
T s u C i t y

１４－（１）－① 津市産業・スポーツセンター①14.スポーツ・文化

2017年１０月１日ＯＰＥＮ！津市に新たなスポーツ＆コンベンション施設が誕生！

施
設
概
要

■所在地 三重県津市北河路町１９番地１
■構成施設 サオリーナ 三重武道館

メッセウイング・みえ
■規 模 敷地面積 95,019㎡

建築面積 24,320㎡
延床面積 29,171㎡

事
業
経
過

平成23年 屋内総合スポーツ施設基本計画
基本設計、地質調査

平成24年 用地取得、埋蔵文化財調査
平成24～25年 実施設計
平成25～27年 駐車場整備
平成27～29年 施設建設工事、緑地整備

(契約金額)

総
事
業
費

■約１４９億円
本体建設工事 約 129.2億円
工事監理委託等 約 1.2億円
設計費等 約 2.4億円
用地取得費 約 5.6億円
駐車場整備費 約 4.3億円
緑地整備費等 約 3.0億円
備品等購入費 約 3.0億円

■財源
合併特例事業債 約 132.9億円
一般財源等 約 15.8億円

入札1回目

H25.8

入札2回目

H25.11

入札3回目

H26.5

入札4回目

H26.12

本体建設工事予定価格の推移及び契約金額

資材単価・労務単価の上昇

不調 不調

不調

(予定価格) (予定価格)

(予定価格)

落札

127.3億円

(契約金額)

※Ｈ27.5変更契約 最終契約金額129.2億円

84.0億円 84.0億円

118.5億円
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T s u C i t y

◆施設周辺整備状況

◆施設外観

１４－（１）－② 津市産業・スポーツセンター②

・施設外周に幅３ｍ、全長約１．２ｋｍ
のランニングロードを整備

・足にやさしいゴムチップ舗装
・午前６時３０分～午後１０時まで
無料で利用可能

ランニングロード

・メインアクセス道路（北河路橋安
東小学校線）を４車線化

・外周３路線の整備を実施
・南河路バス停とのアクセス向上の
ため、北河路橋歩道整備を実施

アクセス道路等

１，８４８台分の大型駐車場を整備
（内訳）
一般駐車場 １，８２５台
障がい者兼おもいやり駐車場 ２１台
おもいやり駐車場専用 ２台

大規模イベントにも対応可能

駐車場のみでも貸出可能

駐車場

◆施設内観

14.スポーツ・文化
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１４－（１）－③ 津市産業・スポーツセンター③14.スポーツ・文化

◆施設詳細

⾯積（㎡） 収容⼈数 備考

3,231 4,000

縦39.7m×横81.4m（2分割、3分割可）
 A 1,099㎡（縦39.7m×横27.7m）
 B 1,071㎡（縦39.7m×横27.0m）
 C 1,139㎡（縦39.7m×横28.7m）

72 42 縦6.6m×横11.0m

63 36 縦6.6m×横9.6m

205 150 縦15.7m×横13.1m

148 60 縦10.6m×横14.0m

96 16 縦6.8m×横7.6m 縦6.8m×横6.6m

113 226 縦4.4m×横25.9m

27 10 縦6.1m×横4.5m

20 8 縦4.5m×横4.5m

⼤研修室

メッセウイング・みえ

展⽰場

１F中研修室

2F中研修室

会議室

特別会議室

ギャラリー

商談室（⼤）

商談室（⼩）

⾯積（㎡） 収容⼈数 備考

1,399 180
縦37.2m×横37.6m×天井⾼4.2m（2分割可）
床︓フローリング
照明︓LED 1,000Lx

847 120 縦22.3m×横38.0m×天井⾼4.85m（射場）

三重武道館

柔剣道場

⼸道場（近的10⼈⽴）
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⾯積（㎡） 収容⼈数 備考

3,174 4,000

縦69m×横46m×天井⾼15m（2分割、3分割可）
観客席︓3,054席（固定2476席、可動546席、⾞椅⼦32席）
床︓フローリング、耐荷重5ｔ/㎡
照明︓LED  1,500Lx
光ダクト︓⾃然採光システム
マルチディスプレイ︓縦3.5ｍ×横6.0ｍ

来賓控室 21 7 縦2.7ｍ×横7.6ｍ

主催者控室 21 7 縦2.7ｍ×横7.6ｍ

放送室 24 8 縦3.2ｍ×横7.6ｍ

救護室 24 8 縦3.2ｍ×横7.6ｍ

控室 100 54 縦17.7ｍ×横5.7ｍ（3分割可）

多⽬的室 61 30 縦10.7ｍ×横5.7ｍ  ２室  （3分割可）

1,702 490

縦46m×横37m×天井⾼13m（2分割可）
観客席︓478席（固定468席、⾞椅⼦10席）
床︓フローリング
照明︓LED 1,000Lx

1,024 340 縦13.3ｍ×横77.0ｍ

826 144 縦35.6ｍ×横23.2ｍ

332 50 縦12.5ｍ×横26.6ｍ

157 50 縦15.4ｍ×横10.2ｍ（2分割可）

85 25 縦6.7ｍ×横12.7ｍ

屋内プール

サオリーナ

メインアリーナ

諸
室

サブアリーナ

アスリートモール

トレーニングルーム

フィットネススタジオ

フリーウェイトルーム



T s u C i t y

１４－（１）－④ 津市産業・スポーツセンター④14.スポーツ・文化

種目 規模 開放日/月
卓球 20台 ６日間程度

バドミントン ８面 ６日間程度
バレーボール
（ソフトバレー）

1面
(4面)

