
スマホをかざそう！
【今月の動画】
・辻久善
・大四日市まつり
見方は、裏表紙の
「広報紙で動画を見よう」
をご覧ください。

7 編集・発行/四日市市役所
　　　　　 広報マーケティング課
〒510-8601  四日市市諏訪町1番5号
代表電話（総合案内） ☎354-8104
■ http://www.city.yokkaichi.lg.jp
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いざ頂点へ！インターハイ開幕！！
四日市P LU S「見て！知って！わがまちの消防団」
四日市P LU S「知っていますか　地域のオアシス　市民緑地」
きらり四日市人「松平信子さん・伊藤三男さん・齊藤宗雄さん」
　　　　　　　（四日市公害と環境未来館　解説員）

広報広報

主
な
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容
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霞ケ浦テニスコート

インターハイ開幕！！
5月25日
オープン！！

インターハイ
テニス競技開催！

四日市に新しいテニスコートができたということで、
大学生の時以来、久しぶりにテニスをしました。ボー
ルが見やすいですし、コートが新しいので、すがすが
しい気持ちでプレーできます。夏場の暑い日や雨の
日などは、屋根付コートも利用してみたいですね。

萱原耕也さん

利用者の声
利用案内
［時　間］
６時～２１時
（１２月～２月は７時から）［料　金］（1時間）メインコート1,380円サブコート1,040円屋根付コート940円屋外コート690円※アマチュアスポーツかつ入場料なしの場合［問い合わせ先］☎330-5500

FAX334-0220

いざ頂点へ！

メインコート（１面）
ハードコート１６面を有する
全国有数のテニスコートであ
る霞ケ浦テニスコート。全国大
会などの大規模な大会にも対
応できます。観客席１，０１７席
を誇るメインコートでは、白熱
の決勝戦が繰り広げられるこ
とが期待されます。

屋根付コート（８面）
雨の日や日差しの

強い日でも快適にプ
レーすることができる
屋根付コートを、8面
整備しました。

クラブハウス

屋外コート（6面）

サブコート（1面）

かやはらこう や
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中央緑地フットボール場

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）
●7月21日（土）～31日（火）に放送
　 月・水・金・日曜日 9:30、20:30
　 火・木・土曜日 12:30、20:30

７月２６日から８月２０日まで、三重県・岐阜県・静岡県・愛知
県・和歌山県で、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
が開催されます。三重県で開催されるのは１９７３年以来４５
年ぶりで、８月１日に三重県営サンアリーナ（伊勢市）で総合
開会式を行うほか、県内で１4競技を実施します。
インターハイに向けて整備を進めてきたスポーツ施設のほ
か、大会に出場する選手や大会を盛り上げている人たちに
ついてご紹介します。

７月２６日から８月２０日まで、三重県・岐阜県・静岡県・愛知
県・和歌山県で、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
が開催されます。三重県で開催されるのは１９７３年以来４５
年ぶりで、８月１日に三重県営サンアリーナ（伊勢市）で総合
開会式を行うほか、県内で１4競技を実施します。
インターハイに向けて整備を進めてきたスポーツ施設のほ
か、大会に出場する選手や大会を盛り上げている人たちに
ついてご紹介します。

7月1日
全面オープン！！

インターハイ
サッカー（男子）競技開催！

すごく広くて走りやすかったです。
芝がきれいで気持ちよかったです。
サッカーボールを蹴るのが楽しくて、
またここでサッカーがしたいと思いま
した。将来はパパみたいにサッカーが
上手にできるようになりたいです。

利用者の声

利用案内
［時　間］
６時～２１時
（１1月～3月は9時から）［料　金］（1時間）3,000円 
※アマチュアスポーツの場合（高校生以下が過半数の市内団体は2分の1の料金）［問い合わせ先］☎348-7011

FAX345-5811

Aフィールド
（サブトラック・サッカー場）
周回コース４００ｍ４レーンと
直走路150m2レーンからなる
サブトラックの内側が、サッ
カー場となっています。Ｂ・Ｃ
フィールドと合わせた３面の人
工芝サッカー場で、全国大会
などが開催しやすくなりました。

