
４．中心市街地内にある公的な施設の概要
＊利用者数等実績値は、平成26年度の数値

施設名称 市立図書館 文化会館 中部地区市民センター 博物館

所在地 久保田一丁目2番42号 安島二丁目5番3号 西浦1丁目8番3号 安島一丁目３番 16 号

開館年 昭和48年竣工　（明治41年創立） 昭和57年 昭和53年 平成5年

建物構造
鉄筋コンクリート造
地下1階、地上3階

鉄骨鉄筋コンクリート造
4階

鉄筋コンクリート造
4階

鉄骨鉄筋コンクリート造
 地下２階、地上６階

延床面積（㎡） 4,147 13,883 2387 10,147

敷地面積（㎡） 4,738 20,681 971 1,845

設置目的
図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保
存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研
究、レクリエーション等に資する

市民の文化、教育、福祉等の増進に資する

地域社会づくりを推進するため、住民の連帯意識を
高め、積極的な地域活動の場を提供するものであ
り、また、地域における市行政の窓口として住民の利
便に供するとともに、地域住民の生活文化の向上と
福祉の増進を図る

自然科学及び人文科学に関する資料を収集し、保管
し、及び展示して市民の利用に供するとともに、プラ
ネタリウムによる天体運行等の映写を行い、市民の
教育、学術及び文化の発展に寄与する

開館時間

火・水・木・金曜日
 午前９時３０分～午後７時
土・日曜日、祝日
 午前９時３０分～午後５時

午前9時00分～午後10時00分 午前8時30分から午後9時まで
午前 9 時 30 分から午後 5 時まで
（ただし展覧会への入場は午後 4 時 30 分まで）

休館日
毎週月曜日、毎月第２・第４火曜日、年末年始
蔵書点検（6月に約10日間）

第2週を除く月曜日（ただし祝日の場合は翌日）
及び年末年始（12月29日～1月3日）

年末年始
月曜日（休日の場合は翌平日）及び年末年始、館内
整備のための臨時休館

利用者数／
来館者数(人)

285,866 443,570（平成26年度実績） 43,803
H26 19,537人（リニューアル工事のための休館有）
H25　86,096人 　H24　102,538人

事業概要

■１階 一般成人室、児童室、点字・録音資料室
■２階 事務室、地域資料室、一般閲覧コーナー
　　　　　郷土作家コーナー、展示コーナー、インター
　　　　　ネットコーナー、視聴覚ホール
■３階 学習室、一般研究室、スナックコーナー
　　　　 会議室
■車庫
■館外書庫

・図書の収集及び貸出等（蔵書43万冊）
・移動図書館（2台）の管理運営
・読書会、読書講座及び図書展示等の開催
・近鉄四日市駅高架下の市民窓口サービスセンター
に図書返却ポストを設置している。

■第１ホール　1,786人
■第２ホール　　593人
■第３ホール　  300人
■第４ホール　  400人
■展示室　　第１，３，４展示室、常設展示室
■会議室　　第１，２，３会議室
■練習室　　３室
■リハーサル室　　２室

・文化を担う人材の育成・支援
（学び舎音楽会・こどもフェスティバル・市民参加型事
業など）
・優れた芸術文化を鑑賞する機会の確保
・四日市の個性を生かした事業
（萬古焼展示・文治まつりなど）
・文化を創造する環境づくりのための事業
（JAZZ フェスティバル・まちかどコンサート・ワンコイ
ンコンサート）
・情報の受発信事業
（文化展望四日市の発行など）

★利用率　日数85.4％　区分62.8％（平成26年度実
績）

■１階　玄関ホール
■２階　事務室・団体事務局・和室・茶室・料理実習
室
■３階　和室・会議室１・会議室２・美術教室・図書室
■４階　音楽室１・音楽室２・大会議室１・大会議室２

