


ハマゴウ

　吉崎海岸周辺は、市内では唯一の砂浜が残る海岸です。「海岸って砂浜
以外に何があるの？」と思うかもしれませんが、春には海浜植物のハマダイ
コン、ハマヒルガオなどの花が咲き、絶滅が危惧されているハマニガナの黄
色い花も見られます。
　また、三重県の県鳥でもあるシロチドリの営巣地としても、貴重な命にあ
ふれる海岸です。

　三重県の県鳥でもあるシロチドリは、環
境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類（VU）※
に指定されています。
　冬には集団になることが多く、春から夏
にかけて、海岸の砂地やまばらに植物が
生えた場所に卵を産み、ひなを育てます。

　近年では、吉崎海岸や鈴鹿川派川の
左岸で、平成22年、25年、26年の７月
ごろにアカウミガメの産卵が確認されて
います。

　吉崎海岸では、砂の激しい移動や乾燥に耐えられる植物が生えています。
　春から初夏にかけて、海岸では、色とりどりの花が咲き誇り、緑と花に覆われます。

※絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）：絶滅の危険が増大している種
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鈴鹿川本川の河口に位置する吉
崎海岸は、アカウミガメの繁殖地
域の一つである砂浜の自然海岸
で、年間を通じてさまざまな動植
物を観察することができます。
また、その貴重な自然環境を守る
ため、地域の人による定期的な海
岸清掃や外来植物の除去作業も
行われています。
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　「ウミガメが産卵できる環境を作るためには、ウミガメや
浜辺の動植物、環境についてもっと知る必要がある」と、平
成21年4月、海岸清掃後の環境学習会がスタート。これを機
に子ども連れの参加者が増えていきました。さまざまな分
野から講師を迎えて、環境について幅広く学んでいます。話
を聴くだけではなく、チェーンソーアートでウミガメ作りを
したり、海のコンサートを開催したりしています。

　毎月多くの人が参加しています。ここ何年かはウミガメが来ていませんが、
また訪れてくれるよう海岸清掃に励んでいます。ごみや流木の収集、外来植
物の駆除の後には、環境学習会が開かれているのも特徴だと思います。
　コロナ禍ということもあって、自然に触れることができ、ストレス解消
にもなるという若い参加者も多いです。広い海岸なので、密にもなりにく
いですしね。

　外来植物は、漂着物として流れ着いたり、人とともに
運ばれてきたりして広がります。中には、海岸に定着し、
元からいた海浜植物に影響を及ぼすものもあります。
　海岸清掃では、そんな外来植物の駆除もし、貴重な
海浜植物の保護を行っています。

　天気がいいので、今日は初めて来ました。観察路
も整備されていて、浜まで行きやすくていいところ
だと思います。

　貴重な動植物を保護するためには、砂浜の環境を
保全する必要があります。海岸を訪れた時に出たゴ
ミは持ち帰りましょう。
　貴重な海浜植物やシロチドリ、ウミガメなどが将
来にわたり本市で見られるように、海岸の保全にご
協力ください。

楠地区まちづくり検討委員会 会長　森正
まさかず

一さん

　海岸は、植物が生息するには厳しい環境です。しかし、工夫をこら
して適応したのが、ハマヒルガオなどの海浜植物です。
　海岸独特の自然環境が失われてしまうと、他の植物が入り込んで、
海浜植物は競争に負けて減ってしまうことになります。そこで、外来
植物などに負けてしまわないように人の手助けが必要なのです。

四日市自然保護推進委員会 赤
あかみね
嶺和彦さん

海岸散策に来た

坂
ばん
さん一家

　平成21年から始まった海岸清掃は、平成29年
4月に100回目を迎え、それと同時に私は2代目の
代表となりました。まずは吉崎海岸を自分で見て、
「ウミガメのふるさと四日市」を知ってほしい、そし
てこの場所が「みんなのふるさと四日市」になって
ほしいと願っています。

ＮＰＯ法人
四日市ウミガメ保存会

会長　下田菜
な お
生さん

V

OICE

散策にぴったり

6月で150回目を迎える海岸清掃

駆除活動について

ウミガメのふるさと四日市へ

アメリカネナシカズラ
外来植物
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　吉崎海岸には、多くの貴重な動植物が生息
していますが、残念ながら、他の場所で捨て
たゴミも漂着物として集まってきています。
内陸部でポイ捨てされたゴミが、雨が降った
際などに、川を流れて海岸に漂着することも
あります。そのため、毎月第1日曜日8：00か
ら、楠地区まちづくり検討委員会が中心と
なって海岸清掃が行われています。
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省エネルギーやCO2削減、再生可
能エネルギーについての関心と理
解を深める

