
市長定例記者会見

令和4年10月３日

桑名市



桑名市(桑名市選挙管理委員会)

市議会議員選挙
中高生が選挙啓発！選挙に行こう！
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・みなさんの最も身近な代表を選ぶ選挙です。

・忘れずに投票しましょう。

11月20日は市議会議員選挙です！

≪市議会議員選挙の投票率の推移≫

≪立候補予定者説明会≫
10月7日(金)午後1時30分から 市役所 5階中会議室
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若い世代の選挙への意識向上と投票率の向上に向け、

投票環境の改善やさまざまな啓発に取り組みます！

①若い世代(高校生)に向け、市内高校に

期日前投票所を設置

②未来の有権者(中高生)が啓発音声の録音や

ポスターモデルに参加

③未来の有権者(小学生)が模擬選挙を実施

④桑名駅自由通路をはじめ、11カ所の期日前投票所設置

啓発標語

「この一票、桑名を創る夢の種」

大成小学校での模擬選挙

若者世代の選挙への取り組み
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桑名市選挙管理委員会 ・電話：0594-24-1216

・E-mail：somum@city.kuwana.lg.jp

11カ所の期日前投票所

①桑名市役所 ⑦津田学園高等学校

②多度地区市民センター ⑧桑名工業高等学校

③長島地区市民センター ⑨桑名高等学校

④JAみえきた長島営農センター倉庫 ⑩桑名北高等学校

➄星川ショッピングタウン サンシティ ⑪桑名西高等学校

⑥桑名駅自由通路



令和４年度 ＡＩ活用型オンデマンドバス実証実験

ー 新しい公共交通のカタチ ー
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次世代モビリティサービス推進事業について

課題

実施目的

めざす
方向性

■社会的課題

■地域諸課題

・少子高齢化の進展 ⇒ 交通空白地域における移動手段の確保
・グリーン社会の実現 ⇒ 移動の効率化による環境負荷低減
・Society5.0（超スマート社会） ⇒ デジタル化による効率化
・新型コロナ ⇒ ポスト・ウィズコロナ時代における持続可能なサービス確保

・市民満足度 ⇒ 交通に対する満足度の向上
・コミュニティバス ⇒ 利便性等の課題解決に向けたサービス見直し

■既存公共交通を軸とした補完的移動サービスの提供

・基幹交通である鉄道や路線バスを市内公共交通の軸と位置付け、市はこれら
を補完する移動手段を提供し、交通空白地の解消を目指す

■デジタル技術による利便性向上

■コミュニティバスからの代替可能性検討
・将来的なコミュニティバスからの代替可能性の検討
・有償によるニーズ把握、事業性検証

・AIを活用した最適な配車、ルート設定
・アプリを活用し、利便性・効率性向上 7



令和３年度 AI活用型オンデマンドバス実証実験の結果について

コミュニティバス「西部南ルート」運行エリアの一部

運行エリア

無料

運賃

９９５人

総乗客数

令和４年１月３１日（月）～３月４日（金）

実施期間

６１．３１％

アプリ予約率

４９６名

ユーザー登録者数

■利用満足度について

全体の90％が「大変満足」または「少し満足」との回答

大変満足

少し満足

アンケート結果
■コミュニティバスと比較した時、
オンデマンドバスの利便性について

70％以上が「大変便利」または「少し便利」との回答

大変便利

少し便利
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令和４年度 AI活用型オンデマンドバス実証実験について

運行時間

運賃

運行期間

乗降拠点数

運行エリア

 令和４年12月１日（木）～令和５年３月７日（火）

 大人(12歳(中学生)以上) 300円

 小児(12歳(小学生)以下) 100円

 幼児(小学校入学前) 無料

 障害者手帳保持・提示者 100円

平日：9:00～18:30

土曜：9:00～18:00

72ヶ所(昨年度65ヶ所） コミュニティバス停38ヶ所

昨年度運行エリア（コミュニティバ

ス「西部南ルート」運行エリアの一

部）に加え、桑部地区の一部に拡大
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地域で子育てを応援する環境づくり

①子育て応援自販機の設置

②子どもの居場所づくり事業
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①子育て応援自販機の設置

〇子育て世代が紙おむつの心配をすることなく外出できるよう、飲料に加え、

ベビー用紙おむつの小パック（２枚入り）が購入できる自動販売機です。

〇衛生面に配慮し、飲料と紙おむつの取り出し口は別としています。

○売り上げの一部は「桑名市子ども応援基金」に寄付されます。

■子育て応援自販機の概要
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※今後も順次、設置していただく予定です。
設置のご協力をいただける企業、団体を募集しています！

