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市役所ではたらく

　市役所の仕事ってどんなものがあるか皆さん知って
いますか？「市役所は年に 1回行くか行かないかく
らい」という人や「1回も行ったことがない」という
人もいるかもしれません。
　市役所にはいろいろな業務があり、さまざまな人が
働いています。しかし近年は景気の影響などで、年々
市役所勤務を志望する人が減少しています。今回はい
なべ市役所の若手職員から、就職した経緯や実際に公
務員として働く感想を聞きました。

いなべ市役所の
年代別職員数 

採用試験に関するデータ 
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応募数

H31H30H29H28H27H26H25H24H23H22

年代 人数
10代 2人

20代 51人

30代 61人

40代 121人

50代 113人

60代 23人

（令和2年1月現在）

H27 H28 H29 H30 H31
採用人数 17人 15人 18人 11人 17人

（人）

（年）

応募者数と採用実績

288

126

（人）

※保育士や関係施設の職員含む
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多くの人の前で話すことに慣れていないの
でもっと経験を積んで、講習会で上手く話
せるようになりたいです。

これからの目標は

・離乳食教室

・2歳児歯科教室

・育児相談

・成人対象の健康教育

　（糖尿病・骨粗しょう症教室）

・歯周病検診の事務　など

主な担当業務

　職員になってもうすぐ 2年が経過する鈴木さん。栄養士の資格
を取るために兵庫県の大学で学びました。就職活動のときには、ど
この地域で働きたいという希望はなかったそうですが、家族にいな
べ市役所の採用試験があることを聞き、「地元」という安心感から
応募したそうです。
　鈴木さんは、栄養士の資格を活かして仕事をしたいと思っていま
した。現在の健康推進課では、その知識を活用して、離乳食教室の
講師や育児相談で、栄養に関する質問に答えています。

講習や相談で自分の伝えたいことを相手に
理解してもらえたとき。

嬉しかったこと

　講師としての話し方や相談のときの接し方など、先輩の姿を見
て仕事のこつを覚えました。人前で話すことが苦手なため、離乳
食教室の講師を務める前には、家でシミュレーションを行うなど
して業務に取り組んできました。
　離乳食教室では少し緊張しながらも、落ち着いて一生懸命に話
をしようとしていた鈴木さん。自分のやりたいことにひたむきに
向き合う姿が見られました。

健康推進課

　いなべ市大安町出身。24 歳。
大学時代に栄養士の資格を取得。

平成 30 年に入庁し、教育総務課

を経て、現在は健康推進課に所属。

鈴木　結さん
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　いなべ市藤原町出身の 24 歳。

平成 30 年に入庁し、農林課（旧

農村整備課）に所属。今年度末で

2年が経過する。

谷口 詢弥さん

地域の声をしっかり聞いて、行政として良
い提案が出来るように、自分の知識を高め
ていきたい。

これからの目標 

・農業用施設の維持や修繕

・農地および農業用施設の

　災害復旧対応

・多面的機能支払

・中山間地域等直接支払

・農道の管理　

・ため池の管理　など

主な担当業務

　農業用施設の維持管理や、農村地域の環境保全事業を担当する谷
口さん。大学では地域振興を専攻していたため、地元であるいなべ
市役所での就職に迷いがありませんでした。
　谷口さんの働く農林課は、農地や農業用施設の維持管理を行って
います。いなべ市は広い農地がたくさんあるため、農林課は市役
所の中でも市民からの要望が多い部署の 1つです。入庁してから 1
年半が経ち、地元の人との関わりの中で要望に応えられたときに喜
んでもらえることが充実感につながっているとのことでした。

経験のない分野でも学んで成長しながら働
けること。

仕事の楽しさ

　働き始める前は「公務員は決まったことを守りながらマニュア
ルに沿って働く」とイメージしていたそうです。今では考え方が
変わり、「決まりごとの中で、自分で考えて工夫することが楽し
くてやりがいになっています」と話していました。
　工事業者と打ち合わせを終えたあと、「まだ分からない専門用
語もたくさんあるんですけどね」と笑顔で話し、新たな知識につ
いて学ぶことを楽しんでいる様子が垣間見えました。

農林課
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職員課

　菰野町出身の31歳。大学は石川県だったが、

地元に近い場所での就職を考え三重県に帰省。

平成 24年に入庁。環境部、広報秘書課を経て、

現在は職員課に所属。

内田 良麻さん

　いなべ市大安町出身の 19 歳。平成 31 年に

高校を卒業後に入庁。政策課でまちづくりに関

わっている。

小林 真歩さん

　中学生のときに公務員という仕事について親から聞き、興味を
持った小林さん。高校在学中に市と高校生との交流事業に積極的
に参加し、いなべ市役所を志望しました。
　自分より若い世代の人と関わるのが楽しいそう。「ふるさと納
税で寄付された楽器を中学生に渡したときにとても喜んでもらえ
たので、自分も嬉しかった」とのこと。
　「まだ 1年目で、今は仕事を覚えるのに精一杯」と話していま
したが、にぎわいの森を紹介する広報誌に出演するなど即戦力と
して活躍しています。

・楽器寄附のふるさと納税・総合計画

・市と高校生との交流事業　など

主な担当業務

政策課

・職員の人事評価　・給与支払い事務

・職員互助会共済制度関連事務　など

主な担当業務

　大学生のときから実家に近い場所で働くことを考えていて、
他の市町と違って早い時期に採用試験が行われていたことか
ら、いなべ市役所を目指した内田さん。
　入庁後は仕事内容や分野の異なる 3つの部署を経験。部署
が変われば仕事に対する考え方が違い、自分の視野が広がる。
それが公務員という仕事の良いところだと話していました。
　「これからも幅広い経験を通して視野を広げていけば、吸収
できることが増えていく。部署の連携が必要なときにつなぎ役
として尽力したい」と市役所全体をイメージしながら業務に取
り組んでいました。
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よくある質問

　いなべ市を大切に思い、いなべ市のために
頑張ろうとする人を求めています。また、常
にスキルアップしようとする向上心を持ち、
課題を見つけ解決しようとする行動力のある
人と一緒に働きたいと考えています。

求める人物像は
ありますか？

　教養試験は、出題範囲が広いので、大変か
もしれませんが、事前に準備と対策をしっ
かりとしていただくと合格につながります。
中には、試験の 3カ月前から勉強を始めて、
高得点を取った人もいます。まずは、難しい
と思わずに、参考書などで試験内容を確認し
てみてください。

