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○ マイタウン
    ― 可能性は無限大― 
○Pick Up! 
    ― 楽器寄附ふるさと納税 ―

特集

いなべ市のお財布事情



　市では毎年、当初予算の概要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 29 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

29 年度のふるさと納税の額
1,440 万 5 千円

234 億 8,171 万円　
歳入

ふるさと納税
　今では誰もが知っているふるさと納税。いなべ市に
も毎年全国の人から寄附をいただいています。
　いなべの魅力を身近に感じてもらえるよう、返礼品
には地域の特産品の農産物や工芸品を揃えています。

　ふるさと納税の申し込みのとき、応援コメントが添
えられていることがあります。寄附者の思いを受けて、
事業の財源として有効活用していきます。

・生まれ育ったいなべ市が元気な町でいてほしいです。

・自然を残しつつ、よい街づくりをしてください。

・私が生まれた町です。応援しています。

・いつも自転車で走ってますので、その恩返しの気持ち

です。

いなべ市の
お財布事情

平成 29年度決算

市税 38%
89.3 億円
市民税、固定資産税など皆
さんに納めていただいた税
金

市債 17%
40.2 億円
市が国や銀行などから借り
たお金

繰越金3%
6.6 億円
前年度からの余剰金

その他収入 9%
22.2 億円
使用料や手数料など

国庫・県支出金 13%
29.7 億円
国・県からの補助金など

地方交付税 10%
24.0 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
れた資金

10%
22.8 億円
基金を取り崩したお金など

繰入金
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　平成 29 年度の決算は実質
収支が 11億 7千万円の黒字
となりました。歳入および歳
出ともに昨年度より減少しま
した。減少した主な科目は、
歳入では市税、地方交付税お
よび国庫・県支出金、歳出は
普通建設事業費と積立金が減
少しました。建設事業費の財
源として国などの補助金や市
債を活用し、また公債費（借
金の返済）が減少したことで
黒字を出すことができまし
た。

29 年度に入ったお金（歳入）

234 億 8,171 万円

29 年度に使ったお金（歳出）

222 億 2,117 万円

29 年度に使う予定のお金
（繰越財源）

8,706 万円

－
－

＝

実質収支
（1 年間の収支）

11 億 7,348 万円

歳出　
222 億 2,117 万円　

【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%）

12.91％～ 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%） 17.91％～ 30％～

実質公債費比率
（年間の借金の返済額の比率） 7.3％ 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】 　財政指標

一般会計歳入・歳出

民生費 33%
74.2 億円
高齢者や子どもなどの
福祉にかかるお金

その他支出3%
6.1 億円
財政調整基金などへの積立金

農林水産業費 3%
6.9 億円
農業などをさかんにする
ために必要なお金

教育費 10%
23.2 億円
学校教育や社会教育
などにかかるお金

総務費 18%
39.0 億円
庁舎管理や広報、安全対策
などにかかるお金

土木費 11%
23.4 億円
道路の建設や維持管理
などにかかるお金

公債費 10%
21.2 億円
市の借入金の返済額

衛生費 6%
13.2 億円
健康診断やごみ処理
などにかかるお金

消防費 6%
12.8 億円
消防署の運営委託や消防団の
活動にかかるお金

議会費 1%
2.3 億円
議会を運営に必要なお金
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笠間小学校の建
て替えを行いま
した。4月から
新しい校舎で授
業が始まってい
ます。

8 億 6,985 万円笠間小学校建設事業
市内小中学校それ
ぞれの特色に応じ
た取り組みや、子
どもの自主性・創
造性を育む取り組
みを進めました。

421 万円学校 TRYある事業　

消防団員の活動拠点である大安北分団詰所
の建て替えと、大安東地区のポンプ車を更
新しました。

1 億 6,320 万円消防団施設整備事業

橋梁の修繕や、学生の自転車利用が多い道
路に自歩道の整備を行いました。

1 億 5,708 万円防災・安全交付金事業

主要事業

市道笠田新田坂東新田線、丹生川久下 2区
119 号線、市道笠田新田中央線を整備しま
した。

2 億 1,751 万円
社会資本整備総合交付金事業

福祉バス 12 路線の運行と、バス車両を 2
台更新しました。

9,985 万円福祉バス運行事業

平成 30 年度の完
成に向け、行政棟、
議会棟、シビック
コア棟、にぎわい
の森の建設を進め
ました。

12 億 1,126 万円
庁舎建設事業

日常生活を守る 命を守る

子どもの未来を守る

平成 29年度決算

4 月に新入生を迎えた笠間小学校

新しく購入した福祉バス

いなべ総合学園前の自歩道

阿下喜小学校での森の健康診断

　地域の発展や生活の向上のため、各分野でさま
ざまな事業に取り組んでいます。その中で、平成
29年度に実施した主な事業を紹介します。
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　来年春には新庁舎の完成や大安インターチェンジの
開業を控え、複数の企業進出が決まるなど、まちはま
すます発展していきます。
　今後は、具体的な事業を示して寄附を募るクラウド
ファンディング型ふるさと納税や、楽器寄附のような
課題解決型ふるさと納税などを推進し、財源の確保に
努めます。また投資的な事業には財政措置の有利な地
方債を活用するなど、市の将来負担が少なくなるよう
工夫しながら安定した財政運営を行っていきます。

