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国の補正予算案の閣議決定を受けて 

小学校の未整備分と特別教室等へのエアコン設置を要望 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



国の補正予算案の閣議決定を受けて

平成３０年１０月２４日

小学校の未整備分と特別教室等
へのエアコン設置を要望



津市のエアコン整備の状況①

校数 整備年度 対象校 進捗状況

中学校
１５校

平成２９年度
橋北、東橋内、西橋内、橋南、西郊、一身田、豊里、
南が丘、朝陽、東観、久居西、久居東、香海、白山、
美杉

整備済
(200教室)

小学校第一期
１６校

平成３０年度
南立誠、北立誠、高茶屋、雲出、南が丘、上野、
豊津、黒田、千里ヶ丘、誠之、成美、立成、桃園、
戸木、一志西、一志東

整備済
(283教室)

小学校第二期
１４校

平成３１年度
（２０１９年度）

修成、敬和、育生、一身田、白塚、栗真、大里、
高野尾、豊が丘、明、芸濃、栗葉、榊原、香良洲

実施設計
完了

小学校第三期
１５校

２０２０年度
養正、神戸、安東、櫛形、片田、明合、安濃、村主、
草生、家城、川口、八ツ山、大三、倭、美杉

実施設計・工事共

未着手

※大規模改造工事実施中の学校のうち３１教室は整備済（新町小学校：１６教室、藤水小学校：６教室、南郊中学校：９教室）
西が丘小学校及び久居中学校については現在整備中

※整備完了校 Ｈ２８年度整備済 みさとの丘学園：１３教室、一志中学校：１５教室
※栗真小学校国児分校及び一身田中学校国児分校は一身田中学校に含む

普通教室（特別支援教室などを含む）を対象とした整備



津市のエアコン整備の状況②

校数 整備年度 対象校 整備済

小学校１０校

平成２３年度

養正、南立誠、敬和、育生、新町、高茶屋、神戸、雲出、
一身田、片田

１５教室

幼稚園１０園
南立誠、北立誠、敬和、藤水、神戸、巽ヶ丘、桃園、戸木、栗葉、
千里ヶ丘、

１０教室

小学校６校

平成２４年度

修成、藤水、安東、櫛形、栗真、豊が丘 １１教室

橋北、西橋内、橋南、豊里、南が丘、久居西 ６教室中学校６校

幼稚園７園 育生、高茶屋、雲出、大里、高野尾、櫁柑山、榊原 ７教室

小学校６校

平成２５年度

養正、育生、高野尾、西が丘、豊津、千里ヶ丘 ６教室

中学校２校 南郊、東観 ２教室

幼稚園6園 修成、新町、安東、のむら、上野、安濃 ６教室

小学校８校

平成２６年度

大里、黒田、明、明合、安濃、村主、一志東、大三 ９教室

中学校２校 久居、白山 ２教室

幼稚園３園 豊津、明合、村主 ３教室

小学校５校 平成２７年度 榊原、家城、川口、八ツ山、倭 ５教室

特別教室（パソコン教室、図書室、遊戯室等）を対象とした整備

・校(園)数：計71施設(小35校、中10校、幼26園) ・整備済数：計82教室(小46教室、中10教室、幼26教室)



津市のエアコン整備の状況③

種別 種別
整備済 未整備

室数 事業費 室数 事業費

小学校
普通教室 ２８３教室 ６．６億円 ３２５教室 ８．２億円

特別教室等 ４６教室 １．０億円 ２１５教室 ９．３億円

中学校
（義務教育学
校を含む）

普通教室 ２００教室 ４．４億円

特別教室等 １０教室 ０．３億円 １０７教室 ４．７億円

幼稚園
遊戯室 ２６室 ０．６億円

保育室 ４室 ０．１億円

計 １２．９億円 ２２．３億円

※大規模改造及び増築工事と併せて設置（整備済８３教室、未整備１０３教室）を除く



エアコン整備を国に要望①

平成３０年９月５日 津市議会 一般質問
「小学校のエアコン設置は来年夏までに前倒しで行うべき」

平成３０年７月～８月 記録的な猛暑日

児童・生徒の
熱中症が
相次ぎ発生

（答弁）財源を確保して事業を推進するため、学校エアコン対策を
含む国の補正予算が成立し、当市に配分があれば、小学校第三期
分もできる限り早く進められるので十分な準備を整えたい

