
令和４年度第１回 桑名市ブランド推進委員会 【桑名ブランドビジョン２０４０】 

 

伊藤：次第通り進めていくと、報告事項が多くなってしまうので、今日は皆さんに宿題になっている桑名ブラ

ンドビジョン２０４０と勝手に書いてありますけど、次なる未来を抱くっていう議論が一番核ではないかと思

っておりますので、そこから先に議論をさせていただければと思います。逆に言うならば、２０４０こんな街

になったらいいよねっていうことを市長がいるうちにみなさんに語ってもらいたいと思います。 

まず、2040を何で考えるかっていう、少しだけ話をさせてください。 

もうこのブランド推進委員会が始まって、７年ぐらい、８年目になりますかね。当初、市長の方が、これブラ

ンド元年だと、市丸ごとをブランディングしてくんだと、方向を語っていただきました。そうは言うけれども、

何をしていくんだろうと。最初の実は一回目のブランド委員会、ないしは準備をする段階からですね、何

をしていこうということをいろいろ話してきました。それは観光客に焦点を当てた方がいいのか、市民に

当てた方がいいのか、いや何かイベントをやった方がいいのか、何かビジョンを描いた方がいいのか。

そんな議論の中で、少しずつまちづくりのある地区を作って、それが法人化しながら自立しながら、都市 

再生推進法人なんか取りながら、自主的にまちを動かしていく、そんな形になっていったら素敵だなと、

ある意味、一つ描いてきたことっていうのが、この７年間で実現してきたことだと思うんです。 

そうするとですね、７年前に描いたみたいに、次なる、10年 20 年っていう絵を描いていかないとですね、

我々ブランド推進としてはですね、やっぱりもう市民ないしは市役所の皆さんが、次なる方向性を目指し

ていく何かを、兆しを見せたいわけです。ということで、ある意味、一旦０ベースとして、これからスタート

していくんだったらスタートを踏まえて、どんな桑名を描いていったらいいんだろう、と考えています。 

なので答えがないので、皆さんそれぞれの専門性だとか、知見をお持ちだとおもいますので、自由に発

言していただきながら、ときには勉強会をしながら、もしかしたら今年度でまとまらないかもしれないです

けど、何となくビジョンみたいなものを、市長が共有しながら、次のステップにいければなと思っておりま

す。 

ということで、皆さんの発言をよろしくお願いします。風間委員、南田委員から回って加藤委員、稲葉委



員ときて、松尾委員、クリス委員、戸田委員、赤塚委員と我々、委員長、副委員長の後に市長に戻そうか

と、少なくともそこまで 50分ぐらいで行きたいなと思っております。皆さん、１人あたり５分ちょっとぐらいを

考えながら話していただければなと思います。よろしくお願いします。 

 