　令和元年度に調査した
アンケートの結果、環境問
題に対して関心がある人は
92.5％で、多くの市民が環
境問題に関心を持っている
ことが分かりました。

　環境問題と聞くと難しく
考えがちですが、実は誰で
もできる取り組みは身近に
あります。すでにしているあ
なたの行動は、環境に配慮
した行動かもしれません。
対象：市民　回答者数：1,221人

電気料金をチェックするなど家庭で
のエネルギー管理をする

自動車利用をできる限り控え、公
共交通機関や自転車を利用する

流通に伴うエネルギー消費を削減
するため、地産地消を心掛ける

エアコンの使用を抑えるため、グ
リーンカーテンを育てる

太陽光発電など再生可能エネル
ギー設備を住宅へ導入する

関心がある人が
92.5％！！

取り組みたいけれど
負担になるのは
ちょっと…

非常に関心がある
10.7％

関心がない
4.3％

無回答 3.1％

関心がある
47.4％

少しは
関心がある
34.4％

積極的に
取り組みたい 3.8％取り組む

つもりはない
3.1％

無回答 3.4％

少しぐらい
負担になっても
取り組みたい
23.8％

負担にならない
範囲で取り組みたい

65.9％

●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は　環境保全課　☎354–8188　ＦＡＸ354–4412

　「四日市市環境基本条例」の基本理念にのっとり、
「快適環境都市宣言」の理念を継承することはもちろ
ん、「四日市市総合計画」における構想や計画を環境
面から実現するための環境政策のマスタープランです。

■計画期間：令和３年度～令和１2年度の10年間
■対象範囲：「地球環境」「ごみ・資源環境」
　　　　　 「自然環境」「生活環境」

　計画の推進に当たっては、環境目標として
五つの柱を立て、施策方針を策定しています。

本計画を策定する際、各環境目標の実現に向
けて皆さんに取り組んでいただきたいことを
「STEP123」としてまとめたり、コラムを配置し

たりするなど、市民の皆さんにとって、少し
でも見やすく親しみやすくなるよう心掛け
ました。これからの環境問題に対応してい
くためには、行政が率先して行動していく
ことはもちろん、市民や事業者の皆さんの
協力も欠かすことができません。ぜひ環
境問題を「自分ごと」として考え、持続可
能な社会を一緒に創っていきましょう。

環境問題を「自分ごと」に

四
四日市 プラスPLUS 第 4 期四日市市環境計画

理解する

振り返る

現状や意義を

重要性について

実践するできることから

地球温暖化の推移

今月の
電気代

STEP
1

STEP
3

STEP
2

環境問題に対して関心がありますか？Q 環境問題に対して取り組む姿勢は？Q

四日市市環境計画とは？
計画策定のポイント

持続可能な開発目標（SDGｓ）を意識した
計画づくり
気候変動の影響への適応策の位置付け
 （「緩和」と「適応」*の両輪による気候変動対策）
環境問題や環境に配慮した行動を
 「自分ごと」として捉える機会の創出

環境問題は「自分ごと」 みんなで創る「住み続けられるまち・四日市」
将来像

環境目標

これらの取り組みは、
地球温暖化対策のた
めの国民運動「クール
チョイス（賢い選択）」
と言われているよん！

環境問題に対しての「はじめの一歩」は、本当に簡単なことでいいんです。
一例として、「地球温暖化対策」として取り組める3ステップを紹介します。

STEP1 2 3 で始めよう！

環境保全課
山本由衣

環境月間
6月は

気候変動
への対応

安全で快適な生活環境の確保

持続可能な
資源循環の
推進

自然との共生、
生物多様性の

保全

より良い環境を
共創する

仕組みづくり

ごみ問題や地球温暖化問題などの環境問題の多くは、市民のライフスタイルや経済活動と密接に関係し
ています。そして、その解決には、市民一人ひとり、個々の事業者などが、環境問題を「自分ごと」と捉え、
行動していくことが重要です。
こういった点や環境を取り巻く社会の動向、これまでの施策の実施状況などを踏まえ、本市では「第４期
四日市市環境計画」を策定しました。

慈善橋市場

省エネ・再エネ設備などの導入に関しては、市の補助金が
あります。 市ホームページをチェック！

▲

▲令和2年度グリーンカーテンフォトコンテスト個人部門最優秀賞作品

＊緩和策…これまで広く知られてきた温室効果ガスの排出量を減らすための地球温暖化対策
　適応策…すでに起こりつつある気候変動の影響を回避・軽減するための取り組み（例：熱中症対策や気象災害から暮らしを守るため備えること）

