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公益財団法人四日市市文化まちづくり財団 

令和 5年度 事業計画書 

 

 

Ⅰ 定款に定められた目的を達成するための事業推進 〔経営企画室〕 

 

  四日市市が出捐する当財団は、市の施策や事業と綿密に連携しながら、市民の文化・芸術及

び国際交流の振興並びにスポーツ・レクリエーションの増進を図るとともに、都市施設の管理、都

市環境の維持保全、地域社会の創造支援等を行うことにより、市民の安全・安心で快適な生活の

実現に寄与していきます。 

 

 

１．経営計画に基づく財団運営 

 

経営計画（令和 5 年度～令和 7 年度）に基づき、事業推進、経営改善を行い、経営収支の目標

達成を目指します。 

 

（１）財団の役割と使命 

１．公共サービス提供の実施主体として四日市市のまちづくりの一翼を担う 

２．財団の機動性や弾力性を活かして、効率的かつ安定的なサービスを提供する 

３．市民活動との連携・協働を通じて、行政との連結役や補完機能を果たす 

 

（２）財団の経営方針 

１．お客様満足度を第一にサービス水準の向上に努めます 

２．公平で透明性のある運営に努めます 

３．安全・安心が実感できる施設管理に努めます 

４．職員の資質向上と適切な人材管理に努めます 

５．安定経営のための経営的視点の強化に努めます 

６．四日市市との緊密な連携に努めます 

７．四日市市の各種計画、方針との連携に努めます 

８．成果目標の設定と自己評価をします 

 

２．組織体制と人材育成 

 

将来にわたり指定管理者や市からの受託事業を継続的に受託することができるような競争力のあ

る財団とするため、新たに正職員 2 名と嘱託職員 1 名を採用しました。 

また、令和 5 年度から 65 歳まで段階的に定年年齢を引き上げる制度を導入し、従来の継続雇用

制度と併せ、柔軟で効率的かつ効果的な組織体制の構築を図ります。 

今後の人材確保については、事業の増減・業務量・採算性・効果等を見極めながら、必要に応じ

て実施していきます。  
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３．新型コロナウイルス感染症に係る対応方針 

 

四日市市における新型コロナウイルス感染症に係る対応方針に基づき、随時対応を見直し対策

を講じます。 

 

（１）主催行事 

1. 参加者への手洗いや消毒の推奨を行うこと 

2. 発熱等の症状がみられる方には、参加自粛を要請すること 

3. オンラインの活用などにより３つの密（密閉、密集、密接）を回避すること 

4. 屋内で実施する場合は、窓開け換気等を行うこと 

 

 

（２）管理施設 

1. 施設や用具等の人が触れる箇所を定期的に消毒すること 

2. 入口等に手指消毒液を設置すること 

3. 発熱や咳症状がみられる方には、利用自粛を要請すること 

4. 入退場や座席の工夫などにより 3 つの密（密閉、密集、密接）を回避すること 

5. 貸館の場合は、主催者に対して市主催行事同等の対応を求めること 

 

 

（３）マスク着用の考え方 

マスクの着用は、令和 5年 3 月 13 日から個人の判断に委ねられるものとなりますが、本

財団では当面の間、管理施設等の窓口業務等でお客様と接する場面においては、マスクを着

用させていただきます。 

 

  



3 

Ⅱ 文化・芸術の振興に関する事業〔文化振興グループ〕 

文化芸術に関する事業については、令和5年1月に市から派遣職員として配属されたアートディレ

クターの助言を受けながら、さらに魅力ある自主事業の企画運営に取り組んでいるところです。 

令和5年度は、これまで培ってきた経験やノウハウ、また、市内外の文化団体や文化施設等との協

力関係やネットワークを十分に活用し、四日市市からの特定を受けた指定管理者として、文化会館、

茶室「泗翠庵」（以下、「泗翠庵」という。）、三浜文化会館において、多彩な文化事業を実施します。 

文化会館では、芸術文化を鑑賞する機会の充実と他都市との連携事業を行い、泗翠庵では、茶

道講座を通じ日本の文化に親しむ場を提供し、伝統文化の普及を図ります。そして、三浜文化会館

で、3館それぞれの特性を生かし、文化会館や泗翠庵と連携したこどもを対象とした優れた文化芸術

の鑑賞やワークショップなどの事業を展開するなど、人材育成に取り組みます。 

3館ともに、安全安心に利用いただけるよう、感染症対策にも十分配慮しながらＰＲを図るとともに、

職員のより丁寧かつ親切な接遇、施設の情報発信に努めます。 

 

《文化振興事業》 

１．四日市市文化会館事業 

 

（１）文化を担う人材の育成・支援（公益目的事業） 

 

学びの過程でさまざまな芸術に触れ、豊かな感性や創造力を伸ばすことを目的に、小中学校

へ芸術家を派遣します。また、こどもの自己表現教育として、演劇、ミュージカルのワークショップと

舞台での発表公演を実施するなど、文化を担う人材の育成を図ります。 

  

■学び舎音楽会 

楽器や音楽を手始めに芸術創造の楽しさを体感することを目的に、小

学校ではアーティストバンク登録者、中学校ではプロのオーケストラが演奏

します。 

開催日：5 月～12 月 全 14 回（小学校 12 校、中学校２校） 

場 所：小学校及び中学校 

 

