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ご   挨   拶 

 この度、海蔵地区まちづくり構想策定委員会において策定いたしました『海蔵地区まちづく

り構想』を、市へ提出することとなりました。 

 当委員会は、海蔵地区連合自治会において、市が策定する都市計画マスタープランの地域・

地区別構想へ反映する海蔵地区の提案として「まちづくり構想」を策定することが決定され、

これを受けて平成２１年１１月に設置された準備委員会の検討を経て、翌年５月１０日に海蔵

地区連合自治会長を顧問として２４名の委員で発足し、以来二年間に亘って検討を重ねてまい

りました。 

 『構想』は、本地区の目指すべき地区像を『みんなで育てよう自然と暮らしが調和したまち 

海蔵』とし、地域の【現状と課題】に対するまちづくりの【今後の方向性】として、≪地区市

民一人ひとりが取り組むこと≫、≪地域組織・各種団体が取り組むこと≫、≪行政・関係機関

に働きかけること≫に多くの事項を掲げています。 

『みんなで』は、『地域と行政等が其々の役割と協力のもとに』ということであります。 

 地域の皆さま、そして地域組織・団体の皆さまにおかれましては、今後当委員会を後継する

組織におきまして、≪地区市民一人ひとりが取り組むこと≫及び≪地域組織・各種団体が取り

組むこと≫の諸事項の取り組みを検討してまいりますので、ご理解、ご協力を賜りたく宜しく

お願い申し上げます。 

同時に、市におかれましては、≪行政・関係機関に働きかけること≫の諸事項が地域住民に

とって安全や安心、また住環境改善等の切実な内容のものでありますことから、概ね１０年間

の地域づくりの構想である地域・地区別構想に反映していただくなど、その実現を図っていた

だきますことを強く願うものであります。 

                     平成２４年５月２５日 

海蔵地区まちづくり構想策定委員会 

会 長  笹 岡 信 夫 
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■ はじめに 

私たちが住む海蔵地区（以下、本地区）は、四日市市の中心市街地に隣接し、南北方向

に国道１号、近鉄名古屋線、東西方向に国道365号などの広域交通網が走っており、現在

進められている近鉄名古屋線の高架化事業で交通利便性はさらに高まりつつあります。ま

た、末永・本郷土地区画整理事業がおおむね完了するなど居住地としての魅力も大変高く、

現在でも人口が増加しています。 

また、本地区の象徴ともいえる海蔵川は、春には桜並木が一斉に咲き誇り、多くの地区

市民や来訪者の目を楽しませてくれるほか、隣接する堀川の菖蒲園など四季折々の表情を

見せてくれます。しかし一方で、海蔵川は並走する堀川とともに常に水害の危険性をはら

んでいるなど、安全・安心なまちづくりを実現するための重要な要素となっています。 

さらに、本地区は万古焼のまちとしての歴史を刻んできたほか、ナシの原種といわれる

イヌナシやアイナシの自生地もあるなど、豊かな歴史・自然資源を受け継いできました。 

海蔵地区まちづくり構想策定委員会では、以上のような地区の特性を踏まえつつ、全24

回の会議を開催するとともに、地区内の各種団体に対する素案説明会及び意見交換会を開

催するなどして多様な視点からの意見を紡ぎ、「海蔵地区まちづくり構想」を策定しました。 

そのなかで、目指すべき本地区の将来像を以下のとおり定めました。 

このまちづくり構想は海蔵小学校区を対象とし、テーマごとの現状と課題を整理すると

ともに、今後のまちづくりの方向性を指し示すものです。また、地域組織や各種団体で取

り組めることは自ら実践することを前提とし、行政など関係機関には、地元ではできない

ことを補完するための取り組みを働きかけるなど、ともに力を合わせ、協働によるまちづ

くりを進めることとします。 

みんなで育てよう  

自然と暮らしが調和したまち 海蔵 
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１．河川の安全性向上と排水対策 

（１）海蔵川の安全性向上 

①海蔵川の河川断面の確保と環境美化

【現状と課題】 

地区の中心を東西に流れる海蔵川は、地区のシンボルとなっている半面、洪水や水難事

故などの危険もはらんでおり、それらに備えた安全性の向上が課題となっています。 

末広橋付近では河川内に雑木が繁茂しており、大雨が降り上流から流木が流されるなど

して自然のダムとなって地区内で洪水が起きる危険性があります。 

また、上流部の宅地化が進んでいるため、ゲリラ豪雨で一旦水として急激に水位が上が

ることもあるため、それらに対する十分な対策を講じることも課題となっています。 

一方で、河川内の雑木は野鳥等の棲み家となっていることから、自然のまま残して欲し

いという声もあり、河川における安全性と自然環境のバランスが課題となっています。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 
○ 海蔵川の清掃に積極的に参加し、河川敷の環境美化に取り組みます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 海蔵川の安全性の確保については、県が大きな役割を担うことになり

ますが、一方で、地域として積極的に美化活動に取り組むなど河川敷

の景観・環境の整備を行政と協働して進めます。

○ 地区内の子どもに対し、安全性を確保しながらも海蔵川の自然に親し

める機会として、水生生物・自然観察会等の企画・運営を行います。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 海蔵川については、河川としての安全性を最優先に考える必要があり

ます。河川管理者である県など関係機関に対し、河川内に繁茂してい

る雑木を早急に除去することで水害を未然に防ぐことを強く働きか

け、早急な対応を求めます。

○ 県が実施した雑木に関する調査結果などを踏まえ、今後の海蔵川の対

応方針について、県に意見交換会の開催を働きかけます。

雑木が繁茂する海蔵川末広橋上流         増水時の海蔵川末広橋下流左岸 
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②河川における水難事故の予防・対策

【現状と課題】 

海蔵川では春ごろに水位が増すことから、しばしば水難事故が起きてしまいます。その

ため、河川敷を親水空間として整備する際には安全性も十分に配慮することが求められ

ます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 日頃から子どもをはじめとした河川敷の安全な利用に気を配り、必要

に応じて注意や報告、通報を行います。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 救助用の浮付きロープや警告看板の適切な維持管理に努め水難事故の

防止を図るとともに、地区市民に対して危険性を周知し注意を喚起し

ます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 低水護岸において滑り止めを施すなど水難事故を未然に防ぐための整

備を働きかけます。

救助用浮付きロープの設置活動          海蔵川低水護岸の救命用取っ手 
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③自然災害に備えた河川整備

【現状と課題】 

いつ発生してもおかしくないといわれている東海・東南海・南海地震が発生した場合、

津波と満潮が重なると、海蔵川の河口部で数ｍ水位が上昇すると予測されており、その

ような事態に備え堤防など河川構造物を強化するとともに、地区市民による水防活動等

の対策を強化することが必要となっています。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 
○ 災害時の対応力を高めるため、地区の防災訓練に積極的に参加します。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 災害発生時、被害を最小限に留める‘減災’のための活動として、地

区内で情報伝達や避難が速やかにできるよう、自主防災活動や水防活

動に積極的に取り組みます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 大規模な自然災害に備え、堤防など河川構造物の強化を関係機関に働

きかけます。

○ 桜並木を有する海蔵川の堤防について、樹木の根腐れによる堤防の強

度低下が起きていないか調査の実施を働きかけます。

○ 災害発生時あるいは河川の増水時に、海蔵川の河川敷利用者に対して

避難誘導ができるよう、放送設備の設置を働きかけます。

増水時の海蔵川末広橋下流右岸          根ぐされが心配される桜並木 
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（２）三滝新川[分派]の整備

【現状と課題】 

河川管理者である県では、三滝川を流れる水の一部を海蔵川へ流すため三滝新川[分派]

の整備を計画しています。現在、近鉄川原町駅付近連続立体交差化に併せて、三滝川に

架かる近鉄の鉄橋の架け替え工事が進められていますが、完了後に三滝川の拡幅工事が

行われ、その後に三滝新川[分派]の整備にかかる予定になっています。 

これまでの県の説明では、三滝新川[分派]の整備に伴い三滝川の水量の約40％が海蔵川

に流入する計画になっています。今後、工事前の地元説明会において、整備後の洪水等

に対する安全性が十分に確保されるよう、継続的に働きかけることが求められます。 

三滝新川[分派]は、野田及び清水町の先人達の理解のもと、先祖伝来の土地を将来のま

ちづくりのために提供いただいたものですが、これまで三滝新川[分派]の整備が計画段

階で長期にわたりそのままになっています。また、工事予定地は雑草が繁茂している状

態が長く続いていることから、適切な維持管理並びに整備に伴う地区の水害からの安全

性向上を重ねて訴えてきました。 

【今後の方向性】 

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 三滝新川[分派]の整備計画の策定に参画するとともに、整備によって

