
第４回いなべ市総合計画審議会事項書 

（第2期いなべ市総合戦略総合計画第2期基本計画策定） 

 

                                     日時 令和２年１０月１３日（火） 

                                         午後２時から1時間程度 

                                     場所 いなべ市役所 議会棟 

                                         ２階 第１委員会室 

１．開会 

 

 

2．会長あいさつ 

 

 

３．説明及び審議事項 

 （１）スケジュールについて 資料１ 

 

 

 （2）第２次いなべ市総合計画第2期基本計画（案）の修正項目について 資料2  

 

 

4．意見交換 

 

 

5．次回の会議について 

  令和２年１１月５日（木）午後2時から いなべ市役所議会棟2階第1委員会室 

 

 

6．閉会 



総合計画審議委員名簿 

 

（敬称略） 

大 分 野 小 分 野 氏 名 役 職 等 

有識者 学識経験者 ◎丸山 康人 四日市看護医療大学学長 

有識者 学識経験者 ○中澤 政直 中澤会計事務所所長 

生活基盤 市民協働 田中 佳奈 いなべ市市民活動センター 

生活基盤 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ 近藤 忠彦 元いなべ市自治会連合会 会長 

生活基盤 防災・防犯 神谷 清 いなべ市消防団 団長 

保健福祉 地域福祉 岩花 まつ子 員弁地区民生委員児童委員協議会 

保健福祉 高齢者 福本 美津子 社会福祉法人モモ 理事長 

保健福祉 障がい者 中村 弘樹 障がい者総合相談支援センターそういん 

保健福祉 人権 二井 加代子 員弁地区更生保護女性会 

保健福祉 地域医療 相田 直隆 いなべ総合病院 院長 

保健福祉 子育て 小林 久里子 ＮＰＯ法人こどもぱれっと 

産業 農業 伊藤 和雄 いなべ市農業委員会 会長 

産業 商工業 伊藤 由佳 いなべ市商工会 

産業 観光 佐藤 忠生 いなべ市観光協会 会長 

産業 労働 小川 好彦 連合三重桑員地域協議会 

産業 金融 川上 修 百五銀行員弁支店長兼阿下喜出張所長 

教育文化 教育 水貝 和代 元いなべ市教育委員 

教育文化 文化・芸術 弓矢 孝己 いなべ市芸術文化協会 理事 

教育文化 スポーツ 山本 たか代 スポーツ推進委員 

教育文化 青少年 小川 時生 いなべ市子ども会連合会 会長 

◎：会長、○：副会長 
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資料１



令和２年度 いなべ市総合計画審議会 会議開催（予定） 

 

回数 日程 時間 場所 備考 

第１回 令和２年 ４月２１日（火） 午後２時から いなべ市役所 議会棟 ２階 第１委員会室 

中止 

（書面） 

第２回 令和２年 ８月 ４日（火） 午後２時から いなべ市役所 議会棟 ２階 第１委員会室  

第３回 令和２年 ９月２９日（火） 午後２時から いなべ市役所 議会棟 ２階 第１委員会室  

第４回 令和２年１０月１３日（火） 午後２時から いなべ市役所 議会棟 ２階 第１委員会室 本日 

第５回 令和２年１１月 ５日（木） 午後２時から いなべ市役所 議会棟 ２階 第１委員会室  

 

 審議会の日程は、本日現在の予定であり、変更になる場合があります。変更の場合は、ご連絡いたします。 

 また、毎回、開催前に開催通知によりご連絡いたします。 

 欠席の際は、お電話でご連絡ください。 



第２次いなべ市総合計画第２期基本計画（案）の修正項目について        資料２  
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頁 旧 新 

P5 共通目標１ 市民が主役のまちづくり 

 

◎2025 年度のいなべ市の姿（施策の目的） 

●自治会加入世帯の維持により、コミュニティ活動が活性化されてい

ます。 

共通目標１ 市民が主役のまちづくり 

 

◎2025 年度のいなべ市の姿（施策の目的） 

●まちづくりにおいて、市民参画や市民協働が積極的に行われていま

す。 

●自治会加入世帯の維持により、コミュニティ活動が活性化されてい

ます。 

 

 

P6 基本事業２ パートナーシップを進める広報・広聴活動の充実 

  