482 万円
市内 4カ所のモデル地区において、大学や
地域おこし協力隊などと連携し、小さなご
ちそう体験などを実施しました。

グリーン・ツーリズム推進事業

いなべの自然をいかして活動する地域おこし協力隊

小さなごちそう体験
「さくらポークのウインナー作り体験」都市農村交流施設「いなべ市立田農園」

6,716 万円
「地域おこし協力隊」として都市部から隊員
を募集し、地域の活性化支援や農林業の支
援などを行いました。

地域おこし協力隊事業

今後のいなべ市はどうなる…？

2 億 6,266 万円
農と福祉の活性化事業

都市農村交流施設「いなべ市立田農園」の
ハウス栽培施設と市民農園の施設を整備し
ました。

197 万円結婚応援事業
市内で婚活イベントを開催したほか、新生
活を始める新婚世帯に引っ越し費用などを
補助しました。

314 万円不妊治療事業
不妊治療受診者に対し、費用の一部を助成
しました。申請件数は増加傾向にあります。

絆を守る 活力ある故郷を守る
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●給水原価…約 138.4 円 /㎥（前年度約 142.3 円）

●供給単価…約 146.1 円 /㎥（前年度約 146.0 円）

●給水人口… 45,464 人（前年比 235 人減）

 水道総務課　  72-2752

水道料金80.6％
7億7,951万円

市からの補助金2.5％
2,422万円

その他収入16.7％
1億6,125万円

定期預金の利息0.2％
192万円

収入

事務費13.2％
1億1,450万円

減価償却費など57.4％
4億9,790万円

55.5％
4億9,121万円

その他の支出2.5％
2,164万円　

企業債（借金）31.8％
7,820万円

市からの補助金49.2％
1億2,112万円

工事負担金5.0%
1,238万円

加入金14.0%
3,452万円

水道施設の整備56.2％
3億8,845万円

企業債（借金）の返済43.8％
3億222万円

企業債（借金）の利子8.8％
7,620万円

水道施設の維持費など18.1％
1億5,629万円

9億6,691万円

支出 支出

収入
2億4,622万円

6億9,068万円
８億6,655万円

水道料金80.6％
7億7,951万円

市からの補助金2.5％
2,422万円

その他収入16.7％
1億6,125万円

定期預金の利息0.2％
192万円

収入

事務費13.2％
1億1,450万円

減価償却費など57.4％
4億9,790万円

55.5％
4億9,121万円

その他の支出2.5％
2,164万円　

企業債（借金）31.8％
7,820万円

市からの補助金49.2％
1億2,112万円

工事負担金5.0%
1,238万円

加入金14.0%
3,452万円

水道施設の整備56.2％
3億8,845万円

企業債（借金）の返済43.8％
3億222万円

企業債（借金）の利子8.8％
7,620万円

水道施設の維持費など18.1％
1億5,629万円

9億6,691万円

支出 支出

収入
2億4,622万円

6億9,068万円
８億6,655万円

水道料金80.6％
7億7,951万円

市からの補助金2.5％
2,422万円

その他収入16.7％
1億6,125万円

定期預金の利息0.2％
192万円

収入

事務費13.2％
1億1,450万円

減価償却費など57.4％
4億9,790万円

55.5％
4億9,121万円

その他の支出2.5％
2,164万円　

企業債（借金）31.8％
7,820万円

市からの補助金49.2％
1億2,112万円

工事負担金5.0%
1,238万円

加入金14.0%
3,452万円

水道施設の整備56.2％
3億8,845万円

企業債（借金）の返済43.8％
3億222万円

企業債（借金）の利子8.8％
7,620万円

水道施設の維持費など18.1％
1億5,629万円

9億6,691万円

支出 支出

収入
2億4,622万円

6億9,068万円
８億6,655万円

水道料金80.6％
7億7,951万円

市からの補助金2.5％
2,422万円

その他収入16.7％
1億6,125万円

定期預金の利息0.2％
192万円

収入

事務費13.2％
1億1,450万円

減価償却費など57.4％
4億9,790万円

55.5％
4億9,121万円

その他の支出2.5％
2,164万円　

企業債（借金）31.8％
7,820万円

市からの補助金49.2％
1億2,112万円

工事負担金5.0%
1,238万円

加入金14.0%
3,452万円

水道施設の整備56.2％
3億8,845万円

企業債（借金）の返済43.8％
3億222万円

企業債（借金）の利子8.8％
7,620万円

水道施設の維持費など18.1％
1億5,629万円

9億6,691万円

支出 支出

収入
2億4,622万円

6億9,068万円
８億6,655万円

　平成 29年度は前年度に引き続き、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）

29 年の収益的支出

8 億 6,655 万円
29 年度の収益的収入

9 億 6,691 万円 － ＝ 利益

1 億 36 万円

29 年の資本的支出

6 億 9,068 万円
29 年度の資本的収入

2 億 4,622 万円 － ＝ 差引額

－ 4 億 4,446 万円

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）

※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

資本的収入・支出

平成 29年度決算
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今後の水道事業はどうなる？
「新水道ビジョンの策定にあたって」

　いなべ市では、市の総合計画や国の方針などを踏ま
え、これまでの水道事業の見直しを行い、今後の事業
運営の指標となる「いなべ市新水道ビジョン」を策定
しています。
　策定にあたっては、老朽化する水道施設の更新需要
や大規模地震に対応する耐久化などを踏まえて、財政
計画の見直しを実施します。将来にわたって安全で安
定した水道水を供給し続けるため健全な水道事業運営
を目指していきます。

　大規模な地震により破損した配水管からの水の流出を防ぐため、主要な配水池に緊
急遮断弁を設置しました。また、老朽化した施設や機械設備の修繕および更新を行い
ました。

　東貝野配水池（北勢町）、石榑北山配水池、宇賀配
水池（大安町）および藤原東部配水池（藤原町）の 4
配水池に緊急遮断弁を設置しました。

　緊急遮断弁は災害時に作動して余分な水の
流出を止めます。災害時の飲料水の確保や破
損した配水管からの流水による被害を防ぐた
めに必要な設備です。

緊急遮断弁の設置

平成29年度の主要事業

水道監視システム

　水源地での取水量や配水池からの配水量、機器の運
転状況や故障状況を北勢庁舎内の水道工務課で画面監
視しています。平成 29年度は、員弁町上水道監視シ
ステムを更新しました。