■新日本フィル 29 市町巡回事業 

三重県文化会館との連携事業で新日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによる巡回公演を開

催します。 

（１）アウトリーチコンサート：市内中学校でのコンサート 

（２）公民館コンサート：その地域に居住する方を対象としたコンサート 

（３）観光地コンサート：外部の方への PR と場所の有効利用を目的としたコンサート 

開催日：6 月～9 月 

場 所：市内中学校ほか 

 

■市民参加型事業 

市民の文化活動の発掘や育成、創造表現活動の場を提供します。蓄積されたノウハウを生かし実

績のある演出家、音楽家やスタッフと協力し、参加者を募集して実施する「市民ミュージカル」、「Ｙｏｋ

ｋａｉｃｈｉ Teen’s Music Fes2023」などを開催するほか、こどもや若者の創造力、コミュニケーション能

力を培い「生き抜く力」を育むことを目的に高校演劇部と連携した事業を実施します。 
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催事名 開催時期 場所 

総合舞台芸術ワークショップ 

高校演劇連携事業 

7/27（木）～ 

7/30（日） 
第 2 ホールほか 

夏休みバックステージツアー 8 月予定 第１ホールなど 

ハートグローバル 

共催：ＮＰＯ法人じぶん未来クラブ 

8/15（火）～ 

8/17（木） 
第 1 ホール 

劇団四季 こころの劇場 9 月予定 第 1 ホール 

実演芸術ワークショップ 

ミュージカル公演制作事業「回転木馬」 
通年 

三浜文化会館 

第 1 ホールほか 

（公演） 

実演芸術ワークショップ＆演劇公演 

「フートボールの時間」 
通年 

三浜文化会館 

第 2 ホール（公演） 

小オペラ制作事業 

「アマールと夜の訪問者（予定）」 
9 月～12 月予定 

三浜文化会館 

第 2 ホール（公演） 

 

■第 39 回 四日市文芸賞 

市民の文芸活動の向上と啓発を図るため、小説・評論・ドラマ部門、エッセイ部門、児童文学部門、

ジュニアの部（中学生以下）を公募し、小説家、文学評論家、詩人からなる審査員が作品を審査しま

す。入選作品は作品集として発行し、作品の紹介と保存をします。 

催 事 名：第 39 回四日市文芸賞 

募集部門：小説・評論・ドラマ、児童文学、エッセイ 

ジュニアの部《小説、詩》 

募集期間：5 月～9 月 （予定） 

表 彰 式：12 月(予定) 

 

 

（２）優れた芸術文化を鑑賞する機会の確保（公益目的事業） 

 

市民の関心に応じた様々な分野の優れた芸術文化や、地方で鑑賞できる機会が少ない公演な

どの鑑賞機会を提供します。また、青少年向けの芸術鑑賞会を実施します。 

 

① ホール事業 

 

催事名 開催時期 場所 

 （ オーケストラ ） 

オーケストラコンサート【共催】 

ディズニー・オン・クラシック～夢とまほうの贈りもの 2023 
6/10（土） 第 1 ホール 

（ クラシック ） 

ニューイヤーコンサート 2024【共催】 1/6（土） 第 1 ホール 
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催事名 開催時期 場所 

（ オペラ ） 

オペラ「アマールと夜の訪問者（予定）」 

(小オペラ制作事業)  

2/3（土）～ 

2/4（日） 
第 2 ホール 

（ 演劇 ） 

演劇公演【共催】 

WAHAHA 本舗 「シン・ワハハ」 
7/16（日） 第 1 ホール 

演劇公演 劇団マームとジプシー 

「めにみえない みみにしたい」 

8/26(土)～ 

8/27（日） 
第 1 ホール 

演劇公演「フートボールの時間」 

（高校演劇連携事業） 
11/11（土） 第 2 ホール 

子どものための鑑賞事業 

人形劇むすび座「オズの魔法使い」 
1/6（土） 第 2 ホール 

（ ミュージカル ） 

ミュージカル公演【共催】 

劇団四季「ジョン万次郎の夢」 
5/5（金） 第 1 ホール 

ミュージカル PLAY LIFE 

（実演芸術ワークショップ公演制作事業） 

7/1（土）～ 

7/2（日） 
第 2 ホール 

ミュージカル「回転木馬」 

（実演芸術ワークショップ公演制作事業） 

11/4（土）～ 

11/5（日） 
第 1 ホール 

   （ コンサート ） 

ポップスコンサート【共催】 

「高橋優」 
5/13（土） 第 1 ホール 

ポップスコンサート【共催】 9/17（日） 第 1 ホール 

ポップスコンサート【共催】 10 月予定 第 1 ホール 

ポップスコンサート【共催】 調整中 第 1 ホール 

宝くじ文化公演 2 月予定 第 1 ホール 

（ 邦楽 ） 

KUNI-KEN 三味線コンサート【共催】 1 月予定 第 2 ホール 
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②こどもの文化鑑賞機会の充実事業 

 

■青少年のための芸術鑑賞機会の充実 

演劇公演などの客席の一部を「青少年のための芸術鑑賞会」として位置付けるなど、気軽に青少

年が芸術鑑賞できる機会を提供します。（再掲） 

 

催事名 開催時期 場所 

ミュージカル PLAY LIFE 

（実演芸術ワークショップ公演制作事業） 

7/1（土）～ 

7/2（日） 
第 2 ホール 

演劇公演 劇団マームとジプシー 

「めにみえない みみにしたい」 

8/26(土)～ 

8/27（日） 
第 1 ホール 

ミュージカル「回転木馬」 

（実演芸術ワークショップ公演制作事業）  

11/4（土）～ 

11/5（日） 
第 1 ホール 

演劇公演「フートボールの時間」 

（高校演劇連携事業） 
11/11（土） 第 2 ホール 

 

