
定例記者会見 令和５年３月３日（金）１１時００分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

環境部 環境政策課 

（電話０５９－２２９－３２１２） 

環境政策担当参事 

（兼）環境政策課長 

吉住 充弘 

 
津市地域脱炭素推進事業 

～２０５０年カーボンニュートラル実現のために～ 

本日 津市地域脱炭素推進プラットフォームを開設 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 





津市地域脱炭素推進プラットフォーム

ローカルイノベーションの創出

設置目的・構成

企業 団体 市民

津市地域脱炭素推進プラットフォーム
脱炭素の実現のため、価値観を同じくする主体が集い、情報交換と共創を可能にする空間

事務局
津市

①プラットフォーム
ポータルサイト

②２０５０カーボン
ニュートラルミーティング

ローカルイノベーションとは

津市域の特色を生かした
新しい技術・仕組・サービス・
連携・価値観などをもたらす
変革のこと

津市の未来を担う若者
を中心に構成

プラットフォーム運営
未来創造会議
（設置予定）

運営に関する提案



2023

プラットフォームポータルサイトのコンテンツ

 プラットフォーム登録フォーム
脱炭素に関心のある方（個人・企業・団体）はいつでも登録可能

 参画者の脱炭素取組一覧
 脱炭素イベント一覧
 津市の脱炭素の取組
 脱炭素リンク集

地域脱炭素の情報を集約
参画者の情報発信ツールとして活用
地域脱炭素の情報・価値観の共有

津市ホームページ上のバナーを
クリックするか

で検索
津市 地域脱炭素推進プラットフォーム

【ポータルサイトのイメージ】

➀ プラットフォームポータルサイト

ポータルサイトは
どなたでも
ご覧いただけます！



② ２０５０カーボンニュートラルミーティング

多様な主体が集いつながる場

ミーティングでの提案
企業・団体の取組事例紹介

取組状況のＰＲ・効果の見える化

さらなる取組の推進 連携と協働による実践

多様な主体の連携と協働による
ローカルイノベーションの創出・地域脱炭素の推進

地域課題の解決



プラットフォーム参画者一覧（令和５年３月３日現在）

エコランド（株）
花王グループ

カスタマーマーケティング（株）
カレーの久兵衛

河田フェザー（株） ※ 関西リサイクルシステムズ（株） 協栄Ｊ＆Ｔ環境（株） ※

（株）阪本事務機 サントリーホールディングス（株） ※ ジット（株） ※

新雲出川物語推進委員会 地球温暖化防止活動中勢協議会 中勢森林組合

中部電力パワーグリッド（株）
三重支社 津営業所

津北ロータリークラブ （社）津市観光協会

（福）津市社会福祉協議会 ※ 津市ボランティア協議会 津ロータリークラブ

東京海上日動火災保険（株） 東邦ガス（株） （株）トヨタレンタリース三重

日本特殊陶業（株） （社）日本自動車連盟三重支部 久居運送（株）

（株）百五銀行 ※ （社）M-EMS認証機構 （財）三重県環境保全事業団

（福）三重県共同募金会
津市共同募金委員会 ※

三重日産自動車（株）
現在参画者数 ２９者 五十音順
※はパートナーシップ協定締結事業者



運営スケジュール・キックオフイベント

時期 内容

令和５年３月３日 ポータルサイト開設

令和５年５月１３日 プラットフォームキックオフイベントの開催

年３回程度 ２０５０カーボンニュートラルミーティングの開催

随時
脱炭素取組・脱炭素イベント情報更新
プラットフォーム運営未来創造会議

▶ 運営スケジュール

▶ プラットフォームキックオフイベント
日 時 令和５年５月１３日（土）午後１時３０分～

会 場 津リージョンプラザ３階 展示室

内 容 ・基調講演
・パートナー証（楯）贈呈式
・パートナーシップ協定締結企業ブースの設置 など



脱炭素を目指すための２つの取組

パートナーとの連携

 カーボンニュートラルの実現に向けた取
組に関し、パートナーシップ協定を締結

 パートナーの増加で地域脱炭素を加速