Bフィールド
（アメリカンフットボール兼サッカー場）
Cフィールド
（ラグビー兼サッカー場）
アメリカンフットボールやラグ

ビーもできる人工芝のサッカー場
を、それぞれ１面ずつ整備しまし
た。多目的な利用が期待されます。

クラブハウス
更衣室（ロッカー、シャワー完

備）のあるクラブハウスが2棟
あります。

新体育館
（2020年春供用開始予定）

水谷丈士くん
じょう じ

33No.1504　平成30（2018）年7月上旬号



津市
バレーボール（女子）
④⑤ハンドボール
⑥柔道
⑧レスリング
なぎなた

四日市市
①②テニス
サッカー（男子）

菰野町
登山

鈴鹿市
水泳（水球）
ソフトテニス
④⑤ハンドボール
サッカー（男子）

伊勢市
陸上競技
バレーボール（男子）
サッカー（男子）
⑦剣道熊野市

③ソフトボール

伊賀市
サッカー（男子）

亀山市
ウエイトリフティング

みんなで応援しよう！

地元高校出場！

躍
動
す
る

本年のインターハイでは、県内で１4競技が開催され、そ
のうち本市ではテニス競技とサッカー（男子）競技の２競
技が行われます。地元選手の活躍を期待して、応援しま
しょう。

三重県内開催で市内の高校が出場する団体競技

全員が学校の部活動だけで練習を重ねて
いることもあり、チームワークの良さや元気の
いいところが特長です。昨年、団体戦で優勝し
ているので、団体戦で連覇することが今年の
目標です。今年は去年よりプレッシャーがかか
る中で、自分たちを信じて戦える準備をしっか
りしていきたいと思います。
地元開催ということで、他の全国大会に比

べて試合にかける思いが強いです。絶対にここ
で優勝して、地元の皆さんに恩返しがしたいで
す。皆さんが笑顔になるような、応援したくなる
ようなプレーを全員でできたらと思います。

頑張れ！
地元出場高校チームワークの良さで団体戦二連覇へ

四日市商業高等学校女子テニス部

① テニス男子（四日市工業高校、四日市高校）
② テニス女子（四日市商業高校）
③ ソフトボール男子（四日市工業高校）
④ ハンドボール男子（四日市工業高校）
⑤ ハンドボール女子（四日市商業高校、暁高校）
⑥ 柔道男子・女子（四日市中央工業高校）
⑦ 剣道男子（四日市工業高校）　
⑧ レスリング男子（朝明高校）

■三重県内で開催される競技
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市内で開催される競技の会場と日程

［男子］
目標は、昨年９位だった団体で３位入賞することです。本番に向

けては、いろいろな技を覚えて演技構成を上げていきつつ、演技
の正確さも大事にしていきた
いと思います。東海地方開催
ということで、今までのイン
ターハイより活気づいて、自
分たちとしては演技しやすい
と思うので、目標が達成でき
るように頑張りたいです。
［女子］
今までは跳馬で得点を伸ばしていたのですが、段違い平行棒

と平均台でも得点を稼げるようになりました。今後は細かい部分
を調整して、演技構成などを落と
さないようにしていきたいです。会
場が静岡県ですごく近くて、大勢
の人が応援に来てくれると思うの
で、その期待に応えられるような
演技ができればと思います。

地元の応援に応えられるような演技を
暁高等学校男子体操部・女子体操部

■会場への交通
【霞ケ浦テニスコート】
近鉄霞ヶ浦駅・ＪＲ富田浜駅から徒歩で約２４分。インターハイのテニス競技開催
期間は、近鉄四日市駅・ＪＲ四日市駅から無料のシャトルバスが運行されます。
【中央緑地フットボール場】
四日市あすなろう鉄道日永駅から徒歩で約10分。近鉄新正駅から徒歩で約12分。

インターハイに関する最新情報は、
こちらをご覧ください。

■テニス競技の開催日程
【開会式（四日市ドーム）】８月１日（水）
【霞ケ浦テニスコート（男子）】８月２日（木）～８日（水）
【四日市ドーム（女子）】８月２日（木）～８日（水）

【三滝テニスコート（女子）】
８月２日（木）・６日（月）
【閉会式（霞ケ浦テニスコート）】８月８日（水）

■サッカー（男子）競技の開催日程
【開会式（鈴鹿市）】８月６日（月）
【中央緑地陸上競技場】
8月7日(火)～9日(木)・11日(祝)・12日(日)
【中央緑地フットボール場（Ａフィールド）】８月７日（火）

