10.都市空間

１０－（１１）－①久居駅周辺地区都市再生整備事業

副都市核としてふさわしい、にぎわいのある安全・安心に暮らせる
まちづくりを進めるため、国の社会資本整備総合交付金を活用し、
久居駅周辺地区都市再生整備事業を実施
事業対象面積

事業費

１64ha

【財源内訳】

事業期間

平成２７年度
～令和元年度

①

国交付金
合併特例事業債
起 債
一般財源
その他

⑤
⑧

⑧

（仮称）津市久居ホール整備事業

①

１７億１，９８０万円
４４億４，３１０万円
９億５，２８０万円
１０億８，８９９万円
９，６１９万円

③
④

②

市道新町野口線道路改良事業

まちづくり再生支援整備事業

⑦

⑥

久居駅東西口広場・東口駐輪場・
東口駐車場整備事業
久居駅東口防災施設・耐震性貯水槽・
防災備蓄倉庫整備事業

久居交流広場整備事業

（仮称）津市久居ホール整備事業
期 間：Ｈ27年度～R1年度
整備費：57億4,478万円

③

まちづくり再生支援事業
期間：Ｈ27年度～30年度 事業費：150万円

津市久居アルスプラザを核とした周辺地区のにぎわいの創出や活性化
について、地域とともに検討

⑥

市道新町野口線道路改良事業
期 間：Ｈ27年度～R1年度
整備費：5億8,149万円

久居駅東口のロー
タリーまで拡幅され
た市道を、南側県
道まで自転車歩行
者道付道路として
拡幅整備

久居体育館ユニバーサルデザ
久居交流広場整備事業
イン化事業
期 間：Ｈ27年度～29年度
期 間：Ｈ28年度～29年度
整備費：1億7,398万円
整備費：4,861万円
正面出入り口の自動ドア化、トイレ、
久居市民会館跡地に、災害時に一時避難
シャワー室等の改修を実施し、誰もが 場所としても活用できる市民交流広場を整
利用しやすい施設を整備
備

⑤

久居体育館
ユニバーサルデザイン化事業

避難路整備事業

約８３億８８万円

久居総合支所跡地に、久居市民会館
に代わる新たな文化芸術拠点を整備

②

Tsu City

⑦

久居駅東口防災施設・耐震性
貯水槽・防災備蓄倉庫整備事業
期 間：Ｈ28年度～R1年度
整備費：1億1,831万円

④

久居駅東西口広場・東口駐輪場・
東口駐車場整備事業
期 間：Ｈ27年度～R1年度
整備費：9億8,567万円

久居駅東西口広場の再整備に合わせ、久
居駅東口に駐輪場・駐車場を新たに整備

⑧

避難路整備事業
期 間：Ｈ27年度～R1年度
整備費：6億4,654万円

久居駅周辺利用者の災害時におけ
成美地区内の
る支援活動などが円滑に行えるよう、 既設開水路を暗
駅東口に一時避難場所等を整備
渠化し、災害時
における歩行者
の避難路として
活用
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10.都市空間

１０－（１１）－② 変わります！久居駅東口

Tsu City

広報 津 平成29(2017)年12月16日号より
９月１日に前倒して
OPEN！
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10.都市空間

Tsu City

１０－（１１）－③【市長コラム】新しくなった久居のまち～祝生誕３５０年～

令和２年２月１日号 広報津より
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10.都市空間

Tsu City

１０－（１２） － ① 狭あい道路の整備

■狭あい道路整備事業（令和４年度予算 47,000千円）
平成２８年９月より、幅員４ｍ未満の生活道路を着実に拡幅するため「狭あい道路整備事業」を開始しました。建築時等
の敷地後退時に道路拡幅部分を寄附していただける方を対象に、その費用の一部を助成し、市が道路整備を行います。
事業の概要

助成金・報償金の対象事例

■後退部分の用地確保
→ 測量・分筆登記費を助成、報償金を支出し、
市への寄附の促進（12,000千円）
■敷地後退の実施
→ 除却費を助成し、門・塀等を撤去（3,000千円）
■後退部分の整備
→ 市が道路整備（32,000千円）
対象の道路

■ 市が維持管理する次に掲げる道路
○建築基準法第４２条第２項の規定に係る道路
○幅員１．８ｍ以上４ｍ未満の市認定道路
○建物が立ち並んでいる幅員４ｍ未満の道路
敷地後退イメージ図

助成金・報償金の交付実績と道路整備の実績
交付対象（上限額）
測量
分筆

報償金

・道路拡幅用地内にある門・塀等の除却、
水道メーター・排水ます等の移設（５０万円）
※除却等に要する費用の１／２
・全ての道路拡幅用地（１００万円）
※路線価に寄附面積を乗じて得た額の１／２

