
新たな社会資本の幕開け
　東海環状自動車道の大安インター

チェンジ（IC）が開通し、いなべ市も高

速道路のネットワークにつながります。

この大安という名は、聖徳太子が仏教

研究の中心地として、道場を創建した

奈良の大安寺の寺領がこの地にあった

ことに由来します。戦渦の絶えなかっ

た飛鳥の昔に、太平の世と住民の安楽

「天下太平、万民安楽」を願った聖徳太

子の思いが「大安」という名に刻み込ま

れています。

　この大安 IC の開通を全線開通の一

里塚とし、いなべ市発展の幕開けとな

ることを願っています。

新たな庁舎の幕開け
　新庁舎の業務は新元号の 5 月 7 日か

ら始まります。新庁舎は行政棟、議会棟、

保健センター棟、そして、食堂と会議

室を一棟にまとめたシビックコア棟と

全国でもトップクラスの食の店 5 店舗

が集う「にぎわいの森」で構成されます。

　分散していた行政機能が集約される

ことにより、効率的で迅速な行政運営

を目指すとともに、プライバシーに配

慮した専用の健診施設や障がい児の療

育施設も新たに誕生します。

　シビックコア棟では、行政が使用し

ない土日夜間の一般開放を計画してお

り、学生の自習室として、また、市民

のワークショップや子ども食堂として

の活用、さらに、庁舎前の大庇の下で

のマルシェ（市場）も考えています。

新たな産業の幕開け
　いなべ市の産業は、昭和の時代まで

は稲作農業が中心でした。平成の時代

に入り自動車産業を中心とした工場誘

致に成功し、雇用や財政を支えていま

す。高速道路の開通を契機に更なる企

業の設備投資を促すとともに、第四次

産業革命の時代を迎え、次代を担う新

たな産業の誘致や育成にも努めます。

　株式会社デンソーの制御技術と株式

会社浅井農園の栽培技術が連携した次

世代の大型トマトハウスの建設も大井

田の農地で進んでいます。

　さらに、放置された森林に新たな価

値を吹き込む森林の再生事業に取り組

みます。野生動物の巣窟と化した放置

森林が、満天の星空を売りにしたカー

トラベルの宿泊所や山地酪農の放牧地

などに変身し、観光や体験を提供する

新たな産業に結び付けばと考えます。

　加えて、キャッシュレス決済を推進

し、外国人観光客や料金徴収の利便性

を高めます。

　全国初の楽器のふるさと納税は、全

国各地から楽器が届き、大きな反響を

呼んでいます。演奏会には楽器の寄附

者を招待し、まさに「寄附楽器が奏でる

感謝のメロディ」となりました。

　楽器のふるさと納税は返礼品に頼ら

ない寄附文化の醸成のみならず、モノ

を所有することから、再利用し、コト

を体験する新たな文化、新たな産業の

幕開けとも言えます。

新たな学びの幕明け
　いなべ市は誕生以来、合併特例債な

ど、国からの財政支援を最大限に活用

し、教育と福祉の環境整備を最優先に

取り組んできました。施設整備に対す

る特別な補助制度は終了しましたが、

学び舎事業への集落支援員制度の活用

や不登校や引きこもり対策の支援員制

度の創設等、国からの新たな補助制度

を活用した財源の確保と教職員の負担

軽減や支援事業の拡充を図ります。

　情報通信技術（ICT）を活用した教育

で、十社小学校が文部科学大臣賞を受

賞しました。この ICT 教育はいなべ市

の全ての小学校で始まっており、中学

校への導入を検討します。電子黒板と

タブレットパソコンを活用した ICT 教

育を充実させ、児童が興味を持ち、参

加し易い授業を目指します。

　また、義務教育の 9 年間を見通した

「小中一貫教育」を推進し、教職員の交

流を活性化します。

　員弁東保育園の新園舎が完成し、1

歳から 3 歳までの乳児にも対応した保

育が始まります。そして、三重県のモ

デルとなった野外体験保育や特別支援

保育を全ての園で取り組み、自尊心や

自己肯定感の育成に努めます。

新たな福祉の幕明け
　人生 100 年時代を迎え、地域での励

まし合い、支え合いが重要となってい

ます。いなべ市では約 8 割の自治会で

毎週 2 回の元気づくり体験が行われ、

ほぼ全ての老人クラブでふれあいサロ

ンが、3 割を超える自治会で福祉委員

会も始まっています。ほかにも、在宅

での医療と介護の連携を促し、住み慣

