
 

市長定例記者会見事項書 
 

 

          日時 平成２５年３月１日（金)１１時００分～ 

          場所 庁議室（市本庁舎４階） 

 

 

○市有施設の津波避難ビル追加指定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○津波避難ビル（市有施設）への地震自動解錠鍵ボックス設置について 

 

 

 



 

定例記者会見 平成２５年３月１日（金）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

危機管理部 防災室 

（電話２２９－３１０４） 

津波対策担当副参事 

竹内 正巳 

 
市有施設の津波避難ビル追加指定について 

 
 大規模地震による津波からの避難対策として、浸水予測地域内の堅牢な市有施設を

津波避難ビルとして追加指定します。 

 その内容は別添資料のとおりです。 

 



市有施設の 
津波避難ビル追加指定について 

平成２５年３月１日 



平成１６年３月に三重県
が発表した津波浸水予
測図（東海・東南海・南海
地震M８．７）に基づく 
津波浸水予測地域及び
その周辺 

平成２４年３月に三重県
が発表した津波浸水予
測図（東海・東南海・南海
地震M９．０）に基づく 
津波浸水予測地域及び
その周辺 

津市地域防災計画（津波対策編）の平成２４年度
修正において、想定する津波の浸水予測の見直し
を行い、津波避難ビルの指定対象地域を拡大 

津波避難ビル指定対象地域の拡大 

これまで 今 後 

※いずれも防潮堤等の施設がないとした場合 



津波避難ビルの追加指定の概要 

指定施設数 
 
 

総床面積 
（避難スペース） 

 
 

３７，６９０㎡ 
（約３７，０００人分の避難スペースを確保） 

 
 

市有施設 １５施設 
 
 

指定年月日 
 

平成２５年３月１日 
 



②栗真小学校 ①白塚小学校 ③一身田小学校 

④養正小学校 ⑤神戸小学校 

津波避難ビルとして追加指定する市有施設の概要 



⑨朝陽中学校 

⑥一身田中学校 ⑧橋南中学校 

⑩香海中学校 

⑦西橋内中学校 

津波避難ビルとして追加指定する市有施設の概要 



⑭津市本庁舎 ⑮津市香良洲庁舎 

津波避難ビルとして追加指定する市有施設の概要 

⑪津リージョンプラザ ⑫津リージョンプラザ 
  立体駐車場 

⑬津市モーターボート 
  競走場 



合計  ３７，６９０㎡ 

  施設名称  所在地  避難場所  面積（㎡）  

1  白塚小学校  白塚町4463  ３階、屋上  1,930 

2  栗真小学校  栗真中山町452  ３階、屋上  1,540 

3  一身田小学校  一身田大古曽355  ３階、屋上  2,670 

4  養正小学校  丸之内養正町14-1  ３階、屋上  1,820 

5  神戸小学校  神戸332-1  ３階、屋上  2,260 

6  一身田中学校  一身田中野880-1  ３階、４階 1,950 

7  西橋内中学校  東古河町7-1  ３階、４階、屋上  3,000 

8  橋南中学校  上弁財町津興2537-4  ３階、４階、屋上  2,560 

9  朝陽中学校  河芸町上野2010  ３階、４階、屋上  2,460 

10  香海中学校  香良洲町128  屋内運動場 屋上  220 

11  津リージョンプラザ  西丸之内23-1  ３階、屋上 2,010 

12  津リージョンプラザ立体駐車場  西丸之内23-1  ３階、屋上 3,660 

13  津市モーターボート競走場  藤方637  スタンド棟：３階、４階 10,400 

14  津市本庁舎   西丸之内23-1  ３階以上 920 

15  津市香良洲庁舎   香良洲町1878  屋上 290 

計 37,690 

津波避難ビルとして追加指定する市有施設の概要 



合計  ３７，６９０㎡ 津波避難ビルとして追加指定する市有施設の概要 
  施設名称  

1  白塚小学校 

2  栗真小学校 

3  一身田小学校 

4  養正小学校 

5  神戸小学校 

6  一身田中学校 

7  西橋内中学校 

8  橋南中学校 

9  朝陽中学校 

10  香海中学校 

11  津リージョンプラザ 

12  津リージョンプラザ立体駐車場 

13  津市モーターボート競走場 

14  津市本庁舎  

15  津市香良洲庁舎  



津波避難ビルの指定状況 

指定済み 
施設総数 

 
 津波避難ビル 

総床面積 
（避難スペース） 

 
 