令和元年度

令和２年度

86件

51件

40件

48件

19件

244件

12,940,000円

7,590,000円

5,747,000円

6,700,000円

2,855,000円

35,832,000円

6件

87件

平成２８～３０年度

令和４年度

事業の推進状況

合 計

寄附延長

寄附面積

2,313ｍ

2,031㎡

平成２８年度

30件

17件

16件

18件

3,978,000円

1,822,000円

1,820,000円

1,827,000円

557,000円

10,004,000円

令和元年度

1,362ｍ

1,151㎡

47件

51件

40件

51件

19件

208件

令和２年度

1,183ｍ

923㎡

12,994,069円

8,630,000円

7,270,000円

9,893,000円

2,309,000円

41,096,069円

令和３年度

1,261ｍ

1,415㎡

48件

25件

43件

30件

3件

149件

令和４年度

447ｍ

290㎡

38,422,683円

33,491,399円 48,134,972円

25,141,383円

7,262,200円

152,452,637円

6,566ｍ

5,810㎡

68,334,752円

51,533,399円 62,971,972円

43,561,383円

12,983,200円

239,384,706円

道路整備費 ・市が道路拡幅用地を整備し、維持管理する
合 計

令和３年度

～

除却費

・道路拡幅用地の測量、分筆（１２万円、３万円）
・所有権以外の権利の抹消登記（５千円）

敷地後退イメージ（国土交通省ＨＰより）

平成３０年度

合 計

（令和４年７月３１日現在） 233
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１０－（１２）－②【市長コラム】セットバック費用を助成します

Tsu City

平成２８年５月1日号 広報津より
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１０－（１３）－① ＪＲ名松線の全線復旧・利用促進①

Tsu City

平成２１年１０月の台風１８号での被災により、家城駅～伊勢奥津駅間（１７．７ｋｍ）で代行バスによる運行が続いていた
JR名松線は、全線運行再開に向けて、津市・三重県・ＪＲ東海の３者で復旧工事を推進してきました。
【復旧箇所の様子（水路整備・軌道整備）】

【復旧事業費および復旧工事状況】
事業名

総事業費

事業実施個所数

水路整備事業
（津市が実施）

約７億５，０００万円

２６

治山事業
（三重県が実施）

約４億７，１００万円

１９

鉄道施設復旧事業
（ＪＲ東海が実施）

約４億６，０００万円

３８

全て完成
平成２８年３月２６日 全線復旧！
平均利用者数（家城駅～伊勢奥津駅間）（ＪＲ東海による）

〔復旧前〕
約９０人／日

〔復旧後〕
約１８０人／日
（Ｈ２８.３.２６～Ｈ２９.３.２５）

運行再開後、延べ６６，０００人が乗車
（Ｈ２８.３.２６～Ｈ２９.３.２５）

全線復旧から５年が経過し、更なる利用促進に向けて行政と市民が一体となり利用促
進に取り組んでいます！
【令和４年度予算 １，５８０千円】
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Tsu City

１０－（１３）－② ＪＲ名松線の全線復旧・利用促進②

●全線復旧後の利用状況
●名松線接続の観光スポット臨時バス運行実績および市営コミュニティバスへの移行
平成２９年度から三多気の桜方面、
また平成３０年度からはミツマタ群
生地への臨時バスを名松線と接続し
て運行しました。令和３年度からは
観光対応コミュニティバスとして観
光スポットの見頃に応じて運行して
います。