7月１日から、
令和３年度グリーンカーテン

フォトコンテストの
募集を開始します。

詳しくは、広報よっかいち
６月下旬号をご覧ください。



省エネルギーやCO2削減、再生可
能エネルギーについての関心と理
解を深める

　令和元年度に調査した
アンケートの結果、環境問
題に対して関心がある人は
92.5％で、多くの市民が環
境問題に関心を持っている
ことが分かりました。

　環境問題と聞くと難しく
考えがちですが、実は誰で
もできる取り組みは身近に
あります。すでにしているあ
なたの行動は、環境に配慮
した行動かもしれません。
対象：市民　回答者数：1,221人

電気料金をチェックするなど家庭で
のエネルギー管理をする

自動車利用をできる限り控え、公
共交通機関や自転車を利用する

流通に伴うエネルギー消費を削減
するため、地産地消を心掛ける

エアコンの使用を抑えるため、グ
リーンカーテンを育てる

太陽光発電など再生可能エネル
ギー設備を住宅へ導入する

関心がある人が
92.5％！！

取り組みたいけれど
負担になるのは
ちょっと…

非常に関心がある
10.7％

関心がない
4.3％

無回答 3.1％

関心がある
47.4％

少しは
関心がある
34.4％

積極的に
取り組みたい 3.8％取り組む

つもりはない
3.1％

無回答 3.4％

少しぐらい
負担になっても
取り組みたい
23.8％

負担にならない
範囲で取り組みたい

65.9％

●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は　環境保全課　☎354–8188　ＦＡＸ354–4412
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能な社会を一緒に創っていきましょう。

環境問題を「自分ごと」に
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理解する
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実践するできることから
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3
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 （「緩和」と「適応」*の両輪による気候変動対策）
環境問題や環境に配慮した行動を
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環境目標
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環境保全課
山本由衣

環境月間
6月は

気候変動
への対応

安全で快適な生活環境の確保

持続可能な
資源循環の
推進

自然との共生、
生物多様性の

保全

より良い環境を
共創する
仕組みづくり
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こういった点や環境を取り巻く社会の動向、これまでの施策の実施状況などを踏まえ、本市では「第４期
四日市市環境計画」を策定しました。
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ワクチンは、国から安定的に供給されます。
安心して、焦らずに 予約してください。

8 No.1574　令和3（2021）年6月上旬号

新型コロナウイルス感染症の　　
高齢者向けワクチン接種について
新型コロナウイルス感染症対策室（☎327−5990　FAX327−5905　HP ID1621240041241）

※聴覚などに障がいのある人で、電話でのご相談が難しい場合のみファクスをご利用ください

新型コロナウイルスワクチンの集団接種予約に関して、コールセンターへの電話が
繋がりにくいこと、65〜74歳の高齢者へのクーポン券（接種券）の発送時期が変更と
なったことなど、市民の皆さんには大変ご迷惑をお掛けしています。心よりお詫びを
申し上げます。

集団接種 個別接種

予約方法

コールセンター WEB

各医療機関へ直接予約
☎059−327−5990

予約サイト

受付時間

平日
８：30 〜 19：00
土・日曜日、祝日
８：30 〜 17：15

24時間 各医療機関によって
異なります

接種会場 市が用意する集団接種会場 各医療機関

　現在行っている集団接種に加えて、準備の整った医療機関から、個別接種の予約受け
付けが始まりました。ただし、効率的なワクチン接種を推進するため、できるだけ集団
接種での予約をお願いします。

■個別接種開始日　６月14日（月）から順次開始予定
※医療機関ごとに予約受付開始日・接種開始日が異なりますのでご注意ください
※ 予約には、接種券番号が必要です。クーポン券（接種券）が届いてから予約してくだ

さい。65〜74歳の高齢者へのクーポン券（接種券）の発送時期は、５月27日以降に
変更し、年齢により段階的に発送していきます

お知らせ



スムーズなワクチン接種を行うために
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　個別接種にご協力いただける医療機関は全体で140カ所程度を予定していま
す。５月14日時点で、かかりつけ（定期通院）患者でない高齢者の接種にも
ご協力いただける医療機関は下記のとおりです。追加などの変更については、
随時市ホームページなどでご案内します。

医療機関名 住所 医療機関名 住所

あそクリニック 三重郡菰野町大字潤田
2150−３ 鳥井医院 小杉町東浦1282

飯田医院 富田浜元町１−16 西村内科小児科 中部12−５
いいだクリニック 西阿倉川304−１ 羽津内科クリニック 大宮西町10−６

伊藤クリニック 下之宮町329−１ ばんの小児科 三重郡菰野町大字菰野
2268−５

稲垣耳鼻咽喉科 松本３−13−２ ひなが胃腸内科・乳腺外科 日永１−13−26
位田内科循環器科 馳出町３−６−３ 広田クリニック 東坂部町長坂1391
うえのクリニック 天カ須賀４−６−８ 前田医院 富田２−11−２

