
 

市長定例記者会見事項書 
 

 

         日時 平成２８年７月１９日（火）１１時００分～ 

         場所 庁議室（市本庁舎４階） 

 

 

○平成２８年８月１日スタート 

ふるさと津かがやき寄附 

～市外在住者向けキャンペーン 第１弾～ 

 

 

○平成２８年９月１日から  

敷地後退(セットバック)費用の助成申請受付を開始 

 ～狭い生活道路を広げて もっと住みよい津市に～ 

 

 

○災害復旧対策としての地籍調査の強化 

地籍調査をさらに進めます 

 ～津市地籍調査事業計画によるこれからの取り組み～ 

 

 

○ＬＡＤＩＥＳ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ 

 プレミアムＧＩ第３０回レディースチャンピオンを開催 

 

 

○津市プロモーションビデオ「つ・がない世界」 

公開から５日目で再生回数１０万回を突破！ 

 



 

定例記者会見 平成２８年７月１９日（火）１１時から 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

政策財務部 財政課 

（電話 ２２９－３１２４） 

財政課長 

岡 則幸 

 

平成２８年８月１日スタート 

ふるさと津かがやき寄附 

～市外在住者向けキャンペーン 第１弾～ 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



ふるさと津かがやき寄附

平成２８年７月１９日

平成２８年８月１日スタート

平成２８年７月１９日

～市外在住者向けキャンペーン 第１弾～

津市を
応援してね！

みんなで
笑顔の津市を
つくるのじゃ



ふるさと津かがやき寄附募集開始平成２０年７月～

寄附者への感謝の品（物産品９品）の贈呈を開始
（平成２６年１月１日から三重テラス商品引換券を追加）

平成２４年４月～

平成２７年７月～

オンラインによる申し込み受け付けを開始平成２４年７月～

ふるさと津かがやき寄附について

感謝の品（物産品８品）を追加し全１８品に充実

平成２０年４月３０日公布の地方税法の改正により｢ふるさと納税制度｣が誕生

ふるさとへの思いを納税に代わって寄附という形で実現
個人住民税の大幅な控除が可能となる

平成２６年１月～ 寄附の使途における選択項目の拡大
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寄附件数
16％（61件）減

前年度比

寄附件数は前年度比で、２５・２６年度は増加、２７年度は減少

297％（101件）増
前年度比

178％（240件）増
前年度比

ふるさと津かがやき寄附の実績（件数・金額）
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寄附金額

年度 寄附件数 寄附金額

平成20年度 23件 289万2千円

平成21年度 22件 361万9千円

平成22年度 14件 721万6千円

平成23年度 13件 162万0千円

平成24年度 34件 168万5千円

平成25年度 135件 763万2千円

平成26年度 375件 1,035万7千円

平成27年度 314件 659万7千円

平成28年度
（6月末現在）

43件 76万7千円

合計 973件 4,238万5千円



平成２６年度以降、市外からの寄附件数が、市内からの寄附件数を下回っている！

寄附件数の状況（市内・市外別）
年度 全体 市内 市外

平成20年度 23 9 14

平成21年度 22 13 9

平成22年度 14 7 7

平成23年度 13 5 8

平成24年度 34 15 19

平成25年度 135 60 75

平成26年度 375 251 124

平成27年度 314 173 141

平成28年度
（6月末現在）

43 29 14

合計 973 562 411
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全国的なふるさと
納税ブーム

さらなる市外からの寄附の増加に向けて

今後も、市内事業者の皆さんへご協力を求め、感謝の品を充実し、
寄附額のアップを目指します！

平成２８年８月１日から市外在住者向けキャンペーンを開始！

３万円以上、ご寄附をいただいた方に

を感謝の品として贈呈！

市内企業からの感謝の品に対する
要望や問い合わせの増加

自治体間競争
の激化

名産松阪肉 朝日屋 松阪肉（１ｋｇ）



ふるさと納税は、市本庁舎４階財政課で受け付けています。
電話、ＦＡＸ、インターネットからもお申し込みいただけます。

津市への応援をお待ちしています！

津市政策財務部財政課
〒514-8611 津市西丸之内23番１号
TEL 059-229-3124
FAX 059-229-3388
E-MAIL 229-3124@city.tsu.lg.jp

