
市議会定例会［６月］

提出議案の概要について

桑名市



令和３年６月定例会の主な議案
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補正予算の規模

一般会計補正予算（第３号） 補正額 ６億２,２００万６千円

地方独立行政法人桑名市総合医療センター
施設整備等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 補正額 ８億４,１７０万円

◎第11弾！ 新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策

⇒ 別紙 一般会計補正予算のうち 補正額 ４億９,４７５万８千円

◎その他

・市役所本庁舎で使用する電力に地産の再生可能エネルギーを導入し、電力の地産地消
を推進するため、電気使用料を増額
・一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業の一環として行う助成事業
を活用して、地域団体に石取祭関連備品等の整備を助成
・国の補助制度に基づき、地域農業の担い手に必要な農業用機械・施設の導入を支援
・市道の安全確保調査や、市道の路面損傷の早期対策等を実施 ほか

補正予算の概要

◎ 桑名市市税条例の一部改正
・地方税法（昭和25年法律第226号）等の改正に伴い、所要の改正を行う。

条例の改正



桑名市

６月補正新型コロナウイルス感染症対策

第11弾
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１.新型コロナウイルスワクチン接種

❶ ワクチン接種について、休日等の接種費用の増額や、

ＮＴＮシティホール等の出張診療費用を増額 【2,942.8万円】

２.感染拡大防止対策

❷ 新型コロナウイルス感染症の回復期にある患者の転院を

受け入れる市内医療機関を支援【660万円】

❸ 消防庁舎内に自動体温測定器を設置【24.2万円】

第11弾 桑名市緊急新型コロナウイルス感染症対策
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❹ 救急隊員の感染症対策備蓄品の補充や、オゾンガス除菌除染

専用テントを導入 【307.6万円】

❺ 避難所にスポットエアコン等を導入 【1,014.7万円】

❻ 公立幼稚園に感染対策用品を購入 【302.6万円】

❼ 学校給食の非常食を備蓄【355.3万円】

❽ ＡＩ技術を活用したオンデマンドバス運行の実証実験を実施

【1,718万円】

❾ くわなメディアライヴ多目的ホールの備品等を消毒・洗浄

【100万円】

第11弾 桑名市緊急新型コロナウイルス感染症対策
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❿ 長島輪中図書館の椅子の張替え等や、ふるさと多度文学館の

ＣＤ・ＤＶＤ研磨機と空気清浄機等を設置【192.7万円】

⓫ 市役所本庁舎内に自動体温測定器と二酸化炭素濃度測定器を

設置【45.1万円】

３.経済対策

⓬－１ 市内事業者の先端設備等の導入を目的とした桑名商工

会議所の事業への支援 【1億1,000万円】

⓬－２市内事業者の競争力強化を目的とした桑名商工会議所の

事業への支援 【9,200万円】

第11弾 桑名市緊急新型コロナウイルス感染症対策
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⓬－３学校給食で伝統的な和菓子を提供し、歴史・文化に触れる

ことで郷土教育を推進するとともに、経済的支援を実施

【750万円】

⓭ 中心市街地の飲食店有志が取り組むイベントを支援 【40万円】

⓮ 桑名市ビジネスサポートセンターが開催するセミナーの強化を

支援 【200万円】

４.生活支援対策

⓯ 低所得の子育て世帯に生活支援特別給付金を支給

【2億622.8万円】

第11弾 桑名市緊急新型コロナウイルス感染症対策
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その他発表事項
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デジタルトランスフォーメーションの推進

デジタルサイネージを活用して
公示情報を発信します

～デジタルファースト宣言企画第６弾～

三重県内市初！！
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デジタルサイネージを活用して公示情報を発信します
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現在は掲示場に紙で掲示

今後は公示情報を
デジタル化



デジタルサイネージを活用して公示情報を発信します
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公示情報

条例

規則

告示

公示情報公示情報

○○条例の制定につ
いて

■■条例の一部改正
について

△△規則の制定につ
いて

××電気施設工事

TOPへ

タッチ

タッチパネルを利用して、公示情報の閲覧が可能



デジタルサイネージを活用して公示情報を発信します
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高さ
約180㎝

奥行
約70㎝

イメージ

横幅 :約230㎝

インフォメーションパネル

広告パネル

ガイドパネル

行政情報

地域情報
防災情報

公示情報
等

広告収入



デジタルサイネージを活用して公示情報を発信します
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・情報発信および公共サービスの拡充

案
内

設置予定場所

・導入に市の予算を使用することなく、広告料により歳入を確保



デジタルサイネージを活用して公示情報を発信します
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今秋導入予定！！