内田クリニック 三重郡菰野町大字小島
1157

三重呼吸器アレルギー内科
クリニック 高角町1563−４

大岩小児科医院 釆女が丘３−30−１ 三原クリニック 日永西３−１−21
おかもと耳鼻咽喉科 大字茂福785−１ 村上ファミリークリニック 山分町242−３
おきがみクリニック 西富田町168−１ やまもと胃腸科内科 日永西１−4545
小野外科内科 智積町6333 吉田内科クリニック 三重郡川越町豊田157
貝沼内科小児科 泊山崎町10−１ よしむら耳鼻咽喉科 天カ須賀４−７−17
加藤整形外科 下さざらい町843 四日市インタークリニック 高角町734−１
越山クリニック 城山町１−11 四日市消化器病センター 下海老町字高松185−３
さかくら耳鼻咽喉科 智積町6147 四日市腎クリニック 生桑町291−１
佐藤クリニック 中納屋町４−１ 四日市徳洲会病院 久保田２−１−２

仁こどもクリニック ときわ４−４−13 四日市泊駅西整形外科　
腰痛頭痛クリニック 泊山崎町２−14

鈴村耳鼻咽喉科 鵜の森１−９−３ 四日市内科ハートクリニック 城西町３−17−１
富田浜病院 富田浜町26−14 渡辺医院 富州原町16−16

（五十音順）

個別接種協力医療機関（令和３年５月14日時点）

◆予約時に１回目と２回目の両方の接種日を予約してください
※�クーポン券（接種券）に同封した「新型コロナワクチン接種のお知らせ」の「❹次
回予約と予診票の記入」には「１回目の接種会場で２回目の接種予約と予診票を発
行いたします」とありますが、接種業務を円滑に進めるため、１回目の予約時に２
回目の予約も行う方法に変更しました

◆�集団接種と個別接種の二重予約は絶対に行わないでください
◆�下記以外の医療機関でも接種できる場合があります。下記以外にかかりつけ医がある人
は、できるだけかかりつけ医での受診時などにご相談ください

◆通常診療に支障が出ないよう、医療機関へ必要以上の問い合わせはお控えください

市ホームページ▶

ワクチンは、国から安定的に供給されます。
安心して、焦らずに 予約してください。
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　現在行っている集団接種に加えて、準備の整った医療機関から、個別接種の予約受け
付けが始まりました。ただし、効率的なワクチン接種を推進するため、できるだけ集団
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お知らせ



●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は　危機管理室　☎354–8119　ＦＡＸ350–3022

ホテル

自宅

在宅避難
その他…

指定避難所※

車中泊

親戚・知人宅

水や食料の
持参

2階へ

近年、台風や集中豪雨など、大規模
な自然災害が全国各地で発生して
います。
こうした災害に対応するためには、
情報収集が大切です。
積極的に情報を集め、落ち着いて適
切に避難しましょう。

四
四日市 プラスPLUS 防災

情報を集めて
災害対策

　発災時には、5段階の警戒レベルに応じた避難情報が発令されます。避難情報が出たら、安全最優先
で適切に行動しましょう。また、避難情報の有無に限らず、身の危険を感じたら早めに避難してください。

　災害時には、四日市市安全安心防災メールや防災行政無線、ホームページなどで情報を得られます。
また、テレビ（CTY-L字放送）やラジオ、アプリなどからも情報を入手できます。重要な情報を見逃すこ
とがないよう、自分から積極的に情報を集めましょう。

　令和４年度以降、現在貸与している緊
急告知ラジオの自動起動を停止し、全国
瞬時警報システム（Jアラート）への対応
や本市独自の情報発信の強化を図ります。
新しい緊急告知ラジオの制度については、
詳細が決まり次第ご案内します。

　防災行政無線から放送され
る内容を音声や文字で受け取
れるアプリ。緊急時は最大音
量で通知されます。

　避難情報や気象警報な
どの防災情報が携帯電話
やパソコンにメールで届き
ます。

 【登録方法】
t-yokkaichi-city@sg-m.jpに
空メールを送って登録

　CTYのＬ字放送やコミュニ
ティラジオで、地域の実情に
応じた防災情報を取得できま
す。（緊急告知ラジオをお持
ちの場合、災害時に自動的に
電源が入り、避難情報が流れ
ます）