・地域振興業務
　地域住民が行う地域社会づくりの活動支援、自治
会など地域団体に対して、情報・活動の場の提供な
ど

・公民館業務
　地域に根ざした文化、教養、福祉、健康づくりなど
の講座の開催や生涯学習をするグループなどへの
活動の場の提供など

※四日市公害と環境未来館の占有スペースは除く
■地下1階、2階　　収蔵スペース
■１階　エントランス、講座室、ミュージアムショップ
■3階　常設展示室「時空街道」、丹羽文雄記念室、
事務室
■4階　特別展示室
■5階、6階　プラネタリウム「GINGA　PORT401」、コ
ズミックラウンジ、コズミックギャラリー
・常設展「時空街道」
 原始・古代から江戸時代までの四日市のあゆみを原
寸大再現で展示し、四日市公害と環境未来館の明治
時代から現代までの展示につなげ、これからの四日
市を考える場としている。
 ・丹羽文雄記念室
 文化勲章受章作家で、四日市市名誉市民の丹羽文
雄(平成 17 年４月逝去)の足跡と業績を紹介してい
る。
・プラネタリウム「GINGA　PORT401」
「宇宙からみた地球、宇宙からみた四日市」という新
たな視点で、地球環境について投映し、四日市公害
と環境未来館と連携した環境を考える場として特色あ
るプラネタリウムとしている。

管理者 図書館 指定管理者 中部地区市民センター 博物館

所管 教育委員会 市民文化部 市民文化部 教育委員会
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施設名称

所在地

開館年

建物構造

延床面積（㎡）

敷地面積（㎡）

設置目的

開館時間

休館日

利用者数／
来館者数(人)

事業概要

管理者

所管

四日市公害と環境未来館
北勢地域地場産業振興センター

（じばさん三重）
茶室（泗翠庵） すわ公園交流館

安島一丁目３番 16 号 安島一丁目３−１８ 鵜の森一丁目13番17号 諏訪栄町22番25号

平成27年 昭和62年 平成6年 平成15年（建築年度昭和4年）

博物館とじばさん三重の建物内の一部
鉄骨鉄筋コンクリート造

地下1階　地上7階
木造　平屋建

鉄筋コンクリート造
2階建

6,247 267 384(テラス30㎡)

－ 1,702 1,407 10,825

四日市公害の歴史を風化させることなく、環境改善の
歩みから得た教訓を生かし、より良い環境を次世代
に引き継ぐ

三重県北勢地域における地場産業の健全な育成及
び発展を図るこ とによって、地域経済の活性化に貢
献し、もって、地域住民の生活向上に寄与する

市民が茶道等日本古来の伝統文化に親しむことがで
きる場を提供し、もってそれら伝統文化の振興を図り
市民の文化と教養の向上に資するため

諏訪公園内の歴史的建造物を中心市街地に来る人
や住む人の憩いの場、交流の場及び自己実現の場
として諏訪公園と一体的に活用し、もって中心市街地
活性化の拠点とする

（博物館内）　午前 9 時 30 分から午後 5 時まで
（ただし展覧会への入場は午後 4 時 30 分まで）
（じばさん三重内活動室）
午前 9 時 30 分から午後 5 時まで

【名品館】午前10時 〜 午後6時
※夏季は午後7時まで
【貸　館】午前8時30分 〜 午後5時15分まで

午前9時00分から午後8時30分まで
午前9時30分から午後6時30分
専用使用は、午後6時30分から午後9時00分

（博物館内）
月曜日（休日の場合は翌平日）及び年末年始、館内
整備のための臨時休館
（じばさん三重内活動室）博物館及びじばさんの休日
に準ずる

毎月第2・第4水曜日（祝日の場合は翌日）
月曜日(ただし月曜が祝祭日のときはその翌日)
および年末年始（12月29日～1月3日）

月曜日（祝日の場合は翌日）および年末年始

54,286（3/21～11/21） 146,464（H23） 13,377 65,937

（博物館内）
※博物館と共有スペースは除く
■1階　図書スペース、学習コーナー、研修・実習室
■2階　常設展示室、事務室
（じばんさん三重内活動室）
■2階　活動室・交流スペース

イ．常設展示
　公害発生に至る社会背景から被害、対応・対策ま
で総合的に展示
ロ．学習拠点
　研修実習室、図書スペース、学習コーナーなど
ニ．活動拠点（じばんさん三重内活動室）
　会議室、交流スペース　など