１２３，０００㎡ 
（１２３，０００人分の避難スペースを確保） 

 
 

６１施設 
 
 

津波避難協力ビルを
含めた総床面積合計 
（避難スペース） 

 
 

平成２５年３月１日現在 
 

１２５，０００㎡ 
（１２５，０００人分の避難スペースを確保） 

 

 



 

定例記者会見 平成２５年３月１日（金）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

危機管理部 防災室 

（電話２２９－３１０４） 

津波対策担当副参事 

竹内 正巳 

 
津波避難ビル(市有施設)への地震自動解錠鍵ボックス設置について 

 
 大規模地震による津波からの避難対策として、津波避難ビル（市有施設）への地震

自動解錠鍵ボックスを設置しました。 

 その内容は別添資料のとおりです。 

 



津波避難ビル（市有施設）への 
地震自動解錠鍵ボックス設置について 

平成２５年３月１日 



地震自動解錠鍵ボックス設置の目的 

鍵を管理する市職員や近隣住民の 
皆さん自身が被災、もしくは交通事情
等による対応（施設解錠）の遅れ 

これまでの解錠方法に加え、夜間・休日閉鎖されて
いる施設を対象に地震自動解錠鍵ボックスを設置
することで、速やかに施設を解錠し、避難が可能 

鍵を管理する指定された市職員や近隣住民の
皆さんが、津波警報の発表とともに施設を解錠 

現在 

様々な人的 

リスク回避＋二重対策 

リスク 



！ 

！ 

地震自動解錠鍵ボックスの機能 

震度５弱以上の 
地震の揺れを感知し 
自動解錠 

電力が丌要な 
機械式装置のため 
停電時でも作動 

扉開放後、約１分間 
ゼンマイ式防犯ベル 
が鳴動 

！ 



設置イメージ 

手巻き充電式 
防災用ラジオ 
（ライト付き） 

施設の鍵 

軍手 

ゼンマイ式 
防犯ベル 

地震自動解錠 
装置本体 

地震自動解錠鍵ボックス内の装備品 



地震自動解錠鍵ボックス設置済み施設 

香良洲小学校 

  設置済み施設（計１７施設） 所 在 地 

1  北立誠小学校  江戸橋一丁目30 

2  南立誠小学校  桜橋二丁目39 

3  敬和小学校  中河原445 

4  修成小学校  修成町9-1 

5  育生小学校  下弁財町津興1350 

6  藤水小学校  藤方1627 

7  雲出小学校  雲出本郷町1164 

8  豊津小学校  河芸町一色1680 

9  香良洲小学校  香良洲町2190-1 

10  橋北中学校  桜橋二丁目38-1 

11  東橋内中学校  中河原356-2 

12  敬和公民館  寿町21-22 

13  贄崎地区防災コミュニティセンター  港町1-23 

14  たるみ作業所分場まつぼっくり作業所  香良洲町5722 

15  香良洲歴史資料館（若桜会館）  香良洲町6320 

16  川口ポンプ場  香良洲町3763-1 

17  掘割ポンプ場  香良洲町3953-3 

３６６万５千円 
（税含む） 

  

事業費（１７施設分） 

Ｈ２４年１２月１３日
～Ｈ２５年２月１４日   

事業期間 



  施設名称 所 在 地 

1  白塚小学校  白塚町４４６３ 

2  栗真小学校  栗真中山町４５２ 

3  一身田小学校  一身田大古曽３５５ 

4  養正小学校  丸之内養正町１４－１ 

5  神戸小学校  神戸３３２－１ 

6  一身田中学校  一身田中野８８０－１ 

7  西橋内中学校  東古河町７－１ 

8  橋南中学校  上弁財町津興２５３７－４ 

9  朝陽中学校  河芸町上野２０１０ 

10  香海中学校  香良洲町１２８ 

関係予算（１０施設分） 
【事業用備品費】 

  ２５０万円（税含む） 

平成25年度地震自動解錠鍵ボックス設置計画施設 
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