風間：さっき言われた意味がわかりました。2040 年の話ということで、私いつもながら京都から参りました。

出身は新潟なんですけれども、京都ももうすぐすぐ、10年ぐらいになるでしょうか。 

京都はですね、全国で初めて規模の大中小ではなくて、地域で目指して活動して、地域とともに発展す

る企業を、地域企業と呼びましょうという宣言を 2018 年に作りまして、2019 年には、推進条例ができ、全

国で初めて地域企業を全力で応援すると市長が宣言して、その条例に基づき大分進んできました。 

そこで私の方では、桑名もこうやって皆さん活動されているので、もしよろしければ、そういった地域企

業という呼び方で、大中小関係なく、皆でやっていこうっていうところが、一緒になってできるといいなと

思っております。 

京都がそういったことをやったことで、横浜ですとか、岐阜ですとか、実は省庁もですね、国も、ひっそり 

と地域企業ってどんどん出てきてまして、京都の方は、課の名前も中小企業とかではなく、全部地域企

業振興課に変わったりしておりますので、まずは桑名のその地域企業、2040 年までに注目したいところ

でございます。 

このブランド推進に関わる方々っていうのはもう、そのように、私の方では思ってますので、地域企業とど

んなことができるかっていうことを描いてたら素晴らしいかなと思います。それはやっぱり京都も多分に

漏れず、財政難とが全国で報じられてますので、それはそのコロナによって、P/L、B/S のバランスが、

みんな全然気付いてなかったっていう、コロナがあったことで気付けたっていうことがありまして、むしろ

公民連携って今言われてますけれども、公も民も関係ない、またそういうふうになってきたので、みんな

でやっていこうということが、今京都では起きてます。なので桑名のブランド推進の皆様がこうやって公も

民も関係なく、喧々諤々としてるっていうところが、また次の時代を作っていくかなと思います。 

ちょっと手短になのであと２分くらいなのですが、私としてはやっぱり京都のＳＤＧｓの動きがすごくありま



す。一つトピックとしては我々リリースという団体をやっているんですけれども、京都市さんと一緒にＳＤＧ

ｓ修学旅行ということをやりまして、これＪＴＢさんが全国でそういうクラブでいらっしゃるんですけども、か

なりよく皆さん引っかかってくださって、全国の小学校は高学年なんですけども、中学生高校生が、やっ

ぱりどうせその地域に行くなら、やっぱりその地域のＳＤＧｓ的要素を学んで帰る、で大人になってまたそ

の町を訪問するみたいなことが、京都は京都なりにできてくるんですけども、まさに桑名からもそういうこ

とに通じると思うんですが、あれ 2030で終わるわけじゃないですか。なので2040っていうところで、その

桑名らしい目指すところっていうんですかね、そこが、皆様と言語化できるとすごくいいな。 

それで修学旅行もそうですし、あと私バックグラウンドがサスティナビリティなものですから、ミズベリング

というその経済的な循環だけではなく、やはり環境的なところですよね、どれだけこの町が自然と共生し

たり、或いはそこが 2040 にどんなビジョンを打ち立てて人も自然も目に見えない、こういう場所もそうで

すけれど、文化遺産も、文化と経済が融合・両立していくっていうのは、もう京都ももちろんチャレンジで

すけれども、桑名にとっても大事なテーマかなと思ってご期待申し上げます。 

最後に、私最近ですね、スポーツに注目しております。以前桑名に何か新しくね、打ち立てられないか

っていう話のときに、クライミングの場所ができないかとかっていう話があって、サイクリングとか、多分走

るってことはすごく、皆様桑名の中で考えられてると思うんですけども、やっぱりオリンピックとかいろん

なそのスポーツの中でも、練習場所と、いかに世界の人を誘致して、そこでまちを活性化するっていうと

ころでいくと、今、ボルダリングとか、高い建物を建てて、思いっきりこう風があんまりない方がいいらしい

んですけれども、そういう規定がやっぱり各地多いらしいんですけど、桑名みたいに都市からすごく近

いけど、スペースはいっぱいあるところっていうのは、そういうクライミングに限らず、やっぱりそのスポー

ツの何かの練習場だったり、誘致ってのは一つ手だと。私先月、宮崎県の新富町というところに行きまし

て、１個 1000 円のライチで有名なところがございます。地域商社「こゆ財団」っていう財団があるんです

けれども、その方々も一つ、サッカーのスタジアムが、新富町に来るっていうことがすごく大きな経済効

果だということでおっしゃっていてこれからは、健康とまちづくり、あと企業さん例えばアプリを何かね、実

証実験的にやっていくのも、その１個スタジアムができることで、何千人とか何万人とかが来るんですよ。



宮崎県はまだ、サッカーの専門のスタジアムがなかったので、何とプロも含めて子供たちも含めて、全部

が新富に来ると。これはすごいことだということで、その財団の皆さんが、町の方々と一緒に、この機会を

どう活かそうかっていう風に盛り上がっていたので、まあ桑名も何かしらそういうところはご期待したいな

と思っております。すいません時間を気にしていただいて。 

 

