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特集 安全・安心　そしておいしい！
四日市の水道水 

安全・安心　そしておいしい！
四日市の水道水 

スマホをかざそう！【今月の動画】
・智積養水
・工場夜景
見方は、裏表紙の「広報紙で
動画を見よう」をご覧ください。



普段、何気なく使っている水道水。
毎日使う水道水は、法律で定められた厳しい検査を経て、皆さ
んの家庭に届けられています。
また、万が一の大規模地震の際に影響が最小限となるよう、水
道施設の耐震化を進めています。
日々の生活に欠かすことのできない存在である水道水が、どの
ようにつくられているのかご紹介します。

今回の特集の内容は、市政情報等提供番組
「ちゃんねるよっかいち」でも紹介します。
● 地デジ12ch（CTY）
● 2月21日（水）～28日（水）に放送
　 月・水・金・日曜日　    9:30、20:30
　 火・木・土曜日　 　　12:30、20:30

安全・安心 そしておいしい！
四日市の水道水
安全・安心 そしておいしい！
四日市の水道水

取水ポンプ
消毒

送水ポンプ

導水管

取水井
地下水をくみ上げる井戸です。
地下水は砂利や砂でろ過された
きれいな水です。

水源地
次亜塩素酸ソーダを加えた水を
送水ポンプで配水池へ
送っています。

浄水場
三重県企業庁がダムや川から
受け入れた水を処理し、
水道水として各市町へ送り出しています。

浄水場
三重県企業庁がダムや川から
受け入れた水を処理し、
水道水として各市町へ送り出しています。

送水管送水管
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水源から家庭に水が届くまで

豊富で良質な地下水 水源地で消毒 配水池から家庭へ

しゅ すい  せい

　四日市の水道水の水源は、地下
水が約62％で、残りは三重県企業
庁から受水しています。
　地下水をくみ上げる井戸を「取水井」
といいます。地下水は、地中の砂利
や砂でろ過されてきれいになってい
ます。取水井から取り入れられた水
は、導水管を通って水源地へ集めら
れます。

　いくつかの取水井から取り入れら
れた地下水を集め、次亜塩素酸ソー
ダを加え、水道法に適合する水にす
る施設が「水源地」です。朝明・小
牧・三滝・三滝西・内部と、市内に5
カ所あります。
　きれいになった水は、送水ポン
プを使って押し上げられ、送水管を
通って高台にある配水池へ送られ
ます。

　水を貯めておくタンクがあるとこ
ろを「配水池」といい、市内に15カ
所あります。
　高低差を利用して水を送り出す
ためほとんどが高台にありますが、
楠地区の配水池は平地にあるので、
加圧ポンプで圧力をかけて水を送
り出します。道路に埋められている
配水管を通して、家庭や公園、学校
などに水が届けられます。

緊急遮断弁
地震などの災害時に
飲料水を確保するように
8カ所の配水池に
設置されています。

緊急遮断弁
地震などの災害時に
飲料水を確保するように
8カ所の配水池に
設置されています。

配水池
(水を貯めるタンク)
高台の所に造ってあり、
高低差を利用して水を
市内に送り出しています。

配水池
(水を貯めるタンク)
高台の所に造ってあり、
高低差を利用して水を
市内に送り出しています。

緊急用貯水槽
地震などの災害時に
飲料水を確保し、
応急給水を行うため
設置しています。

緊急用貯水槽
地震などの災害時に
飲料水を確保し、
応急給水を行うため
設置しています。

配水管
配水池から市内に水を配る水道管で
大部分は公道に埋められています。

配水管
配水池から市内に水を配る水道管で
大部分は公道に埋められています。

消火栓消火栓

家庭家庭

公園公園

学校学校

工場工場
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水質に異常がないか、検査機器だけでなく、人の目や
嗅覚なども用いて検査しています