【中央緑地フットボール場（Ｂフィールド）】８月７日（火）
【決勝・閉会式（鈴鹿市）】８月１３日（月）

※開会式・決勝・閉会式の会場は鈴鹿市ですのでご注意ください

※体操競技は静岡県で開催

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/
kokutai2021/interhigh/index.html

HP
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盛
り
上
げ
る

選手やお客さんをお花で歓迎したい
四日市農芸高等学校生産技術コース

四日市市・鈴鹿市・菰野町の競技会
場で選手やお客さんを出迎えるため
の花を育てています。育てているのは
マリーゴールドとサルビア、べゴニア
で、マリーゴールドとサルビアは昨年の
インターハイ開催地から受け継ぎまし
た。インターハイ開催期間に見ごろと
なるよう、３月中旬から育てています。
大変なこともたくさんありますが、

花がきれいに咲いたときを想像して
育てているとやりがいを感じます。会
場に来た選手やお客さん全員が、花
を見てきれいだなと思って笑顔にな
るような花を育てたいと思います。ま
た、次の開催地につないでいかない
といけないという気持ちで、大事に丁
寧に育てています。

大会を支える
地元高校
＆チーム

４６年ぶりに三重県で開催

サッカー（少年男子） テニス 体操／競技 体操／新体操 体操／トランポリン

自転車／トラック・レース 軟式野球 カヌー／スプリント 空手道 ゴルフ（成年男子）

国民体育大会は、日本最大の国民スポーツの祭典です。2021年に開催される三重とこわか国体では、県内全
ての市町で競技（正式競技、特別競技、公開競技、デモンストレーションスポーツ）が行われ、四日市市では３７ある
正式競技のうち、下記の8競技10種目が行われます。今後、ますます盛り上がりを見せる国体にご期待ください。

2021年三重　とこわか国体に向けて
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© インターハイ

ウイニンくん

三重とこわか国体
マスコットキャラクター
とこまる

カウントダウンボード・総合案内所で
インターハイを盛り上げたい
四日市工業高等学校建築科ものづくり研究会

昨年、カウントダウンボードを
３、４カ月かけて作りました。杉の
木を使っているのですが、ウイニ
ンくんの絵と合わなかったり、枠
組みにはまらなかったりして、木
の性質を考えながらうまくはめて
いくのが難しかったです。今は総

合案内所の制作に取り掛かっています。総合案内所は竹を使っている
ので、材質や仕上がりなどを見て楽しんでもらえたらと思います。
カウントダウンボードや総合案内所は近鉄四日市駅に飾られるの
で、県外や市外から来た人が最初に目に
するものだと思います。四日市をイメージ
したデザインを見て四日市のことを知っ
てもらいたいですし、三重県・四日市市で
インターハイが開催されるんだと意識し
てもらえたらうれしいです。

総合案内所の制作活動

近鉄四日市駅に
設置されている
カウントダウンボード

2021年三重　とこわか国体に向けて
国体をみんなで盛り上げよう

現在、３年後の国体に向けて三重県内でさまざまな取り組みが進められています。その一つとして、県では
国体の広報ボランティアを募集しています。詳しくは、県ホームページ（ http://www.pref.mie.lg.jp/
D1SPORTS/000186316.htm）をご覧ください。
また、本市においても今後、国体に向けてさまざまなボランティアを募集する予定です。４６年ぶりに三重県
で開催される国体を盛り上げるため、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

HP

●この特集についてのお問い合わせ・ご意見は
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　今回、インターハイに関わっている人たちを取材して、インターハイが地元で開催されるんだと改めて実感しまし
た。今年のインターハイはもちろんですが、２０２０年の東京オリンピック、２０２１年の三重とこわか国体と、ますます熱
気が高まるスポーツを、市としても全力で盛り上げていきたいと思います。