1 次試験の対策方法は
ありますか？

受験するために
特別な資格は必要ですか？

職場の雰囲気は
どうですか？

　特に必要ありません。専門知識がなくても、
研修制度が充実しているため、一から学ぶこ
とができます。また、先輩が親切丁寧に仕事

を教えてくれるので、心配せず
に、仕事を覚えることができま
す。

　いなべ市は働きやすい職場だと思います。
実際に職員に聞くと、「休暇制度がしっかり
していて、取得しやすい」
「親切な人が多く働きや
すい職場だ」という声が
多いです。

Q

A

Q

Q

A

A

Q

A

インターンシップ 大学やイベントでの PR 活動

年数 人数
H29 3人
H30 6人
R1 7人

　インターンシップで学生を受け入れて、公務員の仕
事を経験してもらうとともに、いなべ市役所の雰囲気
を感じてもらっています。参加した学生に好評で、い
なべ市の採用試験受験に繋がっています。

　大学の就職説明会でブースを設置して呼びかけるほ
か、今年は成人式で就職を考えている新成人に向けて、
地元で働き、地域に貢献してもらうきっかけ作りを行
いました。

受け入れ部署
職員課・広報秘書課
政策課・商工観光課
保育課・生涯学習課

働く魅力について発信！！

職員採用に関する

成人式での PRの様子

いなべ市役所を PR
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 職員課　
 86-7792

　いなべ市では職員採用説明会を実施しています。職
員課による試験に関する情報提供のほかに、若手職員
が出席していなべ市役所の良いところを PRしていま
す。毎年多くの参加者が集まり、好評です。

令和 2 年度いなべ市の職員採用スケジュール

職員採用説明会

4 月 18日

6月 28日

9月 20日

12月

･ 前期採用試験
令和 3年 3月

令和 3年 4月

･ 職員採用説明会

･ 後期採用試験

･ 内定者交流会

･ 入庁説明会

･ 入庁

※採用に関する応募などの詳細は、3月
にホームページでお知らせします。

4月中旬受け付け開始予定

7月上旬受け付け開始予定

職員の人たちが生き生きと明るく
話されていて、職場の雰囲気がと
ても良いと感じました。
いなべ市に貢献できるよう働いて
みたいと思うことができました。

実際に働いている人の生の声が
聞けたので、とても有意義な時
間でした。
いなべ市を知る良いきっかけに
なりました。

参加者の声

今年の説明会の
日程はコチラ

●日時　4月 18日（土）9：30～ 12：00　
●場所　いなべ市役所シビックコア棟 2階
●内容　採用試験の説明、給与・勤務条件
　　　　市の概要、先輩と本音トーク

※採用情報はホームページのほか、随時
Link でもお知らせします。

●申込方法　ホームページの
申し込みフォームまたは職員
課へ電話で応募

配属先の決定や入庁に必要な
手続きの案内など

内定者同士や職員との交流会
を行います。
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はっぴぃ・はぁとで鏡開き
　1月 8日（水）、子育て支援センター「はっぴぃ・はぁと」で鏡開きが行われました。

　この日はセンターを利用する親子のほか、石榑保育園の園児も招かれました。参

加した親子や園児たちは、鏡開きの由来を聴き、「和のわいわい座」の出し物を鑑賞

しました。ソーラン節、獅子舞、玉

すだれなどさまざまな演目があり、

歌や音楽に合わせた手拍子や歓声が

次々とあがりました。

　出し物のあとは、センターでぜん

ざいのふるまいがありました。子ど

もたちは汁の中に入っていたあられ

をスプーンで上手にすくって食べ、

「おいしい」と話していました。

石榑保育園のみんなも一緒に

U15 アジアレスリング選手権

　大安中学校 3年の神谷龍之介さんが、11月 24日（日）に台

湾で行われたU15 アジアレスリング選手権大会の男子フリー

スタイル 68kg 級で 3 位に入賞しました。その報告のため、

12月 27日（金）、市長を訪問しました。

　神谷さんは 4歳からいなべレスリングクラブに通い、小学 6

年で初の全国優勝を経験。その後実力をつけて、今回日本代表

の座を獲得しました。初めての国際試合でしたが、相手との巧

みな駆け引きを武器に勝ち抜きました。

　神谷さんは「海外選手の粘り強さを感じ、これからは技術だ

けでなくパワーも必要だと感じた。次はインターハイや国体で

優勝できるように頑張っていきます」と話していました。

神谷龍之介さん 3 位入賞

藤原岳（藤原町下野尻）

神谷さんと市長

2

1

3
1. 皿回しに見入る 2. 太鼓の演奏
3. ぜんざいのふるまい
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モリサワと連携協力
文字の力で地域課題を解決

　1月 15日（水）、市と㈱モリサワ（大阪府）が、連携協力に関する包

括協定を締結しました。

　モリサワは、「文字のかたちがわかりやすい」「文章が読みやすい」「読

み間違えにくい」という特徴のユニバーサルデザインの書体（ＵＤフォン

ト）を多数作成しています。今後、市の情報全体のユニバーサルデザイ

ン化、教育現場でのＵＤフォントの活用などに協力して取り組みます。

　同社代表取締役締役社長森澤彰彦さんは「いなべ市と共に新しい文

字文化を築くことで、広く社会に貢献したい」と話していました。

ダイレクトカーズと連携協力
　12月 20日（金）、市と㈱ダイレクトカーズ（津市）が、連携協力

に関する包括協定を締結しました。

　ダイレクトカーズはキャンピングカーや車中泊ができる車の製作を

行っています。締結を機に、同社は全国のキャンピングカーショーで、

いなべのキャンプ場・温泉施設、にぎわいの森などの観光資源を紹介

します。また、市は企業版ふるさと納税制度を活用し、キャンピング

カーを災害時の仮設住宅として利用する取り組みを協働で進めます。

　同社代表取締役百田雅人さんは「災害対策用のキャンピングカーを

開発している。いずれいなべ市でも公開したい」と話していました。

災害時にキャンピングカー活用

1

百田さんと市長

あ
げ
き
の
お
ひ
な
さ
ん

梅
ま
つ
り

春の催しへ行こう !