地形的に分断される地区としての一体感を保ちつつ、地域が担うべき

役割については、地区を挙げて取り組みます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 三滝新川[分派]の整備を、本地区における総合的な河川・雨水排水対

策の機会として捉え、地域が整備計画の策定に参画できるよう働きか

けます。

○ 三滝新川[分派]の整備に際しては、三滝川から流入する大量の水によ

り本地区における水害の危険性が高まらないよう配慮するとともに、

河川の連続性を考慮し、自然環境の保全や公園・広場の有効活用など

河川敷の整備を働きかけます。

○ 整備が開始されるまでの期間、草刈りなど工事予定地の適正な維持管

理を働きかけます。

三滝新川［分派］から海蔵川への合流       三滝川からの三滝新川［分派］分岐
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（３）地区内の雨水排水対策の推進  

【現状と課題】 

地区内には、雨水排水が十分に整っていないところがいくつかあることから、安心して

暮らし続けられるようにするために、これらを改善することが課題となっています。 

小学校の南側を流れ、海蔵川に流れ込む堀川は、菖蒲園付近にある３つの水門で流量を

コントロールしていますが、最も海蔵橋に近い水門が小さいため、水量が増えた場合に

ボトルネック状になっています。また、これらの水門の開閉によっては、増水した堀川

に行き場のない多量の水があふれてしまうことが心配され、時間帯によっては通学途中

の児童の安全にも関わります。また、上流部の宅地開発により堀川への流量は増加傾向

にあることから、三滝新川[分派]の整備に合わせ堀川を整備することが求められます。 

野田・清水町は、三滝川と海蔵川に挟まれ、いわば「輪中」に近い状態になっています。

野田排水機場の能力も不足し雨水排水機能が十分でないため、１時間当たり30mm前後の

雨が降ると歩道でも膝くらいまで冠水してしまうことから、今後の改善が課題となって

います。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 各自治会で定期的に実施している排水溝の清掃に積極的に参加しま

す。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 堀川に隣接している万古広場については、水害時に浸水する恐れもあ

ることから、安全性を考慮し必要に応じて、避難場所としての位置付

けを検討します。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 堀川から海蔵川に排水できずに内水氾濫を引き起こすことがないよ

う、三滝新川[分派]の整備に合わせて堀川の排水機場の整備及び樋門

の適切な整備・維持管理を働きかけ、地区内における総合的な排水力

の向上を目指します。

○ 近年のゲリラ豪雨に応じた野田排水機場の排水能力強化を関係機関に

働きかけます。 

堀川流末の三ツ谷樋門        増水時に三滝川新川へ排水する野田川排水機場 
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２．地区内の交通の利便性と安全性の向上 

（１）幹線道路の円滑な交通と安全性の確保 

①地区内における幹線道路の渋滞解消

【現状と課題】 

本地区は、市の東部に位置し、地区の南側で中心市街地と隣接しています。地区内には、

南北方向に国道１号及び(都)阿倉川西富田線が、東西方向には国道365号、(都)赤堀山

城線、(都)三重橋垂坂線がそれぞれ通っています。 

地区内の幹線道路は、市の北部・西部と中心部をつなぐ役割を担っているため、朝夕の

通勤時間帯を中心に慢性的な渋滞が発生するとともに、それを回避するために地区内の

生活道路に流入する車両も少なくありません。 

(都)阿倉川西富田線については、(都)赤堀山城線と交差するところで三叉路になり、以

南に行く車両はカギの字になった市道を使うことになります。そのため、交差点が変則

の時差式信号になっており、交通渋滞の原因になっていることから、(都)阿倉川西富田

線の直進化による南側への延伸が望まれます。 

(都)金場新正線、(都)三重橋垂坂線、(都)泊鵤線の３つの都市計画道路が未完成の状態

になっています。このうち、(都)金場新正線、(都)三重橋垂坂線は「四日市市道路整備

計画」（平成16～25年度）に位置付けられています。

【今後の方向性】 

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 地区内の生活道路に流入する車両を抑制するため、自治会単位で協力

要請看板の設置や交通規制の検討を行います。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 地区内の幹線道路の渋滞を解消するため、現在は変則信号による交差

点になっている(都)赤堀山城線と(都)阿倉川西富田線の交差点を改良

し、通常の四叉路交差点に整備することを働きかけます。

○ 都市計画道路について、整備される場合には生活道路の安全性など地

元の意向に配慮することを働きかけます。

市道赤堀山城線の交通渋滞      市道赤堀山城線と市道阿倉川西富田線の変則交差点 
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②幹線道路の安全確保

【現状と課題】 

古くからある国道などの幹線道路は、交通標識などの整備が進んでいるものの、新たに

整備された(都)赤堀山城線や(都)阿倉川西富田線では速度制限等の交通標識がないため、

スピード超過など安全性を脅かすことが起きていることから、安全性を確保することが

課題となっています。 

(都)赤堀山城線については、ガードレールの設置や街路灯の設置等による歩行者や自転

車の安全確保が求められます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 幹線道路における規制速度を守り、スピードを出しすぎないよう留意

します。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 末広橋の前後などスピードが出やすい区間については、スピードの抑

制を誘導するための路面表示を実施するよう働きかけます。

○ 歩行者や自転車の安全を確保するため、(都)赤堀山城線にガードレー
ルや街路灯の設置を働きかけます。

末広橋北側の市道赤堀山城線の坂道 

③(都)赤堀山城線の景観形成
【現状と課題】 

(都)赤堀山城線については、現在歩道に街路樹がないため、他の幹線道路と比べて見劣

りがしないような景観形成が望まれます。 

【今後の方向性】 

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ (都)赤堀山城線の歩道の景観を向上させるため、地区において花と緑
いっぱい事業補助金を受け、花壇づくりなどの取り組みを検討します。

行政・関係機関に 

働きかけること 
○ (都)赤堀山城線の歩道に植樹桝の設置を働きかけます。
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市道赤堀山城線の景観 

④生活道路から幹線道路への円滑な接続

【現状と課題】 

野田から清水町を通る市道と国道365号との交差点（野田二丁目東）では、右折車によ

る交通渋滞が発生しやすくなっているため、改善が求められます。 

阿倉川駅南側を通る市道と国道１号との交差点（三ツ谷町）では、地区内外からの交通

量が集中し、交通渋滞が起きることから、その円滑な接続が課題となっています。 

【今後の方向性】 

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 国道 365号と野田二丁目東交差点で接続する市道について、渋滞解消
のため市道の拡幅及び右折レーンの設置を働きかけます。

○ 国道１号と三ツ谷町交差点で接続する市道について、渋滞解消のため

右折レーンの設置及び信号現示サイクルの改善を働きかけます。

野田二丁目交差点                 三ツ谷町交差点 
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⑤親しみやすい道路づくり

【現状と課題】 

近年整備された(都)赤堀山城線や(都)阿倉川西富田線に愛称を付けるなどして、地区市

民が慣れ親しみ、地区と共存できる道路にしていくことが求められます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 愛称が設定された場合、その愛称を積極的に使い、道路に親しむよう

心がけます

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 地区を挙げて愛称の検討や募集・選定に協力していくとともに、決定

した愛称の地区内外へのＰＲを行います。 

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 地区市民が道路を身近に感じることができるよう、地区内を通る幹線

道路の愛称の設定を働きかけるとともに、設定された愛称の標識を設

置することなどを要望します。
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（２）生活に密着した道路の快適性と安全性の向上 

①地区全体の生活道路の安全確保

【現状と課題】 

古くから市街地が形成されていた本地区では、幹線道路以外の大半の道路が、狭あいな

生活道路となっています。これらの生活道路には速度制限などの交通標識がなく、路面

の表示なども分かりにくいことから、改善が求められます。 

国道１号の三ツ谷交差点から三重地区までを結ぶ、通称「バス通り」は、狭あいな道路

を路線バスが通り、地区の中心的な生活道路としての役割を担っています。しかし、拡

幅が進まないことから、長期的な視野に基づく整備のあり方を検討することが課題とな

っています。 

狭あいな生活道路において、消防車などの緊急車両が入れないところについては、拡幅

をするための手法の検討が求められます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ バス通りをはじめ、生活道路を通行する際には、歩行者や自転車の安

全に配慮し、特に点滅信号などでの譲り合いを心がけます。

○ 狭あい道路に面した敷地に対する後退（セットバック）について協力

していきます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 通称「バス通り」のバス停周辺や交通量が多い区間において、水路を

暗きょ化するなどして「すれ違い待避ゾーン」を設置するため、地区

内での話し合いを進めます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 生活道路における安全性を高めるため、地区内の主な道路において速