（スポーツ課 永田、国体推進課 山下、広報マーケティング課 老谷）

編集後記

スポーツ課
国体推進課

広報マーケティング課

☎354-8428　FAX354-8432
☎354-8367　FAX354-8338
☎354-8244　FAX354-8315

おいたに



荒れていた里山などを手入れして、地域の憩いの場に変えたり、地域に新たな緑を創ったりするなど、
市民の皆さんによる緑があふれるまちづくりが進められています。

今回は、２つの市民緑地を取り上げ、管理団体で活躍しているお二人にお話を聞きました。
皆さんも身近な緑を守り育てる活動を始めてみませんか。

荒れていた里山などを手入れして、地域の憩いの場に変えたり、地域に新たな緑を創ったりするなど、
市民の皆さんによる緑があふれるまちづくりが進められています。

今回は、２つの市民緑地を取り上げ、管理団体で活躍しているお二人にお話を聞きました。
皆さんも身近な緑を守り育てる活動を始めてみませんか。

知っていますか
地域のオアシス
知っていますか
地域のオアシス
知っていますか
地域のオアシス市民緑地市民緑地市民緑地

市民緑地制度市民緑地制度

もともと松林だっ
たこの土地は、地域
の人が、木を伐採し
てまきにしたり、松
の葉を採ったりする
ことで、自然に整備

されていました。しかし、ガスの普及によって、林に
人の出入りがなくなり、土地が荒れてしまいました。
そこで立ち上がったのが、下野地区里山整備委員
会です。私は、平成２２年の発足当時から会長をし
ています。
 今後この市民緑地がどうなっていってほしいですか
自然を残しながら、もっと人が交流できる場所に

していきたいと思います。
 地域の皆さんに伝えたいことは
この市民緑地では、皆さんが休めるベンチを
作ったり、楽しいイベントを開いたりしたいと思って
いますが、会員の高齢化
で難しくなってきている
のが現状です。
ぜひ、この活動を知っ
ていただき、ご協力をお
願いします。

●これまでに開設された市民緑地●これまでに開設された市民緑地

岡山市民緑地（県地区）岡山市民緑地（県地区）

市民緑地すがわら
「とおりゃんせ」（神前地区）
市民緑地すがわら
「とおりゃんせ」（神前地区）

初瀬ビオトープの谷
市民緑地（桜地区）
初瀬ビオトープの谷
市民緑地（桜地区）

市民緑地貝家町の
ビオトープ（内部地区）
市民緑地貝家町の
ビオトープ（内部地区）

下野憩いとふれあい
市民緑地（下野地区）
下野憩いとふれあい
市民緑地（下野地区）

市民緑地「かわらだ
竹林公園」（河原田地区）
市民緑地「かわらだ
竹林公園」（河原田地区）

市民緑地「みえ北
めぐみの森」（三重地区）
市民緑地「みえ北
めぐみの森」（三重地区）

八王子町秋の小径
市民緑地（四郷地区）
八王子町秋の小径
市民緑地（四郷地区）

采女城跡市民緑地
（内部地区）
采女城跡市民緑地
（内部地区）

　身近な民有緑地を地域の皆さんが自らの手で管理・
整備し、市民の憩いの場として活用していただく制度で
す。市が所有者から土地を借り受け、地域団体などに
維持管理と整備を委託しています。

秋の小径

下野地区里山整備委員会

会長　市川 豊嗣さん 
下野地区里山整備委員会

会長　市川 豊嗣さん １５年ほど前に、挨拶運
動など地域のさまざまな
活動を行う団体として発
足しました。その４年後
に、いろいろな年代の人
が「秋の小径」とともに散

策や休憩できる場所として、市民緑地の整備を始めまし
た。現在は、会員数３０人ほどで市民緑地の維持管理など
の活動をしています。
 この場所の魅力はなんですか
秋になると、「秋の小径」沿いの
モミジが紅葉し、近隣の人がたくさ
ん散策に訪れます。真っ赤に染まっ
た「秋の小径」は見ものです。
 地域の皆さんに伝えたいことは
最近は、会員の高齢化に伴い、会員も減ってきており、活
動も縮小しています。今後の市民緑地の維持管理やイベン
トの開催には、若いパワーが必要だと感じています。地域の
皆さんで、故郷を支えていきましょう。

ボランティア八王子　
会員  長田 紘一さん
ボランティア八王子　
会員  長田 紘一さん

市民・企業・市が協働して総合的な緑化を図るために設置しています。市民や企業の皆さんからの寄付金、
霞ヶ浦地区のコンビナート企業からの負担金を基に、「花と緑いっぱい事業」や公園愛護会の活動などに活
用しています。花と緑があふれるまちづくりのため、寄付のご協力をお願いします。詳しくは、都市計画課へ。