●日程　3月上旬～下旬（開花状況で日程
変動。詳しくはお問い合わせください）

●時間　8：30～ 16：00
●場所　いなべ市農業公園梅林公園
●入園料　大人 500円（小学生以下無料）、
団体 400円（大人 20人以上）

●イベント　
・3月 7日（土）、8（日）…うまいもん市

・平日…大道芸、猿回し（雨天中止）
 （一社）サンパークいなべ　  46-8377

　天井まで届く圧巻の 22段ひな飾りを

ご覧あれ !!「ウッドヘッド三重」をメイ

ン会場に、阿下喜のまちなか約 100 軒

がひな人形で飾られます。

●日程　2月 22日（土）～ 3月 8日（日）
●場所　北勢町阿下喜地内、ウッドヘッ
ド三重（メイン会場 9：30～ 15：30）

 商工観光課
 86-7833
 はなもも会
 72-6800（期間中）

森澤さんと市長
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第3次旧員弁郡定住自立圏共生ビジョンを
策定しました！
　いなべ市と東員町は、平成 22 年に締結した定住自立圏
形成協定にのっとり、魅力あふれる定住自立圏を形成する
ため、「第 3 次旧員弁郡定住自立圏共生ビジョン」を令和
2 ～ 6 年度の 5 カ年計画として策定しました。これには
中長期的な観点から旧員弁郡定住自立圏が目指す将来像お

よびその実現のために必要な
取り組みを示しています。
　策定にあたって、医療・福
祉・教育関係者の意見 を 反
映 させるため旧員弁郡定住

自立圏共 生ビジョン懇談会を設置し、議論を行いました。
　その中で、旧員弁郡圏域の将来像の実現に向けた取り組
みを推進し、本ビジョンの最終年度である令和 6 年度には、
次の目標の達成を掲げています。

計画最終年度（令和 6 年度）の目標人口：71,000 人

○“いつまでも住み続けたい”“住んでみたい”“訪れてみたい”
と 思える地域

○緑豊かな自然に囲まれ、住民一人一人が、認め合い、支
え合い、誰もがいつまでも安心して生き生きと暮らせ、
住まう人が誇りと思える活力に満ちた地域

　地域包括ケアシステム構築に向けた
在宅医療・介護連携の推進のための、
多職種連携による研究会、研修会、市
民啓発事業を行います。

　保護者が昼間、就労などで家庭にい
ない場合に、生活や遊びの場を提供し、
児童の健全育成を目的に放課後児童ク
ラブの運営を支援します。

　北勢線事業運営協議会では、赤字営
業が続く北勢線の安全運行のために、
3 年間の補助を決定。整備に対して財
政支援を行います。

 政策課　  86-7741

定住自立圏とは？

【在宅医療・介護連携推進事業】

≪圏域の将来像≫

≪圏域の将来人口目標≫

≪具体的な連携事業≫
　目標を達成するため、両市町で取り組む内容として 68 事業を選定しました。

【放課後児童健全育成事業】 【北勢線支援事業】

　定住に必要な都市機能および生活機能の確保・充実
を図り、圏域全体で必要な生活機能を確保することで
地方圏から三大都市圏への人口流出を食い止めると
ともに、圏域への人口定住を促進する政策です。
　いなべ市と東員町は平成 22年に定
住自立圏形成協定を締結し、人口定住
のために必要な生活機能を確保する
べく役割を分担し連携しています。
※詳しくは市ホーム
　ページへ。
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絵本と人形劇フェスティバル

英語（毎週土曜日）

一般入門クラス   8：00 ～　9：00

小学生低学年クラス　   9：10 ～ 10：00（新規の人）

小学生クラス① 10：10 ～ 11：00（継続の人）

小学生クラス② 11：10 ～ 12：00（継続の人）

小学生クラス③ 13：10 ～ 14：00（継続の人）

英語（毎週火曜日）

中学生 1 年生クラス　 19：00 ～ 19：50

中学生 2 年生クラス　 20：00 ～ 20：50

英語（毎週日曜日）

一般上級クラス   9：00 ～ 10：00

小学生高学年クラス　 10：10 ～ 11：00（新規の人）

英語（毎週月曜日）

一般初級クラス 19：00 ～ 20：00

一般中級クラス 20：10 ～ 21：10

中国語（毎週水曜日）

一般中級クラス 18：30 ～ 19：30

一般初級クラス 19：30 ～ 20：30

※一般入門クラスは相談に応じます

韓国語（毎週金曜日）

一般初級クラス 20：00 ～ 21：00

※一般入門クラスは相談に応じます

●場所　いなべ市国際交流協会（大安町平塚 525）
●定員　各先着 12 人（5 人未満の場合は開講しません）
●受講料　6 カ月分前払い（6 カ月で 24 回開講）
　　　　　一般　 27,000 円（1 カ月あたり 4,500 円）
　　　　　中学生 21,000 円（1 カ月あたり 3,500 円）
　　　　　小学生 18,000 円（1 カ月あたり 3,000 円）
●申込方法　電話または FAX で住所、氏名、電話番号、

希望講座を申込先へ。
●申込期限　3 月 16 日（月）

  いなべ市国際交流協会　 /  78-4848
 info@inabeshi-kokusai.com

（月・水・金 9：00 ～ 17：00）

●日程　3 月 7 日（土）
●場所　イオン大安店 2 階大安ホール
●入場料　大人 600 円　3 歳以上の子ども 500 円

【午前の部】　10：30 ～（開場 10：10）
・「だるまさん」人形劇団たつのこ
・「雨に唄えば（パントマイム）」カレン
・「大好き！レストラン！（パネルシアター）」ひょうきん

どんぶり
・「ヤギとライオン」くわな子どもの本の会
・「ぶんぶくちゃがま」人形劇団ぽこぺん

　※各講座、外国人講師が指導します。

 ≪注意事項≫
・4 月から開講します。
・受講生は国際交流協会会員として年会費 2,000 円

が別途必要です。
・テキスト代が別途必要です。
・途中で退会する場合でも返金はできません。
・体験講座の希望者は、お気軽にお申し付けください。
・申し込み人数の状況で開講しないクラスがあると、講

座の時間がずれることがあります。

外国語会話講座
令和2年度

【午後の部】13：30 ～（開場 13：10）
・「北風と太陽」人形劇団キャロット
・「ぶたくんと100 ぴきのおおかみ」くわな子どもの本の会
・「カエルのうた 他」人形劇団おもちゃ箱
・「けんちゃんとゆかいななかま！！」腹話術劇団はたいも
・「恋したすずめのフォーチュンクッキー（パネルシア

