政健全化判断比率】
　自治体の財政状況が良好かどうかを

示す指標です。4 つの指標があり、今

のところいずれも危険な水準を大きく

下回っており、健全な状況です。

市全体の財政状況を表す指標 いなべ市 注意 危険

実質赤字比率
（一般会計の赤字の割合） 赤字なし（0%）

12.92％～ 20％～

連結実質赤字比率
（すべての会計の赤字の割合） 赤字なし（0%） 17.92％～ 30％～

実質公債費比率
（年間の借金の返済額の比率） 9.4％ 25.0％～ 35％～

将来負担比率
（将来に負担が見込まれる負債の割合） 負担なし（0%） 350％～ ―

【判定基準】 　

基金（貯金）

　市税などの一般財源が人件費、社会保障関係費、公債

費（借金の返済）など必ず支払わなければならない経費

にどれだけ充当したかを表す指標です。値が低いほど独

自の政策のために使えるお金が多いことを示します。

財政指標

基金（貯金）と市債（借金）
　市税収入は前年度より

6 億円多い 92 億円となり

ました。企業収益の増加

による法人市民税の増と、

市内有力企業の設備投資

による償却資産の増が主

な要因です。
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0

固定資産税
その他

市民税（法人）
市民税（個人）

市税収入額の推移
億円億円

【財政力指数】 　
0.832（県内平均0.671）

　地方公共団体の財政力を国への依存度で表す指標です。

値が高いほど財源に余裕があるといえます。

1

2 3

市債（借金）

　一般会計の市債（借金）

残高は 217 億円となりま

した。短期償還を抑制し

たことと、建設事業が増

え市債の借入が増加した

ことで前年度に比べて 27

億円増加しました。0
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市ホームページに詳細

を掲載しています！
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平成 28年度決算

藤原中学校区の 5 小学校を統合し、
藤原小学校を建設しました。

15 億 120 万円
藤原小学校建設事業

平成 29 年度の藤原小学校開校に伴
い、児童の安全な通学を確保するた
め、スクールバスを 3 台購入しまし
た。

6,693 万円
通学バス運行事業

障がい者グループホーム「大安ぴあ
ハウス」の建設と、障がい者総合支
援センター「オレンジ工房あげき」
の建設を進めました。

5 億 1,053 万円
障害者施設整備事業　

消防団員の活動拠点である詰所を順次整備します。平成
28 年度は大安南分団詰所の移転建替えと大安北分団詰所
の用地購入を行いました。

1 億 3,047 万円
消防団施設整備事業

有害鳥獣駆除や獣害パトロールを実施し、有害鳥獣の捕獲
体制の強化に取り組みました。

4,361 万円
農作物有害鳥獣追払事業

主要事業

獣害駆除のためのわな

篠立きのこ園
藤原小学校

未来へつなぐ

5 億 4,777 万円
農と福祉の活性化事業

立田地区に障がい者就労施設「篠立
きのこ園」を建設します。平成 28
年度は用地整備と椎茸栽培施設整備
を行いました。

大安ぴあハウス

6 つの分野で行った主な事業を紹介します

三岐鉄道北勢線・三岐線の事業支援を行いました。
9,296 万円
三岐鉄道支援事業

新庁舎周辺整備実施設計業務と、新庁舎建設用地の購入
を行いました。

6 億 9,452 万円
庁舎建設事業

都市のすがたを描く1

暮らしの安全を描く2

自立と支援を描く3
4
　　　　人を描く
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　東海環状自動車道の整備、庁舎建設などの大規模な建
設事業が進んでまちがますます発展し、多くの優良企業
の進出もあって、固定資産税が増加してきました。
　グリーンクリエイティブいなべ推進事業といった定住
交流人口の増加につながる事業にも力を入れ、今後の人
口増加につなげていきます。
　また、国の補助制度を積極的に活用して、公共施設の
集約化事業といった将来への負担軽減にも取り組み、長
期にわたって安定した財政運営を行っていきます。

「選ばれるまちいなべ」の創造を目指して、いなべ市の
PR 冊子作成や、無印良品とコラボしたイベントなどを実
施しました。

3,884 万円
グリーンクリエイティブいなべ推進事業

2,334 万円　
国際自転車ロードレース「ツアー・オブ・ジャパン　いな
べステージ」を開催しました。

ツアー・オブ・ジャパン開催事業

4,785 万円
地域振興につながる活動を行う「地域おこし協力隊」を都
市部から募集しました。

地域おこし協力隊事業

新ホームページ

未来へつなぐ

今後のいなべ市はどうなる？

地域おこし協力隊員による竹炭作り

地域おこし協力隊の活動名 隊員数

自転車によるまちづくりの推進 2 人
元気づくりシステム推進体制の充実 1 人
狩猟免許保持者による有害鳥獣駆除 1 人
豊富な自然資源、観光施設、食などの情報発信 1 人
いなべ産そばの振興 1 人
アウトドアの魅力発信 1 人
グリーン・ツーリズムの推進 2 人
地場産品の開発・地域ブランド化、販売、プロモー
ションなど 1 人

自然科学館活動を活かしたいなべの魅力発信 1 人
農と福祉の活性化施設運営支援 1 人
ひきこもり相談支援 3 人

?

統一的な基準による財務書類を作成するため、固定資産
台帳の整備や財務書類作成システムの整備を進めました。

752 万円
公会計改革推進事業

市の情報発信ツール「ホームページ」を、誰もがわかり
やすく利用しやすいようにリニューアルしました。

3,894 万円
ホームページ再構築事業

みえる行財政を描く6

にぎわいと活力を描く5
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●給水原価…約 142.3 円 /㎥（前年度約 142.2 円）

●供給単価…約 146.0 円 /㎥（前年度約 145.6 円）

●給水人口… 45,699 人（前年比 144 人減）

 水道総務課　  72-2752

水道料金80.4％
7億7,787万円

市からの補助金2.7％
2,621万円

その他収入16.7％
1億6,122万円

定期預金の利息0.2％
224万円

収入

事務費15.9％
1億4,078万円

減価償却費など55.5％
4億9,121万円

55.5％
4億9,121万円

その他の支出2.0％
1,702万円　

国からの補助金7.3％
2,175万円

企業債（借金）53.2％
1億5,920万円 市からの補助金25.3％

7,575万円

工事負担金5.0%
1,484万円

加入金9.2%
2,771万円

水道施設の整備60.8％
4億5,876万円

企業債（借金）の返済39.2％
2億9,624万円

企業債（借金）の利子9.5％
8,376万円

水道施設の維持費など17.1％
1億5,170万円

9億6,754万円

支出 支出

収入
2億9,925万円

7億5,500円
８億8,447万円

水道料金80.4％
7億7,787万円

市からの補助金2.7％
2,621万円

その他収入16.7％
1億6,122万円

定期預金の利息0.2％
224万円

収入

事務費15.9％
1億4,078万円

減価償却費など55.5％
4億9,121万円

55.5％
4億9,121万円

その他の支出2.0％
1,702万円　

国からの補助金7.3％
2,175万円

企業債（借金）53.2％
1億5,920万円 市からの補助金25.3％

7,575万円

工事負担金5.0%
1,484万円
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2,771万円

水道施設の整備60.8％
4億5,876万円

企業債（借金）の返済39.2％
2億9,624万円

企業債（借金）の利子9.5％
8,376万円

水道施設の維持費など17.1％
1億5,170万円

9億6,754万円

支出 支出

収入
2億9,925万円

7億5,500円
８億8,447万円

水道料金80.4％
7億7,787万円

市からの補助金2.7％
2,621万円

その他収入16.7％
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224万円

収入

事務費15.9％
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1億5,920万円 市からの補助金25.3％

7,575万円

工事負担金5.0%
1,484万円

加入金9.2%
2,771万円

水道施設の整備60.8％
4億5,876万円

企業債（借金）の返済39.2％
2億9,624万円

企業債（借金）の利子9.5％
8,376万円

水道施設の維持費など17.1％
1億5,170万円

9億6,754万円

支出 支出

収入
2億9,925万円

7億5,500円
８億8,447万円

水道料金80.4％
7億7,787万円

市からの補助金2.7％
2,621万円

その他収入16.7％
1億6,122万円

定期預金の利息0.2％
224万円
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事務費15.9％
1億4,078万円