四日市市
緑化基金

活動経緯を
教えてください

ボランティア八王子に
ついて教えてください

こ みち

　毎年恒例のイベント　　　
「たけのこホリホリ下野っ子」

とよ つぐとよ つぐ

8

憩いの空間「市民緑地」を楽しもう！憩いの空間「市民緑地」を楽しもう！
プラス

●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は 都市計画課 354-8214  FAX 354-8404都市計画課 354-8214  FAX 354-8404
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ホース

障害物

分岐媒体：
ホースを
つなぐもの

第2放水区域エリア

第1放水区域エリア
小隊長
指揮位置

消防車

スタート位置
放水準備開始！

知って！

消防団消防団消防団消防団
わがまちのわがまちの

第55回 四日市市消防団  消防操法競技大会 消防団は、市民の安全と安心を守るため、日々訓練してい
ます。消防操法競技大会は、その成果を示す場で、消防活
動に必要な技術の迅速さや正確さなどを競うために行わ
れています。消防団の技術をぜひ、間近で感じてください。

消防団は、市民の安全と安心を守るため、日々訓練してい
ます。消防操法競技大会は、その成果を示す場で、消防活
動に必要な技術の迅速さや正確さなどを競うために行わ
れています。消防団の技術をぜひ、間近で感じてください。

８月５日（日）諏訪神社境内　17：20～17：40
三滝通りメーン会場　19：15～19：35

日時・場所

第55回大四日市まつり
消防団はしご登り披露
はしご登りは、高い所から火事の様子をうかがった

り、威勢のいい姿を見せたりするのが特徴です。
竹と木材でつくった高さ約６メートルのはしご上で

演技を行う圧巻のはしご登りを、ぜひ、大四日市まつ
りでご覧ください。

YY  BOUSAI  TOUR  2018
ワイワイ　 ボ ウ サ イ　　ツ ア ー

防火・防災に興味を持ってもらうことを目的に、昨年か
ら実施しています。防災拠点や災害スポットをマイクロバ
スで巡るツアーで、楽しく勉強しましょう。

小学４～６年生
７月２７日（金）　9:００～17：30
防災教育センター、伊勢湾台風殉難慰霊
碑、安島防災備蓄倉庫、北消防署北部分
署など
20人　　　　　　無料
７月１７日17:15までに、住所、名前、生年月
日、学校名・学年、電話番号、保護者の名
前、緊急時の連絡先を、電話かファクスで、
消防救急課へ
保護者同伴不可

対 象
日 時
場 所

定 員
申し込み

その他

料 金

あなたの力を
消防団に

消防団員募集中！ 四日市市消防団は、
地域を守ろうという力を求めています。詳しくは、消防救急課へ。

市民公園　操法競技大会図

チームの団結力や士気
各分団は競技について工夫を重ねることにより、コミュニケー
ションが活性化され、チームとしての絆が強くなっています。

見どころ

2
正確な放水とスピード
勢いよく吹き出てくる放水の圧力に負けないように
標的を正確に、そして素早く狙います。

見どころ

1

今年初の標的

日時：7月15日（日）  8：30～12：00　
場所：市民公園（博物館前）
日時：7月15日（日）  8：30～12：00　
場所：市民公園（博物館前）

見て！ 

●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は 消防本部消防救急課 ☎356-2005  FAX356-2016

地域防災の要  消防団地域防災の要  消防団
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■終着点ではなく、きっかけに
四日市公害と環境未来館の開館前から『四日市再生「公
害市民塾」』で活動し、市に公害資料館の開設を要望し
てきたこともあって、開館のときに解説員になりました。
今は語り部としても活動しています。
公害が一番ひどかった時代を知っている人は減ってき

ています。同じことを繰り返さないためにも、実際に何が
あったのかをちゃんと学んでい
ただければと思います。展示を
見て終わるのではなく、ここを
きっかけとして、磯津などの現
地も訪れて、過去に思いを馳

は

せ、
未来への教訓としてください。

■よりグローバルな環境対策を
四日市公害については以前から関心を持っていました
が、解説員になった一番のきっかけは、四日市大学の社
会人学生として「公害論」を受
講したことです。訪れた人に公
害について分かってもらえたと
きや、「ありがとう」と言って
もらえたときに、やりがいを感
じます。