 

（３）四日市の個性を生かした事業（公益目的事業）  
 

■萬古作家のお茶碗でお茶を楽しむ 

現代の萬古作家の作品を展示し、来館者が好みの抹茶碗を選んで、お茶を楽しむ機会を提供し

ます。 

萬古焼の魅力の再発見や作家の作陶意欲の向上、泗翠庵の魅力の発信を目的に実施します。 

 

催事名 開催時期 場所 

萬古作家のお茶碗でお茶を楽しむ 夏・冬（予定） 泗翠庵(立礼席) 

 

■企画展 

 2017 年NHK の連続テレビ小説「ひよっこ」のタイトルバックを手掛けたミニチュア写真家・見立て作家であ

る田中達也氏の作品を展示する「ミニチュアライフ展」を開催します。また、他都市の美術館と連携し、福岡ア

ジア美術館所蔵作品の巡回展を行います。 

 

催事名 開催時期 場所 

ミニチュアライフ展 -田中達也 見立ての世界- 

【共催】 

4/14（金）～ 

5/28（日） 
第1 展示室 

福岡アジア美術館作品巡回展示会 
7/8 日(金)～ 

9/3 日(土) 
第2 展示室 

 

■よっかいちアーティストバンクの募集と活用 

学び舎音楽会やアウトリーチ事業をはじめ、三浜文化会館ロビーコンサートなど各種催物の出演

や市民からのアーティスト照会に応えるため、引き続き「よっかいちアーティストバンク」の募集を行う

とともに、登録団体を各種文化事業で活用します。 
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（４）文化を創造する環境づくりのための事業（公益目的事業） 

 

■四日市ＪＡＺＺ ＦＥＳＴＩＶＡＬ 

市民による実行委員会を財団が支援し、市内数か所の会場で、

ジャズ・ポップス・ロックなどのコンサートを開催します。 

開催当日は、四日市のまちで音楽が流れ、行き交う人々が気軽

に音楽にふれる機会を創出します。 

 

催事名 開催時期 場所 

四日市ＪＡＺＺ ＦＥＳＴＩＶＡＬ 

共催：四日市ＪＡＺＺフェスティバル実行委員会 

10/21(土)～ 

10/22（日） 
市民公園ほか 

 

■ Yokkaichi Teen’s Music Fes 2023 

市民による実行委員会と協力して、10 代のコンテスト形式の音楽イベントを開催します。 

本格的な照明や音響のもと、日頃の練習の成果の発表や交流できる場を提供します。 

 

催事名 開催時期 場所 

Yokkaichi Teen’s Music Fes 2023 

共催：Yokkaichi Teen’s Music Fes 実行委員会 
9/10(日) 第 2 ホール 

 

■よんぶんセミナー 

  皇學館大学と連携し、文化講座を開催します。 

 

■アウトリーチ事業 

すべての方が音楽鑑賞できるように、市内の教育機関や福祉施設などに出向き、新日本フィルハ

ーモニー交響楽団メンバーによる公演を三重県文化会館との連携で開催します。 

 

 

（５）文化情報の受発信事業（公益目的事業） 

 

■文化情報誌の発信 

文化会館の事業をはじめ、四日市の文化の魅力をより親しみが持てるように伝

える情報誌「よんぶん」を年１回以上発信（無料）します。 

 

■催物ごあんないの発行 

文化会館や泗翠庵で行われる自主事業や会館で行われる文化団体の情報

を、自治会の回覧やホームページへの掲載を通じ周知広報し、来館者の増加を図ります。 

 

催事名 発行日 発行部数 

催物ごあんない 毎月 15 日 毎月 17,000 部 
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■ホームページ・SNS等情報の受発信 

自主事業の情報やチケットの売れ行き状況、貸館情報等をいち早く提供できるようホームページ

を更新するとともに、Facebook（フェイスブック）や Twitter（ツイッター）、YouTube（ユーチューブ）など

でオリジナル番組を制作するなど、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用して情報の

受発信に努めます。 

 

 

２．茶室「泗翠庵」事業（公益目的事業） 

 

■泗翠庵「立礼席」の運営 

四日市茶道教授連盟の協力により、市民や市外からの来訪者が気

軽に四日市産のお茶を楽しむことができる立礼席を常設するとともに、

伝統文化に親しみ、普及を図る場として広間と小間を活用して、市の

魅力として情報発信します。 

 

■茶道体験・伝統文化講座の開催 

日本の伝統文化である茶道の普及を図るとともに、市民が気軽に「お茶」や「伝統文化」に親しむ

ことができる講座を、四日市茶道教授連盟等と連携して行います。 

 

①茶道体験講座 

催事名 開催時期 場所 

おとなのための茶道入門 

～茶室の入り方から学ぼう～ 
5/13（土） 泗翠庵 

茶花を生けてみよう 6/4（日） 泗翠庵 

水無月茶会【共催】 6/11（日） 泗翠庵ほか 

こども茶道体験 8/6（日） 泗翠庵 

文化の日茶会 11/3（祝・金） 泗翠庵 

口切りの茶事 11/11（土） 泗翠庵 

 

② 伝統文化講座 

催事名 開催時期 場所 

煎茶道体験 5/27（土） 泗翠庵 

掛け軸の見方を学ぼう 5/28（日） 泗翠庵 

こども茶室探検 7/22（土） 泗翠庵 

こども陶芸体験 11 月予定 三浜文化会館 
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催事名 開催時期 場所 

