


問い合わせ  四日市スポーツランド　☎３２６－５４１５
時 ９：３０～１７：００
  （１１～２月は16:30まで。受け付けは閉園50分前まで）
休  金曜日（祝日の場合は営業し、翌週の月曜日休業）
所  桜町９８６８番地

　四日市スポーツランドでは、全長150ｍの
スーパースライダーや、31カ所の木製遊具が
あるアスレチックコース、デーキャンプ場な
ど、子どもから大人まで楽しめます。
　市外から訪れる人も多い市内屈指のアク
ティブスポットです。

　伊坂ダムサイクルパークは、ダムをぐるりと囲む
サイクリングコースが楽しい公園です。緑に囲まれた
3.6kmのコースは自転車だけでなく、ウオーキングや
ランニングでも心地よく体を動かせます。

四季折々の
自然に囲まれた
ダム周遊コースを
サイクリング

気軽に運動できて
気分もリフレッシュ

四日市スポーツランド

ウオーキングやランニングもＯＫ！ こんな自転車見たことない！

20種類以上の
変わり種自転車に
乗れます

スーパースライダー、
ローラースケートなど、
子どもと一緒に童心に
帰って楽しめる施設

山中に自然の起伏を
利用して作られた

木製アスレチックコース

夏はちびっこプール
（水深30ｃｍ）で

水遊び。滑り台も人気

デーキャンプ場で
ワイルドに BBQ

何度も

チャレン
ジしたく

なる！

問い合わせ  伊坂ダムサイクルパーク　☎３６４－１５４６
 時 ９：３０～１７：００（１１～２月は16:30まで）
 休  金曜日（祝日の場合は営業し、翌週の月曜日休業）　 所  伊坂町１５７番地２

伊坂ダムサイクルパーク

　市内には友人やカップル、家族連れ
など、世代を問わず、安心して楽しめる
レジャースポットがあります。
　定番スポットやお薦めスポットを紹介
します。

レジャースポ
ットヘ四日市の

行こう！
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問い合わせ  四日市市ふれあい牧場
☎３２９－３７１１
時（売店）１０：００～１６：００
休（売店）木曜日、第3水曜日、
　 悪天候時、１２～３月
所  水沢町１５３８番地

バス：三重交通バス「宮妻口」下車すぐ
自家用車：もみじ谷駐車場すぐ

アクセス

　動物が好きで、専門学校
の友達と一緒に遊びに来ま
した。ふれあい牧場に来た
のは小学生の時ぶりかな。
仔牛がかわいかったです。

　市内西部には自然がたくさんありま
す。四日市市ふれあい牧場は、お茶の産
地である水沢地区の自然に囲まれた乳
牛育成場です。
　ポニーやヤギ、羊などの動物と触れ合
うことができます。
　管理棟には売店を併設しており、新鮮
な牛乳、ヨーグルト、ソフトクリームなど
を販売しています。

　「冒険×探検×大発見!?」を
コンセプトに、四つのゾーンで
構成された公園。全長48mの
滑り台など、大型遊具は子ど
もたちに大人気。

霞★ゆめくじら
　南北二つのゾーンに分かれた市内
最大の公園。ピクニックを楽しめる
芝生広場やたくさんの遊具、昆虫観
察ができるビオトープ、梅林やバラ
園など、家族で楽しめます。