　平成 27年度から 3年間、市内全域の漏水調査を実
施しました。平成 29年度は、北勢町の一部と藤原町
全域で実施し、漏水箇所の修繕工事を行いました。
　この結果、有収率（年間の料金徴収の対象水量÷年
間に給水した水量）が 87.4％となり、前年度に比べ
6.0％上昇しました。

員弁町上水道監視システムの更新

漏水調査の実施

緊急遮断弁
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まちで起こった出来事や
気になるあの人を紹介します。

　10月 15日（月）、阿下喜小学校で女子サッカー日本代表

として活躍した川上直子さんが特別授業を行いました。日

本サッカー協会（JFA）が「夢」をテーマに実施している「ここ

ろのプロジェクト」の 1つで、川上さんは「夢先生」として、

夢を実現するために必要なこと、仲間の大切さなどを 5年

生 19人に伝えました。

　川上さんは膝の怪我で日本代表になる夢を諦めかけたこ

とがあるそう。「支えてくれた家族、友達、チームメイトに

頑張っている姿を見せたいから全力でチャレンジした。み

んなの可能性は無限大。勇気と覚悟を持って試練を乗り越

えて」とメッセージを送りました。

可能性は無限大

秋景色（中津原）

川上直子さん 阿下喜小で特別授業

1

1. 元 J リーガー安永聡太郎さん（右）とミニゲームも 2. 川上さ
ん（右）と作戦タイム 3. 夢がかなったときを想像しよう !

2

治田小、稲刈り体験
秋の恵みを収穫

　9月 28 日（金）、治田小学校の 5年生 27人が稲刈

りに取り組みました。地域の人が指導者として参加し、

鎌の使い方や収穫した稲の束ね方を教えていました。

　今年の 5月に授業の一環でもち米を植え、地域の協

力を得て育てました。500 平方メートルの敷地に黄金

色の穂がびっしり実り、例年と比べて、豊作だったよ

うです。この日は敷地の一部を刈り取り、児童は真剣

な表情で丁寧に作業に取り組んでいました。

　稲刈りを終えた児童は、「初めての稲刈りで緊張し

た」「楽しかったから、全部刈りたかった」と話して

いました。収穫したもち米とわらは、11 月にしめ縄

づくり、12月に餅つきで使われます。 1. 台風が来る前に急きょ稲刈り 2. 全部積める ?3. 地域の人に感謝
1

2

2

3

3
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　10月 1日（月）、市と㈱ベネッセコーポレーションは社員の派遣に

関する協定を締結しました。これは総務省の「地域おこし企業人交流

プログラム」を利用したもので、市内小学校に ICT機器活用支援員と

して同社の社員 2人が派遣されます。

　支援員は、電子黒板、タブレット端末の利用環境整備、資料や教材

作成支援などで、児童の学習のサポートを行います。

㈱ベネッセコーポレーションと協定締結

　9月 20日（木）、市と㈱アグリッドが農業ハウスでの農産物栽培

を通した農業技術の開発などに関する協定を締結しました。

　アグリッドは、㈱浅井農園と㈱デンソーにより設立された合弁会

社。浅井農園の栽培技術や品種開発技術に、デンソーの作業の自動

化や環境制御の技術を導入し、生産性と持続性の高い農業を目指し

ます。現在、大安町大井田地内に東海地区最大（4ha）の農業ハウス

を建設中。2019 年秋からミニトマトと大玉トマトの栽培を開始し

ます。市は、地域との調和を図るため同社に協力します。

　市長は「いなべのブランドの 1つとなる取り組み。地域と協力し

ながら三重県、日本の農業をリードしましょう」と話しました。

㈱アグリッドと協定締結

東海地区最大のハウスで農業改革

左からデンソー専務役員伊藤正彦さん、市長、浅井農
園代表取締役浅井雄一郎さん、鈴木英敬三重県知事

小学校 ICT 機器活用

市長とベネッセコーポレーション初等中等教育事
業本部営業部副部長小柳さん

パステルアート
好きな色で自由に描こう

　10月 14日（日）、北勢福祉センターで「指でくるくるパステルアート」が

行われました。放課後こども教室ほくせいが年間通して開催している講座で、

この日は小学生 16人と大人 1人が参加しました。

　作品のテーマはハロウィン。かぼちゃとお化けの下絵に好きな色を指で塗り、

目や口をボールペンで書き入れたり色を消して形を作ったりして表現していま

した。完成後は、スタンプを使った山の風景画に挑戦する参加者もいました。

　講師の吉岡幸子さんは「パステルの魅力は色を混ぜてグラデーションが作り

やすいこと。指で描くことで脳が活性化して、アイデアもどんどん湧いてきま

す」と話していました。

　日置萌衣さん（員弁東小 3年）はお化けにちょうちんを持たせるなど工夫

をしていて、「背景を真っ黒に塗るところが大変だった」と話していました。

茶こしで粉にしたパステルで少しずつ着色。綿棒やコットンでも描けます

▼
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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

いなべ市健康マイレージ事業

≪参加方法≫
①「とこわか健康マイレージポイントカード」を、健康推

進課またはイオン大安店（協力事業所）で受け取る。
②市が実施する検診の受診、健康教室や協力事業所が実施

する健康イベントに参加、自主的健康づくり活動を「健
康づくりのための行動記録票」に記録すると健康推進課
窓口でポイントカードに、スタンプを押印します。

※行動記録票は健康推進課で受け取るか、市ホームページ
からダウンロードできます。

　市民の健康寿命を延ばすため、11 月 1 日（木）から県が実施す
る三重とこわか健康マイレージ事業と連携し、「いなべ市健康マイ
レージ事業」を実施します。
　健康づくりに取り組む市民を増やし、健康な人たちで溢れるまち
を目指し、市内協力事業所と協働で行います。

