サブアリーナ・
新水産研究所の建設が決定！

サブアリーナの総事業費

９億１０００万円

●整備内容

・ 鉄骨造２階建（一部３階）

建築面積 １３８５．９０㎡

延床面積 ２０２９．８６ ㎡

今後とも国・県・鳥羽市の

またサブアリーナには屋外

交流拠点施設を整備します。

文化芸術活動も行える新たな

でなく、ホール機能も備えた

※その他諸室 （事務室、器

・観覧席 ８０名程度（固定）

３５２ 席、置式８０席）

・客 席 ４３２ 席（移動式

・アリーナ面積 ４３２ ㎡

流れをさらに太くしていくこ

箇所、トレーニング
ステージを併設し、様々なイ

した。

ベントで市民や観光客が集う

ポット室、音響調光室）

室、機械室、電気室、ピンス

◎新水産研究所
建設事業概要
本市の主要産業で゙ある水産

（↑新水産研究所 建設予定

地小浜町）

信」「教育活用」「生産性向

上」「観光振興」等、地域に

業を活性化させ、地域の生産

・鉄骨造一部 ２階建 ・敷地

しています。

根ざ゙した水産振興拠点を目指

性向上や経済の醸成を図って

す。

・地域の活動に熟年パワーを活かしま

切にします。

援します。

・少子化対策として若者の出逢いを応

応援します。

◎人生のパートナーとの出逢いを

令和 年 月完成予定

事業費３億８４２万円

水槽

・種苗棟 ２トン水槽 基

研究実験室。２階会議室。

・事務所棟１階／事務室 、

床面積 ７２７、５０㎡

面積 １１２７、７９㎡ ・延

・介護予防ボランティアにポイント制

◎離島で暮らす人々を応援します。

・中高生の声を市政に取り入れます。

・鳥羽高校存続の支援。

いくことを目的に、「文化発

世界に誇れる新水産研究所へ

交流施設を目指します。

するため、既存体育館の隣に

光客の交流拠点として再整備

鳥羽中央公園を市民及び観

サブアリーナの概要

具庫

とが重要であると強く思いま

員のお力添えもありました。
３月 日の本会議において、市民体育館横サブアリーナ
億円と小浜町の新水産研究所 億円の合計 億円の事業が承 ありがとうございました。

満塁ホームラン、オリンピッ

認されました。鳥羽市民にとって明るい夢のある事業です。
国の第二次補正予算で、国
クでは金メダルです。大輪の
花を咲かせました。

の「地方創生拠点整備交付金」
億円が採択されました。
市長、副市長及び担当の建
設課まちづくり整備室、農水
どのチームワークと努力で獲

商工課水産係、企画財政課な

ました。

サブアリーナを増築します。
運動施設としての機能だけ

新しい時代の鳥羽づくりをすすめます！

また三ツ矢のりお衆議院議

得したものです。

と思います。野球で例えたら

当に職員はよくがんばったな

これはすごいことです。本

よくやった
金メダルです！

半分の 億円が交付決定され

円、新水産研究所 億円で、

事業費はサブアリーナ 億
9

（↓サブアリーナイメージ図）

◎経済の活性化が第一。

度の導入をすすめます。

世古やすひでの
すすめる活動

・もうかる漁業、観光、商工業へ知恵

・離島で暮らすひとの生活を支えるた

めに、佐田浜駐車場の駐車料金の見直

を出しあいます。

◎子育て支援と教育の充実に
努めます 。
・民間企業の活力を生かします。

◎議会のチェック機能を強化しま

しに努めます。
・とばの未来を担う子育ての支援に努

す。

・市内外の民間企業や大学と連携し産
業を活性化します。

めます。

・議員の活動を市民に伝えるため広

◎お年寄りに寄り添う福祉をすす

・情報機器を活用し、特色ある教育の

これまで水産研究所の移転

については、一般質問や委員

会で早期移転を促してきまし

た。この取り組みにより、漁

業者の所得向上はもとより、

令和の新時代を切り開く事業

になるよう期待します。

30

3

9

めます。

報

15

12

推進に努めます。

3

27

6

3

3

・となり近所の助け合い、見守りを大

2
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だより

問 楽天の「飛騨ファン
問 トップセールスをど

いと考えています。

入れるようセールスを行って
まいりました。

でぜひ存続させていただきた

くできるまちにする
４ みんなの心に響くまち
人生のパートナ ーと出

”エモい田舎 づ
“くり
５

会える機会をつくる
バリアフリー化 でみん

～ｊｏｉｎｔｏｂａ～
６

なにやさしいまちにする

年

月に発足してから

「 ときめき川柳」講
座に参加しませんか
平成

今年で 年目になります。会員
数は現在 名が参加。
桃取町の斉藤たみこ先生に指

時

導を受け、毎月第 水曜日の午
後

分から大庄屋かどやで
句会を開いています。
そのほか「毎日川柳三重同好
会」に入り投稿しています。ま
た句集の発行やかどやでの作品
展も開催しています。
この度行われた句会は「好き」
の句題でした。その名作を紹介
します。