南部丘陵公園
　里山をそのまま残した緑地。起
伏のある芝生広場では芝滑りもで
きます。展望台から眺める景色や
四季折々の木々や花を楽しめる癒
しスポットです。

垂坂公園 ・ 
　　　羽津山緑地

南ゾーンにある小動物園では、ウサギやモル
モット、ヤギ、クジャクなどがお出迎え

展望台からは伊勢湾を一望でき、夜景スポットとして
も人気。「夕やけ小やけ亭」からの夕焼けも美しい

　東海自然歩道は、東京（明治
の森高尾国定公園）と大阪（明治
の森箕

み の お

面国定公園）を結ぶ、総延
長1,697kmの長距離自然歩道で
す。宮妻口から南へ進むと椿大神
社へ、北へ進むと雲

き ら ら

母高原を通っ
て湯の山温泉へと続きます。鈴
鹿山麓の豊かな自然を四季折々
楽しめます。

ポニーやヤギ、羊など、
かわいい動物と

触れ合うことができます

　江戸時代から歴代の菰野藩主が保
護に努め、紅葉狩りを楽しんだ市内随
一のもみじの名所。百人一首にも詠ま
れたと言われています。

もみじ谷

間近に
見られる！

※乳搾り体験・バター作り体験は、新型コロナウイルス
　感染症感染防止のため休止中（4月15日現在）

10頭のクジラが
隠れているよん。
クジラのしっぽを

探してみてね！

未舗装の山道もあるのでご注意ください

インタビュー

　もみじ谷は秋の紅葉のイメージが強いです
が、青々とした新緑の季節もお薦めです。鳥の
さえずりを聞きながら、足元の山野草にも注
目してみてください。周辺の茶畑は新茶の季
節を迎え、製茶工場からは茶を蒸す匂いが漂
います。茶畑越しの伊勢湾の眺めは最高です
よ。地域の皆さんが植樹した桜やモミジもあ
り、春夏秋冬、自然を楽しめます。

水沢地区 地域マネージャー　原弘子さん

すいざわぐるっとマップ※を持って散策♪

タツナミソウ

※水沢地区市民センターで配布

四日市市ふれあい牧場

東海自然歩道

ヤギ・羊用ごはん
1カップ 100円

餌やり体験

市内には 遊べる 公園 もたくさん
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歳入

市税
685億円
（－43億円）

国庫支出金
179億円
（＋3億円）

県支出金
88億円（＋6億円）

公債費
64億円
（－3億円）

地方消費税
交付金
70億円
（＋3億円）

消防費
47億円
（＋4億円）

商工費31億円
（±0億円）

農林水産費 24億円（＋2億円）
議会費 7億円（±0億円） その他 5億円（＋3億円）

予備費3億円
労働費 2億円

市債
42億円
（＋16億円）

その他
148億円
（＋29億円）

民生費
463億円
（±0億円）

土木費
177億円
（＋1億円）

総務費
174億円
（－8億円）

教育費
111億円

（＋13億円）

衛生費
109億円
（＋4億円）

固定資産税
374億円

個人市民税
191億円

法人市民税
27億円

その他 56億円

事業所税
37億円

1,212億円
歳出

1,212億円
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一般会計

行政運営の基本的な経費を計上
する会計（子育てや教育、防災、
福祉、道路整備など）

1,211億６,000万円
（前年度比＋１．１％）

特別会計など

一般会計とは区別して経理する
会計（国民健康保険、介護保険、
競輪の運営など）

795億2,840万円
（前年度比＋5.2％）

企業会計

地方公営企業法に基づく公営企
業を経理する会計（上下水道、市
立四日市病院）

660億2,267万円
（前年度比＋1.1％）

　新型コロナウイルス感染症の早期発見、拡大防止のため、注意喚起や予防方法の周知啓発を行うとともに、市民か
らの症状や不安に対する相談に対応します。
　また、医療機関などの検査による費用や、感染者の入院医療費を一部負担し、療養を支援します。

◦新型コロナウイルス感染症対策事業費…………………………………１億1,568万円

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業収入が減少した中小企業者等のうち、事業所税を納付している事業
者の事業継続を支援するため、令和３年度に限り、売り上げの減少割合に応じ、納付した事業所税相当額を給付します。

◦【新規】中小企業等臨時給付対策費……………………………………１億9,400万円

予算額（総額) …2,667億1,107万円（前年度比＋2.3％）

一般会計

人口３０万人以上の都市等に立地する
一定規模以上の事業所にかかる税金
＜事業所税の使い方＞
・道路の整備に 　   21億6,466万円
・学校などの整備に 15億3,726万円
・保育所などの整備に 　 2,968万円

歳入の主な増減
◦�新型コロナウイルス感染
症の影響による急激な景
気悪化に伴う個人・法人
市民税の減

歳出の主な増減
◦�小学校の大規模改修事業などの増による
教育費の増

◦�中央緑地運動施設整備事業費などの減に
よる総務費の減

事業所税37億円

　市に収められた税金約22万円に、国・県の補助金などを加えた金額を財源として、市民１人当たり約39万円の事業が行われます。
市民１人当たりに使われるお金は約39万円です

　本市では、「財政プラン2020」に基づき、健全かつ持続可能な財政運営を進めており、市債（市の借金）は着実に減
少しています。財政調整基金（市の貯金）は、新型コロナウイルス感染症の影響などによる税収の落ち込みを見込み、
財源を補うため当初予算へ繰り入れを行ったため、一時的に100億円を下回りましたが、令和2年度の2月補正予算で
事業中止に伴う予算残の積み立てなどを行った結果、現時点で令和3年度末の残高は111億円となる見込みです。