　四日市市上下水道局では、毎日の生活に欠かせない水を安全に安心してご利用いただくため、水道法に基づい
た水質検査を水源から蛇口(給水栓)まで一体的に実施しています。また、本市の水道水は、自己水源である地下
水と三重県企業庁の浄水場での処理水から成り立っており、これらを市内の水源施設で常時監視しています。

「蛇口から安全な水」「蛇口から安全な水」

　安心して水道水をご利用いただくため、専門の知識を持った職員が、水道法で
定められている水質基準項目の全てを検査し、安全で良質な水道水であることを
確認しています。三重県内の市町では数少ない、職員自らが検査を実施できる自
己検査体制を整えています。
　本市の水道水の水源は複数あり、供給される水道水が配水区ごとに異なるた
め、各配水区の蛇口で水道水の水質検査を行っています。また、水源から蛇口ま
での水道水の品質管理のため、取水井、水源地、配水池においても水質検査を
行っています。
　検査結果については１カ月ごとにとりまとめて、上下水道局に掲示するほか、
ホームページなどを通じて、皆さんに情報提供しています。

水道法に基づく水質基準
　水道事業体などには、水道法に
よって水道水の水質についての検
査が義務付けられています。大腸
菌・水銀・鉛など人の健康に関す
る31項目と、味・におい・色など生
活上の不具合および水道施設へ
の影響に関連する20項目の計51
項目について、基準が設定されて
います。

自己検査体制で水をチェック！ 水質管理室
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小水力発電所内部

水源施設に異常がないか、24時間体制で監視しています

　四日市はかつて、「泗水の里」と呼ばれていました。水質がよく、水量の豊かな四つの井戸があったこと
から、その名で呼ばれるようになったという説があります。良質な地下水を主な水源としている四日市の
水道水は、国の「おいしい水研究会」が昭和60年に定めた「おいしい
水」の条件を満たしています。
　四日市の水のおいしさをPRするため、良質な地下水である原水を
ペットボトルに詰めた「泗水の里」を、上下水道局や市役所売店(総合
会館地下1階)、じばさん三重などで販売しています。まだ飲んだこと
がないという人は、そのおいしさを知っていただき、貴重な地下水の大
切さを考えるきっかけにしていただければと思います。

おいしい水の水質要件
　厚生労働省（旧厚生省）の「おいしい水研究会」が、昭和60年に、
全国の水道水を調べておいしい水の要件を数値化したものです。蒸
発残留物・硬度・遊離炭酸・過マンガン酸カリウム消費量・臭気度・
残留塩素・水温の7項目があり、これらの要件を満たした水道水を
継続的に提供できるよう努めています。

　水道は、井戸水のくみ上げポンプや高台の配水池に水を押し上げる送水ポンプなど、水源か
ら家庭に水を届けるまでに多くの電力を使用しているんだ。
そこで四日市では、三重県企業庁の水沢浄水場から送られ
てくる水道水の水圧を利用して発電する小水力発電所を、平
成19年、桜地区の高岡配水池に建設したんだよん。小水力
発電設備を導入して、年間約350世帯分の電気を発電するこ
とで、環境保全に貢献しているんだ。

環境に優しい水づくり環境に優しい水づくり 高岡配水池小水力発電所

泗水の里と呼ばれていた四日市泗水の里と呼ばれていた四日市

　尾平町にある水源管理センターでは、市内50カ所余りの水
源施設を集中管理しています。監視制御装置により、人とコン
ピューターが連携して、家庭や公園、学校などで使われる水を
24時間、365日コントロールしています。
　また、水道施設には防犯装置が取り付けられていて、水源管理
センターで監視を続けています。

市内全域の水源施設を365日管理 水源管理センター

こにゅうどうくんの

ちょこっと
コラム
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配水池(緊急遮断弁付き)

緊急用貯水槽(地上式)