連携と協働による新たなパートナーの増加
パートナーからプラットフォームへの情報・ノウハウの伝授

カーボンニュートラルの実現

地域脱炭素推進プラットフォームの設置

脱炭素の取組を見える化して共有

多様な主体が集う機会の創出

１ ２

４つの協定を８事業者と締結済 令和５年３月３日スタート



事務局
津市環境部
環境政策課
環境共生・地域脱炭素推進担当

電 話 059-229-3212

Ｅ メ ー ル 229-3139@city.tsu.lg.jp

問い合わせ

津市地域脱炭素推進プラットフォームで
一緒にカーボンニュートラルを目指そう！



定例記者会見 令和５年３月３日（金）１１時００分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

建設部 建設整備課 

（電話０５９－２２９－３１８４） 

公園担当副参事 

三宅 正則 

 
令和５年４月１日  

中勢グリーンパーク新エリアオープン 

新たな管理運営スタート 

～オープニングイベントを開催します！～ 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



令和５年３月３日

令和５年４月１日

中勢グリーンパーク新エリアオープン
新たな管理運営スタート

～オープニングイベントを開催します！～

1



新エリアオープン ～Park-PFI事業～

市民の健康増進・憩い・交流の場として平成10年から総合公園「中勢グリーンパーク」の整備を進め、
計画面積約28.3haのうち、約14.9haを開園していました。

「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
くりを行うため、Park-PFI制度を活用した官民連携事業で、中勢グリーンパークの新たなエリアを整備。

事業経過 令和３年 １月 事業者募集
令和３年 ７月 事業者決定
令和３年１２月 計画を認定
令和４年 １月 基本協定締結
令和４年 ２月 譲渡契約締結
令和４年 ６月 整備工事着工
令和５年 ２月末 整備工事完了

事業費 １億５，３００万円

【Park-PFI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

遊具広場

多目的広場

こかげ広場

見晴らしの丘

第２駐車場

第１駐車場調整池

Park-PFIエリア



ドッグラン

芝そりゲレンデ

バーベキュー場

キッチンカーエリア

新エリアの概要

約３００平方メートル、高さ２．９メートルの
日除けを設置。日差しを避けて、休憩できます。

指定管理者が常駐しますので、
落とし物や迷子のご相談や、各種レンタルサービスの
受付などもこちらへお願いします。

周囲に樹木と階段を設置し、
中央にまるでステージのような
円形スペースがあり、様々な
イベントに利用しやすい広場です。

パークセンター

日除けスペース

エントランスからのメイン通路には、
成長と共にシンボル的な空間となるよう
メタセコイアが並んでいます。

メイン通路

多目的トイレはオストメイト対応で、
ベビーシート、可動手すりがあります。

イベントスペース

トイレ

遊具広場

多目的広場

こかげ
広場

見晴らしの丘

第２
駐車場

第１駐車場
調整池

新エリア



新エリアの有料公園施設①

種類
利用料金

単位
市内(※1) 市外(※2）

大型犬 利用券 600円 800円 1頭・1日

中・小型犬 利用券 500円 650円 1頭・1日

大型犬 パスポート 3,000円 4,000円 1頭・1ヶ月間（平日限定）

中・小型犬 パスポート 2,500円 3,250円 1頭・1ヶ月間（平日限定）

ドッグラン

※１ 市内在住、在勤、在学等の方が利用される場合 ※２ 「市内」以外の方が利用される場合

ドッグラン

芝そりゲレンデ

バーベキュー場

★

約1,500平方メートルの芝生広場の外周をフェンスで囲い、
大型犬用と中・小型犬用の２つのエリアに区切っています。
ドッグラン遊具や、夏季限定でプールを設置します。

