
平成２６年２月６日 

白山消防署一志分署の 
移転整備 



２ 安全で安心して暮らせるまちづくり 
 ２－１ 安全なまちづくりの推進 
  第３項 消防力の充実 
    (1) 消火・救助体制の充実 
       ② 消防施設・車両の充実 
         消防庁舎の建て替え 

総合計画・都市マスタープラン・第二次津市消防力整備計画における位置づけ 

津市総合計画後期基本計画 
第６章 地域別（エリア）構想 
 ７ 中部エリア 
  ７－２ エリアづくり方針 
   (4) 都市防災・防犯の推進 
      □ 消防・救急対策の充実 
       一志分署の整備を検討 

津市都市マスタープラン 
 

総合計画・都市マスタープラン     第二次津市消防力整備計画 

老朽化した庁舎 → 建替・移転整備、地域間の格差を是正 
消防の活動拠点として必要なスペースと機能を備える 
ユニバーサルデザインやバリアフリーの観点を踏まえる 
環境に配慮する 

調査・設計 

概算日程 
（案） 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度以降 

運用開始 建設工事 

第２部／第１章／第２節 消防施設の整備 



竣工年月 昭和４９年６月 
構   造 鉄筋コンクリート造 
       ２階建 
延べ面積 ２７４．４５㎡ 

老朽化が著しい 
庁舎が狭い 

●消防の拠点施設として活用できない 
●消防団活動に必要なスペースが無い 
●他地区の庁舎に比べ格差が大きい 

クラック 

剥離した天井 

クラック 

白山消防署一志分署の現状 

概要 



敷地を有効に活用 → 鉄骨造２階建て   
活動拠点施設として必要な広さを確保 
消防団活動に必要な場所を確保 
 （延べ床面積 約８００㎡） 
駐車場を一志体育館と共用 
 （敷地面積 約５，０００㎡） 

地質調査委託料    約２００万円 
設計委託料     約２，８００万円 

庁舎配置（案） 

建設候補地航空写真 

庁舎設計コンセプト 

平成２６年度当初予算案計上額 

新一志分署の概要（案） 

一志体育館 
西側市有地 

建設候補地 

一志総合支所 

伊
勢
自
動
車
道 



建設候補地と一志町内各地区との距離・地区別人口 

建設候補地 

幹線道路に近く、 

！ 短時間で現場 
到着が可能 

！ 管外への応援 
が容易 

効果的な災害対応 
ができる場所 

一志地域の人口 
15,255人 



建設候補地周辺の公共施設・商業施設 

建設候補地 

                         など 
       人の集まる場所に近い場所を建設候補地として選定 

住宅街 公共施設 商業施設 

現在の一志分署 



平成２６年２月６日  

消防力の整備 

消防車両を大幅に更新 
～消防力のさらなる強化に向けて～ 



津市総合計画後期基本計画及び 
第二次津市消防力整備計画に基づき、更新整備を実施 

津市の消防車両等の更新 

「常備消防車両更新基準」に基づき、車両の種別によって 
１０年～２０年経過した車両を対象に更新 

津市消防 （常備消防） 

津市消防団 （非常備消防） 

常備消防との車両使用頻度の差や地域特性を考慮しな
がら更新年限を設定し、計画的に更新 



地域の元気臨時交付金（地域活性化・雇用創出臨時交付金） 

経済対策で追加される公共投資の地方負担が大規模であり、予算編成の遅延という異例の
状況の中で、地方の資金調達に配慮し経済対策の迅速かつ円滑な実施を図るため、今回 
限りの特別の措置として、国の平成２４年度補正予算（第１号）において創設 

１兆３，９８０億円 

国の交付金総額 

１０億８，０４７万円 

津市の交付金額 

国の補正予算にお
ける追加公共事業
等の各地方負担額
等をベースに算定 

地方単独事業（建設地方債対象事業に限る） 
 （例） 施設の建設、道路等インフラ整備など 

交付金の使途 

平成２５年度１２月補正において、江戸橋一身田線（江戸橋）架替
事業県負担金（１，０００万円）、津なぎさまち排水路整備事業 
（５００万円）に活用し、残り１０億６，５４７万円を「公共施設整備
基金」へ積立 

本市の対応 

市長記者会見で発表済み事項 

久居中央スポーツ公園内プールのウォータースライダーリニューアル（約１．５億円） 

（仮称） げいのう わんぱーくの整備（約２億円） 

三重短期大学クラブハウスの建て替え（約７，７００万円） 

 



過去３年間の更新状況 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

津市消防 
（常備消防車両） 

更新台数 ７台 ６台 １台 

更新車両 
・水槽付消防ポンプ自動車  
・高規格救急車 など 

・救助工作車Ⅲ型  
・水槽付消防ポンプ自動車  
・高規格救急車 など 

30ｍ級はしご付消防自動車 

総事業費 １億５，０００万円 ２億４，０００万円 ２億１，０００万円 

  
  
  

特
定
財
源 

補助金等 ５，７７１万円 ５，３５３万円 --- 

合併特例債 １，６３０万円 １億３，２００万円 １億８，２１０万円 

過疎債 ８８０万円 １，３７０万円 --- 

津市消防団 
（非常備消防車両） 

更新台数 ７台 ６台 ５台 

更新車両 
・消防ポンプ自動車 
・小型ポンプ付積載車  
  （普通車・軽自動車） 

小型ポンプ付積載車  
（普通車・軽自動車） 

・消防ポンプ自動車 
・小型ポンプ付積載車  
  （普通車・軽自動車） 

総事業費 ４，５００万円 ３，２００万円 ４，３００万円 

  
  
  

