中心市街地を周遊する
レンタサイクルの導入は？
観光課長 ステーションの拡大を
検討したい
平成 年 月２日開会の本会議では 一問目「中心市街地の 画の年間１７万人の予定を上
12

観光課長 現在鳥羽商工会議

入できないか。

めにレンタサイクルを導

史文化施設を周遊するた

屋かどや、常安寺など歴

の賑わいを市街地の大庄

れています。鳥羽マルシェ

討をしていきたい。

は舗装補修工事についても検

ます。建設課としては、今後

も修繕の要望も多く出ており

たまったりと、各町内会から

いはわだち掘れによる雨水が

は現在舗装のひび割れ、ある

建設課長 市道赤崎中之郷線

市長 女性をどんどん登用したい

市の女性管理職登用は

所がレンタサイクル事業を行っ
ています。もっと広く事業を
周知しながら、その利用実績
を踏まえてステーションや返
却先の拡大なども検討してま

口である佐田浜地区を含

鳥羽の活性化には玄関

広場公園整備など。佐田浜地

伊良子清白邸の移築や三の丸

道などの妙慶川周辺の整備、

黒橋、相橋の架けかえ、遊歩

現在中ノ郷から赤崎ま

いません。

のところ目立った効果はござ

の効果につきましては、現在

ております。また、市街地で

りは多くなったという声を伺っ

関係者の話では、お客様の入

どのように考えているの

赤崎から中之郷までの

ているところです。

教育委員会とともに協議をし

の魅力づくりについて、現在

また歴史文化の施設などで

職員の女性管理職登用の

まだ充分ではありません。 性の視点が重要です。市

道路整備というのはまだ

現状と今後の目標は 。

行政を進めるうえで、女

これからの地域創生の

ついて

のように輝くため」の施策に

二問目 「市女性職員が真珠

なってくると考えています。

ています。３０％が目標値に

人で、割合は１２、３％となっ

５人のうち女性管理職員は８

課長補佐以上の管理職は、６

１３８人で、３８、４％です。

は３５９人、うち女性職員は

日現在における本市の職員数

いりたい。

めて、中心市街地が元気

区は、マリンターミナルの建

での通り「鳥羽なかまち」

か。

観光課長 鳥羽一番街の店舗

になることです。これま

設及び市道鳥羽駅臨港線など

の様々な取り組みが行わ

総務課長 平成２６年４月１

での事業は。

の周辺道路の整備。また、平

いづくりについて

（写真 鳥羽大庄屋かどやを

議長会より議員在職

だき、引き続きご支

援会に入会していた

つきましては当後

いと願っています。

力をしていただきた

精進に励みさらに努

ん登用したいという気持ちは

して、管理職に女性をどんど

ていかなければならない。そ

めには多様なニーズに対応し

市長 政策を実現していくた

生かしていくのか

を、今後政策の中にどう

適材適所の人員配置、そして、

本当にあるんです。今後とも

援賜りますようお願

お礼を申し上げます。 い申し上げます。

「世古やすひで後援会」入会のお願い

いつも 心あたた

市民の声を市政に

届けるとともに、行

まるご支援に感謝申

政のチェック機関と

その中で仕事と家庭のバラン
た。これまで続けら

ういった政策も含めて今後進

世古やすひで

し上げます。

れてきたのは、市民

しての議会の役割を

めていきたい。

スをしっかりとるような、そ

皆様のお かげを持

の皆さんのご支援が

果たすよう、今後も

後援会事務局
ちまして、世古やす

あってのことと厚く

年表彰を受けまし

女 性の 視点 での 持 ち味

中心にまちづくりが始まって

点づくりを行っております。
まちづくり交付金事業などの
１期、２期 年を合わせて事
業費は約１７億５ ０００万
円です。

どうか。

状況と周辺の波及効果は

「鳥羽マルシェ」の集客

,

オープンの

ひで議員は昨年全国

10

10

４０６人の来場者数です。計

,

,

農水商工課長

26

月は 日間で１万９ １２
1118

８人。 月は 日間で４万２

10

市民の声を
市政に届けます！

成２２年度からは、旧広野邸

建設課長 平成 年度から大

志摩市の西尾狐山先生の
書を頂きました。

の改築による中心市街地の拠

17

いる「鳥羽なかまち」の通り）

一問目 中心市街地のにぎわ

うに輝くための施策について」一般質問を行ないました。

にぎわいづくりについて」二問目 「市女性職員が真珠のよ 回る来場です。
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だより