年度

臨時バス利用人数

平成29～31年度

延べ845人

令和２年度

延べ16人※新型コロナにより4日中2日中止、桜まつり 中止

年度

【ミツマタ群生地】

【三多気の桜】

備

令和３年度～

考

観光シーズンのみコミュニティ バスに土日、祝日を追加運行

●名松線利用者無料臨時バス利用実績

※津市調べ
JR名松線
利用人数

無料臨時バス
利用人数

1,510人

835人

10月（2日間）
【アサギマダラ週間】

111人

19人

11月（3日間）
【北畠氏館跡庭園ライトアップ】

700人

400人

4月上旬（2日間）
【桜開花期間（臨時）】

531人

87人

4月～5月（7日間）
【ゴールデンウイーク】

1,248人

627人

年度

期間
5月（5日間）
【ゴールデンウイーク】

Ｈ２９

Ｈ３０

575人

11月（3日間）
【北畠氏館跡庭園ライトアップ】

345人

無料臨時バス
利用人数

1,113人

401人

34人

17人

256人

157人

4月～5月※新型コロナ対策のため中止
【ゴールデンウイーク】

中止

中止

10月（3日間）※新型コロナ対策のため中止
【アサギマダラ週間】

中止

中止

11月（3日間）※新型コロナ対策のため中止
【北畠氏館跡庭園ライトアップ】※行事も中止

中止

中止

期間
4月～5月（7日間）
【ゴールデンウイーク】

Ｈ３１
／
Ｒ１

10月（3日間）※うち1日、台風接近のため中止
【アサギマダラ週間】
11月（3日間）
【北畠氏館跡庭園ライトアップ】

Ｒ２

10月（5日間）
【アサギマダラ週間】

JR名松線
利用人数

年度

263人
227人

※令和３年度以降は臨時バスを津市コミュニティバスと統合して運行します。
桜や紅葉など観光シーズンに土日・祝日を基本に運行します。
●電動アシスト付きレンタサイクル利用実績
名松線全線復旧後、レンタサイクル利用者が急
増し 、観光名所や、森林セラピー®基地の新緑の
癒し の風を感じ ていただいており ます。無料で借
りられる、電動アシスト付き自転車は、名松線降
車後の観光に最適なツールとして大好評です。

＜平成27年10月20日：レンタル開始
年度別

貸出利用実績

H28

H29

H30

1,953人

1,134人

1,010人

平成28年3月26日：ＪＲ名松線復旧＞

R1

R2

R3

870人

674人

597人

R4
（R4.8末現在）

381人

236

10.都市空間

１０－（１３）－③ ＪＲ名松線の全線復旧・利用促進③

Tsu City

行政の取組
■ ＪＲ名松線の魅力発信・ＰＲ活動
○メディアでの情報発信、各種イベントでのＰＲ
○ＪＲ東海、地域関連団体と連携した取り組み
【平成28年度】
・H28.7月 三重テラス（東京）ＰＲ、なぎさまちフェスタＰＲ
・H28.10月 小学生作品展開催
・H29.1月 三重テラス（東京） 第40回つデイ、ローカル鉄道展
イオンモール東員
こんなにあるんだみえの鉄道展ＰＲ
・H29.3月 名松線全線復旧１周年記念イベント開催
金山総合駅（愛知県）名松線沿線魅力ＰＲ
名松線フォトコンテスト表彰式
乗ってお得名松線沿線おもてなし巡り加盟店発足
【平成29年度】
・H29.4月 高虎楽座名松線ＰＲ
・H29.6月 三重テラス（東京） 第45回つデイ名松線ＰＲ
・H29.7月 なぎさまちフェスタＰＲ
・H29.8月 名松線で行く宿題解決プラン・自然満喫プラン開催
・H29.10月 小学校作品展アストプラザ5階にて開催
・H30.1月 三重テラス（東京）岐阜県・三重県共同ローカル鉄道展
久居農林高等学校名松線弁当レシピコンテストを開催
・H30.2月 金山総合駅（愛知県）、松阪市武四郎まつりＰＲ
・H30.3月 名松線全線復旧２周年記念イベント開催
名松線俳句・絵葉書コンテスト作品展を開催
久居農林高等学校考案の名松線弁当一般解禁
【平成30年度】
・H30.4月 春の美杉満喫ツアーを開催
・H30.6月 三重テラス（東京） 第54回つデイ名松線ＰＲ
・H30.7月 なぎさまちフェスタＰＲ
・H30.7月～8月 名松線で行く！宿題解決と自然満喫プラン開催
・H30.10月 鈴鹿市F-1グランプリＰＲ、小学校作品展開催
・H30.11月 秋の美杉スポーツプラン（硬式テニス体験）
・H31.1月 イオンモール津南 津市美杉町フェア「おこしなして」PR
金山総合駅（愛知県）名松線沿線魅力ＰＲ
・H31.3月 名松線全線復旧3周年記念イベントを名松線を守る会と共催
【令和元年度】
・R1.7月
なぎさまちフェスタＰＲ
・R1.8月
名松線で行く！宿題解決と自然満喫プラン
・R1.9月
金山総合駅（愛知県）名松線沿線魅力ＰＲ
・R1.10月 鈴鹿市F-1グランプリＰＲ、小学校作品展開催
水都おおさか森林の市2019にて名松線及び美杉地域をＰＲ
・R1.12月 美杉まるごと大集合ＰＲ

・R2.3月

鈴鹿市F-1ファン感謝祭にてＰＲ（新型コロナの影響により中止）
全線復旧4周年記念ウオーク（新型コロナの影響により中止）
刈谷ハイウェイオアシスＰＲ（新型コロナの影響により中止）
【令和２年度】
・R2.8月
名松線で行く！宿題解決と自然満喫プラン（新型コロナの影響により中止）
【令和３年度】
・R3.4～6 名松線写真パネル展示（三重県庁舎、松阪市庁舎）

■ パーク＆ライドの運用（Ｈ27.7.21～）
一志庁舎と白山庁舎の駐車場の一部を名松線利用者駐車場（無料）として開放

■ レンタサイクルの運用（H27.10.20～）
名松線利用者の美杉町内移動の利便性向上のため、町内3か所でレンタサイクルを無料貸出
【美杉庁舎】【伊勢奥津駅前】【道の駅美杉】
また、令和３年度からは白山町地内家城駅周辺にもレンタサイクルポートを設置