れた自宅で自分らしく人生を全うでき

る地域づくりを進めています。

　また、親亡き後の障がい者の生活の

場が必要となっています。大安ぴあハ

ウス、あじさいの家の短期入所に続き、

大安老人福祉センターを障がい者のグ

ループホームに大改修し、親御さんの

支えがなくとも安心して生活できる入

居施設の整備を進めます。

新たな歴史の幕明け
　「いなべ」という名は大和朝廷に仕え、

東大寺建立の棟梁でもあった豪族「猪名

部氏」に由来し、大化の改新により猪名

部郡が誕生しました。和銅 6 年（713）、

政府の命により猪名部は員辨に改名さ

れ、さらに戦後、漢字の簡素化により、

員辨は員弁に改められました。そして、

平成 15 年 4 町の合併により「いなべ市」

が誕生し、平成 31 年新庁舎が完成し

ます。

　しかし、いなべ市の歴史をまとめた

ものはありません。そこで、郷土の歴

史を編纂する準備を始めたいと考えま

す。歴史の編纂が新たな発展の礎とな

り、新たな歴史の幕明けとなると確信

します。

平成31年度

施政方針
いなべ市長　日沖　靖

撮影協力：山郷保育園

寄附楽器を使った演奏

新庁舎正面玄関

員弁東保育園

大安 IC開通式
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すると見込まれます。これは有利な補

助事業があるうちに建設事業を遂行し

た結果であり、ここ数年の間、高債務、

低基金の状態が続きます。

2【堅調な市税収入】

　市税収入は平成 30 年度よりも 5 億

円多い 86 億円を見込みました。個人

住民税は同額の24億円としましたが、

戦後最長の景気拡大の中、企業の設

備投資が堅調で固定資産税で 3 億円、

法人市民税で 2 億円の増収を見込み

ました。

3【地方交付税の減少】

　市町村の基準となる収入額と需要額

の差額を財源不足として国から交付さ

れる普通交付税は、平成 30 年度より

も 5 億円少ない 15 億円を計上しまし

た。これは合併の特例措置による増額

がなくなったことや、税収の増加によ

る財源不足の減少によるものです。

　引き続き、道路や都市公園の認定を

進め、基準財政需要額の拡大を進める

とともに、地域おこし協力隊や集落支

援員、地域おこし企業人を積極的に活

用し、特別交付税の増加に努めます。

1【合併特例措置の終了】

　合併から 15 年が経過し、合併特例

債や普通交付税の合併特例措置が終了

しました。庁舎が一つになると同時に、

国からの財政措置も一つの算定基準に

なります。

　そこで、平成 31 年度の一般会計は

平成 30 年度より 59 億円少ない 222

億円を計上しました。合併特例債を活

用した学校や防災施設、庁舎や保健セ

ンターが完成したことによる大幅な減

額です。地方債の残高は平成 30 年度

までの建設事業の増加により全会計を

合わせ 432 億円と平成 30 年度末よ

りも 7 億円減少するものの、平成 17

年度末の 442 億円に近い高水準が予

想されます。

　一方、全会計の基金残高は 88 億円

と平成 30 年度末よりも 41 億円減少

1 新たな社会資本の幕開け
1-1【東海環状自動車道の整備】

　大安 IC が開通し、（仮）北勢 IC も

2024 年までの開通が公表されまし

た。残された（仮）北勢 IC ‐ 養老 IC

間の開通目標の公表を強く国に要望し

ます。

　県道四日市員弁線（バイパス）が国

道 421 号大安 IC アクセス道路とし

て位置づけられ、予算の重点配分を受

けられることとなりました。現在、大

安 IC に隣接する国道 365 号～いな

べ総合学園高等学校への員弁川に架か

る橋梁の基礎工事が進められており、

2021 年度に西方上笠田線まで完成す

る予定です。

1-2【交付金を活用した道路整備】

　国から 50％～ 55％の交付金を受け

て進めている道路整備事業、笠田新田

坂東新田線については、平成 31 年度

中の完成を目標に交付金申請をしてい

ます。ほかにも、青川峡キャンピング

パークへのアクセス道路として丹生川

久下 2 区 119 号線の改良工事も交付

金申請をしています。