３日間程度

◆ 個人利用（一般公開 メインアリーナ）

一般公開日
毎月16日号の広報津＆津市産業・スポーツセンターの
ホームページに掲載

料 金
（１ 回）

高校生以上

３１０円
小・中学生

１５０円

◆ 個人利用（スポーツ教室 屋内プール、フィットネススタジオ、三重武道館）

開催状況及び受講料

広報津＆津市産業・スポーツセンターのホームページに掲載

開催場所 内容

屋内プール 大人水泳、水中ウォーキング、シェイプアップアクア、子どもスイミング教室

ﾌｨｯﾄﾈｽｽﾀｼﾞｵ
キッズダンススクール、スローエアロビック、簡単ヨガ、ZUMBA、ピラティス、大人の
ためのバレトン、正しいストレッチとヨガ、フィットネスフラ・フラダンス、体幹アップヨガ、
筋膜リリースヨガ、リフレッシュヨガ、ストレッチポール

三重武道館
柔道教室、剣道教室、空手道教室、弓道教室、なぎなた教室、居合道教室、
太極拳教室
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T s u C i t y

１４－（１）－⑤ 津市産業・スポーツセンター⑤14.スポーツ・文化

開館日 年末年始 （１２月２９日～１月３日）及び臨時休
館日を除く全日

◆ 個人利用（トレーニングルーム、フリーウエイトルーム、屋内プール）

利用時間 午前９時～午後１０時

トレーニングルーム

有酸素運動マシンや
筋力トレーニングマシ
ンを使って、健康づく
り・シェイプアップ・
体力維持・増進！

フリーウエイトルーム

ダンベル、バーベルなどを
用いた、より専門的な筋力
トレーニングマシンで身体
を鍛える！

屋内プール
スイミング・水中ウォーキ
ングなどにより体力維持・
増進！
25ｍ （7レーン）水深 1.1m
幼児プール・ジャグジー併設

スタジオプログラム
エアロビクス
やヨガなどで
脂肪燃焼＆
健康づくり

※１ 定期利用は、高校生以上から利用が可能です。
※２ 小学生以下の方のご利用は、保護者（高校生以上）の同伴が必要です。

トレーニングルーム、フリーウエイトルームは、未就学児の入場はできません。
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　3エリア（①＋②＋③）

⾼校⽣以上からの利⽤

940円 9,420円
　スタジオ・プールプログラム（30分） 310円 3,140円
　スタジオ・プールプログラム（45分） 470円 4,710円
　スタジオ・プールプログラム（60分） 620円 6,280円

　③屋内プール 200円 2,090円 410円 4,190円
　2エリア（①＋② or ②＋③ or ①＋③） 360円 3,660円 730円 7,330円

　②フリーウェイトルーム ⾼校⽣以上からの利⽤ 410円 4,190円

 【個⼈使⽤料⾦】
⼩中学⽣以下（※２） ⾼校⽣・⼀般
1回券 回数券（12回分） 1回券 回数券（12回分）

　①トレーニングルーム 200円 2,090円 410円 4,190円



T s u C i t y

◆津市、三重県、カナダレスリング協会の間で東京オリンピックの事前キャンプの実施に関する協定を締結(2018.12.11)
→カナダレスリング協会 東京オリンピックの１年前キャンプを実施（2019.10.5～10.9）

東京オリンピックの事前キャンプを実施（2021.7.21～8.1）
◆東京２０２０オリンピック聖火リレー実施(2021.4.7) ◆東京２０２０パラリンピック聖火フェスティバル実施（2021.8.15）