財政の健全化を進めています
注：令和３年度一般会計歳入・歳出予算（1,211億6,000万円）を人口（令和３年４月１日現在310,610人）で割った額

市民1人当たりの内訳
一般会計歳出予算
（目的別）

390,072円

民生費…149,243円

衛生費…35,058円

農林水産業費…7,608円

土木費…56,933円

公債費…20,544円

議会費…2,130円

教育費…35,777円

商工費…10,065円

総務費…55,979円

消防費…15,221円

その他…1,514円

高齢者・障害者の福祉、子ど
もの医療費助成、認定こども
園の整備、生活保護など

道路や河川、
公園などの整
備や維持管理

市の借入金の
返済

市議会運営・
活動

小・中学校の学
校教育や社会教
育の推進など

商 工 業 の
振興

農業・漁業な
どの振興
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など
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振興など

消防・救急
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急に支出を必要とする場合
に備えて用意しているお金
など

■市債（市の借金）残高 ■財政調整基金（市の貯金）の残高

令和３年度一般会計当初予算は、「コロナに負けやん！四日市の『底力』」を発揮し、新
型コロナウイルス感染症への対応や地域経済・市民生活の支援、そして、今年度開催予
定の三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催経費を加え、過去最高額の1,211億
6,000万円となりました。今号では、どのようなことにお金を使っていくのか紹介します。
 （数字は端数調整しているため、合計が合わない場合があります）

　新型コロナウイルス感染症による危機を市民一丸となって乗り越えるため、保健所および医療機関をはじめとす
る感染防止対策や、大きな影響を受けている市民生活や事業活動への支援などの対応に取り組みます。なお、緊急
性を要するワクチン接種や中小企業支援などの事業費は、別に補正予算などで機動的に対応していきます。

四日市の「底力」予算
コロナに負けやん！

新型コロナウイルス感染症への対応
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　四日市で子どもを産み・育てたい、四日市で学べ
てよかったと思える、子どもと家族にやさしいまち
づくりを目指します。

　豊かな環境を基本とした都市整備と防災力強化
を両輪に、快適性と安全・安心が高い水準で保たれ
たまちづくりを目指します。

　都市機能の集積と高次化、近未来技術の社会実
装を進め、人の交流が仕事や魅力を生みだす好循環
のまちづくりを目指します。

　生涯にわたり健康で、暮らしの中で楽しみと幸せ
を実感できるまちづくりを目指します。

●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は　財政課　☎354–8130　ＦＡＸ359–0275

子育て・教育安心都市 環境・防災先進都市産業・交流拠点都市 健康・生活充実都市

充実した人生を歩むための
基盤を育み、誰もが憧れる

まちの未来を守り、
将来の市民にバトンをつなぐ

東海地域をリードし、地域社会の
イノベーションを誘発する

四日市市に集まる人々の力を、
まちづくりの原動力にする

　教育を取り巻く新たな課題に対応するた
め、①読解力向上�②論理的思考力向上�③英
語コミュニケーション能力向上�④体力・運動
能力向上�⑤キャリア形成�⑥地域への愛着の
六つのテーマ（柱）を設け、就学前から中学
校卒業までに育成すべき資質・能力を掲げ、
その実現に向けた取り組みを進めます。

　令和3～4年
度に、老朽化し
た南消防署庁舎
の改築工事を行
い、消防活動拠
点の機能強化を
図ります。

　近鉄四日市駅・
ＪＲ四日市駅周辺
において、中央通
りなども含めた駅
前広場などの整
備により、中心市
街地の活性化や
交通機能の向上
を図ります。

　第76回国民体育大会（三重とこわか国体）お
よび第２１回全国障害者スポーツ大会（三重と
こわか大会）において本市開催競技９競技１１
種目を実施します。また、デモンストレーショ
ンスポーツ５競技を実施します。そのほか、東
京2020オリン
ピック直前にカ
ナダ体操チーム
の事前キャンプ
を総合体育館で
実施します。

　不妊治療をしている夫婦に対して、経済的
負担の軽減を図るため、不妊治療に係る経費
の一部をこれまでも
助成してきました。令
和３年度から所得制
限を廃止するととも
に、助成回数などを
拡充します。

　市内の住宅に創エネ・蓄エネ・省エネ設備などを
導入するための補助をします。令和３年度から、エ
ネルギーの自給自足を可能とすることでエネルギー
収支をゼロ以下にする住宅「ネット・ゼロ・エネル
ギー・ハウス」（略称Ｚ