警戒
レベル 状況 住民が

取るべき行動
行動を
促す情報

5 災害発生
または切迫

命の危険
直ちに安全確保 緊急安全確保

警戒レベル 4までに避難

4 災害の
恐れ高い

危険な場所から
全員避難 避難指示

3 災害の
恐れあり

危険な場所から
高齢者らは避難 高齢者等避難

2 気象状況
悪化

自らの避難
行動を確認

気象庁の大雨・
洪水注意報など

1 今後気象状況
悪化の恐れ

災害への心構え
を高める

気象庁の
早期注意情報

TOPIC 避難情報が変わりました
　令和 3 年 5月に災害対策基本法が改正され、
避難情報が変わりました。

◦�警戒レベル５：名称を「緊急安全確保」に変更。市
区町村がもはや避難所への移動が危険と判断した
段階で発令。自宅の中や付近で少しでも浸水や土
砂災害の危険が少ない場所に身を寄せるよう住民
に呼び掛ける
◦�警戒レベル4：「避難勧告」を廃止し、「避難指示」
に一本化。市区町村がこの情報を出した時点で、危
険な場所から住民全員が避難するよう求める
◦�警戒レベル3：名称を「高齢者等避難」に変更。高

齢者や障害者、避難経路が通行止めになる恐れが
ある人、急速に水位が上がりやすい中小規模河川
の近くに住む人が逃げ始める段階を想定している

改正のポイント

主な対象

〈避難情報〉

　高齢者や障害のある人など、避難時に
支援が必要な人の名簿「避難行動要支援
者名簿」を市で作成し、大災害時の避難
に備えます。また、同意を得た上で、自治
会などの地域団体やその他関係機関と名
簿を共有することにより、日頃の見守りや
防災訓練などにも生かすことができます。

◦要介護認定3～5の人
◦�身体・療育（知的）・精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている人
◦�75歳以上の単身者、75歳以上を含む70歳
以上のみの世帯　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　など　※施設入所者を除く
➡詳しくは、危機管理室へ

1

2

3

避難のタイミングを逃さない

積極的に情報を収集

適切な場所に避難（分散避難の検討）

！「避難行動要支援者制度」をご存じですか？

　災害時、新型コロナウイルス感染
症などが流行している状況では、不
特定多数の人が集まる指定避難所な
どでの避難生活は感染拡大のリスク
が高まります。
　そこで、三密を回避し感染症によ
る二次被害を防ぐため、避難所への
避難以外の方法（分散避難）の検討
が必要となってきます。事前に、自分
の住んでいる場所の危険性をハザー
ドマップで確認し、分散避難を検討
してください。
注：必要な場合は迷わず避難所へ避難してください

▶四日市市Sアラート ▶四日市市安全安心防災メール

▶テレビ、ラジオ
緊急告知ラジオが変わります!

※避難所開設・混雑状況確認サイト（VACAN�Maps）
　スマートフォンなどで各避難所の位置や混み具合を確認することができます

iPhone Android

NEW

※赤字・黄字部分は今回の改正で変更があった箇所

「分散避難」の主な避難先



●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は　危機管理室　☎354–8119　ＦＡＸ350–3022
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「地域主体のバスを走らせ続ける」

NPO法人生活バス四日市理事長

西脇 良孝さん

Vol.99

平成15年４月から本格的に運行を開始した「生活バスよっかいち」。その運行主体であるNPO法人
生活バス四日市の理事長を務める西脇良孝さんにお話を伺いました。

運行概要
運行経路：�スーパーサンシ～東垂坂～垂坂公会堂～大谷台～

いかるが～別名～四日市羽津医療センター～羽津
郵便局前～かすみがうら駅

運 行 日：月～金曜日（祝日も運行）
運行本数：１日４本運行
運　　賃：１乗車100円
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■生活バス誕生のきっかけ
平成14年の２月に垂坂から近鉄四日市駅までの
バス路線が廃止になると連絡を受け、自分たちで
何とかしなければと思ったことが活動のきっかけ
です。車を運転できない人や高齢者などが、自由
に買い物や病院に行くことができるようにするた
めのバスを走らせようと、情報収集し検討会を開
催しました。しかし、乗客から集める運賃だけで
はとても運行できません。そのため、バス路線沿
線の地域企業からの協賛金と、行政からの補助金、
そしてバス事業者の低コストでの運行協力を得て、
平成15年４月より「生活バスよっかいち」の運
行が実現しました。

■地域貢献への思い
サラリーマン時代には、あまり地域のための活
動をしてきませんでしたが、趣味を通じた友人は
幅広くいました。だからこそ定年になったら地域
のために働きたいという思いがあり、自治会長、
そして民生委員や防災会会長、介護相談員など、
いろいろなことをさせてもらいました。そのおか
げで、生活バスを始めたときに多くの人に助けて
もらえたと思います。自分にとってバスは初めて
の取り組みでしたが、運輸行政に詳しい人や、大
学の先生など、専門の人を紹介していただき、構
想を実現することができました。
また、バスがなければ生活できないという人た
ちの需要があるからこそ、生活バスを続けてこら
れました。地域にバスが走っているということが、
周辺住民の安心につながっているという面もある