１４－（１）－⑥ 津市産業・スポーツセンター⑥14.スポーツ・文化

●専用使用申請手続き ●全国規模スポーツ大会・イベントの開催日程（※）

※平成30年度以降開催の大会等を記載

大会名 日程

ライオンズクラブ国際協会
334複合地区第64回年次大会

平成30年6月3日

三重県法人会連合会 全国大会 令和元年10月2日～3日

第75回日本ＰＴＡ東海北陸ブロック研究大会三重大
会

令和元年10月18日～19日

第60回全国スポーツ推進委員会 研究協議会 令和元年11月14日～15日

国際ロータリー第2630地区大会 令和元年11月16日～17日

第７１回全国人権同和教育研究大会 令和元年11月30日

ココロとカラダをつなぐ kid jazz 音楽劇場 令和3年12月18日

●コンベンションの開催日程（※）

大会名 日程

平成30年度
ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会

平成30年4月1日～4月2日

第３７回全日本クラブ卓球選手権大会 平成30年7月13日～16日

平成30年度全国高等学校総合体育大会 平成30年7月27日～8月12日

ディズニー・オン・アイス 津公演 平成30年9月7日～9日

第28回春の全国小学生
ドッジボール選手権全国大会

平成31年3月24日

平成30年度第19回
全日本中学生バドミントン選手権大会

平成31年3月26日～28日

平成31年春巡業 大相撲津場所 平成31年4月6日

第48回全国高等学校選抜卓球大会 令和3年3月25日～28日

V.LEAGUE DIVISION 2 MEN 津大会 令和4年3月12日～13日

JOCジュニアオリンピックカップ
第30回全国中学校なぎなた大会

令和4年7月22日～25日

U18フットサル全国大会 令和4年8月3日～7日

全国小学生フェンシング選手権大会 令和4年9月3日～4日

全日本バスケットボール大会天皇杯 令和4年10月28日～31日

タクシンスポーツ日本卓球リーグ 令和4年11月16日～20日

第19回全日本レディースバドミントン選手権大会 令和6年12月20日～21日

施設 申請期間

１　国際規模、全国規模又は県規模以上の事業
２　入場料等を徴収する事業
３　国、三重県又は本市の主催又は共催事業

⑴　国際規模、全国規模又は県規模以上の事業

⑵　入場料等を徴収する事業
⑶　市内の産業振興団体の主催又は共催事業

１年前から
１　国際規模、全国規模又は県規模以上の事業
２　入場料等を徴収する事業
３　国、三重県又は本市の主催又は共催事業

半年前から

対象事業

展示場全体を使用
かつ、右記のいずれかに該当する事業

３年前から

１　展示場全体を使用する事業

２　展示場を３分の２以上使用
かつ、右記のいずれかに該当する事業

２年前から

３　国、三重県又は本市の主催又は共催事業
上記以外の事業

メッセウイング・みえ

メインアリーナ全体を使用
かつ、右記のいずれかに該当する事業

３年前から

１　国、三重県又は本市の主催又は共催事業

上記以外の事業

サオリーナ
及び

三重武道館

３　市内の公共的団体の主催又は共催事業
４　市内の保育所、特定地域型保育事業所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校又は義務教育
学校が行う事業（中学校又は義務教育学校のクラブ活動を除く。）
５　三重県武道振興会の主催又は共催事業（三重武道館においておこなわれるものに限る。）

２年前から

４　三重県内に主たる事務所を有し、かつ、三重県内において活動を行う武道振興団体が主催する県
規模以上の事業（三重武道館において行われるものに限る。）

３　指定管理者の主催事業
２　市内の公共的団体に加盟、若しくは構成する団体の主催事業
１　市内のスポーツ振興団体に加盟、若しくは構成団体の主催事業

１年前から

２　市内のスポーツ振興団体の主催又は共催事業
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T s u C i t y

１４－（１）－⑦ 「サオリーナ」をご利用ください！

平成２９年１０月１日号 広報津より

14.スポーツ・文化
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T s u C i t y

大
会
規
模
別
来
場
者
数

H29 H30 R1 R2 R3 R4 小計

全国大会規模 6,540 138,185 13,210 4,200 0 10,150 172,285

ブロック大会規模 5,700 9,420 10,640 110 1,950 9,570 37,390

県大会規模 17,350 32,252 19,980 7,680 16,201 19,800 113,263

市大会規模 6,889 22,105 20,085 5,175 9,960 8,120 72,334

観戦型スポーツイベント 14,091 24,693 4,050 0 1,500 9,050 53,384

コンベンション 11,828 8,850 26,760 2,500 2,765 3,355 56,058

オープニングイベント 7,684 7,684

小計 70,082 235,505 94,725 19,665 32,376 60,045 512,398

合計 188,189 524,130 413,174 238,496 275,794 301,714 1,941,497

一
般
利
用
者
数

H29 H30 R1 R2 R3 R4 小計

サ
オ
リ
ー
ナ

メインアリーナ 3,794 5,482 9,835 9,596 9,229 9,429 47,185

サブアリーナ 8,070 16,122 21,795 19,064 21,524 22,861 109,436

卓球 3,815 6,396 6,243 3,295 3,041 2,903 25,693

バドミントン 2,834 5,239 4,443 2,920 2,871 2,948 21,255

バレーボール 920 1,044 1,435 696 477 453 5,025

屋内プール 28,941 92,074 94,479 63,275 75,646 76,992 431,407

トレーニングルーム 33,771 86,915 91,670 46,534 50,818 51,480 361,188

フリーウエイトルーム 6,948 17,184 18,684 12,462 10,495 7,760 73,533

フィットネススタジオ 11,676 25,533 30,298 22,592 29,273 30,655 150,027

会議室利用等 7,653 6,816 4,687 5,725 4,726 3,208 32,815

サオリーナ小計 108,422 262,805 283,569 186,159 208,100 208,509 1,257,564

三重
武道館

柔剣道場 6,177 18,000 25,144 22,632 24,201 24,456 120,610

弓道場 3,508 7,820 9,736 10,040 11,117 8,704 50,925

三重武道館小計 9,685 25,820 34,880 32,672 35,318 33,160 171,535

小計 118,107 288,625 318,449 218,831 243,418 241,669 1,429,099

（
一
般
公
開
）
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１４－（１）－⑧ 津市産業・スポーツセンター利用実績14.スポーツ・文化

サオリーナ・三重武道館総来場者数 1,941,497人（令和5年1月末現在）



T s u C i t y

１４－（２）－① 国体中止を受けて14スポーツ・文化

国体の中止を受けて

経過

国体の開催に向けて準備した感染症対策用物品につい
ては園・学校等の子どもたちの現場で活用、競技用物品
については各競技団体で使用するなど有効活用を図った。

物品の利活用

国体中止に伴い影響を受けることとなった委託事業者
等を支援するため、支援金制度を創設した。
交付実績 ５７事業者 合計１１，９１０，０００円

事業者への支援

日本スポーツ協会・文部科学省へ中止申入れを発表令和３年８月２１日

令和３年８月２６日 日本スポーツ協会国民体育大会委員会で中止決定

令和３年９月２４日 三重県実行委員会が６年後への国体延期を断念

令和３年８月１７日 三重県が全競技一律無観客を発表

令和３年９月２７日 三重県知事が６年後への延期申請を見送ることを発表
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三重とこわか国体・三重とこわか大会の完全中止が決定

