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１．まちづくりの基本となる最も重要な計画 ··································································· ２
２．みんなでビジョンを共有し「全員参加型の市政」を実現する計画 ·············· ２
３．
「全員参加型」で策定した計画 ························································································· ２
４．行財政改革とあわせて取り組む計画 ············································································· ２

第２節 総合計画の構成・期間 ····································································· ３
第３節 桑名のまちの特性・力 ····································································· ４

第３章 基本計画
第１節 中央集権型から全員参加型の市政に················································ ３６
市民と行政のパートナーシップ··························································································································································································· ３６

１ ■ ■ 歴史・文化のまち ■ ■ ····················································································· ４

男女共同参画 ································································································································································································································ ３８

１. 全国屈指の交流都市・交易都市 ··················································································· ４
２. 今に受け継がれる多様な伝統文化 ··················································································· ５

コミュニケーション活動········································································································································································································· ４０

２ ■ ■ 産業のまち・住み良いまち ■ ■ ································································· ６
１. 広域交通の拠点性を活かし発展してきた産業都市 ················································· ６
２. 住み良いまち、豊かな自然 ································································································· ７

３ ■ ■ 人口・世帯数 ■ ■ ······························································································· ８
１. 人口・将来人口 ····················································································································· ８
２. 世帯数・将来世帯数 ·························································································································９

４ ■ ■ 厳しい財政状況 ■ ■ ····················································································· １０

第４節 桑名市の主要課題（施策の背景） ·········································１２
１．信頼される市政の実現 ····································································································· １２
２．防災・防犯、医療・福祉の充実による安全・安心なくらしの確保 ········· １２
３．こどもを産み育てやすい環境づくり ········································································ １３
４．グローバル化に対応できる人づくり・環境づくり ··········································· １３
５．広域交通の拠点性の活用 ································································································ １４
６．桑名の魅力・強みの発掘・活用・ＰＲ ··································································· １４
７．行財政改革の推進 ·············································································································· １５

地域福祉 ·········································································································································································································································· ４２
人権政策 ·········································································································································································································································· ４４

第２節 命を守ることが最優先············································································· ４６
防

災 ··············································································································································································································································· ４６

防犯・交通安全 ···························································································································································································································· ４８
消防・救急 ····································································································································································································································· ５０
環境・廃棄物対策 ······················································································································································································································· ５２
介護保険・高齢者福祉 ············································································································································································································· ５４
障害者（児）福祉 ······················································································································································································································· ５６
医療保険・生活保護 ·················································································································································································································· ５８
地域医療・健康づくり ············································································································································································································· ６０
河

川 ··············································································································································································································································· ６２

上下水道 ·········································································································································································································································· ６４

第３節 こどもを３人育てられるまち ······························································ ６６
子ども・子育て支援··················································································································································································································· ６６
学校教育 ·········································································································································································································································· ６８
人権教育 ·········································································································································································································································· ７０

第４節 世界に向けて開かれたまち ··································································· ７２

国際理解教育 ································································································································································································································· ７２

第２章 基本構想
第１節 総合計画の基本理念 ······································································１８
第２節 目指す桑名市の将来像 ·································································２２
将来像１
将来像２

快適な暮らしを次世代にも誇れるまち ················································ ２２
桑名市の魅力が自他ともに認められるまち ······································ ２２

第３節 まちづくりの基本視点と７つのビジョン ··························２３
１．まちづくりの基本視点 ········································································································· ２３
（１）まちづくり市民力の発揮 ··········································································································································· ２３
（２）次世代への責任 ······························································································································································· ２３

２．桑名市の将来像を実現するための７つのビジョン················································ ２４
（１）中央集権型から全員参加型の市政に ·················································································································· ２４

国内・国際交流···························································································································································································································· ７４

第５節 地理的優位性を活かした元気なまち················································ ７６

中心市街地······································································································································································································································ ７６
道 路 ··············································································································································································································································· ７８
公共交通 ·········································································································································································································································· ８０