お問い合わせ先

ふるさと津かがやき寄附の申し込み



 
定例記者会見 平成２８年７月１９日（火）１１時から 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

都市計画部 建築指導課 

（電話 ２２９－３１８５） 

建築指導課長 

鳥井 宏孝 

 

平成２８年９月１日から 

敷地後退（セットバック）費用の助成申請受付を開始 

～狭い生活道路を広げて もっと住みよい津市に～ 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



平成２８年９月１日から

敷地後退 費用の助成申請受付を開始

平成２８年７月１９日

敷地後退前 敷地後退後

～狭い生活道路を広げて もっと住みよい津市に～

セットバック



狭あい道路の現状と課題

市内の幅員４ｍ未満の道路

約２，８００ｋｍ中
約７６０ｋｍ

約２，８００ｋｍ

① 建築基準法第４２条第２項の規定に係る道路
② 幅員１．８ｍ以上４ｍ未満の市認定道路
③ 建築物が立ち並んでいる幅員４ｍ未満の道路

２７％このうち、市が維持管理する道路

課題

●日常の通行に支障
●緊急車両（消防車、救急車）が通行困難
●災害時の避難を阻害
●市街地環境（日当たり、通風し）の悪化



幅員４ｍ未満の狭い生活道路を解消し、
住みよいまちづくりを推進するため、

津市狭あい道路整備事業助成金交付制度を創設

狭あい道路整備事業の概要①

平成２８年９月１日から申請受付を開始

救急車や消防車
が通行できるように

なって安心！

災害の時も安全に
避難できる！

道路が広くなって
便利になった！

日当たりや風通し
が良くなった！



狭あい道路整備事業の概要②

交付対象 上限額

測量・分筆
拡幅用地の測量、分筆、所有権以外の権利の

抹消登記
１２万円 （測量費）

３万５千円 （分筆・抹消登記費）

除却費
拡幅用地内にある門、塀、擁壁、生垣等の除却、

水道メーターや排水ます等の移設
５０万円

※除却等に要する費用の１／２

報償金
●敷地の２方向以上が狭あい道路に接する場合

等に、主たる道路以外の方向の後退用地
●すみ切り用地

１００万円
※津市固定資産税評価額の㎡単価に

面積を乗じて得た額

測量、分筆、除却費
の一部

測量、分筆、除却費
の一部助成金

狭い方の道路の後退
用地、すみ切り用地

助成金

３．６ｍ

１．８ｍ

２ｍ

２ｍ

０．２ｍ

1.1ｍ

対象事例

事業費 ５１５万円
（平成２８年度当初予算）

社会資本整備総合
交付金を活用

報償金



狭あい道路整備事業の申請手続きフロー
申請者

狭あい道路整備事業
協議申請書

津市

協議内容
提出

・後退用地、すみ切り用地の確認
・拡幅用地内にある除却物件の確認
・道路整備の時期、概算助成額の確認

道路中心の立ち会い （道路中心鋲の設置）

狭あい道路整備事業助成金
交付申請書

申請内容を審査
提出

申請者へ「補助金等交付決定通知書」を送付

測量、分筆、除却工事の実施

通知補助金等交付決定通知書を受け取った後

実績報告書・寄附申出書 提出

現地
確認

所有権
移転
手続き

補助金
等の

振り込み

道路
整備



お問い合わせ先

受付窓口

津市 都市計画部 建築指導課
電話 ０５９－２２９－３１８５

ぜひ助成制度を
ご活用ください！

家の新築や建て替えのために
道路を広げる必要がある

自宅などに隣接する
道路の幅を広げたい！



 

定例記者会見 平成２８年７月１９日（火）１１時から 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

建設部 建設政策課 

（電話 ２２９－３１７９） 

調査担当副参事 

後藤  誠 

 