　交通安全対策では大安東部線、並び

に西方上笠田線の歩道整備工事、三岐

鉄道大安駅沿いの江丸線の路肩整備を

行い通学路の安全性確保を図ります。

さらに、員弁地区防災拠点（旧員弁高

等学校）への進入路として、笠田新田

中央線の整備を、また、石榑南 1 区 1

号線の旧一本松から西の道路側溝を伏

せ越し、通学路の安全を図ります。

1-3【橋梁の点検整備】

　市の管理する橋梁は 561 橋、橋梁

には 5 年に 1 度の点検が義務付けら

れ、平成 31 年度は 120 橋の点検業

務を行います。また、更新時期を迎え

ている橋梁については、橋梁長寿命化

修繕計画に基づいて整備し、平成 31

年度は 15 ｍ以上の橋梁 2 橋と 15 ｍ

未満の橋梁 6 橋の修繕を行います。

1-4【緊急防災・減債事業債】

　大規模な災害に備え防災拠点施設を

（仮）北勢ICの周辺に整備します。（仮）

北勢 IC 出入口の西側に備蓄倉庫と消

防団訓練場所を、東側に緊急資材置場

を整備します。

　また、員弁運動公園の北側出入口の

周辺を拡張して消防団の活動拠点及び

備蓄倉庫として整備します。これらの

防災施設は、平常時には観光イベント

やスポーツ大会の駐車場としても活用

し、2021 年の三重とこわか国体に備

えます。

　消防団大安西分団の詰所を石榑保育

園の東側に建設します。市民の生命と

財産を守る消防団。その詰所は地域防

災の要です。老朽化した施設を計画的

に整備し市民の安全と安心を守ります。

1-5【いなべの美味しい水】

　いなべ市の水道水は美味しいと高い

評価を受けています。美味しい水の基

準には、かび臭とカルキ臭があります。

かび臭はかび臭さの原因となる物質の

濃度で比較しますが、いなべ市の水道

からは全く検出されていません。

　また、カルキ臭は消毒用として投入

する塩素の濃度に起因し、衛生面から

残留塩素濃度は 0.1mg/L 以上必要で

すが、0.4mg/L 以下でないと美味し

いとは言えません。いなべ市の水道

の残留塩素濃度は過去 3 年の測定で

0.12mg/L ～ 0.21mg/L と 全 国 的 に

も誇れる水質を保っています。

1-6【取水、配水、ポンプ施設の整備】

　市の水道施設は 69 箇所あり、地形

や旧町単位で整備されてきた経緯か

ら、取水、配水、ポンプ施設が多いの

が特徴です。施設の耐震性は概ね確保

されており、緊急遮断弁の設置も平成

31 年度末で配水池全容量の 9 割を保

護できるまでの整備を予定しており、

地震への備えを急ぎます。

1-7【水道管の耐震化】

　市内全域で 650㎞を超える水道管。

法定耐用年数 40 年を超えた管路はほ

とんどありませんが、管路の耐震化率

は 6.1％、なかでも基幹管路の耐震化

率は 9.0％と全国平均を下回っていま

す。今後、計画的に管路の耐震化を進

め、大災害に備えます。

1-8【下水道事業の公営企業化】

　下水道事業は平成 31 年度から地方

公営企業法を適用することに伴い、こ

れまでの下水道事業特別会計と農業集

落排水事業特別会計を統合し、汚水処

理全体を運営する公営企業として会計

を一本化します。

　また、維持管理経費の節減を図るた

めに、予ねてより進めています農業集

落排水の公共下水道への統合について

は、平成 31 年 4 月に中里南部地区が

統合され、引き続き東貝野地区、貝野

川右岸地区の統合に向けた作業を進め

ます。

1-9【みんなで支える公共交通】

　いなべ市には 2 つの鉄道と、その

駅の間を縫うように、誰もが無料で乗

れる福祉バスが走っています。しか

し、この公共交通を支えるのに毎年約

2 億円の公費が使われています。鉄道

に約 1 億円、福祉バスに約 1 億円。

　福祉バスの運行に関しては三重大

学と共同して「最適化アルゴリズムと

データの視覚化」の研究を実施し、常

に利用者のニーズに合った最適な運行

計画を模索しています。5 月の新庁舎

の開庁とともに、伊勢治田駅、阿下喜

駅、いなべ総合病院、新庁舎を巡回す

る新しい路線、市役所線の運行を始め

ます。しかし、運転手不足が顕著となっ

ており、藤原と北勢ルートの土曜日の

運行を見合わせます。

1-10【都市計画区域の再編】