第６節 桑名をまちごと『ブランド』に ························································· ８２
文化・スポーツ···························································································································································································································· ８２
生涯学習 ·········································································································································································································································· ８４
農林業 ··············································································································································································································································· ８６
水産業 ··············································································································································································································································· ８８
商

業 ··············································································································································································································································· ９０

工

業 ··············································································································································································································································· ９２

都市デザイン ································································································································································································································ ９４
プロモーション活動 ·················································································································································································································· ９６

（３）こどもを３人育てられるまち ································································································································· ２５

第７節 納税者の視点で次の世代に責任ある財政に
(行政改革大綱) ····························································································· ９８

（４）世界に向けて開かれたまち ······································································································································ ２６

行財政改革 ····································································································································································································································· ９８

（２）命を守ることが最優先 ················································································································································ ２５

第１章

序論

1

第１節

総合計画の特色

第２節

桑名市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の大きく３つで構成します。

１．まちづくりの基本となる最も重要な計画
桑名市総合計画は、桑名市の中長期のまちづくりの方向性

総合計画の構成・期間

くわなの総合
計画は、みん

を示す、最も重要な計画です。暮らしに関わる行政サービス

なで作った計

や地域の活性化など、桑名市が取り組むあらゆる事業は、基

画なんだね！

本的にこの総合計画に沿って実施されます。

27
2015

年度

28
2016

29
2017

30
2018

基本構想

31
2019

地方分権が進むなか、市民、団体、企業、行政などの各主体は、地域のあるべき姿を共有し
ながら、その実現に向けて、それぞれが行動していくことが求められています。
本計画では、桑名市が目指すまちの姿を明確に示し、その実現に向け、各主体が共通の目標
に向かってまちづくりをおこなっていけるよう「市が取り組むこと」、「市民が行動すること」
を記載し、｢中央集権型の市政」ではなく「全員参加型の市政」を目指す計画としました。

33
2021

34
2022

35
2023

36
2024

１０年間

基本計画

前期５年間

実施計画

２．みんなでビジョンを共有し「全員参加型の市政」を実現する計画

32
2020

後期５年間

３年間単位で毎年見直し

※行政改革大綱の計画期間は５年間とします。

■基本構想
基本構想は、総合計画の基本理念と桑名市が目指す将来像、それを実現するためのまちづく
りの基本視点、７つのビジョン ( 施策の大綱 ) です。
計画期間は、平成 27（2015）年度から平成 36（2024）年度までの 10 年間とします。
＜基本構想の構成＞
「基本理念」「目指す桑名市の将来像」「まちづくりの基本視点」「７つのビジョン」

３．「全員参加型」で策定した計画
本計画の策定プロセスにおいては、７つのビジョンを基に、市民のニーズをできるかぎり踏
まえながら策定を進めました。
有識者や各団体の代表者などで構成する「総合計画審議会」や「市民満足度調査」に加え、
新たに、市民の自由参加により意見交換をおこなう「地域会議」、地元の中学生・高校生・大
学生が市内を歩き、課題抽出とまちづくりの提言をおこなった「学生セミナー」・「フィールド
ワーク」を実施しました。
また、「どこでも市長室」・「市長カフェ」を開催し、各自治会などを訪問して、市民と膝を
突き合わせながら、まちづくりに関する市民の生の声をうかがってきました。
さらに、
「桑名ふれあいトーク」を開催し、市が進めるさまざまな施策の説明をおこなって
きました。
このように市民の意見や、未来を担う若者の視点を幅広く取り入れるとともに、現在の市政

■基本計画
基本計画は、基本構想で描いた理念、将来像、ビジョンを具体化するための施策の基本的な
考え方、展開方法、主な事業などを各分野別に示すものです。
計画期間は、総合計画の適正な進行管理と柔軟な施策展開を図るため、前期と後期（各５年間）
に分け、前期が終了する前に内容の見直しをおこないます。
また、「行政改革大綱」は、前期の計画期間と整合を図り、計画期間を５年間とし、期間が
終了する前に内容の見直しをおこないます。

■実施計画
実施計画は、基本計画に掲げた施策を、各年度の予算編成や行財政運営のなかで計画的か
つ具体的にどのように推進するかを示すものです。
計画期間は３年間を単位として、毎年見直しをしながら、別途作成をおこないます。