朝明川

海蔵川

三滝川

内部川

市役所市役所

上下水道局上下水道局

近
鉄
名
古
屋
線

四日市
あすなろう鉄道
四日市
あすなろう鉄道

近鉄湯の山線

近鉄四日市駅近鉄四日市駅

　水道施設は、市民生活および都市機能を維持するための基本的な施設であり、災害によって被害を受けた場合
にも、水道システム全体として給水機能を可能な限り保持できるようにしておくことが重要です。そのため、被災し
た水道施設が復旧するまでの応急的な給水を行う拠点の整備や、水道施設の耐震化を進めています。

災害に強い水道へ災害に強い水道へ

応急給水拠点をご存じですか

　災害時に貯水槽の水道水を供給する
応急給水拠点です。地上式と地下式があ
り、市内に13カ所あります。

　緊急遮断弁が設置されている配水池
は市内に8カ所あり、災害時には応急給
水拠点になります。

　地震などの災害によって水道が
出なくなった場合に備えて、市民の
皆さんに飲料水を供給する「緊急用
貯水槽」などの施設を整備していま
す。いざというときには、ここで水を
受け取ることができます。

緊急用貯水槽

配水池

災害時の応急給水拠点
配水池の所在地
朝明配水池
あがた配水池
生桑配水池
高岡配水池
一生吹配水池
水沢北谷配水池
山ノ手配水池
楠配水池

(平津町41-5 )
( 下海老町440-2 )
( 生桑町 1842 )
( 桜町 7866-27 )
( 智積町4712-2 )
( 水沢町4579-58 )
( 小古曽町 2122 )
( 楠町南川 746 )

緊急用貯水槽の所在地
天力須賀公園
松原公園
富田中学校
羽津会館
三滝公園
市民公園
中央緑地
中里緑地
笹川団地配水池
磯津公会所
河原田小学校
楠中央緑地
楠新浜町 1号公園

( 富洲原中学校の南 )
( 四日市北警察署の西 )
( 東茂福町 )
( 大宮西町 )
(テニスコートの北 )
( 市立博物館の南 )
( 第二体育館の南 )
(中里町集会所の南 )
( 笹川西保育園の南 )
( 磯津保育園の東 )
( 河原田町 )
( 楠交流会館の東 )
( 楠避難会館の南 )

　応急給水拠点で水を受け取
るときには、ポリタンクや
２リットル程度のペットボトル
など、空の容器を
お持ちください。

ポリタンクなどのご用意を
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壁面の強度を増すために、補強ケーブルを
縦横に張り巡らせています

　火災発生時の消火活動や老朽化した水道管の破損、その他突発的な事故によって、水道水が
濁ることがあるんだ。濁水が発生したときは、広報車や市ホームページ、上下水道局ホームペー
ジで状況をお知らせするほか、広範囲に及ぶ場合などは安全安心防災メールやケーブルテレビ
（CTY）でもお知らせするよん。水が使えない間は、市民生活に支障が出ないよう、給水車によ
る応急給水が行われるんだ。

上下水道局ホームページ(http://www.city.yokkaichi.mie.jp/̃yk-water）
四日市市安全安心防災メール(登録方法は http://bousai2.city.yokkaichi.mie.jp/
home/doc/mailchirashi.pdfをご覧ください)

濁水が発生したときは濁水が発生したときは

貴重な水を有効に活用するために貴重な水を有効に活用するために

大規模災害に備えて 水道施設の耐震化

漏水調査

水道施設の耐震化状況 水道管の耐震化

　漏水が発生していないか定期的に調査を行っています。調査箇所は、宅地内
の水道メーターや道路上にある水道の止め栓、消火栓など。市を三つのエリア
に分け、３年かけて市内全域を回ります。
　調査は、音聴棒という長い棒を使用したり、専用の機械を消火栓に取り付け
たりして、わずかな水漏れ音を聴き取って漏水箇所を特定します。貴重な資源
である水を無駄にしないため、また、漏水による道路陥没などの事故を未然に
防ぐため、早期の漏水発見、修繕に努めています。