ター）」人形劇場えーたろー
※上演順が変更となる場合があります。

 三重県人形劇協会
 090-4267-3728（17時以降：林）
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※作成済みの申告書は、員弁・大安・藤原庁舎総合窓口課
でも提出できます。（北勢庁舎には提出できません）

※申告会場は、大変混雑することが予想されます。
※いなべ市役所の確定申告会場には申告期間中の 9：00

～ 16：00 の間、桑名税務署職員が 1 人派遣されます（2
月27 日（木）、3 月 2 日（月）、3 月 9 日（月）、3 月 16 日（月）
は除く）

 桑名税務署（桑名市江場 7-6）　
 22-5121（自動音声によりご案内します 　【0】確定申告

相談センター（3月16日（月）まで）　【1】電話相談センター  
【2】税務署　【3】消費税の軽減税率制度に関する専用窓口）

 市民税課　  86-7794

所得税および復興特別所得税の確定申告と
市民税・県民税の申告

期間　2 月17日（月）～ 3 月16日（月）【土日祝日除く】
会場　◇いなべ市役所シビックコア棟 2階
　　　　8：40 ～17：00（受付時間16：30まで）
　　　◇桑名市役所 5階 大会議室　9：00～17：00

①申告書（会場にあります）と印章（朱肉を使用するもの）
②還付金がある人は申告者本人の口座が分かるもの
③納税申告する人で新たに振替納税を利用する人は銀行印
④ 2019 年中の所得が分かるもの
　●事業所得（営業・農業など）と不動産所得がある人
　　総収入金額と必要経費の内訳を記載した収支内訳書
　　（事前に作成の上、持参ください）
　●報酬・配当所得がある人
　　それぞれの支払明細書など
　●給与所得・各種年金などがある人
　　それぞれの源泉徴収票（原本）
⑤マイナンバーの番号確認書類および本人確認書類
　●マイナンバーカードをお持ちの人
　　マイナンバーカード

　●マイナンバーカードをお持ちでない人

●申告書の作成には時間を要しますので、16：00 までに
お越しいただくようお願いします。

●確定申告期間中、税務署では申告書の作成指導は行っ
ておりません。

●申告会場では納税の窓口を設けておりませんので、納
税をされる人は振替納税をご利用いただくか、銀行・
信用金庫または郵便局の窓口での納付をお願いします。

●申告書にはマイナンバー（個人番号）を記載する欄を設
けており、申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族お
よび事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。

●マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告
者本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要で
す。

●既に作成された確定申告書を郵送で提出される場合に
は、桑名税務署宛に送付してください。

●国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で
は、スマートフォンでも所得税の確定申告書の作成がで
きます。会場にも、ご自身のスマートフォンやタブレッ
トで確定申告書の作成を行うコーナーを設けています。

※駐車場の混雑が予想されますので、なるべく公共交通
機関をご利用ください。

【税務署での申告相談は事前予約を！】
　税務署での申告相談は、電話による事前予約が必要で
す。予約状況によっては希望日時に相談できない場合が
あります。※確定申告期間中は実施していません。
●予約方法　桑名税務署に電話。音声案内に従い、【2】を

選択し、相談予約したい旨を伝える。

番号確認書類（下記のいずれか 1 つ）
・個人番号通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写しまたは

住民票記載事項証明書

本人確認書類（下記のいずれか 1 つ）
・運転免許証　・パスポート　・在留カード
・公的医療保険の被保険者証　・身体障害者手帳
※上記以外の書類でも本人確認書類として提出い

ただけますので、詳しくはお問い合わせください。

＋

申告に必要なもの　　　　　　　　　　　桑名税務署からのお知らせ

いなべ市役所行政棟

保
健
セ
ン
タ
ー
棟

P

シビックコア棟
（会場）

※申告の内容によっては受け付けできない場合があります。
※今回から自作用パソコンは設置しません。
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①2019 年中の所得金額の合計額から配偶者控除、扶養控
除、基礎控除などの所得控除の合計額を差し引いた金額
を基礎として求めた税額が、配当控除の額および年末調
整により受けた住宅借入金など特別控除の額の合計額よ
りも多い人

②給与所得者で、次のいずれかに該当する人
• 2019 年中の給与収入が 2,000 万円を超える人
• 1 カ所から給与の支払いを受けた人で、給与所得や退
職所得以外の所得の合計額が 20 万円を超える人

• 2 カ所以上から給与の支払いを受けた人で、年末調整
をされなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所
得以外の所得との合計額が 20 万円を超える人

③2019 年中に土地・建物・株式・ゴルフ会員権について、
売却・交換・収用・財産分与などがあった人

《公的年金などの雑所得がある人》
　公的年金などの雑所得がある人は、その 2019 年中
の公的年金などの収入金額が 400 万円以下で、かつ、
その年分の公的年金などの雑所得以外の所得金額が
20 万円以下である場合には、通常、確定申告をする
必要はありません。
　ただし、医療費控除、雑損控除、寄附金控除などに
より、所得税の還付を受けるための申告書を提出する
ことができます。
※所得税の確定申告書を提出しない場合でも市民税・

県民税の申告は必要です。

①2020 年 1 月 1 日現在、いなべ市に住所があり、2019
年中に所得があった人で次のいずれかに該当する人
• 事業所得（営業・農業など）、不動産所得（賃貸・貸地・
駐車場など）、配当所得などの給与所得以外の所得が
あった人

• 給与所得者で勤務先から市へ給与支払報告書が提出さ
れなかった人（昨年中に退職した人、日雇い、パートな
どを含む）

• 給与所得者で給与以外の所得があった人
※所得税（国税）は給与以外の所得が 20 万円以下の場合、

確定申告の必要はありませんが、市民税・県民税の申告
は必要です。

② 2019 年中に収入がなかった人で次に該当する人
• 借入、扶養、住宅、教育、保険、福祉関係などの申請
に必要な所得・課税などの税に関する証明書の発行を
必要とする人

※申告書提出の際には申告書右側の「収入のなかった方」の
欄の記入を忘れずにお願いします。

※給与所得のみの人で、勤務先で年末調整されている人は、
「所得税の確定申告」と「市民税・県民税の申告」をする必
要はありません。

※「所得税の確定申告」をする人は、「市民税・県民税の申告」
をする必要はありません。

※「所得税の確定申告」をする必要がない人でも、所得を明
らかにするために「市民税・県民税の申告」が必要になる
場合があります。

●社会保険料控除
・2019 年中に支払った国民健康保険料、介護保険料、後

期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの金額が分か
る書類（国民年金保険料については、控除証明書）