　いなべ市の都市計画区域には、大安

町と北勢町の都市計画区域、員弁町が

入っている桑名都市計画区域がありま

す。桑名都市計画区域は区域区分を定

める必要のある線引き都市計画区域で

あるため、市街化調整区域が設定され、

住宅などの建設に大きな制限となって

ます。今回、同じ非線引き都市計画の

大安町と北勢町を「いなべ都市計画区

域」として統合を進めます。

　また、都市計画区域外の藤原町を将

来的に、いなべ都市計画区域に編入す

ることが望ましいと考えますが、暫定

措置として、藤原工業団地を準都市計

画区域の工業専用地域に指定します。

財政状況 歳出予算

撮影協力：員弁東保育園

駅から福祉バスに乗車いなべのおいしい水

保健センター内観

4 52019.5　Ｌｉｎｋ 2019.5　Ｌｉｎｋ



費者に届くまでの過程を考え、正しく

評価する賢い消費者を創る運動でもあ

ります。いなべ市はこの運動を積極的

に応援し、支援します。

2-3【持続可能な開発目標 SDGs 未来

都市】

　国連サミット 2015 で貧困対策から

健康や福祉、教育や人権、環境や産業

など全ての分野を網羅し、全世界を対

象とした 2030 年までの持続可能な開

発目標（SDGs）が採択されました。

　いなべ市はこの SDGs の取り組み

を加速し、市の全ての政策を SDGs

に照し合せて評価し、SDGs 未来都市

を目指します。

2-4【持続可能な農業】

　農業就業者の高齢化や用排水施設の

老朽化、そこに、野生鳥獣による被害

が加わり、農業をめぐる環境は厳しさ

を増しています。いなべ市では早くか

ら集落営農や担い手への農地の集約を

推進し、農地の約 8 割は既に集約さ

れています。

　今後、高齢化がさらに進むことから、

地域の担い手の後継者や青年新規就農

者の発掘に力を入れ、持続可能な農業

を目指します。

2-5【農産物のブランド化】

　「おちゃみ」。和牛の繁殖と肥育を一

体化させた繁殖用雌牛購入補助事業の

1-11【空き家の活用と除却命令】

　いなべ市の空き家・空き地バンク制

度を活用し新町に移住したご夫婦は、

理想的な家屋と畑まで活用でき、ご近

所の支援もあると笑顔で話してくれ

ました。市内の空き家は約 2,000 戸、

空き家率は約 12%、しかし、空き家・

空き地バンクに登録されているのは 6

戸。空き家を求める人は年々増加して

いますが、提供できる空き家の登録が

進みません。

　放置された空き家は傷みが早く、す

ぐに再利用することが難しくなってし

まいます。倒壊の危険や衛生上有害と

なる家屋は特定空き家と認定し、除却

を所有者に命令するとともに、固定資

産税の減免を解除し、放置された空き

家の除却を促します。

1-12【麻生田平和祈念公園】

　旧員弁郡の戦没者の慰霊碑は北勢町

麻生田の市有地にあり、遺族の皆さん

に管理していただいています。

　その慰霊碑の隣接地 2.8ha を土地開

発公社で購入し、その内 0.5ha を新た

に公園の駐車場とし、現在の公園の駐

車場の 0.5ha と新たに購入した土地

2.3ha を昭和電線ケーブルシステム株

式会社の工場用地とすることにより、

公園の整備と工場の拡張を同時に進め

ます。将来はいなべ市の平和祈念公園

として位置づけるように整理します。

雌牛が産んだ初の子牛の名前です。大

安中学校の生徒に命名していただきま

した。「いなべで産まれ、いなべで育っ

た三重いなべ牛」のブランド化を進め

ます。

　また、三重県一の作付面積を誇るソ

バ。いなべの特産品といえば「蕎麦」と

いうイメージが浸透してきました。い

なべの蕎麦は味も香りも良く、高い評

価を受けています。これからも、情報

を発信するとともに、蕎麦打ち人口を

増やすことで、ブランドとしての定着

に努めます。

2-6【薬用植物の栽培】

　新しい農業の試みとして獣害に強い

薬用植物の栽培を東貝野の皆さんに取

り組んでいただいています。ごま油の

製造販売で実績のある株式会社九鬼産

業の支援を受け、ヨモギとレンセンソ

ウの栽培を始めており、平成 31 年度

からはカノコソウ、センキュウ、ビャ

クシの栽培にも挑戦します。

　現在、薬用植物の大部分は輸入に依