おとなの陶芸体験 1/20（土） 泗翠庵 

竹かごを作ってみよう 3/9（土） 泗翠庵 

 

 

３．三浜文化会館事業 

 

（１）次代を担う人材の育成（公益目的事業） 

乳幼児や未就園・未就学児が初めて文化に触れ、さまざまな分野の文化芸術に親しみ、文

化芸術創作の可能性や楽しさを体験する場、豊かな感性や創造性、コミュニケーション能力を

高める場として、次代の文化芸術の積極的な鑑賞者であり担い手となる子どもや青少年の育成

を図るため、参加体験型プログラムを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

催事名 開催時期 内容 

クリエイター活用による 

ワークショップ 

7 月～9 月 

（予定） 

クリエイターによる作品展やワークショップで、本

市青少年の文化活動の活性化を目指す。 

オペラワークショップ 

（文化会館連携事業） 

9 月～12 月 

（予定） 

オペラの発表公演を前に、三浜文化会館でワー

クショップを開催し、技術の向上を図る。 

演劇ワークショップ 
6 月 

（予定） 

文化会館で行う公演に出演するアーティストが、

三浜文化会館で市民にワークショップを行う。 

鑑賞に留まらない芸術創造の醍醐味を体験し、

演劇に係わる人材の育成発掘を目指す。 

音楽ワークショップ 
通年 

（予定） 

三浜文化会館で音楽ワークショップを開催し、発

表公演を目指す。 

実演芸術ワークショップ 

（文化会館連携事業） 

4 月～5 月 

（予定） 

継続的な公演制作ができるスキルの育成を目標

に、若者を中心とした市民が三浜文化会館で演

劇制作を学ぶ事業。舞台を支える道具作りや技

術を体験し、世代を超えて舞台芸術に係わる人

材の育成・発掘を目指す。 

アーティスト・イン・ 

レジデンス 

10 月 

（予定） 

文化会館での公演を前にアーティストが一定期

間滞在し、ワークショップの参加者などの市民とミ

ュージカル作品を制作する事業。 

ジュニアミュージカルワーク

ショップ 

（文化会館連携事業） 

８月 

（予定） 

小・中学生が、舞台公演を経験できる機会を提

供するため、三浜文化会館で、歌・演技の稽古を

行い文化会館で発表公演を行う。 
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（２）文化の創造拠点としての取組（公益目的事業） 

文化芸術に取り組む団体の協力を得て、多様な人々が文化芸術に出会い、体験を通じて社

会へ主体的に参加でき、文化を創造する環境をつくります。 

催事名 開催時期 内容 

アートスタートプログラム 

（文化会館連携事業） 

2 月 

（予定） 

就園前の子と子育て世代にプロの芸術家が鑑賞

機会を提供し、豊かな感性を育むことを目指す。 

三浜アートフェスティバル 11/12（日） 

利用団体等と協力し、施設全体を活用して芸術

諸分野のワークショップ・講座・展示を総合的に

行い、子ども向けプログラムも用意し気軽な文化

体験の機会、多世代交流の場として文化を楽し

み関わる人材の育成・発掘を目指す。 

 

（３）市民の文化活動の推進（公益目的事業） 

市民が文化とふれあう機会を充実し、市民の自由で自主的な文化活動を促進する環境を整

えます。場所、行事、歴史、人などの地域資源を活用し、つながることで情報ネットワークを構築

し、新たな発見に導きます。 

催事名 開催時期 内容 

ＭＩＥ ＮＥＸＴＡＧＥ演劇公演 
3 月 

（予定） 

北勢地域の演劇団体との共催で鑑賞の機会

を提供し、演劇分野の人材育成にも努める。 

三浜ロビーコンサート 通年 
三浜文化会館を利用する団体やプロの演

奏。 

三浜ステージリーディング 2 回 俳優による朗読劇。 

映画上映会みはま de シネマ 通年 

開館以来好評の映画上映会を継続して実施

する。 

文化会館事業との連携や、他分野の文化と

の共催を意識した作品選定とする。 

焼物製品展 

（文化会館連携事業） 

1 月 

（予定） 

伝統産業である萬古焼などのノベルティーや

現代の製品に焦点をあて、新たな魅力を発

信する。 

大人・子ども陶芸教室 

（文化会館・泗翠庵連携事業） 

夏～秋 

 （予定） 
伝統産業の萬古焼に親しむ機会の提供。 

ロビーピアノ 

（一般開放・映像配信） 
通年 

ロビーにピアノを設置して交流の場を提供

し、You Tube 等で配信する。 

カルチュール三浜セミナー 
8 月 

（1 回予定） 

皇學館大学と連携し、歴史・文学など、関心

の高い分野を対象とし、より幅広く文化を楽し

む機会とする。 

三浜寄席＆ワークショップ 
2 月 

（予定） 

伝統芸能の中でも身近な落語の実演手法な

どを、四日市にゆかりのある落語家の指導で

体験する。 
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■ ホームページ・SNS 等情報発信 

自主事業の情報やチケットの売れ行き状況、貸館情報等をいち早く提供できるようホームページ

を更新するとともに、Facebook（フェイスブック）や Twitter（ツイッター）、YouTube（ユーチューブ）など

でオリジナル番組を制作するなど、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用して情報の

受発信に努めます。 

 

 

