
市長定例記者会見

令和4年１１月２９日

桑名市



市議会定例会［１２月］

提出議案の概要について
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令和４年12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９号ほか」

・人事院勧告に基づく給与等への対応のほか人事異動に対応する人件費の整理等

「一般会計補正10号」

・公共施設の光熱費・燃料費について、ウクライナ情勢等の影響により、全国的に単価

が上昇していることから、今後の見込みを踏まえ、必要な費用を増額

・野田まちづくり協議会の事務所を大山田西小学校内に設置するための費用を計上

・新型コロナウイルスワクチンの接種体制を継続するための費用を計上 ほか

補正予算の概要

[人件費関係]

補正額（一般会計９号・特別会計ほか）

一般会計 8,977万６千円

特別会計・企業会計 949万９千円

総 計 9,927万５千円

[事業費補正予算]

補正額（一般会計10号・特別会計ほか）

一般会計 13億8,222万１千円

特別会計・企業会計 ２億5,207万１千円

総 計 16億3,429万２千円



◎桑名市職員の定年等に関する条例の一部改正について

◎桑名市職員退職手当支給条例の一部改正について

地方公務員の定年を引き上げるため、地方公務員法が改正されたこと等に伴い、

所要の改正を行う。

条例の改正

令和４年12月定例会の主な議案
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議案第112号

桑名市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定における取扱事務の変更について
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行政サービスの更なる向上

桑名市と郵便局との連携促進



桑名市と郵便局との連携促進
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日本郵便株式会社へ証明書交付事務を業務委託

業務委託行政サービス内容
①戸籍全部（一部）事項証明書
②住民票の写し
③印鑑登録証明書
④所得証明、所得課税証明書 の申請受付及び引渡し

取扱い郵便局

桑名深谷郵便局

桑名在良郵便局

桑名七和郵便局

桑名城南郵便局

桑名正和郵便局

現行は「本人のみ」申請が可能

上記の証明書交付を代理人による請求も対応が可能に！

委任状をお持ちの任意代理人の方にもサービスが受けられるようになります。

令和5年2月1日から



桑名市と郵便局との連携促進
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さらに、
取り扱いサービスが増えます！！

①介護保険関係の各種申請書の受付

②介護保険料口座振替納付申出等

令和5年４月1日から

郵便局との連携を促進し、

更なる市民の利便性向上を図ります



その他発表事項
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多度地区小中一貫校整備事業

～校名最終案 決定～

9



桑名市で初めての義務教育学校
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学校づくりの基本コンセプト

つながりではぐくむ
子どもたちの 「学び」と「育ち」

地域の皆様に関心と愛着を持って
いただけるよう校名を公募



校名案選考スケジュール
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日程 経過

R4.7月15日 校名の公募開始

9月2日 募集締切（応募総数２９３案）

9月10日 開校準備委員会で一次選考（11案に絞る）

10月４日～７日 多度地区児童生徒による二次選考（３案に絞る）

11月19日 開校準備委員会で最終選考（1案に絞る）

11月25日 教育委員会で審議・承認



子どもたちによる二次選考
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二次選考通過案

□多度あやめ学園

□多度学園

□多度小中一貫校

悩みながらも3案に絞っている生徒たち

青葉小 北小 東小 中小 中学校 総計

投票者数（人） 77 66 45 413 338 939

1 多度あやめ学園 25 10 9 173 92 309

2 多度丘の上義務教育学校 6 3 0 40 31 80

3 多度学園 32 33 31 209 215 520

4 多度学舎 22 9 19 55 58 163

5 多度木もれび学舎 11 9 5 50 54 129

6 多度小中一貫校 27 28 21 147 160 383

7 多度の丘義務教育学校 3 5 2 36 24 70

8 多度の杜小中学校 8 21 8 78 77 192

9 多度ひかり学園 27 26 12 135 65 265

10 多度みどりの丘学園 16 13 10 71 78 188

11 まなびの森多度学園 18 19 11 60 59 167

新しい学校の名前（開票結果）



校名最終案 決定
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校名案は

桑名市立 多度学園



中学生議会の提案が実現！
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中学生議会とは

議長 、議員、市長（提案者）

全て中学生が行い提案・質疑・答弁を経て

議決された提案に予算を付与し、

市の施策として実施

・議会制民主主義を体感してもらい、市政への関心を高め、その提言
をこれからのまちづくりに活かす

・主権者教育の一環として、提言した内容に予算を付与することで、
税の使い道について考える機会とし、自らの発信に自覚と責任を持
たせ、地方自治への参加意識を向上させる