※令和３年１２月末で終了



T s u C i t y

１４－（２）－② 国体中止を受けて～スポーツ振興基金を創設①14スポーツ・文化

国体中止の残予算を将来のスポーツ振興とコロナ対策へ

令和3年9月27日 三重県知事が、6年後延期申請を見送ることを発表

津市は、コロナ禍においても、開催に向け積み上げてきた取組を絶やすことなく促進して
いくため、迅速な対策を講じる

国体中止の残予算（一般財源５億円）

国体・大会に協力いただいた市民、企業、
競技関係者のスポーツ活動を更に促進

コロナ対策を継続していくことが必要

２億５千万円をスポーツ振興へ ２億５千万円をコロナ対策へ

スポーツ振興基金の造成へ
コロナ対策を行っていくため国からの支援の及ばない市
の追加経費に活用
○ワクチン接種の推進や事業支援の体制整備の
ための人件費

○小中学校等のＩＣＴ化に伴う経費
○公共施設の感染防止対策 など
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１４－（２）－③ 国体中止を受けて～スポーツ振興基金を創設②14スポーツ・文化

津市スポーツ振興基金を活用した令和４年度事業
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令和4年度から5年間にわたって年度当たり約5,000万円を活用し、「競技団体の活動を支え
る」、「パラスポーツの活動を支える」、「日常のスポーツライフを支える」という３つの柱を立て、
市内競技団体の活動支援など集中的にスポーツ振興に取り組みます。

①競技団体の活動支援
■年間の基金活用予算 2,800万円
■新規事業 【R5.1.31時点 18団体 交付決定額13,452千円(予算額15,000千円)】
・ジュニアアスリート育成のための継続的な教室、体験会等への支援
・競技力向上のための指導者招聘による講習会等の開催支援
・県外の強豪チーム・強豪選手等との合同合宿や地方大会への遠征支援
・体験会等の開催に必要なスポーツ用具の購入支援

■新規事業 競技スポーツ振興事業補助金
■対 象 津市スポーツ協会に加盟する組織・団体
■補助対象経費 謝金、旅費、宿泊費、スポーツ用具費、施設使用料、消耗品費 など
■補助額 1団体当たり100万円まで（予算の範囲内で交付）

・全国大会等出場報奨金（継続）
【R5.1.31時点 256件 交付決定額5,964千円(予算額13,000千円)】
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１４－（２）－④ 国体中止を受けて～スポーツ振興基金を創設③14スポーツ・文化

津市スポーツ振興基金を活用した令和４年度事業
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②パラスポーツの活動支援
■年間の基金活用予算 200万円
■新規事業 【R5.1.31時点 2団体 交付決定額992千円（予算額2,000千円）】
・ 市内で開催されるパラスポーツ大会等に必要となる審判員、ボランティア、手話通訳などの
謝金や旅費等を支援

■補助事業 パラスポーツ振興事業補助金
■対 象 三重県障がい者スポーツ協会に加盟し、津市を中心に活動している競技団体
■補助対象経費 謝金、旅費、宿泊費、スポーツ用具費、施設使用料、消耗品費 など
■補助額 1団体当たり50万円まで（予算の範囲内で交付）

③日常のスポーツライフの支援（スポーツ施設の計画的な修繕）
■年間の基金活用予算 2,000万円
・ スポーツ施設利用者からの維持修繕を求める声に早期に対応
・ （仮称）スポーツ施設整備計画に基づく計画的な修繕
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１４－（２）－⑤ 【市長コラム】幻の国体が残したもの14.スポーツ・文化

令和４年１月１日号 広報津より
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１４－（３）－① 津市民テニスコート整備14.スポーツ・文化

施
設
概
要

■ 所在地 津市殿村１５０番地
■ 敷地面積 ２２,６９３㎡
■ コート仕様 砂入り人工芝（１２面）
■ 指定管理者 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ
■ 事業費（概算） １０億円
■ 主な利用料金
◇ 個人使用

昼間 高校生以上・一般 240円/2ｈ
中学生以下 120円/2ｈ

夜間※ 高校生以上・一般 160円/1ｈ
（夜間照明含む） 中学生以下 100円/1ｈ

◇ 専用使用 1面につき 480円/1ｈ
夜間照明（追加料金）1面につき 140円/1ｈ
シャワー1人1回につき 100円

※4月1日～8月31日は18時～21時、9月1日～翌3月31日
は17時～21時

令和３年５月１日津市民テニスコートがＯＰＥＮ！

①市内最大の１２面のテニスコート！（これまでは６面が最大）

市内で開催される市民大会が１日、１箇所での開催が可能に！

②駐車台数１８２台！（おもいやり駐車場４台含む。）

③コート中央部に屋根付き見学席を設置 収容人数約４００人！

④管理棟２階に会議室を３室、１階に更衣室・シャワー等を配置！

会議室は全てのコートが見渡せ、大会運営本部としての利用が

可能！

⑤敷地外周部に約５６０mのウォーキングロードを設置！

休憩所・ベンチ等を配置！選手のアップにも利用可能！

●整備のコンセプト

◆施設外観

R4施設利用者数 40,024人（令和5年1月末現在）

（R3施設利用者数 38,977人） ※会議室の利用等も含む。

令和４年度津市民テニスコートの主な大会開催状況

大会日 大会名

4月30日、5月3日 津支部春季大会　中学生学校対抗の部（個人戦/団体戦）

5月4日～5日 市長杯

6月4日～5日 津オープン団体戦

7月2日 全日本選手権三重県予選

8月6日～7日 全日本実業団ソフトテニス選手権大会（男子）

8月22日 三重県高等学校新進ソフトテニス大会

9月3日～4日 津オープン秋季テニス選手権大会（ダブルス）

10月1日～2日 津オープン秋季テニス選手権大会（シングルス）

10月22日 津市民体育大会 330
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１４－（３）－②【市長コラム】トーナメントも楽しめるテニスコート14.スポーツ・文化
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１４－（３）－③ 津球場公園内野球場整備14.スポーツ・文化

