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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」

地デジ12ch
（CTY）
でも紹介します。
●3月21日(祝)〜31日(日)放送

月・水・金・日曜日 9:30、20:30
火・木・土曜日 12:30、20:30
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男女共
同
「はもり 参画センター
あ四日市
」
より

会
社
画
参
同
？
男女共
てなんだろう
っ

お父さん、
「男女共同参画
社会」ってなに？

えっ！ うーん、

難しくて
よく分から
ないよー

なんとなくは
分かるけれど…

法律では
こう書かれて
いるぞ

はもりあ四日市で
聞いてみよう！
こんにちは

「男女が、社会の対等な構成員として、
自らの意思によって社会のあらゆる
分野における活動に参画する機会が
確保され、もって男女が均等に政治
的、経済的、社会的及び文化的利益を
享受することができ、かつ、共に責任
を担うべき社会」
（男女共同参画社会基本法第2条）

男女共同参画とは、
英語で
Gender equality と言い、
直訳すると「ジェンダーの平等」
になります
【ジェンダー（Gender）】
生物学的な性別（sex）
に対して、社会的・文化的
につくられる性別のこと
を指す。

「ジェンダー」とは、
「女性（男性）は
こうあるものだ」
という意識から
生まれる男女の
区別なんです

例えば
どういう
ものですか？

考え方は人それぞれです
でも、
例えば子どもが進路
や就職の相談をしたとき、
親が男女の固定観念の
ために本人の希望を
否定して可能性を
狭めてしまったら
悲しいですよね

「男は仕事、
女は家庭」
といった
ものですね

男女共同参画社会
「女性（男性）
とはこう
あるものだ」
という考
え方によって生き方
を制限されることな
く、お互いに尊重して
責任を分け合い、性
別に関係なく一人ひ
とりの個性や能力を
発揮できる社会

性別に関わらず、
一人ひとりが自分らしく
生きられる社会に
していきたいですね
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自分らしく生きる
母こそ働いて、
その姿を子どもに見せてほしい
株式会社Ｅプレゼンス
代表取締役

ちか こ

川北 睦子さん

自分らし
く生きるた
めに
大切なこ
と、必要
なこと
は何だと
思います
か？

子育てしながら再び働こうと思ったとき、元々していた設

計の仕事は残業時間の多さなどから断念せざるを得ませ

んでした。一方で、独学で作成していた「お家紹介サイト」
ひ

が人気になり、Webの可能性に惹かれた私はWebの世

界へ。起業当初は自分が企画・営業を行い、在宅のデ
ザイナーなどに外注する形でしたが、5年前に法人化

してチーム化しました。子どもに「お帰り」を言えるよ

女性起業家4人と市長
によるパネルディスカッ
ション

うにという思いから、スタッフは基本的に在宅で仕

事をし、勉強会や打ち合わせのときしか出社しませ

ん。社員として在宅で働くという形態はまだ珍しく、

自社で実証実験中です。

私は母が働く姿を子どもに見せることこそキャリア

教育だと考えています。社会に出ることで地元企業

のことを知ったり、子どもと仕事の話をしたりしてほし

い。フルタイムでバリバリ働くことがすべてではなく、子

育てを優先したいならそれもいい。自分の意思で選べることが大切です。

今後は、社外へも社員の在宅勤務や業務委託（フリーランス）などの働き方を

提案していき、人材不足に悩む企業と母の距離を近づけ、共に地域の子どもを育

てる地域社会づくりに貢献できるよう、情報発信していきます。

これまでのことが全て今につながっている。今が一番面白い
NPO法人
四日市男女共同参画研究所
代表理事

坂倉 加代子さん

私が就職する頃、志望していた新聞記者の道は性別を

理由に門戸が閉ざされていました。そこで、働き続けられる

仕事として選んだのが公務員です。
「この課は何をするとこ

ろか。この課の主人公は誰か」ということを常に念頭に置

き、大らかに構えつつ既存の枠を乗り越えて仕事をして

はもりあフェスタでの介

きました。仕事も家事も育児も「完璧にやらなくては」と 護者向けワークショップ
は考えず、親戚や友人、近所の人たちにたくさん助け
てもらいました。退職後は、
もっとやりたいと思ったこ