《事業内容》 

◆市民活動の参加者の増加に向けて、市民活動団体同士や企業とのネ

ットワークが広がるよう支援を行うなど、市民活動センターの機能の

充実を図り、地域を活性化します。 

◆見やすく親しみやすい情報誌や市ホームページを作成します。ま

た、ケーブルテレビなど各種広報媒体を通じて、市政に関する様々な

情報を発信します。 

 

基本事業１ 市民参画と協働の推進 

  

《事業内容》 

◆市民活動の参加者の増加に向けて、市民活動団体同士や企業とのネ

ットワークが広がるよう支援を行うなど、市民活動センターの機能の

充実を図り、地域を活性化します。 

 

基本事業３ 広報広聴の充実 

  

《事業内容》 

◆見やすく親しみやすい情報誌や市ホームページを作成します。ま

た、ケーブルテレビなど各種広報媒体を通じて、市政に関する様々な

情報を発信します。 
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頁 旧 新 

P7 共通目標２ いなべブランドの創造 

 

◎2025 年度のいなべ市の姿（施策の目的） 

●グリーンクリエイティブいなべの活動を通じて創りあげられた「モ

ノ・コト・トキ」が人々を魅了し、交流、移住、定住の促進や関係人

口の拡充につながっています。 

共通目標２ いなべブランドの創造 

 

◎2025 年度のいなべ市の姿（施策の目的） 

●グリーンクリエイティブいなべの活動を通じて創りあげられた「モ

ノ・コト・トキ」が人々を魅了し、交流、移住、定住の促進や関係人

口の拡充につながっています。 

●グリーンクリエイティブいなべの推進により、分野の垣根を越えた

横断的、一体的で効果的な取組が行われています。 

 

 

P13 １－２ 快適な道路網の充実 

◎現状・課題 

●道路の多様な機能を十分に発揮させ、子どもや高齢者をはじめとす

る全ての人にとって安全で、環境や防災に配慮した道路整備や、広域

的整備、まちづくりとの一体的な整備など、多方面からの取組が求め

られています。 

１－２ 快適な道路網の充実 

◎現状・課題 

●道路の多様な機能を十分に発揮させ、子どもや高齢者をはじめとす

る全ての人にとって安全で、環境や防災に配慮した整備や、広域的な

整備、まちづくりとの一体的な整備など、多方面からの道路整備が求

められています。 

 

 

P14 基本事業１ 生活道路網の整備 

《成果指標》 

◆歩道の設置延長（累計）⇔総合戦略２-２-１※KPI はＲ６年度         単位：㎞ 

実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

66 67 68 75 77 79 81 83 85 

 

 

基本事業１ 生活道路網の整備 

《成果指標》 

◆歩道の設置延長（累計）⇔総合戦略２-２-１※KPI はＲ６年度         単位：㎞ 

実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

66 67 68 70 71 72 73 74 75 
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頁 旧 新 

P21 １－５ 秩序ある土地利用の推進 

 

◎現状・課題 

●本市には桑名都市計画区域と大安都市計画区域、北勢都市計画区

域、都市計画区域外という 4 種類の区域が存在しています。 

●桑名都市計画区域以外の都市計画区域については統合する必要が

あります。また高速道路の開通にともない開発圧力の高まりが想定さ

れるため、適切な土地利用を誘導すべき地域には新しい用途地域の指

定を検討する必要があります。 

 

◎2025 年度のいなべ市の姿（施策の目的） 

●北勢都市計画区域と大安都市計画区域が統合され、いなべ都市計画

区域（仮称）として、一体的な土地利用が図られています。 

●土地利用を規制すべきエリアについて、早急に新たな用途地域を指

定することにより、適切な土地利用が図られています。 

１－５ 秩序ある土地利用の推進 

 

◎現状・課題 

●本市には桑名都市計画区域といなべ都市計画区域、いなべ準都市計

画区域、都市計画区域外という 4 種類の区域が存在しています。 

●桑名都市計画区域以外の都市計画区域については統合する必要が

あります。また高速道路の開通にともない開発圧力の高まりが想定さ

れるため、適切な土地利用を誘導すべき地域には新しい用途地域の指

定を検討する必要があります。 

 

◎2025 年度のいなべ市の姿（施策の目的） 

●土地利用を規制すべきエリアについて、早急に新たな用途地域を指

定することにより、適切な土地利用が図られています。 

P23 第２章 安全で自然と調和した暮らしづくり 

 