の情報をお知らせするなど、全員参加型による計画づくりをおこないました。

４．行財政改革とあわせて取り組む計画
これまで別に策定してきた「行政改革大綱（第 3 次・平成 22 〜 28 年度）」について、平成
27 年度から開始する本計画の策定にあわせ、新たな行政改革大綱として見直しをおこなうと
ともに、行財政改革に積極的に取り組む姿勢を明確にするため、行政改革大綱を本計画の中に
2

位置づけ、行財政改革とあわせて取り組む計画としました。
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第３節

桑名のまちの特性・力

１ ■ ■ 歴史・文化のまち ■ ■
1. 全国屈指の交流都市・交易都市 -地形を活かしたまちづくり桑名市は、三重県の北部、揖斐川・長良川・木曽川の木曽三川河口部に位置し、古くから

2. 今に受け継がれる多様な伝統文化
桑名市には、今に受け継がれる伝統文化が数多くあります。「伊勢大神楽」※2、「桑名石取祭

水上交通・陸上交通の要衝として栄え、壬申の乱では大海人皇子（後の天武天皇）が拠点とし、

※2
※3
の祭車行事」
や、起源が南北朝時代にまでさかのぼる「多度大社の上げ馬神事」
、江戸時

乱の勝利への足掛りとした場所でもあります。そして、多度山の麓に鎮座し、近隣の国々か

※4
代から続く技法で一枚の和紙から折られる連鶴「桑名の千羽鶴」
、この他に萬古焼や桑名盆

ら信仰を集めたのが多度大社です。奈良時代には神宮寺も建立され、その時の経緯を記した

など数多くの伝統文化が、現在に受け継がれています。

たどじんぐうじがらんえんぎならびにしざいちょう ※1
「
」

多度神宮寺伽藍縁起并資財帳

など多数の宝物を所蔵しています。

室町時代の桑名は「十楽の津」と呼ばれるほどの流通の拠点でした。また、長島には浄土
真宗の一大拠点となる願証寺があり、長島一向一揆では織田信長との熾烈な戦いが繰り広げ

※1
また、
「日本近代建築の父」ジョサイア・コンドル設計の六華苑（旧諸戸家住宅）
、松平定綱・

定信を祀る鎮国守国神社や、市民の憩いの場となっている九華公園にある「桑名城跡」※5 など
の歴史的建造物や史跡は、現在も桑名を代表する魅力となっています。

られました。
江戸時代には、東海道五十三次の 42 番目の宿場町として、東海道唯一の海上路を結ぶ渡し
場がおかれ、「七里の渡」と呼ばれました。また、伊勢国の東の玄関口として、伊勢神宮への

※1 国指定重要文化財
※5 県指定史跡

※2 国指定重要無形民俗文化財

※3 県指定無形民俗文化財

※4 市指定無形文化財

参宮客や東海道を行き来する多くの人を迎えました。
この頃から、焼き蛤と時雨蛤は、桑名の名産として全国に知られ「その手はくわなの焼き蛤」
というしゃれ言葉も生まれました。また、街道沿いには海産物や鋳物・刀剣・陶器・漆器な
どの特産品を売る店が軒を連ね、今に至る桑名の産業・文化が育まれてきました。
そして、この桑名の基盤となる町の整備をおこなったのが、徳川四天王の一人に数えられ
る初代桑名藩主であった本多忠勝でした。忠勝は、河口付近というこの地域の地形をいかし
た「慶長の町割り」と呼ばれる整備をおこないました。
幕末には、桑名藩主松平定敬が京都所司代となり政局の中心で活躍しますが、戊辰戦争で
は打って変わって朝敵とされ、桑名藩は新政府に降伏します。明治になると、多くの町衆が
米相場などで繁栄します。これには、流通拠点として桑名が全国的に重要な場所であるという、
「多度大社の上げ馬神事」

歴史的・地理的背景が大きく影響しています。
長島地区を含む木曽三川の下流域は、輪中という特徴的な地形で知られ、水害との闘いの
歴史を積み重ねながら水屋など独自の文化を形成しています。