度制限を設定するよう関係機関に働きかけます。

○ 「すれ違い待避ゾーン」について、地区の合意形成に基づき整備を働

きかけます。

東阿倉川二区地内のバス通り 
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②幹線道路からの流入交通抑制と通学路の安全確保

【現状と課題】 

幹線道路からの通過交通の流入により、生活道路において渋滞が発生したり、交通事故

などの危険性が高まったりすることから、流入を防ぐことが求められます。一方、生活

道路から幹線道路に対しては、円滑に接続することが望まれます。 

地区内に狭あいな生活道路が多くあることから、小中学校の登下校など通学路の安全性

を向上させることが課題となっています。具体的には、学校周辺の道路の路側帯を塗り

分けて、自動車や自転車に注意を促したり、三ツ谷町の近鉄線ガード下における安全を

確保したりすることなどが求められます。 

子どもだけでなく高齢者や障がい者が安全に徒歩で移動できるよう、ある程度の幅員の

確保や側溝などとの段差の解消が望まれます。 

地区内にいくつかある近鉄名古屋線の踏切について、万古町踏切などは幅員が狭く、通

勤・通学の時間帯は自動車の交通量も多いことから、安全確保が求められます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 登下校時に通学路を自動車で通行するときは可能な限り減速するなど

安全運転を心がけます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 周辺の企業に通勤する車両などが地区内に流入しないよう、定期的に

パトロールを行います。

○ 登下校時の児童・生徒の安全を確保するため、登下校の見守りの活動

を継続するとともに、新たな交通危険箇所の把握に努めます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 周辺の企業に通勤する車両などが地区内に流入しないよう、関係企業

に要望を行います。

○ 阿倉川駅南の市道におけるガード下について、児童・生徒が安全に登

下校できるよう、周辺の道路標識及び横断歩道を設置するとともに、

路面の塗り分けによるスクールゾーンの明確化を働きかけます。

○ 小学校及び地区市民センター周辺の安全を確保するため、道路の路側

帯を塗装し、歩道に見立てることで安全を確保できるよう働きかけま

す。

○ だれもが安全に地区内を徒歩で移動できるよう、路側帯の確保や側溝

との段差解消、歩車道を分離するブロックや点字ブロックの設置など

を働きかけます。

○ 近鉄名古屋線の万古町踏切について、自動車及び通学児童を含む歩行

者の安全確保のため、拡幅などの改善を働きかけます。
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海蔵小学校東の児童登校時安全横断活動        近鉄阿倉川駅南のガード下市道 

③住宅地開発に合わせた生活道路の整備

【現状と課題】 

松ヶ丘団地において実施された、電柱を片側に寄せる取り組みは、心理的にかなりの広

がりを実感できることから、今後、住宅地開発などに合わせて実施することは有効であ

ると考えられます。 

【今後の方向性】 

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 住宅地が開発される場合には、規模の大小にかかわらず関心を持ち、

周辺道路との円滑な接続ができるよう開発事業者等と調整を行いま

す。

○ 住宅地開発に対する地元における調整を地区全体としてできるような

しくみづくりについて、必要に応じて検討します。

開発地の従前の市道          電柱が片側に設置された松が丘の東沿いの市道 
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（３）海蔵川の堤防道路における安全性と利便性確保 

①堤防道路の安全性向上

【現状と課題】 

本地区は、海蔵川が地区の中央部を東西方向に流れていることから、堤防道路とは生活

のさまざまな面で密接に関係しています。 

しらさぎ橋北詰から新海蔵橋北詰については、朝夕の通勤車両の交通量が多く、スピー

ドが出ている車両も多いことから、通行規制の導入について検討する必要があります。 

【今後の方向性】 

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 堤防道路における車両及び歩行者・自転車それぞれの視認性を高める

ため、橋及び交差点周辺の草刈りなどを定期的に実施します。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 堤防道路における安全性を高めるため、制限速度を設定するよう関係

機関に働きかけるとともに、堤防道路の交差点付近で減速を促す路面

表示を施すよう要望します。

自動車が行きかう海蔵川左岸堤防道路 

②堤防道路における歩車共存

【現状と課題】 

海蔵川緑地に面した堤防道路については、堤防沿いに居住する地区市民にとって、かな

り生活に密着した道路となっている一方で、ウォーキングや犬の散歩などをしている人

も多いことから、安全性と利便性の両立・共存に向けた方針の検討が課題となっていま

す。

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 堤防道路を自動車で通行する際、見通しが悪いところを中心に歩行者

や自転車に十分注意します。

○ 末広橋の東側は生活道路としての性質が強いため、ウォーキングや犬

の散歩などの際は自動車に十分注意します。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 河川敷の遊歩道整備を働きかけ、可能な範囲において歩車分離を促し

ます。
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堤防沿い住宅地の自動車が往来する堤防道路 
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（４）駅周辺の交通対策と公共交通の利用促進  

①公共交通の利用促進

【現状と課題】 

本地区には、近鉄名古屋線の川原町駅と阿倉川駅があり、地区内にとどまらず三重地区

など後背地の市民も多く利用しています。 

市の都市計画マスタープラン（全体構想）等でも公共交通の利用促進を重要な取り組み

の一つとしていることから、鉄道及びバス交通を利用しやすい環境づくりを進めること

が課題となっています。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 一人ひとりが、公共交通機関を利用することを心がけ、路線や本数の

維持に努めます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 関係者が集う意見交換・情報交換の場に積極的に参画し、公共交通の

利用促進を考えます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 公共交通の利用促進を市の課題として位置付け、鉄道駅周辺の整備や

公共交通のあり方について、交通事業者や地域住民が一堂に会する意

見交換及び情報交換の場づくりを働きかけます。
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②阿倉川駅周辺の環境整備

【現状と課題】 

阿倉川駅は、かつて貨物を扱っていたこともあり、駅周辺の土地を鉄道事業者が所有し

ています。現在は、多くが駅の利用者の月極駐車場になっており、それ以外は交番、タ

クシー乗り場、駐輪場などとして利用されています。 

一方、駅前広場は十分な広さが確保されていないため、徒歩や自転車による駅利用者や

送迎車両、通過車両が輻輳するなど、危険な状態となっていることから、駅周辺の交通

対策に取り組む必要があります。 

駅の駐輪場は、鉄道利用者と放置自転車がともに増加していることから、一部の自転車

が歩道にはみ出て通行の妨げになっています。 

阿倉川駅の駅舎は階段しかないため、車いすの利用者は利用できず、わざわざ霞ヶ浦駅

など遠い駅を利用しなければならない状況にあります。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 駅を利用する際は、自動車での送迎や駅周辺の駐停車を可能な限り控

え、渋滞の発生を抑制します。

○ 自転車を利用する場合、所定の駐輪場に停め、それ以外の場所への駐

輪や自転車の放置は行わないようにします。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 公共交通の利用促進と駅周辺の環境整備に向け、地権者や交通事業者

と長期的な視野での話し合いや共同研究を進めます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 駅前広場のロータリーや送迎車両の待機場所などの整備に向け、地権

者や市との検討の場づくりを働きかけます。

○ 駅周辺の環境整備に合わせ、バス停を阿倉川駅に近接させるよう、バ

ス事業者に協力を働きかけます。

○ 駐輪場の拡張の検討を働きかけます。

○ 阿倉川駅が、車いすの利用者などだれでも利用できるよう、駅舎バリ

アフリー化の早期実現を働きかけます。

阿倉川駅周辺            地下通路と階段で結ぶ阿倉川駅プラットホ－ム 
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③川原町駅及び鉄道連続立体交差の整備

【現状と課題】 

現在、川原町駅周辺は連続立体交差の工事を行っており、完了すると橋上駅となり、駅

西口にロータリーやエレベーターが整備される予定です。 

今後、阿倉川駅と並ぶ、本地区の玄関口となる鉄道駅として、川原町駅周辺の環境整備

が望まれます。 

【今後の方向性】 

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 末永・本郷地区近鉄線高架事業連絡協議会において高架下の活用方法

について話し合います。

○ 川原町駅前における環境美化など地区市民で進められる活動に取り組

みます。

行政・関係機関に 

働きかけること 
○ 計画的な工事の推進と関連する環境整備を働きかけます。

近鉄川原町駅付近連続立体交差事業完成予想図     三滝川鉄橋北詰で進む立体交差工事 
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３．地場産業と歴史を生かした地区の魅力づくり 