　平成12年度から地震対策と
して、施設および管路の耐震化
を進めています。水源地、配水
池については全てが耐震化を
完了しています。

　大規模地震が発生すると、水道管が破
損したり、継手（接続部分）が抜け出した
りして漏水し、断水が発生します。
　こうした災害に対応するため、上下水道
局では、市内の主要な管路から順に、耐震
性の高い水道管に取り替えています。

補強ケーブル

補強ケーブル固定金具

こにゅうどうくんの

ちょこっと
コラム

上下水道局 総務課 ☎354-8350  FAX354-8249
広報広聴課 ☎354-8244  FAX354-3974

●この特集についてのお問い合わせ・ご意見は

77

　毎日使っている水道水ですが、水源から家庭に届くまでの過程や、災害対策の取り組みなど、知らないことも
多かったのではないでしょうか。今後も、市民の皆さんに安全に安心してご利用いただけるような水づくりに努め
ていきます。（上下水道局総務課 伊藤、広報広聴課 老谷）

編集後記

おい たに
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農道や山林の道路脇など、人目に付かない場所へのごみの不法投棄。素掘りの穴やドラム缶など、法に定め
られた基準を満たしていない焼却炉でごみを燃やす野外焼却（野焼き）。これらは法律で禁止されています
が、後を絶ちません。
美しい四日市を守るため、決められたルールをきちんと守りましょう。

　平成28年度に市が回収したごみの不法投棄の件数は、1,766件でした。
　ごみを捨てた人はさっぱりするかもしれません。でも、不法に捨てられたごみは、
誰かに迷惑を掛けて、誰かが苦労して処分しています。
　市では、「ごみの捨て得」にならないよう、不法投棄されたごみの中から捨て
た人の手掛かりを探し出して、警察と連携しながら指導などを行っています。

やめよう！
ごみの不法投棄、野外焼却
やめよう！
ごみの不法投棄、野外焼却

無くならない不法投棄

ごみの不法投棄は重大な犯罪行為です

　捨てたごみが紙くず、ビン、缶などのありふれた家庭ごみで
あっても、それは不法投棄であり、処罰の対象となります。
（不法投棄の罰則）
　個人の場合：5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金

またはその両方の罰
　法人の場合：3億円以下の罰金

　ごみ出しの日を忘れていたり、引っ越しなどでご
み出しの日まで待てなかったりするときは、四日市
市クリーンセンターにごみをお持ちください。
　持ち込める時間帯や品目などは、ごみガイド
ブック、ごみ収集日程表の裏面や、市ホームページ
（　　  1000100000275）をご覧ください。

地域のごみ置き場に出せない場合は

　本市では、不法投棄パトロール班が市内の不
法投棄パトロールを行っています。また、市道で不
法投棄物を発見した場合や、市道に不法投棄物
があるとの通報
をいただいた場
合は、回収・処分
を行っています。
　なお、私有地
にごみが不法投

棄された場合は、所有者に処理責任が生じます。
　管理している土地
は、柵や看板を設置
したり、定期的に清
掃や除草をしたりし
て、不法投棄をされ
にくい環境づくりに
努めましょう。

不法投棄を無くすために

不法投棄パトロール班

HP ID
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▲iOS版

▲android版

野外焼却は禁止されています
　庭先や空き地などでごみを焼却すると、煙や灰が発生し、悪臭がす
るなど、近隣の人に迷惑が掛かります。
　ごみは燃やさず、必ず分別して、ごみ収集日程表のとおりに地域の
集積場へ出すなど、適正に処理してください。

（野外焼却の罰則）
　個人の場合：5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方の罰
　法人の場合：3億円以下の罰金

　ごみを焼却するには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で認められた焼却炉で焼却する必要が
ありますが、メンテナンスが不十分な場合や、設置する場所によっては苦情が出る場合があります。

●野外焼却が認められているもの
　例外として次の場合は野外焼却が認められていますが、ご近所の迷惑にならないように気を付けて
ください。

廃棄物対策室（☎354-4415）へご相談ください。
※休日・夜間は市役所宿直（☎354-8177）へ

　資源物・ごみ分別アプリ「さんあ～る」は、分別方法を手軽に検
索できたり、資源物やごみの収集日をお知らせしてくれたりする機
能がついたスマートフォンアプリです。
　簡単な操作で使うことができますので、ぜひご活用ください。