と思います。この活
動を続けてきてうれ
しかったことは、乗
ってくれるお客さん
に「ありがとう」と
言われることの一言
に尽きますね。

■長く続けてこれた理由
生活バスよっかいちは、協賛金約５割、四日市

市からの補助金約４割、運賃収入約１割で運行し
ています。運行開始以来、さまざまな企業などか
ら協賛金をいただいています。（現在は５者：スー
パーサンシ大矢知店、四日市羽津医療センター、
守屋レディースクリニック、介護老人福祉施設ヴ
ィラ四日市、いとう整形外科クリニック）
令和３年３月には、「ＮＰＯ法人生活バス四日市
の協賛企業等への感謝状贈呈式」が開催され、森
市長から、協賛企業などへ感謝状が贈呈されまし
た。
このように生活バ

スよっかいちは、地
域の企業などに支え
ていただき、長期に
わたり運行すること
ができています。

■生活バスよっかいちのこれから
このコロナ禍で、生活バスよっかいちも利用が

減っていて、続けていくのも簡単ではありません。
昨年からは、協賛企業の広告をバスの車体に掲示
してラッピングバスにするなどの活動を始めまし
た。
一方で、バスという公共交通機関はSDGs（持

続可能な開発目標）の理念に即した移動手段だと
考えています。
今後はそういっ

た社会的意義も踏
まえて、他地域で
も必要とされてい
る自主運行バスの
支援体制の構築を、
行政、地域企業そ
して住民に訴えか
けていきたいです。→

６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）

（バスから降りる乗客）

（感謝状贈呈式）
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■ゴルフ競技とは
国体のゴルフ競技は、桑名市、
鈴鹿市との共同開催で行われ、
本市では、成年男子の競技会を
開催します。
ゴルフは、パッティンググリ
ーンのホールまでの距離や風向
き、傾斜などを計算し、ドライ
バーやアイアン、パターなどの
クラブを使って、ホールにボー
ルを入れるまでの打数の少なさ
を競う競技です。

国体では、抽選で決められた
４人１組でコースを回り、都道
府県対抗の団体戦と個人戦で競
います。１日18ホール、２日間で
合計36ホールの総合計スコア
が少ない順に順位が決定します。
■見どころ
ゴルフ競技は、ゴルフコース
の地形や芝の状態、天候に大き
く影響を受けるため、選手の状
況に応じた判断力とテクニック、
そして、重圧に打ち勝つメンタ
ル面での勝負が見どころです。

■日程・会場
時９月26日（日）～28日（火）
　（26日は公式練習日）
所四日市カンツリー倶楽部
※来場案内は、後日お知らせ
します

四日市公害と環境未来館では
毎年、市内の身近な自然に触れ
合うことを目的に、専門家の協
力を得て市内各地で、自然観察
会を開催しています。
今回は、その中でも７月17日

（土）に開催予定の「夜のいきも
の探検」について紹介します。
昨年の同イベントでは、夜の
南部丘陵公園で、さまざまな生
き物が夜にどんな活動をしてい
るか、専門家と一緒に観察しま

した。セミの幼虫が羽化してい
る様子や、カブトムシ・ノコギ
リクワガタなどの昆虫の昼間と
は違った姿を観察できました。
普段はなかなか見ることので
きない、生き物の夜の様子を見
てみませんか。申し込み方法な
どは当館ホームページをご覧く
ださい。
なお、今年度は新型コロナウ
イルス感染症対策として、より
多くの人の参加が見込まれる７
月から９月までの回を事前申し

込み制として開催します。今後
の状況によっては中止や延期な
ど変更がある場合がありますの
で、最新情報は当館へお問い合
わせいただくか、当館ホームペ
ージでご確認ください。

→

第57回

自然観察会に参加しませんか
四日市公害と環境未来館（☎354−8065　FAX329−5792）

第12回

→

ゴルフ競技～一打入魂～
国体推進課（☎340−0234　FAX354−8338）

→ →

現在投映中のプラネタリウム番組
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全国的に新型コロナウイルス
感染症がまん延する中、市民の
皆さんには、感染症拡大防止に
ご理解とご協力をいただき感謝
申し上げます。
ワクチン接種については、５
月から順次接種券を発送すると
ともに、接種予約の受け付けを
開始しましたが、コールセンタ
ーへの電話が繋がらないなど、
市民の皆さんには大変ご迷惑を
お掛けしています。心よりお詫
びを申し上げます。
本市では、できる限り集団接