【利用時間】

８時３０分から１７時３０分まで

（１２月２９日～１月３日除く）



新エリアの有料公園施設②

種類 利用料金 単位

利用券 100円 1日・1人

回数券 1,000円 12日分・1人

※ 学校や幼稚園、保育園の遠足などの行事で利用される際は、無料で利用していただけます。

芝そりゲレンデ

芝そりゲレンデ

バーベキュー場

★
ドッグラン

【利用時間】
８時３０分から１７時３０分まで
（１２月２９日～１月３日除く）

滑走面は、人工芝の２面。
最大角度２０度の長さ約２７．５メートルと、
最大角度１５度の長さ約２０メートルの
ゲレンデをソリ（持込又は無料レンタル）で滑れます。



ドッグラン

芝そりゲレンデ

バーベキュー場

新エリアの有料公園施設③

木製柵で囲われた円形のブースで、中ブースが最大８人程度（２箇所）小ブース
が最大４人程度（３箇所）の大きさです。パークセンターで機材をレンタルしたり、
利用者が持ち込むことも可能です。
食材の販売はありませんので、ご用意ください。

種類 利用時間
利用料金

市内(※1) 市外(※2)

中ブース
（１日）8時30分～17時30分 2,100円 3,000円

（午前）8時30分～13時00分（午後）13時00分～17時30分 各1,500円

小ブース
（１日）8時30分～17時30分 1,400円 2,000円

（午前）8時30分～13時00分（午後）13時00分～17時30分 各1,000円

延長分
（中・小）

17時30分～19時00分
※６月１日から９月３０日までの期間は延長できます。

500円

種類 レンタル料金

バーベキュー用具（コンロ、トング、網、炭） 1,500円/回
【利用時間】
８時３０分から１７時３０分まで（１２月２９日～１月３日除く）

バーベキュー場

★

※１ 市内在住、在勤、在学等の方が利用される場合 ※２ 「市内」以外の方が利用される場合

３/２０～ 予約受付開始 ４/１午後から 利用開始

ご予約は、「中勢グリーンパークHP」で
https://chuseigreenpark.jp （3/15開設予定）

https://chuseigreenpark.jp/


新エリアの飲食施設

キッチンカーエリア

【営業時間】
９時００分～１７時００分

地元の生産者さんから届く材料を使って、メニューを提供します！
名物となる餃子やピザは、三重県産の小麦粉を
使って皮や生地からお店で手づくりをする自慢のおいしさです。
地元焙煎士さん厳選の豆を使ったおいしいコーヒーもお楽しみに。

カフェ 『つハッチ』 ～津市のいいとこ発見カフェ～

月に一度はキッチンカーが出て、
オリジナルイベントを開催します。
４月１日から９日までの期間中
２～３台のキッチンカーが毎日
出店する予定です。

【WEBサイト】
https://www.zhacci.com

【Instagram】
https://www.instagram.com/cafe_tsuhacci/

【定休日】
毎週 火曜日
※祝日の場合は営業

餃子

ポテトフライ

唐揚げ

ピザ

珈琲

カフェオレ

▲おすすめメニューの一例
この他にもテイクアウトメニューを中心に
ご用意しています。

令和２３年３月までPark-PFI事業者が運営

WEBサイト Instagram

キッチンカーエリア

カフェ【つハッチ】
自動販売機

★

★

カフェ 『つハッチ』



指定管理者による新たな管理運営スタート
新たな施設を、最大限有効に活用し賑わいの創出、市民サービスの向上を図ることを目的に、
津市の公園で初めて指定管理者による一括した公園全体の維持、管理、運営を行います。

事業経過
令和４年７月から９月 事業者募集
令和４年１０月 優先交渉権者を選定
令和４年１２月 指定管理者決定
令和５年 ３月 基本協定締結
管理委託料 ３億４８０万円（１０年間）

◎利益還元
施設経営において生じた利益を還元
プロ選手によるスポーツ教室や高コストなウォーターパーク
イベントなどを開催。利用者の声に沿った施設設置。

◎地域貢献
市内企業への発注、市民の雇用
地域や地元企業とのつながりを運営に活かし、地域住民、
スポーツ団体、ボランティアなどと地域支援・地域連携事業
を積極的に推進