【設置場所】

①子育て応援自販機の設置
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○NTN総合運動公園○くわなメディアライヴ
○子ども・子育て応援センター
ぽかぽか



市民からの直接の寄付

寄付型自動販売機
からの寄付

ふるさと納税

地域活動支援

教育支援

保育支援

少子化対策

子どもの居場所づくり

里親支援

寄付

ソフトバンク

不要になった「モノ」
を「キモチ」に替えて寄付

ホームページなどで事業成果の公表

子
ど
も
応
援
基
金

・スマホによる寄付
・電子ポイントでの寄付

ダイドードリンコ ブックオフ

ふるさと納税

こども医療費助成

子育て支援

新規事業や
既存事業に
活用！
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①子育て応援自販機の設置



【食事の提供、遊び、学習を通じた居場所の提供】
地域の子どもが気軽に立ち寄れる居場所を食事

の提供、遊び等を通して提供する。
また、家族や友人関係の悩みがある子どもたちに

対して、休息できるスペース
を提供する。

【資格取得支援】
学校に行きづらくなった子どもや様々な理由
により、自信を無くした子どもたちに対し、英語
検定などの資格取得を支援
し、再チャレンジを
サポートする。

【SNSを活用した寄り添い支援・傾聴支援】
家族関係、友人関係など、悩みを抱えている子どもたちに対し、居場所を提供するスタッフ
が、遊びなどを通じて信頼関係を構築する中、子どもたちに寄り添い、悩みを傾聴する。
また、居場所に来られない子どもたちに対しても、SNSを活用した傾聴支援を行う。

子ども総合センター

②子どもの居場所づくり事業

子どもたちがほっとできる子どもの居場所を、市内３か所に設置！
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子どもが気軽にひとりで行ける居場所となるよう、市内を６地域

に分けての整備をめざしており、今年度は、３地域で事業を開始し

ます。

○NPO法人 そらと風（多度地区）

○NPO法人 太陽の家（精義地区）

○わくわくフレンズ・ガーデンキッチン

たんぽぽ（大山田地区）

設置場所

②子どもの居場所づくり事業
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すべての子どもが笑顔になれる居場所

づくりをめざしています！

②子どもの居場所づくり事業
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新型コロナワクチン接種について

１ 17



新型コロナワクチン接種の状況について

■ 接種回数別接種状況 （令和4年１０月３日現在）VRS数値

140,134人

115,023人

接種済

82.1％
140,134人

114,042人

接種済

81.4％

1回目接種 2回目接種

接種済

64.8％

3回目接種

140,134人

90,751人

接種済

24.0％

4回目接種

140,134人

33,687人

※接種率について、これまで分母は接種対象者としてましたが、
今回より全人口（R4.1.1の住民基本台帳人口）としています。 18



オミクロン株対応ワクチン接種について

■ 接種スケジュール ※接種は10月1日から開始しています

■ 予約方法 １．専用ウェブ予約サイト（https://jump.mrso.jp/242055/)

２．桑名市コロナワクチンコールセンター（☎0120-755-105）

３．一部医療機関は直接電話予約

対 象 対象人数 予約開始日

① 現行の４回目接種対象者 約13,500人 予約受付中

② 55歳～59歳の4回目接種対象者 約6,000人 10月6日

③ 以降、年齢の高い順に 約50,000人 10月中旬以降

■ 接種対象者

12歳以上で2回目接種を終えた人（最終接種から5か月経過）

■ 接種ワクチン

オミクロン株（BA.１型）対応ワクチン（ファイザー社製）

■ 接種券

新規対象者（12～59歳の4回目など）へ、年齢が高い順に送付
※既存対象者（3・4回目）の方へは発送済み。
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文化財×DX
20

～県内の近代化遺産初‼～
六華苑プロジェクションマッピング

関連事業「桑名の近代化遺産 歩いて、撮って、知ろう！
～諸戸水道ウォークラリー～」



六華苑プロジェクションマッピング

近代化遺産を活用して投影するのは三重県内初！

文化庁が主催する「日本博」事業の助成を受け、全国近代化遺産活用連絡協議会の水道部

会の会員である鳥取市との共同プロジェクトを行います。「桑名の近代水道遺産」プロジェ

クションマッピングと『桑名の近代化遺産 歩いて、撮って、知ろう！～諸戸水道ウォーク

ラリー』を開催します。近代水道関連施設を広く知ってもらうイベントです。

六華苑洋館の外壁に諸戸水道関連施設や水をイメージしたプロジェクションマッピングを

投影します。当日の様子は記録撮影し、後日YouTubeなどで広く発信します。

内 容
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日時：１１月２２日（火）２３日（祝・水） 【※予備日２４日（木）】