とや行政ではできないことを実行するため、
さまざま
なバックグラウンドを持つ人たちと一緒に緩やかに
活動しています。

NPO法人四日市男女共同参画研究所では、女

性の困っている声を集め、それをテーマに調査や学

習会などを行っています。今までで特に印象に残って

いるのは、災害時における男女共同参画の視点の重要

性を訴えた、内閣府の受託事業ですね。NPO法人と行政が協働し、自治会連合

会の協力も得られたことで、地域に広めることができました。

「仕事も家事も地域活動も、そして喜びも苦しみも、男女が一緒に分かち合える

社会にしたい」という思いのもと、今後も活動を続けていきたいと思います。
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「子どもがいるから…」
と諦めないで、やってみる

ヨガサークル ガレット
代表

中村 美帆さん

週末には趣味のトライアスロンを楽しんでいた会社員時代。学

生の頃から続けていたヨガが、仕事や趣味で疲れた心と体を癒

してくれました。産後、子連れで参加できるヨガ教室が少ない
ことに気付き、
「それなら自分で作ろう」と、近所の集会所や

リラックスヨガ教室（さん 児童館でヨガを開催。その後、年齢問わず誰でも参加で
かくカレッジ市民企画） き、赤ちゃん連れもOKのヨガ教室を始めました。元々不器

用で、失敗も多いです。
しかし、仕事でも育児でも、失敗す

るからこそ前に進む道が開けたり新たな発見があったりす
ると思っています。

料理やお菓子作りが好きで、育児の合間に地域の先輩

たちから教えてもらうこともあってありがたいです。自分自身

が楽しんで過ごすことで、育児や仕事にもゆとりを持って取り

組めると思います。今後は子連れOKの地産地消おやつ教室

なども企画中です。おいしい地元食材に触れ、親も子も食に関心

を持ってもらえたら、そして運動や食を通して少しでも心にゆとりを
持つきっかけを提供できたらうれしいです。

子どもと接せられる期間は短い。楽しまなければもったいない

パパスマイル四日市
代表

宮﨑 秀樹さん

9年前、初めは軽い気持ちで「父親の子育てマイスター養成

講座」を受講しました。それまでは「自分は子育てをやってい

る」と自負していましたが、実は違ったのだと気付き、衝撃を
受けました。受講後は、パートナーとのコミュニケーションを

うまくフォローし合えるようになりま
父親の子育てマイスター より深くとるようになり、
養成講座
した。また、父親同士で子どもの話をするようになり、子育
てにおいて正解へのアプローチは一つではないということ

も仲間から学ぶことができました。そして、子育てを通じて
地域や人と関わることで、自分の世界も広がりました。

「パパスマイル四日市 」は養成講座修了生の有志のグ

ループで、養成講座やよかパパフェスティバルを手伝ったり、イ

ベントに呼ばれて親子向けの企画を催したりしています。活動を

通じて、
「子育てを楽しまなきゃ」という思いを伝えていきたいと
思っています。

平成30年度四日市市「男女がいきいきと働き続けられる企業」表彰で奨励賞を受賞
3年間の育児休業期間や期限のな
い短時間勤務制度など、法律の規定以
上の基準を設け、職場に復帰しやすい
環境整備に取り組んでいます。
また、社
員の健康を重要視しており、
健康診断な
ども手厚くしています。
さらに、時間管理
株式会社東産業 を徹底し、業務量の偏りをなくして時間
取締役
外労働の削減にも成果を上げました。
秋田貴彦さん
社員が「ここで働いていてよかった」
と
誇りに思い、仕事を長く続けられる会社であれるよう、今後
も新たな取り組みを進めていきたいと考えています。