遊具広場

多目的広場

こかげ広場

見晴らしの丘

第１駐車場調整池

新エリア

第２駐車場

Park-PFI事業者が運営する区域
（カフェ・キッチンカーエリア）

指定管理者 三幸株式会社

期間 令和５年４月１日～令和１５年３月３１日

対象エリア
開園区域全体
※Park-PFI事業者が運営するカフェとキッチンカー
エリアを除く



指定管理者による新たな運営

一年を通して、毎月１回イベントを開催▶賑わいの創出 ～ イベントの開催
開催日 イベント名 内 容

４月３０日 マルシェフェス 手作りフード、生鮮食品、ハンドメイド、衣類花などの販売会

５月２８日 グルメフェス 津市のグルメを中心に、キッチンカーやテントなどで飲食を提供

６月２５日 WANWANフェス ワンちゃんと愛犬家が集う、タイムレース等

参加費無料

種々の教室・体験会などを５月下旬から順次開催。 ５月上旬から「中勢グリーンパークホーム
ページ」で申し込み受付開始。このほか、あおぞらYOGA教室や女性サッカー教室なども開催

▶賑わいの創出 ～ 教室等の開催

教室等 内 容

キッズサッカー教室 幼児でも楽しみながら参加できるサッカー教室

ランニングバイク体験会 自転車に乗るためのステップだけでなく、場所を選ばず楽しめる乗り物体験

走り方教室 速く走ることを楽しみながら習得

▶市民と共につくる公園への取り組み
活動名 内 容

フラワープロジェクト 津市の緑化美化運動に参画し、花苗や花木などを公園内花壇に植え、みんなで四季折々の公園作り

クリーンプロジェクト 「みんなで公園をキレイにしよう‼」を合言葉に、公園美化活動で交流

共に公園づくりができるような様々なプロジェクトを開催

事前申込制・有料

イベント、教室等の時間などの詳細は「中勢グリーンパークHP」https://chuseigreenpark.jp （3/15開設予定）で随時お知らせします。

https://chuseigreenpark.jp/


オープニングイベント①

令和５年４月１日（土）
内 容 時 間 場 所

オープニングセレモニー
（テープカット）

９：４５ ～ １０：００ イベントスペース 津ぅキャラも参加！
※荒天時は津ぅキャラの参加を中止する場合があります

外あそびフェスティバル １０：００ ～ １１：３０ イベントスペース
※小雨決行

施設の無料開放
１０：００ ～ １７：３０

芝そりゲレンデ
※雨天時は芝そりゲレンデの利用はできません

ドッグラン

１３：００ ～ １７：３０ バーベキュー場（要予約）

わくわくスポーツ体験 １３：００ ～ １５：００ イベントスペース
※小雨決行

津ぅキャラ グリーティング

シロモチくん、津乃めぐみ、龍王ちゃん
（予定）

１０：００ ～ １５：００
（随時）

園内各所

カフェ「つハッチ」オープン記念
セットメニューの販売

１０：００ ～ １７：００
売り切れ次第終了

カフェ「つハッチ」

開催日

オープン記念セット
イメージ



オープニングイベント②

１ 外あそびフェスティバル

11

日 時 令和５年４月１日（土） １０：００～１１：３０ イベントスペース ※小雨決行場 所

外あそびの専門家と一緒に外あそび！鬼ごっこやボール遊びなど、外あそびの魅力をしっかりと伝えます。

専用申込フォームから事前にお申込みください。https://lifelong-sport.jp（三重県生涯スポーツ協会HP）

２ わくわくスポーツ体験

幼児の健全育成に取り組む指導者による、運動初心者や未経験者でも安心して参加できる
陸上 （走り方） 、 サッカー 、野球 （ティーボール） の体験教室

令和５年４月１日（土）１３：００～１５：００ イベントスペース ※小雨決行

陸上

講 師

野球サッカー

【記念イベント】

事前申込制

前橋 明
早稲田大学人間科学学術院
教授・医学博士

「子どもの健康福祉学」や「幼
児体育」の第一人者

橋川 恵介
三重県生涯スポーツ協会
専務理事・外あそび推進
スペシャリスト

子どもの健全育成を大切に
したスポーツ指導者

野村 卓也
認定こども園文の里幼稚園副園長・
外あそび推進スペシャリスト

全国各地での子どもたちの生活リズ
ム向上、健康生活の理論普及と運
動実践活動

事前申込制

日 時

講 師 市野 泰地
元８００ｍ走日本代表・
鈴鹿大学陸上部コーチ

台湾オープン優勝、
アジアグランプリ３位

場 所

下部 琢巳
三重県生涯スポーツ協会・
上級スポーツ施設管理士

サッカー指導者

眞野 昇悟
三重県生涯スポーツ協会・公
認野球指導者基礎I(U-12)