災害復旧対策としての地籍調査の強化 

地籍調査をさらに進めます 

～津市地籍調査事業計画によるこれからの取り組み～ 
 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



平成２８年７月１９日

災害復旧対策としての地籍調査の強化

地籍調査をさらに進めます
～津市地籍調査事業計画によるこれからの取り組み～



●一筆ごとの土地の所有者、地番、
地目を調査し、境界の位置と面積
を測量する調査

●「地籍」とは「土地に関する戸籍」
のこと

地籍調査とは

① 地権者・関係者への説明会
② 一筆地調査（境界立会）
③ 地籍測量（一筆ごとの測量）
④ 地積測定・地籍図等作成
⑤ 成果の確認

地籍調査の概要①

調査前 調査後

調査の方法

明治初期の不正確な
図面から最新の測量技術を
用いた座標値を持つ精度の

高い地図へ



南海トラフ巨大地震が予想される
中、津波災害対策が急務であり、
大きな被害の発生が想定される
津波浸水想定区域の地籍調査を

推進

地籍調査が完了していた地域は
迅速な復旧が可能だったことから

地籍調査の重要性が再確認

東日本大震災で地籍調査を実施
していない地域において、境界

確認のための立ち会い等に時間
を要し、速やかな復旧・復興でき

なかった地域があった

沿岸部を１０年間で地籍調査を
集中的に実施し、大規模災害時に
おける迅速な復旧・復興を目指す

地籍調査の概要②



●昭和５１年度に旧美里村において事業着手
●平成２７年度末の地籍調査進捗率：３．０７％（県下１９位／２９市町）

●現在、香良洲町、一志町波瀬等にて実施中
●三重県の地籍調査進捗率：９．３３％

地籍調査進捗率（平成２７年度末）
（単位：％）

三重県

津市の地籍調査の現状

全国ワースト２位

進捗面積：２０．９７ｋ㎡／対象面積：６８２．９ｋ㎡



平成２２年５月

① 重点整備区域の設定（平成２６年１２月）
② 地籍調査推進協議会の設立（平成２７年１月２７日）
③ 国土交通省・津地方法務局・三重県公共嘱託登記土地家屋

調査士協会など関係機関との連携強化
④ 津市地籍調査事業計画の策定（平成２８年３月）

津市の取り組み

平成２６年８月

第６次国土調査事業十箇年計画（平成２２～３１年度）
閣議決定

中間見直し（後期平成２７～３１年度）の公表

●地籍調査の重要性は一層増しており、十箇年計画を基本として
各般の推進策を講じつつ、引き続き努力することが重要

●災害への備えなど地籍整備の緊急性がより高い地域で優先的に推進
●特に、南海トラフ地震による津波浸水想定地域等で重点的に対応

地籍調査への取り組み



津波災害時のライフライン等の速やか
な復旧・復興を主目的としており、
一定の効果が早期に発現できる
「官民境界等先行調査」と一般の

「地籍調査事業」を地域の条件で設定

事業主体：国

事業主体：市

事業主体：市

地籍調査事業
調査総面積15.33ｋ㎡

官民境界等先行調査

都市部官民境界基本調査

11.62ｋ㎡

11.62ｋ㎡ 3.71ｋ㎡

津市の地籍調査事業の展開①

現地立会いを円滑に行うため三重県
公共嘱託登記土地家屋調査士協会

に一筆地調査を委託

南海トラフ大地震に伴う津波災害に備え、
重点整備区域を１０年間で集中実施 ! ! !



地籍調査
3.71ｋ㎡

官民境界等
先行調査
11.62ｋ㎡

津地方法務局
調査

2.66ｋ㎡

既調査済み
8.01ｋ㎡

計画全体面積
26ｋ㎡

津市の地籍調査事業の展開②

重点区域内の状況

実施場所



地籍調査事業は、津波災害時のライフ
ライン等の迅速な復旧・復興対策として
必須であることから、災害に強いまち
づくりと合わせ、事業の推進を図られる
よう申立て

津市地籍調査推進協議会
平成２８年７月１３日
津市地籍調査推進協議会から津市長へ

関係機関との連携①

平成２７年１月 第１回協議会

協議会の運営方法や事業計画の策定の趣旨について説明

●事業計画の素案について説明
●整備順位の考え方について議論
●国、県との連携、事業の進め方について議論

「津市地籍調査事業計画」の提示を受け、地元住民の代表、
土地に関わる専門家として、様々な角度から調査及び検討
を重ねてきたところ、事業計画に沿って事業を速やかに進め
ることが必要であるとの認識で一致

平成２７年６月・１０月、平成２８年３月 第２～４回協議会

平成２８年７月 第５回協議会



計画的に不動産登記法第１４条第１項地図
作成を実施

年度 地区名 面積(平方キロ)

