
 

市長定例記者会見事項書 
 

 

         と き 平成２４年８月２９日（水)１１時００分～ 

         ところ 庁議室（市本庁舎４階） 

 

 

○津市液晶モニター等広告放映事業の運用開始について 

 

 

 

 

 

 

 

 

○津市防災アドバイザー制度の創設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成２４年度津まつりの概要について 

 



 

定例記者会見 平成２４年８月２９日（水）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

政策財務部 財産管理課 

（電話２２９－３１２５） 

財産管理課長 

村田 宗秀 

政策財務部 広報課 

（電話２２９－３１１１） 

広報課長 

青山 友理子 

市民部 市民課 

（電話２２９－３１４３） 

市民課長 

南条 弥生 

 
津市液晶モニター等広告放映事業の運用開始について 

 
 本市では、「津市広告掲載要綱（平成１９年津市訓第２号）」を定め、平成１９年度

から市本庁舎や久居庁舎、津リージョンプラザなどの庁舎の壁面をはじめ、広報津や

津市ホームページ、納税通知書送付用封筒などへの広告掲載事業について、積極的に

取り組んでいます。 

 本事業は、本年度新たに、液晶モニターを活用した広告放映事業を実施するもので、

下記のとおり各機器の運用を開始します。 

 

記 

 

１ 新たな事業の概要 

  津市液晶モニター等広告放映事業は、広告放映事業者が、液晶モニター等の機器

の設置、維持管理及び広告放映を行い、市は、これら機器に係る行政財産の使用を

許可し、設置事業者から行政財産使用料の徴収を行います。 

  これにより、あらたな歳入確保を行うとともに、行政サービスの向上及び行政情

報の発信事業といった面で大きな効果が期待できます。 

 

２ 設置機器及び設置箇所 

 ⑴ 液晶モニターの設置個所 

   市本庁舎１階市民課③番窓口付近 

   市本庁舎１階保険年金課窓口付近 

   市久居庁舎１階エントランスロビー 

   榊原自然の森温泉保養館「湯の瀬」エントランスロビー 

 ⑵ 広告及び行政情報の放映を目的とした液晶モニター以外の機器 

  ア 行政情報専用スクリーン及びプロジェクタ 

市本庁舎１階市民ホール 

  イ 市民課受付番号案内表示システム 

市本庁舎１階市民課③番窓口 

 



３ 広告放映実施事業者 

  長田広告株式会社(愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１) 

 

４ 行政財産使用料について 

月額 

（本庁舎＋久居庁舎＋湯の瀬） 
２６４，０００円 

平成２４年度の歳入見込額 

（平成２４年８月～平成２５年３月） 
２，１１２，０００円 

平成２５年度から平成２８年度までの歳入額 

（年額） 
３，１６８，０００円 

 

５ 運用開始にかかるスケジュール 

  平成２４年９月１０日(月)～  行政情報専用スクリーン及びプロジェクタ 

                の運用開始 

  平成２４年９月１０日(月)～  市民課番号案内表示システム運用開始 

  平成２４年９月１８日(火)～  行政情報の放映開始 

  平成２４年１０月１日(月)～  広告の放映開始 

 

６ その他 

 ・市本庁舎１階市民課③番窓口液晶モニターでは、待合の番号案内を表示します。 

 ・行政情報専用スクリーン及びプロジェクタ（市本庁舎１階市民ホール）では、文

字や映像によるイベント情報、各種申請等のお知らせなどの行政情報、並びに津

市の紹介、観光、物産、歴史、交流、施策などシティプロモーションに関する旬

な情報を、随時更新しながら放映します。 



設置箇所のイメージ 

 

 

本庁舎１階市民課③番窓口付近     久居庁舎１階エントランスロビー 

  
 

 

本庁舎１階保険年金課窓口付近     「湯の瀬」エントランスロビー 

  
 

 

本庁舎１階市民ホール 

 



 