科学的な見地から様々なス
ポーツ活動を研究

まえはし あきら はしかわ けいすけ のむら たくや

いちの たいち
しもべ たくみ

まの しょうご



問い合わせ

オープニングイベント
公園管理運営（R5.4.1～)

指定管理者
三幸株式会社

052-561-0500
https://chuseigreenpark.jp  

（3/15 開設予定）

カフェ「つハッチ」 株式会社ハッチ 090-1786-0288 https://www.zhacci.com

これまでの取り組みなど

中勢グリーンパークに関すること（～R5.3.31）
建設部建設整備課
公園整備担当

059-229-3184
12



定例記者会見 令和５年３月３日（金）１１時００分～ 

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０５９－２２９－３２３４） 

観光振興課長 

谷 修 

 
４年ぶりに開催！ 

津市の桜まつり 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



平成２８年７月１９日

津市の桜まつり
４年ぶりに開催！

令和５年３月３日



令和になって初の桜まつり開催‼

主な開催場所
津偕楽公園
榊原温泉湯の瀬
君ヶ野ダム
三多気

主な開催場所
津偕楽公園
榊原温泉湯の瀬
君ヶ野ダム

※津偕楽公園のみ園内散策者の
安全対策としてライトの点灯を実施

近年の桜まつりの開催状況

平成31年
（2019年）

市内各地で開催 中止 開催

令和２年
（2020年）

令和３年
（2021年）

令和４年
（2022年）

令和５年
（2023年）

中止 中止

🌸 🌸

🌸



市内の桜の見どころ・お勧め① 🌸

 津偕楽公園は、津藩第11代藩主藤堂高猷公（とうどうた
かゆきこう）が安政年間（1854～1860）に別荘を設けた
のが始まりとされ、昔は「御山荘（ごさんそう）」と呼ばれて
いました。

 1,000本もの桜（ソメイヨシノ）が咲き誇ります。

 園内の遊具広場に桜の標本木があります。

津偕楽公園春まつり 🌸

開催期間 令和５年３月24日（金）～４月９日（日）
※桜の開花状況によっては、期間を延長する場合あり

開催場所 津偕楽公園（広明町147-1）

内 容

 茶店・屋台が30店舗程度出店
 開催期間中、18：00～22：00は園内が
ライトアップ（ぼんぼり・ちょうちんの点灯）
されます。

主 催 一般社団法人津市観光協会

直近の来場者 ５万人（H31）



🌸第２６回榊原温泉さくら祭り 🌸

 令和４年８月にリニューアルした榊原温泉湯の瀬。
 イベント広場周辺は桜（ソメイヨシノ）に覆われます。

開催日 令和５年４月８日（土） 小雨決行

開催場所
榊原温泉湯の瀬 イベント広場
（榊原町6103）

内 容

 第１部 11：00～15：00
榊原湯の瀬太鼓＆笛の会、みんなでコグニサイズ、
大正琴すゞらん、141 ゴスペルクワイア、
楽しい手品、ＪＡＣＳＯＮＰＡＲＴＹ

 第２部 17：00～18：30
ランタン（小型熱気球）打ち上げ、
打ち上げ花火（榊原第二区集会所付近）

主 催 榊原温泉さくら祭り実行委員会

直近の来場者 1,600人(H31)