伊藤：地域事業ということである意味、桑名らしい企業、資源を活かしながら、そういうスタートアップしてく

るようなところが出てくるといいなっていう意見ですね。 

風間：そうですね。 

伊藤：スポーツ大事ですね、健康まちづくりウェルビーイングみたいなのが、多分大きなキーワードになっ 

てくるので、何か特徴あるスポーツ練習場誘致、できるといいかなと思います。 

続きまして、南田委員お願いします。 

南田：私はですね、2040 年、グローバリゼーションは、今回のコロナの関係で、かなり国際間、人の移動っ 

ていうのが制限されてしまったんですけれども、ただやっぱりその課題を踏まえてですね、より活発に

なっていくという風に思っています。人の移動が止まったところで、みんなどれだけ気軽に人の移動が、

国際間の移動ができていたんだと気付いたとともに、やっぱりそこは難しいものなんだ、改めてハード

ルが高いものなんだって気付いた中で、いろんなやり方、例えば ICT を使って、意外と気軽に国際間

のコミュニケーションも取れるってことも学んだというところも大きかったと思います。 

そういう意味では、かなり人の移動も活発になってくる、そういう意味ではどうやって国際化していくかと

か、あとは、ダイバーシティっていう風に、いる人の外国人の方との共生とかいうところもより大事になっ

てくるという風に思っています。そういったところも取り組みをどうしていくか、日本だけを見るんじゃなく

て、今までもやってると思いますけども、世界を見てどうやっていくかっていうのがますます重要になっ

てくるという風に思っています。 

もう一つはですね、人の仕事がどこでもできるというのを気付いたのを、コロナの大きなところで、そうい

う意味では国内での人の移動もかなり流動的になってくるんじゃないかと思っています。なので、ワーケ



ーションですとか、いろんな空き家がある中で、どこでも暮らせるしどこでも仕事もできる。ていうところで

どうやって人を獲得していくかっていうのは、大きいキーワードになってくるかという風に思っています。 

どこで働ける人をどうやって誘致するか、多分それはどこの自治体さんもかなり手を打ってるところだと思

うので、それをどうやっていくかというところも、すごく重要になってくるかと思います。 

あとキーワードとしてグリーンですね、ワールドワイド的に、やっぱりどこの国もグリーンをどうしていくか、

エコもそうですし、自然のグリーンもそうなんですけれども、桑名市さんは自然環境豊かというところで、

資源もありますので、どうやって活かしていくかということも重要になってくるかなという風に思っています。

私からは以上です。 

伊藤：ありがとうございます。国際交流なんで、海外からのお客さんを増やしていくっていう、だけど今まで

みたいにじゃあ来てくれるか、ＩＣＴでうまく情報だけはとれちゃうから、体系価値をちゃんと増やしてい

かないとこの桑名を選んでもらえないよねっていう理解でいいですか。ワーケーションも同じ話ですよ

ね、桑名を選んでもらいたい。グリーンはなんとかやりたいですね。では加藤委員よろしくお願いしま

す。 

加藤：スタメンの加藤と申します。私が今ＩＴのスタートアップをやってるのでその視点からお話させてもらう 

とですね、やっぱり今名古屋市も愛知県も含めて、特にステーション AI さんとか、スタートアップ自体を

作り出そう、呼び込もうっていう動きはあると思うんですね。 

ただ、私自身もそのスタートやってる中で、やっぱり自治体さんが導入に積極的とか、そういうあるスター 

トアップの、その初期のユーザーになってくれる自治体ってのは非常に少なくてですね。例えば、これ

から多分名古屋とか愛知でいろんなスタートができたときに、ドローンのものとか、スマート保育園とか、

また市役所の手続きをすごく簡素にするとかですね。 

そういったものを、桑名市さんは、その人口のバランス的にも、この地域はいつも最初ケアをできる、実

証実験できる町だよ、なのでこう、こういういい製品ができたら、いい新しいサービス作ったときに、まず

桑名市さんでお願いしたいな、桑名市さん市役所行くとまず試してくれる、いうようなブランディングがで

きていく。 



さっきのスマホアプリを見てもですね、新しいことをやっぱりやられてますし、ちょうど歴史がたくさんある

場所ですし、その海もあって、山もあってっていうところでは、これからもそういう環境系のベンチャーが

たくさん愛知で生まれた時に、こういった桑名市さんの規模ってところが、受け入れる体制を整えると、相

乗効果じゃないですけど、この地域では助かるのかなぁと思うんです。やっぱり、なかなか自治体さんに

提案しても、予算があって 1年後でとか、なかなかそこがこんなケースがやっぱりそう多くてですね。 

そのあたりをやってくと、ブランドとして、やっぱりそのあまりコストをかけずに、新しい時期だとほとんどコ

ストかからないので、もちろんそのリスクはあるんですけど、しっかり自治体さんで決めれる範囲のもので