【目的】



提案を予算化し、事業として実施が決定

中学生議会（意見交換会）

中学生議会：令和３年８月２２日（日）予定

７校、１９名が提案・質問・答弁を作成

意見交換会：令和３年１０月１４日（木）

７校、１５名が参加して開催

月
項目

◎

提案書の作成

質問に対しての答弁書を作成

議
員

質問書を作成

【全体スケジュール】

6月 7月 8月

中学生議会（令和3年8月22日）

市
長

役割 5月コロナ禍に
より中学生
議会は中止
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中学生議会の提案が実現！

１．桑名駅自由通路の利便性向上

中学生からの３つの提案

２．放置竹林問題と桑名の竹を使った製品のPR

➡ ①桑名駅自由通路に間伐材ベンチを設置

３．ヘルプマークの更なる普及啓発

➡ ②桑名産竹ボールペンの製造・販売

➡ ③ヘルプマーク啓発動画完成！
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多度山間伐材使用ベンチ

【仕様】

多度山の間伐材を使用し５脚設置。

※１脚は「鋳物のまちくわな」をPR

脚部に鋳物を使用。

【設置セレモニー】

日時：１２月１日（木） 午後4時30分から

場所：自由通路内の養老鉄道改札口前

参加予定者：提案した中学生、桑名市長、

桑名市議会議長

（セレモニーの詳細は別紙のとおり）

①桑名駅自由通路に間伐材ベンチ設置

【設置目的】

令和３年開催予定であった中学生議会で、中学生から桑名の豊かな事前と地

場産業についてアピールしたいとの提案があり、桑名駅自由通路内に休憩施

設として木製のベンチを設置します。
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東口 西口

至 四日市

至 名古屋

休憩施設（ベンチ）養老鉄道改札口

JR改札口 近鉄改札口

養老鉄道改札口前 近鉄改札口前JR改札口前

【設置箇所】

☆通路内のJR改札口前に２脚、近鉄改札口前に２脚、および養老鉄道改札口前に１脚の計５脚の

ベンチを設置します。

セレモニー開催箇所

①桑名駅自由通路に間伐材ベンチ設置
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【経緯】

発案者の中学生は日頃から桑名市内の放置竹林や開発のための伐採現場などを見て、竹を利

活用できないものか、またこの現状をどうすれば市民に知ってもらえるかと考えていました。そ

こで本市や関係機関と連携して「竹ボールペン」を製作することとなりました。

【竹ボールペン】

①桑名産の竹を用いたボールペンを作製し、市の窓口等に設置。市民への啓発を実施する。

②販売用のものも製造し、関係機関で販売をすることで、広く消費者に事業の主旨を知って

もらう。

【方法】

①竹資源の経済的循環を創出することを目的とした桑名竹取物語事業化協議会（会長：蛭川

泰好氏）と木製ボールペン製作の実績のある桑名工業高校と連携して「桑名産竹ボールペン」

を製造。

②受付窓口用ボールペンは本市が寄付を受け、販売用のものは市内郵便局で販売予定。

②桑名産竹ボールペンの製造・販売
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今後の予定・・・

【販売について】

販売用ボールペン「桑名の竹ボールペン」は令和４年１２月初旬頃、桑名市内（木曽

岬町含む）全２１の郵便局で発売予定です。

※予定価格 ２，２００円（税込み）

【完成記者発表】

「桑名の竹ボールペン」完成報告会・贈呈式を開催します。

日時：令和４年１２月５日月曜日 午後４時３０分～

場所：桑名市役所 1階ロビー（ふれあい案内前）

出席予定者：提案した中学生、桑名竹取物語事業化協議会会長、

桑名工業高校（教諭・生徒）、日本郵便局、桑名市長

※今後、寄付を受けた受付窓口用ボールペンは各窓口に設置します。

※画像はイメージです

②桑名産竹ボールペンの製造・販売
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③ヘルプマーク啓発動画完成！

課題

提案内
容

めざす
方向性

■中学生が感じる課題

■マーク認知度を上げるために

・人を思いやる気持ちから生まれたマークについて、浸透していない
・ポスターやチラシでの啓発では周知が不足している

■実用的な物で啓発

・オリジナルデザインの「ウエットティッシュ」を作成し配布

・認知度をあげるために、もっと有効的な手法を用いる
・マークが浸透し「すべての方に思いやりのある桑名市」へ

■動画を作成し多様な媒体で周知啓発
・桑名市公式YouTubeチャンネルなどでの啓発
・YouTubeへ広告動画掲載

事業

■就労移行支援事業所へ委託

・利用者、支援者両方の目線から動画及び啓発デザインを委託
・動画とデザイン案について、利用者においてコンテスト
・提案中学生もナレーションにて参加
・桑名市の特徴を生かした動画作成
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啓発動画とオリジナルデザインの除菌ティッシュを制作して啓発