●生命保険料控除・地震保険料控除
・生命保険、損害保険会社などから発行された支払額など

の証明書
●配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
・配偶者または扶養親族に所得がある場合、その所得を確

認できるもの
●障害者控除
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、

障害者控除対象者認定書など
●寄附金控除
・寄附先からの寄附金の受領証など

●医療費控除
　2019 年中に支払った医療費などから保険金などで補填
される金額を差し引いた金額が、10 万円以上または総所
得金額などの 5％を超える場合
・医療費控除の明細書、医療費通知
※セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）の適

用を希望する場合は、
セ ル フ メ デ ィ ケ ー
ションの明細書と健
康の増進および疾病
の予防への取り組み
として一定の活動を
行ったことが分かる
書類が必要です。
※事前に明細書を作成の上、持参ください。

所得控除を受けるために必要なもの　　　　　　　　　　　

確定申告が必要な人 市民税・県民税の申告が必要な人
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藤原岳自然科学館

【早春の花を見る会】
　ふるさとの森～大貝戸～坂本の
コースで、早春の自然を観察します。
●日時　3 月 21 日（土）
　　　　9：30 ～ 15：00
●場所　藤原文化センター・藤原岳

山麓
●定員　40 人
●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）
●参加費　小学生以上 1 人 100 円
●持ち物　筆記用具・弁当・水筒・
返信はがき（詳細は参加者に連絡）
●申込期限　3 月 14 日（土）
●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。
●その他　当日雨天の場合は屋内で
の学習とします。

  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
3 月の教室

【びっくり生きものアラカルト】
　魚のモビール水族館を作ろう。
●日時　3 月 7 日（土）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　俵秀作さん

【田んぼと畑の学校】
　伝承遊び。
●日時　3 月 7 日（土）
　　　　13：30 ～ 15：30
●講師　藤井樹巳さん

【昆虫と遊ぼう】
　昆虫をさがそう。

　　　　13：30 ～ 15：30
●場所 　藤原庁舎 2 階ホール
●対象者　市民・農業者
●定員　50 人

 獣害対策課　  86-7832

相続セミナー（無料）

　遺産相続と遺言書の基礎知識、遺
贈寄付について
●日時　2 月 29 日（土）
　　　　10：00 ～ 11：30
●場所 　員弁老人福祉センター2階
●講師　伊藤圭子さん（行政書士）
●定員　50 人

 いなべ市市民活動センター
 74-5806

いなべ縁コンサート
1966 カルテット

　阿下喜小学校出身のヴァイオリニ
スト花井悠希さんを含む女性 4 人
のコンサート
●日時　3 月 14 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（税込・自由席）
一般： 1,000 円（当日 1,500 円）
小人：　 500 円（当日 1,000 円）
※小人料金は中学生以下
※未就学児の入場はご遠慮ください。

《チケット取り扱い》
○市芸術文化協会（北勢市民会館）
　平日 9：00 ～ 17：00
○ローソンチケット
　ローソン、ミニストップ
　（L コード：41920）
　  0570-084-004
○チケットぴあ
　各ぴあスポット、セブンイレブン
　（P コード：174 － 156）
　  0570-02-9999

 （一社）いなべ市芸術文化協会　
 82-1551

●日時　3 月 14 日（土）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　大山義雄さん

【山菜を食べよう】
　山菜採り。
●日時　3 月 15 日（日）
　　　　9：00 ～ 12：00
●講師　葛山博次さん、茂木源次さ
ん、藤田重輝さん、伊藤一昭さん
≪共通事項≫
●対象者　小学生（保護者の同伴が

必要）
●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」の隣）

●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

認知症のひとと家族の
「お

オ
れ
レ

ん
ン

家
ヂ

ガフェ」

　アロマクリームを作ります。天然
の香りで脳と体のセルフケア！！
●日時　2 月 16 日（日）
　　　　10：00 ～ 12：00
　　　　（受け付け 9：30 ～）
●場所　員弁老人福祉センター 2 階

集会室
●参加費　600 円（カフェ代、傷害

保険代）
●申込期限　2 月 14 日（金）

 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
 090-7604-3184

獣害対策研修会

　適切な電気柵の設置および維持管
理について
●日時　2 月 18 日（火）

催し
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 ふるさといなべ市の語り部の会 伊藤忠　
 090-3583-2827

　明治 8 年に古田と篠立の寺院で 2 カ月交代で教育を始め、
明治 15 年に校舎を新築し、清水学校と称しました。
　明治 23 年に清水尋常小学校と改称し、その当時の校歌は、
明治の御

み
代
よ

を歌ったもので戦前まで歌われました。昭和 23
年に立田小学校と改称されてから、新しい校歌になりました。
　作詞の藤田市男さんは深尾地区

※

の出身で、中里ダム内の丘
に建てられた｢離郷の碑｣の銘文を残した人です。作曲の岸本
喜久一さんは坂本の出身で、校長を務めていたときに全校鼓
笛隊を編成するなど、当校の教育に尽力しました。

立田小学校の校歌（作詞 藤田市男　作曲 岸本喜久一）

立田小学校

一．鈴鹿の峰の　雲の下
　　みどりの森に　抱かれし
　　学びの庭に　鐘がなる
　　進取自由の　鐘がなる
　　おお立田　立田小学校　

二．清水の谷に　湧く泉
　　心を洗う　糧として
　　学ぶ子我等　健やかに
　　平和日本を　進めゆく
　　おお立田　立田小学校

いなべ
検定入門

161   11
 校歌で知る

執筆：ふるさといなべ市の語り部の会
わたしの母校 

　人口流出により過疎化が進む中、昭和 63 年には山村留学
制度、平成 3 年には｢家族ぐるみの留学制度｣を実施すること
で、子どもだけでなく大人も一緒に教育に取り組む地域とな
りました。平成 6 年から始めた「ほたるの里」もそうした地域
性から生まれた環境学習です。
※深尾地区　藤原町鼎にあった集落の 1 つ。中里ダムの建設

に伴い、全住民が立ち退き、集落はダムに沈みました。

林家木久扇一門会

　笑点でおなじみ
の 林 家 木久 扇と
そ の 一 門 が 大安
公民館を笑いの渦
に！！
●日時　2 月 22 日（土）
　　　　18：30（開場 18：00）
●場所　大安公民館大ホール
●入場料（税込・全席指定）
一般：S 席 3,000 円
　　：A席 2,500 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