■ 無料臨時バスの運行（H28年度～）
ゴールデンウイーク、アサギマダラ観賞期間（10月）、北畠氏館跡庭園ライトアップ（11月）
等に合わせて、伊勢奥津駅前等から観光地へ無料臨時バスを運行
令和３年度のコミュニティバス再編に合わせ、観光シーズンの無料バスをコミュニティバス
と統合して運用を開始

■ ＪＲ東海との主な連携
・H30.2月 金山総合駅（愛知県）名松線沿線魅力ＰＲにて制服着替え記念撮影
・H30.3月 名松線全線復旧２周年記念イベント
俳句コンテスト入賞作品を名松線車内でアナウンス
・H30.7月～8月 名松線で行く！宿題解決と自然満喫プラン
制服着替え記念撮影と名松線クイズ大会
・H31.1月 金山総合駅（愛知県）名松線沿線魅力PRにて制服着替え記念撮影及び模擬体験
・H31.3月 名松線全線復旧３周年記念イベント
開催に実施協力。制服着替え記念撮影及び模擬体験等
・R1.5月
伊勢奥津駅にてＪＲさわやかウオーキングを開催（初開催、ＪＲ主催）
・R1.8月
名松線で行く！宿題解決と自然満喫プラン
名松線クイズ大会と制服着替え記念撮影等
・R2.11月 伊勢奥津駅にてＪＲさわやかウオーキングを開催（ＪＲ主催）
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１０－（１３）－④ ＪＲ名松線の全線復旧・利用促進④

Tsu City

市民団体の取組
■名松線を守る会
景観整備（沿線の竹の伐採：2回実施）、ＰＲ活動
名松線無料臨時バスに運行に合わせてパンフ配布
美杉沿線駅花苗植栽（H28～）
美杉中学生と連携した美杉沿線花苗植栽及びフジバカマ畑保全（H28～）
・H28.3.26
名松線開通80周年・全復旧記念事業
・H28.7.24
つディ（三重テラス）にてＰＲ
・H28.10.29
ぷららてんま（大阪）にてＰＲ
・H29.3.19
オアシス２１（愛知）にてＰＲ
・H29.3.26
ＪＲ名松線全線復旧1周年記念イベント
・H29.10.28
高野尾花街道朝津味にてＰＲ
・H29.11.21
ぷららてんま（大阪）にてＰＲ
・H30.3.21
美杉まるごと大集合（金山総合駅）にてＰＲ
・H30.3.25
ＪＲ名松線全線復旧２周年記念ウォーク
・H30.7.27～28 名松線宿題解決プラン参加者お出迎え、お見送り
・H30.8.5
美杉なぁなぁまつりにてＰＲ
・H30.8.12
名松線宿題解決プラン参加者お出迎え、お見送り
・H30.10.7
津まつりにてＰＲ
・H30.10.20
ぷららてんま（大阪）にてＰＲ
・H30.10.28
森林の市（大阪）にてＰＲ
・H31.1.14
イオンモール津南にてＰＲ
・H31.3.24
名松線全線復旧3周年記念イベント開催
・R1.5.25
ＪＲ東海さわやかウオーキングに協力
・R1.8.2～3
名松線宿題解決プラン参加者お出迎え、お見送り
・R1.8.8
三重県内高校生新聞部の名松線取材に対応
・R1.10.13
津まつりにてPR
・R1.10.27
森林の市（大阪）にてＰＲ
・R1.12.14
ぷららてんま（大阪）にてＰＲ
・R2.3.27～28 【中止※】伊勢奥津駅～ミツマタ群生地間無料ピストンバス
・R2.3.29
【中止※】名松線ウオーク
・R2.8.1～2
名松線親子ツアー
・R2.10.17～18 名松線アサギマダラ観賞ツアー
・R2.11.14～15 名松線紅葉周回バス運行
・R2.11.29
ＪＲ東海さわやかウオーキングに協力
・R3.7.23～24 名松線親子ツアー
・R4.3.26～27 名松線ミツマタウオーク、桜巡りバス実施
・R4.7.23～24 名松線親子魚つかみツアー

■北畠氏館跡庭園ライトアップ実行委員会（H28年度～）
・毎年11月 北畠氏館跡庭園ライトアップ事業にて名松線無料臨時バスと連携
・R2年度【新型コロナの影響で中止】
・R3年度【新型コロナの影響で中止】

■津市観光ボランティアガイド・ネットワーク協議会
・H27年度 ＪＲ名松線復旧記念ウォークを10回開催
第1回 ～ 第10回 参加者合計 810人
・H28年度 名松線で巡る一志・白山・美杉のいいとこ発見
名所旧跡ガイドとして全５回協力（８月～１２月まで）
・H29年度 沿線ええとこめぐり 全６回
・H30年度 沿線ええとこめぐり 全６回
・R1年度
沿線ええとこめぐり 全６回
・R2年度
沿線ええとこめぐり 全６回(新型コロナの影響で1～3回中止)
・R3年度
沿線ええとこめぐり 全６回