あれば、受け入れる土壌と言うか、試していく地域になると強いんじゃないかと感じました。以上になりま

す。 

伊藤：ありがとうございます。 

確かにスタートアップを増やそう増やそうって言っても、その土壌というか支援の、どういうところをしたら、

町として市役所としていいかっていうのを把握しないとダメですよね。歴史があって環境があって自然

環境があって、実証実験できる場で融資投資をしてくれるような体制があればみんな来てくれるってい

う理解でいいですか。 

加藤：そうですね。来なくてもブランドになるかなと。 

市長：愛知県が育てたものを横取りするということですね。 

加藤：そのイメージです。新しいドローンを作ってどこでやろうってなった時に、桑名市が手を上げてくれる。 

そういう場所になるといいと思います。 

市長：なるほど、それはいいですね。 

伊藤：ありがとうございます。じゃあ稲葉委員お願いします。 

稲葉：はい。2040年をイメージすると、何か本では 2040年の悲劇とかいう冊子もあったりして、本当に実際

何かそのブランドを積み上げるということよりもっと大変な、エネルギーや気候問題があるのでどうかな

というところもあるんですが、全くそういうところ置いといて、何か私は本当にもう夢物語から入ってしまう

んですが、まずずばり桑名南仏化計画。海辺があって、やはり船のイメージがあるので何かこのクルー



ザーが寄ってくるようなイメージで、すばらしいゴルフ場があります。 

先ほど風間さんもおっしゃってたスポーツというので、何かやっぱり満遍なくスポーツでっていうよりは、

ちょっとこう、かっこいいスポーツ、まあかっこいいっていう言い方変ですが、ゴルフ場の美しさと海辺の

美しさと、歴史のある建物の美しさ、ある意味キャッスル、お城的な、ヨーロッパのイメージもあるので、何

かそういったものをコンパクトにしてあるのがこの桑名ではないかなという風に思います。ですので、い

ろんなところから来ていただいてもそのすべてを楽しむことができるという意味では非常に魅力です。 

私は花火の時に、ＮTN さんの場所で見させていただいたことがありまして、すごくグローバルなお客様 

をいっぱいお迎えなさっていて、何かまずはそういう人たちに、桑名に行くとものすごい綺麗な景色と

お城といいゴルフ場があっておいしいものが食べられたみたいな、そんなことで、何かこう外の方にい

ろいろわかっていただけると、ちょっとかっこよく、もう京都っていうものではなく、桑名はコンパクトにこう

いうことが楽しめるっていう何かパッケージが作られてしまうと、非常に皆さんを呼ぶのに、容易くできる

んではないかなというふうに感じました。 

私は夢物語が得意で苦手なのがＩＴ系なんですけれども、さっき加藤さんがおっしゃった、そういう分野

のことは全く頭に無かったのですが、何かそのアメリカの総合的なイメージで、何かすごくやはり小さなと

ころから始まった企業が、最初に助けてもらった場所っていうのは、非常にこうイメージがいいということ

がありますので、なんかそういうことを、これからは考えていくと素晴らしいなというふうに感じました。 

以上でございます。 

伊藤：ありがとうございます。南仏化計画ですか。 

稲葉：はい、すいません。 

伊藤：山でゴルフしながら、河川でヨットとか。 

稲葉：はい。 

伊藤：諸戸副委員長のイメージに近いように感じます。楽しそうなイメージがすごく伝わってきました。あり

がとうございます。続いて松尾委員お願いします 

松尾：はい今、稲葉委員が仰った南仏化計画に、唯一足りてないものがあるとしたら、まあ桑名の本物力こ



そ桑名力っていったところで、三重のやっぱり海産食材って意外に桑名で食べることできなくて、やっ

ぱりこの 2040年のビジョン、何をもって体現するかって言った時に僕はやっぱりこの本物力こそ桑名力

っていったものをどう形づくるかといったときに、桑名として使える資源としてやっぱ観光資源をどう使っ

ていくかっていうのは間違いなく使うべきであって、僕たちが旅行行った時にその桑名に旅行に来たっ

ていう感覚よりはやっぱり三重に旅行に来たっていう感覚の方が強いっていうふうに僕ちょっと思うんで

すね。 

京都行ったらなんか湯葉食べようとか湯豆腐食べようとか、だけど実際あの清水とかそこら辺以外って別

にそんなに有名ではなかったりするけどもそういうイメージを持っています。じゃあ、県外の方たちが僕

らも飲食業やってる中で、三重のイメージやっぱり伊勢えびだったりとか、松阪牛だったりとか、ちょっと

前だったら、もうカキとか、そういったものを持たれてくるけど基本桑名にあるのって、ハマグリと、松阪

牛、でそういったところで何か海のイメージはあるけど意外に、そのちゃんとした三重のものがないって

いったところが、僕はもっともっと攻めれる部分じゃないかなと思ってます。 

実際僕たちも南伊勢の方だったりとか尾鷲の方、港行って買い付けいったりするんですけど、いろいろ

食材高騰っていうものが、今問題にはなってるものの、実際じゃあ浜値だったりとか、市場の値段ってど