「桑名石取祭の祭車行事」

くわなは歴史や文
化がたくさんある
まちなんだね。

「七里の渡跡・一の鳥居」
4

「桑名の千羽鶴」
5
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桑名のまちの特性・力
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第３節

桑名のまちの特性・力

2 ■ ■ 産業のまち・住み良いまち ■ ■
1. 広域交通の拠点性を活かし発展してきた産業都市
桑名市では、木曽三川を活かした交易の恵みを受けて、木材加工などの工業や商業、農業、

2. 住み良いまち、豊かな自然
桑名市では、名古屋市から 25km 圏域という地理的優位性、公共交通機関のアクセスや道

ハマグリ等の水産業など地域に根ざした産業が発展してきました。鉄砲製造の歴史から始まっ

路ネットワークの良さを活かして、市街および郊外で住宅供給が進み、名古屋圏の優れた住

た鋳物製造は、全国有数の出荷額を誇る産業となっています。

宅都市（ベッドタウン）へと発展してきました。

また、現在では、高速道路や国道、鉄道など主要幹線が集中する「広域交通の要衝」として

また、養老山系から連なる多度地区の緑豊かな自然、「全国水の郷百選」に選ばれた長島地

発展を遂げています。近鉄名古屋線、ＪＲ関西本線、養老鉄道養老線、三岐鉄道北勢線の鉄道

区の水辺環境など、豊かな自然にも恵まれ、自然と都市部が共存する住み良いまちとなって

をはじめ、東名阪自動車道や伊勢湾岸自動車道といった高速道路が市内を縦貫し、５つのイン

います。

ターチェンジを有するほか、国際港湾である名古屋港や四日市港、中部国際空港とも至近の位
置にあり、優れた広域交通環境を有しています。
広域交通の拠点性から、企業の立地が進み、機械器具や輸送用機械、鉄鋼、金属製品などの
製造業が集積し、地域経済の拡大につながってきました。
また、大型レジャー施設をはじめとする観光地は、その魅力に利便性も加わり広域からの集
客力を有し、東海地域でも有数の観光客数を誇っています。
今後もこの強みを活かすことで、新たな産業が発展する可能性を秘めています。

「長島地区の水辺」

くわなは住みやす
いまちなんだね。

6
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「長島地区の水辺」

くわなは住みやす
いまちなんだね。
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桑名のまちの特性・力

3 ■ ■ 人口・世帯数 ■ ■
1. 人口・将来人口 -少子高齢化の進展、推計では平成29年をピークに人口減少-

2. 世帯数・将来世帯数 -ひとり暮らし高齢者の増加、
平成32年をピークに世帯減少-

桑名市の人口は、市の発展とともに、自然増に加えて市外からの転入などによる社会増によ

桑名市の一般世帯数は、住宅開発や核家族化などを背景に増加を続け、平成 22 年には

り増加してきました。統計を取り始めた昭和 35 年以降増加を続け、平成 24 年は 140,812 人

51,461 世帯となりました。このうち高齢単身世帯数は、平成 22 年が 3,673 世帯で平成 17

となりました。

年の 2,920 世帯と比べると 25.8％の増加となり、一人暮らしの高齢者が急速に増えています。

桑名市の将来の人口について推計した結果をみると、平成 29 年に 141,500 人程度にまで

将来の世帯数について推計した結果をみると、人口と単身世帯の増加により、平成 32 年ま

増加した後、減少に転じ、平成 31 年には 141,000 人程度、平成 36 年には 139,000 人程度

では増え 53,900 世帯程度になると見込まれますが、その後は、人口の減少とともに緩やかに

にまで減少していくとみられます。

減少していくとみられます。

年齢別に人口をみると、すでに、15 歳未満と 15 〜 64 歳未満の人口は年々減少し、65 歳
以上人口が増加しています。本計画の目標年度である平成 36 年には、さらに少子高齢化が進み、
15 歳未満人口は減少し、65 歳以上人口の割合は 27.9％にまで上昇するとみられます。