種での予約をお願いしています
が、６月14日からは、協力いた
だける医療機関での個別接種も
順次開始します。ワクチンは十
分確保していますので、落ち着
いて予約手続きをしていただく
よう、お願いいたします。
政府が高齢者の接種を７月末
までに終わらせるという目標を
立てており、本市でもそれを目
指し接種体制を整えています。
また、ワクチン接種はすべて
の皆さんにお勧めしていますが、
接種を強制したり、接種を受け

ていない人に差別的な扱いをし
たりすることのないようお願い
いたします。
少しでも市民の皆様の不安や
不満を解消できるように、市役
所職員が一丸となって対応にあ
たってまいります。

四日市市長　
　森　智広

市長メッセージ
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について（5月20日現在）

→ →

議長に樋口博己議員　副議長に樋口龍馬議員
監査委員、議会運営・各常任委員会委員も決まる

議会事務局（☎354−8257　FAX354−8304）

５月開会議会が５月17日・18日に開かれ、令和３年定例会の会期を令和４年
４月28日までの347日間と決定し、議会役員が選出されました。（敬称略）
■議会選出監査委員　　荒木美幸　　谷口周司
■議会運営委員会委員（◎…委員長　○…副委員長）
◎中川雅晶　○村山繁生　　荒木美幸　　井上　進　　加納康樹　　川村幸康　
　小林博次　　笹岡秀太郎　豊田政典　　早川新平　　日置記平

■常 任 委 員 会 委 員（◎…委員長　○…副委員長）
総　　　務　　◎山口智也　○井上　進　　伊藤嗣也　　加納康樹　　早川新平　　樋口龍馬
　　　　　　　　三木　隆　　森　康哲
教 育 民 生　　◎森川　慎　○小田あけみ　小川政人　　笹岡秀太郎　土井数馬　　豊田政典
　　　　　　　　中川雅晶　　日置記平　　村山繁生
産 業 生 活　　◎平野貴之　○後藤純子　　荻須智之　　小林博次　　谷口周司　　豊田祥司
　　　　　　　　中村久雄　　森　智子
都市・環境　　◎竹野兼主　○伊藤昌志　　荒木美幸　　石川善己　　太田紀子　　川村幸康
　　　　　　　　笹井絹予　　諸岡　覚
予　　　算　　◎加納康樹　○諸岡　覚　　ほか議長を除く全議員
決　　　算　　◎石川善己　○森　智子　　ほか議長および議会選出の監査委員を除く全議員

樋口博己議長 樋口龍馬副議長
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国体のゴルフ競技は、桑名市、
鈴鹿市との共同開催で行われ、
本市では、成年男子の競技会を
開催します。
ゴルフは、パッティンググリ
ーンのホールまでの距離や風向
き、傾斜などを計算し、ドライ
バーやアイアン、パターなどの
クラブを使って、ホールにボー
ルを入れるまでの打数の少なさ
を競う競技です。

国体では、抽選で決められた
４人１組でコースを回り、都道
府県対抗の団体戦と個人戦で競
います。１日18ホール、２日間で
合計36ホールの総合計スコア
が少ない順に順位が決定します。
■見どころ
ゴルフ競技は、ゴルフコース

の地形や芝の状態、天候に大き
く影響を受けるため、選手の状
況に応じた判断力とテクニック、
そして、重圧に打ち勝つメンタ
ル面での勝負が見どころです。

■日程・会場
時９月26日（日）～28日（火）
　（26日は公式練習日）
所四日市カンツリー倶楽部
※来場案内は、後日お知らせ
します

四日市公害と環境未来館では
毎年、市内の身近な自然に触れ
合うことを目的に、専門家の協
力を得て市内各地で、自然観察
会を開催しています。
今回は、その中でも７月17日

（土）に開催予定の「夜のいきも
の探検」について紹介します。
昨年の同イベントでは、夜の
南部丘陵公園で、さまざまな生
き物が夜にどんな活動をしてい
るか、専門家と一緒に観察しま

した。セミの幼虫が羽化してい
る様子や、カブトムシ・ノコギ
リクワガタなどの昆虫の昼間と
は違った姿を観察できました。
普段はなかなか見ることので

きない、生き物の夜の様子を見
てみませんか。申し込み方法な
どは当館ホームページをご覧く
ださい。
なお、今年度は新型コロナウ

イルス感染症対策として、より
多くの人の参加が見込まれる７
月から９月までの回を事前申し

込み制として開催します。今後
の状況によっては中止や延期な
ど変更がある場合がありますの
で、最新情報は当館へお問い合
わせいただくか、当館ホームペ
ージでご確認ください。