定例記者会見 平成２４年８月２９日（水）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

危機管理部 危機管理課 

（電話２２９－３２８１） 

危機管理課長 

伊藤 一公 

 
津市防災アドバイザー制度の創設について 

 

本市では、災害対応力を一層強化するため、平成２４年度及び２５年度を災害対応

力強化集中年間と定め、津波避難対策の推進及び津市地域防災計画の見直し等、防災

対策の推進に取り組んでいるところです。 

このような中、東日本大震災を始めとする大規模災害の教訓等を活かし、防災対策

のさらなる強化を図るために、津市防災アドバイザー設置要綱（平成２４年８月１日

施行）を制定し、外部の有識者を登用する津市防災アドバイザー制度を創設しました。 

津市防災アドバイザーの概要及び委嘱については、下記のとおりです。 
 

記 
 

１ 津市防災アドバイザーの概要 

  津市防災アドバイザーは、高度の学識経験等を有する方から、災害への事前対策

や発生時の対応等について、専門的立場から助言を受けることにより、本市におけ

る防災対策の推進及び災害対応力の向上を図ろうとするものです。 
 

２ 委嘱予定者 

  川口 淳 氏（４６歳、市内在住） 

国立大学法人三重大学工学部工学研究科准教授 

 専門：建築構造学（鋼構造・合成構造）、地震防災 

  ＜主な活動等＞ 

  ・三重大学災害対策プロジェクト室副室長 

  ・津市民防災大学学長 

  ・津市防災こども教室講師 
 

３ 委嘱予定日 

  平成２４年９月１日（土） 
 

４ 任期 

  委嘱日から平成２５年３月３１日まで（再任も可） 
 

５ 主な業務 

⑴ 津市地域防災計画の検討・見直しに係る協力・助言等 

⑵ 津波避難計画作成支援事業の推進に係る協力・助言等 

⑶ 職員研修、防災訓練への協力・助言等 

⑷ その他防災対策の推進に向けた各種事業への協力・助言等 



 

定例記者会見 平成２４年８月２９日（水）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

商工観光部 観光振興課 

（電話２２９－３１７０） 

観光振興課参事 

青木 好巳 

 
平成２４年度津まつりの概要について 

 
 平成２４年度の津まつりの概要が決定しました。 

 今年の津まつりの見所については別紙１のとおり、津まつり全体の内容については

別紙２のとおりです。 

 

 

 



別紙１ 

 

平成２４年度津まつりについて 

開催日：平成２４年１０月６日（土）１０時～２１時 

７日（日） ９時～２１時３０分 

場 所：津市西丸之内、大門、津新町駅前通り、津駅前通り 他 

 

今年の津まつりの見所について 

○津まつり大パレード（７日（日）９時２５分～１６時１２分） 

①和船山車「安濃津丸」（裁判所前１０時３２分出発） 

一日船長に「高橋愛（たかはしあい）」さんを迎えます。 

高橋愛さんは、元モーニング娘。６代目リーダーで現在、ＮＨＫ大河ドラマ「平

清盛」にて、「清盛」の長男「重盛」の妻「経子（つねこ）」役にて出演中です。 

②香良洲町「お木曳き」（裁判所前１０時４２分出発） 

平成２６年の香良洲神社の「式年遷座」に先立ち、平成２５年３月２９日～３

１日に町内を練り歩く「お木曳き行事」（津市指定無形民俗文化財）が行われます。 

この行事をＰＲするため、香良洲地域外で初となるお木曳き行列（香良洲町馬

場区、２５０人）が津まつりに参加します。 

 

○ディズニーパレード（７日（日）１６時～（和船山車「安濃津丸」と同一コース）） 

東京ディズニーリゾートより、「東京ディズニーリゾート・ドリームクルーザーⅡ」

に乗って、ディズニーの仲間たちがパレードします。 

ディズニーパレードは平成２２年にも津まつりに参加しており、その際の津まつり

の観客の反応、警備体制などが東京ディズニーリゾートに大変好評であったため、今

回の参加が実現しました。 

 