有害物質を取り扱う作業では通常時
でも安全に配慮していますが、
妊婦・産婦
から申し出があったときは作業の変更を行
うなど、女性従業員が働きやすい環境を
整えています。
また、
残業課題シートから残
業の根本的な原因を究明し、
5年前に独
自の工程管理スケジューラーを完成させ 株式会社東海テクノ
ました。
その日必要な業務や月間の繁忙 総務部 部長
期が見えることにより、残業削減や有休 市田明さん
取得が促進されるとともに、
業務上の課題や特定の人しかで
きない業務の見える化にもつながっていると感じています。
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はもりあ四日市 って
どんなところ？

て
協働し
が
行政
市民と
参画を
同
共
男女
います
進めて

学習機会の提供
●さんかくカレッジ
●連携映画祭
●ワーク・ライフ・バランス出前講座 など

情報提供・収集

調査・研究
●男女共同参画に関する調査・研究
●他センター事業の調査 など

５つの
機能

相談
●女性のための相談
●「働くウーマンナビ」
●男性のための電話相談
など

●図書・資料などの収集
●情報紙「はもりあ」発行
●ホームページ運営 など

市民グループの
交流・活動支援
●はもりあフェスタ
●登録グループのつどい
●市民企画による講座開催 など

「はもりあ」とは造語で、女性と男性の協働と
いうすてきな ハーモニー が奏でられる 中核
エリア という意味です。男女共同参画セン
ター「はもりあ四日市」では、男女共同参画
社会を実現するため、各種施策を総合的・

2月号
で
ンダー はジェ
ギャッ
プ
指数を
特集！

計画的に実施しています。また、市・市民・
男女共同参画課

松永大輝

事業者による男女共同参画の取り組みを支援す
る拠点として、事業を展開しています。
男女共同参画に関するホットな話題をお届けする情報紙
「はもりあ」を毎月発行しているので、ぜひ地区市民センター
やホームページ
（ HP http://www.city.yokkaichi.mie.jp/
danjo/index.shtml）
などでチェックしてみてくださいね。

はもりあ四日市

▲さんかくカレッジ2017
男性向け料理教室

▲ワーク・ライフ・バランス
シンポジウム

◀子育て世代のための
マネー講座
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所在地
本町プラザ3階
（本町9-8）
開館時間
9:00〜21:00
休館日
日・月曜日、祝日、年末年始

﹁男女共同参画
プランよっかいち

［特集］
男女共同参画を考える

男女が性別にとらわれることなく、
自分の力を発揮して多
様な働き方や生き方を選択できる男女共同参画社会を実

参画
共同
女
男
とは
プラン

現するために、市として施策を総合的かつ計画的に進めて
いくための基本計画。平成30年12月に、
「≪男女共同参画
プランよっかいち2015〜2020≫後期 平成30（2018）年
度〜平成32（2020）年度」を新たに作成しました。
→詳しくは、市ホームページ
（

HP ID

1001000000884）
へ

見直しのポイント

1

プラン推進に当たっての重要な視点を見
直し、
「職業生活における女性の活躍推
進」を追加

2

思いをかなえ
られる社会に

「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」
（平成27年8月成立）に基づ

ステップアップ
したい

く市町村推進計画として位置付け

3

今後、充実・強化を進める項目を以下に
変更
(1) 情報発信の強化

﹂を見直しました

2015
2020

働きたいけれど
働けない…

(2) 地域における男女共同参画の推進
(3) ワーク・ライフ・バランスの推進

男女が共に多様な生き方や
働き方を実現でき、豊かで
活力あふれる社会の実現を図る

(4) 四日市市役所における女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進
(5) DV 予防教育及び相談体制の充実
(6) 女性のエンパワーメント

市民意識調査から見える四日市市の現状
男女の平等感について
(社会全体)