（１）万古焼を生かした地区の魅力づくり 

①万古焼産業の周知と活性化

【現状と課題】 

本地区は、橋北地区と並ぶ万古焼の産地であり、相対的に製造の事業所が多く分布して

います。万古焼は、花器や土鍋、煎茶器など多分野にわたる陶器を生産しているものの、

外国製品の流通等に伴い経営環境が悪化しています。 

陶栄町にある万古神社が地区界の変更により橋北地区となったものの、窯跡の碑なども

あることから、これらの活用や橋北地区との連携が求められます。 

地区内には三重県工業研究所窯業研究室があり、万古焼の製造事業者が焼き物の調査や

試験などを行うために利用したり、人材育成のプログラムを提供したりしています。し

かし一方で、地区との交流はあまりないのが現状です。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 
○ 万古焼産業に関心を示すとともに、事業継続を応援します。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 地区市民の関心・愛着を高めるとともに、地区外の市民に対して万古

焼のＰＲを行うため、見学や体験の機会を提供できるよう、事業者等

との協議・検討を行います。

○ 関連イベントや施設・史跡等の学習機会の提供を通して、万古焼にま

つわるエリアとして周辺地区と連携して一体的な魅力づくりを進めま

す。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 万古焼関連の事業所などを結ぶ見学箇所の一つとして組み入れるた

め、窯業研究室にも協力を働きかけます。

○ 新たな地場産業の活性化方策の検討を働きかけます。

唯福寺境内にある海蔵庵窯趾の碑      三重県工業研究所窯業研究室  
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②万古焼を介した地域のつながりづくり

【現状と課題】 

万古焼については、春と秋に万古焼にまつわるイベントが開催され、子ども向けの体験

コーナーなども設けられています。また、海蔵小学校には陶芸用の窯が設置されていま

す。これらの機会や施設を活用し、万古焼を通して子どもが地域に愛着や関心を持つ機

会を提供する一方、本地区ならではの世代間交流の場となるような取り組みを進めるこ

とが期待されます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 地場産業の振興のために、地区で製造された万古焼製品を積極的に利

用します。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ フラワーポットやプランターなどを万古焼で作製し、‘まちかど花壇’

として地区の各所に設置し、維持管理を進めます。

○ 幼稚園や保育園、学校などで行っている万古焼の製作体験を継続し、

地区に対する愛着や関心を高めます。

海蔵小学校の陶芸室のガス窯          陶芸に取り組む海蔵小学校の児童 
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（２）神社・仏閣や歴史資源の保存・活用 

①地区の歴史資料の収集・整理

【現状と課題】 

本地区には、多くの神社・仏閣があり、それぞれ由緒があります。今後、地区内の神社・

仏閣の由緒や宝物・本尊などについて、海蔵小誌など既に整理されている資料を活用し、

情報を発信するとともに地区市民全体が学べる機会を提供することが望まれます。 

旧東阿倉川村は伊勢太神楽の発祥地の一つとして知られており、昭和20年代半ばまで存

続していました。 

旧西阿倉川村の御厨飽良河神社には、江戸時代末期（安政二年）の獅子頭が残されてい

るうえ、現在でも西阿倉川獅子舞保存会が獅子舞を保存・継承しています。 

昭和３年、旧海蔵村（現在の松ヶ丘）に開局したKAIZOU受信所は、愛知県依佐美村（現

在の刈谷市）にあったYOSAMI送信所と対になって我が国初の対欧通信の基地として大き

な役割を担いました。現在、その名残はありませんが、関係資料を収集・整理し、郷土

史の一つとして後世に伝えることが望まれます。 

本地区は、東海道が通っていたことでも知られ、三ツ谷南区には一里塚跡が整備されて

います。また、かつての東海道であった海蔵橋の名残などについて、案内板を充実させ

るとともに、地区市民への周知が求められます。 

地区市民センターにあるかいぞう文庫は、多くの地区市民の手により受け継がれ、豊富

な蔵書を有していますが、今後もこれらの継続と郷土史コーナーの設置などを行い、地

域文化の資料館としての役割を担うことが望まれます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 
○ 地区の歴史に興味を持ち、学習会などに積極的に参加します。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 地区で歴史資料の収集・整理に取り組まれている「地域の語り部」の

ような人材を応援し、地域に生かす活動をサポートします。

○ 転入者や若い世代に対して、地区の歴史や文化を紹介するための情報

発信をさまざまな媒体で行うとともに、学習会などの開催を検討しま

す。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 地区における歴史資料の収集・整理に関する取り組みへの支援を働き

かけます。
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御厨飽良河神社の安政二年の獅子頭（左）      西阿倉川の獅子舞（市文化会館にて） 

現在の松が丘地内にあったKAIZOU受信所 

②地区の祭りの保存・継承

【現状と課題】 

本地区の神社では、それほど大きな規模ではないものの、毎年祭りが催されています。

今後、これらの祭りについて、それぞれの情報を共有し、魅力向上につなげることが期

待されます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ それぞれで受け継がれている祭りに興味を持ち、保存活動などに積極

的に参加します。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ それぞれで継承されている祭りについて、情報を収集・整理するとと

もに、必要に応じて保存活動を支援します。
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③東海道の面影の保存

【現状と課題】 

本地区は、東海道が通っていたことでも知られ、三ツ谷南区には一里塚跡の碑と説明版

が設置されています。また、かつての東海道であった海蔵橋の名残などについて、案内

板を充実させるとともに、地区市民への周知が求められます。 

【今後の方向性】 

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 東海道の名残が残る部分を大切に保存し、地区内外に情報発信を行う

とともに学習会などの機会を提供します。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 東海道区間のカラー舗装や旧海蔵橋跡などへの説明看板の設置を働き

かけます。

三ツ谷南区の一里塚跡の碑         海蔵地区を通る旧東海道（三ツ谷町地内） 
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４．水辺空間と公園・緑地の整備 

（１）海蔵川緑地及び河川敷の整備と魅力向上 

①海蔵川緑地の全体的な空間整備 

【現状と課題】 

海蔵川緑地は、毎年桜まつりが盛大に開催されるなど、地区内に留まらず四日市市

の中心といえる場所となっています。今後も、自然を感じることができる憩いの空

間として、あるいは健康づくりや運動の場として、だれもが集い、楽しめるような

ところにすることが課題となっています。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 海蔵川緑地を「身近な自然」として大切にし、ごみのポイ捨てを

しないのはもちろんのこと、犬のフンの適切な始末や環境の美化

に心がけます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 地区の財産である海蔵川について、桜並木の由来やこれまでに行

ってきた保存・環境美化活動などをとりまとめ、小冊子や案内板

にするとともに、地区の子ども達に学ぶ機会を提供します。

○ 地区社協環境部など各種団体が行っている定例の清掃・環境美化

活動をより一層拡大して実施します。また、海蔵川の堤防などに

季節の花を植える取り組みなどを検討します。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 本市における緑地景観のシンボル的な場所としての位置付け、安

全対策・自然環境保全と併せた緑地の整備などを働きかけます。

○ 末広橋より上流部の雑木・土砂を取り除き、連続した河川沿いの

景観形成を働きかけます。

「海蔵川こどもの日週間」の海蔵川緑地      地域で取り組む海蔵川堤防清掃 
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②海蔵川沿いの桜並木の保存・活用・魅力づくり 

【現状と課題】 

海蔵川左岸の桜並木は、古木化が進んでいる樹木の保全、連続性の確保が求められ

ます。現在は、地区社協の環境部や三ツ谷町の保勝会などが環境美化等の活動を行

っていますが、今後は、桜並木の保存・活用・魅力づくりに向けた取り組みを、地

区全体で進めることが望まれます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 地区社協環境部など各種団体が行っている定例の清掃・環境美化

活動に積極的に参加します。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 地区社協環境部など各種団体が行っている定例の清掃・環境美化

活動を拡大して実施します。＜再掲＞

○ 古木化している桜並木の保全・再生を図るため、桜など樹木の手

入れや堤防の美化を継続して行うボランティアを募ります。

行政・関係機関に 

働きかけること 
○ 桜並木を維持するための支援を働きかけます。

古木化が進む桜並木 
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③桜まつりなど地区ぐるみのイベントの開催・継続 

【現状と課題】 

毎年春に開催される桜まつりは、地区内の各種団体が集まり「海蔵川桜まつり実行

委員会」として企画・運営がなされています。今後も、地区ぐるみでの開催を継続

するとともに、市全体のイベントとしての役割を果たす取り組みを検討する必要が

あります。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ イベントの企画・運営等にスタッフとして積極的に参加し、ごみ

の収集や清掃、見回りなどを積極的に行います。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 実行委員会形式で取り組んでいる桜まつりは、現状の規模で継続

することを前提とします。また、今以上にイベントの対象・規模

を拡大する場合などは、必要に応じて今後の企画・運営のあり方

を検討します。

○ 桜並木の維持管理や各種イベントにかかる費用を確保するため、

支援金・協賛金などの協力を地区内外の市民に呼びかけます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 市の象徴的な桜まつりである、海蔵川桜まつり実行委員会への委