◆ 津球場公園内野球場の安全安心な施設環境を整備！

津球場公園内
野球場駐車場

大会等関係者
駐車場

大会等関係者
駐車場

駐 車 場 既存１９４台を５４７台へ増設
【有料駐車場：４８５台】
高校野球三重大会やスポーツ振興団体等が
主催する大規模大会については、観覧者含め
専用駐車場として無料で利用可能！

【大会等関係者駐車場：６２台】
大会・イベント等開催時の関係者駐車場として
リニューアルオープン後も無料で利用可能！

使用区分 使用料

午前7時
～

午後10時

30分まで 100円

30分を超
え15時間
まで

30分ごとに50円
を加算した額
※上限：1,000円

メインスタンド棟

【主な改修概要】諸室照明LED化、空調設備改修、トイレ洋式化、観客席ベンチ改修

内外野スタンド棟
【主な改修概要】
スタンド席改修、前面フェンス嵩上げ（内野のみ）
法面擁壁、ブロック塀改修、鉄扉改修

年 度 事業内容

平成３０年度 長寿命化計画策定

令和元年度 実施設計

令和２、３年度 改修工事

野球場側 ３１７，７５９

駐車場側 ３２６，３２７

■ 事業スケジュール

■ 事業費 （千円）

令和３年７月１日
リニューアルオープン！

令和３年７月１日から津波避難ビルに指定（748人の避難が可能）
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〈指定管理者〉 株式会社ケイミックスパブリックビジネス

▶全国48自治体、71施設の文化施設を管理運営（令和4年4月1日現在）

▶公共文化施設の管理・運営経験とノウハウを最大限に発揮し、運営
サービスを展開

▶平成31年4月から開館準備をはじめとする業務を開始

●本体工事期間等

施設概要
■所 在 地 津市久居東鷹跡町246番地ほか
■階 数 地上3階建て
■延床面積 約6,060㎡
■施設構成 ホール、アートスペース、ギャラリー、

市民サービスコーナー（行政窓口機能）ほか
■事 業 費 57億5,079万円（Ｈ26～Ｒ2年度繰越明許費）

※社会資本整備総合交付金 ８億4,000万円
※合併特例事業債 42億9,150万円
※一般財源 ６億1,929万円

区分 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度

ホール
本体工事

一部駐車場
等整備工事

開館準備

６
月
供
用
開
始

２０２０年２月完成

２０２０年５月完成

経過 概要

①久居駅周辺地区まちづくりビジョン
【H25.2】

久居ふるさと文学館と連携した文化・交流活動
拠点としての整備

②(仮称)津市久居ホール整備基本計画
【H26.4】

施設の基本理念及び求められる機能、事業の
あり方等、基本方針

③有識者委員会による意見書の提出
【H27.3】

施設の規模、機能及び運営方法の考え方等の
重要事項

④設計者の選定 【H27.12】
公募型プロポーザルを実施し、「久米・アポア
共同企業体」を選定

⑤旧久居庁舎解体工事完了 【H29.1】 建設用地の整備

⑥実施設計が完了 【H29.5】 ―

⑦用地取得が完了 【H29.11】
工事費予算の計上 【H29.10】

―

⑧建設工事請負契約の締結 【H30.2】 建築工事、電気設備工事、機械設備工事

⑨管理運営計画の策定 【H30.7】 ―

⑩施設名称の選考 【H30.7】 ―

⑪設置条例の制定 【H30.9】 ―

⑫指定管理者の公募開始【H30.10】 ―

⑬指定管理優先交渉権者の選定【H31.1】
津市久居アルスプラザ指定管理者選定委員会
を踏まえ㈱ｹｲﾐｯｸｽﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽを選定

⑭指定管理者の決定【H31.3】
平成31年第1回津市議会定例会で指定議案が
可決

⑮プレオープン（供用開始）【R2.6】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
当初予定していた６月オープンを１０月に延期

⑯グランドオープン【R2.10】
６月～９月のプレオープン期間を経て、１０月１
日にグランドオープン

●施設の管理・運営

１４－（４）－① 津市久居アルスプラザ①14.スポーツ・文化

月
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン

10

施設の名称については、公募による４２３件の名称案をもとに、（仮称） 津市久
居ホール名称選考委員会が選定した名称案を施設名称として決定！

施設全体の名称 ： 津市久居アルスプラザ
ホール機能の名称 ： ときの風ホール
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１４－（４）－② 津市久居アルスプラザ②14.スポーツ・文化

2020年10月1日グランドオープン

久居東鷹跡町の旧久居庁舎跡地に整備した久居アルスプラザは、旧久居市民会館に代わって、ホールをはじめ、
展示スペースやバンドルーム、カフェ、各種証明書が取得できる市民サービスコーナーなど、多様なニーズに応
える機能を備えた令和の時代の新しい施設です。

実演芸術の振興にとどまらず、あらゆる文化芸術の創造と発信を行い、活動場所を提供することで学びと交流
を促進し、地域の活性化を目指します。さらに、ユニバーサルデザインにも配慮し、誰もが文化芸術に触れるこ
とができる環境づくりを進めます。