今は中国などの大気汚染も気になりますね。ＰＭ2.5
や窒素酸化物など、国内だけでは終わらない問題も多い
ので、グローバルな対策が求められる時代になったと思
います。

■「ぜん息の苦しさ」伝える　使命に
公害当時、一人で戦っていたという澤井余志郎さん（故
人）の人柄に惹

ひ

かれて活動を始めました。澤井さんから
は「ぜん息の苦しさを伝えてほしい」と言われています
ので、解説のときはそのことを
忘れず伝えるように心掛けてい
ます。
四日市公害は、時代を知る

「縁
よすが

」です。四日市公害を昔の
こととして片付けてしまってい
る人にこそ、この館を訪ねてもらいたいです。そして、
ぜひ、私たち解説員に声を掛けてください。

→

四日市公害と環境未来館の常設展示室では、土日を中心に解説員（市民ボラン
ティア）が活躍されています。四日市公害の歴史や教訓を未来へ伝えようと活
動されている解説員の皆さんにお話を伺いました。（左から松平信子さん、伊
藤三男さん、齊藤宗雄さん）

四日市公害と環境未来館　解説員

Vol.65

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：７月１日～31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：７月８日・22日
　　　　８：54・14：54　

あなたも解説員になりませんか
伊藤さん、松平さん、齊藤さんのように、解説員のボラ

ンティアをしていただける人を募集しています。活動には、
養成講座の受講が必要です。
詳しくは、四日市公害と環境未来館（☎354－8065）へ

お問い合わせください。

【スマホをかざそう】
それぞれの個人の写真に
スマホをかざすと動画が
見られます。見方は裏表
紙をご覧ください。
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四日市は
ロケーションの宝庫

最近、四日市で大きなカメラを持
ったカメラマンさんをよく見るよね。
四日市には港・工場・鉄道など、か
っこいい写真や映像が撮れるスポッ
トがたくさんあるんだよん。そのほ
かにも山・川・都会・田園など、一
つのエリアに幅広い風景が集まって
いることから、映画やドラマのロケ
地としても注目されているんだ。
こんなすてきな四日市をもっとた

くさんの人に知ってもらえるよう、

新しく「四日市市プロモーシ
ョン映像」が公開されるよん。

監督は京本政樹さん
タイトルは「必見！四日市」（仮）。

「必殺シリーズ」でおなじみの京本
政樹さん初監督＆出演作品だよん。
京本さんにぴったりのクールでキラ
キラした、歴史の風情たっぷりの場
所で撮影が行われたんだ。
四日市市プロモーション映像は、
夏休みの映画館でシネアド（上映前
のＣＭ）として上映されるほか、イ
ンターネットなどで世界中に発信さ
れる予定だよん。メイキング映像も
制作中。ボクも出演しているから、
みんな楽しみにしていてね。

四日市公害を忘れないために
46年前、市役所の向かいにある裁
判所で、四日市公害裁判の判決が下
されました。市民・企業・行政によ
る環境改善の取り組みに加え、この
裁判が大きなきっかけとなり、四日
市の大気汚染は改善されてきました。
当時の社会背景や市民の思いを学
び、現在の環境の大切さを改めて確
かめる機会として、７月21日（土）に、
当時の新聞記者を招いて記念講演を
開催します。ぜひお越しください。

もうすぐ、夏休み！
今年の夏休みも、語り部の講話や
公害・環境に関する講座を開催しま
す。７月28日（土）には自然観察会
でセミの羽化調べ、８月３日（金）に
はモノづくりを通してエコについて
学ぶ体験講座、他に一般向けの講座
も開催します。広報下旬号の「そら
んぽ通信」をチェックして、ぜひこ
の夏はクールシェア※も兼ねて、そ
らんぽ四日市へ遊びに来てください。
※クールシェア：家庭のエアコンをやめて
身近な公共施設など涼しい場所に集まり、
みんなで涼しさをシェアすること→

第28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）
　７月の休館日　２日（月）・９日（月）・17日（火）・23日（月）・30日（月）
　８月の休館日　６日（月）・20日（月）・27日（月）
　　　※７月16日（祝）、８月13日（月）は開館します。