４．運営基盤の強化（公益目的事業） 

 

■カルチャーサポートシステムの運営 

魅力的な事業を市民に提供していくため、財団の事業に対し企業の皆様に支援いただく制度とし

て、「カルチャーサポートシステム」を運用しています。引き続き協力支援の輪の拡大を目指します。 

 

■文化会館友の会（楽人
ら く と

くらぶ）運営 

 楽人くらぶ会員の特典を PR し、会館主催事業の充実を図り、会員満足度の向上に努めます。 

内容：会館主催事業のチケット先行予約、割引販売、ポイント制度など 

年会費：2,000 円 

 

 

５．受託事業（公益目的事業） 

 

■演劇表現による次世代育成事業 

市内にある小学校のこどもたちに生の演劇表現を間近で鑑賞や体験をする機会を提供し、こども

たちの豊かな感性の涵養に資するとともに、次世代の文化の担い手育成につなげる事業を四日市

市からの委託を受けて実施します。 

 

催事名 実施期間 内容 

よっかいち・小さな劇場 調整中 

少人数で学校訪問できるリーディング

公演（朗読劇）形式で、こどもたちに芸

術文化を体験する機会を提供する。 

 

■第 50 回 四日市市美術展覧会 

第 50 回を迎える四日市市美術展覧会を四日市市からの委託を受けて実施します。 

 

催事名 実施期間 内容 

第 50 回四日市市美術展覧会 9 月～10 月 

市民の創作意欲を高めるとともに、美

術に対する理解を一層深め、四日市

市の美術水準の向上に寄与するた

め、総合美術展を開催する。 
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■文化情報スポット 

 近鉄四日市駅にある市民窓口サービスセンターの一角に設けられたコーナーにおいて、市内で

開催される公演等の紙媒体の情報を四日市市からの委託を受けて市民に提供します。 

 

催事名 実施期間 内容 

文化情報スポット 通年 
市内で開催される公演等の情報を市民

に提供する。 

 

 

《貸館業務及び施設管理業務について》 

 

１．利用者満足度の向上（公益目的事業・収益事業） 

 

■利用者ニーズの把握 

利用者や来館者へアンケートを実施して利用者ニーズの把握に努めます。また、施設内へのご意

見箱の設置、ＳＮＳを活用するなどし、幅広い意見の収集に努めます。また、会館の舞台管理業者

やビル管理業者とも連絡を密にして、広く意見を得て、よく検討した上で、施設の管理運営に活用し、

利用者満足度の向上に努めます。 

 

■利用者懇談会の開催 

前年度利用団体の中から対象者を抽出し、施設利用者との懇談会を開催して、利用者の立場か

らの生の声をいただき、現状の問題点等を把握し、利用者満足度の向上につながるよう会館運営に

活かすことに努めます。 

 

■利用者サービスの向上 

・チケット販売システム、施設管理システムの更新および講座管理システムの導入により、事業の

適切な管理提供に努めます。（文化会館・三浜文化会館・泗翠庵） 

・リハーサル、練習室および事務所の照明器具を LED 化により消費電力を抑え、経費を軽減し環

境にも配慮します。（文化会館） 

・施設備品の拡充等を行いお客様に利用しやすい環境をつくります。（文化会館・三浜文化会館） 

・大規模イベントや会議等予約において、飲食等の提供に努めます。（三浜文化会館） 

 

 

２．来館者サービスの向上（公益目的事業・収益事業） 

 

■職員の良質な接遇の徹底 

窓口や電話での質問や要望への適切な対応のため、毎月の担当者会議や日々のミーティング、施

設間会議などで接遇意識の向上と情報共有に努めます。 

 

■駐車場対策 

環境負荷の軽減からも、公共交通機関の利用促進を呼びかけます。また、近隣民間駐車場の協力を

いただき、臨時駐車場としての利用を継続します。 

文化会館ではホームページ上での駐車場リアルタイム状況掲示を継続実施します。 
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■快適な施設、環境づくりの取組 

植栽の維持管理など既存の取組に加え、館内照明のＬＥＤ化を推進し、環境負荷軽減に努めます。 

文化会館では、会議室、練習室に空気清浄機を設置し、その他の部屋も順次増やしていき、快適な

環境を提供します。 

 

 
３．安全で安心な施設環境の整備（公益目的事業・収益事業） 
 

■緊急時における職員の対応の徹底 

地震や火災、風水害などの緊急時の対応方法について、危機管理マニュアルの作成や年 2 回実

施する消防訓練などを通じ、職員や外部委託事業者に周知徹底を図ります。 

避難誘導経路図等を館内随所に掲示する等、より安全確保に努めます。 

三浜文化会館においては、施設内に人がいない時でも、機械警備により不審な状況を察知した

場合には、管理会社への通報と共に直ちに施設の調査を行います。 

 

■法定点検・保守点検の確実な実施 

消防設備や建物、電気工作物、空調や冷蔵設備などの法定点検を実施します。 

また、施設・各設備の保守点検を法令等の改正や点検基準等の変更に適切に対応して実施し、

安全で安心な施設環境の確保に努めます。 

 

■機器の更新及び施設改修の実施 

施設の維持管理経験と知識を生かし、経年劣化等により修繕を要する箇所や機器の早期発見に

努め、適正な維持管理を行います。 

 

■防犯への取り組み 

防犯カメラを活用するとともに、混雑状況に応じ館内警備、巡回を実施し、安全管理に努めます。 

 