員としての参画や予算の確保、交通規制への協力など、より一層

積極的な支援を働きかけます。

多くの市民でにぎわう桜まつり 
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④ジョギングやウォーキング、散歩などのための河川敷の整備 

【現状と課題】 

海蔵川緑地及び河川敷は、多くの地区市民がジョギングやウォーキングなどに取り

組む健康づくりの場となっています。しかし多くの人が利用する左岸は、堀川から

の樋門などにより、河川敷の連続的な整備が難しい状況にあります。 

【今後の方向性】 

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 樋門により分断される左岸の河川敷について、安全性を確保しつ

つ、ジョギングやウォーキングを行う市民がより快適に利用でき

るよう整備を働きかけます。

堀川の樋門水路が横切る海蔵川緑地 

⑤海蔵川の環境整備・親水空間整備 

【現状と課題】 

海蔵川にはコイなどの魚が生息しており、橋の上や河川敷からも眺めることができ

ます。今後、河川敷の環境整備に合わせ、安全性を確保したうえで親水空間を整備

することが望まれます。 

【今後の方向性】 

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 子ども達に海蔵川の未来の風景を描いてもらうコンテストの開

催、子ども達の環境学習活動等で得られた生息生物の情報を看板

表示することを通じて、海蔵川の風景・自然を地区の財産として

共有します。

○ 末広橋より上流部の河川敷について、可能な限り地区市民が手を

入れ、部分的に行政の支援を仰ぐことで、安全性・快適性と自然

とが共存する「里川」としての整備を進めます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 野鳥の保護を目的に活動する機関・団体と連携し、生息調査を行

うとともに、河川の安全性と自然との共生に向けた整備のための

話し合いを行います。
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雑草や雑木が生い茂る末広橋上流の左岸低水敷
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（２）菖蒲園の環境美化と堀川の水質向上 

①菖蒲園の維持管理等 

【現状と課題】 

堀川の下流部に位置する菖蒲園は、地区社協の花部が中心となり、地区内の各種団

体が協力して菖蒲の植栽と維持管理を行っています。今後も、より多くの担い手に

より維持管理や草取りを継続することが望まれます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 地域清掃や地区社協花部の活動に積極的に参加し、環境美化の担

い手となるよう努めます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 菖蒲園及び周辺を、緑化や花いっぱい運動の拠点として位置付け

るとともに、四季を通じて花を楽しめるよう地区全体で維持管理

を推進します。

○ 植物の維持管理に関心を持っている地区市民を発掘し、菖蒲の植

栽や維持管理の活動に気軽に参加できるようにします。また、菖

蒲のオーナーとなる‘株主’制度を導入するなど、菖蒲園の維持

管理に向け、地区ぐるみで応援するしくみを充実します。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 菖蒲園の維持管理を継続して行えるよう、さらなる活動の支援を

働きかけます。

地域で維持管理する堀川菖蒲園      菖蒲園でＥＭ菌液を投入する山手中学校生徒 

菖蒲まつりを楽しむ海蔵幼稚園児 
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②堀川のあり方検討と整備 

【現状と課題】 

地区内の雨水排水路となっている堀川は、上流部の住宅地における生活雑排水が流

れ込み、ヘドロが沈殿するなど全体的に水質が悪いため、安全性確保と水質改善が

課題となっています。特に、冬季は水量が少ないため匂いも気になることから、ヘ

ドロの除去など環境改善の取り組みが求められます。 

また、長期的には、雨水排水対策や水質改善の観点から、堀川及び菖蒲園周辺の今

後のあり方を検討することが望まれます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 地区内外を問わず、下水道の接続を進める一方、各家庭において

生活排水の浄化に努めます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ ＥＭ菌を活用するなどして堀川の水質浄化に取り組みます。

○ 雨水排水を含む水害対策や環境の保全、農業用水としての利用な

どさまざまな側面から、堀川及び菖蒲園周辺の今後のあり方や整

備の方向性について検討を進めます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 堀川の安全性の向上を図るため、排水機の設置並びに三滝新川[分
派]の工事に合わせた整備を働きかけます。

○ 堀川の水質改善を図るため、上流部における下水道の整備及び接

続率の向上を働きかけます。

ヘドロが堆積する堀川       掘川へ EM菌だんごを投入する海蔵小学校児童 
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（３）地区内の公園などの維持管理と利用促進 

①公園の確保と維持管理 

【現状と課題】 

海蔵地区では、区画整理などの際に整備されたところを除き、全体的に公園が少な

いのが現状です。 

現在、地区内の公園の多くでは、子どもなどの日常的な利用はそれほど多くありま

せん。今後、地域清掃などにより利用しやすい環境づくりを行うとともに、地区と

して意識的に利用機会を提供することが課題となっています。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 地区内の公園を快適な環境に維持するため、地域清掃などの活動

に積極的に参加します。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 東阿倉川など公園が整備されてないところについては、用地とな

り得る場所を確保し、公園として整備できるよう取り組みます。

○ 自治会等で管理を担っている公園については、定期的に地域清掃

を行うなどして、だれもが快適に利用できる公園となるよう、責

任を持って維持管理に努めます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 公園用地が確保できた地区において、公園の整備を働きかけます。

○ 地区において公園の維持管理がしやすいよう、各種活動の支援を

働きかけます。

万古町いぬなし子ども広場             阿倉川新町公園 
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②地域の特性やニーズに応じた公園の有効活用 

【現状と課題】 

公園は、子どもの遊び場として、また保護者同士の交流の場として重要な役割を担

っていますが、近年は、主な利用者が子どもだけでなく高齢者に広がり、求められ

る機能が遊び場だけでなく災害時の拠点などへと広がっています。今後、地域の特

性や市民のニーズに応じた公園の有効活用方策を検討することが求められます。 

防災倉庫が設置されている公園では、防災公園としての機能を高めることが望まれ

る一方、本郷２区のふれあい公園や西阿倉川の楠の木公園にあるロープ式ジャング

ルジムなどのように、個性ある遊具の人気が高くなっています。また、介護予防に

もつながる健康遊具などの設置が求められているところも少なくありません。 

野田排水機場に隣接している野田公園については、野田からも遠く、利用しづらい

ことから、安全性の確保なども含め、今後のあり方を検討することが課題になって

います。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 積極的に公園を利用する一方、維持管理に関わる活動に参加して、

地域の憩いの場となる公園づくりに努めます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 高齢者等を対象にしたラジオ体操や介護予防体操を行うなどし

て、公園を有効に活用します。

○ 防災倉庫や災害に備えた設備（仮設トイレ用マンホール、炊き出

し用コンロになるベンチなど）の整備や子どもが楽しめる遊具の

設置、高齢者の健康づくり用の健康遊具設置など、地域の特性・

ニーズに応じた公園の再整備を検討します。

○ 野田公園について、安全性や子どもの遊び場の確保といった視点

から、今後のあり方について検討を進めます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 公園の再整備に際して、地区の特性やニーズに応じた都市公園の

リニューアルを働きかけます。

西阿倉川の楠の木公園              本郷 2区ふれあい公園 
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③万古広場の環境美化と有効活用 

【現状と課題】 

通称：万古広場は、子どものドッヂボールの練習場として民有地を利用させていた

だいていることから、遊具や設備の設置が難しいものの、地区の一時避難場所にも

なっており、環境美化に向けた取り組みや有効活用が望まれます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 万古広場の清掃に参加し、子どもをはじめ地区市民が快適に利用

できる環境づくりに努めます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 地区の避難所にもなっていることから、適切な維持管理を行いま

す。

○ ドッヂボールの練習場としての役割に加え、地区の一時避難場所

あるいは高齢者等のグランドゴルフの場としても十分に役割が果

たせるよう、さまざまな活用方法を検討します。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 民有地を活用した広場利用に対して、地区が主体的に維持管理を

行うための支援を働きかけます。

災害時一次集合場所ともなっている万古広場 
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（４）地区内の自然資源の保全と活用 

①イヌナシ・アイナシの生息環境の保全 

【現状と課題】 

地区内にはナシの原種といわれているイヌナシとアイナシの自生地があり天然記

念物に指定されています。これらは学術的に貴重なものであり、地区として保全す

る責務があります。 

天然記念物として保存が主目的であるイヌナシ及びアイナシについては、それによ

り地区内外の市民をむやみに呼び込むことを目指していません。 

今後、イヌナシ・アイナシの学術的価値やその保存活動について周知するとともに、

保存会と連携した保全活動を継続することが課題です。

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ イヌナシ・アイナシについて関心を持つとともに、学習の機会や

環境保全のための活動に積極的に参加します。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ アイナシ保存会と連携して活動を推進するとともに、関心のある