存しています。この事業を進め、原料

の安定供給源となることで、いなべ市

が薬用植物の産地となれるよう事業を

支援します。

2-7【ジビエ肉の生産】

　獣害対策として、従来の防護柵、捕

獲用の檻、駆逐用の煙火等の購入助成、

1-13【放置森林や竹林の伐採支援】

　手入れがされず、放置された森林や

竹林が増加し問題となっています。

　特に、台風や雪で交通障害となる可

能性のある樹木や竹、伐採することで

獣害対策として農地や民家との緩衝帯

となり得る樹木や竹について、撤去や

処理を促進するため、枝や竹を現場で

チップ化できる粉砕機を無償でレンタ

ルし、森林の管理を促します。

1-14【用水路、ため池の改修】

　農業にとって用水は重要なインフラ

です。しかし、老朽化が進んでおり、

施設の改修が必要です。国や県の補助

事業を積極的に活用した改修を進める

とともに、地震対策ため池防災事業と

して両ヶ池の整備を進めます。

1-15【あじさいクリーンセンターの

機能強化】

　2021 年度から員弁町分のごみをあ

じさいクリーンセンターで処理するこ

とから、ストックヤードの設置や延長

運転などの受入れの準備を進めます。

　また、廃棄物の中には食品ロスのよ

うに消費できるものや再利用、再生利

用が可能なものが多くあります。

ごみの減量化や正しい分別方法を啓発

するとともに、ごみ集積所の管理体制

を評価公表し、自治会等に改善を促し

ます。

緩衝帯の整備支援や、獣害対策講座等

の事業を継続するとともに、昨年完成

したジビエ肉生産施設を活用し、「み

えジビエ」ブランドの獣肉を生産し、

安全で良質なジビエ肉の販売を進めま

す。

　ジビエ肉の安定した生産体制を確立

することにより、捕獲意欲の高揚や、

狩猟後継者の育成に努めます。

3 新たな学びの幕開け
3-1【学校運営協議会の設置】

　地域の子ども達を地域の人々が支え

る学援隊制度。学校の登下校の見守り

や交通安全指導、校庭の草刈や剪定、

学習農園の提供や管理、昔遊びや手芸

教室の講師など、地域の皆さんが学校

を支えていただくボランティア制度で

す。現在、1,628 人に登録していただ

き、各小中学校で活躍していただいて

います。　学援隊の皆さんには、ご自

身のできる範囲内でご協力いただいて

おりますが、まだまだ十分な活躍の場

が提供できているとは言えません。今

後一層、多くの活躍の機会を考えたい

と思います。

　いなべ市では、地域の支援者と協力

して学校運営を行う組織として、学校

運営協議会の設置を進めております。

既に、石榑小学校には設置されており

ますが、平成 31 年度には藤原小中学

2 新たな産業の幕開け
2-1【カートラベルの推進】

　近年、自動車で車中泊をしながら旅

を楽しむ旅行客が増えています。しか

し、公園や道の駅で勝手な宿泊をする

人の中にはマナー違反をする人もいて、

ごみや騒音問題も発生しています。

　そこで、昨年、日本カートラベル推

進協会が発足し、車での旅の魅力とマ

ナーを啓発するとともに、車中泊の可

能な場所と条件を整理したカートラベ

ル・ステーションを公表し、予約や料

金徴収のシステム構築を進めています。

　いなべ市もこの取り組みに賛同し、

既存の公園や山林をカートラベル・ス

テーションに位置付け、新たな観光、

新たなオートキャンプを提案します。

2-2【フェアトレードタウン】

　フェアトレードとは、発展途上国で

作られた産品を品質に見合った価格で

取引し、生産者の生活や人権を守る国

際協力運動です。昨年、いなべ市フェ

アトレード推進委員会が発足し、いな

べ市議会の決議、市長宣言を経て、早

期のフェアトレードタウンの認定を目

指します。

　現在、認定を受けている日本の都市

は熊本市、名古屋市、逗子市、浜松市

の 4 都市のみで、いなべ市の取り組

みは先進的と言えます。この運動は身

近な国際貢献であり、食品や製品が消

放置された空き家

あじさいクリーンセンター

カートラベルイメージ

いなべ牛 収穫したヨモギ
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4 新たな福祉の幕明け
4-1【子ども医療費の窓口無料化】