２－１ 安全で安心な危機管理対策の推進 

 

◎現状・課題 

●消防団員の減少にともなう消防力の低下が懸念されています。災害

時には常備消防と協力し災害対応をする必要があるため、消防団員の

確保と資質向上が必要です。また、企業との協力により、消防団員を

確保することが必要となっています。 

第２章 安全で自然と調和した暮らしづくり 

 

２－１ 安全で安心な危機管理対策の推進 

 

◎現状・課題 

●消防団員の減少にともなう消防力の低下が懸念されています。災害

時には常備消防と協力し災害対応をする必要があるため、消防団員の

確保と資質向上が必要です。また、企業との協力により、消防団員を

確保する必要があります。 
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頁 旧 新 

P25 基本事業３ 災害に強いまちづくり 

  

《事業内容》 

◆災害時には隣近所同士や地域での助け合いが重要となるため、自主

防災組織設立に向けた支援を積極的に行います。また、地域での自主

防災組織の重要性を伝えるとともに、既存自主防災組織の訓練を支援

します。 

基本事業３ 災害に強いまちづくり 

  

《事業内容》 

◆災害時には隣近所同士や地域での助け合いが重要となるため、自主

防災組織設立に向けた支援を積極的に行います。また、市民に対し自

主防災組織の重要性を伝えるとともに、既存自主防災組織の訓練を支

援します。 

P32 基本事業１ 廃棄物の適正な処理 

《成果指標》 

◆もえるごみの処理量（各年延べ）                  単位：ｔ 

実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

10,174 10,373 10,334 10,300 10,300 10,200 10,100 10,000 ９,900 

 

◆し尿処理量（各年延べ）                       単位：ｔ 

実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

5,791 5,982 7,655 5,200 5,060 4,920 4,780 4,640 4,500 
 

基本事業１ 廃棄物の適正な処理 

《成果指標》 

◆もえるごみの処理量（各年延べ）                  単位：ｔ 

実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

10,174 10,373 10,334 10,300 11,760 11,660 11,560 11,460 11,360 

 

◆し尿処理量（各年延べ）                       単位：ｔ 

実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

5,791 5,982 7,655 7,400 7,350 7,110 7,060 6,840 6,580 
 

P33 基本事業２ 循環型社会形成の推進 

《成果指標》 

◆資源ごみの搬入量（各年延べ）                  単位：ｔ 
実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

675 707 689 900 920 940 960 980 1,000 

 

◆コンポストの利用者数（累計）                  単位：人 
実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

2,800 2,811 2,816 2,800 2,820 2,840 2,860 2,880 2,900 
 

基本事業２ 循環型社会形成の推進 

《成果指標》 

◆資源ごみの搬入量（各年延べ）                  単位：ｔ 
実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

675 707 689 700 720 740 760 780 800 

 

◆コンポストの利用者数（累計）                  単位：人 
実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

2,800 2,811 2,816 2,830 2,845 2,860 2,875 2,890 2,905 
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頁 旧 新 

P36 基本事業２ 緑化活動の推進 

《成果指標》 

◆花づくり団体数（各年）                    単位：団体 
実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

23 22 18 28 21 22 23 24 25 
 

基本事業２ 緑化活動の推進 

《成果指標》 

◆花づくり団体数（各年）                    単位：団体 
実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

23 22 18 22 22 22 22 22 22 
 

P38 基本事業１ 良好な住環境づくりの推進 

《成果指標》 

◆耐震補強工事実施戸数（累計）                   単位：戸 

実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

17 17 17 26 20 24 28 32 36 

 

◆住宅新築資金貸付の返済完了件数（累計）              単位：件 

実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

200 201 203 207 204 208 212 217 222 
 

基本事業１ 良好な住環境づくりの推進 

《成果指標》 

◆耐震補強工事実施戸数（累計）                   単位：戸 

実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

17 17 17 18 20 24 28 32 36 

 

◆住宅新築資金貸付の返済完了件数（累計）              単位：件 

実績（年度）／Ｒ２は目標値 目標値（年度） 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

200 201 203 204 204 208 212 217 222 
 

P53 ３－５ 生涯学習の充実 

 

◎現状・課題 

●旧町ごとに設置されている生涯学習施設等について、適正な維持管

理の検討が必要です。 

３－５ 生涯学習の充実 

 