地区市民がイヌナシ・アイナシの保全活動に継続的に関われるよ

う、しくみを検討します。

○ 地区内外の市民に、イヌナシ・アイナシについて学習会や観察会

など学習する機会を提供するため、関係機関と連携した学習プロ

グラムを提供します。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 現在は立ち入りが規制されているアイナシ自生地周辺について、

生息環境を損なわない範囲で見学ができるような散策路・見学路

の整備を働きかけます。

東阿倉川地内にあるイヌナシ自生地   西阿倉川地内にあるアイナシ自生地 
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（５）垂坂山及び周辺の環境整備 

①垂坂山（公園区域外）及びアプローチの整備 

【現状と課題】 

垂坂山はかつて市内の多くの小学校で遠足先となっており、地区市民にもさまざま

な思い出が残っている場所です。現在は、垂坂公園・羽津山緑地として整備が進め

られているものの、大正天皇御駐蹕碑の周辺は計画区域外で、昔の面影を感じるこ

とはできません。 

海蔵地区から垂坂山へのアプローチである市道認定された道路及び道端の整備を

含め、垂坂山及び周辺の整備に向けた検討・取り組みが望まれます。 

【今後の方向性】 

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 海蔵地区側から垂坂山までのアプローチについて、整備を考える

グループを立ち上げ、視察を行うとともに整備の必要性や具体的

な手法について検討を行います。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 具体的な検討内容を元に、市道認定されたアプローチの整備を働

きかけます。

荒廃した垂坂山への市道          垂坂山山頂にある大正天皇御駐蹕碑 
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５．計画的・合理的な土地利用の推進 

【現状と課題】 

本地区の半分以上は、市街化区域（市街化を促進する区域）に指定されており、野田か

ら(都)赤堀山城線沿道の一帯が市街化調整区域（市街化を抑制する区域）になっていま

す。ただし、新たな建物が規制される市街化調整区域でも、農家の分家住宅や公共工事

による移転に伴うケースなど例外的に建築が許可されることがあります。 

市街化調整区域の大部分は農地になっていますが、後継者不足や経営環境悪化により農

業を続けることが難しい状況にあります。しかし一方で、農地には景観や保水（洪水抑

制）など地域にとって有益な機能も有しています。また、開発許可により、もともと農

地で道路や排水など都市基盤の整備が不十分な(都)赤堀山城線周辺の市街化調整区域に、

いくつかの店舗や住宅が虫食い状に立地しています。このような状況は効率的な農作業

を阻害するとともに、生活排水が流れ込むことによる農業用水の水質悪化等、農家にと

って深刻な問題となっていることから、今後の土地利用のあり方を検討することが望ま

れます。 

一方、市街化区域内は、区画整理が施行された箇所を除き全般的に道路が狭あいで、住

工混在型の密集した土地利用になっています。このような状況のなか、万古焼の事業所

の跡地などを使った小規模な住宅地開発や、高層の建物などさまざまな土地利用がみら

れ、居住環境の低下が懸念されます。

今後、市街化区域及び市街化調整区域の土地利用について、地区としての方針を議論・

検討することが課題となっています。 

【今後の方向性】 

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 農業者の意向を踏まえつつ、市民農園を整備・運営するなど地区市民

により地区内の緑を保全する活動について検討します。

○ 市街化調整区域における土地利用が虫食い状態になることを未然に防

止するため、地権者を含め地区の土地利用について話し合い、考え方

を整理したうえで行政等関係機関と調整します。

○ 市街化区域における小規模な開発に合わせ、地区の居住環境の向上に

つながる取り組みを行うことを検討するとともに、不動産関係事業者

と協議・調整を行います。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 市街化調整区域における土地利用について、地区として整理した考え

方を踏まえ、公共工事による移転などにより建築が可能な住宅や店舗

を集約できるよう、新たな制度の検討を働きかけます。

○ 居住環境を維持するための地区計画を検討するため、必要に応じて地

区市民との話し合いの場づくりを働きかけます。
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６．安心して暮らし続けられる居住環境の向上 

（１）居住環境の維持・向上 

①子育てしやすい地区づくりの推進

【現状と課題】 

本地区は市中心部に近いうえ、鉄道駅や路線バス、市内幹線道路などの交通基盤、

日常的な買い物や病院などの生活利便施設が整っており、市内でも有数の恵まれた

居住環境を有していることから、子育て家庭を中心に多くの世帯が転入し、地区内

の子ども数も増加しています。 

子どもは、将来の地区及び四日市市を担う非常に重要な宝であることから、学童保

育のニーズへの対応や子ども会活動の活性化など、地域で子育て家庭を見守り、支

えるといった雰囲気づくりなどが望まれます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 地区市民一人ひとりが地区に愛着を持ち、自宅周辺の清掃などそ

れぞれができる居住環境の向上に努めます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 地区の子育て環境を高めるため、現在地区内に２つある学童保育

のニーズに応じて、施設の改善・拡張や運営スタッフの支援など

を検討・実施します。

○ 地区内の多くの子どもが地域組織や各種イベント・祭りとの関わ

り合いを持てるよう、子ども会活動の支援を行うとともに、必要

に応じて再編やしくみの見直しを行います。

○ 地区内に住む子どもから高齢者、障がい者までが、気軽にふれあ

うことができる世代間交流の機会を提供します。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 市の子育て支援や教育に関連する部局などと連携し、学童保育所

の環境改善など子育てしやすい地域づくりに向けた取り組み支援

を働きかけます。

○ 人口増加に応じた学校施設などの教育環境の整備について、関係

機関との話し合いの場づくりを働きかけます。
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海蔵小学校内にある第１学童保育所       海蔵保育園児と高齢者との交流会 
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②いつまでも暮らし続けたくなる助け合いのしくみづくり

【現状と課題】 

本地区においても、高齢化が進んでおり、現在「福祉の家」を拠点として生きがい

づくりの取り組みが進められています。今後、地域福祉の活動をより一層強化して、

だれもが住み続けやすいまちづくりを推進することが求められます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 隣近所のつながりを大切にし、気軽に声がけや見守りを行います。

○ 高齢になっても家の外に出て、健康づくりや生きがいづくりに取

り組みます。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 海蔵地区社会福祉協議会や海蔵地区民生児童委員協議会等の活動

を通じて、高齢者や障がい者の生きがいづくりや健康づくりを積

極的に展開するとともに、戸別訪問などを行うなど見守り活動を

継続して行います。

○ 高齢者の居場所づくりと生きがいづくりのため、各地区の集会所

を活用したサークル・グループの活動を支援するとともに、喫茶

や食事の提供を行うミニデイサービスの実施を検討します。

○ 運営委員会による企画・運営が行われている「福祉の家」につい

ては、回覧板やセンターだよりを通じて地区全体に活動をＰＲす

るとともに、活動の範囲を広げることを検討します。

○ 高齢者や障がい者の日常生活や災害時に地域としてできる支援を

検討します。

○ 講演会などを通じてお互いに人権を尊重する意識を高めます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 市の地域福祉の担当部局などと連携し、ふれあい・支えあいの地

域づくりへの取り組み支援を働きかけます。

高齢者交流施設の「福祉の家」      人権を考える集い（海蔵小学校体育館にて） 
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（２）安全・安心なまちづくりに向けた取り組み 

①地域の防災力の向上

【現状と課題】 

今後、地区市民が長く住み続けることができるよう、一人ひとりが安全・安心につ

ながる活動を担っている海蔵地区防災会のさらなる能力向上が望まれます。また、

災害発生時に避難所となる学校などとの日頃からの連携が求められます。 

本地区は、住宅等建物の密度が高いことから、火事による延焼や地震発生時の一時

避難所不足などが懸念されます。そのため、必要に応じた防災広場や消防水利の確

保などの取り組みを検討することが課題となっています。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 一人ひとりが防災に対する意識を持続させ、家族での申し合わせ

や非常持ち出し袋の準備などを行います。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ あんしん防災ネットへの登録など地区市民への防災意識の啓発を