うかって言ったら、実は上がってなくって下値をどんどん更新してるものも多々あります。 

やっぱりそういったところのインフラの整備だったりとかそういったところもなんかもっと三重として桑名が

そこをどう担っていくかっていうことが、もうちょっと何か綺麗にしていくことができると、県外から来られて

る観光客の方に、三重の食材だったりとか、三重のおいしいものを本当に、そのシーズンごとで食べて

いただく環境もできるんじゃないかなと思ってます。やっぱりその三重の玄関口として、どう桑名として

担っていくかっていったところを、何か桑名だけではなくって三重の玄関口として何ができるのかってい

ったところを考えていくともう少し、やれることっていうのも出てくるんじゃないかなっていうふうに思って

ます。 

やっぱり、三重の一次産業の方たちってすごく面白い取り組みされてるけども、本当その町だけでしか

浸透してなかったり、あとはもう本当にいいものだけだったらもう東京の方に持って行かれたり、京都に



行ったりとかって地元で食べてる人ってほぼいないので、そういったものも何か伝えていくっていうこと

もやっぱこの本物力になるんじゃないかなと思って、そういったところ、取り組んでいけたらいいんじゃ

ないかなと思っています。以上です。 

伊藤：ありがとうございます。確かに、玄関口としての三重っていうその三重を体感するっていう話と、特に

食文化の強化って捉えていいですかね。海産物も踏まえて、三重の食資源を桑名の中でもちゃんと堪

能する、そのための流通インフラみたいなのをちゃんと整備すべきじゃないかというようなことですかね。

確かに桑名桑名って言っても、三重県の中でどうなのか、中部圏の中でどういう位置づけなのかってい

うのも示していかなくちゃいけないなと思いました。ありがとうございます。クリス委員お願いします。 

クリス：クリスです、よろしくお願いします。 

これから桑名の 20年を考えるのであれば、僕がまず知りたいのは、私たちブランド推進委員は 8年目と

なりますので、今までやってきた桑名のブランディングの結果、どんな変化があったのか、ちょっと知りた

いんですね。8 年前は桑名＝ハマグリぐらいのイメージしかなかったんですけど、8 年経った今は、桑名

はどういうブランドイメージに変化したのかということを知りたいです。その調査をできればやって欲しい

なと思います。 

あとやっぱり特にコロナの影響で、世界、社会、考え方などが、ものすごいスピードで変わりました。なの

で、これから 20 年後のことを想像するのはちょっと難しいと思うんですけど、何かプランを考えるならば

やっぱりフレキシビリティが必要です。時代は、急に変わりました。なので、つくったプランをフレキシブ

ル（臨機応変）に修正、変更できるように考えたほうがいいですね。 

あと私たち委員は、50 代が多いんですよね。なので、やっぱり若い人、20 代、30 代、未来のリーダーの

意見を入れて欲しいなと思います。 

あと伊藤市長が最初言った、観光か市民、どっちの方面に考えた方がいいのかということ。例えば観光を

考えると、もちろん町に投資が必要ですよね。観光のために整備とか、まちづくりとか、もちろんインフラ、

そういうことが必要になります。それは別に、観光客のためだけじゃくて、結果的には、もちろん市民の皆

さんにも大きなメリットになります。つまり、観光か市民かではなく、その両方を考えると、ベストだと思いま



す。どちらにしても桑名市が活躍できる方法を一番に考えたいです。 

ちょっと話は変わりますが、今、僕の会社では、侍の歴史と文化のツーリズムについて、いろんなプロジ

ェクトを頑張っています。桑名の現在のブランディングでは「本物力」という言葉を使っています。ちょっと

伊藤市長には話しましたけど、海外、もちろん国内でも侍が好きな人たちがいます。武道に興味を持っ

ている人も多いです。じゃあ、桑名市に「本物」の古武道の専門道場を作ったらどうかと思っています。 

そのプロジェクトは現在プランニング中なんですが、海外の人が、１週間、２週間、１か月でもいいんです

けど、桑名に来て泊まって、その専門道場で侍の歴史、文化と武道を勉強できるような状態を考えていま

す。武道に興味のある外国人は、けっこう数が多い、お金も落とします。ちょっと簡単な体験できるなら 1

日でもいいし、特別な施設、今ちょっとプランニング中なんですけど、それがあれば滞在して体験できる。

そういうことも考えています。アプリもできあがった桑名城の保護、復元ともつながるようなプランとして、

実現に向けて頑張りたいと思います。以上です。 

伊藤：ありがとうございました。冒頭のブランドで８年やってきた検証、それはおっしゃる通り必要だなと思

いました。もう一つ、本当に 20 代の若者の意見って大事なので、若者からの未来像みたいなのは聞く

べきですよね。なんとかその辺はしたいなと思いました。 

ただ８年間の一つの成果としては、本多忠勝、お城、武将、そしてクリス・グレンみたいなものが、ブラン