■感染症対策 

 四日市市及び三重県のガイドラインに則って新型コロナウイルス感染予防のための対応を実施し

ます。 

 

 

４．利用率の向上（公益目的事業・収益事業） 
 

■ホームページの活用 

ホームページ上の施設概要、ご利用案内、駐車場の混雑や空室等の情報をより活用していただ

けるよう周知に努めます。 

 

■休館日を利用した保守点検や修繕工事 

利用者のサービス向上のため、小規模な修繕工事や設備等の点検は、できる限り休館日を利用

して実施します。 
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５．気軽に相談できる環境づくり（公益目的事業・収益事業） 

 

■施設利用の相談や企画構成などの支援 

日々の業務で発生する相談等で蓄積してきたノウハウを生かし、施設利用や催し物の企画構成等

に助言を行い、利用者への支援を行います。 

 

 

６．すべての人たちが利用しやすい施設環境（公益目的事業・収益事業） 

 

■自主事業における託児サービスの継続実施（文化会館） 

ホールでの自主事業の際、子育て中の方にも気軽に来館いただけるよう、託児サービスを実施し

ます。 

 

■施設のバリアフリー対策及び環境整備 

職員のバリアフリーに対する意識を高め、利用しにくい部分については修繕を行い、すべての利

用者が使いやすい施設となるように努めます。 

 

■四日市市と連携した改修工事計画の推進（文化会館） 

施設の修繕や経年劣化している備品等の調査や点検をおこない市との連携を密にして更新を連

携して行います。 

〇来館者数推移                                           （単位：人） 

 令和３年度実績 令和４年度見込 令和５年度目標 

文化会館 205,292 *1*2 320,000  450,000 

泗翠庵 5,652 *1 *3 9,500  14,200 

三浜文化会館 58,575 *1 81,000 123,000 

新型コロナウイルス感染症のため、 

 *1 令和 3 年 8 月 27 日～9 月 30 日は貸館中止となった。 

 *2 令和 3 年 12 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日は舞台の音響照明設備改修工事により第 1・第 2

ホールが休止となった。 

*3 令和 3 年 5 月 1 日～6 月 30 日・8 月 14 日～9 月 30 日・令和 4 年 1 月 21 日～3 月 6 日は

立礼席休止となった。 
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Ⅲ 国際交流・多文化共生の推進に関する事業 〔国際交流グループ〕 

 

諸外国との相互理解と友好親善を深め、外国人にも住みやすい四日市の実現を目指して、市民

参加型の国際交流や国際理解の推進に関する事業を、四日市国際交流センター（YIC）において行

います。 

また、四日市市総合計画（2020 年～2029 年）に掲げられたダイバーシティ社会の実現にむけた取

り組みを実現するために、外国人市民の日本語学習支援事業や相談業務などを、四日市市から受

託して行います。 

 

四日市市の外国人市民数推移表 （各年 3 月末現在）                               （人） 

国名・地域 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 

ブラジル 2,006  2,086  2,195  2,264  2,405   2,368   2,352   

韓国 1,741  1,680  1,634  1,628  1,589  1,412  1,348  

中国 1,403  1,469  1,504  1,534  1,594  1,458  1,348  

フィリピン 722  746  820  844  907  832   820 

ベトナム 405  542  725  1,017  1,462  1,552  1,566  

ネパール 271  369  546  647  824  756 721 

その他 1,339  1,447  1,617  1,756  1,988  2,039  2,005  

総 計 7,887  8,339  9,041  9,690  10,769  10,417  10,160  

総人口 312,115  311,672  311,763  311,431  311,527 310,610 309,338 

 

 

１．諸外国との相互理解と友好親善の促進（公益目的事業） 

 

■国際交流イベント 

外国人市民や国際交流員・留学などを講師に迎え、市民を対象とした国際理解推進のための国

際理解講座、外国人を対象とした日本文化探訪などのイベントを開催します。 

また、夏休みには全館を利用して、次代を担うこどもたちが諸外国の人と交流する「ＹＩＣこどもフェ 

スティバル」を実施します。 

 

◆令和５年度の主なイベント 

・国際理解講座（日本語で諸外国の文化を紹介する） 

・コーヒーブレイク（英語で講師の母国を紹介する） 

・日本文化探訪（日本の伝統文化を紹介し体験する） 

・日本語サークル発表会 

（日本語サークルでの学習成果を発表する） 

   ・ＹＩＣこどもフェスティバル 

（こどもたちが諸外国の人々と交流する） 

 

■姉妹都市ロングビーチ市への交換学生・教師派遣事業（四日市市受託事業） 

四日市市の姉妹都市である米国ロングビーチ市へ高校生２名と教師１名（通称：ＴＲＩO）を派遣し、

ホームスティしながらアメリカ文化の体験・視察などを通して国際親善を図ります。 

 

国際理解講座（ブラジル） 
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■外国語講座の開催 

市内に住む外国人の母語を市民が学びコミュニケーションを図るため、3 期（Ⅰ期：5 月～7 月、  

Ⅱ期：9 月～11 月､Ⅲ期：1 月～3 月･各講座全 10 回）にわけて外国語講座を開講します｡ 

外国人市民を講師に迎え、英語、スペイン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語

などの入門・初級の基本コースと、言語が使用されている国の文化等を学べるコースを設けます。 

 

 

２．多文化共生社会の基盤づくりの取り組み（公益目的事業） 

 