　いなべ市では 15 歳の年度末（中学

生）までの子どもの医療費は医療機関

の窓口で支払った自己負担分（0 ～ 6

歳の未就学児は 2 割、小中学生は 3 割）

を後に償還する形で全額を助成してい

ます。2019 年 9 月からは未就学児（0

～ 6 歳）を対象に窓口負担無料化を実

施します。小中学生につきましては従

来通りの償還払い方式から変わりはあ

りません。

4-2【国民健康保険を保険料から保険

税へ】

　国民健康保険の徴収方式を 2020 年

度賦課分より保険料方式から保険税方

式に変更し、収納率の向上を目指しま

す。国民健康保険財政の広域化に伴い、

徴収事務の強化が求められています。

　そこで保険税とすることで、法律上

の徴収権の優先順位が高くなり、時効

期間も料金の 2 年に比べ 5 年と長く

なり、滞納処分も他の税金との一体化

が可能となることから、事務の効率化

と強化を図ります。

4-3【コンビニ交付サービスの拡大】

　いなべ市では証明書のコンビニ交付

サービスに積極的に取り組み、マイナ

ンバーカードを利用して全国のコンビ

ニでいなべ市の住民票、印鑑登録証明

書、戸籍の謄抄本及び附票の写し、所

得課税証明書、納税証明書の交付を受

けることができます。

　さらに、戸籍の本籍地証明を追加で

きるようシステムの改修を行います。

校に、そして、2021 年末までには全

ての小中学校に設置を行います。学援

隊組織の充実とともに地域に開かれ、

地域が支える学校運営協議会の設置を

進めます。

3-2【教育施設の整備】

　三里小学校は近隣に駐車スペースが

少なく、行事や災害の際は大混乱とな

ります。そこで、校庭南側の土地を駐

車用地として確保し、整備を進めます。

笠間放課後児童クラブ室を旧消防団詰

所の跡地に新築し、児童の安全と利便

性を図ります。

　さらに、庁舎移転後の大安庁舎の 1

階に中央児童センターの機能、2 階に

郷土資料館（博物館）の展示機能の移転

を検討し、新たな学び舎として提案し

ます。

3-3【放課後子ども教室の充実】

　小学生を中心に土・日曜日や長期休

暇に安全で安心な子ども達の居場所と

して始まった放課後子ども教室。ダン

スや能楽、工作やお菓子作りなど、学

校では経験できない様々な体験を盛り

込んだ教室が開かれており、大きな教

育効果を生んでいます。場所は員弁コ

ミュニティプラザ内「いなべこども活

動支援センター」、北勢市民会館内「放

課後子ども教室ほくせい」、藤原の「屋

根のない学校」、大安の「中央児童セン

ター」で行われています。　

4-4【こども総合支援センターの準備】

　子どもの発達に関わる相談は年々増

加しており、療育支援の強化が求めら

れています。

　新庁舎に併設する保健センターに

は、感覚統合や言語訓練などの専門的

な機材を備えるとともに、療育教室や

保護者支援に関わる心理士や言語聴覚

士、作業療法士、保育士などの専門ス

タッフを配置し、子どもの発達支援の

拠点となる「こども総合支援センター」

の開設に向けて準備を進めます。

4-5【児童虐待の未然防止】

　全国の児童相談所への児童虐待の相

談対応件数は 5 年前と比べて倍増し、

年間約 80 人もの子どもの命が失われ

ています。虐待の情報を共有できるよ

う関係機関との連携を強化するととも

に、経験豊富な人材を確保し、児童虐

待の未然防止に努めます。

4-6【乳児保育の充実】

　員弁東保育園の新園舎が完成し、平

成 31 年 4 月から 1 歳～ 3 歳の乳児

にも対応できる保育園として運営が始

まります。また、いなべひまわり保育

園の園舎の大規模な改修も終了し、快

適な園舎で 6 ヶ月～ 3 歳の乳児の自

然に根ざした保育が始まります。石榑

保育園も乳児専用の園庭と遊具を設置

することにより安全で安心できる遊び

の空間を確保します。

　ところで、保育園でお預かりする乳

児にとって、家庭と同じように、いつ

も温かく応えてくれる大人がいること