ドとして、めちゃくちゃ発信されているなと思って。で、スポーツの話が途中であってその中で確かに武

道で全然ちょっと想像してなかったので、専門道場とかって作ると、それなりにあるんですかね、体験す

る需要とかいうか。それすごいですね、なんか桑名らしくてとてもいいなと思って。ちょっとまた、交渉お

願いします。 

クリス：ありがとうございます。 

伊藤：戸田委員、お願いします。 

戸田：20 年後ということで、なかなか厳しい意見かなと思って聞かせていただいておりました。ただ、私は

観光の部分で少しお話させてもらいますと、流れから言うと、コースターの動力がいろんな意味で、これ

からはリニアの動力を使ったコースターが当社の方では検討がございます。そういう意味でいろんな変



化が出てくるんじゃないかなと、まあすでに出ておるわけです。これからの自動車っていうんですかね、

ドローンも空飛ぶ自動車も 20年後には現実化されてくるんじゃないかなと。 

いろんなことを考えますと、すでに桑名は長島を含めて広域で提携をっていう話が出てますけども、か

なりこれは具体化されてくるんじゃないかなと思っています。 

そういう流れの中で、そういう準備の中で、進めれる、空だけじゃなくて陸、そういう意味で幅広い連携っ

ていうのがますます広がってくるんじゃないかなと、現実味を当然帯びてくるわけです。そういう中で観

光客、当然、やっぱりこの桑名市の市民というか、桑名市の人口も少し減少傾向にあるというような話も

聞いておりますので、まず、20 年後かなり減ってるわけです。そういう努力っていうのを、まず減らさな

いというような目標を立てていただいて、この桑名の魅力づくりというのを、方法としてはいろいろあるで

しょうけど、やっぱりそういう数字的な目標も大きなポイントになるんじゃないかなあという風に思ってま

す。 

当然この木曽三川、すばらしいの環境もあるんで、十分に対応できるんじゃないかなと私、思ってますし、

私仕事の関係もあるので、真剣に考えてかなあかんかなと思っています。 

伊藤：はい、ありがとうございます。 

その中でやはり人口減少してるっていう現状がありますから、それが加速化するってことは、何らか手を

打っていかなくちゃいけないというのは間違いないなと。これ 2040年に向けて、長島観光さんがどんな

ことをやっていくんだろうということがすごい興味があるんですが、また時間あるときに勉強させてくださ

い。ありがとうございます。続いて赤塚委員お願いします。 

赤塚：20 年後の世の中がどうなってるのかってのは、いろいろ技術的な進歩とか、まだ想像できないところ

があると思うんです。まあ生活環境とかは大きく変わってくのかなとは思うんですけれども、一方で、私

は桑名生まれで、若いときに 10年ほど桑名を離れてましたけども、20 代後半からここ 30何年あまり変

わってないんですね。 

桑名っていう町としてはいろんな面で、インフラとかそういうところは手は付けられていますけども、桑名

の町そのものはそんなに変わっていないなってイメージですね。なかなか桑名のイメージっていうのが、



若いときは私京都４年くらいいましたけど、京都のイメージってのはもう日本全国あるいは世界の方が持

ってるイメージが決まってますよね。 

あと例えば金沢といえばというイメージは持たれますけど、三重或いはその中の桑名というところのハ

マグリは皆さんご存じですし、東京の方も桑名にハマグリ食べに行きたいとおっしゃられますし、そうい

うイメージ、まだまだ桑名としてのトータル的なイメージが出来ていないので、その辺をどう作っていくの

か、それはすごく時間のかかることだと思いますし、インフラを整備したり、まちづくりしたら、そういうイメ

ージができるかというとそうではないことですから、そこを我々がどういうまちにしたいのか、そのイメー

ジを長期的にもって取り組まないと、できたけど、またそれが継続しなかったりとかもします。その中で

桑名というと環境ていうのはすごくいいです。住みやすいですし、都会に近い田舎って言うんですか、

そういう状況ですから、今後その観光っていう部分では、どうしていくかっていうことと併せて、住んでい

ただく方、若い方にもっと声掛けしていただくのか、或いは人生100年って言われていますから、そうい

うご年配の方なんかも住んでいただけるようなまちづくりにしていくのか、その辺をどう考えていくかによ

ってやることっていうのは変わっていくと思いますので、ちょっと具体的なあれはないんですけどもね。 

そういう中でおそらく食文化も変わっていくと思います。私どもお肉を扱っていますけど、例えば、牛肉、

和牛が今後どうなっていくかっていうのは、いろんな環境問題とかも含めて、何かこう、代替ものに変わ

っていくかもしれないですね。無くなりはしないと思います。 

その中で、いいものを残していくのか、規模を求めるとなかなかそういうことはできないと思いますし、本

物っていうことであれば、いいものをやっぱり継承していく、そういう、まちにしていくのか、或いはそう