■外国人への日本語学習支援（四日市市受託事業） 

 外国人が日本において自立して生活していくためには、日本語を習得することが不可欠です。 

市民ボランティアの協力を得て、個人レッスン（一部グループレッスン）を基本とし、日本語能力の

レベルに応じた適切な日本語学習支援（通称：日本語サークル）を実施します。 

また、市内の日本語教室の空白地域において巡回型の日本語学習教室を開設していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

■多文化共生イベントの開催 

日本人と外国人がつながりを持つことができるよう交流し、体験できる様々なイベントを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■災害に備える外国人支援の取り組み 

YIC で活動する外国人や家族を対象にした防災教育の取り組みを進めます。 

 

■外国人のための無料行政相談（四日市市受託事業） 

外国人のための相談窓口として、慣れない日本での生活上の様々な悩み、不安、行政手続きな

どの問題を解決するため、行政書士による無料相談を実施します。 

なお、日本語の理解が十分でない外国人には、申し出により職員やボランティアが通訳として対

応します。 

   実施日時：毎月第 3 日曜日 午後 1 時～午後 4 時 

 

■外国人のための無料家事相談（四日市市受託事業） 

外国人夫婦や親子間の問題など家事全般についての悩みを解決するため、家庭裁判所の元調

査官による無料相談を実施します。 

   実施日時：随時・事前予約制  

台湾の人形遣い体験 ラウンジ展示（タイ） 

 

日本語サークル 巡回型日本語学習教室 
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■職員などによる生活・案内相談（四日市市受託事業） 

外国語に対応できるスタッフが、日々寄せられる相談に応じ、関係機関への紹介や市から発信さ

れた情報等を外国人に提供します。 

 

■翻訳業務 

外国人が日本で生活する際に言葉の壁が障害となる場合に、市役所や民間団体等からの要請に

より外国語のできる翻訳ボランティアに依頼し対応します。 

 

 

３．市民参加の幅広い交流活動の推進（公益目的事業） 

 

■ボランティア活動の推進（四日市市受託事業） 

市民が、国際交流ボランティア活動に幅広く参加できるよう、機関紙やホームページなどを通して

活動の機会と場の提供を行います。ボランティア同士の意見交換を目的とした交流会などを通して、

活動意欲の喚起に努めるとともに、一人でも多くの学習者を受け入れるために日本語学習支援ボラ

ンティアを募集します。 

また、日本語学習支援の未経験者などを対象とした養成講座やボランティアの学習支援の向上を

目的としたステップアップ講座を開催し、ボランティア活動の充実を図ります。 

 

 

■他団体との協力・連携 

中学・高校・大学などの体験学習の受入れや外国人講師の紹介、県内

の国際交流団体と相互協力や交流を行い国際化の推進に努めます。 

 

 

■YIC の活動の情報発信 

YIC の活動やタイムリーな情報を幅広く市民にお知らせします。 

また、当センターの活動の推進に協力いただける賛助会員の募集を 

します。 

・YIC ニュースの発行（毎月 1 回 約 700 部） 

・YIC 機関誌「サルビア」の発行（年 1 回 4 月 約 1,000 部） 

・ホームページによる情報提供 

・市から外国人に向けた行政情報の提供（四日市市受託事業） 

・メディア各社へのイベント情報の提供 

・Facebook による情報発信 

  

ウクライナ平和講演会 

（西笹川中学校） 
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Ⅳ スポーツ及びレクリエーションの増進に関する事業 

〔事業振興グループ〕 

 

レジャー施設については、身近で親しみやすく、安全、安心で楽しめる施設を提供します。 

各施設では、安全性の確保を最優先に考え、遊具の点検・更新を計画的に実施します。 

さらに、ホームページやレジャー専門広報誌などに情報を掲載するなどメディアも用いた効果的な

ＰＲを行い利用者の増加を図ります。 

 

１．親しまれるレジャー施設の提供（公益目的事業） 

■伊坂ダムサイクルパーク 

 水と緑豊かな自然環境のもと、約 3.6km の周回路を利用したサイクリングコースで四季を感じなが

らのサイクリングやユニークな自転車が並ぶサイクル広場での変り種自転車の貸し出しなど、子ども

から大人までが幅広く楽しんでいただき、思い出に残るサービスを提供します。 

 

◆令和５年度の主な取り組み  

・変り種自転車の購入 

・地元自治会や NPO 団体等との連携事業の展開 

・管理事務所やサイクル広場の整備、修繕 

 

 

〇利用者数の推移                       （単位：人）  

令和３年度実績 令和４年度見込 令和５年度目標 

49,453 60,000 60,000 

 

 

■四日市スポーツランド 

 緑に囲まれた豊かな自然の中にある全長約 1.2km のアスレチックコースには、高さ４ｍのウ

ォールクライミングをはじめ木製アスレチック遊具が 31基あり、本格的なアスレチックが楽し

めます。 

また、全長 150ｍの斜面を滑り降りるスーパースライダー、専用コースで滑ることができるローラー

スケート場、鈴鹿山脈を眺めながらのデーキャンプ場、夏期にはちびっこプールを開設するなど、年

間を通して家族みんなで楽しめる時間を提供します。 

     

◆令和５年度の主な取り組み 

・アスレチック遊具の改修、更新 

・地元自治会や NPO 団体等との連携事業 

・近隣諸施設との連携事業の展開 

・バッテリーカーの購入 

      

〇利用者数の推移                （単位：人） 

令和３年度実績 令和４年度見込 令和５年度目標 

84,229 100,000 100,000 
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Ⅴ 都市施設の管理及び都市環境の維持保全に関する事業 