減価償却費など55.5％
4億9,121万円

55.5％
4億9,121万円

その他の支出2.0％
1,702万円　

国からの補助金7.3％
2,175万円
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1億5,920万円 市からの補助金25.3％

7,575万円

工事負担金5.0%
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2,771万円

水道施設の整備60.8％
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水道施設の維持費など17.1％
1億5,170万円

9億6,754万円

支出 支出

収入
2億9,925万円

7億5,500円
８億8,447万円

　平成 28 年度は前年度に引き続き、将来的な経費削減を

目指し、水道水を効率良く浄水、配水ができるようにす

る建設改良工事を行いました。（グラフは表示単位未満四

捨五入のため合計が合わない場合があります）

28 年の収益的支出

8 億 8,447 万円
28 年度の収益的収入

9 億 6,754 万円 － ＝ 利益

8,307 万円

28 年の資本的支出

7 億 5,500 万円
28 年度の資本的収入

2 億 9,925 万円 － ＝ 差引額

－ 4 億 5,575 万円
※差引額は、毎年の収益積立金や留保資金（自己資金）で補填しています

　市の水道事業は、公営企業会計で、経営に必要な経費は、

水道料金などの収入で賄う独立採算制です。ただし、消

防活動の一環として行われる消火栓の設置・維持管理な

ど一般行政としての性格を持つ経費は一般会計が負担し

ています。また、大規模な改修などの多額な工事にかか

る経費は、企業債を借り入れます。

経営のしくみ

水道事業の
決算報告

水道事業を運営するための財源と費用（税抜）収益的収入・支出

水道施設を整備するための財源と費用（税込）資本的収入・支出

平成28年度決算
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今後の水道事業はどうなる？
　これまでに整備された多くの施設の老朽化が進み、耐

用年数の期限を迎えるため、その改修資金を留保する必

要があります。収入を増やし、支出を減らすことが非常

に重要になります。

　いなべ市の人口は減少が見込まれ※、収入もそれに伴い

減少することが予測されるため、必要経費の抑制、事業

の効率化を進めます。

北勢町麻生田水源地（効率的な水道利
用のため、平成 28年度から運用）

　水道水を安定的に供給するため、前年度に引き続き簡

易水道の統合、老朽施設や機械設備の修繕および更新を

行いました。

　平成 28 年度は、北勢町京ヶ野新田地内で配水管の新設

工事を行いました。なお、市全体で平成 23 年度から進め

てきた簡易水道統合工事は、平成 28 年度で完了しました。

簡易水道の統合

平成28年度の主要事業

京ヶ野新田の工事

　平成 27 年度から 3 年間の予定で、市内全域の漏水調査

を実施しています。平成 28 年度は員弁町全域と北勢町の

一部で実施し、漏水箇所の修繕工事を行いました。

　漏水箇所を修繕することで、ポンプ施設の電気使用量

が軽減され、経費の削減につながります。

漏水調査と修繕

漏水調査

レ
ー
ダ
ー
で
調
査

戸
別
調
査

大量の設備投資

40～ 50年が経過

施設の更新、改良のため
大規模な投資が必要

昭和 40
年代ごろ

現在

将来

↓
改修資金の留保

管路や浄水施設などの老朽化
↓

更新時期の到来
震災による断水の懸念

↓
耐震化の要請

【撮影協力】笠間保育園

※出典「日本の地域別
将来推計人口」平成 25
年 3 月推計（国立社会
保障・人口問題研究所）
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　10cm以上の積雪時は、市内の 46事業者が、市が指定する市道の除雪

を行います。しかし、今年 1月のような 50cm級の豪雪では、除雪車が足

らず、指定路線を一斉に除雪することができません。指定路線の中でも交

通量が多い主要な道路を優先して除雪を行います。

市からのお願い

　今年 1月、「住宅前の道が未だに除雪されない」という問い合わせ

が複数ありました。除雪作業は市が指定する路線のみを行うため、そ

の他の道については、地域のご協力が必要不可欠です。雪が降る前に

融雪剤を撒いたり、倒れそうな木々をあらかじめ伐採したりしておく

など、事前の準備をお願いします。また、積雪の際は、地域で雪かき

のご協力をお願いします。

　積雪、凍結道路で車を運転する場合は、必

ずスノータイヤやチェーンなどすべり止めの

措置を行ってください。このような措置を講じない自

動車（二輪の自動車を除く）の運転は法令違反となり

ます。（道路交通法、三重県道路交通法施行細則）

　今年 1月 14日～ 16日、全国で記録的な大雪に見

舞われ、市内ではさまざまな混乱が生じました。冬

が訪れる前に、一度、雪の備えをしてみてはいかが

でしょうか。

 建設課　  46-6307

　積雪時でも、通常通り集積場へごみを出してくだ

さい。ただし、通常の収集の時間帯より遅れること

があります。  環境衛生課　  72-3946

ご注意ください

市の体制

主要道路以外は…

水道管の破裂を防ぐ

大雪への備え、
大丈夫？

NO! ノーマルタイヤ

ごみは出せない？

　気温がマイナス 4℃以下になると、水道管が凍

結し、破裂する恐れがあります。散水栓などで露

出している管には保温材を巻いたり、夜中にはほ

んの少し蛇口を開けたままにしたりす

ることで管の凍結予防になります。水

道料金はかかりますので、必要最小限

の水量にしましょう。

 水道工務課　  72-2724
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　融雪剤は各自治会の依頼に対して、市から自

治会長に配布しています。自治会ごとに保管場

所が異なるため、事前にご確認ください。

　積雪や凍結の多い路線には、事前に市が道路

脇に配備します。

融雪剤を散布

　市道上への倒木は建設部建設課で対応しています。市道への倒

木を発見された場合は、建設課まで連絡、または軽い木々であれ

ば、どかしていただくようご協力をお願いします。また、積雪前

には、地域であらかじめ垂れ下がっている竹などの伐採にご協力

をお願いします。

倒木の処理

　積雪時は、ホームセンターなどで雪かき道具が品切れになりや

すいです。雪が降る前に、車庫前や路面に積もった雪をどかすた
めの雪かき道具を用意しておくと安心です。また、車にも非常用
のスコップなどの道具を携行しておくと心強いです。

雪かき道具の準備

　融雪剤は、水が氷になる温度を下げる役割を持つため、積もった雪を溶か

すより、降ってきた雪を積もらせない方が得意です。雪が降る前に撒くこと

が大事ですので、以下の点に気をつけ、安全のために正しく使いましょう！

私たちの地域は
　　　私たちで守る

市
で
配
布
す
る
融
雪
剤
は

市
道
へ
散
布
を
お
願
い
し
ま
す
！

天気予報の確認 !
天気予報に雪マークが表示され
たら、要注意！融雪剤は積雪前
に散布すると効果的です。

step1

撒く準備をしよう !
融雪剤がどこに保管、設置されて
いるのか確認。融雪剤を撒く際は
皮膚に触れないようゴム手袋など
が必要です。事前に準備しておき
ましょう。

step2

融雪剤を撒いてみよう !
散布量の目安は、少量の雪の場合、1㎡
につき 30g ～ 50g（一握り 30g 程度）。
気温や氷雪の厚みによって調節が必要で
す。また、撒き過ぎにも注意。撒き過ぎ
はかえって滑る場合があります。

step3

•	ムラなく均一に撒くとGood！
•	一度にたくさん散布するより、
少量を二度撒きの方がGood！

•	積雪後は、降り積もった深雪よ
り、踏み固められ凍結した道路
への散布がGood ！

ここが
Point !!

