
『大山田パーキングエリア』での
スマートインターチェンジ構想
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スマートインターチェンジ構想

• アクセス道路網の改善企業誘致促進

• 市民の通勤・通学の利便性向上市民生活向上

• 道路のネットワーク化による災害
発生時のリダンダンシーの確保

防災機能向上
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高規格幹線道路網

東海環状自動車道
令和8年度全線開通予定

大津JCT～高槻JCT
令和５年度開通予定

桑名市

新東名
6車線化
一部区間完成
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位置図

桑名東IC 

桑名IC 

大山田PA

長島IC 

四日市JCT 

スマートインター
チェンジ検討
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ＩＣの必要性（連結を必要とする理由）

■現状と問題点
①産業活動の視点より

• 都市計画マスタープランにおいて産業誘導ゾーンに位置付けられる多度地域南部には、企業立地
が進み産業が集積しており、今後もさらに産業の誘致が予定されている。産業誘導ゾーンとＩＣ
へのアクセスは、国道258号及び県道御衣野下野代線経由又は主要地方道四日市多度線経由が主
なルートとなっているが、踏切や狭あい区間も存在する。

• 現在、県により県道御衣野下野代線、主要地方道四日市多度線の道路改良が進められている。し
かしながら、両県道共に既存集落を通過するため、今後のさらなる産業誘致に伴う交通量の増加
を鑑みると、両県道の交通負荷を軽減する必要がある。

②通勤・通学の視点より
• 大山田ＰＡ周辺には陽だまりの丘、大山田団地といった大規模な住宅団地が存在し、名古屋方面
への通勤・通学需要が多いが、鉄道駅まで距離があるため高速バスが運行されている。

• 高速バスの最寄りＩＣは桑名東ＩＣであるが、住宅団地からＩＣまで距離があるため、一般道走
行区間の所要時間がかかっている。

③防災機能の視点より
• 産業誘導ゾーンへの主要なアクセス道路である国道258号又は主要地方道四日市多度線は、洪水
時の浸水が想定されており、災害発生時の交通機能麻痺が懸念される。
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6.4km

期待される整備効果

①産業活動への支援

産業誘導ゾーンへのアクセス
において、道路走行環境の改
善が図られるとともに、既存
集落を通過する交通の減少が
期待できる。
また、都市計画道路桑名北部
東員線整備後には、産業誘導
ゾーンへのアクセス所要時間
が短縮される。
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8.1km

2.1km

※運行距離は「陽だまりの丘北」バス停を起点とした各ＩＣまでの距離

住宅団地から名古屋方面への所
要時間短縮

期待される整備効果

②通勤・通学の利便性の向上

陽だまりの丘、大山田団地と
いった大規模な住宅団地から
ＩＣまでの距離が短縮される
ことにより、名古屋方面への
通勤・通学所要時間の短縮が
期待できる。
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期待される整備効果

③-1防災機能の向上

国道258号、主要地方道四日
市多度線は洪水時に浸水する
区間が存在する。(仮称)大山
田ＩＣの設置により、産業誘
導ゾーンと高速道路を結ぶ新
たなネットワークができるこ
とにより、災害発生時におけ
るリダンダンシーが確保さ
れ、企業活動の継続性確保が
期待できる。
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期待される整備効果

防災拠点となる多度地区市民
センターや、星見ヶ丘に建設
中の新たな防災拠点施設への
アクセスについて、浸水の恐
れのない新たなバイパスが確
保され、物資輸送経路や避難
経路の選択肢の拡がりが期待
できる。

③-2防災機能の向上
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多度南部エリアの企業立地のニーズは、ますます高まり、更なる企業誘致の推進により、確固たる財政基盤を確立する