四日市公害と環境未来館
（☎︎354−8065　FAX329−5792）

問い合わせ先

昨年夏の親子での環境講座

観光交流課
（☎︎354−8286　FAX354−8315）

問い合わせ先
撮影風景

第32回

市のマスコットキャラクター「こにゅうどうくん」のコーナーだよ。
四日市市のプロモーション活動として、新しい映像が制作されるよ！
とっても楽しみだね。

京本政樹さん
プロフィール
1979年にテレビドラマ

「男たちの旅路『車輪の
一歩』」でデビュー。そ
の後、「草燃える」「銭
形平次」「里見八犬伝」
などに出演。「必殺仕事
人V」で演じた “組紐屋
の竜”で、人気を不動の
ものとする。

→
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管財課
（☎︎354−8288　FAX359−0275）

問い合わせ先

【前回のおさらい】
　本市が持つ公共施設は、老朽化が進んでおり、今後、
維持管理や建て替えに多額の費用が必要となります。
　この問題に取り組むために、市では「四日市市公共
施設等総合管理計画」をつくりました。
　これは、必要な行政サービスを維持することを前提
に、施設の長寿命化や転用、集約化を行うことにより、
施設にかかるコストの縮減を目指していく計画です。

これから、改修や建て替えが必要な公共施
設が増えることは避けられません。
限られた予算での公共施設の管理が課題と
なっています。

次回は、９月上旬号で、公共
施設を維持するための「費用」
についてお伝えします。

第２回「公共施設はどれくらいあるの」

　本市の公共施設のうち建築物系施設の延べ床
面積の合計は、100.6万㎡（東京ドームの面積に
換算すると22個分）です。市民一人当たりの面
積は3.23㎡で、これは全国平均の3.42㎡とほぼ
同等の数値です。小・中学校60校、市営住宅26
団地をはじめ、スポーツ施設などたくさんの施
設があります。

1 市の公共施設って
どれくらいあるの？

　小・中学校などの学校教育施設が42.6万㎡で
最も多く、全体の42.4%を占めています。次に
市営住宅が15.1万㎡で15.1%となっており、こ
れらで約６割を占めています。
　そのほか、文化会館など市民文化系施設が6.4
万㎡（6.4%）、四日市ドームなどスポーツ・レ
クリエーション系施設が5.7万㎡（5.7%）、市立
四日市病院など医療系施設が5.2万㎡（5.1%）と
続いています。

2 どういう施設が多いの？

　高度経済成長期である昭和40年代から昭和50
年代にかけて建設が集中しています。これらの
施設は建設後30年以上が経過しており、今後、
次々と改修や建て替えの時期を迎えます。

3 いつごろ造られた
施設が多いの？

　道路や橋、公園、上下水道などの「都市基盤（イ
ンフラ）施設」もこれまで多数整備してきました。
これらも維持管理に加えて、改修・更新が必要
であり、多額の費用が必要となります。

4 道路や下水道は
どうなっているの？



12 No.1504　平成30（2018）年7月上旬号 13No.1504　平成30（2018）年7月上旬号

有
料
広
告
掲
載
欄

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。

選挙で大切な一票を投票するために手続きを

海外で国政選挙に投票するために
必要な在外選挙人名簿への登録申請
が、出国前に選挙管理委員会または
各地区市民センター（中部を除く）
でできるようになりました。

これまでの申請方法（出国後に在
外公館で申請）
も引き続きでき
ます。

＜申請から投票までの流れ＞
①国外への転出届を出す際に、在外

選挙人名簿への登録を申請する

②外国に居住後、在留届を提出する
③在外選挙人名簿への登録が完了す

ると、「在外選挙人証」が発行され
るので、最寄りの在外公館または
郵送で受け取る

④在外選挙人証を持って投票する

進学や就職などで引っ越しされた
人は、原則、現在住んでいる寮・ア
パートなどが住所地になります。住
所の異動がある人は、転出・転入の
手続きをしましょう。

選挙で投票するには、選挙人名簿に

登録されていなければなりません。
登録されるには住民票ができてから
引き続き３カ月間、その住民基本台
帳に記録されている必要がありま
す。選挙で大切な
一票を投じるため
にも、引っ越した
ときは、住民票を
移しましょう。