 建設課　  46-6307
 建設課　  46-6307

▼市で配布する融雪剤
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　市内の死亡原因の第 1位はがんです。しかし、一部のがんは、早期発見・治療をすることで完治
することが可能となってきました。がん検診を受けて、正しいがん対策をしましょう。

胃がん検診
●レリーフの乱れ
　レリーフとは胃の皺

しわ
のことで良性潰

かいよう
瘍や潰瘍の治った

跡には皺が集まってきます。がん性潰瘍の場合はもっと
顕著に皺の集中像が見られます。
●隆起性病変
　盛り上がった塊があるという意味で、良性腫瘍やがん
性腫瘍があります。
●慢性胃炎の疑い
　胃の中に潜むピロリ菌が慢性胃炎を引き起こしている
場合が多いです。ピロリ菌は胃がんの原因になることが
分かってきましたので、必ず、二次検診で同時にピロリ
菌の検査もしてください。
　もし陽性だった場合は、1週間薬を飲むだけで、ほぼ
除菌でき、胃がんの予防になります。
大腸がん検診
●便潜血陽性
　便に血液が混じっており、大腸に出血している部位が
あるという意味です。病名では大腸がん、大腸憩室炎、
潰瘍性大腸炎、クローン病、痔などがあります。

肺がん検診
●結節性病変
　結節とは塊を意味します。肺がん、肺の真菌症（カビ
の類が塊になっているもの）、肺結核などが含まれます。
●斑状・網状病変
　肺炎、肺結核、肺がんなどが含まれます。
●胸水
　片方の肺に水が貯まっていれば、肺がんや肺結核、肺炎、
血胸（出血して血液が貯まっている）などがあります。

乳がん検診
●結節性病変
　乳房にシコリができていること。この中には良性の線
維腺腫やがんが含まれます。
●微細石灰化
　単発のものやリング状のものは良性ですが、集

しゅうぞくせい
簇性（細

かい白い点が集まったもの）のものはがんが疑われます。

 健康推進課　  78-3517

自覚症状があ
る人は、すぐ
に病院を受診
しましょう。

受診者

検診を受ける
だけじゃ安心
できないよ！

検診結果を確認しましょう！
異常があったら必ず二次検診を受けましょう！

異常
あり

次回の
検 診

異常
なし がん

異常なし
または

良性の病変

治療

が ん 検 診

二次検診
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　健康診断を受けて自己健康管
理をしようという考えが定着
し、多くの医療機関で検診が行
われるようになってきました。
　いなべ総合病院でも毎年、
10,000 人以上の検診を行って
います。中には早期がんが見つ
かり、早期治療に繋がって一命
をとりとめた人もいらっしゃい

ます。しかし、検診を受けているにもかかわらず、その後受診せず、
病気が進行して闘病に大変な時間と経済的・精神的負担を強いら
れている人もいらっしゃいます。
　原因の一つは、検診を受けることで何となく安心感が生じてし
まい、自覚症状のない人は検診結果に目が届かないことです。ま
た、検診結果では、病名ではなくて画像所見で記載されています。
この表現では皆さんにどんな病気が含まれているのかリスクが正
確に伝わっていないのも事実です。
　聞きなれない医学用語で記載されているため何を意味している
か理解できず、二次検診を受診せずに放置してしまい、がんを見
逃してしまうことがあります。せっかく検診を受けてもその結果
を活用できずに過ごしてしまうと、手遅れになる場合があります
ので注意しましょう。
　がんの中には膵臓がんや胆

たんのう
嚢がん、一部の肺がんのように非常

に治りにくいものもあります。ほとんどのがんは早く見つけさえ
すれば治ってしまうことが多いです。

　検診を受けたらその結果を最後ま
で読みましょう。「～の所見があり
ますので、○○科を受診して下さい」
とあったら、症状がなくても時間を
作りましょう。
　二次検診を受けてこのまま様子を
みてよいものか、治療をした方がよ
いものかをはっきりさせましょう。

　年齢が高くなるほど、がんによる
死亡率が高くなります。元気に長生
きするために、がんの早期発見・治
療ができるように自分の健康をしっ
かり管理しましょう！

二次検診の受診
お待ちしてます！

市内の二次検診受診率
　国が定めたがん検診の二次検診受診率の目標値は 90％
です。平成 27年度の市内の 5つのがんの二次検診受診
率の平均は 68.6%でした。
　目標値を達成するだけでなく二次検診受診率 100％を
目指しましょう。
　自分の検診結果だけでなく、家族など身近な人の検診
結果も気にかけ、必要であれば二次検診の受診を促して
ください。

平成 27 年度がん検診の二次検診受診率
男性 女性 平均

胃がん 63.1％ 73.8％ 67.3％
大腸がん 70.2% 69.2% 69.7%
肺がん 33.9％ 48.6％ 39.6％
子宮がん － 66.7％ 66.7％
乳がん － 89.9％ 89.9％
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1

1. 太鼓を打つ女性初の花笠（二井綾菜さん）2. 竹笛を吹く高校生 3. 大きな山車を引く子どもたち

まちで起こった出来事や
気になるあの人を紹介します。

　9月 22日（金）、員弁町笠田新田で約 360 年の歴史を持つ弁天祭が行わ

れました。この祭りは、少子化などの影響により 2003 年を最後に途絶え

ており地域が誇る祭りを伝承したいとの思いから、2年前、12年ぶりに再

開されました。今回は再開後2回目の開催となります。

　当日は、学生や大人が太鼓や竹笛を鳴らして、山車

の引き手たちを励ましていました。笠田新田自治会長

二井武男さんは、「地域の協力があって 2回目の開催

ができました。弁天祭は地域の財産です。ぜひ、今後

も続けていきたい」と熱く語りました。

地域の財産を大切に

コスモス畑と北勢線（員弁町大泉）

地域の誇り 弁天祭

いなべヴェロフェスタ
自転車でグルメ・景色を楽しむ

　9月 23日（土）、キナンサイクリングチームがいなべの魅力を発信するサ

イクルイベント「いなべヴェロフェスタ」を開催し、市内外から約 650人の

自転車愛好家が参加しました。このイベントは、市内 10か所、市外 2か所

に設定されたチェックポイントを自転車で巡ることを目的とし、そのうち 6

か所ではいなべ自慢の食事が食べ放題となっています。今年で2回目の開催。

すべてのチェックポイントを回ると約 100km走行することになります。

1.2. 自転車で疲れた体をスイーツで癒す 3. 完走証 4. 参加者に笑顔で自慢の品
を勧める浅山さん。朝は 200 人の参加者で大にぎわい 5. スタートの合図を待
つキナンサイクリングチームの選手と大勢の参加者

1

　今回チェックポイントに追加された川原自治会の自治会長

浅山さんは「提供している料理はスタッフそれぞれの得意料

理を持ち寄っています。準備が大変だったがイベントで市外

からたくさんの人が来て地区のことを知ってもらえました」

と話しました。

2 3

2

3 4

5
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グローバルゲートでいなべマルシェ

　10月 2日（月）、放課後児童クラブなかよしはっぴーきっずで防災訓練が行

われました。これは北勢町の 3つの放課後児童クラブが合同で毎年行ってい

るもので、小学生 46人と指導員が参加しました。

　今年は初めて地震体験車での訓練を実施。児童らは 6人ずつのグループに

なって車に乗り、震度 5弱～ 7の地震を体験しました。

　また、訓練後は市職員による防災講話も行われました。「地震が来たとき、

放課後児童クラブ合同防災訓練
「逃げよう！」の声かけを

1. 泓さん（左）と生産者の交流 2.「いっちゃんたまご」を使ったオムレツ

「にぎわいの森」に向け新たな出会いを

1

　9月 29日（金）、青川峡キャンピングパークでにぎわいの

森交流会を開催しました。

　3回目となる今回は、にぎわいの森に出店するフレンチビ

ストロ「フチテイ」のシェフ泓
ふちたかはる

昂溫さんが、いなべの食材を

にぎわいの森交流会

1. 地震体験車。揺れが収まったら逃げ
る準備！ 2. 県職員による体験車の説明
を聴く児童 3.「いつかいなべ市に地震
は必ず来ます！」と市危機管理課職員

周りのおじいさん、おばあさんに皆さんが「逃げよう」

と声をかけると、命を助けることができます」などと

伝えました。

　訓練を受けた佐藤美香さん（山郷小 2年）は「地震体

験では思っていたより揺れて怖かったです。避難場所

の確認をして災害に備えたいです」と話しました。

　10月 5日（木）、名古屋市に複合施設グローバルゲートが全面開業

しました。これにあわせて、いなべ産品、農産物などを販売する当日

限定のマルシェを行い、いなべをPRしました。

　マルシェはにぎわいの森に出店予定のフード生田の協力で、グロー

バルゲート 1階の店舗前で開催したものです。いなべの木材で作っ

た什器に、米、野菜、パン、おにぎり、洋菓子、雑貨などが所狭しと

並びました。

　たくさんの人がいなべ産の商品を手に取り、生産者らとの交流を通

し、いなべの魅力に触れました。

1. 生産者らが接客。積極的に試食を勧め完売した商品も！ 2.「つちっこの会」などの野菜

1

2

2

1

2

3

使った料理を振る舞いました。食材の生産者らは、サツマイモのポター

ジュやオムレツなどを味わいながら、泓さんと語り合いました。

　交流会に参加した安田ファミリ―農園の安田義人さんは「自分の

作った野菜を洋風のおいしい料理にしてもらえてうれしい」と話して

いました。
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「ててて」でお散歩 !
　いなべの自然を親子で散歩をする会「ててて」。地域の人の温かい