風俗慣習上または宗教上の
行事における「しめ縄、門
松」などの焼却

たき火やキャンプファイヤーなど
での木くずなどの焼却

あぜの草や下草の焼却など、農業
または林業を営むためにやむを得
ないもの

ごみ捨ての便利アイテム

ごみ分別アプリ 「さんあ～る」
をご活用ください

不法投棄を発見した場合や、近隣の野外焼却でお困りのときは
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■始まりはフクロウの鳴き声から
四日市西高等学校周辺には、豊かな湧水に育まれた里

山環境があります。自然研究会では、そこに生息する動
植物の調査研究と保護活動を行ってきました。
平成27年の春、市内の西部丘陵地帯でフィールド活動

中に、１羽のフクロウの鳴き声を聞きました。これがきっ
かけとなって、フクロウ保護プロジェクトを始めました。

■産業と自然が両立するまち
フクロウは自然豊かなところに生息し、三重県では準

絶滅危惧種に指定されている貴重な鳥です。そんなフク
ロウが身近にいるということが衝撃的でした。四日市は
産業が盛んなイメージのまちですが、そこにはまだまだ
自然が残されています。

■保護・研究・教育の三つの柱
フクロウが安全に安心して子育てできるよう、巣箱を

製作して森林に設置しています。丈
夫な巣箱を作ることが大切で、重さ
は10キログラムを超えます。そし
て、設置する際は、天敵のアライグ
マや密猟などへの対策も必要です。
安易に巣箱を掛けて逆に繁殖を阻害
することになってはいけません。行

政・森林組合・企業・自治会などと連携し、昨年の11月
までに市内と近隣市町で39箱の巣箱を設置しました。
また、繁殖後に巣箱に残されたペリット（消化されず

に口から吐き出されたもの）の内容物を分析し、この地
域のフクロウがどのような動物を餌にしているかを調査
しています。中から出てくる骨
の特徴を観察して識別し、餌と
なった動物を特定します。昨年
度は、この作業に８カ月を費や
しました。
さらに、地域で体験型の講演会や巣箱作りなどを実施

し、研究活動を通して分かったフクロウの生態や魅力を
発信しています。自分たちでクイズを考えたり、写真や
動画、イラストなどを使ったりして、どの年代の人にも
楽しんでもらえるように工夫しています。

■フクロウがすむ環境を次世代に引き継ぐ
フクロウは森林の生態系の頂点に立つ生物です。フク

ロウを守る取り組みは、その餌となる動物など多くの生
物がすむ環境を守る取り組みであ
り、生物多様性を守ることにつなが
ります。フクロウの魅力を通じて、
より多くの人に環境保全・育成の大
切さを感じてほしいと思います。
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「第52回全国野生生物保護実績発表大会」でフクロウ保護
プロジェクトを発表し、文部科学大臣賞を受賞。本市が実施
する「平成29年度四日市市環境活動賞」も受賞しました。

四日市西高等学校 自然研究会

→

VVol.66Vol.600

老若男女、各分野で活躍するさま
ざまな「四日市人」を取材して、そ
の人の言葉で四日市の魅力など
をお伝えするコーナーです。
■ＣＴＹ「ちゃんねるよっかいち」
でも紹介します。
日時：２月11日〜３月10日
月水金日 ９：30・20：30
火木土 12：30・20：30
■ＣＴＹ−ＦＭで毎月第２・第４日
曜日放送の「よっかいちわいわい
人探訪！」でも紹介します。
日時：２月11日・25日

８：54・14：54
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「マイナポータル」って何？
マイナポータルとは、国が運営す