Ｈ３０年８月３０日
全国市長会 緊急要望

空調設備設置を行うため
の十分な財政措置を要望



エアコン整備を国に要望②

Ｈ３０年９月２０日
安倍首相 記者会見

Ｈ３０年１０月５日
全国公立学校施設整備期成会
緊急要望 （自由民主党）

Ｈ３０年１０月１０日
全国公立学校施設整備期成会
緊急要望 （首相官邸）

期成会会長として、自由民主党の二階俊博幹事長を
訪問し、公立小中学校施設の老朽化対策をはじめ、
エアコン整備やブロック塀の安全対策のための予算
確保を要望

期成会会長として、菅義偉内閣
官房長官を訪問し、公立小中学
校施設の老朽化対策をはじめ、
エアコン整備やブロック塀の安全
対策のための予算確保を要望

小中学校へのクーラー設置など急を要する対策は臨時
国会に補正予算を提出



国の補正予算が決定
平成３０年１０月１５日
平成３０年度一般会計補正予算（第１号）案を閣議決定
熱中症対策としての空調設置 ８１７億円

近年の厳しい気象条件に対応するため熱中症対策として
各学校設置者における空調設備の整備を支援
さらに特例的な措置として補正予算に係る財政措置

（補正予算債 充当率１００％ 交付税措置６０％）

この機会を逃すことなく、国庫補助の要望を行う

１年限りの「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」
を創設 （国庫補助率 １／３）



津市の要望

要 望 事 項 内 容

①小学校第二期（１４校）の整備 計画通り整備できるよう実施

②小学校第三期（１５校）の整備前倒し
少しでも早く整備できるよう計画を前倒
して実施

③新たに特別教室・給食室への整備を
追加

小学校
理科室、音楽室、図画工作室
家庭室、給食室

中学校
理科室、音楽室、美術室
技術室、家庭室、給食室

④一部幼稚園についても整備を追加
全園エアコン整備済であるが、遊戯室で
の一人当たりの面積が１．９８㎡以下と
なる幼稚園３園の保育室４室を追加

エアコン整備に係る補正予算案の閣議決定を唯一無二の機会と捉え、国庫
補助が活用できることを前提として①に加えて未整備分②③④を要望



国庫補助の活用について（過去の事例）

Ｈ２８ １２月補正
中学校 空調整備 １５校

Ｈ２９ １２月補正
小学校 空調整備 １６校

事業費
４．４億円

一般財源
０．２億円
（５．０％）

市負担金
１．２億円
（２７．３％）

合併特例事業債
３．１億円
（７０．０％）

交付税措置
２．１億円
（４７．７％）

国庫補助
１．１億円
（２５．０％）

国庫補助
１．１億円
（２５．０％）

事業費
６．６億円

一般財源
０．４億円
（６．１％）

市負担金
２．２億円
（３３．３％）

合併特例事業債
６．２億円
（９３．９％）

交付税措置
４．４億円
（６６．７％）



今後の対応

平成３０年１０月１８日
文部科学省から三重県教育委員会を通じて実施予定事業計画の提出依頼

平成３０年１０月２５日
小学校第二期に加えて、「小学校第三期の前倒し」や「特別教室等への
整備」を追加して三重県教育委員会を通じて文部科学省に要望

（総事業費 ２２．３億円、うち国庫補助金４．２億円）

国庫補助の内示があり次第、
できる限り早いタイミングで市の補正予算を提出

臨時国会での補正予算成立



国庫補助が採択された場合の整備スケジュール

対象施設 対象教室 平成３０年度
平成３１年度
（２０１９年度）

小学校 第二期 １４校

普通教室

特別教室ほか

小学校 第三期 １５校

普通教室

特別教室ほか

小学校 第一期 １６校 特別教室ほか

中学校 １７校
（一志中、みさとの丘含む）

特別教室ほか

幼稚園 ３園
（巽ヶ丘、桃園、戸木）

保育室

設計予定 エアコン整備予定

設計予定 エアコン整備予定

設計予定 エアコン整備予定

設計完了

設計予定

設計予定

エアコン整備予定

エアコン整備予定
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平成３０年１１月１日から 

第１４回津シティマラソン大会 

サオリーナ杯２０１９参加申込開始！ 

 
 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３０年１０月２４日

第14回津シティマラソン大会
サオリーナ杯2019参加申込開始！

平成３０年１１月１日から



これまでの津シティマラソン大会の概要

平成１８年度から安濃中央総合公園を発着点とした安濃地域の豊かな
自然の中を駆け抜けるコースにて第１３回大会まで開催

コ―ス図 参加定員・参加料

１０ｋｍ １，１００人 ２，５００円

５ｋｍ ６５０人 １，５００円

２ｋｍ ６５０人 １，５００円

ジョギング ６００人 １，０００円

合計 ３，０００人 ―

市街地コースでの
開催を望む声

平成２９年１０月
サオリーナオープン

を受け

平成３０年２月
新コース開催(案)を決定



新・津シティマラソンの概要

平成３１年２月１０日 ８：００ 開会式 ９：００ 競技開始開催日時

種目部門 対象 定員 参加料

１０ｋｍ 高校生以上 ２，０００人 ３，０００円

５ｋｍ
高校生以上

７００人
２，５００円

中学生 １，５００円

２ｋｍ
高校生以上

７００人
２，０００円

小学４年生～中学生 １，５００円

ジョギング
年齢制限なし
(生活用車椅子参加可)

６００人 １，５００円

合 計 ４，０００人

サオリーナを発着点とした市街地を駆け抜けるコースにて開催

日

平成３０年１１月１日 から募集開始木



津シティマラソンの注目ポイント ❶

普段は走ることができない市街地道路は
開放感たっぷり

！
市街地の街並みや津城跡の
景色を楽しみながらＦｕｎ Ｒｕｎ♪

！

津市教育
委員会庁舎

① 生まれ変わった新しいコース



② 津市産業・スポーツセンターをフル活用

津シティマラソンの注目ポイント ❷

受
付
・荷
物
預
か
り

開
会
式
会
場

男
子
更
衣
室

女
子
更
衣
室

メッセウイング・みえ

メインアリーナ

サブアリーナ

三重武道館

展示場では物産展を開催!