協力を得ながら、大安町石榑北山で6月から活動をしています。

　10月 18 日（水）は、10組の親子や育児経験のある大人が参加。

絵本の読み聞かせや、芋ごはん作り、稲刈りなどを行ったあと、東

海自然歩道を散歩しました。散歩中、子どもたちはお気に入りの木

の実、葉っぱなどを採集。布や紙で作った「たか

らもの入れ」に入れていました。

　会の主催者の才賀美奈さんは「いなべの自然の

中で子どもを育てたい。そんな想いの仲間と集

まって活動をはじめました」と話していました。

　現在会員は市外からの参加者も含め 17 組。

毎週水曜日に活動しているそうです。

1. たくさんの「たから
もの」を見つける才賀
さん（中央）「植物に
も詳しくなりました
ね」 2. 裸足でも水に
入れるよ！ 3. 前回の
活動で収穫したサツ
マイモを調理。子ど
もたちも手伝いまし
た

1

1. タスマニア友好交流団のメン
バーと市長、教育長 2.4 年前の訪
問でホームステイ先として迎え入
れた教育長（写真中）と再会でき、
喜んで記念撮影をするギタスさん
親子

異文化との交流

　10月 6日（金）、タスマニア友好交流団 12人がいなべ市を訪れました。これ

はいなべ市とタスマニアの人が交流して、それぞれの自然や文化・人に触れ人生

の糧にすることを目的に行われているものです。今回が 7回目の来日です。

　当日午前中は大安町石榑南にあるイワキ製茶で日本のお茶工場の見学をし、午

後は員弁庁舎で市長を訪問しました。タスマニア友好交流団のリーダーのドナ・

クラークさんは、「私たちの日本語は上手ではありませんが、温かく歓迎してく

れてとても感謝しています。皆さんもぜひタスマニアに来てください」と日本語

で話しました。

　これまでいなべ市からは市内の中学生約 250 人がタスマニアを訪問していま

す。これからも素敵な交流が続くと良いですね。

タスマニア友好交流団

2

自然の中で子育て

2

1

FM ひがしおうみ×いなべ FM コラボ
お隣さんと共同制作

◀放送中の様子。今回は前川さん（写真右、東近江市）と加藤さん（いなべ市）が出演

　10月 6日（金）、東近江市といなべ市の FMラジオ局によるコラボレーション番組「ルート 421グリーン

ラジオ～いなべと東近江のいいとこ教えてぇ～」の放送が始まりました。

　これは、お隣さんだけど、方言・文化などが異なる両市が交流し、グリーンをキーワードに情報発信する

5分間の番組です。毎回、両市の地域おこし協力隊などがアウトドアや農村の魅力などをお伝えします。

　メインパーソナリティーは両市の FMラジオ局所属のパーソ

ナリティーが月交代で担当。FMひがしおうみ（81.5MHz）、い

なべ FM（86.1MHz）ともに放送は毎週金曜日 12：30からです。

　ぜひ、お聴きください。

3
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たくさんの情報の中から、特にお伝えしたい
大切なものを取り上げてお知らせ！

『ピックアップ』のコーナー

≪福祉委員会設置単位≫
　各自治会ごと（平成 28 年 10 月末現在、福祉委員会の

設置箇所数は予定も含めて 15 地区です）
≪福祉委員会の活動内容例≫
1.	地区内における課題の把握と情報の共有、解決に向けた
「話し合い」
2.	地区内における見守りや支え合い活動など、地域福祉活

動の促進に向けた「啓発と働きかけ」
3.	地区内外の関係者や関係機関とのネットワークづくり
≪福祉委員会への支援・助成≫
•	福祉委員会の設置を支援するスタッフとして、平成 29

年 4 月から町ごとに担当の生活支援コ－ディネーター
を配置し（市社会福祉協議会へ委託）、地域の特性に応
じた取組の相談や支援をしています。

福祉委員会の設置を促進しています

平成 30 年成人式

 長寿福祉課　  78-3520

 生涯学習課　  78-3521

地域の課題解決のために

　全国的な高齢化の進行や世帯構造の変化などにより、地域での見守り活動や支え合いの重要性が見直されて
います。市では今年の 4 月から、最も身近で地域のつながりが一番強い範囲である自治会を基本単位として、
地域住民が自主的・主体的に運営し、地域の課題を地域で話し合う「福祉委員会」の設置を促進しています。
　地域の課題を他人ごとにせず、一人一人が積極的に地域における活動への参加をお願いします。

　平成 30 年いなべ市成人式
を挙行します。
●日程　1 月 6 日（土）
●場所・時間
大安会場　大安公民館　

　受付 9：30 ～、開式 10：00 ～
員弁会場　員弁コミュニティプラザ

　受付 10：00 ～、開式 10：30 ～
北勢会場　北勢市民会館

　受付 10：30 ～、開式 11：00 ～
藤原会場　藤原文化センター

　受付 11：00 ～、開式 11：30 ～

　案内状は、平成 29 年 9 月 25 日現在いなべ市に住民登
録されている人を対象に 12 月上旬に送付します。
　就学などのために市外へ転出している人など、案内状を
持っていない人も最寄りの会場へ自由に参加できます。

【平成 30 年成人式実行委員会】
　新成人の代表として、各会場に実行委員会を立ち上げま
した。成人式を心に残る楽しいものにするため、打ち合わ
せを重ね、案内状の発送準備、思い出資料集め、同窓会の
準備など活発に活動中です。当日は、受付や式典の司会な
ども行います。

•	福祉委員会が次の活動を実施する場合は、助成金を交付
します。助成金は赤い羽根共同募金の一部を活用して社
会福祉協議会から交付されます。

福祉委員会への助成金交付要件表
区分 活動内容 助成金
1
年
目

次の 2項目を実施
●福祉委員会を単独で年 2回以上開催
●支え合いマップを作成

1万円
（年額）

2
年
目
以
降

次のうち 4項目を実施
【必須】
●福祉委員会を単独で年 2回以上開催
●支え合いマップを更新
●「福祉委員会活動計画（目標）」の作成
【選択】
●地区内福祉勉強会の開催
●災害時要配慮者避難支援制度の取組推進

3万円
（年額）
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●投票所入場券（様式を変更します）
　告示日以降、順次郵送します。今回の選挙から封書サ
イズ（3 つ折り封筒）に変更します。封書 1 通につき同一
世帯 4 人までの投票所入場券を同封します。同一世帯で 4
人を超える世帯は 2 通以上お送りします。
●選挙公報
　朝日・毎日・中日・日本経済・伊勢・産経の各新聞は
11 月 16 日（木）の朝刊に折り込み、読売新聞購読者お
よび新聞未購読世帯には投票日の 2 日前までにポストへ
投函します。また、市ホームページにも掲載します。

≪投票所≫ 7：00 ～ 20：00　

 選挙管理委員会　  74-5805
 http://www.city.inabe.mie.jp/shisei/senkyo/

投票区 建物の名称 住所 投票区の区域（自治会）
北勢第 1 ほくせい保育園 北勢町阿下喜 3851 本町、東町 1、東町 2、東町 3、西町 1、西町 2、西町 3、赤神 1、赤神