の地という、それをとって

ているのか。

いるが、道路拡幅はどう考え

線の車の通行が大変増加して

観光課 第二伊勢道路から南

るがどうか。

プなどの作成が必要と思われ

いか。案内看板やチラシマッ

遊するしくみづくりができな

ド沿線から鳥羽の市街地へ周

きガキなど南鳥羽パールロー

して、鳥羽展望台、浦村の焼

羽市の水道料金の状況はどう

思っています。これにより鳥

こういう結果になってきたと

て要望をしてきたことにより

長、担当課長も企業庁に対し

りました。これまで県議、市

げをするという新聞報道があ

南勢水道の基本料金の引き下

定されています。本会議

や介護保険の値上げが予

来年度は国民健康保険

す。

長期的な計画の中で検討しま

ます。

の経費削減になると考えてい

に伴い市としては約九千万円

への広がりも期待したいと思

を応援すると共に、他の地域
１６７号線の加茂地区からパー

いる。防災の関係から国道

路線として考えている。地方

◎健康で元気に暮らすために介護予防

います。

③県 企 業 庁 が 水 道
料金を引き下げる
が鳥羽市は

観光の連携を図り、地場産業の活性化
につなげていきます。
◎「鳥羽ブランド」の商品開発に努め

◎自ら住むまちづくりはみんなで知恵

月に条例改正を行い、来年

月から水道の責任水量は ％

から ％に引き下げ、また基

本 料 金 は 現 行 の １ ０ ７０ 円

（ｔ）が２９０ 円下がり

８０円になる予定です。それ

建設課 平成 年から用地測

鳥羽を周遊して鳥羽へくる誘

なるのか 。

ようやく今にきた

をすすめ、老人（熟年）パワーを鳥羽

月 日に三重県企業庁が

量を行って用地の確保をして

導に関しては、海女を活用す

わけなんですけれ

市の活性化に活かします。

を出し合います。いざという災害時に こ れ ら の 財 産 を 守
は、となり近所の助け合いをすすめま
り育てるために、
す。
◎まちの歴史文化から先祖の生きる知 初 心 に 帰 り 、 発 想
恵を学びます。
を変えた視点で活
動をすすめます。

すすめられるよう活動します。

躍が、経済や行政のなかでも

天の半分を支える女性の活

ると説いています。

ダーに必要とされる資質であ

とかこういう視点や発想がリー

軟・合理性・計画的・表現力

情熱的・忍耐力・直感的・柔

つ共感・つながり・誠実さ・

しかしこれからは女性の持

れてきました。

さん資本主義」の発想で行わ

独善的・分析力という「おっ

論理的・頑固、努力・根性・

プライド・野心的、突破力・

までの資本主義は征服・支配・

著の本と出合いました。これ

「女性資本主義論」高橋仁

編集後記

した。

いただきたいと要望しま

金の値下げに努力をして

る」という観点で水道料

「下げられるものは下げ

場で市長も発言があった

今後の水道料金については、

道路交付金を使って整備をで

ども、これまでの

◎安心して子どもを育てるために、教

◎自然と海の環境を守りつつ、漁業と

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Ｇメール sekoyasuhide＠gmail.com

12

三重県企業庁は

水 道課

ルロードへの進入路は重要な

月 日に開催された
文教産業常任委員会で質

第二伊勢道路の白木インター

問を行いました。
②白木から南鳥羽
①市道岩倉・安楽 を 周 遊 す る し く み
づくりは
島線の道路拡幅は
第二伊勢道路ができたこと

から相差石神さんなどを経由

取り組みで店とか

◎女性や若者・中高生の声を市政に取

人と人のつながり

育環境の整備や子育て支援ををすすめ

るとともに、地産地消をすすめます。

もできてきたとい

ます。

ま ち

私のめざす活動
ひと

まちを守り育てます！

鳥羽の財産のひと・うみ・

により、市道岩倉から安楽島

かなければいけないと考えて

きないか検討を始めています。 るなど来年の予算で考えてい

います。

今あるものを輝かせよう！
「鳥羽なかまち」活動中
「鳥羽なかまち」というマッ

ます。

の町並みを楽しんでもらおう
プ（写真）をつくり、観光客

中之郷から赤崎神社前まで
という取り組みが始まってい
や市民に情報発信をしていま

前が非常におもしろい。

この「なかまち」という名

「なかまち」は
仲間の地の意味

す。

ます。
昭和の良き時代に鳥羽の台
所と呼ばれたということでオ
レンジかまどのマークをトレー
ドマークにしています。各店
にのれんを掲げて「ゆったり
とほっこりと昭和な町並みを
国道よりも中の道という意

現在、店と赤崎神社も入れ
「なかまち」というふうに名

味と、もう一つは「仲間の地」

て１２カ所が参加してスター
前をつけられたということで

味わい楽しんでってえな」と

ト。「それぞれのお店が持っ
す。ユニークさとみんなの思

という自分たちの仲間の土地

ている今あるものを輝かせよ
いがつたわってきますね。

よびかけています。

う」という取り組みをしてい
この取り組みの
中心になっている
のが若手の女性の
方たちです。

1

り入れていくことをすすめます。

うことでした。ま

２年かけて、今

10

◎陽の当たらないところに光を当てる
◎海、山の自然は最大の観光資源です。 行政をすすめます。

う み
さしく女性活躍推
進の事例です。
このまちづくり
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