行います。

○ 本地区における防災活動の中核を担っている海蔵地区防災会を中

心に、防災まち歩きなどを通して地区版の防災プランの策定を検

討するとともに、小中学校や消防分団などと連携して避難所開設

などの防災訓練に取り組みます。

行政・関係機関に 

働きかけること 

○ 東日本大震災の教訓を受け、地震や津波、風水害など市の地域防

災計画の改訂を働きかけます。

②地域の防犯力の向上

【現状と課題】 

地区の防犯力を高めるため、現在も比較的整備が進んでいる外灯・防犯灯や防犯パ

トロール活動をより一層高い水準に引き上げることが望まれます。 

【今後の方向性】 

地区市民一人ひとりが 

取り組むこと 

○ 一人ひとりが防犯意識を高め、ひったくりや空き巣など身近にせ

まる犯罪を未然に防止する取り組みを行います。

地域組織・各種団体が 

取り組むこと 

○ 海蔵セフティネット協議会を中心に、夜回りの実施などを展開し、

地区における防犯力の向上を図ります。

○ 地区における犯罪を未然に抑制するため、防犯灯の設置を進める

とともに、設置の際にはＬＥＤを採用することで電気使用量の低

減を促します。
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■ 海蔵地区まちづくり構想図 

１．河川の安全性向上と排水対策 

（１）海蔵川の安全性向上 

①海蔵川の河川断面の確保と環境美化

②河川における水難事故の予防・対策

③自然災害に備えた河川整備

（２）三滝新川[分派]の整備 

（３）地区内の雨水排水対策の推進  

２．地区内の交通の利便性と安全性の向上

（１）幹線道路の円滑な交通と安全性の確保 

①地区内における幹線道路の渋滞解消

②幹線道路の安全確保

③(都)赤堀山城線の景観形成
④生活道路から幹線道路への円滑な接続

⑤親しみやすい道路づくり

（２）生活に密着した道路の快適性と安全性の向上

①地区全体の生活道路の安全確保

②幹線道路からの流入交通抑制と通学路の安全確保

③住宅地開発に合わせた生活道路の整備

（３）海蔵川の堤防道路における安全性と利便性確保

①堤防道路の安全性向上

②堤防道路における歩車共存

（４）駅周辺の交通対策と公共交通の利用促進 

①公共交通の利用促進

②阿倉川駅周辺の環境整備

③川原町駅及び鉄道連続立体交差の整備

３．地場産業と歴史を生かした地区の魅力づくり

（１）万古焼を生かした地区の魅力づくり 

①万古焼産業の周知と活性化

②万古焼を介した地域のつながりづくり

（２）神社・仏閣や歴史資源の保存・活用 

①地区の歴史資料の収集・整理

②地区の祭りの保存・継承

４．水辺空間と公園・緑地の整備 

（１）海蔵川緑地及び河川敷の整備と魅力向上 

①海蔵川緑地の全体的な空間整備

②海蔵川沿いの桜並木の保存・活用・魅力づくり

③桜まつりなど地区ぐるみのイベントの開催・継続

④ジョギングやウォーキング、散歩などのための河川敷の整備

⑤海蔵川の環境整備・親水空間整備

（２）菖蒲園の環境美化と堀川の水質向上 

①菖蒲園の維持管理等

②堀川のあり方検討と整備

（３）地区内の公園などの維持管理と利用促進 

①公園の確保と維持管理

②地域の特性やニーズに応じた公園の有効活用

③万古広場の環境美化と有効活用

（４）地区内の自然資源の保全と活用 

①イヌナシ・アイナシの生息環境の保全

（５）垂坂山及び周辺の環境整備 

①垂坂山（公園区域外）及びアプローチの整備

５．計画的・合理的な土地利用の推進 

６．安心して暮らし続けられる居住環境の向上 

（１）居住環境の維持・向上 

①子育てしやすい地区づくりの推進

②いつまでも暮らし続けたくなる助け合いのしくみづくり

（２）安全・安心なまちづくりに向けた取り組み 

①地域の防災力の向上

②地域の防犯力の向上
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■ 資料編 

１．海蔵地区まちづくり構想とは

（１）四日市市都市計画マスタープランとは 

都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、土地利用のあり方や市

民の活動に必要な都市施設の整備などを定めるものですが、その実現には、公共部門が

中心に進める根幹的な道路や公園などの都市施設の整備と市民や民間部門が中心となっ

て進める建築活動やそれに伴う生活道路の確保などがバランス良く進むことが必要です。 

都市計画マスタープランは、「都市計画法第１８条の２」に基づく「市の都市計画に関

する基本的な方針」として定めるものであり、長期的な視点に立って都市の将来像を示

し、市民と行政が協働でその実現を図っていく指針となるものです。 

（２）海蔵地区まちづくり構想とは 

四日市市都市計画マスタープランは、全体構想と地域・地区別構想で構成されていま

す。 

全体構想は、概ね20年後の市の将来像をはじめ、土地利用及び都市整備などまちづく

りの方針を掲げたもので、平成14年７月に策定され、平成19年３月に一部変更があり、

平成23年７月に変更を行いました。 

地域・地区別構想は、全体構想に沿って地区（24行政区を基本）単位で取り組む概ね

10 年間のまちづくりの目標を示します。なお、地域・地区別構想は、「都市計画まちづ

くり条例」に基づき、地区から提案される「地区まちづくり構想」をもとに策定します。 

海蔵地区まちづくり構想策定員会は平成 22年５月に発足し、平成24年５月に海蔵地

区における地区まちづくり構想『海蔵地区まちづくり構想』を策定しました。 

四日市市都市計画マスタープラン 

全体構想 

○概ね20年後の市の将来像 

○土地利用や都市整備などまちづくりの方針 

○土地利用の基準 

地域・地区別構想 

○概ね10年間の地域づくりの計画 

※全体構想の方針にあっている範囲内で、 

地域の土地利用や整備の方針を盛り込む 

反映 

地区まちづくり構想 

○地域住民が検討し、提案

する。
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２．海蔵地区まちづくり構想策定の経過
年  月 内  容 

平成22年 

５月 10日（月） 

第１回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
・来賓あいさつ 

・委員、参与自己紹介 

・議長選任、議長あいさつ 

１ 規約の承認 

２ 役員の選出 

平成 22年 

６月 22日（木） 

第２回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
１ 海蔵地区に関する主な行政計画について（説明） 

２ 海蔵地区の良いところ・悪いところについて 

平成 22年 

７月 15日（木） 

第３回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
１ 海蔵地区の良いところ・悪いところについて（前回の続き） 

２ グループ成果の発表・情報共有 

平成 22年 

８月 19日（木） 

第４回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
１ 海蔵地区におけるまちの課題の整理（前回までのまとめ） 

２ 関心の高い課題について（１人３つまで投票） 

３ まち歩きに向けた作戦会議 

平成 22年 

９月 16日（木） 

第５回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆まち歩きに向けた作戦会議（前回の続き） 

・まち歩きチェック箇所及びルートの確認 

・実施日別グループ分け・ 

平成 22年 

10月 11日（月・祝） 

10月 12日（火） 

海蔵地区まちづくり構想策定委員会：まち歩き 
【徒歩ルート】 
①河川内の自生木⇒②県科学技術振興センター、窯業研究室⇒③万古広場（万

古町）⇒④桜並木⇒⑤菖蒲園と堀川流末地域⇒⑥河川広場⇒⑦一里塚公園（三

ツ谷南区）⇒⑧多度神社（三ツ谷南区）⇒⑨国道 1 号線三ツ谷交差点⇒⑩バ

ス通り⇒⑪眞楽寺（東阿倉川２区）⇒⑫唯福寺（東阿倉川２区）⇒⑬海蔵神社

（東阿倉川２区）⇒⑭天然記念物アイナシ（西阿倉川５区）⇒⑮街路樹がなく、

ものさびしい⇒⑯北側歩道⇒⑰調整区域内の宅地 

【自動車ルート】 
(1)本郷ぼうさい公園（本郷町１区）⇒(2)神明社（末永町１区）⇒(3)三滝新

川（分派）⇒(4)野田川水門⇒(5)野田公園（野田１丁目）⇒(6)悟眞寺（野田

１丁目）⇒(7)野田神社（野田１丁目）⇒(8)国道365号線清水町交差点⇒(9)

市道阿倉川・西富田線交差点⇒(10)海蔵保育園交差点（西阿倉川２区）⇒(11)

バス通りを東進⇒(12)わかば共同作業所⇒(13)松が丘新住宅開発地前道路⇒

(14)海蔵受信所（松が丘）⇒(15)御厨飽良河神社⇒(16)楠の木公園⇒(17)

福祉の家⇒(18)浄覚寺（西阿倉川２区）⇒(19)垂坂山⇒(20)四日市社会保険

病院（羽津山町）⇒(21)四・九の市（阿倉川町）⇒(22)天然記念物イヌナシ

（東阿倉川１区）⇒(23)近鉄阿倉川駅⇒(24)新開橋（三ツ谷東区）⇒(25)東

阿倉川１・２区、阿倉川交差点⇒(26)風の家⇒(27)学童保育所

平成22年 

10月 21日（木） 

第６回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
１ まち歩き成果の取りまとめ 

２ グループ成果の発表と意見交換 

平成 22年 

11月 18日（木） 

第７回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
１ 前回成果の整理と反映 

２ 課題の掘り下げ（意見交換） 

テーマ２：地区内の交通の利便性と安全性の向上 

平成 22年 

12月 16日（木） 

第８回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆課題の掘り下げ（意見交換） 

テーマ１：河川の安全性向上と排水対策 

テーマ５：水辺空間と公園・緑地の整備 
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年  月 内  容 