2、赤神 3、北町 1、北町 2、北町 3、瀬木、飯倉、小山

北勢第 2 畑毛公会堂 北勢町畑毛 634 西貝野、下平、向平、畑毛、塩崎、東貝野、田辺、二之瀬、小原一色、川原、
千司久連新田

北勢第 3 山郷小学校 
（多目的ホール） 北勢町大辻新田 276 其原、楚里、大辻新田、南中津原、北中津原、皷、平野新田、麻野、六

石、麻生田、昭電

北勢第 4 治田保育園 北勢町中山 5-2 麓村、加野、中山、東村西、東村東、別名、新貝、一之坂、垣内、新町
上、新町下、奥村

員弁第 1 員弁西小学校 
（西っ子ホール） 員弁町笠田新田 607 笠田新田、下笠田、上笠田、市之原、御薗、みその団地、笠田東、上笠

田北

員弁第 2 員弁コミュニティプラザ 
（美術工芸室） 員弁町楚原 940 石仏、北金井、大泉新田、楚原、畑新田、平古、平古団地

員弁第 3 員弁東小学校 
（みやのもりホール） 員弁町大泉 1201 大泉、西方、東一色、松之木、岡丁田、暮明

大安第 1 門前ふれあいセンター 大安町門前 2642 梅戸、南金井、門前、大井田、梅戸北、デンソー
大安第 2 三里保育園 大安町平塚 535 石榑下、平塚、高柳、中央ヶ丘

大安第 3 石榑小学校 
（石榑ホール） 大安町石榑南 611 石榑北山、石榑北、渕、出口、大門、山条、寺内、宇賀、宇賀新田、鍋

坂、小原、一色、戸井、新田、湟川、北垣内、神戸製鋼
大安第 4 丹生川小学校体育館 大安町丹生川中 1189 片樋、丹生川久下、丹生川中、丹生川上北、丹生川上
藤原第 1 旧東藤原小学校体育館 藤原町石川 989 東禅寺、石川、下野尻、西野尻
藤原第 2 大貝戸地域交流センター 藤原町大貝戸 2770-2 大貝戸、坂本
藤原第 3 旧白瀬小学校体育館 藤原町本郷 303 山口、本郷、市場、志礼石新田
藤原第 4 旧立田幼稚園 藤原町古田 1618 篠立、古田
藤原第 5 上相場公民館 藤原町上相場 398 鼎、上之山田、上相場、長尾、日内、下相場、川合

　期日前投票
≪期日前投票ができる場合≫
　次のいずれかの理由で投票日に投票できない人は、期日
前投票ができます。
・仕事、学業など　
　仕事、学業、地域行事の役員、本人または親族の冠婚葬

祭の用務に従事する場合
・旅行など外出

旅行、買い物、レジャーなどのため本人の投票区の区域
外へ外出または滞在する場合

・病気、収容など
疾病、負傷、妊娠、身体障がいなどのため歩行困難また

は刑事施設、少年院、少年鑑別所、婦人補導院などに収
容されている場合

・交通至難の島などに居住
　交通至難の島などに居住、滞在している場合
・天災または悪天候

台風などの天災または悪天候により、投票所に到達する
ことが困難な場合
≪期日前投票所≫
●場所　いなべ市役所員弁庁舎
●期間　11 月 13 日（月）～ 18 日（土）
　　　　8：30 ～ 20：00

いなべ市議会議員選挙
 投票日　11 月 19 日（日）  告示日　11 月 12 日（日）

　以下の場所にも備え付けます。
•	北勢庁舎、員弁庁舎、大安庁舎、藤原庁舎
•	北勢図書館、員弁図書館、大安図書館、藤原図書館
•	北勢市民会館、員弁コミュニティプラザ、大安公民館、

藤原文化センター
※選挙公報が届かない人は、ご自宅へ郵送しますので、選

挙管理委員会へお申し出ください。
≪開票≫
●場所　員弁老人福祉センター
●開票時間　21：30 ～
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●申請に必要な顔写真の無料撮影を行っています
場所　市民課、各庁舎総合窓口課
時間　8：40 ～ 16：30
持ち物　個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請
書（住所、氏名などに変更がないもの）、印鑑、本人確認
書類（免許証などの写真入りのものなら 1 点、健康保険証・
年金手帳などの写真なしのものなら 2 点）
撮影時に申請手続のサポートも行います！
●申請してまだ受け取りを済ませてない人へ
　個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書（は
がき）が本人宛に送付されています。交付通知書の表面シー
ル部分を剥がすと「交付場所」が記載されています。交付
通知書の裏面に記載のある必要書類をご持参のうえ、交付
場所までお越しください。通知書に記載のある受取期日が
経過している場合でも受け取りは可能です。また、交付通
知書を紛失された人は市民課までご連絡ください。

≪マイナンバーカード休日交付窓口開設≫
　平日の受け取りが困難な人のために休日交付窓口を開設
します。交付日の 4 日前までに市民課へ電話予約が必要
です。
●日程　11 月 12 日（日）、12 月 10 日（日）、平成 30
年 1 月 14 日（日）、2 月 25 日（日）、3 月 11 日（日）
●場所　市民課（北勢庁舎）
●時間　① 9：00　② 9：15　③ 9：30　④ 9：45　⑤
10：00　 ⑥ 10：15　 ⑦ 10：30　 ⑧ 10：45　 ⑨ 11：
00　⑩ 11：15　⑪ 11：30　⑫ 11：45（各時間 15 分程度）
　なお、9：00 ～ 12：00 まで写真の無料撮影および申請
手続のサポートも行います。（予約不要）

　マイナンバーカードを利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書などの各種証明書が最寄りのコン
ビニエンスストアで取得できます。市役所の窓口で取得するより手数料が安くなりますので、ぜひ、
マイナンバーカードを取得してください。

1. 申請用紙を記入します。

2. 記入した申請用紙を封筒に入れて郵送します。
【送付先】〒 219-8650　
日本郵便㈱川崎郵便局郵便私書箱第 2 号地方公共団体情
報システム機構個人番号カード交付申請書受付センター

3. カードが発行されたら市から交付場所などをお知らせ
するはがきを郵送します。

4. はがきに記載された交付場所でカードを受け取ります。
※本人が入院などやむを得ない理由により、交付場所に行

くことが難しい人はご相談ください。
※ 15 歳未満、成年被後見人のカードの受け取りは、その

法定代理人が同行してください。

●郵送でのマイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードを利用しよう
住民票などのコンビニ交付ができる

 市民課　  72-3513

≪マイナンバーカードについて≫
 マイナンバー総合フリーダイヤル　
 0120-95-0178

記載された内容に
変更がある場合は、
この申請書は使用
できませんので、
市民課または各庁
舎総合窓口課へお
持ちください

電話番号をご記入
ください

顔写真を貼ってくだ
さい

書いた日付を記入し
てください

□を黒く塗りつぶすと
コンビニ交付などがご
利用いただけませんの
でご注意ください

申請者本人が署名す
るか記名押印してく
ださい

15 歳未満、成年被
後見人が申請を行う
場合は、法定代理人
がご記入ください

切り取ってください

外国籍の人はご確
認ください

点字が必要な人は
□を黒く塗りつぶ
してください
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藤原岳自然科学館

【冬の野鳥を見る会】
　両ヶ池周辺の野鳥を観察します。
●日時　12 月 2 日（土）
　　　　9：30 ～ 12：00
●集合場所　大安公民館駐車場集合
●定員　40 人
●申込期限　11 月 25 日（土）
●対象者　どなたでも参加できます。

（小学生以下は保護者の同伴が必要）
●持ち物　筆記用具・返信はがき（服
装、観察用具など詳細は参加者に連絡）
●その他　観察コースは天候などによ
り変更することがあります。雨天の場
合は屋内などでの学習に変更します。
●参加費　小学生以上 1 人 100 円
●申込方法　往復はがきまたは FAX
で「開催日・希望教室名」「参加者全員
の氏名・人数」「住所」「電話番号」「学
年」を記入して申込先へ。

  藤原岳自然科学館
（〒 511-0511 藤原町市場 493-1 藤
原文化センター内）

 46-8488  46-4312

屋根のない学校
12 月の教室

【びっくり生きものアラカルト】
　野山で見られるいろいろな鳥のおも
しろ話。
●日時　12 月 2 日（土）

9：00 ～ 11：00
●講師　周東順子さん

【自然とふれあって遊ぼう】
　巣箱作り。
●日時　12 月 2 日（土）
　　　　13：30 ～ 15 ：30
●講師　伊藤一昭さん

【昆虫と遊ぼう】
　温帯にすむ昆虫の越冬戦術をさぐろう。

●日時　12 月 9 日（土）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　大山義雄さん

【人びとの命とくらしを守る植物】
　お正月の植物たち。
●日時　12 月 9 日（土）
　　　　13：30 ～ 15：30
●講師　葛山博次さん

【この指と～まれ】
　門松作り。
●日時　12 月 17 日（日）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　茂木源次さん
≪共通事項≫
●対象者　小学生・保護者
●場所　屋根のない学校（藤原町坂本
2065「簡易パーキングふじわら」隣）
●申込方法　はがきまたは FAX で「住
所」「氏名（ふりがな）」「学校名」「学年」