ことで、本市の持続可能なまちづくりや行政運営に取り組んでまいりたいと考えております。

現状においては、先に述べました県道２路線の整備には、それぞれ嘉例川地区・下野代地区といった既成集落を通過

いたしますことから、今後、企業立地が進むことにより、交通量の増加が予測され、両地区への影響等を危惧するところで

ございます。

そこで、本市といたしましても、両県道のみに頼ることなく、更なるアクセス網を確立するため、東名阪自動車道の桑名

東インターチェンジと桑名インターチェンジの中間に位置する大山田パーキングエリアにスマートインターチェンジの設置を

目指し、新たな道路網の整備を検討してまいりたいと考えております。

このスマートインターチェンジへの期待といたしましては、現在、多度南部エリアのアクセス道路であります両県道の交通

量の軽減に加え、高速バスによる陽だまりの丘、大山田団地といった大規模な住宅団地からインターチェンジへの距離が

短くなることにより、立地企業のみならず地域住民の通勤・通学の所要時間の短縮が期待されます。

また、国道258号、県道四日市多度線は洪水時に浸水する区間が存在しており、この新たなネットワークができることに

より、災害発生時におけるリダンダンシーが確保され、企業活動の継続性や防災拠点となる多度地区市民センターなどへ

の物資輸送等といった経路の確保が期待できます。

このように企業誘致の推進のみならず、市民の方々の利便性の向上並びに大規模災害等に対する様々な活動を行う

上で、大山田パーキングエリアへのスマートインターチェンジにつきまして、11月の市長選挙で改めて市民の皆様の負託に

お答えすることとなりましたら、私の次期任期の中で設置を目指してまいりたいと考えます。

令和２年９月議会 市長答弁より
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密をつくらず

マイナンバーカード取得キャンペーン！

マイナンバーカードを取得しようとする人が急増
⇒市役所窓口の混雑
⇒長い待ち時間

解消策として、

▶商業施設や企業等への出張申請受付
▶交付窓口の臨時開設 を実施します
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◆交付件数 22,109件（交付率15.6%）※令和2年9月1日

桑名市のマイナンバーカード取得状況

密をつくらず

マイナンバーカード取得キャンペーン！
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商業施設へ出張します ‼

◎イオンモール桑名
令和２年１０月１８日（日）
令和２年１１月 １日（日） 午前１０時～午後３時

◎アピタ桑名店（２階フードコート前）

令和２年１１月１５日（日）
令和２年１１月２２日（日） 午前１０時～午後３時

【お持ちいただくもの】
・通知カード ・本人確認書類（顔写真付き１点もしくは顔写真なし２点）

（1番街2階西出入口パブリックスペース）

密をつくらず

マイナンバーカード取得キャンペーン！
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あなたの職場やサークルへ出張します ‼

【対象団体】
・市内に事業所がある企業や団体
・市内の地域団体等（自治会・サークル等）

【申込要件】
・桑名市に住民登録のある申請者が概ね５人以上
・月・金を除く、平日午前１０時から午後４時まで
・一度も交付申請をしたことがなく、初めて申請をする人
・申請者本人が会場（職場・サークル等）に来られること
・今後３か月以内に住所異動の予定がないこと

※申し込みついては、市へご相談ください。

密をつくらず

マイナンバーカード取得キャンペーン！
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マイナンバーカード交付窓口を臨時開設します ‼

◎開設日
令和２年 10月25日(日) 11月14日(土) 12月６日(日)
令和３年 １月24日(日) ２月28日(日) ３月28日(日)

午前９時～午後４時

○令和２年１０月から令和３年３月まで、臨時窓口を開設します。
○本庁のみでの実施です。
○第２日曜日の交付窓口開庁はそのまま継続実施します。

密をつくらず

マイナンバーカード取得キャンペーン！
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セルフ座席予約システム
「eBOOTH」の導入について

桑名市

中央図書館
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中央図書館学習スペースの現状と課題

学習スペースとは

中央図書館にある持ち込み学習可能な席

2階 講習室 18席 （48席）
3階 南閲覧席 32席
4階 閲覧席 24席

合計74席（104席）

〇現状

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
座席を間引いた状態で運営
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〇課題