 健康推進課　  78-3517

③「とこわか健康マイレージポイントカード」に、スタン
プが 30 個貯まったら、健康推進課で「三重とこわか健
康応援カード」と引き換えます。

④三重とこわか健康応援カードを市内協力事業所に提示す
ると、その店独自のお得なサービスを受けることができ
ます。サービスの詳しい内容については、三重県のホー
ムページ（  http://www.pref.mie.lg.jp/KENKOT/
HP/m0068900107.htm）をご覧ください。

日ごろの生活にプラスワンで、健康とお得なサービスをゲット！

10

平成 31 年成人式  生涯学習課　  78-3521

●日程　平成 31 年 1 月 12 日（土）
【平成 31 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。

　案内状は、平成 30 年 10 月 1 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
持っていない人も自由に参加できます。

いなべ市健康マイレージ事業の対象となる取り組みとポイント付与数
種類 内容 ポイント付与数

指定検診（健診） 特定健診、胸部検診（肺がん結核）、胃がん検診、大腸がん検診、前立腺
がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、肝炎検査、骨粗しょう症検診

1 健診（検診）につき、1 ポイント
（健診日から 1 年以内の結果を持参）

指定健康講座健康づくり
取り組みメニュー

骨粗しょう症予防教室、糖尿病重症化予防教室、食生活改善推進員養成
講座、元気クラブ拠点コース参加、元気クラブ集会所コース参加 1 回参加ごとに 1 ポイント

協力事業所 協力事業所が行う健康イベントに参加 1 回参加ごとに 1 ポイント
市長が適当と認めるもの 自主的健康づくり活動（ゆっくり食べる、早く歩く） 実施記録の○が 7 個で 1 ポイント

会場 場所 受け付け 開式
大安 大安公民館   9：30 10：00
員弁 員弁コミュニティプラザ 10：00 10：30
北勢 北勢市民会館 10：30 11：00
藤原 藤原文化センター 11：00 11：30
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「ソウインコンポ」とは？

　市内で発生した「し尿」や「浄化槽汚泥」は、桑名広域環境
管理センターで衛生的に処理されています。この処理過程
で発生した余剰汚泥を脱水・乾燥させて生産している普通
肥料が、し尿汚泥肥料「ソウインコンポ」です。

配布方法

●配布日時　11 月 15 日（木）9：00 ～ 12：00
※先着 150 人とし、予約は受け付けません。
※受付場所へ直接来られた人の分だけお渡しします。
※配布終了のお知らせは市ホームページに掲載します。
●配布場所　北勢庁舎北駐車場
●配布数　1 人につき 2 袋（4kg ／袋）
●配布条件
①いなべ市民で、家庭菜園などを目的に肥料を使用する人
②転売をしないこと

環境にやさしい 安心 
　第 9 回「ソウインコンポ」無料配布！

 環境政策課　  72-3559

環境にやさしい「ソウインコンポ」をぜひご利用ください！

桑名広域環境管理センターとは？

　桑名広域環境管理センターは、いなべ市・桑名市・木曽
岬町・東員町から発生して持ち込まれた「し尿」や「浄化槽
汚泥」を処理している施設です。周辺環境への負担軽減や
資源循環型の施設として貢献しています。

児童虐待やDVを防ぎましょう !

11 月 12 日（月）～ 25 日（日）は
女性に対する暴力をなくす運動の実施期間

　『配偶者・恋人などからの暴力（DV）』…ひとりで悩ま
ず相談を！
　あなた自身やお子さんの安全を第一に考え、ひとりで悩
まず、まずはご相談ください。秘密は厳守します。
　身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力もご相談ください。
※緊急の場合は最寄りの警察署へご相談ください。

  いなべ警察署　 84-0110

11 月は児童虐待防止推進月間

「未来へと 命を繋ぐ 189（いちはやく）」
　虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、出産や子育てに悩
んだときにはご連絡ください。通報は国民の義務です。（児童虐待の防
止等に関する法律第 8 条）※虐待の通報が間違いであっても責任は問わ
れません。    

いなべ市の児童虐待、配偶者・恋人などからの暴
力（ドメスティックバイオレンス＝ DV）防止対策

　市では、「いなべ市要保護児童等対策地域協議会」を設置
し、児童虐待やDV 防止についての対策を検討しています。
今年度も関係機関の代表者による会議を開催し、市の相談
事業の報告や意見交換を行っています。

 三重県北勢児童相談所　 059-347-2030

 家庭児童相談室　 78-3535  78-2678

「おかしいな…」と思ったら連絡・相談を！
　虐待や暴力のサインを見逃さず、早期に把握し、適切な支援をし
ていくため、地域の皆さんからの早めの連絡・相談をお願いします。
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楽器寄附ふるさと納税
～引き継がれる笑顔と感謝が奏でるメロディー～

　家庭で使われなくなった“休眠楽器”の寄附を受け入れる
「楽器寄附ふるさと納税」の受け付けを 10 月 10 日（水）から
始めました。
　「楽器寄附ふるさと納税」は、全国に眠る使われなくなっ
た楽器を寄附していただき、楽器の足りない学校に届ける、
国内初の取り組みです。寄附者は楽器の査定額に応じ、税
金の控除を受けられます。
　この制度は、いなべ市が考案し、その想いに共感、賛同
した株式会社マーケットエンタープライズ（本社：東京都中
央区）の協力を得ることで実現しました。