女性が優遇

（「どちらかといえば
そう思う」含む）

社会全体で男女平等と感じている人は、13.2%にとど
まっており、前回調査よりも下がっています。分野別で見
ると、特に「社会通念・慣習しきたりで」
「政治の場で」
「職場で」などの分野で男性優遇と感じる人が多いこと

分からない・不明
13.9％

が分かりました。

5.0％

＜その他の項目から見える現状＞
●本人が希望する就業形態（正職員、非正職員、主婦・主夫）

男女平等
13.2％

と現状の差は、女性の方が大きい

男性が優遇

●ワーク・ライフ・バランスを実現できている人は、男女とも約

（「どちらかといえば
そう思う」含む）

3割にとどまっている

67.9％

●女性が役職（自治会・PTAの代表、職場の管理職など）に
就くことへの抵抗感は、男性より女性自身の方が強い など

※四日市市男女共同参画に関する市民
意識調査（平成 29 年 8 月実施）より

●この特集についてのお問い合わせ・ご意見は

調査結果をプランに反映

男女共同参画課 ☎ 354-8331 FAX 354-8339
広報マーケティング課 ☎ 354-8244 FAX 354-8315
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プラス

公共交通

車への依存が増加
中部地方は、自動車交通への依存度が高い地域

■四日市市の
公共交通網図

ですが、平成２３年度の「中京都市圏パーソントリッ

線

近鉄
四日市

四日市
あすなろう四日市
あすなろう鉄道
八王子線
西日野 日永
四日市
あすなろう鉄道
内部線

持できなくなったりするなどの問題が発生します。

のような目的で」
「どのような交通手段で」移動したかにつ

バス路線

いての調査

内部

鉄道

鉄道の利用者は回復
道が南北の広域的な移動を支え、内陸部には近鉄

は微増となっています。

バスがピンチ
三重交通バス、三岐鉄道バス、
ＮＰＯ法人が運行
する「生活バスよっかいち」、市がバス会社に運行

（千人）
35,000
25,000
20,000

長沢（B）線の存続が危ぶまれています。
今後の利用状況により、他の路線も同じ状況にな
ることが懸念されます。
平成31
（2019）
年3月上旬号

30,412

25,008

24,489

6,941

5,923

15,000
10,000
5,000
0

平成18年度

23年度

33,062

27,940

合計
鉄道

回復
減少

5,122

バス

28年度

便利なクルマをどんどん利用すると、
バスに乗る人が減る
公共交通の
負のスパイラル

たほか、内部駅を経由し、和無田まで運行している

31,949

30,000

し、利用者は年々減少しており、現状のバス路線網
平成２９年度末には鈴鹿四日市線が廃線になっ

N

■近年の公共交通利用者の推移
（過去10年間）

を委託している「自主運行バス」があります。しか
を維持することは難しくなっています。

四日市

線
近鉄名古屋
伊勢鉄道

※パーソントリップ調査とは・
・
・
「誰が」
「どこから、
どこまで」
「ど

線

JR
関西
本線

まると、道路渋滞を引き起こしたり、バスや鉄道が維

市内には、近鉄名古屋線やＪＲ関西本線、伊勢鉄

三岐

近鉄富田

山

手段として自動車を選択しています。この傾向が強

内部・八王子線が運行されており、鉄道の利用者数

No.1520

鉄道

近

※によると、本市でも約３分の２の人が移動
プ調査」

湯の山線、三岐鉄道三岐線、四日市あすなろう鉄道

8

三岐

の
湯
鉄

四日市市の公共交通の現状

スマートに
乗って残そう公共交通

バス会社の経営が苦しくなる
バス会社はバスを走らせる回数を減らす
バス利用がどんどん不便になる
バス利用が不便になると、
さらに利用しなくなる

公共交通がなくなって困ることは？
免許返納を考えている
けど 、通 院 や 買 い 物に
行けるか不安だわ。

普段は、自転車で学校に
通学している。
だけど 、雨 の日にはバス