特
定
財
源 

補助金等 １，４６０万円 --- ６１３万円 

合併特例債 --- １，８７０万円 --- 

過疎債 ８１０万円 ６６０万円 ２，７５０万円 



消防ポンプ自動車など        台 を更新 

平成２６年度の消防車両等の更新 

地域の元気臨時交付金 と 有利な地方債 を活用 

地域の元気臨時交付金 
（地域活性化・雇用創出臨時交付金）を活用 

広報車、資機材搬送車など        台 を更新 １３ 

合計       を 
一気に更新整備 

１３ 
合併特例債 約９，３００万円 
過疎債    約５，８００万円 

を活用 

事業費２億3,000万円を 
平成26年度当初予算案 

に計上 

整備が遅れていた常備消防
車両を臨時交付金を活用し
て一気に更新 

消防団活動を強化するため、
非常備消防車両を約２年分
一気に更新 

約４，０００万円 

約１億９，０００万円 

津市消防（常備消防車両） 

津市消防団（非常備消防車両） 

！ ２６台 



常備消防車両の更新（地域の元気臨時交付金を活用） 

広報車（４台） 

小型貨物車→資機材搬送車（１台） 

常備消防車両更新計画に基づき、老朽化著しい車両１３台を更新 

地域支援車（８台） 

災害現場での機動性を考慮し、 
４ＷＤタイプの車両に更新 

救助資機材を積載し、 
緊急走行が可能な車両に更新 

地域の防災力向上のための訓練指導等に使用 
災害時、人・物の搬送車両として使用 



非常備消防車両の更新（合併特例債・過疎債を活用） 

消防ポンプ自動車（７台） 

小型ポンプ付積載車 普通車（５台）・軽自動車（１台） 

非常備消防車両更新計画に基づき、老朽化著しい車両１３台を更新 

２０年以上を経過した車両を 
最新型に更新 

約２０年経過した車両を 
最新型に更新 

普通車          軽自動車 



車両更新による効果 

津市消防 （常備消防） 

津市消防団 （非常備消防） 

最新型になり、消防ポンプ等の操作性が向上 
         より迅速な火災活動が可能に 

広報車 ４ＷＤタイプの車両へ更新することにより山間部や
悪路での走破性が向上 

資機材搬送車 救助資機材を、緊急走行でより早く災害現場へ
搬送可能に 

地域住民に対する防火・防災指導等 
災害時の人員や資機材を効率的に搬送 

地域支援車 



第３回ＪＣＡユースクワイアコンサート 
～日本の合唱界の次世代を担う若者が津市に集結！～ 

平成２６年２月６日 



 コンサート開催日時・場所 

第３回ＪＣＡユースクワイアコンサート 

主催 全日本合唱連盟・三重県合唱連盟・朝日新聞社、共催 津市、後援 津市教育委員会 

～歌声で結ばれた絆が未来を開く～ 
 

平成２６年３月２９日(土) 
              開場13:30 開演14:00 

津リージョンプラザお城ホール 
 



１９６２年フィンランド生まれ 
ヘルシンキ大学卒 
シベリウス音学院で合唱指揮を 
学び、フィンランド国内の各種 
合唱団の指揮者として活躍中。 
フィンランド合唱指揮者協会会長 

 

 指揮者 カリ・トゥルネン （Kari Turunen) 

カリ・トゥルネン  Kari Turunen 

Photo: Markku Pihlaja 



 コーラス・キャンプの概要 

日  程 平成２６年３月２５日～２８日（４日間） 

参加者 

全国公募で選抜された１７歳～２７歳の日本の合唱界
の次世代を担う若者４０名 

津市在住１名、津高校出身３名、高田高校在学１名 

会  場 白山総合文化センター しらさぎホール 

宿泊先 猪の倉温泉（白山町佐田） 

しらさぎホール 白山総合文化センター 猪の倉温泉 



日 時 

３月２８日（金）１２時３０分～ 

津市まん中広場 

（津センターパレス南側） 

 公開リハーサル・街角コンサート 

入場無料 公開リハーサル 

街角コンサート 入場無料 

３月２７日（木）１４時～ 

白山総合文化センター 

しらさぎホール 

場 所 

日 時 

場 所 



２月６日（木）から 
市内６カ所で発売開始！ 

 コンサートチケット販売 

全自由席 １，０００円 

岩田楽器（大門）、近藤楽器（大門）、谷楽器（羽所町） 

フミヤ楽器（久居新町）、県文化会館チケットカウンター、 

津リージョンプラザ総合管理事務室  

Ｓａｍｐｌｅ 
Photo: Markku Pihlaja 



 ドキュメンタリー番組の制作・放送 

ドキュメンタリー番組をＤＶＤにして 

コーラス・キャンプ参加者に記念品として配布 

３月２５日～２９日のコーラス・キャンプからコンサートまで

の映像をドキュメンタリー番組として制作・放送 

  ドキュメンタリー番組 
「第３回ユースクワイア～コーラス・キャンプ～」の制作・放送 

 チャンネル 

 放送日    

三重テレビ放送 

平成２６年４月予定 



 全体スケジュール 

とき ところ 内容 

３月２５日（火） 
～２８日（金） 

白山総合文化センター 
しらさぎホール 

コーラス・キャンプ 
 宿泊先：猪の倉温泉 

２７日（木） 
14時00分～ 

白山総合文化センター 
しらさぎホール 

公開リハーサル 

２８日（金） 
12時30分～ 

津市まん中広場 街角コンサート 

２９日（土） 
14時00分～ 

津リージョンプラザ 
お城ホール 

第３回ＪＣＡユースクワイア 
コンサート 

入場無料 

入場無料 