る、国民一人ひとり専用のマイナン
バーに関するポータルサイトです。
マイナンバーカードを持っていれ

ば、インターネットで各種オンライ
ンサービスを利用することができま
す。
「マイナポータル」でできること

行政機関が保有するあなたの情報
を確認できるほか、行政機関同士が
情報連携であなたの個人情報のやり

とりをした履歴の確認をすることが
できます。
また、自分に合った自治体の行政

サービスの検索や、行政機関へのオ
ンライン申請（子育てワンストップ
サービスなど）をすることができま
す。本市では現在のところ、妊娠の
届け出や児童手当の認定請求、保育
施設などの利用申し込みなどの子育
て関係の手続きに必要となる書類の
確認や、オンライン申請をすること
ができます。
「マイナポータル」の利用方法

マイナポータルを利用するには、
マイナンバーカードのほか、インタ
ーネットに接続できるパソコンとＩＣ

カードリーダーが必要です。また、初
めて利用する場合には環境設定が必
要となります。詳しくはマイナポー
タルサービストップ画面（HPｈｔｔｐｓ
://ｍｙｎａ.ｇｏ.ｊｐ）をご確認ください。

→

「マイナンバーカード（個人番号カード）」を使って利用することのできる「マ
イナポータル」についてお知らせします。

→

第３回

もうすぐ開館３周年！
早いもので、四日市公害と環境未

来館は来月、開館３周年を迎えます。
開館以来、大勢の人にご来館いた

だき、四日市公害について学んでい
ただく中で、改めて先人の努力や環
境の大切さを実感していただけたと
感じています。
一方、公害の発生から60年近くが

経過し、記憶の風化が危惧されます。
昨年、四日市公害裁判判決45年の節
目を迎え、改めて四日市公害が取り

上げられる中で、大勢の関係者から
当館へ資料などをご提供いただきま
した。この場を借りて、お礼を申し
上げるとともに、今後、より一層四
日市公害の教訓と未来を見据えた環
境の大切さについて、伝えていきた
いと考えています。市民の皆さんの
ご来館をお待ちしています。
２月・３月も講座が盛りだくさん！
年明けからは、さまざまな四日市

市エコパートナーが、創意工夫を凝
らした講座を当館と共に開催します。
普段の講座とは一味違った企画が

たくさんありますので、広報下旬号

掲載の「そらんぽ通信」をチェック
して、ぜひ参加してみてください。

→

第23回

「博物館」「プラネタリウム」「四日市公害と環境未来館」の見どころなどを紹介します。
開 館 時 間 ９：30〜17：00（展覧会への入場は16：30まで）
２月の休館日 ５日（月）・13日（火）・19日（月）・26日（月）
３月の休館日 ５日（月）・12日（月）〜16日（金）・19日（月）・26日（月）

※２月12日（休）は開館します。

→
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マイナンバー制度について：ＩＴ推進課
（緯354－8106 胃359－0286）
マイナンバーカードについて：市民課
（緯354－8152 胃359－0282）

問い合わせ先

四日市公害と環境未来館
（緯354－8065 胃329－5792）

問い合わせ先

夏休みに開催した
「身近なふくろうのお話と工作」
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こんにちは。環境部です。
今回は、市役所５階にある環境保

全課をご案内します。
環境保全課では、市民の皆さんが

快適な環境の中で安心して暮らせる
よう、大気・水質などの環境監視や
アライグマなど外来生物への対策、
四日市公害による健康被害の補償に
関する業務などを行っています。
また、地球温暖化対策も大きな課

題ですが、これについては2015年に
開催された国連気候変動枠組条約第

21回締約国会議（ＣＯＰ21）におい
て「パリ協定」が採択され、日本は
温室効果ガスの排出量を2030年度
において、2013年度比で26％削減
する中期目標を設定しました。本市
においても、市民や事業者の皆さん
と一体となって地球温暖化対策に取
り組むべく、四日市市環境計画の見
直しを行い、新たな温室効果ガスの
削減目標を掲げていきます。同計画
は、2018年１月まで実施したパブリ
ックコメントの結果を踏まえ、同年
３月に改定する予定です。
皆さんも、日々の生活の中で節電