や鉄道を使いたい。

元気な公共交通を目指して

今からできることをしっかりと考えていくことが重要です
地域の取り組み
公共交通を守るため、地域の皆さんにも、さまざまな利用促進を行って
いただいています。例えば、
「神前地区まちづくり・バスプロジェクト」では、
バスを使って、陶芸体験などを行う ミニツアー を開催していただいてい
ます。また、
「大瀬古町子供と地域の環を育む会」でも、鉄道の乗り方に不
安がある子どもを対象に、
「こども鉄道乗り方教室」などを開催し、子ども
に公共交通の重要性を理解してもらう取り組みが行われています。

四日市あすなろう鉄道の取り組み
四日市あすなろう鉄道が誕生して、
もうすぐ５年目を迎えようとしていま
すが、特に、通学定期の利用者が年々減少しています。
市ではこれまで、さまざまな利用促進を行っており、平成30年度の新た
な取り組みとして、
「イルミネーション列車」
（11月から1月まで）や「シース
イルミネーション列車

ルー列車」
（1月から）の運行を行っています。
この「シースルー列車」は車内床面の一部を透明化した特別仕様の列
車であり、車輪が動く様子などが観察できる全国的にも珍しい車両です。
ぜひ乗っていただき、お楽しみください。
また、あすなろう鉄道では、この春から、従来の通学定期乗車券よりも、
お得な値段で購入できる「１年通学定期乗車券」を販売し、通学に使って
いただきやすいよう、取り組んでいます。

シースルー列車

モビリティ・マネジメント
（Mobility
Management）
とは、
「過度に自動車に

賢く公共交通を
利用する
〜モビリティ・マネジメント〜

頼る状態」から「公共交通や徒歩などを含
めた多様な交通手段を賢く利用する状態」を目指す取り組みのことです。
「車の利用を止める」というわけではありません。
「今日は、エコ通勤デーなの
で、本を読みながら電車やバスで通勤しよう」など、車や公共交通、自転車、徒歩
を上手に使い分け、より良い生活を考えてみませんか。
市では、
１人当たりの公共交通の利用回数（１カ月間）
を「１０回」とすることを
目標としています。
これまでの最高回数でも「９回」でした。ぜひとも、皆さんで目
標を達成しましょう。

●この特集についてのお問い合わせ・ご意見は

公共交通推進室 ☎354-8095 FAX354-8404
No.1520
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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：３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：３月10日、24日
８：54、14：54

Vol.7

3

たい が

堤大伽さん
全日本スキムボード選手権大会エキスパートクラス
で第２位に入賞した中学３年生の堤さんに、スキムボ
ードの魅力と今後の目標や夢などお伺いしました。

■魅力的なマリンスポーツ“スキムボード”

スキムボードとは、砂浜から波打ち際で行うマリンス
ポーツの一種です。長さ130ｃｍ前後、厚さ２ｃｍ程度
のボードを持ち、波に向かって走り込み、引き波のとき
にできる薄い水の層に板を滑らせます。そして、タイミ
ングを計って板に飛び乗り、せり上がる波に乗って頂点
に登り詰め、しぶきを上げながらターンをして浜まで戻
ってくる競技です。浜に戻ってくるスピードや技の華麗
さを競います。波のコンディションに合わせて技を繰り
出す面白いスポーツです。波打ち際で行うので、安全で
子どもや女性も気軽に始められます。
いち ご はま
練習は、主に志摩市の市後浜で行っています。志摩市
のビーチでは、多くの人が
マリンスポーツをしてい
て、スキムボードの仲間に
技を教えてもらいながら楽
しく練習しています。

■きっかけはお母さん

→

母は昔サーフィンをやっていて、自分もビーチに連れ
て行ってもらい、砂浜で遊んでいました。しかし、沖ま
で出るサーフィンは、子どもに目が行き届かなくて心配
という理由で、スキムボードに切り替えたそうです。