〔事業振興グループ〕 
 

指定管理施設や受託管理施設など、利用者の様々なニーズに応じたサービスの提供を行い、利

用率の向上に努めます。 

賃貸店舗は施設の改修や修繕を必要に応じて実施し、適切な管理運営を行います。 

また、管理運営する各駐車場については、巡回や清掃などを適切に行うとともに、収益の向上を

図ります。 

緑地管理事業については、地元自治会等と連携し適切な管理に努めます。 

 

１.都市施設の管理事業（公益目的事業・収益事業） 

  

■指定管理施設（公益・収益） 

◆四日市市市民交流会館（公益・収益）  ◆四日市市総合会館集会施設（公益・収益） 

（令和元年度～令和 5 年度）            （令和 3 年度～令和 5 年度） 

 

○利用件数の推移                         （単位：件）  

  令和３年度実績 令和４年度見込 令和５年度目標 

市民交流会館 1,035 1,000 1,100 

総合会館 1,634 2,900 1,900 

 

 

■受託管理施設（公益・収益）            

◆四日市市本町プラザ管理（公益） 

◆四日市市立視聴覚センター貸館業務（収益） 

◆市有土地管理業務（収益） 

◆地場産業振興事業等業務（収益） 

 

■自主管理施設（収益） 

 ◆賃貸店舗管理運営（三重団地 20 戸） 

 

■駐車場管理事業（収益） 

◆月極駐車場管理運営（146 台）              

（坂部団地内 38 台、三重団地内 32 台、あさけ団地内 19 台 桜台団地内 57 台） 

◆近鉄湯の山線高架下月極駐車場管理（58 台） 

◆国道 23 号高架下駐車場管理（311 台） 

（昌栄町 151 台、曙町 70 台、海山道町 90 台） 

 

  

地場産業振興センター 

名品館 
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２．都市環境の維持保全（公益目的事業） 

            

■緑地管理事業  

◆伊坂・山村貯水池周辺緑地管理 

    四日市市からの受託事業として、地元自治会等と連携しながら貯水池周辺の緑地環境の維

持・保全を行います。 

 

緑地管理業務の主な内容 

 ・管理区域内のパトロール、清掃、舗装等の修繕 

 ・一部再委託 

除草作業、塵芥収集、トイレ清掃 

 

 

 

 

Ⅵ 四日市市及び市民等と連携・協働したまちづくりに関する事業 

〔事業振興グループ〕 

 

１．市からの事務受託事業、自主事業の推進（公益目的事業） 

 

防犯外灯推進事業補助金交付事業は、各自治会が地域住民の安全安心を図るために設置し、

維持管理している防犯外灯について、その設置費や修繕、電気料の補助を行うものです。 

なお、四日市市の施策を反映して、環境負荷の低減を図るため、蛍光灯からＬＥＤ灯への利用

促進を図っており、新設するものはＬＥＤ灯に限定しています。  

 

 ◆防犯外灯推進事業補助金交付事業 

(単位:円)  

  補助金交付額 

令和３年度実績 63,605,700 

令和４年度見込 69,235,000 

令和５年度予定 69,235,000 

 

◆ＬＥＤ灯設置及び修繕等     (灯) 

令和３年度実績  1,004 

令和４年度見込  1,135  

令和５年度予定  1,135 
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Ⅶ 霞ヶ浦会館の活用に関する事業 〔霞ヶ浦振興グループ〕 

 

１．霞ヶ浦会館の運営管理（公益目的事業・収益事業） 

 

競輪参加選手に宿泊と食事を提供するとともに、施設の空き日程を

利用して、霞ヶ浦緑地の諸運動施設等を利用する人たちの合宿や、企

業等の宿泊研修や会議の場として、利用拡大に努めます。 

 

○一般宿泊者の推移             （単位：人） 

令和 3年度実績 令和 4年度見込 令和 5年度目標 

889 800 1,500 

 

 

２．霞ヶ浦会館の活用による市民活動の推進（公益目的事業・収益事業） 

 

■市民のコミュニティ活動の推進 

 大ホール、レッスンホール、会議室等を利用して、市民の余暇活動や

コミュニティ活動及び生涯学習の場として提供します。 

 

■教育・文化の向上 

 教育・文化の向上に資するため、視聴覚設備を有する大ホールを、

各種講演会、研修会等に利用いただけるようＰＲに努め、施設の利用促

進を図ります。 

 

 

３．四日市競輪場施設の管理運営業務の受託に関する事業（収益事業） 

   

  四日市市が実施する競輪事業にかかる安全管理業務を受託実施します。  

 

安全管理業務の主な内容 

 ・四日市市が別途に契約している場内警備業務の管理監督、警備員との連絡調整 

 ・テレビカメラ等を駆使した不審者の動向監視 

 ・悪質入場者による喧騒行為や不法・不正行為の早期発見、防止対策等 

 

〇競輪開催数の推移    （本場開催数） 

令和 3年度実績 16回 

令和 4年度実績 18回 

令和 5年度予定 18回 

 

令和３年度は、記念競輪をナイターで２開催、ミッドナイト競輪を４開催、ガールズ競輪を７開催 

令和４年度は、記念競輪をナイターで１開催、ミッドナイト競輪を４開催、ガールズ競輪を７開催 

令和５年度は、記念競輪をナイターで２開催、ミッドナイト競輪を６開催、ガールズ競輪を７開催予定 

 

霞ケ浦会館 

大ホール 