が重要です。そのうえ、乳児はお腹が

　それぞれ運営形態は異なりますが、

連携を深めるとともに、講師や事務局

に集落支援員や地域おこし協力隊の制

度を活用し、教室の充実と強化に努め

ます。

3-4【植物誌の発刊】

　鈴鹿山脈と養老山地に囲まれた扇状

地の気候、石灰岩から花崗岩など様々

な地質に富むこの地域には多様な植物

が自生しています。しかし、学術的に

この地域の植物を調査した記録や文

献はなく、研究者たちはそれぞれの

フィールドで独自に調べるしかありま

せんでした。

　そこで、いなべ市教育委員会は多く

の研究者の協力のもと、平成 18 年か

ら本格的な調査を開始しました。苦節

13 年、その集大成とも言える植物誌

（A4 版 800 頁）を発刊します。

3-5【国体準備と TOJ】

　恒例となりました国際自転車ロー

ド・レース「ツアー・オブ・ジャパン

（TOJ）」。2018 年はホームチームで

あるキナンサイクリングチームが 8

ステージの個人総合とチーム団体総

合の 2 冠に輝きました。2019 年も 5

月 21 日に「いなべステージ」を開催し

ます。そのキナンサイクリングチーム

が主催し、市内のチェックポイント

で自由に食事やスイーツを楽しみな

がらツーリングをする「いなべヴェロ

すく時間や眠くなる時間がそれぞれ違

うため、その子の生活リズムに応じた

対応が求められます。そこで、子ども

と保育士とが 1 対 1 で接する機会を

増やす担当制の乳児保育を進め、愛情

の絆を築くとともに、自己肯定感を育

む保育を目指します。

4-7【野外体験保育の推進】

　自然豊かな里山は、子ども達の好奇

心を駆り立てる最適の学び舎です。野

外体験保育を推進し、子ども達の自己

肯定感や積極性の醸成を目指します。

　しかし、近ごろは、子ども達が安全

で自由に遊べる森や河川が少なくなっ

てきました。地域の皆さんの手で地域

の子ども達が安全に野外体験できる

フィールドを創っていただけたら幸い

です。

4-8【暮らしの保健室】

　旧員弁中保育園の園舎を改装し、地

域の高齢者が自由に集い、介護や生活

の相談支援を行う拠点とします。また、

放課後児童クラブと連携することで、

児童と高齢者のふれあいの場、学びの

場に発展できるよう支援します。

4-9【認知症 QR ワッペン交付事業】

　認知症高齢者の増加に伴い、事故や

行方不明による捜索件数が増加してい

ます。認知症の方を地域全体で支える

啓発事業「認知症サポーター養成講座」

を引き続き行うとともに、QR コード

に身元情報が記録されたワッペンを認

知症高齢者に交付して衣服に貼ってい

ただくことにより、速やかにご家族に

連絡できる環境を整備します。

フェスタ」や、トップレーサーの育成

を目的として梅林公園内の 1.5km の

コースを選手のレベルに分けたレース

「キナン AACA カップ」、株式会社デ

ンソー大安製作所と連携した「キッズ

ヴェロフェスタ in デンソー」を支援し

ます。

　また、キナンサイクリングチームか

ら元トップレーサーを派遣いただける

こととなり、学校での自転車教室やレ

ンタルサイクル事業を進めます。

　2021 年に予定されている三重とこ

わか国体。いなべ市では、ハンドボー

ル（少年男子）と自転車ロード・レース

が行われます。

　ハンドボールは北勢中学校体育館と

員弁運動公園体育館を予定し、員弁運

動公園の駐車場の拡張と体育館の照明

施設の改修を行います。国体の前年に

は各競技のリハーサル大会も予定さ

れ、まず、一連の大会の開催準備を円

滑に進めることが求められます。しか

し、この国体の開催を一過性のものに

留めるのではなく、後世の遺産となる

よう工夫を凝らします。

野外体験保育コンビニ交付サービス 認知症QRワッペンのイメージ

キッズヴェロフェスタ in デンソー

撮影協力：ほくせい保育園
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