初めて板の上に乗ったのは４歳のときです。まだまだ
砂遊びをしている方が楽しいと思っていました。でも、
板に身長が追い付いてきた小学４年生の時、初めて大会
に出場しました。獲ったのは「将来が楽しみで賞」。キッ
ズクラスなので順位はありませんでしたが、とてもうれ
しかったのを覚えています。
それから、多くの大会に出
場し、たくさんのメダルや賞
状をいただきました。

■夢はプロでの優勝

昨年10月の大会のエキスパートクラスで第２位に入
賞し、晴れてプロクラス入りを果たしました。レベルの
高いところで競えると思うと、ワクワクすると同時に、
もっと技を磨かなければいけないという思いがありま
す。目標はプロクラスでの優勝です。そして、いつかス
キムボード発祥の地であるアメリカの大会に出場する
ことが夢です。
また、日本のスキムボード競
技人口をもっと増やすために、
イベントや後輩育成などに貢
献し、スキムボード界を盛り上
げていきたいと思っています。

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。
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「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）
3 月の休館日 ４日
（月）
・11日
（月）
～15日
（金）
・18日
（月）
・25日
（月）
4 月の休館日 １日・８日・15日・22日
（いずれも月曜日）
※４月29日
（祝）
は開館します

もうすぐ開館４周年！

→

四日市公害と環境未来館は３月
21日、開館４周年を迎えます。３月
23日には、慶應義塾大学特任教授
（元環境省事務次官）
の
ひかる
小林光さんによる記念
講演を開催します。
私たちの暮らしが地
球温暖化問題に与える
小林光さん
影響について、考えて
みませんか。参加方法など詳しくは、
広報よっかいち２月下旬号６ページ

をご覧ください。

語り部 野田之一さん逝去

１月25日、当館の語り部・野田之
一さんが87歳で亡くなりました。野
田さんは、原告として、四日市公害
裁判を起こした経験や、その後の四
日市の様子を語り継ぐ活動を続けて
きました。
当館においても、環境を守ること
の大切さを力強い言葉で多くの来館
者に伝えてくださいました。私たち
はその想いを引き継ぎ、これからも
公害の歴史と教訓を風化させること

→

第36回

なく、未来に豊かな環境を手渡すた
めに、当館の使命を果たしていきま
す。
野田さん
が残された
証言は、当
館の常設展 子どもたちに公害の経験につ
示室および いて語る野田さん（昨年８月）
ホームページで閲覧ができます。ぜ
ひ、ご覧ください。
問い合わせ先

四日市公害と環境未来館
（☎354−8065 FAX329−5792）

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。
「三重とこわか国体・三重とこわか大会」のPRダンスを踊ってみたの
でご紹介するよん。

第36回

とこわかダンスを踊ってみたよん

2021年開催の「三重とこわか国体・三重とこわ
か大会」に向けて、すてきなイメージテーマソン
え み
グが作られたよん。松阪市出身の野田愛実さんが
歌う「未来に響け」は、とっても明るくて元気が
出る曲なんだ。みんなが踊れるダンスの振り付け
があるって聞いたからさっそくボクも踊ってみた
よん。

ボクがダンスする映像は、下のＵＲＬから見ることができる
よん。振り付けも公開されているから、みん
なも踊ってみてね。
HP http://www.city.yokkaichi.mie.jp/
kokutai2021/kokutai/index.html
問い合わせ先

観光交流課
（☎354−8286 FAX354−8315）

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。
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【前回までの復習】

最終回

これまで大量に整備してきた公共施設は老朽化が進
んでおり、これから一斉に改修や建て替えの時期を迎
えます。
平成28年度に策定した四日市市公共施設等総合管
理計画の六つの方針に沿って対策を実施することによ
り、私たちが安心して利用できる公共施設を維持して
いくよう努めています。