→

第57回

自然観察会に参加しませんか
四日市公害と環境未来館（☎354−8065　FAX329−5792）

第12回

→

ゴルフ競技～一打入魂～
国体推進課（☎340−0234　FAX354−8338）

→ →

現在投映中のプラネタリウム番組
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全国的に新型コロナウイルス
感染症がまん延する中、市民の
皆さんには、感染症拡大防止に
ご理解とご協力をいただき感謝
申し上げます。
ワクチン接種については、５
月から順次接種券を発送すると
ともに、接種予約の受け付けを
開始しましたが、コールセンタ
ーへの電話が繋がらないなど、
市民の皆さんには大変ご迷惑を
お掛けしています。心よりお詫
びを申し上げます。
本市では、できる限り集団接

種での予約をお願いしています
が、６月14日からは、協力いた
だける医療機関での個別接種も
順次開始します。ワクチンは十
分確保していますので、落ち着
いて予約手続きをしていただく
よう、お願いいたします。
政府が高齢者の接種を７月末
までに終わらせるという目標を
立てており、本市でもそれを目
指し接種体制を整えています。
また、ワクチン接種はすべて
の皆さんにお勧めしていますが、
接種を強制したり、接種を受け

ていない人に差別的な扱いをし
たりすることのないようお願い
いたします。
少しでも市民の皆様の不安や

不満を解消できるように、市役
所職員が一丸となって対応にあ
たってまいります。

四日市市長　
　森　智広

市長メッセージ
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について（5月20日現在）

→ →

議長に樋口博己議員　副議長に樋口龍馬議員
監査委員、議会運営・各常任委員会委員も決まる

議会事務局（☎354−8257　FAX354−8304）

５月開会議会が５月17日・18日に開かれ、令和３年定例会の会期を令和４年
４月28日までの347日間と決定し、議会役員が選出されました。（敬称略）
■議会選出監査委員　　荒木美幸　　谷口周司
■議会運営委員会委員（◎…委員長　○…副委員長）
◎中川雅晶　○村山繁生　　荒木美幸　　井上　進　　加納康樹　　川村幸康　
　小林博次　　笹岡秀太郎　豊田政典　　早川新平　　日置記平
■常 任 委 員 会 委 員（◎…委員長　○…副委員長）
総　　　務　　◎山口智也　○井上　進　　伊藤嗣也　　加納康樹　　早川新平　　樋口龍馬
　　　　　　　　三木　隆　　森　康哲
教 育 民 生　　◎森川　慎　○小田あけみ　小川政人　　笹岡秀太郎　土井数馬　　豊田政典
　　　　　　　　中川雅晶　　日置記平　　村山繁生
産 業 生 活　　◎平野貴之　○後藤純子　　荻須智之　　小林博次　　谷口周司　　豊田祥司
　　　　　　　　中村久雄　　森　智子
都市・環境　　◎竹野兼主　○伊藤昌志　　荒木美幸　　石川善己　　太田紀子　　川村幸康
　　　　　　　　笹井絹予　　諸岡　覚
予　　　算　　◎加納康樹　○諸岡　覚　　ほか議長を除く全議員
決　　　算　　◎石川善己　○森　智子　　ほか議長および議会選出の監査委員を除く全議員

樋口博己議長 樋口龍馬副議長
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■人口　310,455人［４月末日現在(前年比−1,340)］　■火災件数　８件［４月分(前年比±０)］　■交通事故件数　823件［４月分］
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市 の 情 報 発 信 源（６月）

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

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

… 特集や表紙写真に関するこぼれ話 …

　表紙の写真は、今号の特集記
事で取り上げた吉崎海岸を訪れ
ていた親子を撮影したもので
す。
　吉崎海岸を散策中に思わずカ
メラを向けたくなるほほえまし
い光景を見かけ、声を掛けたと
ころ、ご快諾いただきました。
ご協力ありがとうございました。

　写真には写っていませんが、
お父さんは、海岸で魚釣りを楽
しんでいたようです。この親子
以外にも、さまざまな人が、思
い思いに海岸を楽しんでいて、
改めて伝えていきたいよい場所
だなと感じました。
　この写真を撮影してほどなく、
気象庁から東海地方の梅雨入り

が発表されました。まさに、ぎ
りぎりのタイミングで撮影でき
た１枚です。（大杉）

→ →

編 集 後 記

吉崎海岸観察路のチェーンソーアート

→

三重テレビ（地デジ７ch） 
▶よか＊イチ！

　「時代を彩る印刷の魅力」　
　第３㊎ 22：15
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

テレビ

New

New

▶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（６月は、７：30／
　12：54／16：30／18：30）
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