いうことを求める方が桑名にしていただけるようにするのか、その辺をまず考えるべきだと思います。ち

ょっと漠然とした話になりましたけども。 

伊藤：ありがとうございます。将来ビジョンがやっぱり必要だっていうことをまちづくりの中で持続可能な、そ

ういったことを共有しながら、若者も高齢者も皆が楽しく元気じゃないと意味ないですもんね。最後に言

われた本物の継続っていうのと変化しなくちゃいけないものを見極めていくのがとても大事だと思いま

した。皆さん気を使って早く終わっていただいたので、副委員長の出番も、もしかしたら僕の出番もあり



そうな感じがしてきました。 

諸戸：諸戸です、よろしくお願いします。 

私は少し違う視点で話したいと思うのが、もともと桑名にあったけれども失われてしまったものっていうの

がありまして、そういったものを大事にできるような仕組みができるといいなと思っております 

例えば桑名箪笥っていう伝統の箪笥が昔あったみたいなんですけども、もう今は作られる方が１人もい

らっしゃらなくなっていますし、桑名の萬古焼も実質お２人、まあ２つの窯があるだけになってしまって

いるので、そういったものを、今後残していかないと、どんどん本物っていうものが減っていってしまうこ

とになります。 

この間文化庁のアドバイザーをしている脳科学の先生とお話をしたことがあって、やっぱりどうやって選

ばれるのかっていうのを考えながら、南田さんの話でも、やっぱりどこにでも住んで、どこでも仕事がで

きる環境になるっていうのは、町としても選ばれないといけないはずなので、何をもって選ばれるのか

っていうことを考えながらまちづくりをしていくっていうことが、特に人口も 2040 年じゃなくて 2100 年で

すと、江戸時代の頃って言われてますし、そういった中でより選択される町っていうのはどういう町なの

かっていうのは考えなきゃいけないかなと。その中で、文化との融合っていうのはすごく重要なテーマ

で、それが本当に桑名ならではの独自性を作り出すことになるのではないかという風に思っています。

そんなことを考えながら 2040年に向けていろんなことが出来たらなと思っています。以上です。 

伊藤：ありがとうございます。確かに失われた資源を、歴史をもう１回復活させていくっていうのもすごく大

切ですね。消えたまんまにしていくっていうのはよくないと思いますので。 

ちょっと私の方からは、ものすごい簡単に、今配らしてもらってるものがあるんですけど、これはうちの研

究室の方で、この２年間、アフターコロナの都市モデルを目指してですね、研究してきました。シンクタ

ンクのレポートを 240ぐらい集めまして、それらをテキストマイニングで解析しながら、重複してこのキー

ワードがこういう、関係性で重要だよみたいなことで、おそらく今後ニューノーマルの都市モデルを作る

１つの指針としては、この15のアイデアというか、価値観みたいなものがだいじになるんじゃないかなと

思ってます。 



X になるところにいろんな意味が入るっていうことになっていて、例えばシェアっていうのは、物のシェ

アだったり、人のシェアだったり、食べ物のシェアだったり、空間のシェアだったりいろいろ入るんです。

２枚目に、都市の断面的な、平面的な絵があると思うんですが、これっていうのは今まで、公共と民間の

民地と公地は完全に赤い線で境界が作られてたんです。 

それがだんだん民間の土地っていうのも、パブリックな、公園のような、みんなが交流できたり、解放さ

れるような、そういった場所に変わってますし、逆に公共的な空間もそこでそうやって儲けるんだみたい

な、民間的な手法というのが練られてますから、どんどんそれから融解してくるかなと思っています。そ

ういった中で、ある程度、2040 年に向けてですね、例えば、桑名駅から、この七里の渡しの方まで、八

間通が１つのシンボルとして、こういったより融解したニューノーマルな道路にしてみようとか。 

例えば、多度の方でも、多度大社から参道があって、大黒屋さんのところまで少しだけ古民家が残って

いるんですけど、そういたっところをうまく民間と公共が合体するような新しい道路として指定して、2040

年までに頑張っていこうみたいな、指定してここを重点的にみたいなこともやっていければなあと思い

ます。あとですね自然環境という話がみなさんあったんですが、これすごく自然環境をもっと活かした

方がいいんじゃないかと。川だったり多度の山だったり竹だったり、最大限に活かして都会に人が来た

くなるような、逆に植林をしたり綺麗にしたり、どんどん力をかけていってもいいんじゃないかなと。 

逆に駅だとか、より効率的に機能的に利便性を高めるところっていうのは、リニアもきますから、より力を

かけて ICT化していくというか、情報化していく、その両極端を混在するするように、中途半端にするの

が良くないんじゃないかと持っていて、やるところを徹底してやる、ある程度決め打ちして市の 2040 プ