将来に向けた本市の取り組み

1

四日市市公共施設等総合管理
計画」に沿った対策って、どん
なことをしているの？

現在、本市では、以下のような取り組みを実施して
います。
（１）施設の長寿命化
（２）維持管理経費削減
（３）個別施設計画の策定

2

それぞれの取り組みは、具体的
に何をしているの？

（１）施設の長寿命化

→

施設の修理費などの維持管理費を低減させるため、
不具合を未然に防止し、施設を長く健全な状態で維持
できるように「長寿命化工事」を実施しています。
原則、延べ床面積が200㎡を超える施設で以下のも
のを対象として、計画的に実施しています。
① 故障した場合、建物の寿命に悪影響があるもの
（外壁や屋上防水など）
② 故障した場合、施設運営に大きな障害が出るも
の（受電設備、空調設備など）

（２）維持管理経費削減

公共施設を維持していくためには、光熱水費
や点検費用など、多くの経費が必要となります。
これらの経費を削減するため、次のことを実施
しています。
① 照明器具のLED化の推進
点灯時間が長い施設や、器具が古くLED
化による効果の大きい施設から順次取り替
えを行っています。
② 電気、都市ガスの入札による調達
各施設で使用する電気、ガスについて、
安全性を維持しつつ、より安価なものを調
達するために、入札を実施しています。

（３）個別施設計画の策定

本市が所有する公共施設について、
「建物情
報」
「利用状況」
「コスト情報」などを施設ごと、
地域ごとに分析し、複合化や集約化、建て替え
の計画を策定する取り組みです。
現在、平成32年度までの計画策定に向け、施
設ごとの情報を整理した「施設カルテ」の作成
を進めており、今後は「施設カルテ」などを活
用して各施設の在り方の検討、計画の策定を進
めます。
策定に当たっては、広く意見を聴取し、より
実効性の高い計画としていきます。

本市では、公共施設の大量更新問題を解決するために、さま
ざま事業を実施しています。
今後も将来世代への負担を残さないために、施設の安全性や
行政サービスをできる限り
問い合わせ先
維持しつつ、経費削減によ
管財課
り一層努めていきます。
（☎354−8288 FAX359−0275）

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。
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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、新しい総合計画策定に向けての高校生と市長の懇談会につい
て紹介します。

元気都市四日市の実現に向けて
高校生と市長の懇談会を開催

→

本市は、現在、市の目指すべき将
来像を描き、その実現に向けた総合
的かつ計画的なまちづくりの在り方
を示す、2020年度を初年度とする新
たな「総合計画」を策定中です。
策定に当たり、若者にとって魅力
あるまち、住み続けたいと思う「元
気都市四日市」の実現に向けて、本

市の将来を担う高校生の皆さんの意
見を聞く懇談会を２月に実施し、北
勢地区の計16校の生徒にご参加い
ただきました。

テーマは10年後の四日市

高校生からは、「10年後の四日市
が、どのような『まち』だったら住
みたい、または働きたいか」につい
て、「公共交通が充実したまち」「子
どもから高齢者までが交流できる場
所があるまち」
「市内にテーマパーク
があるまち」
「中心市街地ににぎわい
があるまち」という意見が出ました。
また、学校別の選択テーマについて、
「通学路に外灯がなく危ないので、地

→

第25回

域と連携
し安全に
通行でき
るよう呼
び掛けたい」
「中心市街地の空き店舗
を若者が活用できる取り組みをすれ
ば、人が集まってくるのでは」など、
高校生ならではの視点から出る意見
もありました。今回お聞きした若者
の意見を新しい総合計画に取り入れ
ていけるよう、今後も鋭意策定を続
けていきます。
問い合わせ先