(世帯)

桑名市の世帯数の推移

高齢単身世帯

70,000
実績値←

→推計値

60,000

桑名市の人口の推移

（人）
146,000
実績値←

144,000
142,000

50,000

140,000

44,744

48,072

51,461

53,201

53,900

53,712

53,077

52,049

H27

H32

H37

H42

H47

40,785

→推計値

140,812

一般世帯数

40,000

141,356

141,545

140,996

30,000

138,578
20,000

138,000
136,000

10,000

134,000

1,594

2,272

2,920

3,673

0

132,000

H7

H12

H17

H22

130,000
128,000
126,000
H12 H17

H22 H23 H24 H25

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

※一般世帯とは、施設等の世帯（寮･寄宿舎の学生、病院・社会施設等の入院･入所者など）以外の世帯。
※高齢単身世帯とは、65 歳以上の者 1 人のみの一般世帯。
※実績値は、総務省「国勢調査」による世帯数。
※推計値は、桑名市や三重県の世帯数の過去の趨勢を基に推計したもの。

くわなの人口はこれ
までは増えてきたけ
ど、これからは減っ
ていくんだね。

8

※実績値のうち、平成 12・17・22 年は総務省「国勢調査」による５年ごとの人口。平成 23・24 年は三重県
「月別人口調査」による各年の推計人口。
※推計値は、平成 24 年の人口を基に、コーホート要因法を用いて推計したもの。
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桑名のまちの特性・力

4 ■ ■ 厳しい財政状況 ■ ■
桑名市の財政は厳しい状況にあります。

●財政調整基金残高の推移

財政のゆとり（自由に使えるお金の度合い）を表す「経常収支比率」は、平成 24 年度は

※「財政調整基金残高」とは、年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てておく貯金の残高です。
平成 20 年度に市営ガス事業を民間に譲渡したため、残高は大幅に増加しています。

97.2％となり、人口規模や産業構造などが類似している他市（類似団体）の平均値と比べて
も厳しい数値となっています。

百万円

また、年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てておく貯金、「財政調整基金」の残
高は減少傾向にあります。

5,000
4,500
4,000

歳出については、少子高齢化などに伴い社会保障経費が年々増加しており、また公共施設の
老朽化に伴う更新費用もあり、今後も歳出の増加が見込まれます。

3,500
3,000
2,500

また、歳入については、合併前の市町ごとに算出した普通交付税額が平成 27 年度から段階
的に縮減されるため、今後歳入は減少していきます。

2,000

4,182

4,075

3,883

3,007

1,500

4,030

3,411

3,227

2,219

1,000

973

500
0

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

●経常収支比率の推移
※「経常収支比率」とは、自由に使えるお金の度合い、財政の「ゆとり」を示す指標です。
数値が高いほど、財政の自由度が小さいことを示します。

※平成 25 年を基準年としています。

100.0%

97.2%

98.0%

94.8%

96.0%
94.0%
92.0%

90.9%

94.6%

94.8%

82.0%

94.2%

153,935㎡
(35%)

120,000 ㎡

60,000 ㎡

91.1%
87.7%
85.9%

88.7%

88.5%

89.9%

90.3%

桑名市
類似団体平均

40,000 ㎡
20,000 ㎡
0㎡

上段：延べ床面積の合計
下段：全体に占める割合

94,906㎡
(21%)

80,000 ㎡

90.7%

85.0%

160,000 ㎡
140,000 ㎡
100,000 ㎡

86.0%
84.0%

94.3%

90.6%

90.0%
88.0%

94.7%

●築年別公共施設整備量

62,660㎡
(14%)

72,959㎡
(17%)

38,360㎡
(9%)

14,330㎡
(3%)

築10年以内 築11～20年 築21～30年 築31～40年 築41～50年 築51～60年

3,369㎡
(1%)
不明

80.0%
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

くわなの財政は厳しい状
況にあるんだね。
どうすればいいのかな。
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第４節