や省エネを意識していただくととも

に、身の回りのものを選ぶときに省
エネ性能が優れたものを選択するな
ど、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（クールチ
ョイス）の視点を取り入れ、できる
ことから地球温暖化対策にご協力を
お願いします。

→ →

第９回

市役所の各部署の業務などを政策推進監が紹介するコーナーです。
今回は、環境部の環境保全課をご案内します。

環境保全課
（緯354－8188 胃354－4412）

問い合わせ先

地球温暖化防止
キャンペーンロゴマーク

→

古着を売るつもりが
貴金属を買い取られた!?

［相談事例］
「不用品を買い取りたい」と電話が
あったので古着を用意して待ってい
たが、訪問した業者から「貴金属は
ないか」としつこく聞かれ、仕方な
く指輪を二つ出した。結局、業者は
この指輪二つだけを５千円で買い取
っていった。後で冷静に考えると、
最初の電話と話が違うし、指輪が二

つで５千円と安価だったことも納得
がいかず、取り返したい。
［アドバイス］

事例のように、自宅で物品を買い
取ってもらう際の訪問購入に関する
相談が寄せられています。
訪問購入では、クーリング・オフ

の適用があります。契約書面を受け
取った日から８日以内であれば無条
件で申し込みの撤回ができます。ク
ーリング・オフの期間中は、物品を
手元に置いておくことができるので、
買い取り価格は妥当か、本当に物品
を手放してもいいのか良く考えまし
ょう。

ただし、中にはクーリング・オフ
ができない場合もあります。契約は
慎重に行い、買
い取ってもらう
つもりがないと
きは、きっぱり
断りましょう。

■この記事に関する問い合わせ先
市民・消費生活相談室
緯354－8147 胃354－8452
■契約トラブルに関するご相談は
相談専用電話 緯354−8264
受付日時 月〜金曜日

（祝日・年末年始を除く）
9：00〜12：00、13：00〜16：00

市民・消費生活相談室に寄せられた相談事例などから、安全に安心し
て消費生活を送るために役立つ情報をお知らせします。

第６回

→

環境部政策推進監
岸本 敏彦



No.1494 平成30（2018）年2月上旬号

本欄は広告であり、広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。

13

有
料
広
告
掲
載
欄

→

東日本大震災被災地の福島県新地
町に「四日市橋」ができました
本市では、平成23年３月11日に発

生した東日本大震災の復興支援とし
て、震災の翌年の平成24年４月以降、
福島県相馬郡新地町役場へ土木職員
を派遣しています。現在まで延べ４
人の職員を派遣しており、それぞれ
１〜２年間、新地駅や新地町役場が
ある中心市街地の復興に向け、土地
区画整理事業などに携わっています。
この復興事業の一環として人道橋

が造られ、「四日市橋」と名付けられ

ました。案内板には由来として「こ
れまでの四日市市の厚意と支援に感
謝し、新地町との友好の架け橋の証
として命名した」と記され、派遣職
員４人の名前も付されています。
この事業は今年度完了予定である

ため、本市からの職員の派遣も終わ

りますが、派遣職員の復興支援を通
じた経験は、今後の本市における災
害対応に役立つものと期待されます。

第12回

本市の主な施策や旬の話題を取り上げるコーナーです。
今回は、福島県新地町に造られた「四日市橋」について紹介します。

→

ふれあい餅つき大会（１月13日 下野小学校）
ＰＴＡの主催で、土曜授業に合わせて開催されました。地

域の皆さんに手ほどきを受けながら、４年生以上が餅つき
を体験し、「よいしょ」の声が小学校の中庭に響いていまし
た。ついた餅は全児童に配られ、みんなでおいしくいただ
きました。
楽寿会やまちづくり委員会などの協力もあり、地域のつ