「電話番号」を記入して申込先へ。
  自然学習室

（〒 511-0511 藤原町市場 493-1）
 46-4311  46-4312

聖宝寺もみじ祭り

　本堂を包み込むように紅く染まる紅
葉は、秋ならではの絶景です。期間中
は、土日祝日限定でライトアップも実
施されるので、夜空の下に浮かぶ幻想
的な紅葉もお楽しみください。
●日時　11 月 18 日（土）～ 26 日（日）

9：00 ～ 17：00
●場所　聖宝寺（藤原町坂本 981）
●協力金　高校生以上 200 円

（もみじ祭り期間中のみ）
【ライトアップ】
●期間　11 月 18 日（土）、19 日（日）、
23 日（祝・木）、25 日（土）、26 日（日）
●時間　17：00 ～ 21：00
　　　　※入場は 20：30 まで

 もみじ祭り実行委員会　
 080-3642-0757　

いなべ縁 1966 カルテット
クリスマスコンサート

●日時　12 月 16 日（土）
14：00（開場 13：30 ～）

●場所　北勢市民会館さくらホール
●内容　チェロ、ヴァイオリン、ピア

ノによる演奏
●入場料（全席自由席）
一般 1,000 円（当日 1,500 円）
中学生以下 500 円（当日 1,000 円）
≪チケット取扱い≫
●市文化協会（北勢市民会館）
　平日 9：00 ～ 17：00
●チケットぴあ
　（P コード：343 － 207）

 0570-02-9999
サークル K・サンクス、セブンイレブン

 市文化協会　  82-1551

第 8 回
小さなごちそう体験

「柚子ジャム作り体験」

●内容　さっぱり爽やかな柚子ジャム
を手作りしましょう。パンやヨーグル
トにぴったりです。
●日時　12 月 16 日（土）
　　　　10：00 ～ 12：00
●場所　夢かなえ荘（いなべ市藤原町

鼎 762）
●定員　10 人
●体験料　800 円（1 人あたり）
●申込方法　市ホームページ、電話
●申込開始日　11 月 21 日（火）
●主催　いなべグリーン・ツーリズム

推進委員会
【訂正とお詫び】
　Link11 月号で掲載した第 7 回小さ
なごちそう体験「紅葉座禅体験」の体験
料を 500 円と掲載しましたが、材料

聖宝寺 もみじ祭り 検索
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金井城と種村氏（員弁町北金井）
　金井城は近江（現在の滋賀県）の守護六角氏の一族で、神崎郡種村（現在の東近江市種
町）に居住した種村氏の子孫の種村高盛が、永正 2 年（1505 年）に築いたものです。大永
2 年（1522 年）土岐氏の侵攻を受けて、当初より堅固なものにしたと推察されます。城
砦は南北 120 ｍ、東西 60 ｍほど。地形を巧みに利用して、西には幅約 20 ｍ、深さ 8
ｍほどの大規模な空堀や長い土橋、高い土塁があり、北と東は深く落ち込んだ自然の渓
谷に囲まれていました。南側は田面から 15 ｍほどの断崖絶壁になっていました。
　種村氏は永禄 11 年（1568 年）、織田信長の北伊勢侵攻時、最初は抗戦しましたが後
に降伏し、信長の配下に入りました。高盛の息子秀政は元亀 2 年（1571 年）から始まっ
た長島一向一揆で信長方として戦って戦死し、秀政の長男秀信が種村氏の跡を継ぎまし
た。
　信長は長島一向一揆を天正 2 年（1574 年）に壊滅させた後、滝川一

かずます
益に伊勢を支配さ

せました。天正 4 年（1576 年）、秀信が 28 才のとき、滝川一益の謀略にかかり、伊勢
長島城に呼び出され、変心を口実に自決させられました。家臣団は城を破却した後、他
所へ去った人もいましたが、一部の人達は種村氏の墓前で集団自決をして主家に殉じた
と伝えられています。
※参考文献　員弁町史

情報提供
ふるさといなべ市の語り部

 広報秘書課　 74-5820

いなべ
検定入門
134

め ざ せ

  15

 

 

【金井城想像復元図】
平成 15 年 9 月に、旧員弁
町文化財調査会考古資料専
門部会、太田賢治さん、伊
藤紘一さんが作成しまし
た。

費の影響で体験料を 1,000 円に変更
しました。参加される人はご了承くだ
さい。

 政策課　  74-5840

いなべ市民大学講座 Vol.2

「あなたを確実に幸せにする“実践的幸
福論”」
●日時　
12 月 2 日（土）
13：30 ～ 15：00
●講師　
中村伸一さん

（国民健康保険名田庄診療所所長）
「日本人が魚を食べる意味」
●日時　
1 月 20 日（土）
10：30 ～ 12：00
●講師　
上田勝彦さん

（㈱ウエカツ水産代表取締役）

祉体験＆国際交流コーナーなど
 ライツ 2017 反差別のつどい実行

委員会　  29-3023

いなべ総合学園高等学校
「学びのプラザ」

●内容　バードウォッチング入門
●日時　12 月 10 日（日）

9：00 ～ 12：00
●集合場所　いなべ総合学園高校

駐車場
●持ち物　双眼鏡、帽子、防寒具、筆

記用具
●講師　近藤義孝（理科教員）
●申込方法　はがきか FAX で、住所・
氏名・電話番号（可能ならメールアド
レス）を記入して申込先へ。

  三重県立いなべ総合学園高
等学校　教頭　德岡毅也
〒 511-0222 員弁町御薗 632

 74-2006  74-4104

≪共通事項≫
●定員　100 人（先着順）
●場所　員弁コミュニティプラザ
●参加費　500 円（1 講座）
●申込開始　11 月 6 日（月）
●申込方法　市内文化施設、FAX ま
たは市ホームページ申込フォームで申
し込み。

  生涯学習課
 78-3521  78-3509

ライツ 2017 反差別
のつどい（無料）

　差別のない、誰もが自分らしく生き
ていく社会を築くことの大切さを、み
んなで一緒に考えます。
●日時　11 月 19 日（日）
　　　　10：00 ～ 15：00
●場所　木曽三川公園カルチャービ

レッジ輪中ドーム
●内容　フリーマーケット、ニュース
ポーツコーナー、人権パネル展示、福
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認知症のひとと家族の
「お

オ
れ
レ

ん
ン

家
ヂ

ガフェ」

　おれん家 ガフェは、ご本人、ご家族、
関係者どなたでも気軽に参加できます。
●内容　園芸（クリスマス用）
●日時　12 月 10 日（日）10：00 ～

12：00（9：30 から受付）
●場所　大安老人福祉センター 1 階　

ひのきルーム
●費用　500 円（カフェ代など）
●申込期限　12 月 1 日（金）

  いなべ市地域包括支援セン
ター　  82-1616

自衛官候補生
陸上自衛隊

高等工科学校生徒試験日程
【自衛官候補生（男子）】
●日程
≪ 11 月自衛官候補生採用試験≫
11 月 19 日（日）
≪ 12 月自衛官候補生採用試験≫
12 月 17 日（日）
●受付期間　随時受付
●受験資格（平成30年4月1日現在）
18 歳以上 27 歳未満の健康な人
●試験会場　受付時に案内

【陸上自衛隊高等工科学校生徒】
●日程
①推薦　1 月 6 日（土）～ 8 日（月）の

いずれか 1 日
②一般　
一次試験　1 月 20 日（土）
二次試験　2 月 1 日（木）～ 4 日（日）
●受付期間　
① 11 月 1 日（水）～ 12 月 1 日（金）
② 11 月 1 日（水）～ 1 月 9 日（火）
●受験資格（平成30年4月1日現在）
①男子中卒（見込を含む）17 歳未満の