昭和５１年 津市白塚町地内 0.85

平成１７年 津市広明町地区 0.30

平成１８年 津市大谷町地区 0.26

平成２４年 津市江戸橋一丁目ほか 0.33

合計 1.74

平成２８年６月・・・法務局に地図作成
事業のさらなる実施にむけて要望

推進協議会への参画

シンポジウムによる広報活動

津市の実施する工程が省略、短縮化
引き続き、平成２９年度も実施要望

関係機関との連携②

国土交通省 津地方法務局

予算面での支援

調査に係る費用
の負担

都市部官民境界基本調査

財政面での支援

人口集中地区、中心市街地など重点的な対応を
行う必要がある地区について、地籍調査の前提と
なる官民境界に関する基礎的な情報を国が整備
津市では平成２６年から実施

都道府県
２５％

国
５０％

市町村
２５％

特別交付税
２０％

（負担分の８割）
実質負担

５％

円滑な実施に向けた検討

地籍調査事業の普及・
促進を図り、地図の重要性
の啓発



平成26年度

香良洲地区 国：都市部官民境界基本調査 Ａ＝１．７３ｋ㎡

平成27年度

香良洲地区 国：都市部官民境界基本調査 Ａ＝１．１０ｋ㎡
雲出地区 国：都市部官民境界基本調査 Ａ＝２．１０ｋ㎡
香良洲地区 市：地籍調査事業 Ａ＝０．５６ｋ㎡

平成28年度

香良洲地区 市：地籍調査事業 Ａ＝１．１７ｋ㎡
高茶屋・藤方地区 国：都市部官民境界基本調査 Ａ＝０．６７ｋ㎡

平成29年度

香良洲地区 市：地籍調査事業（予定） Ａ＝１．１０ｋ㎡
白塚地区ほか 国：都市部官民境界基本調査（要望中）

平成３６年度末 進捗率６．４５％

進捗率
２．８１％

津市のこれからの地籍調査

進捗率
３．０７％



定例記者会見 平成２８年７月１９日（火）１１時から 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

競艇事業部 競艇事業課 

(電話 ２２４－５１０６) 

競艇事業課長 

渥美 雄二 

 

ＬＡＤＩＥＳ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ 

プレミアムＧＩ第３０回レディースチャンピオンを開催 
 
 平成２８年８月２日から８月７日まで、ボートレース津でプレミアムＧＩ第３０

回レディースチャンピオンを開催します。その内容は、別添資料のとおりです。 



平成２８年７月１９日

プレミアムＧⅠ第３０回レディースチャンピオンを開催



観客動員数のアップ、さらには売り上げのアップに期待！

ボートレース津では、平成２０年３月の開催以来、
約８年５カ月ぶりとなる

プレミアムＧⅠ第３０回 レディースチャンピオンを開催

女子選手限定の
最上位グレードレース

オールレディース優勝者と
勝率上位者が出場

女子トップレーサーが
女王の座を競う！

ＳＧに準じる全国発売競走で年４回開催されるプレミアムＧⅠの１つ

プレミアムＧⅠ第３０回レディースチャンピオン

開催期間 ８月２日(火) ３日(水) ４日(木) ５日(金) ６日(土) ７日(日)