◎現状・課題 

●旧町ごとに設置されている生涯学習施設等について、適正な維持管

理を行っています。 

P73 ４－５ 保育サービスの充実 

 

◎2025 年度のいなべ市の姿（施策の目的） 

●子どもたちが心身ともに健やかに成長でき、全ての子どもの基本的

人権が尊重される環境の整備が進んでいます。 

４－５ 保育サービスの充実 

 

◎2025 年度のいなべ市の姿（施策の目的） 

●子どもたちが心身ともに健やかに成長でき、安心して子育てができ

る環境の整備が進んでいます。 
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P87 ４－11 地域でいきいきと安心して暮らせる障がい者福祉の推進 

 

◎現状・課題 

●共生社会の実現のため、地域社会で、日常生活や社会生活を営む支

援が受けられるような環境整備が必要です。地域で自立した生活を実

現するため、障がい者グループホームや自由度の高いひとり暮らしを

希望する人が増えています。また、障がい者雇用が進み、福祉就労か

ら一般就労へ移行の可能性が高くなっています。こうした生活状況の

変化により、新たに生活面での様々な課題が生じていると考えられま

すので、相談支援のさらなる充実や福祉サービスの拡充が必要です。 

４－11 地域でいきいきと安心して暮らせる障がい者福祉の推進 

 

◎現状・課題 

●共生社会の実現のため、地域社会で、日常生活や社会生活を営む支

援が受けられるような環境整備が必要です。地域で自立した生活を実

現するため、障がい者グループホームや自由度の高いひとり暮らしを

希望する人が増えています。また、障がい者雇用が進み、福祉就労か

ら一般就労へ移行の可能性が高くなっています。こうした生活状況の

変化により、新たに生活面での様々な課題が生じていると考えられる

ため、相談支援のさらなる充実や福祉サービスの拡充が必要です。 

 

 

P88 基本事業１ 障がい福祉サービスの充実 

  

《事業内容》 

◆健康づくりの推進、医療体制の充実、障がいの早期発見、早期療育

の推進に努めます。 

基本事業１ 障がい福祉サービスの充実 

  

《事業内容》 

◆健康づくりの推進、医療体制の充実、障がいの早期発見、早期療育

を推進します。 

 

P111 基本事業１ 多様な観光施設の充実 

  

《事業内容》 

◆市内外からの集客を図るため、農業公園や阿下喜温泉など、市の観

光施設の維持管理を行います。 

基本事業１ 多様な観光施設の充実 

  

《事業内容》 

◆市内外からの集客を図るため、農業公園や阿下喜温泉、青川峡キャ

ンピングパークなど、市の観光施設の維持管理を行います。 
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P112 基本事業２ イメージアップと集客力の向上 

  

《事業内容》 

◆自転車を活かしたサイクルツーリズムによるまちづくりを進め、ツ

アー・オブ・ジャパンの定着や集客の向上に取り組むとともに、市内

主要施設の効果的な活用に止まらず、森林や里山など、いなべの自然

に価値を見出し、誘客を図ります。 

基本事業２ イメージアップと集客力の向上 

  

《事業内容》 

◆自転車を活かしたサイクルツーリズムによるまちづくりを進め、ツ

アー・オブ・ジャパンの定着や集客の向上に取り組むとともに、市内

主要施設の効果的な活用を図り、森林や里山など、いなべの自然に価

値を見出し、誘客を図ります。 

P115 第１節 ＳＤＧｓの推進 

Sustainable Development Goals（サステナブル ディヴェロップメ

ント ゴールズ）の略持続可能な開発目標という意味です。 

国際社会はもちろん、自治体、企業等もこの目標をふまえた活動が求

められています。 

第１節 ＳＤＧｓの推進 

基本構想で定める基本理念と目指すべき将来像を実現するため、新

たな概念であるＳＤＧｓの視点を取り入れ、この理念に沿った総合的

な取組により将来像の実現を目指すため、２０２０年７月１７日に

「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧｓモデル事業」の認定を受

け、持続可能なまちづくりを進めるためのＳＤＧｓ未来都市計画を策

定しました。 

 

Sustainable Development Goals（サステナブル ディヴェロップメ

ント ゴールズ）の略持続可能な開発目標という意味です。 

国際社会はもちろん、自治体、企業等もこの目標をふまえた活動が求

められています。 

 