　現在、大安中学校の吹奏楽部が希望するクラリネット、
サックス、ホルン、トロンボーンなどの楽器を募集してい
ます。寄附された楽器は、随時学校に届けられ、生徒たち
の手で、眠っていた音色が蘇ります。
⇒申し込みは、専用ホームページから

 http://www.gakki-kifu.jp/
※市民の皆さんが寄附した場合も、税金の控除が受けられ

ます。

楽器寄附の流れ

寄附者

寄附者の
負担ゼロ

いなべ市 査定協力事業者

専用ホームページ

寄附申込専用フォーム

①楽器寄附査定申し込み

②査定承認＋梱包キット発送

④最終査定結果通知

③楽器発送

⑤寄附承認／実行
寄附実行通知

⑤́ 寄附拒否／楽器返送依頼

⑥楽器発送／納品

⑥́ 楽器返送

⑦感謝状送付
　税金控除

 政策課　  74-5840
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日沖市長 小林泰士さん

株式会社マーケットエンタープライズ
代表取締役社長

【合同発表会】

　この事業は、「生まれ育ったまち、応援
したいまち」に寄附をするという、見返り
を求めない「ふるさと納税」制度の本来の趣
旨に沿った取り組みです。
　受け付け開始以降、多くの人から問い合
わせをいただいています。市では、同じ課
題を持つ市町村とも共有し、輪を広げたい
と考えています。また、楽器以外にも“モノ”
で気軽に寄附ができる環境を提供していき
ます。

大切にしてきたモノに思いを込
める「寄附文化」の醸成と、感謝
の気持ちや楽器を大切にする

「心の教育」。そして、新たに生
まれる「つながり」。楽器寄附か
ら始め、楽器以外のモノへの展
開も視野に「物納」によるふるさ
と納税を全国へと広げます。

日沖市長からお話を伺ったとき、
その熱意と思いに共感し、この
プロジェクトへの参加を決めま
した。当社のノウハウがこのよ
うな形で生かされるのは、新し
いつながりを生み出す意味でも
非常に有意義なことだと感じて
います。

　10 月 9 日（火）に都道府県会館（東京都千代田区）で「楽器寄附ふる
さと納税記者発表会」を開催しました。

モノ寄附スタイルの
ふるさと納税の多様化

全国地方自治体の
参加を可能に

1. 楽器をそのまま寄附するパターン

2. 楽器の買取額を寄附するパターン

寄附者 寄附希望
楽器を選択

寄附希望楽器：クラリネット、サックス、ホルン、トロンボーン、　
　　　　　　　ユーフォニアム、チューバ、ティンバレス

税金控除（査定額分）

税金控除（買取額分）

寄附希望楽器
以外の場合

査定申し込み

査定申し込み

寄附承認可否

寄附承認可否

査定協力
事業者

査定協力
事業者

楽器リユース
展開

いなべ市

いなべ市
寄附実行

寄附実行

寄附者

専用ホームページ

専用ホームページ

楽器 楽器

楽器 買取額

楽器
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藤原岳自然科学館

【冬の自然観察】
　藤原岳山麓を散策し、動物の足跡や生
き物の冬越しの様子などを観察します。
●日時　1 月 19 日（土）
　　　　9：30 ～ 12：00
●場所　藤原文化センター・藤原岳山麓
●定員　40 人
●申込期限　1 月 12 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】
　ドングリや木の葉っぱを集めてみよう。
●日時　12 月 1 日（土）

9：00 ～ 11：00
●講師　俵秀作さん

【自然とふれあって遊ぼう】
　巣箱作り。
●日時　12 月 1 日（土）
　　　　13：30 ～ 15 ：30
●講師　藤田重輝さん、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探ろう。

●日時　12 月 8 日（土）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　石田昇三さん、大山義雄さん

【人びとの命とくらしを守る植物】
　お正月に使う植物たち。
●日時　12 月 8 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 16 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

　本堂を囲む圧巻の紅葉で、深まる秋
を体感できます。期間中の土日祝の夜
にはライトアップもあり、幻想的な光
景をお楽しみいただけます。

●日程　11 月 17 日（土）～ 25 日（日）
●時間　9：00 ～ 17：00
　　　　（入場は 16：30 まで）
●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≫
●日程　11 月 17 日（土）、18 日（日）、
23 日（祝・金）、24 日（土）、25 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

第 22 回 MAG-CUP
少年サッカー交流大会

　東海環状自動車道沿線地域の連携交
流強化を目的に、次世代を担う小学生
がサッカーを通し友情と親睦を深め、
交流の輪を広げるため開催します。
　いなべ市からはいな
べ FC ジュニア、大安
フットボールクラブの
2 チームが出場します。
●日時・会場
12 月 15 日（土）（予選リーグ）
　10：30　員弁運動公園
　10 ：45　東員町スポーツ公園（東員

町大字北大社 323）
　　　　　NTN 総合運動公園（桑名

市芳ヶ崎 1859-4）
12 月 16 日（日）（決勝トーナメント）
　9：45　員弁運動公園
●主催　MAG-CUP 少年サッカー交

流大会実行委員会
 高速道路対策課　  46-6313

いなべ縁 1966 カルテット
クリスマスコンサート

●内容　チェロ、ヴァイオリン、ピア
ノによる演奏

●日時　12 月 15 日（土）
14：00（開場 13：30 ～）

●場所　北勢市民会館さくらホール
●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≫
●市芸術文化協会（北勢市民会館）
　平日 9：00 ～ 17：00
●チケットぴあ
　（P コード：127 － 700）

 0570-02-9999
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震動山光明寺（大安町大井田）
　震動山光明寺※は、かつて大安町大井田の東の高台の真道山にあって、勝蓮寺という真
言宗の寺でした。天正年間の大地震で倒壊し、文禄 4（1595）年に本願寺第 11 世顕