■1階　エントランス、名品館（ショップ）
■2階　貸館、レストラン、（環境未来館）
■3階　事務室、大学サテライト、インキュベートルー
ム
■4階　大学サテライト、貸館
■5階～6階　貸館（ホール253人）

・需要開拓事業／地場産品のPRや販売事業
・人材養成事業／各種セミナー開催や案内
・法律相談、労務相談、金融相談の案内
・ビジネスインキュベータ事業
　インキュベートルームの入居者募集および入居企
業の紹介
・会議室やホールなどの貸館事業

■小間　4畳半
■広間　主室　9畳、次の間6畳
■立礼席　予約なしで利用できる椅子席のお茶席

稼働率　　36.8％　（小間9.48％）

・特別講座
（掛軸の楽しみ方・香を楽しむ集い・組子細工づくり）
・茶道体験教室
（盆点や野点を楽しむ集い・20周年記念茶会）
・月釜（毎月第3日曜日10:00～15:00）
・全国小京都和菓子めぐり（毎月第2日曜日）

■1階　ホール、デッキ、事務所
■2階　児童館

諏訪公園内の歴史的建造物を、中心市街地に来る
人や住む人の憩いの場、交流の場及び自己実現の
場として諏訪公園と一体的に利活用できるとともに、
誰もが気軽に休憩できるスペース。
また、大四日市まつりや祝日などに、音楽コンサート
を開催するなど、音楽イベントでもテラスも含めて活
用している。

四日市公害と環境未来館 (公財)三重北勢地域地場産業振興センター 指定管理者 指定管理者

環境部 商工農水部 市民文化部 商工農水部
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施設名称

所在地

開館年

建物構造

延床面積（㎡）

敷地面積（㎡）

設置目的

開館時間

休館日

利用者数／
来館者数(人)

事業概要

管理者

所管

四十三茶屋（市民課窓口サービスセンター） 総合会館（集会施設分） 市民交流会館（本町プラザ） ＜参考＞民間施設　第一楽器「ムーシケホール」

安島一丁目1-56　近鉄四日市駅高架下 諏訪町2番2号 本町9番8号 安島2丁目3-32（文化会館南側）

平成24年 平成2年 平成8年 昭和61年

－
鉄骨鉄筋コンクリート造

地上8階、地下1階
鉄骨鉄筋コンクリート －

延床面積292㎡（四日市物産観光ホール内）
市民窓口サービスセンター146㎡
四十三茶屋　146㎡

12,302 632 －

－ 2,120 1,032 －

来街者に観光情報として本市の魅力を紹介する、駅
構内の観光案内所として市民窓口サービスセンター
と共存して設置

市民の文化活動の増進を図る
地域社会づくりを目的として活動する団体に全市的
な会合等の場を提供し、もって市民の地域社会づくり
を推進する

－

午前10時00分から午後7時00分 午前9時00分から午後9時00分 午前9時00分から午後9時00分 午前9時00分から午後9時00分

年末年始 年末年始 毎週月曜日（休日の場合はその翌日）・年末年始 月曜日及び店舗休業日

4,636 37,150 35,875 -

・水沢かぶせ茶の給茶サービス
・観光パンフレット、四日市に関する雑誌・書籍をゆっ
くり閲覧できる休憩スペース
・地場産品、お土産品の展示、購入場所の紹介

■８階　会議室　５室
　　　　　和室　　１室

※稼働率　32.5％

■1階　ホール(180人)
■2階　第1会議室、第2会議室、和室
■5階　第3会議室
■6階　第4会議室
※稼働率　21.9％

本町プラザ内にある他の機関等
※3階　男女共同参画センター　「はもりあ」
　　　　　（利用者数／13,929人）
※6階　(公財)四日市市文化まちづくり財団

　楽器店の一角に設けられた、ピアノ・室内楽等、生
楽器による演奏を主用途とするコンサートホール

■座席数　237席

四日市観光協会 指定管理者 指定管理者 -

商工農水部 財政経営部 市民文化部 -
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