５２名のトップレベル女性選手がボートレース津に大集結！

三重支部から
２名出場！

主な出場選手！

全国トップクラス女子選手による競演

3280 垣内清美 4589 塩崎桐加

ドリーム戦出場メンバー

4050 田口節子 4502 遠藤エミ 4530 小野生奈

4387 平山智加 3435 寺田千恵 4123 細川裕子

かきうち きよみ しおざき ひさか

ひらやま ちか

たぐち せつこ

てらだ ちえ

えんどう えみ

ほそかわ ゆうこ

おの せいな



レース期間中、ファン感謝イベントを開催！

皆さまのご来場を
お待ちしています
皆さまのご来場を
お待ちしています



定例記者会見 平成２８年７月１９日（火） 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

政策財務部 広報課 

（電話 ２２９－３３６１） 

広報課長 

福本 充孝 

 
津市プロモーションビデオ「つ・がない世界」 

公開から５日目で再生回数１０万回を突破！ 
 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



公開５日目で再生回数１０万回を突破！

平成２８年７月１９日

津市プロモーションビデオ 「つ・がない世界」



津市プロモーションビデオ 「つ・がない世界」 シーン



１００,０００回突破までの再生回数

２０,０００回
５０,０００回

７０,０００回
８５,０００回

７月１３日
公開初日

７月１４日
公開２日目

７月１５日
公開３日目

７月１６日
公開４日目

Ｙａｈｏｏ！映像トピックス
トップニュースでの配信

Ｙａｈｏｏ！映像トピックス
トップニュースでの配信

新聞各社による
紙面掲載

新聞各社による
紙面掲載

ネットニュース各社
による配信

ネットニュース各社
による配信

平成２８年７月１３日 ９時配信開始

ＦａｃｅＢｏｏｋでの
シェア＆いいね！
ＦａｃｅＢｏｏｋでの
シェア＆いいね！

Ｔｗｉｔｔｅｒによる
ツイート＆リツイート

Ｔｗｉｔｔｅｒによる
ツイート＆リツイート

１００,０００回
突破！

７月１７日
公開５日目

津市ホームページ 津市公式 Ｆａｃｅｂｏｏｋ ＹｏｕＴｕｂｅ

テレビによる
報道

テレビによる
報道

水



主な自治体プロモーションビデオの再生回数

県内
公開

タイトル 再生回数
年月日 期間(日間)

三重県

H27.9.26 297日間 つづきは三重で第１弾 三重Ｕターンサミット 20,996

H28.3.23 118日間 つづきは三重で第２弾 『ミエタカラ』 本編 （ダイジェスト版） 25,350 

H28.5.19 61日間 『ミエタカラ』 総集編 ～泣ける！三重の感動移住系ムービー～ 4,374 

H28.6.13 36日間 三重県観光ＰＲ動画 「柴犬まる大使の ＃三重県の観光大使ですから」 23,100 

四日市市 H28.1.25 176日間 四日市物語 EPISODE1・2・3 7,252

松阪市 H28.3.15 126日間 松阪市観光動画 24,774 

亀山市 H28.5.14 66日間 亀山から全国へプロジェクト 「亀山ＰＶ」 2,875 

平成２８年７月１９日 ＡＭ９時時点

県外
公開

タイトル 再生回数
年月日 期間(日間)

宮崎県小林市 H27.8.26 328日間 移住促進ＰＲムービー “ンダモシタン小林” 1,980,249

大分県
H27.10.4 289日間 【おんせん県】 「シンフロ」 編 フルバージョン 1,290420

H28.6.28 21日間 『別府温泉の男達』 ＣＭ動画フルバージョン 231,930

滋賀県
H28.3.4 137日間 石田三成ＣＭ ＜第一弾＞ 1,263,677

H28.3.26 115日間 石田三成ＣＭ ＜第二弾＞ 508,464

福岡県柳川市 H28.2.7 163日間 柳川市観光ＰＲビデオ SAGEMON GIRLS さげもんガールズ 327310

佐賀県佐賀市 H27.1.29 537日間 佐賀市プロモーションムービー 「W・R・S・B」 （ワラスボ） 268,903

岐阜県関市 H27.9.28 295日間 関市ＰＲムービー 「もしものハナシ」 250,412

福井県 H28.2.10 150日間 『夢叶う、福井県』 （魔法のじゅうたん篇） 127,323



Ｔｗｉｔｔｅｒ・Ｆａｃｅｂｏｏｋに寄せられたコメント

津市、なかなか
やるやん！笑

津市、なかなか
やるやん！笑

すんごい
シュール(笑)

すんごい
シュール(笑)

今度は津市が。
地方動画が
熱いですね～

今度は津市が。
地方動画が
熱いですね～ いったいどうしたっ

ていうんだ津よ…
いったいどうしたっ
ていうんだ津よ…

ほのぼのした
感じが好き!
ほのぼのした
感じが好き!

最初は は？って
思ったけど、最後

まで見て納得

最初は は？って
思ったけど、最後

まで見て納得

吉田沙保里
さんの歌声が
かわいい♥

吉田沙保里
さんの歌声が
かわいい♥

津市のＰＲ
これでいいのか?

津市のＰＲ
これでいいのか?
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