け ん に ょ

如上
人に深く帰依した僧・釈

しゃくりょうい

了意（現松原氏の祖）によって現在地へ移されたそうです。
　光明寺の歴代住職は代々名僧が多かったそうです。中でも 12 世の松原深

じ ん た い

諦師（嘉永 5
（1859）年生まれ）と 13 世の致

ち お ん

遠師（明治 17（1884）年生まれ）は特に著名です。
　深諦師は本山本願寺に 38 歳で入り、大阪、函館、鹿児島の別院に勤務していました。
やがて欧米を歴訪し、本山に戻った深諦師は、その後 3 期の執行長を勤めました。
　致遠師は若いころは新聞記者をしていて、西郷隆盛や大久保利通をよく知る人から取
材し、伝記を出版しました。大正 12（1923）年東京築地本願寺から、ヨーロッパへ派遣
されて、ローマ法王庁に駐在し今後の宗教の可能性を模索しました。帰国後は著述、法
話のため日本全国を行脚しました。また、致遠師の執筆により、朝日新聞に連載された

「超
ちょうにちがっこう

日月光」は、その後書籍化され、現在も古書店で取り扱われています。
※山号の震動山の震動とは六種震動のこと

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

146

め ざ せ
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【珍しい鐘楼堂から本堂を望む】
光明寺住職松原氏によれば「六
種震動とは諸経典における稀有
な勝縁の象徴表現。仏説無量寿
経では、釈迦仏の誕生に際して、
大地が六種に震動したと説かれ
ている」とのことです。

ぴあスポット、セブンイレブン
 （一社）いなべ市芸術文化協会　
 82-1551

市民祭舞台発表会
（無料）

●内容　フラダンス、大正琴、舞踊、
剣舞、コーラス、オカリナ、詩吟など
※終演後マジックショーや福引を行い
　ます。
●日時　11 月 25 日（ 日 ）9：30 ～

15：40（開場 9：00）
●場所　北勢市民会館さくらホール

 （一社）いなべ市芸術文化協会
 82-1551

第 10、11 回
小さなごちそう体験

【茶会体験東林寺案内付き】
●内容　本格茶室（藤庵）
での茶会体験と美しい虹
が立つ白滝の東林寺案内
●日時　11 月 17 日（土）
Ａコース（お抹茶体験→東林寺案内）
9：30 ～ 11：00

B コース（お抹茶体験→東林寺案内）
10：00 ～ 11：30
●場所　A コース：藤庵（北勢町京ヶ

野新田 1-20）
　　　　B コース：東林寺（北勢町川

原 2913-1）
●定員　各コース 5 人
●参加費　2,000 円（1 人あたり）

【そばいなり寿司作り体験】
●内容　そばのさっぱ
りとした味といなりが
ベストマッチ！
●日時　12 月 1 日（土）　
　　　　9：30 ～ 11：30
●場所　夢かなえ荘（藤原町鼎 762）
●定員　10 人
●参加費　1,000 円（1 人あたり）
●申込開始日　11 月 6 日（火）
≪共通事項≫
●申込方法　市ホームページ、電話

  政策課　  74-5840

ナースカフェ in 四日市
（無料）

　看護の現場を離れている人が円滑に
職場復帰できるようにするための体験

学習を行います。
●内容　看護技術演習、電子カルテ操

作体験、就業相談など
●日時　11 月 29 日（木）10：00 ～

14：30
●場所　四日市文化会館（四日市市安

島 2-5-3）
 三重県看護協会三重県ナースセン

ター　  059-222-0466

認知症のひとと家族の
「お

オ
れ
レ

ん
ン

家
ヂ

ガフェ」

　季節の野菜盛りだくさん ! おなか
いっぱい ! 栄養満点 ! 作って・食べて・
仲間と楽しく交流を図りましょう !
●内容　収穫祭（いも煮会）、人形劇
●日時　11 月 25 日（日）10：00 ～

14：30（9：30 ～受け付け）
●場所　員弁老人福祉センター
●参加費　700円（カフェ、傷害保険代）
●持ち物　エプロン、三角巾、マスク
●申込期限　11 月 19 日（月）

 市民活動センター
 74-5806  74-5834
 認知症予防ボランティアかのん
 090-3458-1305
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第 13 回子育て応援 !
わくわくフェスタ（無料）

　レジ打ち体験などのお仕事体験、遊
び、工作を楽しめるブース、子育て情
報の紹介ブースなどさまざまな企業、
団体が出展します。
●日時　11 月 23 日（祝・金）
　　　　10：00 ～ 16：00
●場所　輪中ドーム（桑名市長島町西

川地先）
 三重県子ども・福祉部少子化対策課
 059-224-2269

子育て応援！わくわくフェスタ 検索

親子で楽しく
コーディネーション

トレーニング
●日程　第 1 回　11 月 17 日（土）
　　　　第 2 回　12 月 1 日（土）
　　　　第 3 回　1 月 19 日（土）
●時間　11：10 ～ 12：00
●場所　北勢市民会館さくらホール
●対象者　4 ～ 5 歳児とその保護者
●定員　各回 30 組（先着順）
●参加費　無料
●申込方法　市内文化施設、市ホーム

ページ、FAX
  生涯学習課　
 78-3521　
 78-3509

学びのプラザ

【ジグソーによるパズルづくり（木工）】
●日時　11 月 17 日（土）
　　　　13：00 ～ 15：30
●場所　いなべ総合学園高等学校美術室
●定員　10 人
●参加費　300 円（材料費など）
●講師　いなべ総合学園美術科教員

【メロンパン作り】
●日時　11 月 22 日（木）
　　　　18：00 ～ 20：00
●場所　いなべ総合学園高等学校調理室

●定員　20 人
●持ち物　エプロン、三角巾
●参加費　500 円（材料費など）
●講師　いなべ総合学園家庭科教員
≪共通事項≫
●申込期限　11 月 14 日（水）
●申込方法　はがきまたは 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。