ゼ ッ チ

ＥＨ）を新たに補助します。

　三重交通と共同で運行する支線バス「こ
にゅうどうくんライナー」の運行経費の一部

を補助金と
して支出し、
公 共 交 通
ネットワーク
を維持しま
す。

　地域スポーツの活
動拠点である学校の
運動場に夜間照明設
備を整備することに
より、地域スポーツの
活性化を図ります。

　妊娠期から歯科保健に対する関心を高める
とともに、幼児期の虫歯
予防と口腔内の健康状
態の向上を図るため、新
たに妊婦と幼児に対して
歯科医療機関での歯科
健診を実施します。

◦【拡充】新教育プログラム推進事業
… …………………………… 2億2,321万円

◦南消防署整備事業
… …………………………… 3億 4,831万円

◦近鉄四日市駅周辺等整備事業
… …………………………… 9億7,400万円

◦三重とこわか国体・三重とこわか大会
　等開催事業… ………… 13億5,576万円

◦【拡充】不妊治療医療費助成事業
… ………………………………… 4,200万円

◦【拡充】スマートシティ構築促進事業
… ………………………………… 3,910万円

◦【拡充】公共交通ネットワーク維持・再編事業
… ………………………………… 1,310万円

◦学校開放施設照明設備設置事業
… …………………………… 1億3,500万円

◦【新規】妊産婦・乳幼児健康診査充実事業…
… ………………………………… 1,464万円

　近鉄四日市駅前のスターアイランド跡地に
おいて、31万人都市にふさわしい新しい図書
館を整備するための基本計画を策定します。

◦中心市街地拠点施設整備事業　
… ………………………………… 4,500万円

＋

高断熱で
エネルギーを極力
必要としない

（夏は涼しく、冬は暖かい住宅）

高性能設備で
エネルギーを上手に使う

エネルギーを創る

＋
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一歩ずつ
よりよいまちを
目指すよ！

豊かで幸せに暮らせるまちをつくるために
これまで蓄えた力を発揮し、新型コロナウイルス感染症への対応に最
優先で取り組む一方で、コロナ禍にあっても、総合計画に掲げる四日市
市が目指す四つの将来都市像の実現に向けて、着実に進んでいきます。
四つの都市像それぞれの観点から主な事業を紹介します。
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　高校日本一を決める第43回全国選抜高校テニス大会（３月21日～26日／福岡県・博多の森テニス競技場）で、
団体・個人ともに優勝を果たした四日市商業高等学校　硬式テニス部にお話を伺いました。

（写真上段左から）△丸山愛
あ
以
い
さん（３年）　△小畑莉

り
音
おん
さん（３年）　△小林海

かのん
夢さん（２年）　△義

よし
基
もと
慧
さとい
さん（２年）

△久保結
ゆ
希
き
凪
な
さん（３年）

（写真下段左から）△上
う
江
え
瀧
たき
桃
もも
花
か
さん（３年）　△五十嵐唯

ゆい
愛
な
さん（３年／主将）　△市川彩

さ
矢
や
さん（３年／副主将）

四日市商業高等学校　硬式テニス部

Vol.98

５月放送のCTY−FM「よっかいちわいわい人探訪」でも紹介します。（放送時間は裏表紙へ）
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■個人戦での優勝
団体戦が決勝まで進んだため、個人戦（※１）
はベスト４からの出場になりました。決勝の相
手とは５度目の対戦でしたが、初めて勝つこと
ができてうれしかったです。
■チームメイトの支え
団体戦（※２）では全試合を通じてシングル
ス１で出場しましたが、シングルス１にはどの
高校も強い選手が出てくるので、苦しい試合が
多いです。
大会中、シングルス３、ダブルス１・２が全勝するなど、チームメイ
トが安定して勝っていたので、思い切ってプレーさせてもらえました。
■今後の目標
高校テニス最後の年になり、インターハイや地元開催の三重国体に向
けて練習をしています。選抜大会で優勝を果たしたこの状態を維持して、
これからの試合に挑んでいきたいです。

▲▼大会中の団体戦メンバー

■団体戦での優勝
このチームで絶対優勝するんだという気持ちがとても強かったです。
優勝のかかった試合は、意地でも勝ってやるという気持ちで戦っていま
した。優勝した瞬間は実感が湧きませんでしたが、みんなの喜ぶ顔を見
て涙が止まらなくなりました。
■チームの特徴
部員の人数が少ないので、学年を問わず仲が良くて絆が強いです。普
段の練習から全員がしっかり声を出して、きつい練習の時ほど部活全体