桑名市の主要課題（施策の背景）

１．信頼される市政の実現（中央集権型から全員参加型の市政に）
桑名市は、まず、市民の皆様に信頼される市政をおこなうことが必要であると考えています。

３．こどもを産み育てやすい環境づくり（こどもを３人育てられるまち）
桑名市でも、全国同様、将来的に少子高齢化がさらに加速し、社会保障経費の増加、労働力

中央集権的な市政をおこなっていくのではなく、市民、団体、企業、行政などが、まちづくり

や消費需要の減少による産業・経済の減退など、さまざまな影響が出てくることが予想されま

の主体として、目標や目的を共有し、それぞれの役割と責任の下で努力し行動していくことが

す。

必要です。
そのためには、お互いのコミュニケーションを一層進め、それぞれが連携してまちづくりを
おこなっていくことが重要です。
また、女性が社会や家庭、地域でさらに活躍でき、人権が尊重される社会の実現に向けて取
り組んでいくことが求められています。

少子化に歯止めをかけるためにも、子どもを産み育てやすい環境をつくることが必要です。
そのためには、働きながら子育てをする母親などのサポートの充実、経済的な支援、学校教
育や地域の力を借りた教育の充実、人権教育の充実などをより一層図る必要があります。
また、同時に、産婦人科医や小児科医などを確保して、安心の源となる医療体制を充実させ
ることも重要です。

◇平成 24 年度 「桑名市市民満足度調査」 では
・ 「情報公開の充実による市政の透明性」 や 「市政への市民参画の機会や場の提供」 の満足度が低く、 重要度が
高くなっています。

◇平成 24 年度 「桑名市市民満足度調査」 では

・ 市民参加のまちづくりを推進するためには、 「自治会を通じて地域住民の要望を市政に反映させる仕組みづくり」 を

・ 安心して子どもを生み、 育てられるまちにするために必要な取り組みとして、 「仕事と子育てが両立できるための保育

必要とする割合が高くなっています。

施設の充実（環境整備）」 や 「保育や教育にかかる費用負担の軽減」、 「放課後の子どもたちが安心して過ごせる
学童保育などの充実」 の割合が高くなっています。

２．防災・防犯、医療・福祉の充実による安全・安心なくらしの確保
（命を守ることが最優先）
今後予想される南海トラフ巨大地震や、近年頻発している局地的豪雨による浸水被害などを
受け、自然災害に対する危機意識や防災の意識が高まっています。特に、木曽三川河口部に位
置する桑名市は、輪中という独特の地形および海抜の低い地帯が広がっていることから、水害・
津波への対策が重要な課題となっています。
そのためには、災害時に備え、被害を減らすための防災体制を強化し、防災システムと防災
施設などの整備やインフラの耐震化を進めるとともに、避難意識を高めるなど、市民と行政、
関係機関が連携し一体となって取り組むことが必要です。
また、高齢化や IT 化などの社会の変化に伴い、高齢者や子どもなど弱い立場の人を狙った
犯罪が増加するとともに、依然として交通安全の問題も深刻です。そのため、防犯体制の構築

４．グローバル化に対応できる人づくり・環境づくり
（世界に向けて開かれたまち）
世界的規模でさまざまな人々が身近に交流し、あらゆる産業が国際的なつながりを強めるな
か、桑名市においても、国際化の進展への対応を充実していくことの重要性が増しています。
そのためには、桑名に誇りを持ち、グローバルな感覚・能力を備えた桑名人を増やしていく
ことが必要です。学校教育では、国籍や生活習慣、文化の違いを互いに認め合い、共に生きて
いくという国際社会の中での自覚をもつための資質や能力を育成する必要があります。また、
外国人にとっても暮らしやすい環境づくりが必要です。

や交通環境の整備が必要です。
地域の医療・福祉は、少子高齢化の進行や、医師・看護師の不足などの問題があります。同
時に医療ニーズの多様化などへの対応も求められています。そのため、安心して医療や介護な
どが受けられる環境づくりを進めることが必要です。
◇平成 24 年度 「桑名市市民満足度調査」 では