成績優秀かつ生徒会活動などに顕著
な実績を修め、学校長が推薦できる人

②男子中卒（見込を含む）17 歳未満の人
●試験会場　
①陸上自衛隊高等工科学校（神奈川県）
②三重県四日市庁舎（予定）

 自衛隊四日市地域事務所
　 （受付 9：00 ～ 17：00）

 059-351-1723 
 自衛官募集コールセンター

　 （受付 12：00 ～ 20：00）
 0120-063-792 

里親説明会を開催します

　県内には、親の病気や事故、養育困
難などの理由により、保護者と一緒に
暮らすことができない子どもたちがい
ます。このような子どもたちを家庭へ
迎え入れ、温かい愛情をもって育てて
いただいている「里親」さんのお話を聞
いてみませんか。（参加無料・事前申
込不要）
●日時　11 月 23 日（祝・木）

10：00 ～ 12：00
●場所　四日市市総合会館第 1 研修

室（四日市市諏訪町 2-2）
●内容
≪里親体験談≫
　県内で活躍されている里親さんの体
験談を聞くことができます。
≪知ってほしい。里親制度≫
　里親になるまでの流れ、三重県の現
状など制度について話を聞くことがで
きます。
≪質問コーナー≫
　希望者は個別相談ができます。

 三重県児童相談センター
 059-231-5669

救急医療情報
おたすけ箱の配布

　万が一に備えて、医療情報※を記入
し、保管することができる「おたすけ
箱」を地区民生委員の協力で 10 月以
降順次配布しています。
※医療情報とはかかりつけ医療機関、

服薬中の薬、持病、緊急連絡先など
●対象者　75 歳以上の 1 人暮らしま
たは高齢者世帯（上記以外の人でも、

必要と思う人はご相談ください）
●保管場所　冷蔵庫
●活用例
○急な病気やケガのために救急車を呼

んだときに、本人の情報を救急隊員
にすぐに伝えることができます。

〇緊急時に連絡をしてほしい人の情報
をすぐに確認することができます。
 長寿福祉課　  78-3520
 いなべ市地域包括支援センター
 82-1616

三重県救急医療情報センター
コールセンターの

電話番号が変わりました
　診察を受ける医療機関がわからない
ときなど、困ったときに活用できる三
重県救急医療情報センターコールセン
ターの電話番号が変わりました。

 059-229-1199
※受診の際は、必ず紹介された医療機

関に事前確認してください。
 健康推進課　  78-3517
 三重県救急医療情報センター
 059-227-3799

献血にご協力を！

● 12月 7日（木）
イオン大安店　10：00 ～ 12：30

14：00 ～ 16：00
 健康推進課　  78-3517

歯周病検診はもう
受けられましたか？

　今年度 40、50、60、70 歳になる
人を対象に歯周病検診を指定医療機
関にて実施しています。自己負担金
300 円で受診することができます。
　早期に歯周病疾患の予防を行うため
にも、まだ受診していない人は、平成
29 年 12 月 31 日までにぜひ受診して
ください！

 健康推進課　  78-3517
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オススメ
情報満載
図書館通信

「図書館まつりで私も図書館員」
いなべ市図書館キャラクター

いなピョン

11・12月の休館日　全館…毎週月・火（※員弁のみ祝・日・月・火・土）、12月 28日（木）～ 1月 5日（金）
 北勢図書館 72-2200（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）　員弁図書館 74-5077（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）

　 大安図書館 87-0021（開館時間／ 9：30 ～ 17：30）　藤原図書館 46-4150（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）

3 本の手のスケルツォ おちばでえをかこう（工作）

みんなでおはなしをつくろう

ぷち図書館員になろう

図書館まつり～おやこブックフェスティバル～
　今年は「色」をテーマとし、皆さんに素敵な本の世界を紹介します。
●日時　11 月 23 日（祝・木）　10：00 ～ 16：00
●場所　藤原文化センター

●開演　14：00
●場所　市民ホール
　3 本の手から広がるユーモア溢れる遊びの世界。「いろ」
と「おと」から生まれるお話。小さな子どもだけでなく、
大人も夢中になる、ライブ感溢れるコンサートです。
※入場整理券は市内図書館で配布中（電話受付不可）

●時間　10：00 ～ 12：00　●場所　大研修室

●時間　10：00 ～ 12：00、14：00 ～ 16：00
●場所　第 1・2 研修室

●時間　10：00 ～ 11：30、14：00 ～ 16：00
●場所　藤原図書館

ひきこもり相談支援
（無料）

　心のホッと！ステーション大安で
は、ひきこもり、閉じこもり、不登校
などで悩んでいる人やご家族の相談に
のり、一人一人に合った支援や解決方
法を一緒に考えていきます。
【電話・メールによる相談】
（年中無休・24 時間受付）

 090-5874-8372
 inabe@cocorostation.net

【対面相談】（年中無休・要予約）
●場所　三岐鉄道三岐線大安駅構内
●時間　10：00 ～ 12：00
　　　　13：00 ～ 16：30

 心のホッと！ステーション大安
 37-2226

若者就職支援相談
（無料）

「就職について悩んでいませんか？」
　15 歳から 39 歳までの無業状態に

に乗ります。
※通話料がかかります。
※相談は 1 時間程度を限度とします。

 三重県環境生活部くらし・交通安全
課　  059-224-2400

人権相談
（無料、秘密厳守）

12 月の人権相談
●日時　12 月 6 日（水）

13：00 ～ 16：00
●場所　藤原庁舎
●担当　藤原地区人権擁護委員
≪第 69 回人権週間≫
●期間　12 月 4 日（月）～ 10 日（日）
　昭和 23 年 12 月 10 日に国際連合
の第 3 回総会で世界人権宣言が採択
された記念に、12 月 10 日を「人権
デー」と定めました。
　日本では、毎年 12 月 4 日から 10
日までを「人権週間」と定め、全国的な
人権啓発活動を行っています。

 人権福祉課　  78-3563

ある人・ご家族・関係者をサポートし
ます。就労体験やスキルアップのため
の支援もあるので、ご相談ください。

【出張相談 in いなべ　11 月の相談日】
●日時　11 月 15 日（水）
　　　　13：30 ～16：30
●場所　藤原庁舎 2 階会議室

 北勢地域若者サポートステーション
 059-359-7280

（火～土：9：30 ～ 18：00）
ほくサポ 検索

借金に関する無料
電話法律相談

●主催　三重県多重債務者対策協議会
●日時　12 月 3 日（日）
　　　　10：00 ～15：00
　　　　12 月 4 日（月）
　　　　18：00 ～21：00
●相談方法　相談日当日のみつながる
相談専用番号を設置します。

 059-224-2644
　弁護士または司法書士が無料で相談
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緊急
相談

緊急
診察

みえ子ども医療ダイヤル #8000
《毎日》19：30 ～翌朝 8：00

桑名市応急診療所 21-9916
《日祝》9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00《土》20：00 ～ 22：00

対象者には
個別通知
します。

健康推進課 78-3517

　　　　　　　　　　　　　　日時（受付時間）　　　　 　   　場　所                             対　象　者
【1 歳 6 か月児健康診査】12 月 21 日（木）13：15 ～ 14：15　北勢福祉センター 　H28.5.23 ～ 6.17 生 および 前回欠席者
【3 歳 6 か月児健康診査】12 月   7 日（木）13：15 ～ 14：15　藤原文化センター 　H26.3.25 ～ 4.24 生 および 前回欠席者
                               12 月 14 日（木）13：15 ～ 14：15　北勢福祉センター 　H26.4.25 ～ 5.23 生 および 前回欠席者

【育児相談】
日・場所　12 月　6 日（水）　北勢福祉センター
　　　　　12 月 13 日（水）　藤原文化センター
　　　　　12 月 20 日（水）　大安老人福祉センター
　　　　　12 月 25 日（月）　員弁健康センター
受 付　9：30 ～ 11：00
持 ち 物　母子健康手帳
＊どなたでも参加できます。身体計測のみでも可。
　仲間づくりの場としてもお気軽にお越しください。

【離乳食教室】（定員各 18 人、初回参加者優先）
前期：日時　12 月 12 日（火）　9：30 ～ 9：45（受付）
　　　対象者　生後 4 か月～ 6 か月の乳児の保護者
後期：日時　12 月 19 日（火）　9：30 ～ 9：45（受付）
　　　対象者　生後 7 か月～ 11 か月の乳児の保護者