🌸

 君ヶ野ダム湖畔一帯に広がる桜は、桜の名所として定着
しており、毎年美杉地域内外から多くの人が訪れます。

君ヶ野ダム公園桜まつり 🌸

開催日時 令和５年４月２日（日） 9：30～14：30

開催場所 君ヶ野ダム公園（美杉町八手俣95-1）

内 容

 ダム公園特設ステージ
・美杉連山のろし太鼓
・よさこいソーラン（鳳牙、わいわい踊ろう会）
・歌謡ショー（あや乃藤子、森春美、Choji）

 ダム公園広場
・君ヶ野なべ、地元特産品の販売
・竹原地域活性化協議会コーナー ほか

主 催 君ヶ野ダム公園桜まつり実行委員会

直近の来場者 3,000人(H31)



🌸

 国道368号から眞福院の山門に至る1.5㎞余の参道は、
馬子唄にも歌われた山桜の名所となっています。

 その桜並木は国の名勝に指定され、さくら名所100選
の地にも選ばれています。

 ４月１、２、８、９、15、16日の土曜日・日曜日は、
名松線伊勢奥津駅の発着時刻に合わせて、
コミュニティバスの運行を行います。

 例年実施していた地元物産展やステージイベントなどの

「三多気桜まつり」はありませんが、桜の観賞はご自由に
お楽しみいただけます。

※４月１日（土）～16日（日）の間は、仮設トイレの設置、

駐車場警備を行います。

三多気の桜 🌸



北部エリア

①錫杖湖

②長徳寺（龍王桜）

③普門寺

④北神山花街道

⑤明合古墳

⑥本城山青少年公園

南・西部エリア

⑩榊原温泉湯の瀬

⑪亀ヶ広桜並木

⑫大仰河川桜並木

⑬家城ライン

⑭君ヶ野ダム公園

⑮三多気の桜

⑦津偕楽公園

⑧津城跡

⑨香良洲歴史資料館
（若桜会館）

中部エリア

市内の桜の名所・お花見スポット

※各スポットの詳細は、津市観光協会の
ホームページをご覧ください。
HP：https://www.tsukanko.jp

⑬

⑭

⑫
⑪

⑮

🌸

⑥

⑩

⑨

⑦

⑧

⑤

④

②①

③

※各スポットの駐車場・交通規制等については、各総合支所に
お問い合わせください。

https://www.tsukanko.jp/


項目 具体的な内容

コロナ対策

 基本的な新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

 店舗内で飲食される場合は、各店舗の感染対策に従ってください。

 ３月13日よりマスクの着用は、個人の判断とされています。重症化リ
スクがある方などはマスクの着用を推奨します。

ゴミについて
 公園等にゴミ箱はありません。ゴミは各自お持ち帰りいただくか、販売
者が用意しているゴミ箱にお捨てください。

交通規制
 津偕楽公園では、公園西側道路（市道広明町20号線）で春まつり期
間中の金曜日、土曜日、日曜日に一方通行規制があります。

その他

 駐車場には限りがあります。路上駐車はおやめください。

 公共交通機関で来場可能な場合は、ご協力ください。

 桜の木の枝を折らないでください。

来場者へのご協力のお願い 🌸
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スポット 問い合わせ先 連絡先

津偕楽公園春まつり 津市観光協会 059-246-9020

津城跡 観光振興課 059-229-3234

榊原温泉さくら祭り、榊原温泉湯の瀬 久居総合支所地域振興課 059-255-8846

本城山青少年公園 河芸総合支所地域振興課 059-244-1706

普門寺、長徳寺（龍王桜）、錫杖湖、
北神山花街道

芸濃総合支所地域振興課 059-266-2510

明合古墳 安濃総合支所地域振興課 059-268-5518

香良洲歴史資料館（若桜会館） 香良洲総合支所地域振興課 059-292-4308

亀ヶ広、家城ライン 白山総合支所地域振興課 059-262-7017

大仰河川桜並木 一志総合支所地域振興課 059-293-3008

君ヶ野ダム公園桜まつり、三多気の桜 美杉総合支所地域振興課 059-272-8082

各地域の桜・まつりに関する問い合わせ先 🌸



商工観光部観光振興課 〒514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3234／ＦＡＸ：059-229-3335
E‐Mail：229-3170@city.tsu.lg.jp

問い合わせ先 🌸

津の美しい桜をぜひ
お楽しみください！
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