を盛り上げていけるよう意識しています。
今大会は声を出しての応援はできませんで
したが、試合中もしっかりと目を合わせ、気持
ちを通じ合わせてチーム一丸となって戦うこ
とができました。
■今後の抱負
選抜大会で優勝したことで、とても自信がつ

きました。進路のことなど、いろいろなことに前
向きに、自信を持って取り組んでいきたいです。

主将の五十嵐唯愛さん

副主将の市川彩矢さん

※１　個人戦は各学校のシングルス１が、団体戦に負けた翌日から参加するフィードイン方式。
　　　優勝者には、全米オープンジュニア予選のワイルドカードが与えられる
※２　団体戦はシングルス３試合とダブルス２試合の５本勝負で行われた。
　　　シングルス１、シングル２、シングルス３、ダブルス１、ダブルス２でチームが編成される

▲大会中の五十嵐さん

▲大会後の五十嵐さんと顧問の金山先生
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三重とこわか国体で開催され
る体操は「新体操」「トランポリ
ン」「体操競技」があります。今
回は「体操競技」について紹介
します。
体操競技は、男子はゆか・あ
ん馬・つり輪・跳馬・平行棒・
鉄棒の６種目、女子は跳馬・段
違い平行棒・平均台・ゆかの４
種目を団体戦で競います。
男子種目は、つり輪やあん馬
での力強さ、鉄棒ではダイナミ

ックな離れ技に注目です。
女子種目は、音楽に合わせて
しなやかに演技するゆか、一瞬
も目が離せない平均台など、優
雅さや美しい動きも見どころで
す。
難易度の高い技に成功したと
きや演技を終えた後には、選手
の皆さんに温かい拍手をお願い
します。
三重とこわか国体・三重とこ
わか大会を一緒に盛り上げてい
きましょう。

■競技日程
９月９日（木）～12日（日）

■競技会場
四日市市総合体育館
※�ご来場の際は、四
日市あすなろう鉄
道をはじめ、公共交通機関
をご利用ください

　
次回は、ゴルフ競技を紹介し

ます。

→

「忌むと言ひて　影に当らぬ　
今宵しも　破れて月見る　名や
立ちぬらん」（みんなが月食を忌
み嫌い、光にも当たらないよう
にしているが、そういう月であ
ればなおさら、私はなんとしても
見ようとする。変な人だと悪い
うわさが立たなければ良いが）。
これは平安時代の歌人、西行の
歌です。
月食は古くから恐れられてい
ました。「月蝕」という書き方も

あるように、美しい満月が赤黒
く蝕

むしば

まれていく様子は、何も知
らない人々には不気味に映った
に違いありません。しかし現代
の私たちは、その理由を天文学
で説明することができます。

太陽−地球−月の順で一直線
に並んだとき、太陽の光によっ
てできた地球の影の中を、まれ
に月が通過します。そのとき、月
が暗くなったり、欠けたように見
えたりする現象が「月食」です。
ただ影に入るというと、月が

全く見えなくなる気もしますが、
そうではありません。地球の大
気を通った太陽の光のうち、赤
い光だけが月に当たり、赤っぽ
く光って見えるのです。
西行も気になった月食。観望

会で一緒に楽しみませんか。

→

第56回

今年イチ推しの天文現象 「皆既月食」
博物館・プラネタリウム（☎355−2700　FAX355−2704）

第11回

→

体操競技～力強さとしなやかさ～
国体推進課（☎340−0234　FAX354−8338）

→
四日市市　国体

現在投映中のプラネタリウム番組

博物館主催スターウォッチング
「春の星空と皆既月食を見よう」

時５月26日（水）
20：00～21：30

所伊坂ダム
※皆既月食の最大は
　20：19ごろ©国立天文台
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皆さんこんにちは！市長の森
です。今月は中心市街地の活性
化についてお伝えします。
このたび、本市は、国の「バ
スタプロジェクト」に、東海地
方で初めて選ばれました。
本市では、2027年のリニア中
央新幹線（東京―名古屋間）の
開通に合わせ、中央通りや駅前
広場の整備を含んだ近鉄四日市
駅・JR四日市駅周辺再開発プロ

ジェクトに取り組んでいます。
その中でも核となるのが、バ
スや電車の乗り換えをスムーズ
にするために、現在、近鉄四日
市駅の周辺に分散しているバス
やタクシーの乗降場所を１カ所
に集約し、駅の東側に新たなバ
スターミナルを整備する計画で
す。この計画が国の事業となっ
たことで、四日市市にバス交通
網の一大拠点が誕生するととも
に、災害時には広域的な鉄道の
代替輸送が確保されます。また、