いと考えております。

加代子

○花びらにそっと占う好ききら
い

黒髪が

どう褪（あ）せようと

寿美子

○温もりが好きでみんなの輪に

入る

泰代

○砂浜に書いた好きの字波が消

す

由紀子

○好きと云う嘘を丸めて飲み込

もう

○好き嫌い花びら散らす淡い恋

令子

○話好きごめんネ今日は遠回り

○好きな人嫁ぐと聞いて独り酒

千代子

○たそがれて好きも嫌いも越え

すすむ

て添う

○君が好きあの日のままの影を

青 海

ニヤリ

千津子

編集後記

鳥羽の育毛剤は何？

鳥羽市の

～

代の男性で

るひとの数が減って います。

鳥羽市ではどんど ん結婚す

と仕様書にありますが

す。半年で効果が現 れてくる

○○プ」の育毛剤を 使用中で

何か手立てはないか と「リア

髪の毛の薄さが気が かりに。

の市民に励（ハゲ） まされて

各地域を訪れると たくさん

悦 子

追う

みで走行するモーターヨット。

好き

○何気ないあなたの仕草とても

いつよ

スーパーヨットとは

した。

○指切りの余韻を包む好きな人

○好きだよと無理やり言わす妻

志津子

君が好き たみ子

問 鳥羽高校存続に対
市長 地域振興の拠点の一つ

世界の富裕層が９３９５隻所

長さ ｍ以上のエンジンの
で、鳥羽高校の活性化は、地

有し、直接・間接の大きな経

する市長の考えは

域の活性化に直結している重

で中村市長は「可能性がない

講演会後に行われた懇談会

市長 可能性がな
いこともない

要な位置づけと考えています。 済効果が見込まれています。

「スーパーヨットを

鳥羽港に」

こともない。既存の施設を使っ

％、女性は

％が未婚という

62

民間活力を導入する考えは

クラブ」、ＮＴＴ西日本
のように行なってきたか

提言 鳥羽市の活性化
に向けた８つの行動

たり最小限の経費で済む現実

データもあります。

「令和」の新しい 年を迎え

るにあたり、「であ い」を応

援する取り組みが、 鳥羽の少

子化対策の育毛剤に なるので

はないか。

へどうぞ。

「世古やすひで」ホームページを開設しています。市議会や市政、たよりへのご意見は sekoyasuhide＠gmail.com

市長 民間企業との連携を進めていきたい
質問で「鳥羽市の経済の活性

の「教育のＩＣＴ化」の
市長 大型クルーズ船ダイヤ

平成 年 月本会議の一般
化について」と「 鳥羽高校

取り組みや、市内のミキ
モンドプリンセス号や、クイー

二件を質問しました。

考えはありませんか。

鳥羽高校存続に対する市長の考えは

ンエリザベス号が鳥羽港にも

よる事業所数の減少、税収の
市長 今後においても、民間

鳥羽市は人口減や高齢化に
減収などにより厳しい財政運
企業との連携を進めていきた

教育長 私見としてですが、

市長 地域振興の拠点の一つです
問 鳥羽 高校 の 活性 化 は

いと考えています。

化は緊急を要する。そこで次
課を横断したワーキンググルー

鳥羽高校は 学年 学級規模

庁内の推進体制については、

の点について問います。

鳥羽市の活性化に欠かせ

極的な取り組みをしていきた

年

去る１月 日、鳥羽商工会
訪れたい、戻り たい、

的な提案をいただいた。皆さ

７

議所主催の新春講演会が開か

んと一緒に検討させていただ

と
“

ばりあん”と繋がり、学び、 新たなふるさとにしたいと

れ、みなと総合研究財団スー

輝く魅力的 な大人
に市内各地と鳥羽 高校で開

パーヨット誘致会議・日本の
若者の流行を取 り入れ

思えるまちづくり

広げよう

８

鳥羽市全土 で若者が 楽

２

ト等の受入整備と伊勢志摩の

待したい

積極的な取り組みを期

催され、鳥羽市の 活性化に

１

3

きたい」と前向きな姿勢のあ

日（木）

造サミット」が平成

「２０１８高校 生地域創

ー全国の高校生が鳥羽市に提言ー

出会える機会をつくる

人生のパートナーと

ない。教育長の考えは。

プを新たに組織するなど、積

ドプリンセス号）

（↓城山から見たダイヤモン

組んでいきたい 。

ラウドファンディングに取り

ふるさと納税やガバメントク

企画財政課副参事 企業版

込むための方策は

問 鳥羽への投資を呼び

閉塞感があり、経済の活性

営を強いられています。

業の民間活力を導入する

モト、鳥羽水族館など企

12

活性化の支援策について」の

30

5

地域振興」と題して講演。鳥

?

4 27
13

30

金田孝之氏が「スーパーヨッ

住民、観光 客がわく わ

30

24

1

羽港での受け入れを提唱しま

20

2

向けた、８つの行 動が提言

３

27

平成 年 月 日
12

されました。
感動！高校生の 声をぜひ
鳥羽市政に採り入れたい。

30

50

1

いさつをされました。

日（ 水）～

12

て鳥羽市に新たな人 の波を

月

30

しめるレジャー 施設をつ く

27

つくる

26

る
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