・予約制ではないため早い者勝ち

らない

・少ない席を求めて早朝から並ぶ

・夏季、冬季など健康面を心配する声あり

・利用時間に制限がないため回転が悪い

・空き状況が図書館に来館しないとわか
熱中症

風邪etc
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セルフ座席予約システムの導入

・１２月3日（木）より導入

・ＷＥＢを使った予約システムは県内初

〇導入メリット

・パソコン・スマートフォンから予約がで
き朝から並ぶ必要がなくなる

・空き状況がリアルタイムでわかる
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・時間単位の予約となるので、より多くの
人に利用可能となる

・スタッフとの対面回避ができる（コロナ
対策）

・利用者同士の密回避ができる
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「eBOOTH」で出来ること

◇ 当日予約

①Web画面で
仮予約する

②予約当日に来館
し、
予約確定の上で
利用開始する

< 予約票>

< WEB予約確定画面>

◇ Web予約

①場所を選択する ②開始時刻・利用時間の指定

【いつから？】

【何分？】

③内容確認し利用開始する

15:15 ～
15:45
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桑名ほんぱく
（桑名本物力博覧会）の開催について

初のリモート
プログラム実施
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桑名ほんぱくについて

桑名ほんぱくのねらい

▼「本物力こそ、桑名力。」を具現化する取り組み
・桑名に住んでいることを誇りに思う人が増える。
・桑名の新しい魅力を自ら伝え、発信する人が増える。
・新たな関係の構築により新たな行動が生まれる。

桑名ほんぱくの概要

▼プログラム実施期間：

2020年11月21日（土）～2021年2月14日（日）

▼企画プログラム数：41プログラム （昨年度：56プログラム）

▼開催場所：桑名市内

▼申込開始： web受付 10月31日（土）20時から

電話受付 11月 1日（日）正午から

▼参加団体：33の市民団体、事業者等
▼個別相談や電話、メールで内容を深めながらプログラムを作成

桑名ほんぱくの企画・運営
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昨年度開催した桑名ほんぱくの実績

昨年度の実績

▼56プログラムを実施（53団体が参加）
▼1,303人が参加（定員に対する申込率79.1％）

参加者の傾向

▼女性参加率・・・女性 78.0％
▼参加者の居住地・・・桑名市 60.7％

和菓子作り体験する様子

61%27%

2%

5%5%

0%

60%22%

4%

5%

8% 1%

桑名市

61%三重県その他

24%

名古屋市

3%

愛知県その他

5%

岐阜県

6%

他都道府県

1%

R1
H30
H31

▲居住地別人数比
法盛寺でジャズを楽しむ様子
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桑名ほんぱくの主なプログラム

桑名の本物を味わう

桑名の名産や素材を味わうことができるプログラム

桑名の自然を満喫する

桑名の自然の力を感じたり、学んだりすること
ができるプログラム

41プログラムを４つのカテゴリーに分類

▼色とりどりの花畑に大感激！
ダリアの朝摘み体験とダリア御膳（なばなの里）

▼300年の桑名を語る
とらや饅頭を作ろう
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桑名ほんぱくの主なプログラム

桑名の文化・技術を学ぶ

桑名の歴史や文化、職人の技などを学ぶことが
できるプログラム

桑名で身も心も美しく

体を動かして汗を流したり、食の大切さを学ん
だりすることができるプログラム

41プログラムを４つのカテゴリーに分類

▼〇結婚式をあきらめちゃったお二人へ…
六華苑で写真結婚式（ROCCA）

▼連鶴と「茶輪（さわ：桑名市田町）」のかぶ
せ茶を楽しむ和のひととき（桑名の千羽鶴を広
める会）
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リモートのプログラムについて