動画撮影風景

～すべての方に思いやりのある桑名市へ～

除菌ティッシュ
オリジナルデザイン

③ヘルプマーク啓発動画完成！

■提案した中学生のコメント

・自分から議案を出して、モノを作ったり行動に移せたりしたのが楽しかった。

・今回中学生議会の参加をきっかけに桑名の市政をもっと知りたいと思った。

・動画が公開されて、ヘルプマークがもっと広がってくれたらうれしい。

・他の学校の生徒たちと交流できたのが良かった。
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大河ドラマ誘致プロジェクト
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①博物館特別企画展「家康と千姫」

②特別企画展「家康と千姫」開催記念講演会
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①博物館特別企画展「家康と千姫」

徳川家康および千姫と桑名の関わりを紹介する展覧会

第1章 徳川家康と桑名

第2章 千姫 ーその華麗なる生涯ー

第3章 徳川家の一族

第4章 幕末の徳川家

第5章 徳川ゆかりの刀剣 ー刀剣セレクションⅣー

徳川家歴代将軍にまつわる作品や、桑名宿が定められ

た家康朱印状、徳川家と因縁があるとされる村正など、

66件を出品予定。
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大変便利

①博物館特別企画展「家康と千姫」

千姫新婚の地・桑名において史上初、夢の競演

常総市指定文化財《千姫姿絵》
（茨城県常総市 弘経寺蔵） 千姫復元着物

（姫路城管理事務所蔵）

桑名市・茨城県常総市・兵庫県姫路市という千姫ゆかりの三市
の連携がなければ実現できない「夢の競演」 27



①博物館特別企画展「家康と千姫」

千姫復元着物の特別公開
期 間 ：令和５年１月14日㈯から２月26日㈰

開館時間：午前９時30分から午後５時まで（入館は閉館の30分前）

入 館 料：大人[高校生以上]500円

展示解説：担当者による展示解説 ２月５日㈯ 13時30分から

セミナー「展覧会『家康と千姫』の楽しみ方」

◎日 時 令和５年１月２１日㈯ １３時３０分から

◎講 師 杉本 竜（桑名市博物館長）

◎会 場 桑名市立中央図書館

◎受 講 料 無料

◎受付方法 桑名市立中央図書館へ電話（0594-22-0562）

令和５年１月１０日午前10時30分から受付開始

※桑名市立中央図書館×桑名市博物館の連携事業です 28
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②特別企画展「家康と千姫」開催記念講演会

開催日時・場所

演 題

講 師

日時：令和5年1月15日㈰ 13時30分～15時15分（開場13時）

場所：柿安シティホール（市民会館）2階小ホール（定員250人）

「千姫様物語～時代に翻弄されたその生涯をたどる～」

土井 義行 氏（茨城県常総市天樹院弘経寺学芸員）

申込方法

電話か、専用の申込フォームから

申込開始

12月5日(月)9時

ブランド推進課（☎0594-24-１２５８）
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②特別企画展「家康と千姫」開催記念講演会

大河ドラマ誘致プロジェクト

常総市千姫まつり

令和４年５月１５日（日）

姫路市での誘致活動

令和3年12月11日（土）



令和4年度桑名市市政功労表彰
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令和4年度桑名市市政功労表彰

前 桑名市民生委員児童委員協議会連合会 会長

前 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会 会長

●桑名市民生委員児童委員協議会連合会 会長としての功績
昭和５２年の委員就任以降、他の者の模範となるよう積極的に活動。会長就任後には、一人暮らし
高齢者のマップ作りや子ども安心・安全見守り訪問事業を実施し、地域の見守り活動を率先して推進
するなど、昭和・平成・令和の３時代４２年間に渡るその功績は多大である。

●社会福祉法人桑名市社会福祉協議会 会長としての功績
養護老人ホーム桑名市清風園や母子生活支援施設桑名山崎苑などの市の社会福祉施設の運営業
務を複数担い、数々の社会福祉事業の実施に尽力された。また、本年４月に開所した桑名福祉ヴィ
レッジにおいては、事業提案から開所に至るまで、関係機関との協議など、多くの機会においてリー
ダーシップを発揮されるなど、事業推進に邁進され、本市における地域共生社会を推進した功績は誠
に多大である。

○表彰式：１２月６日㈫ 午前９時から市長室にて

第7回 桑名市市政功労被表彰

功 績

山中 啓圓 様