■竹原地域活性化協議会
・H30.11.25 ちどりの里15周年感謝祭（伊勢竹原駅にて名松線利用客をおもてなし）

■八知地区活性化協議会
・H30.3.月～毎年3月
名松線全線復旧記念イベントを開催（伊勢八知駅）
・R2年度【新型コロナの影響で中止】

■太郎生地域づくり協議会
・毎年10月 名松線で『あさぎまだらに出会うツアー』 開催
（H28年スタート）

■多気の郷元気づくり協議会
・Ｈ29.11月 名松線無料臨時バス運行日の1日間『おもてなしの宴』

開催

■名松線を元気にする会
・H28.3.26
全線復旧記念イベント
・H28.8.28
伊勢奥津駅からボンネットバスを運行
・H28.9.11
名松線に乗って遊んで楽しんでＮｅｗ体験イベント
・H29.5.21
美杉春の陣(北畠神社コスプレイベント)
・H29.11.19、26 伊勢奥津駅からボンネットバスを運行
・H30.11.18
伊勢本街道奥津宿の陣（伊勢奥津駅からボンネットバス運行、
本街道散策等）
・R1年度
名松線ＰＲグッズを作製し、各イベントにてＰＲ活動を実施
・R2年度
名松線ミニフォトブック第３版を作製しＰＲ
・R3年度
名松線ミニフォトブック第４版を作製しＰＲ

■おこしなして市場
・R1.12.14
・R2.11.29

美杉（うますぎ）市場開催
ＪＲさわやかウオークに合せ美杉市場開催
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１０－（１３）－⑤ 【市長コラム】奇跡の名松線

Tsu City

平成２８年８月１日号 広報津より
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10.都市空間

１０－（１４） 千歳山の整備

Tsu City

平成２０年４月１日、川喜田半泥子の創作の地として、また、藤堂藩ゆかりの地として歴史深く、市街地にまとまって緑が残された貴重な地
でもある千歳山の寄附を受け、「津市千歳山を考える会」や市民現地視察会の開催等を踏まえ整備の方向性を検討。

【現況図】

ｻﾌﾞｴﾝﾄﾗﾝｽ

岩田池公園のサブエントランス・園路整
備を千歳山への進入路としても活用
（県道久居停車場津線からのアクセス）

【整備の方針】
市街地に残された貴重な自然の保全と、川喜田半泥子が過ごし
た往時を感じる公園として整備
【整備の流れ】

千歳池

水辺空間を活かしたゾーン

千歳池を中心とした豊かな水辺空間を
活かしたゾーンを形成

Ｈ26 千歳山整備基本計画 （決算：3,340千円）
Ｈ27 千歳山整備基本設計 （決算：11,432千円）
Ｈ28 岩田池公園実施設計（サブエントランス）
Ｈ29 岩田池公園不動産鑑定・移転補償積算
Ｈ30 岩田池公園用地買収、実施設計（園路）、地質調査
R1
岩田池公園実施設計（園路整備のための堤体移設）
R2
岩田池公園サブエントランス整備（伐開、造成、雨水排水）
R3～5 岩田池公園工事用道路整備（園路整備のための仮設道路）

歴史的な工作物を活かしたゾーン

本宅跡や千歳文庫など残された歴史的
な工作物等を活かしたゾーンを形成

豊かな自然を保全するゾーン

巨木等の豊かな自然を保全
するゾーンを形成

：整備対象区域
面積：約74,000㎡
（津球場約６個分の広さ）
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１０－（１５） － ① 官民連携事業による中勢グリーンパークの整備

Tsu City

＜事業の経過・今後の流れ＞
【H９～２９年度】市民の健康増進・憩い・交流の場として、平成９年度から総合公園「中
勢グリーンパーク」の整備を開始。計画面積 約28.3ha のうち、第１期、第２期及び第３
期の 約16.2ha のうち一部のエリア（未開園エリア）を除く 約14.5ha を平成２９年度に開園

調査内容

【H２９～R1年度】平成２９年６月に創設された国の交付金が重点的に配分される
Park-PFI制度を活用し、事業可能性調査を実施
・ 内閣府が官民連携導入可能性についてヒアリング調査を実施（H30年2月）
・ 来園者への調査（利用者ニーズアンケート、来園者数） （H30年10月）
・ 先進地事例などの調査研究
・ サウンディング型市場調査（第１回目：R1年5月 、 第２回目：R1年9～10月）
事業の可能性を確認
【R２年度以降】 Park-PFIを活用した未開園エリアの整備開始
Park-PFIを活用した官民連携事業の事業者を募集