所在地 久居東鷹跡町２４６
駐車場 ２７８台
延床面積 約６，０６０㎡

建設費 ５７億５，０７９万円

【開館時間】 ８時３０分～２２時
【休 館 日】 火曜日（休日の場合は翌日以降の平日）、年末年始
【予約方法】 ときの風ホール、アートスペース、ギャラリーは使用したい

月の１２カ月前の月の初日から、その他の諸室は６か月前の
月の初日から久居アルスプラザ（電話２５３－４１６１、

ＦＡＸ２５３－４１７１）へ ※毎月初日に抽選会を開催
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１４－（４）－③ 津市久居アルスプラザ③14.スポーツ・文化

来 館 者 数

プレオープン期間 （Ｒ２.６.６～９.３０） ２６，７６９人

グランドオープン後
（Ｒ２.１０.１～Ｒ３.３.３１）

９７，１５８人

オープン１年目 （Ｒ２.６.６～Ｒ３.３.３１） １２３，９２７人

令和２年６月６日からプレオープンとして情報ラウンジやエントランスロビー等の共用部分を
開放するとともに、市民サービスコーナーも開設

津市久居アルスプラザ 令和２年１０月１日グランドオープン
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１日平均

２２８人

５５２人

４２３人

R
２

R
３

令和３年２月１７日
来館者１０万人達成!!!

オープン２年目 （Ｒ３.４.１～Ｒ４.３.３１） １８９，９２２人 ５２９人

４８９，９９７人総数 （Ｒ２.６.６～Ｒ４.１２.３１） ５３０人

R
４ オープン３年目 （Ｒ４.４.１～Ｒ４.１２.３１） １７６，１４８人 ６４８人

※「１日平均」は、来館者数を当該期間の日数（施設が完全閉館となる年末年始12/29～1/3を除く）で割った人数。
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１４－（４）－④ 津市久居アルスプラザ④14.スポーツ・文化

ときの風ホールをはじめとする各施設を多くの方々がご利用

※稼働率は休館日を除いた利用可能日数（開館日数）に対する利用日数の割合。グランドオープニングセレモニー（９/２９休館日開催）の実績は除く
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施 設