大勢の人がバスターミナルを経
由して四日市市に訪れることで、
まちの賑わいにも大きく寄与す
るものとなります。
コロナ禍で厳しい状況の中、

本市の成長を描くことのできる、
希望のあふれる明るいニュース
となりました。

→

第２回

→

※添削・修正・加工する場合があります� 広報マーケティング課（☎354−8244　FAX354−8315　HP�ID1580454974466）

お薦め情報やこにゅうどうくんのイラスト、写真（テーマは自由）をお寄せください。
【応募方法】①名前（ペンネーム可）　②連絡先　③お薦め情報（200字程度）
またはコメント（50字以内）　④写真・画像データ（２MBまで）を、Eメール
で、投稿ひろば専用アドレス（ �hiroba@city.yokkaichi.mie.jp）へ。

四日市ポートビルから
見える夜景です
（遊前さん）

四日市にもいい
所がいっぱいあ
りますね
（川口孝子さん）

千本桜の鹿化川。延々と続く桜並木を
サイクリングすると最高です！
� （みっくすじゅうすさん）

「早く帰ってきて
ね。」肩を並べて
仲良くパパの姿
を見送る二人
（ようこママさん）

川越火力発電所
が見える天カ須
賀です。日の出
前の霞４号幹線
と海の風景です
（ＩＫＫＯさん）

「バスタプロジェクト」正式決定！

賑わい創出のイメージ



三重テレビ（地デジ７ch）
▶よか＊イチ！

　「ホッとするおやつを手軽に
家庭へ」　

　第３㊎ 22：15
▶「Mieライブ」内
　旬感☆Mieコーナー
　14日（金） 18：00ごろ
ＣＴＹ（地デジ12ch）
▶「ケーブルNEWS」内
　市政コーナー
　最終㊎ 18：00
▶四日市GU・RU・ME！
　奇数月の21日～末日
　㊊㊌㊎㊐ ９：30／20：30
　㊋㊍㊏　12：30／20：30

ＣＴＹ−ＦＭ（FM76.8MHz）
▶マンスリーよっかいち
　第１・３㊐ ８：54／14：54
▶よっかいち わいわい人探訪！
　第２・４㊐ ８：54／14：54
▶ALO！ YOKKAICHI！
　㊏ 19：54
▶なるほど！防災
　㊊ 17：30／㊍ ８：30
▶とこわかインフォメーション
　第２・４㊋ ７：40
▶人権を確かめあう日
　毎月22日（５月は、７：54／
　10：54／13：54／18：30）
レディオキューブ♥FM三重

（FM85.0MHz）
▶防災よっかいち　㊍ 12：55
東海ラジオ

（AM1332kHz／FM92.9MHz）
▶１・２・３ 四日市メガリー
　ジョン！！ ４　㊐ 19：30

14
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　310,610人［３月末日現在(前年比−917)］　■火災件数　10件［３月分(前年比±０)］　■交通事故件数　854件［３月分］
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市 の 情 報 発 信 源（５月）

　本市では、高齢者向けのコ
ロナワクチン接種を、高齢者
施設の入所（入居）者から開
始しています。今後ワクチン
の入荷量に応じて、順次接種
券を送付する予定です。
　紛失、破損などによる接種
券の再発行の申請や、やむを
得ない事情により住所地外接

種を希望する人の申請のほか、
ワクチン接種の予約など、接
種に関する相談窓口を総合会
館１階に開設します。また、 
右記コールセンターでも相談
を受け付けています。
　なお、各申請の詳細は、市
ホームページをご覧ください。

→ →

ホームページ
▶四日市市ホームページ
　https://www.city.
　yokkaichi.lg.jp
広報紙
▶マチイロ　▶マイ広報紙

▶カタログポケット

ＳＮＳ
▶Facebook　  ▶twitter

▶YouTube　   ▶Instagram

テレビ ウェブ／アプリラジオ

「よっかいち」
で検索

●自動翻訳機能（英語、中国語、
　ポルトガル語など10言語）
●自動音声読み上げ機能

New

New

新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口【５月６日開設】

新型コロナウイルス
ワクチン接種

●相談窓口
　（総合会館１階）
　平日８：30～17：15
●コールセンター
　（☎327−5990）
　平日８：30～19：00
　土日祝日８：30～17：15