平成23年 

１月 20日（木） 

第９回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆課題の掘り下げ（意見交換） 

テーマ５：水辺空間と公園・緑地の整備 

平成 23年 

２月 17日（木） 

第 10回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆課題の掘り下げ（意見交換） 

テーマ４：地場産業と歴史を生かした地区の魅力づくり 

テーマ６：安心して暮らし続けられる居住環境の向上

平成23年 

３月 17日（木） 

第 11回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆課題の掘り下げ（意見交換） 

テーマ３：計画的・合理的な土地利用の推進

平成23年 

３月末 

地区広報「かいぞう」全戸配布 

地区市民センターでの中間報告閲覧開始 

平成23年 

４月 21日（木） 

第 12回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆方向性の議論 

テーマ５：水辺空間と公園・緑地の整備

平成23年 

５月 19日（木） 

第 13回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆方向性の議論 

テーマ５：水辺空間と公園・緑地の整備（前回の続き）

平成23年 

6月 16日（木） 

第 14回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆方向性の議論 

テーマ１：河川の安全性向上と排水対策

平成23年 

７月 21日（木） 

第 15回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆方向性の議論 

テーマ２：地区内の交通の利便性と安全性の向上

平成23年 

８月 18日（木） 

第 16回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆方向性の議論 

テーマ２：地区内の交通の利便性と安全性の向上（前回の続き） 

テーマ４：地場産業と歴史を生かした地区の魅力づくり

平成23年 

９月 15日（木） 

第 17回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆方向性の議論 

テーマ６：安心して暮らし続けられる居住環境の向上 

テーマ３：計画的・合理的な土地利用の推進

平成23年 

10月 19日（木） 

第 18回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
１ 都市計画マスタープラン（全体構想）」の変更内容について説明 

２ 前回までのおさらい 

３ 今後の進め方・策定スケジュールについて

平成23年 11月 海蔵地区まちづくり構想のＰＲ 

【文化祭で策定経過等を掲示】 

平成23年 

11月 17日（木） 

第 19回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆まちづくり構想（素案）の周知及び意見収集 

①子育て世代 

幼稚園ＰＴＡ、保育園保護者会、小学校ＰＴＡ、育成会、中学校Ｐ

ＴＡ、学童保育所、青少年健全育成協議会、幼稚園・保育園の園長、

小・中学校の校長 

②福祉関連 

わかば共同作業所、風の家、あいプロジェクト、はあとくらぶ、Ｙ

ＭＣＡ、福祉の家、ゴールデンエイジ
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年  月 内  容 

平成23年 

12月 15日（木） 

第 20回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
◆まちづくり構想（素案）の周知及び意見収集 

③各種団体 

農家組合、消防団、セフティネット、あいなし保存会、若生会、民

生・児童委員、婦人会 

④地区社会福祉協議会 

６つの事業部

平成24年 

１月 19日（木） 

第 21回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
１ 意見収集：【第19,20 回参加各団体】 

２ まちづくり構想（素案）への意見対応の検討

平成24年 

２月 16日（木） 

第 22回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
１ まちづくり構想（素案）への意見対応 

２ 「地区広報かいぞう」について

平成24年 

３月 15日（木） 

第 23回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
１ まちづくり構想（素案）の修正の確認 

２ 「はじめに」の検討 

平成 24年 

３月末 

地区広報「かいぞう」全戸配布 

地区市民センターでの最終案閲覧・意見収集を実施 

平成24年 

４月 19日（木） 

第 24回 海蔵地区まちづくり構想策定委員会 
１ 「はじめに」の検討 

２ 「海蔵地区まちづくり構想」最終とりまとめ 

３ 今後の進め方・策定スケジュールについて 

平成 24年 

５月 10日（木） 

海蔵地区まちづくり構想の取りまとめ【完成】 
◆海蔵地区連合自治会での承認 

平成 24年 

５月 25日（金） 

海蔵地区まちづくり構想の市への提言 
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３．まちづくり構想策定委員会委員名簿

【委員】 

 氏  名 住  所 役  職 

１ 水越 貢 西阿倉川  

２ 吉田 由佳 西阿倉川  

３ 川森 一成 松ヶ丘  

４ 水谷 宣正 松ヶ丘  

５ 平田 源次 東阿倉川 書記 

６ 日比 彧子 東阿倉川 副会長 

７ 加納 俊彦 東阿倉川  

８ 前岨 裕三 阿倉川町  

９ 笹岡 信夫 万古町 会長 

10 阪田 稔 万古町  

11 笹岡 乗子 万古町  

12 上野 尚子 万古町  

13 水谷 之彦 万古町  

14 矢橋 一郎 三ツ谷町  

15 笹岡 悦三 三ツ谷町  

16 今村 政夫 本郷町  

17 堀  孝江 本郷町  

18 上田 宜生 清水町 副会長 

19 下田 隆平 清水町  

20 市野 勲 野田  

21 伊藤 清信 野田  

22 芝田 孝司 野田  

故人 垣内 敏夫 末永町 会計 

故人 山田 弘之 三ツ谷町  

【顧問】 

 氏  名 住  所 役  職 

水谷 重信 西阿倉川 連合自治会長 

【事務局】 

氏  名 役  職 住  所 電話番号 

今村 稔 

（山下 二三夫） 

館 長 

海蔵地区市民センター 

東阿倉川６２２－１ 
331-3284 

山本 修 副館長 

加納 哲夫 地域マネージャー 

（  ）内は前任者 
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４．海蔵地区まちづくり構想策定委員会規約 

（設置） 

第１条  海蔵小学校区において、第２条に掲げる目的を果たすため海蔵地区まちづくり構想策定

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（目的） 

第２条  委員会は、四日市市都市計画まちづくり条例（以下「条例」という。）第１９条第１項

及び第２項に基づき地区まちづくり構想策定委員会として市の認定を受け、条例第１８条に基

づくまちづくり構想（以下「構想」という。）を策定するなど、第３条に掲げる事業を実施する

ことにより、海蔵小学校区の将来像を住民みんなで考え、その将来像実現のための方針を住民

みんなで推進する。 

（事業） 

第３条  委員会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 構想の策定及び市長への提出    

(2) 住民の意見集約 

(3) まちづくりに関する調査及び研究 

(4) 会報の発行など住民への情報発信 

(5) その他目的達成に必要な事業 

（承認） 

第４条  委員会は条例第２０条第１項に基づき、構想を市長へ提出するときは、海蔵地区連 

合自治会（以下「連合自治会」という。）の承認を受けるものとする。 

（委員） 

第５条  委員会は次の委員で構成する。 

(1)  連合自治会より推薦されたもの。 

(2)  公募によるもの。 

(3)  委員会が特に認めたもの。 

（役員） 

第６条  委員会に会長、副会長を若干名、書記、会計の役員を置く。 

(1)  会長は委員会を代表し、会務を総理する。 

(2)  副会長は、会長に事故あるときは、代わってその任を務める。 

(3)  書記は、委員会の協議及び検討の結果等を記録し、事務局と共に庶務を務める。 

(4)  会計は、委員会の予算を執行し、金銭出納を記録する。 

２ 役員は、委員の互選により選出する。 

３ 役員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 後任或いは追加の役員の任期は、他の役員の残任期間と同じとする。 
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（部会） 

第７条  委員会には、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会には、部会員の互選により部会長等役職を置くものとする。 

（会議） 

第８条  委員会の会議は、会長が招集するものとし、必要に応じて開催する。 

２ 部会の会議は、部会長が招集するものとし、必要に応じて開催する。 

３ 委員会の会議及び部会の会議において、賛否により決定しなければならない事項がある場合は、

過半数により決するものとする。可否同数の場合は、会長或いは部会長により決するものとする。 

（関係人の出席） 

第９条  委員会又は部会は、会議事項の協議・検討に必要があると認めるときは、その関係人の

出席を求めることができる。 

（顧問） 

第１０条 委員会は、その目的のため、顧問を置くことができる。 

（参与） 

第１１条 海蔵地区市民センター館長及び副館長並びに地域マネージャーは、委員会に参与するこ

とができる。 

（事務局） 

第１２条 委員会の事務局は海蔵地区市民センターに置く。 

（会計年度） 

第１３条 会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（委任） 

第１４条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則  

（施行期日） 

１ この規約は、平成２２年５月１０日（以下「施行日」とする。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２２年５月１０日に就任する委員は、第５条の規定にかかわらず海蔵地区まちづくり委員

会準備会の推薦を受けたもの並びに公募によるものとする。 

３ 平成２２年度の会計年度は、第１３条の規定にかかわらず平成２２年５月１０日から平成２３

年３月３１日までとする。 