○津郷土芸能連絡協議会１０周年記念事業 

 （７日（日）１６時４０分から郷土芸能の集い） 

 今年で、津郷土芸能連絡協議会が創立１０周年を迎えます。 

 本年１０月１３日には記念式典も開催されますが、それに先立ち、津まつりの郷土

芸能の集いにおいて、１０周年の特別事業として、１６の団体による総出の演舞が披

露されます。 

 

○安濃津よさこい 

（６日（土）、７日（日）終日開催。ただし、７日１８時よりファイナルステージ） 

今年も６２の一般参加チームと、ゲストチーム１１の合計７３チーム、約３，５０

０人が６日、７日と津まつり各会場において熱い演武を繰り広げます。 

ゲストチームには昨年度の第２０回YOSAKOIソーラン祭りにおいて１位となるよさ

こいソーラン大賞を受賞し、本年度開催された第２１回では準よさこいソーラン大賞

を受賞した「夢想漣えさし」や、第２１回YOSAKOIソーラン祭りでファイナル優秀賞・

地方賞を受賞した「北海道大学 縁」など、全国レベルのチームなど全国各地より参

加いただきます。 

 また、台湾より「Time for Taiwan（タイム フォー タイワン）」が津まつりにゲ

ストチームとして参加します。「Time for Taiwan」は、台南家斉女子高生５０名で構

成されており、元気いっぱいの演舞を披露します。 



別紙２ 

 

津まつり   とき１０月６日（土）・７日（日） 

今年は、日本最大級の大きさを誇る和船山車「安濃津丸」の１日船長にタレントの「高橋 愛」

さんを迎え、大パレードに登場するほか、フェニックス通り、裁判所前通り、お城西公園、お城

公園、津駅前、津新町通りなど多数の会場で楽しい催しを実施します。 

和船山車は、７日（日）午前10時32分に中央公民館前交差点から出発します。 

なお、今年もディズニーの仲間たちが、ディズニーならではの特別なデザインが施された「東

京ディズニーリゾート・ドリームクルーザーⅡ」に乗って、挨拶をしながらパレードします。 

６日（土） 

フェニックス会場 
・安濃津よさこい他・・・午前10時～午後6時30分 

・市民総踊り 

午後6時30分～午後7時20分 

午後７時40分～午後8時30分 

 

津市まん中広場会場 
・アコースティックライブ 夢屋台・・・午前10時～午後9時 

 

お城西公園会場 
・ステージ 

午後0時～午後8時30分（安濃津よさこい、各種団体の演舞披露） 

 

津中央郵便局前会場 
・安濃津よさこい・・・午前11時30分～午後6時 

 

裁判所前通り会場 
・安濃津よさこい・・・午前10時～午後8時 

 
市内各所 
・山車･みこしなど･･･終日 

 

７日（日） 

国道23号 
・津まつり大パレード（和船山車安濃津丸・みこしパレード・マーチングバンド・時代絵巻・唐人踊り・しゃご

馬・八幡獅子・安濃津よさこい・お木曳きなど）・・・午前10時～午後4時 

 

フェニックス会場 
・フェニックス演舞場（各種団体演舞披露など）・・・午前8時50分～午後4時40分 

・郷土芸能の集い（唐人踊り・しゃご馬・八幡獅子・入江和歌囃子・津高虎太鼓など）・・・午後4時40分～午後

9時30分 

・物産等出店コーナー・・・午前10時～午後5時30分 

 

津市まん中広場会場 
・アコースティックライブ 夢屋台・・・午前10時～午後9時 

 

お城西公園会場 
・ステージ（安濃津よさこい他、各種団体の演舞披露）・・・午前10時～午後9時 

 

津中央郵便局前会場 
・ステージ（安濃津よさこい、各種団体の演舞披露） 

・エンジョイブース・・・午前9時～午後8時30分  

 

 