《チケット取り扱い》
○市芸術文化協会（北勢市民会館）
　平日 9：00 ～ 17：00
○ローソンチケット
　ローソン、ミニストップ
　（L コード：41507）
　  0570-084-004
○チケットぴあ
　各ぴあスポット、セブンイレブン

　（P コード：499 － 891）
　  0570-02-9999

 （一社）いなべ市芸術文化協会　
 82-1551

北海道歌旅座コンサート

　昭和歌謡のコンサート
【予定曲】 喝采、札幌ブルース、二
人でお酒を、いつでも夢を、大阪ラ
プソディー、北酒場など他にも多数
※当日変更する場合あり
●日時　3 月 11 日（水）
　　　　13：30（開場 13：00）
●場所　藤原文化センター2階市民

ホール
●入場料　1,500 円（自由席）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

《チケット取り扱い》
○市芸術文化協会（北勢市民会館）
　平日 9：00 ～ 17：00　

 （一社）いなべ市芸術文化協会　
 82-1551

第 2 期
いなべ市総合戦略

　急速な少子高齢化に的確に対応し、
それぞれの地域で住みよい環境をつ
くり、将来にわたって活力ある社会
を維持するために、「まち・ひと・し
ごと創生法」が制定されています。
　国と地方公共団体が一体となって
地方創生の深化に取り組むため、各
自治体で第 2 期の戦略を策定する
ことになりました。
　本市でも、第 2 期いなべ市総合戦
略を策定しました。市民の皆さんの
ご意見（パブリックコメント）を募集
しています。
●閲覧期限　2 月 24 日（月）
●閲覧場所
・市民課前閲覧スペース
・市ホームページ「政策意見公募」

 政策課
 86-7741

募集
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三岐鉄道北勢線
バレンタイン企画

　蓮花寺駅、東員駅、楚原駅の駅名
板完成記念として、列車のどこかに

「ちいさな恋」のつり革を設置します。
●日程　2月8日（土）～3月14日（土）
●その他　2月 8日（土）ミス桑名か
ら西桑名駅ホーム内にて、お菓子を
プレゼント。（10：20 ～ 1 時間ほど）
※申し込み不要

【主催】北勢線事業運営協議会（桑名市 
いなべ市 東員町 三岐鉄道株式会社）

 北勢線対策室（平日
8：30 ～ 17：15）

 84-1555

市営住宅の入居者募集

●募集住宅　市営いなべ中央住宅
（員弁町楚原地内、平成 12 年度建築、
鉄筋コンクリート造 2 階建て共同
住宅、2DK）
●募集戸数　1 戸
●募集期間　2 月7日（金）～28日

（金）
●申込資格
1.申込日の 3 カ月前から、市内に

在住または在勤
2.現に住居に困っている人で、同居

する親族がある人（60 歳以上は単
身入居可、婚姻予定の人も入居可）

3.市区町村税、諸保険料、保育料、
上下水道使用料および過去に市営
住宅に入居していた人は、当時の
家賃を滞納していないこと

4.連帯保証人を2人立てること（連帯
保証人は申込者の親族または、市
内に在住または在勤の人に限る）

5.申込者または同居する親族が暴力
団員でないこと

6.外国籍の人は特別永住者または中
長期在留者であること

7.政令月収（（世帯の年間所得－控除
額）÷ 12）が 15 万 8 千円以下で

あること。ただし、次のいずれか
に該当する世帯は政令月収が25
万9 千円以下であること

○申込者が 60 歳以上で、同居する
親族がいずれも 60 歳以上または、
18 歳未満の世帯

○障害者手帳を所持する人がいる世
帯

○小学校就学前の子どもがいる世帯
【控除額ついて】

　同居親族等控除…1 人 38 万円
老人控除対象配偶者控除、老人扶
養控除（70歳以上）…1人10万円
特定扶養親族控除（16 歳以上 23  
歳未満）…1 人 25 万円
障害者控除…1 人 27 万円
特別障害者控除…1 人 40 万円
寡婦控除、寡夫控除…27 万円

●審査方法　
【1 次審査】書類審査
【2 次審査】1 次審査合格者の抽選会
●入居予定　4 月中旬
●家賃　世帯の所得に応じて決定
●敷金　家賃の 3 カ月分
●申込方法　申込用紙は、申込先で
配布します。配布時に詳しい説明を
聞いた上で、本人または同居する親
族が申し込んでください。（代理人
による申し込みは不可）

  住宅課　  86-7809

障害者フライングディスク
指導者養成講習会（無料）

　2021 年の全国障害者スポーツ大
会三重とこわか大会で活躍できます。
　大会の運営方法や審判法を理論・
実技を交えながら体験します。
●日時　3 月14 日（ 土 ）13：00 ～
17：00、15日（日）9：00～17：10
●場所  東員町総合体育館（東員町

山田 1600）
●対象  三重とこわか大会にご協
力いただける人、障がい者スポーツ
に理解・興味のある人（18 歳以上）、
大学生、障害者支援施設職員、特別

支援学校教員など
●定員　40 人
●申込方法　2 月 21日（金）までに
電話、または FAX で申込先へ。
※申込書は三重県障がい者スポーツ

協会ホームページからダウンロー
ドできます。
  三重県障害者フライング

ディスク協会事務局
 090-4117-2887
 059-222-0303

麻しん・風しん
定期接種（第 2 期）

　麻しん・風しんの定期接種は、一
生のうち 2 回接種することになっ
ています。まだ接種が済んでいない
人は、期限までに予防接種を受けま
しょう。
※発熱（37.5 度以上）など、体調不

良のときは日を改めましょう。
　令和元年度の第2 期対象者は、令
和2年 3月31日までの接種は無料で
すが、4月1日以降は12,000 円程度
の自己負担が必要となります。
●対象者　平成 25 年 4 月 2 日～平
成 26 年 4 月 1 日生まれ

 健康推進課　  86-7824

若者就職
支援相談（無料）

　15～39 歳の無業状態にある人、
その家族、関係者をサポート。就労
体験やスキルアップのための支援
もあり。
●日時　2 月19日（水）
　　　　13：30～16：30
●場所　市役所 2 階 2-1 相談室
※事前に申し込みが必要です。

 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

相談

健康
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いなべ市図書館
キャラクター

いなピョン
「おいしいねぜんざい」

「おはなし会＆お楽しみ会」
いなべ市図書館第 5 土曜日イベント

2・3 月の休館日　全館 …毎週月・火（※員弁のみ祝・日・月・火・土）　特別休館日　北勢…2 月12 日（水）～ 21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）