  いなべ総合学園高等学校
（〒 511-0222 員弁町御薗 632）

 74-2101  74-4104

献血にご協力を

● 12 月 13 日（木）
イオン大安店　10：00 ～ 12：30
　　　　　　　14：00 ～ 16：00
● 12 月 21 日（金）
日下病院　　　13：30 ～ 16：00

 健康推進課　  78-3517

歯周病検診を
受診しましょう

　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
30 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

毒キノコによる
食中毒について

　毎年、秋になると、毒キノコによる
食中毒が多く発生しています。
　食用のキノコと確実に判断できない
キノコは、絶対に「採らない ! 食べな
い ! 売らない ! 人にあげない !」を徹底
してください。

【ポイント】

●知らないキノコは採らない、絶対に
　食べない。
●「柄が縦に裂けるキノコは食べられ

る」、「ナスと一緒に煮ると大丈夫」
などの言い伝えや迷信は信じない。
 桑名保健所衛生指導課　
 24-3623

若者就職支援相談
（無料、要予約）

「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
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 21 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

生活や仕事に
お困りの人へ

　「借金の返済が大変」、「仕事がみつ
からない」、「仕事が続かない」、「どこ
に相談していいのかわからない」、「家
族のことで悩んでいる」など、生活や
仕事にお困りの人への相談・サポート
を行います。
　ひとりで抱え込まずに、まずはご相
談ください。

 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

いなべ命の相談電話

　死にたいと思うほどつらい思いをさ
れている人、気持ちがいっぱいになっ
ている人、少しお話しませんか。匿名
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オススメ
情報満載
図書館通信

「今年は紙芝居ライブ」
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（金）～ 1 月 5 日（土）、員弁…12 月 27 日（木）

 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）

マーガレット一家「たっちゃんの紙芝居ライブ」

つなげて・ふやして

パズる広場

おちばでえをかこう（工作）

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～
　今年のテーマは「ひらめき」。みんながひらめく

イベントや本が盛りだくさん！
●日時　11 月 23 日（祝・金）　10：00 ～ 16：00
●場所　藤原文化センター

●開演　11：00 ～、14：00 ～
●場所　市民ホール
　「次にでてくる四角いものは？白いもの
は？小さいものは？」ことばあそびやクイズなど、観客
とのかけあいをメインにした「紙芝居ライブ」です。

●時間　10：00 ～ 16：00
●場所　美術教室

●時間　10：00 ～ 16：00　●場所　大研修室

●時間　10：00 ～ 11：00、13：00 ～ 14：00
●場所　第 1、2 研修室

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

で相談できます。
いなべ命の相談電話
●日時　毎週水曜日（祝日は除く）
　　　　13：00 ～ 16：00

 78-3831

人権相談 
（無料、秘密厳守）

11 月の人権相談日
●日時　11 月 14 日（水）
　　　　13：00 ～ 16：00
●場所　大安庁舎
●担当　大安地区人権擁護委員
12 月の人権相談日
●日時　12 月 5 日（水）
　　　　13：00 ～ 16：00
●場所　藤原文化センター
●担当　藤原地区人権擁護委員
≪第 70 回人権週間≫
●期間　12 月 4 日（火）～ 10 日（月）
　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

※平日 8：30 ～ 17：15、土日祝、
時間外は留守番電話で対応
 総務省三重行政監視行政相談センター
 059-227-6661
 総務課　  74-5805

試験放送

　毎月 11 日に、防災ラジオの試験放
送を実施しています。
　緊急放送は防災ラジオのスイッチが
入っていない状態でも、自動で起動し、
終了します。防災ラジオは常時、コン
セントにつないだ状態を維持してくだ
さい。なお、最大音量で放送しますの
でご了承ください。
●日時　12 月 11 日（火）14：00 ～

【J アラート全国一斉訓練】
●日時　11 月 21 日（水）11：00 ～
※毎月 11 日の定期試験放送ではあり

ません。
 危機管理課　  74-5898

され、その日を記念し、国際連合では、
12 月 10 日を「人権デー」と定め、人
権擁護活動を推進しています。
　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

行政相談（秘密厳守）

　総務大臣から委嘱された「行政相談
委員」が、国、県、市並びに特殊法人
などの仕事について、苦情や意見、要
望を聞き、その解決を図ります。
●日程、場所
11 月 27 日（火） 北勢福祉センター
12月4日（火） 藤原庁舎
12月18日（火） 員弁老人福祉センター
●時間　13：00 ～ 16：00
　電話でも毎日受け付けています。

【行政苦情 110 番】
 0570-090-110
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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 13 日（木）13：15 ～ 14：15　北勢福祉センター 　H29.5.10 ～ 6.  4 生 および 前回欠席者
【3 歳 6 か月児健康診査】12 月   6 日（木）13：15 ～ 14：15　藤原文化センター 　H27.4.21 ～ 5.13 生 および 前回欠席者
                               12 月 20 日（木）13：15 ～ 14：15　北勢福祉センター 　H27.5.14 ～ 6.12 生 および 前回欠席者

【育児相談】
日・場所　12 月　3 日（月）　北勢福祉センター
　　　　　12 月 12 日（水）　藤原文化センター
　　　　　12 月 19 日（水）　大安老人福祉センター
　　　　　12 月 26 日（水）　員弁健康センター
受付時間　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】
前期：日　時　12 月 11 日（火）　9：30 ～ 9：45（受け付け）
　　　対象者　生後 4 カ月～ 6 カ月の乳児の保護者
後期：日　時　12 月 18 日（火）　9：30 ～ 9：45（受け付け）
　　　対象者　生後 7 カ月～ 11 カ月の乳児の保護者