裁判所前通り会場 
・桟敷席前津まつり大ﾊﾟﾚｰﾄﾞ参加者演舞・・・午前9時25分～午後3時20分 

・ディズニーパレード・・・午後4時スタート（～国道23号 約30分行程） 

・安濃津よさこいパレード・・・午後5時～午後8時30分 

 
中央公民館及び市役所東通り会場 
・各種団体出展・展示・・・午前10時～午後5時 

 

お城公園会場 
・フリーマーケット・・・午前10時～午後4時 

・写真展・・・午前10時～午後4時30分 

・美杉手筒花火・・・午後7時～ 

 

津リージョンプラザ 
・健康まつり・・・午前10時～午後3時 

・人形劇団つくし公演（お城ホール） 

午前10時30分～午前11時30分、 

午後13時30分～午後14時30分（予定） 

 

観音公園 
・世界食品文化市・・・午前10時～午後９時 

 
津駅前及び津新町通り会場 
・安濃津よさこい他、各種団体の演舞披露・・・午前10時～午後4時 

 
市内各所 
・山車･みこしなど･･･終日 

 

※時間･場所は変更する場合もあります。 

 



高橋
た か は し

 愛
あ い

 
                     

1986 年 9 月 14 日（25 歳）Ａ型 福井県出身 153.3cm 

2012 年 NHK 大河ドラマ 

『平清盛』経子役にて出演決定！！！ 

 

2012TOURS ミュージカル『赤毛のアン』 

  8 月 12 日～22 日より ダイアナ・バリー役 



現在のレギュラー  

【ラジオ】 

ＡｍｅｂａＳｔｕｄｉｏレギュラー生番組「女子力♥cafe」隔週水曜 22:00～23:00 

 

テレビドラマ 

’02.01.02 TBS系 はいからさんが通る かすみ 役  

’02.09.02 TBS系 こちら本池上署 第 9回 ゲスト出演・田宮志帆 役  

’04.01.10 NHK教育テレビ ドラマ愛の詩 「ミニモニ。でブレーメンの音楽隊」  

第1回 - 第4回「現代」 主演・栗村ちよの 役  

’06.01.02 テレビ東京系 新春ワイド時代劇「天下騒乱〜徳川三代の陰謀」 和子役  

’08.08.01 日本テレビ系 開局55年記念番組「ヒットメーカー 阿久悠物語」）ミー（未唯）役  

’09.01.08～’09.03.12  NHK ドラマ8「Q.E.D. 証明終了」 主演・水原可奈役  

’10.01.15、02.12、03.19 フジテレビTWO 半分エスパー 第1話、第5話、第10話 スペシャルゲスト  

’10.09.17～10.01  フジテレビ 韓流α 「アクシデント・カップル」）日本語吹き替え・ハン・ジス役 

’11.02.14 BS-TBS 「恋チョコ」第1話・文菜の場合 主演・文菜役 

’12.06.17 NHK大河ドラマ「平清盛」 経子役 

舞台、ミュージカル  

’01.02.05～’01.02.06 モーニング・タウン ＠青山劇場 

’03.05.31～’03.06.29 江戸っ娘。忠臣蔵 ＠明治座    

’04.05.29～’04.06.01 HELP！！ 熱っちい地球を冷ますんだっ。 ＠中野サンプラザ 

’06.08.01～’06.08.27 リボンの騎士 ザ・ミュージカル ＠新宿コマ劇場 

’08.08.06～’08.08.25 シンデレラ the ミュージカル＠新宿コマ劇場 

’09.06.07～’09.06.14 おじぎでシェイプアップ！ ＠ル・テアトル銀座 (高橋、亀井、道重、田中) 

’10.06.11～’10.06.20 ファッショナブル ル・テアトル銀座  【（06.25～.06.27）シアターBRAVA】 

’10.09.10～’10.09.16 朗読劇 私の頭の中の消しゴム ＠天王洲銀河劇場 

’11.05.18～’11.05.31 喜劇「ハムレット」悲劇?「ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ」 