開苑１８：００ 閉苑２0：3０（入苑は20：0０まで）

投影１８：３０～２０：10（２０分ごと、１日６回、約７分/回）

※昼間に入苑された方は、再度入苑していただく必要があります。

場所：六華苑 洋館

※小雨決行、開催に有無についてはホームページに掲載

※混雑の状況によって、入場制限する場合あります。

※夜間のため、安全確保の観点から一部、苑内の移動を制限します。

ただし入れ替え制とします

開催日時・場所

料金

観覧は入苑料のみ（一般460円、中学生150円、小学生以下無料。ただし保護者の付

添が必要。）

申込方法 事前申込不要

六華苑プロジェクションマッピング
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六
華
苑

諸
戸
水
道
貯
水
池
遺
構

諸
戸
氏
庭
園

諸
戸
水
道
給
水
塔

六華苑プロジェクションマッピング
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桑名の近代化遺産である諸戸水道関連遺産
を歩いて、写真を撮って、「諸戸水道」を
知って文化遺産カードをもらうイベントを
開催

開催期間

料 金

参加費無料但し、六華苑と諸戸氏庭園は
入苑〈園〉料が必要

申込方法

事前申込不要

令和4年11月5日～12月4日

桑名の近代化遺産 歩いて、撮って、知ろう

～諸戸水道ウォークラリー～
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諸戸水道貯水池遺構 ：桑名市物産観光案内所 ( 桑名市有楽町59番地)

諸戸水道 給水塔 ： 宿場の茶店 一(ハジメ) (桑名市川口町8番地)

諸戸氏庭園 ：諸戸氏庭園 受付 (桑名市太一丸18番地)

六華苑 ：六華苑 管理棟事務所 (桑名市大字桑名663番地5)

※諸戸氏庭園と六華苑については、入園（苑）が必要です。

※配布場所の定休日やオープン時間が違うのでご注意ください。

カード配布場所 希望の方にカードをお渡しします。
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桑名の近代化遺産 歩いて、撮って、知ろう～諸戸水道ウォークラリー～



桑名市博物館特別企画展

「華ひらく近代工芸の美」
板谷波山と香取秀真
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特別企画展
華ひらく近代工芸の美

板谷波山と香取秀真

期間
令和4年10月22日（土）

～11月27日（日）
休館日 毎週月曜日

開館
時間

午前9時30分から午後5時まで
（入館は午後4時30分まで）

入館料

大人［高校生以上］500円
※20名以上の団体は１人100円引き

障害者手帳提示の方は本人及び同伴者合わせて2名まで
無料
桑名市博物館メールマガジン購読者は携帯画面もしくは
プリントアウトしたものを提示すれば本人及び同伴者の合
計2名まで100円引き

会場
桑名市博物館
〒511-0039 三重県桑名市京町37-1
TEL 0594-21-3171 ／ FAX 0594-21-3173
Mail hakubutum@city.kuwana.lg.jp
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陶芸家・板谷波山

鋳金家・香取秀真

昭和28年（1953）、工芸家として
初の文化勲章を二人同時に受章

近代工芸界の巨匠、
桑名で共演！

（1874-1954）

（1872-1963）

生誕150年

いたやはざん

かとりほつま

板谷波山《葆光彩磁赤呉須模様鉢》茨城県陶芸美術館蔵 板谷波山《彩磁草花文水差》出光美術館蔵

香取秀真《鹿鈕四方香鑪》佐倉市立美術館蔵

桑名市博物館特別企画展
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波山に師事した陶工 加賀月華
（1888-1937）は、萬古焼の伝統と波
山の美意識を組み合わせた優品
の数々を残しました。

板谷波山 ＆
加賀月華

加賀月華《彩磁洋蘭文花瓶》個人蔵

香取秀真 ＆
伊東富太郎

多度の郷土史家 伊東富太郎（1876－

1958）と秀真の交流を示す手紙をご紹
介します。

開窯100年

か が げ っ か

いとうとみたろう

加賀月華《古萬古写色絵菓子鉢》個人蔵

多度大社 擬宝珠 《伊東富太郎宛香取秀真葉書》桑名市博物館蔵

大正11年（1922）
元赤須賀に窯を開く

桑名市博物館特別企画展
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