♪パネルシアター、手品などをするよ♪　
●日時　2 月 29 日（土）10：30 ～
●場所　藤原図書館おはなし広場

【協力】　よみきかせたんぽぽの会

図書館リユース会のお知らせ
図書館で不用になった本や雑誌を無料
でお譲りします。
●日時　3 月 1 日（日）
　　　　10：00 ～ 15：00
●場所　藤 原文化センター 2 階市民

ホール

行政相談
（相談無料、秘密厳守）

　総務大臣から委嘱された「行政相
談委員」が、国、県、市ならびに特殊
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
2 月20日（木）藤原文化センター
3 月12日（木）員弁老人福祉センター
3 月26日（木）市役所シビックコア棟
●時間　13：00 ～ 16：00

【行政苦情 110 番】
 0570-090-110

※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　  86-7745

事業者向け相談窓口
（無料）

　中小企業・小規模事業者などの働
き方改革に関するさまざまな相談に
対応します。「人手不足」の対策、活
用できる「助成金」、法律の基本など

お気軽にご相談ください。
●日時　3 月 11 日（水）
　　　　13：00 ～ 16：30  
●場所　市役所 1 階

 三重働き方改革推進支援センター　
 0120-111-417

人権相談

【2月の相談】　2 月 19 日（水）
　　　　　　　13：00 ～ 16：00
●場所　員弁コミュニティプラザ

【3月の相談】　3 月 11 日（水）
　　　　　　　13：00 ～ 16：00
●場所　大安公民館

 人権福祉課　  86-7815

3 月は
『自殺対策強化月間』

　自殺は、個人的な問題ではなく、
さまざまな要因が複雑に絡みあい、
追いこまれた末に起こります。誰で
も、自殺に追い込まれてしまう可能
性があります。「自分には関係ない」
と思わず、この『自殺対策強化月間』

に、あなたの身近な人に小さな変化
がないか気を配ってみてください。
　あなたの身近な人が困っていたら
話を聴き、専門家へつないでくださ
い。この気付きが、自殺のない生き
やすいまちづくりにつながります。

 人権福祉課　  86-7815
≪いなべ市命の相談電話≫
　市では電話相談窓口を設置してい
ます。
●日時　毎週水曜日（祝日は除く）
　　　　13：00～16：00

 78-3831

J アラート、防災ラジオ
試験放送

【J アラート全国一斉訓練】
●日時　2 月 19 日（水）11：00 ～
※国民保護情報に関する試験放送

です。
※都合により中止する場合があり

ます。
【3 月の試験放送】
●日時　3 月 11 日（水）14：00 ～

 防災課　  86-7746

その他
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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》19：30 ～ 21：30

対象者には
個別通知
します。

　　

　　　　　　　　  　　　　　日時（受付時間）　          　　　 対　象　者
13：15～14：15
 9：15～ 9：30
13：15～14：15

3 月 12 日（木）
3 月 5 日（木）
3 月 19 日（木）

H30.  8.1 ～ 8.31 生 および　前回欠席者
H30.  2月、3月生
H28.  8.4 ～ 8.31 生 および　前回欠席者

【1 歳 6 か月児健康診査】
【 2 歳 児 歯 科 教 室 】
【3 歳 6 か月児健康診査】

場所：
保健センター

緊急
相談

緊急
診察

【ぷれ mama セミナー（妊婦教室）】
日 程　3 月 24 日（火）
時 間　10：00～12：30（受付 9：50 ～）
場 所　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　母子健康手帳、エプロン
内　容　マタニティクッキングとランチ会（調理実習含む）
※電話でご予約ください。また託児が必要な人はご相談くだ

さい。

【育児相談】
日・対象者　

受付時間　　9：30 ～ 11：00
場　所　　　保健センター（北勢町阿下喜 31）
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。

北勢町在住
藤原町在住
大安町在住
員弁町在住

3 月 4 日（水）　　　　　　　
3 月 11 日（水）　　　　　　
3 月 18 日（水）　　　　　　　
3 月 25 日（水）

ジェネリック医薬品
使用促進の

お知らせの送付
ジェネリック医薬品をご存じですか？
　低価格で、安全性や効き目は先発
医薬品と同等と認められている後発
医薬品のことです。
　医薬品をジェネリック医薬品に切
り替えると、薬代の窓口負担が軽減
され、医療費適正化にもつながります。
※ジェネリック医薬品への切り替え

は、主治医や薬剤師に相談してく
ださい。

　市では、ジェネリック医薬品に切
り替えることで、薬代が一定額以上
軽減されると見込まれる国民健康保
険加入者に、「ジェネリック医薬品
使用促進のお知らせ」を送付します。
●対象者　生活習慣病などの医薬品
を長期に処方されている国民健康保
険加入者（20～74 歳）で、ジェネリッ
ク医薬品に切り替えることで薬代が
200 円以上軽減される見込みの人
●送付時期　2 月下旬

 国民健康保険中央会コールセン

ター（電話番号は、「ジェネリック
医薬品使用促進のお知らせ」に記載）

 保険年金課　  86-7811

年金相談予約

　毎月第 2 火曜日に実施している
年金相談が予約制になります。
　申込先へ電話で予約してください。

  四日市年金事務所
 059-353-5515
 0570-05-4890 ※四日市年金事

務所での相談を希望される人

期限内納付のお願い

● 2 月の納付
○固定資産税　第 4 期
○国民健康保険料　第 8 期
○後期高齢者医療保険料　第 8 期
○介護保険料　第 6 期
●納期限（口座振替日）3 月 2 日（月）

【口座振替の人へ】

○前日までに通帳残高をご確認くだ
さい。

○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、3
月13 日（金）に 口座≪再≫振替 を
行います。

※後期高齢者医療保険は除く。
【納付書（現金納付）の人へ】
（固定資産税、国民健康保険料、介

護保険料）
○取り扱いのコンビニエンスストア

でも納付できます。
（固定資産税、国民健康保険料）
○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。
詳しくは、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。

※納付には便利な口座振替制度をご
利用ください。申し込みは近くの
指定金融機関などで！
 納税課　 86-7793
 保険年金課　 86-7811
 介護保険課　  86-7820
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今月の表紙
【撮影日】1 月 15 日（水）
【場 所】 いなべ市役所行政棟前
　今回の特集は若手職員に協力してもらいました。表紙や
インタビューは突然お願いしましたが、いなべ市役所の PR
のためにとこころよく協力してくれました。