【ぷれ mama セミナー（妊婦教室）】
日 時　12 月 12 日（火）
　　　　13：00 ～ 15：00（受付 12：50 ～）
場 所　つくしんぼ（藤原町川合 770）
持ち物　母子健康手帳
内　容　妊娠期を楽しむために（スタイ作り・交流）
※電話でご予約ください。
※託児が必要な人はご相談ください。

場 所　大安老人福祉センター
持ち物　母子健康手帳、エプロン、おんぶひも
内　容　講義および調理実習
※一週間前までにご予約ください。

仕事や生活にお困りの人へ

　いなべ市くらしサポートセンター縁
（えにし）では、「なかなか仕事が見つ
からない」、「仕事が続かない」、「家賃
や電気料金などを滞納している」、「収
入はあるが借金の返済が大変」など仕
事や生活にお困りの人への相談・サ
ポートを行います。

 いなべ市くらしサポートセンター縁
（えにし）（大安庁舎）　  78-3512

宝くじの助成金で
整備しました

　東貝野自治会では、平成 29 年度コ
ミュニティ助成事業助成金（宝くじ）の
採択を受け、地震や風水害などに備え
自治会館に防災倉庫、発電機および投
光器を整備しました。
　備品などの適正な維持管理で、自主

防災組織や自警団の地域防災に関する
意識の向上など活性化が図れます。
　この助成事業は、宝くじの普及・広
報を図ることを目的として、（一財）自
治総合センターが行っているものです。

 危機管理課　  74-5898

裁判員候補者名簿
記載通知を発送します

　裁判員候補者名簿は、市の選挙管理
委員会が選挙人名簿からくじで無作為
抽出した名簿を基に、全国の地方裁判
所で作成されます。平成 30 年の裁判
員候補者名簿に登録された人には 11
月中旬に名簿に登録されたことの通知

（名簿記載通知）を送付します。
　通知が届いた人は平成 30 年 2 月ご
ろから平成 31 年 2 月ごろまでの間に
裁判所に来ていただく可能性があります。

 津地方裁判所事務局総務課庶務係
 059-226-4172

大安町内特別清掃

　大安町自治会長会の主催で大安町内
特別清掃が実施されます。
●内容　不法投棄ごみの撤去および清

掃による地域環境美化
●日程　12 月 3 日（日）
●場所　大安町全域の公共施設（道路・
公園・集会所・ごみ集積場など）を中
心とする地域
※天候などで実施するか否かについて

は、各自治会の判断になります。
【注意】
　当日、大安粗大ごみ場では自治会で
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今月の表紙
【撮影日】10 月 18 日（水）
【場所】 東海自然歩道
　「いっもごはん♪」の掛け声でカートを引く「ててて」の参
加者。（詳細は P14）散歩前に準備をした芋ごはん、そろ

そろ出来上がるかな？いっぱい動いてお腹も減ったね！

集めたごみのみを受け入れています。
混雑を防ぐため、一般家庭からの粗大
ごみの受入は行いません。

 環境政策課　  72-3559

秋季火災予防運動

　11 月 9 日（木）から 15 日（水）まで
全国一斉に、秋季火災予防運動が実施
されます。これに伴い「防火ポスター
展」を開催します。今回展示するポス
ターは管内の小・中学生の平成 29 年
度入賞作品 86 点です。
≪防火ポスター展≫　
●日程
① 11 月 2 日（木）～ 12（日）
② 11 月 14 日（火）～ 23 日（祝・木）
●場所　
①イオンモール東員
　（東員町大字長深 510-1）
②イオンモール桑名
　（桑名市新西方 1 丁目 22）
≪火災警報器を点検しましょう！≫
　住宅用火災警報器は、古くなると電
子部品の寿命や電池切れなどで、火災
を感知しなくなることがあるため、と
ても危険です。点検して、設置から
10 年経過している場合は、取り替え
をおすすめします。
≪ 2017 年度全国統一防火標語≫
「火の用心　ことばを形に　習慣に」
　火災が発生しやすい季節を迎えます。
火の元、火の取り扱いには十分注意し
ましょう。

 桑名市消防本部予防課
 24-5279

期限内納付のお願い

　期限内納付は社会のルールです。お
忘れのないようお納めください。
● 11月の納付
※上下水道料金　10・11 月分
※国民健康保険料　第 5 期

※後期高齢者医療保険料　第 5 期
●納期限（口座振替日） 11月30日（木）
＊前日までに通帳残高を確認ください。
＊口座振替の人で、万一、残高不足

などで口座振替日に振替ができな
かった場合は、12 月 13 日（水）に 
口座【再】振替 を行います。

○納付には便利な口座振替制度をご利
用ください。お申し込みはお近くの
指定金融機関などで！

【納付書（現金納付）の人へ】
上下水道料金、国民健康保険料
○取扱いコンビニエンスストアでも納

付できます。
○パソコン、スマートフォンからイン

ターネットを利用して、クレジット
カードでも納付できます。

　クレジット納付については、市
ホームページのオンラインサービス

「Yahoo! 公金支払い」をご覧になるか、
担当課までお問い合わせください。

 いなべ市水道お客様センター
 72-3516
 保険年金課　  72-3829

特集記事の
訂正とお詫び

　Link11 月号 4 ページの記事に誤り
がありましたので、訂正してお詫びし
ます。

［誤］坪井　涼介さん
［正］坪井　諒介さん

被災後の生活に備えて備蓄しよう
　大規模な災害が起こり、ライフラインが止まってしまうと、復旧や行政か
らの支援を受けるまでに時間がかかります。自宅の倒壊を免れた場合、支援
物資が届くまでに、周囲に頼らず暮らせるように備えることが大切です。そ
こで、被災後自宅での生活に必要な生活必需品の備蓄について紹介します。
　災害用非常食とあわせて生活必需品を少し多めに買い置きすることで、非
常時に役立つ備蓄品となります。食料品は飲料水・レトルト食品・缶詰など
です。生活用品はティッシュ・ゴミ袋・懐中電灯・電池など普段の生活でも
よく使用するものです。各家庭の生活にあわせて必要な物を備えましょう。
　災害がいつ起きても自宅で生活ができるように、日ごろ利用している生活
必需品を少し多めに購入し、被災後の生活の備えにしましょう。

防災ラジオ試験放送のお知らせ（毎月 11日）
11 月の試験放送は、11月 11日（土）14：00から
≪ Jアラートの試験放送≫　11月 14日（火）11：00から
※気象や地震の状況により、Jアラートの試験を中止する場合があります。

ひとくち　
　　メモ

第 10回　
身近な防災  危機管理課　  74-5898
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了圓寺

いなべ消防署

三岐線三里駅

高柳コミュニティ
センター

Ｒ４２１

大安 IC
建設現場

大安 IC の建設が進む高柳地区。地域伝統の祭りは
毎年絶やさず行っているそう。変わりゆく街並みの
中、今の風景を胸に刻み、未来に向かって歩みます。

いなべ消防署の皆さん。常時 8人以
上が即応体制で緊急時に備えている
そう。員弁町、大安町を中心に地域
の安全を守っていただいています

　 伝統を守り、そして、
変わりゆく“高柳”

秋の味覚、柿。美味しそうに色づいて
いました

昔、大蛇が住み着い
ていたと言い伝えら
れている松葉井戸

庸
よう き さ ん
凞山了圓寺。正

門右側の石碑には、
真っ二つに折れた跡
が。約 130 年前の
濃尾地震で破損した
そうです

地域の美容室で働く谷﨑美香
さん。看板犬のベルちゃん（左）
とセラちゃんがお出迎え

鬼坂。昔は竹や木々が
生い茂り、地域の子ど
もたちが度胸試しの場
として遊んでいたそう

大安 IC建設現場。平成
30年度開通予定です

携帯用
「モバイルサイト」
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救急医療情報
■三重県救急医療情報センター　 059-229-1199
■いなべ医師会（在宅当番医）　 http://inabe-med.or.jp/
■医療ネットみえ　 http://www.qq.pref.mie.lg.jp/

　  人口情報（平成 29 年 10 月 1 日現在）

　　　　 総人口：45,671（-35）
　　　　 世　帯：17,616（-8）

男：23,098（-29） 女：22,573（-6）生活情報
「まいめる」