住民へのお知らせや自
治体の取り組みなど幅
広く配信できます。

観光やイベントの情
報を動画や静止画で
配信出来ます。

火災予防運動や交通安
全運動、防災への備えなど
の配信で啓発に繋げます。

行政情報 観光・イベント情報啓発情報

配信情報例

タッチパネルを利用した公示情報の閲覧

デジタル化の加速！！



民間事業者等から提案を募集します

桑名市
ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組み
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第３弾
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ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みについて
民間事業者等から提案を募集します

令和３年５月に設立されたグリーンIoTラボ・桑名では、
ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みを推進する
ため、民間事業者等の皆様から様々な提案を募集します。

提案を希望する方は、市ホームページ「グリーンIoT
ラボ・桑名」からご提案ください。

※コラボ・ラボ桑名とグリーンIoTラボ・桑名が連携し、
ワンストップ対話窓口として、皆様からの提案を
お伺いします。
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ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みについて
民間事業者等から提案を募集します

〇募集テーマ
「ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みの提案」

・桑名市や他の事業者等と連携して行うゼロカーボンシティの実現
に向けた事業あるいは啓発活動をしたいという提案

・IoTや新しい技術等を活用し、環境と経済の好循環を生み出す社会
を作る仕組みの提案

・市内で既に行っている、あるいはこれから行うゼロカーボンの
取り組みで得られる収入の一部を寄付し、グリーンIoTラボ・桑名
の活動に活用してほしいという提案

など 
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ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みについて
民間事業者等から提案を募集します

〇募集開始日
令和３年６月４日（金）から

〇申込み方法

市ホームページ「グリーンIoTラボ・桑名」の申込みフォーム

から、あるいは所定の様式をメールまたは郵送にて

〇提案できる方

提案内容を自ら実施する意思及び能力を有する「民間企業」

「ＮＰＯ法人等の法人」「任意団体」など

 

 

 

 

 



寄付型自動販売機を設置しました

桑名市
ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組み
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第３弾



寄付型自動販売機

売上金額の一部は地球温暖化対策
としてゼロカーボンシティの実現に
取り組むため産学官金が連携した
「グリーンＩｏＴラボ・桑名」に寄付

設置場所 協力団体 台数

桑名市役所南玄関前 伊藤園 1台
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災害対応機能（ライフライン自動販売機）

バッテリー内蔵であり停電時でも使用可能

①キーを差し込み
スイッチを回す

②商品ボタンが点灯し、

商品選択ボタンを押すと
商品が搬出される
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キャッシュレス対応（非接触）

①硬貨・紙幣に触れず
購入可能

②釣銭レバーや、コイン
返却口に触れず購入可能

交通系電子マネー決済と複数のQRコード決済に対応



新型コロナウイルスワクチン接種
について
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新型コロナワクチン接種の状況について

〇対象者…5,200人

〇接種数…第1回接種：4,300回（83％） 第2回接種：3,737回（72％）

※消防職員（249人）全員の接種は完了しています。

■医療従事者の接種状況（実数ではなく、V-SYS登録数です。 5月31日現在）
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■一般高齢者の予約状況（令和3年5月28日現在）

〇対象者…約39,500人

〇予約数…第1回接種：約32,000人（81％） 第2回接種：約29,900人（76％）

〇接種数…第1回接種：7,564人（19％） 第2回接種：188人

※介護老人保健施設および高齢者施設の高齢者を含む

■高齢者の接種状況（実数ではなく、V-SYS登録数です。 5月31日現在）



新型コロナワクチン接種の状況について

①市内各医療機関（62医療機関）の接種枠の拡大

5月19日（接種開始時） 約5,000回/週

↓（順次拡大）

6月下旬 約10,000回/週

■7月末高齢者接種完了に向けた取り組み
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①別日の予約者への接種

②当日の来院患者（65歳以上）への接種

③各医療機関における新規採用従事者等への接種

④介護従事者または教職員等への接種⇒ゆめはまネット（医療介護ネットワーク）を活用

⑤市職員（保育士や保健師、窓口対応が多い部署の職員を優先的に）

②医療機関の出張による接種

5月30日～7月31日の土日の一部で、予約を受け付けた医療機関がNTNシティ
ホール、多度まちづくり拠点施設、長島地区市民センターに出張する形で接
種を行う。

■キャンセル対応について（優先順）



一般の方（16歳以上64歳以下）のワクチン接種について
（予定）

6月末ごろ …接種券送付（対象者は約82,000人）

7月中旬以降 …基礎疾患のある人などから順次の予約・接種開始

※年齢別に予約開始日を分けるかは検討中

■スケジュール
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■予約方法

個別接種…市内医療機関

集団接種…NTNｼﾃｨﾎｰﾙ、多度まちづくり拠点施設、長島地区市民センター

予約専用コールセンターおよび予約専用ウェブサイトで予約

■接種方法

●さまざまなニーズに対して、接種体制の組み合わせにより、より早いワクチ

ン接種を進める。