【ぷれ mama セミナー（妊婦教室）】
日 時　12 月 11 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
※ 1 週間前までにご予約ください。

秋季火災予防運動
11月 9 日（金）～15 日（木）

　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・中学生の入賞作品
86 点です。
≪防火ポスター展≫　
●日程
① 11 月 1 日（木）～ 11 日（日）
② 11 月 14 日（水）～ 25 日（日）
●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 1-22）
≪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 年を目安に火災警報器を交換しま
しょう。
≪ 2018 年度全国統一防火標語≫
忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認
　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

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 2 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
集めたごみのみ受け入れています。混
雑を防ぐため、一般家庭からの粗大ご
みの受け入れは行いません。

 環境政策課 　  72-3559

期限内納付のお願い

● 11 月の納付
〇国民健康保険料　第 5 期
〇後期高齢者医療保険料　第 5 期
〇上下水道料金　10・11 月分
●納期限（口座振替日）　11月30日（金）

【口座振替の人へ】
〇前日までに通帳残高をご確認ください。
〇万一、預金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（木）に 口座≪再≫振替 を行
います。
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今月の表紙
【撮影日】10 月 15 日（月）
【場 所】 阿下喜小学校

特別授業で行われたミニゲーム。複雑なルールのおにごっこ
は仲間との協力が重要 ! 鬼役の安永選手をつかまえる方法を
みんなで相談します。手をつないで追いかけたり、応援した
り。笑顔がこぼれる時間になりました。（詳細は P14）

【納付書（現金納付）の人へ】
（国民健康保険料、上下水道料金）
○取り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。

※納付には便利な口座振替制度をご利
用ください。申し込みはお近くの指
定金融機関などで !
 保険年金課　  72-3829
 水道お客様センター　  72-3516

印鑑登録証明書の
男女別表記を削除

　印鑑登録証明書に記載の男女別表記
について、LGBT などの性的少数者
へ配慮するため、条例を改正し、印鑑
登録原票の登録事項から男女の別を削
除します。
●施行日　11 月 1 日（木）

 市民課 　  72-3513

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
日窓口を開設します。
●日時　11 月 25 日（ 日 ）9：00 ～
12：00（15 分毎に予約受け付け）
●場所　市民課（北勢庁舎）
●その他　当日はマイナンバーカード
用写真の無料撮影および申請手続きの
サポートも行います。
※マイナンバーカードの受け取りには

交付日の 4 日前までに市民課に予
約が必要です。また、通知カードを
まだ受け取りされていない人で休日
受け取りを希望する場合も、事前連
絡が必要です。
  市民課　  72-3513

阿下喜マップ
11 月 1 日発行

　昭和の面影が色濃く
残る阿下喜の店舗や施
設を紹介するマップが
完成しました。
●目的　阿下喜の魅力

を発見、回遊、にぎわいの森
来訪者を地域に訪れてもらう
きっかけ作り

●配布場所　阿下喜の各店舗、施設、
　　　　　　各庁舎

 政策課　  74-5840

中小企業退職金
共済制度

　中小企業の事業主が、従業員の退職
金を計画的に準備できる国の退職金制

度です。仕事への意欲づくりに中退共
制度へ加入しませんか？

【制度の特色】
●掛金の一部を国が助成
　（※一部対象外あり）
●掛金は全額非課税、手数料不要
●社外積立型で管理が簡単
●従業員ごとの納付状況や退職金試算

額を事業主に通知
●家族従業員やパートタイマーも加入

可能
●他の退職金、企業年金制度などとの

間で積立資産を持ち運びすることが
可能

※詳細は中退共で検索してください。
 中小企業退職金共済事業本部
 03-6907-1234
 http://chutaikyo.taisyokuk

in.go.jp/

 健康推進課　  78-3517
 発達支援課　  78-3530

Ｑ 健診はどうなるの？

Ａ

2019 年春 新庁舎へ ――

　  

　現在、市には専用の保健施設がなく、
他用途施設を利用し健診を行っていますが、
行政棟の東に「保健センター棟」がつくられ
ます。この専用の保健施設の 1 階で乳幼児
健康診査、がん検診など各種健康診査を実施
します。
　また、2 階では子どもの発達相談などが行
われるなど、子どもから大人までの健康づく
りの拠点となることが期待されます。
　なお、胸部検診（結核・肺がん）は、これ
までどおり、市内を巡回して実施します。

▲保健センター棟完成イメージ図

保健センター棟

192018.12　Ｌｉｎｋ
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員弁運動公園

県
道
楚
原
停
車
場
線

いなベ公園

Ｒ
４
２
１

天白神社 楚原駅

北は公園、南は住宅地が広がる楚原地区。散策、通
学で訪れる人が多いそう。地域で活躍する人に導か
れ、秋ならではの風景に巡り合いました。

小さい秋、“楚原”で
たくさん見つけよう

秋の七草、ヤマハギの仲間

知る人ぞ知る山
桜の古木。いな
べ公園を散策し
ながら探してみ
ては ?

旧四日市銀行や旧員弁町庁舎
として使われたお宅。明治 35
年の建築で、当時の床板が現
在も使われています !

緑に囲まれた天白神社。
顔のような木の実を発見
しました

ハロウィン期間限定で運行する
「ナロウィントレイン」

駅員の山森雅之さ
ん。普段は運転手
をしているそう。
パンフレットで地
域の紹介をしてい
ただきました

いなべ公園管理人の小川善一
さん。多い日は200人はいる
という来園者を笑顔で迎えて
います四日市銀行

時代の鬼瓦

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 30 年 10 月 1 日現在）

　　　　 総人口：45,565（-9）
　　　　 世　帯：17,925（+15）

男：23,127（+1） 女：22,438（-10）生活情報
「まいめる」