レース終了後は、物産展、

豪華景品が当たる参加者を

対象にしたお楽しみ抽選会

で楽しもう♪

サポーターの皆さまもお楽しみに!

全て屋内で
防寒はばっちり！



津シティマラソンの注目ポイント ❸

③ スムーズな会場へのアクセス

駐車台数
会場への
移動方法

シャトルバス運行時間（始発～最終の間随時運行）

行き始発 行き最終 帰り始発 帰り最終

会場周辺駐車場
(サオリーナ、西郊中学校)

約1,500
台

徒歩 ― ― ― ―

津市水道局駐車場 約100台 無料バス３分 ６：１５ ７：４５
交通規制終了後
（１１：００頃予定） １３：３０

三重県庁大駐車場
吉田山会館駐車場

約400台 無料バス８分 ６：１５ ７：４５
交通規制終了後
（１１：００頃予定） １３：３０

安濃中央総合公園駐車場 約450台 無料バス12分 ６：１５ ７：４５
交通規制終了後
（１１：００頃予定） １３：３０

近鉄津新町駅から無料シャトルバスを運行 無料バス15分 ６：２０ ７：４５
交通規制終了後
（１１：００頃予定） １３：３０

駐車場については、
申込時第２希望まで
駐車希望場所を選択

大会事務局にて駐車箇所
を事前割振 （超過の場合、
抽選） 駐車券を事前発送

予め駐車場を割り振
ることで大会当日の
渋滞＆混乱を防止

※駐車台数超過の場合、抽選を行うため、ご希望に添うことができ
ない場合があります。

※上記駐車箇所で不足する場合、別途駐車箇所を確保します。
※駐車場が満車の場合は、公共交通機関をご利用いただく場合が

あります。

会場周辺駐車場のほか、近隣施設の駐車場を確保。会場へのパーク＆ライドでらくらく移動が可能。
また、公共交通機関として、近鉄津新町駅から無料シャトルバスを運行。



津シティマラソンの注目ポイント ❹

④ 大会スペシャルゲストは吉田沙保里さん

https://tsu-city-marathon.com©YSW Tokyo Inc.

津市が世界に誇る女子レス
リングの吉田沙保里さんが
スペシャルゲストとして登
場！

⑤ 大会ホームページをリニューアル

大会情報をよりわかりやすく！より魅
力的に！最新情報などはホームページ
をチェックしよう！

⑥ 大会ロゴマークを決定

● コンセプト
サオリーナの屋根をモチーフにした３本のライ
ンを市章カラ―で色付け
● 大会ポスターや参加賞など各所に掲載

⑦ 参加賞、今大会イメージカラーを決定

■ １０ｋｍ ・・・ 大会オリジナルＴシャツ
■ ５ｋｍ、２ｋｍ ・・・ タオル
■ ジョギング ・・・ ハンドタオル
● 今大会イメージカラーをホットピンクに決定！

大会オリジナルＴシャツで10㎞コースをホット
ピンクに染めよう！
受付にてお渡しする参加賞Ｔシャツを着用して完走された方
にホットピンク賞をプレゼント♪



申込方法・申込期間

① インターネット申込

ＲＵＮＮＥＴ今大会より、ランナー会員数Ｎｏ.１サイト を採用！！

※ 定められた期間内に支払がないとエントリーが取り消されます。
※ 支払手数料が必要です。（参加費が４，０００円まで：２０５円、４，０００円以上：参加費の５．１５％）

！

申込期間 １１月１日 ０：００～１１月２２日 ２３：５９

● ＲＵＮＮＥＴ会員登録（年会費等無料）、ＲＵＮＮＥＴ内で「津シティマラソン」を検索

● エントリー画面で必要事項入力、支払方法を選択

● 選択した支払方法で定められた期間内に支払を行い、エントリー完了！

木 木



申込方法・申込期間

申込期間 １１月１日 ～１１月２２日 窓口、払込機能付きATM営業時間内

市内スポーツ施設等に設置の募集パンフ
レット内払込取扱票に必要事項記入

② ゆうちょ銀行または郵便局での申込

➂ 大会実行委員会事務局での申込

申込期間 １１月１日 ～１１月３０日 土日祝日を除く平日8:30～17:15

ゆうちょ銀行または郵便局で払い込み後
エントリー完了！（１件あたり130円手数料要）

市内スポーツ施設等に設置の募集パンフ
レット内払込取扱票に必要事項記入

実行委員会事務局（スポーツ振興課）で払
い込み後、エントリー完了！（手数料無料）

みなさまのご参加お待ちしています！お申し込みはお早目に！！

木 木

木 金

津シティマラソン実行委員会事務局（スポーツ振興課）ＴＥＬ059-229-3254問い合わせ先
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