暖かい日差しが窓から入り、撮影に絶好の光に。いま被写体
がいれば…と思いつつ、自然の偉大さを実感しました。（中）

冬のいなべと言えば田畑一面の雪景色。この冬、真っ白な銀
世界を見れるかな…と庁舎の窓を眺める今日この頃。（小）

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。
●日時　2 月 23 日（日）
　　　　9：00 ～ 12：00
　　　　（15分毎で予約受け付け）
●場所　市民課
●その他　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
ドをまだ受け取っていない人で休
日の受け取りを希望する場合も、
事前連絡が必要です。
 市民課　  86-7810

春季火災予防運動

　3 月 1 日から 7 日まで全国一斉に
春季火災予防運動が実施されます。
　これに先駆け「防火ポスター展」を
開催します。ポスターは管内の小・中
学生の令和元年度入選作品86点です。

【防火ポスター展】
イオン大安店（大安町高柳 1945）
●期間　2月13日（木）～24 日（月）

【2019 年度全国統一防火標語】
ひとつずつ いいね！で確認 火の用心
　空気が乾燥し、火災が発生しやす
い季節です。火の元、火の取り扱い
は十分注意しましょう。

【住宅用火災警報器取り付けのお手伝い】
　住宅用火災警報器を設置または交
換したいが、天井などに取り付けが
困難な65 歳以上の高齢者や障がい
者世帯のうち、取り付けを希望する
世帯を対象に消防職員が訪問して、
無料で取り付けのお手伝いをします。
●準備物
電池式の住宅用火災警報器（購入な
どしてあらかじめ準備をお願いします）

●申込方法
電話または FAX で申込先へ。
※申請書は桑名市ホーム

ページからダウンロー
ドできます。
  桑名市消防本部予防課
 24-5279  24-5281

春の防火・防犯パレード

　消防車両にて市内を一巡し、防火
意識の喚起など防火啓発広報活動を
行います。
●日時　3 月 1 日（日）9：00 ～

 防災課　  86-7746

紙パックのリサイクルと
分別について

　地区の決められた日にリサイクル
集積場へ出しましょう！※雨天の収
集日には出さないでください。
　 市で収 集し て い
る「紙パック」記載の
マーク（右）

【リサイクルの簡単 3 ステップ！】
①ゆすぐ ②あける ③乾かす
※内側にアルミやプラスチック加工

がされているものは、可燃ごみ（青
色の袋）として出してください。

※飲み口にアルミやプラスチックが
ついているものはプラスチックの
部分を取り除けば紙パックとして

リサイクルできます。
《何に変わるの？》
　紙パックは、リサイクルすることで
貴重な資源として生まれ変わります。
1 リットル入りの牛乳パック 30 枚
につき、およそトイレットペーパー　
5 個、ティッシュペーパー 3 ～ 4
箱などに生まれ変わります。
　紙パックをリサイクルすると、二酸
化炭素排出量の削減にもなり、地球
温暖化防止につながります。
　皆さんのご協力をお願いします。

 環境衛生課　  86-7813

消費生活情報を
 配信しています！

　いなべ市消費生活相談窓口では、
市内および近隣市町などで起こっ
た詐欺情報などをいなべ市生活情報

「まいめる」（メール配信サービス）の
【生活安全情報 】でお知らせしてい
ます。
　登録無料です。ぜひご利用ください。
※【生活安全情報】では、消費生活情

報のほかに福祉バスの運休情報や
食中毒情報なども配信しています。

※メール受信に伴う通信料などは自
己負担です。
 いなべ市消費生活相談窓口（商工

観光課内）　  86-7833
 https ://serv ice .

sugumail.com/inabe/
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川原のお母さんたちが作る
しっとり「ロールケーキ」

作り方
【スポンジ生地】
① 卵を卵黄と卵白に分ける。
②卵白にグラニュー糖の 1/3 を入れ、
しっかり泡立てる。

③卵黄に残りのグラニュー糖を入れ白っ
ぽくもったりするまで泡立てる。

④②に③を入れ、ゴムべらで混ぜ合わせ
る。（②のすじが残るくらい）

⑤④に小麦粉をふるい入れ、しっかりと
混ぜ合わせる。

⑥オーブンの天板にクッキングシートを
敷き、⑤を流し入れ、ゴムべらで平ら
に伸ばす。

⑦230度のオーブンで15分焼き、冷ます。

 いなべグリーン・ツーリズム推進委員会（政策課内）　
 86-7741　  http://www.inabe-satoyama.com/

こんにゃく作り体験
芋から作る手作りこんにゃくは絶品です。
●日時　3月 7日（土）9：15～ 12：00
●場所　立田会館（藤原町篠立 2450-6）
●参加費　800 円（1人あたり）
●定員　10 人
●申込方法　ホームページまたは電話

かかし作り体験
自分だけのオリジナルかかしを作りましょう !
●日時　3月 14日（土）9：30～ 12：00
●場所　夢かなえ荘（藤原町鼎 762）
●参加費　500 円（1人あたり）
●定員　10 人
●申込方法　2月 10日（月）以降にホームページまたは電話

同じレシピを紹介中

　いなべ市公式
　　　キッチン

材料（4 人分）

【スポンジ生地】
卵 ････････････････9 個
小麦粉 ･････････90 グラム
グラニュー糖 ･･130グラム
【クリーム】
生クリーム ････････400cc
グラニュー糖 ･･･40 グラム
【具材】
バナナ ･･････････････3 本
桃・みかん（缶詰）･･･ 適量

小さなごちそう体験

【クリーム】
①生クリーム、グラニュー糖の順にボウ
ルに入れる。

②①を泡立てたら冷蔵庫で冷やす。
【仕上げ】
①冷めたスポンジを裏返す。
②①の上部 3cmを残してまんべんなく
生クリームを塗る。

③②の下部に芯になるバナナを幅いっぱ
いに 1列に並べる。

④間をあけてみかんを 1列に、さらに間
をあけて桃を 1列に並べる。

⑤バナナ側のクッキングシートの端を持
ち、巻き寿司のように巻く。

北勢町川原での
小さなごちそう
体験で調理

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（令和 2 年 1 月 1 日現在）

　　　　総人口：45,713（+27）
　　　　 世　帯：18,556（+29）

男：23,362（+10） 女：22,351（+17）生活情報
「まいめる」
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