ながりが感じられる一日になりました。

富洲原四・九の市（12月29日）
年の瀬ということもあり、正月の食材や植物などを求め

る人で大変なにぎわいでした。
この12月からは、市民公園や川越町などで開かれるマル

シェに出店しているグループも参加しており、この日は、
いなり寿司や揚げパンなどを販売しました。今後、毎月29
日に出店する予定とのことで、新たなにぎわいの創出が期
待されます。

市内各地で開催されたイベントなどを写真と文章で紹介するコーナー
です。

都市計画課
（緯354－8214 胃354－8404）

問い合わせ先

砂子田川に架かる人道橋「四日市橋」
すな こ だ がわ

橋の命名の由来が書かれた案内板
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市の情報発信市の情報発信源源（（ 月月））22

市ホームページ http://www.city.yokkaichi.lg.jp

1日（木）〜10日（土）ぶらり あすなろう鉄道の旅〜後編〜
11日（日）〜20日（火）四日市中央工業高等学校 ロボット研究部
21日（水）〜28日（水）安全安心な水のある暮らし

放送時間（20分間）
月・水・金・日 ９：30・20：30
火・木・土 12：30・20：30

「よっかいち わいわい人探訪！」（ 分間）5
第２・ 日曜日 ８：54・14：544
…四日市で生き生きと活動している人の
活動現場の声をお届けします

「ALO！YOKKAICHI！」（ 分間）5
土曜日 19：54
…ポルトガル語による市からのお知らせ
「なるほど！ 防災」（ 分間）5
月曜日 17：30、木曜日 ８：30
…災害への心構えなど防災に関するお知らせ

「マンスリーよっかいち」（ 分間）5
第１・３日曜日 ８：54・14：54
…市政情報をピックアップしてお届けします

■レディオキューブ♥FM三重
FM85.0MHz（市内）
「防災よっかいち」（ 分間）5
木曜日 12：55
…防災に関する情報をお届けします

■シー・ティー・ワイ
エフエム

※バックナンバーをYouTubeで配信して
います

※番組ＤＶＤを広報広聴課、市立図書館（自
動車文庫を含む）、楠交流会館図書室、
あさけプラザ図書館で貸し出しています

今月の表紙では、本市のシンボルの
一つでもある「四日市港」周辺のさま
ざまな表情をお届けします。
四日市港は日本有数の国際貿易港

で、エネルギー資源、完成自動車、コ
ンテナ貨物などを扱う総合港湾とし
て、私たちの生活のみならず、背後圏
産業を物流面から支えています。
また、三重県で唯一、大型客船が着

岸できる港でもあります。先月 日に2
は初めて外国客船が寄港し、岸壁は大
勢の人でにぎわいました。

冬は空気が澄んで、夜景がより楽し
める季節です。四日市港ポートビル
14階の展望展示室「うみてらす14」
からは、港を含め360度のパノラマが
楽しめます。ぜひお出掛けください。

広報用ＳＮＳやってます！
アカウント名「よっかいち広報」

フェイスブック ツイッター

広報紙で動画を見よう

「まるごと四日市」のサイト
の広報紙のメニューを起動
して、この「こにゅうどうくん」
のイラストや表紙の「広報
よっかいち」のロゴにスマ
ートフォンなどをかざせば
動画が見られます
※利用には無料アプリ「ぴこ
んず」のインストールが必要

こにゅうどうくん

下のQRコードを読み取っ
て、「まるごと四日市」の
サイトにアクセスしてね！

今年度の表紙のテーマは、「よっかいちのいいところ」です。
四日市の魅力を再発見し、まちをより好きになってもらえるよう、「よっかい

ちのいいところ」を紹介します。

インターネットアンケート
市政ごいけんばん
アンケートモニターを
募集しています。

「人権を確かめあう日」（ 分間）5
毎月22日
月は、：30・12：54・16：30・2 7
18：30

毎月第 金曜日の「旬感☆みえ」のコーナーで市の情報を発信。3
月は、16日（金）18：00に放送します2

スマホ・タブレットで広報紙が読める！

「よっかいち」
で検索
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