→ →

国内で引っ越したときも
住民票の手続きを

■選挙について
選挙管理委員会事務局
☎354－8269　ＦＡＸ359－0286

■住民票について
市民課
☎354－8151　ＦＡＸ359－0282

問い合わせ先

四日市あすなろう鉄道車両更新
平成27年度から進めてきた四日

市あすなろう鉄道の車両更新が平成
30年度に完了し、これまで皆さん
に親しまれてきた旧車両が一新され
ます。

旧車両の一部機器は新車両へ付け
替えられ、近鉄内部八王子線から続
く鉄道の歴史は、途切れることなく
受け継がれていきます。

ＤＶＤの制作
この機会に、近鉄から四日市あす

なろう鉄道へとつながる歴史を映像

化し、ＤＶＤを制作しました。
本編では、一般では見ることがで

きないナローゲージの車両新造や改
造が行われている場面のほか、昭和
49年の災害で廃線となる前、伊勢
八王子駅まで続いていた線路を走る
珍しい映像なども収録しています。

販売について
７月11日（水）から、1,500円で、

総合会館地下売店、市政情報センタ
ー（市役所北館１階）、四日市観光
協会（近鉄四日市駅高架下　物産観
光ホール内）、あすなろう四日市駅、
ＴＳＵＴＡＹＡ白揚四日市店・笹川店、
宮脇書店 四日市本店にて、販売を

開始します。
また、郵送販売も行いますので、

詳しくは、公共交通推進室へお問い
合わせください。

貴重映像が盛りだくさんの四日市
あすなろう鉄道
のＤＶＤを、ぜ
ひお買い求めく
ださい。

→ →

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、新た
に制作した「四日市あすなろう鉄道ＤＶＤ　～思いを受け継ぐ内部・
八王子線～」について紹介します。

公共交通推進室
（☎354－8095　ＦＡＸ354－8404）

問い合わせ先

　第17回　

DVDパッケージ

海外転勤や留学などで出国される方へ
在外選挙のための出国時登録申請
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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。

市 の 情 報 発 信 源（７月）

広報紙で動画を見よう

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！

「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

　５月25日（金）にオープンした「霞
ケ浦テニスコート」で、こにゅうどう
くん人形と一緒に撮影してきました。
　新しい施設なので、広くてきれい
なことはもちろんですが、海と工業
地帯のすぐそばに広がるコートは、
四日市らしさを大いに感じることが
できます。
　今夏に開催される全国高等学校総
合体育大会や、2021年に開催される
三重とこわか国体の会場となります
が、一般利用もできますので、一度
利用してみてはいかがでしょうか。

７月上旬号広 報

クラブハウスから撮影した一枚

※�バックナンバーをYouTubeで
配信しています
※�番組ＤＶＤを広報マーケティング
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

  1日（日）～10日（火） わたしたちのまちを守る！消防団活動と操法競技大会に向けての訓練
11日（水）～20日（金） 住みよい四日市にするために〜議長・副議長 各常任委員長に聞く〜
21日（土）～31日（火） スポーツ施設の充実〜インターハイ・三重とこわか国体に向けて〜

「マンスリーよっかいち」（５分間）
　第１・３・５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

「よっかいち　わいわい人探訪！」（５分間）
　第２・４日曜日　８：54・14：54
…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！」（５分間）
　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」（５分間）
　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

「人権を確かめあう日」（５分間）
　毎月22日
　７月は、７：54・10：54・13：54・18：30

■レディオキューブ♥FM三重
FM85.0MHz（市内）

「防災よっかいち」（５分間） 木曜日 12：55
…防災に関する情報をお届けします
■東海ラジオ
AM1332kHz（市内）／FM92.9MHz

「１・２・３ 四日市メガリージョン！！」
　日曜日 19：30
…四日市を起点に、東京～名古屋～大阪を
　巻き込むメガリージョン番組

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

　スマホ・タブレットで広報紙が読める！ 広報用ＳＮＳやってます！
アカウント名「よっかいち広報」

「よっかいち」
で検索

■シー・ティー・ワイ
　エフエム

市長自らが番組に出演し、
四日市市の魅力を発信します。
奇数月の毎週土曜日21：00放送

毎月第３金曜日の「旬感☆みえ」の
コーナーで市の情報を発信。
７月は、20日（金）18：00に放送します

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。
■人口　312,255人［５月末日現在(前年比＋186)］　■火災件数　５件［５月分(前年比−６)］　■交通事故件数　876件［５月分］
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市ホームページ　http://www.city.yokkaichi.lg.jp

フェイスブック ツイッター
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