ロジェクトとして、リーディングしていく、そうすると、素敵な町になるんじゃないかなと思いました。 

意見としては皆さん、すごくいい意見なので、そういったことを混ぜながら、何かそんなビジョンが描け

たらなあと思っています。市長が熱弁いただける時間を残すことができました。皆さんの熱い思いを受

けて、よろしくお願いします。 

市長：はい。本当に今日はですね、よく貴重なご意見をいただきと進めますけど、何かやっぱり、直接こう

やって、お会いしお話は聞いて、この桑名の次の可能性ってのが広がったなあということをですね、自



分は感じました。2040、やっぱり何年か前から出ましたけど、結構リスクの話がかなり大きくてですね。 

特に戸田委員がおっしゃられましたけど、人口減少っていうところの波は、なかなか耐え難い大変な波

をしてるなと思っています。桑名でもこのコロナの 2 年間でですね、2,400、2,500 人の方が流出してまし

て、ついに 14万人を切るというですね、事態になってます。 

そんな暗い話の中で、やっぱりこの人口減少を食い止めるための対策はしなくちゃいけないということは、

この６月議会で、申し上げていきたいと考えているんですけども、環境だったりとかいろんななかなか、

負のイメージが、いつも議論してる中で、久しぶりの明るい議論が、面白いアイデアもいただいて、今日

はすごくよかったなと思っています。 

なんかやっぱり自分の、やっぱり桑名の弱い部分があるなと思ってるとこを出していただきましたし、あ

と世界的に進めなくちゃいけない取り組みと、桑名だからやらなくちゃいけない取組っていうのがあるな

と思いましたし、赤塚委員に言っていただいた、桑名の町は今大きくは変わっていない、この桑名とい

うものをどうイメージさせるのかっていうのは、多分すごくこの８年間ずっとやってきていて、それこそ京

都でも先斗町のイメージがあるけれども、桑名でもそういう場所を作ったらいいんじゃないかっていうよ

うなことが結構スタートして、この住吉エリアを、大まかにですね、ここからまちづくりをしていこうというこ

とで、このブランド推進委員会のブランド協議会というものができて、このまちづくりをしてこうと。 

で、伊藤委員長の最後のお話でもありましたけど、民間と公共がどんどん一緒になってきていて、ごっ

ちゃになってまちづくりを、エリアづくりをしていくっていう、そういう方向性をまず出してくれているのは

すごくうれしく思っています。 

最初の住吉でいろいろやるんだということで、大山田の方で出店したお店がそっちの方に寄ってきたり

とか、やはり、徐々にではありますけども、少しずつブランディングの影響はですね、効果出てるんじゃ

ないのかなという風に私たちは感じて、ただまだまだできないこともあるし、その中で、本当に新しい可

能性をたくさん今日はうまくいただいたなという風に思ってますんで、ちょっとしっかりと受けとめてです

ね、なかなか全然考えたこともなかった、この専門道場みたいなことだったりとか、南仏化とか、ちょっと

自分たちでなかなか考えきれなかったところもちょっと今日は受けとめたいなという風に思いますし、伊



勢の国の玄関口っていうのは、おそらくそういうまちづくりをしてくっていうのは、非常にわかりやすいし、

観光のためにやるんじゃなくって、桑名のこのアイデンティティーという部分からスタートしても、そういう

期待できるのかなと思いました。 

あと、本当新しい技術の話、移動手段から、陸海空で繋がるとかですね、スタートアップの方が実はこ

んな近くにたくさんいるんだとか、こういうことをいろいろ教えていただいた会になりましたので、新しい

ものがありながら、古いものも大切にしていける、そんな両極端ていうんですかね、しっかりと桑名として、

両方大事にしながら進めてくっていう、公と民でごちゃごちゃになってですね、ちょっとみんなでアイデ

ア出しながら進めていければという風に思います。ぜひ、2040 におそらく、私は市長じゃないと思いま

すけれども、ある意味ちゃんとしっかりそっちを向いてですね、今日は受けとめたいと思います。本当

にありがとうございました。 

伊藤：市長ありがとうございました。皆さんの進行のお手伝いのおかげで時間内に終えることが出来ました。 

どれも外すことなく、もうちょっと深めたほうがいいと思っていて、具体的にモビリティも多様化していくん

で、どこの道路にどういう手段を使っているかとか、道路がどうあるべきだとか、私の視点だと都市計画

の視点なので、みなさんに教えてもらったりだとか、観光の視点だとか、スポーツの視点、そういったも

のを合わせながらどうしていくんだろうみたいな。 

まとめ方は、南田委員の会社が全国屈指ですから、ご指南いただきながら、こういった形で勉強会的に

進めていく方向性でいかがでしょうか。 

本年度、案として何かひとつまとめながら、それを常に時代とともに進化させていくというか、常に更新し

続けるビジョンみたいなものが、ブランド推進委員会としては、新しいのかなと思いました。ではそんな

形で進めさせていただこうと思います。 

 