令和2年度 令和3年度 令和4年度

プレオープン期間

（Ｒ2.6.6～9.30）

※期間中開館日数：101日

グランドオープン後

（Ｒ2.10.1～R3.3.31）

※期間中開館日数：151日

オープン２年目

（Ｒ3.4.1～R4.3.31）

※期間中開館日数：307日

オープン3年目

（Ｒ4.4.1～R4.12.31）

※期間中開館日数：233日

利用日数

（延べ利用者数）
稼働率

利用日数

（延べ利用者数）
稼働率

利用日数

（延べ利用者数）
稼働率

利用日数

（延べ利用者数）
稼働率

ときの風ホール ４日（８９９人） ４％ １０９日（１４，６０９人） ７２％ ２０８日（３２，４７２人） ６８％ １８２日（２８，７３７人） ７８％

アートスペース ３日（１０人） ３％ ９２日（６，７８３人） ６１％ １９６日（１０，９０２人） ６４％ １９０日（１０，８３６人） ８２％

ギャラリー ２日（６人） ２％ ７６日（１４，９１０人） ５０％ ２２１日（１７，６７９人） ７２％ １８９日（２０，１０１人） ８1％

カルチャールーム１ ５日（５９人） ５％ １１２日（４，４６１人） ７４％ ２４８日（５，４０６人） ８１％ ２０７日（４，３９２人） ８９％

カルチャールーム２ ０日（０人） ０％ １０８日（３，８１７人） ７２％ ２３６日（２，８９９人） ７７％ ２０７日（２，７９１人） ８９％

カルチャールーム３ ４日（２２人） ４％ ９４日（４３２人） ６２％ ２１３日（１，０４０人） ６９％ １９７日（１，２２４人） ８５％

ミーティングルーム１・２ ０日（０人） ０％ １４６日（５０１人） ４８％ ３４７日（１，９４９人） ５７％ ３１９日（２，０１１人） ６８％

エントランスロビー ２日（５８９人） ２％ ４０日（１４，６９９人） ２６％ ７７日（６，９５１人） ２５％ ９４日（２２，０８７人） ４０％

ミュージックルーム１ ０日（０人） ０％ ７０日（１７７人） ４６％ １６６日（４７６人） ５４％ １７９日（５０５人） ７７％

ミュージックルーム２ ０日（０人） ０％ １１３日（２０４人） ７５％ ２６０日（１，６５３人） ８５％ ２３３日（６６８人） １００％

バンドルーム ０日（０人） ０％ １３９日（５３０人） ９２％ ２６２日（１，０２０人） ８５％ ２２０日（９５９人） ９４％

ピアノルーム ０日（０人） ０％ １４６日（８９４人） ９７％ ２８０日（１，８３２人） ９１％ ２３２日（１，５７４人） ９９％

アトリエ ０日（０人） ０％ ８５日（４５４人） ５６％ １４３日（５７９人） ４７％ １７５日（９３３人） ７５％



T s u C i t y

令
和
４
年
度

事 業 開催場所

アルスの風 装画作家展 ギャラリー

月イチ アルス寄席 ときの風ホール

アルスカルチャーBOX 2022 アートスペース他

名探偵！山田コタロウ

ナゾトキシアター
ときの風ホール他

市民ボランティア「ときの風サ

ポーター」養成講座
ときの風ホール

ときの風ホールでＹＡＭＡＨＡ

ＣＦＸを弾こう！
ときの風ホール

ワンコインハートフルコンサート 芸濃総合文化センター

松竹歌舞伎舞踊公演 ときの風ホール

HISAI芸術家の住む町プロジェクト

2022 小鷹拓郎「超能力と不透

明な共同体」
ときの風ホール他

アートマネジメント講座 アートスペース

COLORSアルス アート＆マルシェ エントランスロビー他

kajiiの日用品楽器コンサート アートスペース

夏休み！子ども広場 エントランスロビー他

大阪交響楽団演奏会

ヴィヴァ！モーツァルト！
ときの風ホール

近藤真彦 Live Tour ときの風ホール

アルスこども創造プロジェクト

音楽劇 久居のものがたり
ときの風ホール

バリアフリーピアノコンサート ときの風ホール

アルスシンフォニエッタ＆祝祭合

唱団クリスマスコンサート
ときの風ホール

１４－（４）－⑤ 津市久居アルスプラザ⑤14.スポーツ・文化

グランドオープンを記念するオープニングイベントを皮切りに事業も続々開催

令
和
２
年
度

事 業 開催場所

グランドオープニングイベント「アルスの森」

つつみあれい＆BalloonMoMo展
エントランスロビー他

グランドオープニングイベント1 浅田家！

展－ファインダ—の向こう側、津市。－
ギャラリー

アルスＢＯＯＫトークナイト

～欧米の児童文学シリーズ～
アートスペース

ときの風ホールでＹＡＭＡＨＡ ＣＦＸを弾こ

う！
ときの風ホール

市民ボランティア「ときの風サポーター」養

成講座
ときの風ホール他

アルスカルチャーBOX 2020 カルチャールーム他

ひさいおさんぽクエスト 久居地域（散策）

大人のためのふるさとまなび塾 物語の見

つけ方
カルチャールーム１

絵本からはじまる子どもと大人のための

ホッとタイム
アートスペース

舞台マネジメント講座入門編 ときの風ホール

太鼓と演じる名作童話劇 第２弾 赤ずき

ん
ときの風ホール

アルスdeシネマ

「ミニオンズ」 「最高の人生の見つけ方」
ときの風ホール

絵本作家になるために展 ギャラリー

久居誕生350年記念 歩く。見る。撮る。

＠久居
カルチャールーム１他

令
和
３
年
度

事 業 開催場所

月イチ アルス寄席 アートスペース他

アルスカルチャーBOX 2021 カルチャールーム他

市民ボランティア「ときの風サポーター」養成講

座/ガーデニング編
ときの風ホール他

ときの風ホールでＹＡＭＡＨＡ ＣＦＸを弾こう！ ときの風ホール

FOODORI アルス 伝統芸能＆マルシェ エントランスロビー他

フリーピアノ エントランスロビー他

Concert for KIDS～0才からのクラシック～ ときの風ホール

夏休み！子ども広場 アートスペース他

アルスプラザ館長の気楽にクラシック 白山総合文化センター

津アーティスト工房

～白山窯で陶芸体験をしよう～
白山窯（白山町）

鈴木翼&福田翔 あそびうたワンダーランド ときの風ホール

アルスＢＯＯＫトークナイト

～日本の児童文学シリーズ～
アートスペース

芸術家育成ラボ：クラシック音楽編/演劇編 ときの風ホール他

ひさいおさんぽクエスト お殿さまの宝箱 施設周辺

アルス学校アウトリーチ トリオノート 市内小学校

バリアフリーコンサート「ザ・デュオ」 ときの風ホール

津の魅力発見！ウォーキング 高田本山周辺

祝祭合唱団クリスマスコンサート ときの風ホール

HISAI芸術家の住む町プロジェクト2021

大野由美子 滞在制作作品展
ギャラリー

茂山千五郎家 お豆腐狂言公演 ときの風ホール

太鼓と演じる名作童話劇「注文の多い料理店」 サンデルタ香良洲 337



T s u C i t y

１４－（４）－⑥ 津市久居アルスプラザ⑥14.スポーツ・文化

一周年記念イベント

高嶋ちさ子 ～ゆかいな音楽会～
日 時：令和３年５月２３日（日）

場 所：ときの風ホール

料 金：5,500円（全席指定）

文化芸術団体オンステージ
日 時：令和３年６月５日（土）

場 所：ときの風ホール

入 場：無料（自由席）

日 時：令和３年６月５日（土）～13日（日）
9時30分～17時

場 所：久居アルスプラザ ギャラリー

入 場：無料

入場者数：675人 入場者数：735人（２部制・終日自由入場）

入場者数：850人

オープン記念コンサート

地域アーティストたちの競演「FREE STYLE」アニバーサリーコンサート
日 時：令和３年６月６日（日）

場 所：ときの風ホール

入 場：無料（全席指定）

日 時：令和３年６月６日（日）

場 所：ときの風ホール

入 場：無料（全席指定）

入場者数：561人入場者数：341人

森谷重夫洋画展
日 時：令和３年６月５日（土）～13日（日）

場 所：ギャラリー

入 場：無料
入場者数：850人

ぐるぐるつながる探検隊体験展示イベント
日 時：令和３年６月６日（日）～13日（日）
場 所：アートスペース

入 場：無料

入場者数：869人

日 時：令和３年７月１０日（日）

ぐっさんのハッピーオンステージ
全国50カ所ツアー

場 所：ときの風ホール

料 金：3,500円（全席指定）

入場者数：668人

市川由紀乃コンサート
日 時：令和３年１０月１７日（日）

場 所：ときの風ホール

入場者数：638人 (２回公演)