課題を解決するため
に、みんなで協力し
なければいけないね。

・市民の満足度が低く、 重要度が高い施策として 「自然災害などに対する防災体制」、 「市内における医療サービス」
が全体の上位に挙がっており、 今後とくに重点的に取り組むことが求められています。
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桑名市の主要課題（施策の背景）
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第４節

桑名市の主要課題（施策の背景）

５．広域交通の拠点性の活用（地理的優位性を活かした元気なまち）
桑名市の歴史を振り返ると、先人たちは、恵まれた地理・地勢を最大限に活かし、広域交通
の要衝として、また物流の拠点として、桑名を繁栄に導いてきました。

７．行財政改革の推進（納税者の視点で次の世代に責任ある財政に）
桑名市では、財政構造の硬直化が進み、財政調整基金の残高も年々減少するなど、厳しい状
況にあります。総合計画とあわせて、各施策と関連させながら、早急に財政の健全化に取り組

近い将来、東海環状自動車道や新名神高速道路が整備されることで、桑名市とその周辺地域

まなければなりません。将来的には、さらに少子高齢化が進み、市税等の伸び悩みや普通交付

は、広域交通の優位性がさらに高まるエリアとなります。桑名市はそのなかで重要な位置を占

税の段階的な縮減など、歳入の増加を見込むには困難な状況にあることから、今後は新たな歳

め、経済・産業をさらに活性化させるチャンスが訪れます。

入確保に取り組む必要があります。

そのためには、桑名に求心力を持たせ、ヒト・モノ・カネが集まる、活気あふれるまちをつ
くることが必要です。
国道や県道などの幹線道路の事業推進を働きかけるとともに、市内につながる路線や生活道
路などの整備・強化、市内公共交通の維持・確保、また、中心市街地の機能強化・魅力づくり
をおこなっていくことが求められます。

また、このような厳しい財政状況を、行政だけでなく市政に関わる全員で共有し、納税者の
視点で税金の使い方を見直し、効率的・効果的な財政運営を進めていくことが必要と考えます。
このようななか、桑名市が保有する建築物や道路、上下水道などの公共施設等は、今後、老
朽化に伴う更新時期を一斉に迎えることとなり、多額の更新費用が必要となります。
そのためには、これら公共施設等を適切にマネジメントし、将来にわたって有効に管理・運
営する仕組みをつくる必要があります。
さらに、市民の皆様に信頼され、市民と共に課題解決に取り組む市政とするため、今後も、

６．桑名の魅力・強みの発掘・活用・ＰＲ（桑名をまちごと『ブランド』に）
桑名市には、多度山地や木曽三川の豊かな自然、ハマグリに代表されるおいしい食材、今に
受け継がれる歴史や伝統・文化、全国有数のレジャー施設など、日本や世界に誇れる多数の魅力・

組織の見直しや職員の意識改革、能力の向上に取り組んでいく必要があります。
一方で、今後、財政の健全化を図るためには、行政の経営資源（ヒト、モノ、カネ）だけではなく、
民間と役割分担をしながら協力し、民間の経営資源（ヒト、モノ、カネ）やノウハウ、アイデ
アを活用する「公民連携（PPP）」※1 に取り組んでいく必要があります。

資源がありますが、掘り起こせていないものや活かしきれていないもの、あまり知られていな
いものも数多くあります。
そのためには、農業や水産業、商業、工業などの産業については、時代や環境の変化に合わ

※1「公民連携（PPP：Public

Private

Partnership）」とは、行政と民間が役割分担をしながら協力し、民間のノ

ウハウやアイデアを公共サービスや事業に活用することで、公共サービスの効率化や質の向上を図ることです。

せて、それぞれの事業者がもつ個性や強み、競争力を高めて、新しい展開を促していくことが
求められています。
さらに、桑名のもつさまざまな魅力を磨き、日本や世界に発信していくことで、まちの価値
を向上させていくことが必要です。

◇平成 24 年度 「桑名市市民満足度調査」 では
・市民の満足度が低く、重要度が高い施策として 「税金の使途」、「行政改革の推進」 が全体の上位に挙がっており、
今後とくに重点的に取り組むことが求められています。

変化に対応するために、
みんなで協力することが
大切だね。
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