＠さくらホール（オフィーリア役） 

’11.11.27～’11.12.24. 帝国劇場 100周年記念公演『ダンス･オブ･ヴァンパイア』＠帝国劇場 

 （サラ役） 

 ’12.01.07～’12.01.12 『ダンス･オブ･ヴァンパイア』 ＠梅田芸術劇場メインホール（サラ役） 

 ’12.03.03～’12.03.11『ラ･パティスリー』 ＠サンシャイン劇場（森沢夏織）役 

 ’12.08.12～’12.08.22『2012TOURS ミュージカル 赤毛のアン 』（ダイアナ・バリー役） 

 ’12.09.12～’12.09.23『ハイスクール歌劇団★男組』 出演決定！ 

’13.03.1～’13.03.20『ウェディング・シンガー』（ジュリア役） 出演決定！ 

 

 



★音楽活動暦★ 

 

■2001年 『モーニング娘。LOVEオーディション２１』にて第 5期メンバーとして選ばれる。 

（5期メンバー：紺野あさ美、小川真琴、新垣里沙） 

■2003年 4月 ミニモ二。に参加。 

■2006年 GyaOオリジナルドラマ『道徳女子短大エコ研』のソロ主題歌「夢から醒めて」を歌う。 

■2007年 6月 1日 モーニング娘。6代目リーダーに就任。 

■2008年 6月 Hight-Kingに参加。 

■2009年 4月 1日 ハロー!プロジェクトのリーダーに就任。 

■2011年 9月 30日をもって、モーニング娘。およびハロー!プロジェクトを卒業。 

■2012年 5月 23日 ジャネット・ケイ カバーアルバム『アイドル KAY』に参加。 

 

★卒業後の活動★ 

2011年 9月 26日より地元・福井の『ふくいブランド大使』に就任。 

福井の素晴しさを広めるために、新聞・雑誌・テレビ等で活動中。 

『月間ウララ』にて、連載を開始。執筆の腕を磨くべく奮闘中。 

以前から目指していた演技の仕事にも力をいれる。 

ミュージカル・舞台・映画・CMなど何でも通用できるよう、以前から大好きな 

宝塚歌劇団、帝国劇場で観劇など、常にアンテナをはりながら日々勉強中。 

特技は、K-POPに関しての知識披露と、 

料理・お菓子作りが好きなのでいつか生かせる日のために創作中。 

お菓子はキッド以上に上手に作れます!!! 

 

 

こちらにも情報があります!!! ↓↓↓ 

 

AmebaBLOG 『I am Ai』 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 アップフロントエージェンシー 

〒106-0044 東京都港区東麻布 1-28-12  

麻布高栄ビル 5Ｆ 

TEL：03-6230-1520  FAX：03-6230-1521 

 担当：常盤・辺見 

 

 



報道関係各位

2012年7月20日

株式会社オリエンタルランド

「津まつり」参加について

「東京ディズニーリゾート」からミッキーマウスやミニーマウスをはじめとした、ディズニーの

仲間たちが、夢と魔法を届けに、三重県津市で開催される「津まつり」に参加します。

「津まつり」では、ディズニーの仲間たちが、ディズニーならではの特別なデザインが施され

た「東京ディズニーリゾート・ドリームクルーザーⅢ」に乗って、挨拶をしながらパレードいた

します。

■日　程：10月7日（日）

1時　間：16：00

■場　所：三重県　津市　裁判所前会場～松菱手前

※パレードは悪天候等の理由により中止、一部内容変更の可能性があります

■主　催：株式会社オリエンタルランド

協　賛：NTTドコモ

※　NTTドコモは、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

※パレードは悪天候等の理由により中止、一部内容変更の可能性があります。

（写真）東京ディズニーリゾートドリームクルーザーⅡ　　　◎Disney

※画像はイメージです

本件に関する報道関係の皆さまのお問い合わせ先 

株式会社オリエンタルランド　広報部　TEL　O47【305－5111 
一般の方のお問い合わせ先 

東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター　0570－00－8632 
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