料 金：5,500円（全席指定）

兼重 優子氏 内山 優子氏 服部 博之氏 中井 智弥氏 ユッコ・ミラー氏
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１４－（４）－⑦ 久居で新しい文化ホールの建設が始まります！

平成２９年１２月１日号 広報津より

14.スポーツ・文化

339



T s u C i t y

１４－（５）－① 津市文化センター等整備運営方針①

津市の文化センター等の現状

市町村合併により、市内各地域にホール機能を有する文化センター等を１１カ所配置
多
く
の
ホ
ー
ル
機
能
を
有
す
る
施
設
を
持
つ

津
市
の
優
位
性
を
い
か
し
、

さ
ら
な
る
文
化
芸
術
活
動
の
振
興
を
図
る

地域活動の発表の場や地域の伝統芸能の継承
のための場の提供

技術向上に向けた稽古の場や新たな作品づくり
の場の提供

劇場法を踏まえたサービスの提供

利用実態や利用ニーズを踏まえた
サービスの提供

施設規模や機能を踏まえた施設の役割の整理施設が個別に運営 利用率が低い施設が多く存在

施設が老朽化してきている 施設経営の見直し

文化ホール 創造ホール 地域ホール その他のホール

施設名 竣工 席数

津リージョンプラザ お城ホール 昭和62年 605

久居アルスプラザ ときの風ホール 令和2年 720

白山総合文化センター しらさぎホール 平成16年 595

サンヒルズ安濃 ハーモニーホール 平成8年 600

芸濃総合文化センター 市民ホール 平成8年 445

美里文化センター 文化ホール 平成6年 336

サンデルタ香良洲 多目的ホール 平成6年 400

美杉総合文化センター 多目的ホール 平成26年 300

河芸公民館 大ホール 昭和53年 504

一志農村環境改善センター 多目的ホール 昭和62年 370

アストプラザ アストホール 平成13年 270

津センターパレス センターパレスホール 昭和60年 552

多くの文化センターがあるという強みをいかし

市民の皆さんの利用ニーズに合わせたサービスを提供
ノウハウや情報の共有と連携

整備運営方針の整理のポイント

市内の各ホールの位置づけを４つに整理

●劇場法を踏まえた拠点施設としての事

業等の提供

●地域文化芸術活動の発表の場の提供

と支援

●効果的、効率的な管理運営の推進

●多様な文化芸術活動の創造拠点とし

ての場の提供
●地域文化芸術活動の発表の場の提供

と支援
●創造ホールとして利用しやすい管理運

営の推進

●多目的ホールとしての地域活動の発

表の場の提供と支援

●利用実態を踏まえた管理運営体制の

推進

●市民の交流の場や産業の振興の場

として多目的に利用

●文化芸術活動の補完的な役割を担

う施設として、 現状の設置目的を踏

まえた管理運営の継続

津リージョンプラザお城ホール、久居ア
ルスプラザときの風ホール、白山総合
文化センターしらさぎホール

サンヒルズ安濃ハーモニーホール

芸濃総合文化センター市民ホール、美里文
化センター文化ホール、サンデルタ香良洲
多目的ホール、美杉総合文化センター多目
的ホール、河芸公民館大ホール、一志農村
環境改善センター多目的ホール

アストプラザアストホール、津センター
パレスセンターパレスホール

14.スポーツ・文化

340



T s u C i t y

１４－（５）－② 津市文化センター等整備運営方針②14.スポーツ・文化

● 条例及び規則の主な改正内容

津リージョンプラザお城ホール 白山総合文化センターしらさぎホール サンヒルズ安濃ハーモニーホール

●受変電設備、空調設備等の長寿
命化に向けた改修

●天井改修

●舞台機構、空調設備の遠隔装

置の改修
●天井改修

久居アルスプラザ

●本体工事
●西側駐車場整備工事

施設名
2017年度

(平成29年度)
2018年度

(平成30年度)
2019年度

(令和元年度)
2020年度

(令和2年度)
2022年度

(令和4年度)

白山総合文化センターしらさぎホール 実施設計 改修工事

サンヒルズ安濃ハーモニーホール 実施設計 改修工事
空調設備改修工事

６１，６６９千円

津リージョンプラザお城ホール
実施設計

改修工事費：４３７，８８４千円
ホール客席天井改修、トイレ洋式化、空調設備の更新

久居アルスプラザ 実施設計 建設工事 建設工事 10月１日グランドオープン

「笑顔があふれ幸せに暮らせる県都 津市」 の実現

津市の将来像

改修工事は2020年８月～2021年３月

さらなる文化芸術活動の振興

施設の利用促進・文化芸術活動の活性化

●音響設備、照明設備の機能向上
●天井改修

◆文化ホールにおける施設・設備使用料の改正

津リージョンプラザを基本とした、久居アルスプラザの利用料金
設定及び白山総合文化センターの使用料改正並びに津リージョ
ンプラザにおける営利又は宣伝を目的とする場合の使用料設定

サンヒルズ安濃における創造ホールとしての練習等での利用
促進に向けた施設と設備の安価な使用料設定並びに使用時
間の拡大（９時～２１時 ➡ ９時～２２時）

◆創造ホールにおける設備・使用料等の改正

整備運営方針を踏まえた既存ホールの改修等整備運営方針の具体化①

整備運営方針の具体化② 施設の改修工事の完了時期に合わせた条例及び規則の改正
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