政策推進課
（☎354−8112 FAX354−3974）

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。

一足早い春の訪れ（２月７日 橋北地区）
取材に向かう際、歩道脇の花壇一面に広がる菜の花（ア
ブラナ）に春の訪れを感じました。まだ２月なのにと驚き
ましたが、ちょうど暖かい日が続いていたので、花も春だ
と勘違いしたのかもしれません。今号が出る頃には、市内
各地で黄色の花が美しく揺れているでしょうか。

ししまい（２月11日 こども子育て交流プラザ）
よう じょう かい
はら しゃ ちゅう
四日市横 笛 会「原社 中 」の協力の下、獅子舞が行われま
した。獅子に頭をかまれると、悪いことや病気から守って
もらえると言われています。自ら進んでかんでもらいに行
く子、怖がって泣いてしまう子など、会場には元気な声が
あふれていました。

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。
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編

３月上旬号

集 後 記

広報紙で動画を見よう

今回は特集が「男女共同参画」な
ので、男女二人のシルエットを磯津
公園近くの海岸で撮影しました。冬
の海ということで寒さを覚悟して撮
影に向かいましたが、幸い暖かく、
春の陽気が感じられる時間でした。
波の音が耳に心地よい中、ポーズや
カメラ位置を何度も調整し、やっと
撮れた一枚です。（服部）

▲手紙を持ってみたり、ハートを作ってみたり、影
で分かりやすいポーズを探るのが大変でした

① 右のQ R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
②表 紙の「広報よっかい
ち」のロゴや下の「こにゅうどうく
ん」のイラストにスマートフォンなどを
かざすと動画が見られます
※利用には無料アプリ「ぴこんず」の
インストールが必要

「男女共同参画」と聞くと言葉が堅
くとっつきにくいイメージがありま
したが、特集の取材を進めるうちに、
実は普段の生活の中にある身近な話
なのだと気付くことができました。
インタビューは「自分らしく生き
る」がテーマですが、きっとご本人
たちはそれを意識して活動している
のではなく、前向きに自分の道を模
索して進む姿が結果として「その人
らしい」のではないかと思います。
いろいろな人の人生に触れることで、
自分のことを見つめ直すきっかけに
なりました。（久徳）

ぼくにスマホをかざしてみてね！

今月の動画
◦日永梅林梅まつり
◦くるべ古代歴史館
企画展 古代の「門」

こにゅうどうくん

市 の 情 報 発 信 源（３月）
放送時間（20分間）
月・水・金・日 ９：30、20：30
火・木・土
12：30、20：30
1日（金）～10日（日）コンビニ交付サービス開始
11日（月）～20日（水）知って安心！悪質商法の手口
21日（祝）～31日（日）男女共同参画のまちを目指して

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。
３月は、15日
（金）18：00に放送します

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

■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

（５分間）
「ALO！ YOKKAICHI！」
土曜日 19：54
…ポルトガル語による市からのお知らせ
（５分間）
「マンスリーよっかいち」
（５分間）
「なるほど！ 防災」
第１・３・５日曜日 ８：54、14：54
月曜日 17：30、木曜日 ８：30
…市政情報をピックアップしてお届けします
…災害への心構えなど防災に関する
お知らせ
（５分間）
「よっかいち わいわい人探訪！」
第２・４日曜日 ８：54、14：54
（５分間）
「人権を確かめあう日」
…四日市で生き生きと活動している人の
毎月22日
活動現場の声をお届けします
３月は、
７
：30、12：54、16：30、18：30

■レディオキューブ♥FM三重
FM85.0MHz（市内）
（５分間）木曜日 12：55
「防災よっかいち」
…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

市ホームページ https://www.city.yokkaichi.lg.jp
スマホ・タブレットで広報紙が読める！

ツイッター
「広報よっかいち」は再生紙と植物油インキを
見やすいユニバーサル
デザインフォントを
使用しています。不要になったらリサイクルへ
採用しています。

「よっかいち」
で検索

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。
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312,223人［１月末日現在(前年比＋56)］ ■火災件数

▶
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