▼リモート実施プログラム数：2つ（41プログラム中）

▼実施方法

・ものづくりの活動において、申し込み/入金確認
後、材料や桑名の名産品を送付し各自宅にて作成
してもらう

必要に応じてZoom等で講師がレクチャーする

・対話中心の活動において、希望者はZoomで参加
することができる

▼メリット

・三密を避けることができる

・内容によっては、好きな時間に自分のペースで取
り組むことができる

リモートプログラムの内容

リモートを活用するプログラムの例▲ 28



桑名フィルムコミッション
設立１０周年
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桑名フィルムコミッションについて

桑名フィルムコミッションとは

桑名フィルムコミッション活動概要

▼設立

・2010年12月4日設立

・今年で10周年を迎える

▼支援内容

・映画製作・ロケ撮影の誘致活動

・ロケ撮影に伴う業務

・各種協力要請

▼支援作品数

・映画、ドラマ：61本

・テレビ番組、CM：約500件

・映画やドラマなどの撮影場所誘致や撮影支援を

行う機関。映像を通じて、桑名の魅力を発信し、

地域の活性化を図ることを目的に設立された。
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桑名フィルムコミッションについて

作品紹介

▼アニメ『若おかみは小学生！』（小林星蘭、小松未可子、他）

・ホテル花水木が大旅館の美術モデルとなった

・桑名市出身の声優小松未可子さん出演

▼映画『チョコリエッタ』（森川葵、菅田将暉、他）

・作品の半分以上が桑名ロケとなった

・桑名の街中でロケが行われる転機となった作品

▼ドラマ『いだてん』（中村勘九郎、生田斗真、他）

・桑名フィルムコミッション初の大河ドラマ誘致

・総勢200人を超える大規模ロケで、エキストラも大活躍した
▲ドラマ『いだてん』の撮影風景

▲映画『チョコリエッタ』のワン
シーン
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FC設立１０周年イベントについて

10周年イベント開催目的、趣旨

イベント予定

▼映画『クハナ！』の上映会（別頁にて紹介）

▼10周年の活動の軌跡展示（別頁にて紹介）

▼桑名ほんぱくにプログラム出展

・多度の老舗「大黒屋」で開催。見学とロケ時の料理を堪能

▼ロケ地マップ、記念品（クリアファイル）の作成

・活動を知り、ロケ地に足を運んでもらう

・作品を知り、DVDやサブスクリプション等で楽しんでもらう

▲ほんぱくのプログラム内容

▼桑名フィルムコミッションの活動を広く周知する

・桑名の魅力を再確認し、桑名のファンを増やす

・映像制作を身近に感じ、協力していただける方を増やす

・今後更に、地元が一緒になって盛り上がるきっかけにする
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映画『クハナ！』の上映会について

映画『クハナ！』について

・桑名を舞台にした初の映画（2016年に撮影、全国公開）

・ロケ地は市内20カ所以上、エキストラは900人超え

・地元有志ボランティアをはじめ、多くの市民の協力のも

と作り上げられた作品

上映会について

▼日時：11月21日（土）午後1時30分～4時

▼場所：NTNシティホール 小ホール（ロケでも使用）

▼申込受付：10月7日（水）～30日（金）電話またはメール

▼内容：・上映後に秦監督のリモートトークショーを企画

・2階ロビーにて軌跡のミニ展示 ・ロケ地MAP配布

・ボランティアエキストラ、サポーター登録受付

▲バンドメンバー役の出演者たち

▶
秦

建
日
子

監
督
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活動の軌跡展示について

開催予定の内容

▼期間：12月2日（水）～6日（日）

▼開場時間：9:00～17:00（入苑は16:00まで）

※最終日は16:00まで

▼場所：六華苑番蔵棟（入苑料が必要です）

・六華苑はロケ地として撮影No.1

▼内容

・支援作品のポスターや撮影風景、裏話などを展示

・特に六華苑がロケ地になった作品については、

その作品視点で苑内、館内の見学をお楽しみいただく
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