（R3年1月21日）

＜公募時に求めた内容＞
「広域的な誘客」、「利用層の拡大」、「一年を通じた賑わいの創出」など、
さらに魅力あふれる公園づくり
【公募対象公園施設】 飲食施設の整備・運営を行う （民設・民営）
【特定公園施設】 管理棟、日陰施設、芝そりゲレンデ、トイレ等の整備を行い、
特定公園施設整備費用の９割かつ1億5,300万円を上限

基本協定の締結 （R4年1月）
特定公園施設に係る建設・譲渡契約の締結 （R4年2月）
事業者による施設整備 （R4年2月～R5年3月）

令和5年4月1日 新たなエリアの開園
中勢グリーンパーク Ｐａｒｋ-ＰＦＩ 事業のねらい
・ 『飲食施設がない』 『日陰が少ない』 『子育て
世代以外の利用が少ない』
という課題を解決して、より魅力的な公園に！
・ 収益施設 （飲食店など） を民間事業者の費用
で、民間事業者が整備する。
・ 公共部分 （日陰施設、管理棟、トイレなど） の
整備費用に、収益施設から見込まれる収益の
一部を充てることで、市負担額の軽減を図る。
【Park‐PFI事業による完成イメージ図】

第１次審査、第２次審査において公募設置等計画を審査し、設置等予定者
（事業者）を決定 （R3年7月13日）
【事業者】 中勢GP未来会議
代表法人 株式会社 宝輪
構成法人 株式会社 浅井農園 、 イケダアクト株式会社
事業者が提出した公募設置等計画を認定

（R3年12月14日）

第１次審査、第２次審査において公募設置等計画を審査

（R3年5～7月）
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１０－（１５）－② 【市長コラム】公園にも民の力を

Tsu City

令和４年２月１日号 広報津より
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Tsu City

１０－（１６）－① 地籍調査の推進①

津市の地籍調査の現状

地籍調査事業の効果

・ 昭和51年度に事業着手（旧美里村）
・ 津市の地籍調査進捗率
年度

令和３年度末

進捗率

4 .9 7 %

※事業対象面積： ６８９．２４㎢

（ 調査済み累計面積：３４.２４㎢）

・ 土地境界をめぐるトラブルの未然防止
・ 登記手続の簡素化・費用縮減
・ 土地の有効活用の促進
・ 各種公共事業の効率化・コスト縮減
・ 災害復旧の迅速化
・ GISによる多方面での利活用 など

・ 現在、河芸町、白塚・栗真等にて実施中
・ 三重県下の地籍調査進捗率 9.76％（全国ワースト2位）
(%)

地籍調査進捗率（令和３年度末）

（出典 ： 国土交通省 地籍調査Webサイト）

津市の取組
Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ26.12

Ｈ28.3

重点整備区域の
設定

津市地籍調査
事業計画の策定

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｈ３１・Ｒ１

モデル事業
Ｈ31.3

津市地籍調査
事業計画の見直し

Ｒ２

実施

・山村境界基本調査
（リモセンデータ整備事業）

・地籍整備の効率化検討業務

モデル事業

実施

・効率的手法導入基本調査
（ＭＭＳ等活用型）
国がＭＭＳ等を活用して官民境界に関
する基礎的情報を整備するとともに、
従来型との検証を行う

R2.1.27～

Ｈ27.1

後期地籍調査推進協議会が始動

地籍調査推進協議会の設立
Ｈ29.4

Ｈ31.4

用地・地籍委調査推進室を新設

用地・地籍調査推進課に組織改編
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１０－（１６）－② 地籍調査の推進②

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８年間で集中実施 ! !
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

津市の地籍調査事業の展開

都市部官民境界基本調査

事業主体：国

決算額(予算額)

官民境界等先行調査
10.88ｋ㎡

事業主体：市

Tsu City

211,329
164,045 155,457

（単位：千円）

117,278

地籍調査事業
調査総面積14.65ｋ㎡
事業主体：市
10.88ｋ㎡

69,833 70,185

3.77ｋ㎡

13,705

繰越

（119,110）

28,030

当該年度

（51,069）

重点区域内の進め方（８ヶ年計画）

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ３

計画全体面積

地籍調査

官民境界等先行調査

津地方法務局調査

既調査済み

26ｋ㎡

3.77ｋ㎡

10.88ｋ㎡

3.57ｋ㎡

7.78ｋ㎡

Ｒ４

津市役所本庁舎

実施場所

◎

雲出・高茶屋地区
平成30年度 着手
平成30～令和２年度
立会（官民境界調査）
令和２年度 完了
香良洲地区
平成27年度 着手
平成27～30年度 立会（一筆地調査）
平成29～令和元年度 閲覧
令和元年度 完了

江戸橋・桜橋地区
令和３年度 着手
令和４年度 立会
（官民境界調査）

白塚・栗真地区
令和元年度 着手
令和２～４年度 立会（官民境界調査）
河芸地区
平成29年度 着手
平成30～令和４年度
立会（官民境界調査）
令和元～２年度
立会（一筆地調査）
令和３年度 閲覧
令和３年度 完了（一筆地調査）
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１０－（１６）－③ 地籍調査ってなあに？

Tsu City

広報 津 平成28(2016)年9月1日号
「シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政」より

事業主体：市

事業主体：市
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１０－（１６） － ④ 【市長コラム】地籍調査を進めます

Tsu City

平成２８年９月１日号 広報津より
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１０－（１７）津駅前北部土地区画整理事業
整備前

概 要
津都市計画事業津駅前北部土地区画整理事業
施行面積
１１５，７４０㎡
事業期間
平成７年度～令和４年度
整備内容
都市計画道路４路線 延長９６２ｍ
公園２箇所 面積３，４９８㎡ 等
公共用地率 施行前 １２．０１％
施行後 ３０．２６％
総事業費
１４８億５千１００万円
（財源内訳）
国費 ３５億６千２９１万円
市債 ２９億８千２４３万円
市費 ８３億
５６６万円
事業の目的
当地区は、県都の玄関口である津駅に隣接する
地区でありながら、道路等公共施設が未整備で、交
通のあい路となっており、密集市街地を形成していま
した。
このため地区内の都市計画道路４路線の整備と、
区画道路、公園等の公共施設を整備し、周辺の土地
利用との整合を図りつつ、都市防災にも充分配慮し
交通の円滑化、宅地利用増進を促進し、安心・安全で
住みやすく健全な市街地の造成を図ることを目的とし
実施しています。
（令和４年

施設整備率約９８．６％ ３月１日現在）

近鉄名古屋線

設計図

津駅

N

１号公園

津駅
アスト津

２号公園

整備前の状況
狭あい道路と老朽家屋

整備後の状況
都市基盤の整備
駅前の宅地利用増進
基盤整備の遅れ、狭あい道路や
密集市街地 等の課題解消
日常生活における利便性の向上
及び災害対策

都市計画道路には歩道の設置、電線類の
地中化を行い、安全・安心な交通網を確保

緊急車両通行不可
災害時に被害拡大のおそれ

区画道路の整備

下水道整備の遅れ

総合的な整備の必要性
＝

10.都市空間

Tsu City

大雨時に浸水被害が発生

土地区画整理事業の
実施！！

道路幅員を６ｍとし、上下水道も整備して快適
で安全なまちへと生まれ変わりました 247

10.都市空間

１０－（１８） －① 津駅周辺道路空間検討の取組（令和２年度）

Tsu City

＜津駅周辺道路空間検討会（津駅周辺空間の基本的な方向性の検討）＞
道路法の一部改正により、集約型の公共交通ターミナル（バスタプロジェクト）の導入や、賑
わいのある道路空間の構築など、道路空間の更なる有効活用の可能性が広がったことから、津駅
東口の道路空間について検討を行うことを目的として、令和２年７月に三重県と市で「津駅周辺
道路空間検討会」を設立。交通事業者や経済界からのヒアリングを通じて課題整理等を行い、令
和３年３月、津駅東口の道路空間を主とする基本的な方向性を取りまとめた。
＜検討会の取組経緯＞
●第１回検討会 令和２年７月３１日
キックオフとして開催

津駅周辺空間の基本的な方向性

●第２回検討会 令和２年１０月３０日
津商工会議所や津駅前周辺地権者等の参加のも
と、津駅周辺の道路空間に係る内容はもとより、
地域活性化や防災等、幅広い視点に立った駅周
辺を含めたまちづくり、さらには県都の玄関口と
しての津駅のありかたを議論。
●第３回検討会 令和２年１１月１９日
津駅に関わる鉄道、バス、貨物関係事業者から、
津駅での業務実態や課題を踏まえた津駅及び道
路空間に係るご意見をはじめ、駅周辺の賑わい創
出等に資するまちづくりに関する取組や将来を見
据えた県都の玄関口としての津駅のあり方、さら
には今後の検討の進め方等について議論

検討会の意見をふまえ、「津駅周辺空
間の基本的な方向性」を取りまとめた。
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10.都市空間

１０－（１８） －② 津駅周辺道路空間検討の取組（令和３年度）

Tsu City

＜津駅道路空間検討委員会（津駅周辺道路空間の整備方針の検討）＞
令和３年３月に取りまとめた基本的な方向性を踏まえ、津駅周辺道路空間の整備方針の策定と計画の具体化を目
的とし、令和３年７月に国、県、市で津駅周辺道路空間検討委員会を設立。検討委員会での議論を踏まえ「みえ県
都の顔となり、地域の活力を引き出し災害にも強い空間」の創出に向け、令和４年３月「津駅周辺道路空間の整
備方針」を取りまとめた。今後は関係者と調整のうえ具体化を図っていく。
＜検討委員会の構成＞
●学識者
小野寺一成 三重短期大学教授
中平恭之 近畿大学工業高等専門学校教授
●交通関係者
三重県トラック協会、三重県バス協会
三重県タクシー協会
●経済関係者
津商工会議所、津市観光協会
●行政関係者
国土交通省中部地方整備局三重河川国道
事務所長、三重県県土整備部長、津市都市
計画部長

津駅周辺道路空間の整備方針
～現在の駅周辺空間が形成されて半世紀、新たなステージへ～

＜検討委員会の取組経緯＞
津駅周辺道路空間の整備方針の策定と、計
画の具体化に向けて、 ３回会議を開催。
●第１回検討委員会 令和３年７月１２日
・事例紹介、津駅周辺空間の基本的な方向
性、津駅周辺道路空間社会実験実施概要
説明
●第２回検討委員会 令和３年１２月２４日
・社会実験実施結果報告、津駅周辺の現状
と課題、津商業高校意見発表、津駅周辺
道路空間コンセプト案の検討
●第３回検討委員会 令和４年３月１日
・津駅周辺道路空間の整備方針案の検討

検討委員会の意見を踏まえ、「津駅周辺
道路空間の整備方針」を取りまとめた。
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１０－（１８） －③ 津駅周辺道路空間検討の取組（令和４年度）

Tsu City

＜津駅周辺道路空間再編検討委員会（津駅周辺道路空間の整備方針の検討）＞
令和４年３月に津駅周辺道路空間検討委員会でとりまとめた「津駅周辺道路空間の整備方針」の具体化に向け、将来を見据えた専門的
な知見や地元意見等、幅広く意見聴取を行うことを目的として令和４年７月に国、県、市で津駅周辺道路空間再編検討委員会を設立。
今年度は、県道津停車場線における歩行者の賑わいや滞留空間の強化に向けた津駅道路空間社会実験、津駅周辺における課題・ニーズの
把握のための調査を実施し、当該実験及び調査結果の結果を踏まえ、交通拠点の課題や機能強化の必要性をとりまとめる。
＜検討委員会の構成＞
●学識者
小野寺一成 三重短期大学教授
中平恭之 近畿大学工業高等専門学校教授
●交通関係者
三重県トラック協会、三重県バス協会
三重県タクシー協会、東海旅客鉄道株式会社
近畿日本鉄道株式会社、三重交通株式会社
●経済関係者
津商工会議所女性会、津市観光協会
津駅前通り商店街振興組合、
津駅前ストリート俱楽部
●行政関係者
国土交通省中部地方整備局三重河川国道
事務所長、三重県県土整備部長、津市都市
計画部長、津市建設部長、津市商工観光部長
＜検討委員会の進め方＞
本検討委員会では、専門的な知見等から幅広く意
見聴取を行い、令和4年3月に策定した「津駅周辺道
路空間の整備方針」の具体化を行っていく。
●第１回検討委員会 令和４年７月２９日
・これまでの検討経緯、今年度の検討方針
・津駅周辺道路空間の社会実験実施概要
・津駅周辺の課題・ニーズ調査方法について
●第２回検討委員会 令和４年１２月予定
・津駅周辺道路空間の社会実験実施結果報告
・課題・ニーズ調査結果報告
・津駅西口広場の状況について

令和5年度以降は、津駅周辺道路空間整備の
具体イメージについて検討を実施

今年度の検討内容
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10.都市空間 １０－（１９）－① 中心市街地の未来ビジョンづくり①

Tsu City

津市の中心市街地（大門・丸之内地区）の姿が大きく変わろうとする中
新たなまちづくりに向けてまさに都市計画で中心市街地のビジョンを描く時期が到来
新たなまちづくりに向けて、都市計画の視点から調査分析に取り組み将来像を描く

幅広い調査分析
都市構造を俯瞰した

まちの移り変わりを踏まえ新たな

新たな拠点機能の

大門・丸之内地区の分析

まちづくりへつなげる調査

あり方の検討

エリアプラットフォーム構築、中心市街地の未来ビジョンづくり

居心地が良く歩きたくなる空間形成に向けた取組
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10.都市空間 １０－（１９）－② 中心市街地の未来ビジョンづくり②

Tsu City

津市都市拠点再生推進事業（未来ビジョンの策定、エリアプラットフォームの創設）

令和４年度大門・丸之内地区未来ビジョン策定委員会のイメージ

官民連携による大門・丸之内地区の未来ビジョンを策定し、
エリアプラットフォームが主体となったまちづくりの展開をめざす
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10.都市空間

１０－（１９）－③ 【市長コラム】夢をかたちに

Tsu City

令和４年３月１日号 広報津より
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