第３章

基本計画
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第1節

目指す姿を実現するために必要なのは？

中央集権型から全員参加型の市政に

ささ

支えあい

て

手をとりあえる

わたし

し

私と市

市民活動環境の充実
●市民活動のさまざまな情報や事例を紹介して参加を呼びかけます。また、施設を提供して市民活動を支援し、各団体が

市民と行政のパートナーシップ

お互いに関係をつくれる仕組みづくりをおこない、市民活動の環境を整えます。

市民自治の推進
●市民と行政がお互いの役割を明らかにし、市民、企業、行政がさまざまな協働の活動を通じて、市民自治によるまちづ

10 年後の目指す姿

市民の個性が活かせる地域コミュニティ※1ができています。

くりを進めます。
●市民参画に向けた各種会議やワークショップ、説明会、意見交換などさまざまな手法を使って、市政への市民参加を促します。

★市民、企業、行政が協働して、それぞれの特性を活かした地域コミュニティづくりを進めています。

協働推進のための担い手・リーダーの養成

★世代を越えてお互いに助け合いながら、地域や社会活動に自ら参加し、自分の持つ力を最大限に発揮して

●市民のニーズを把握・分析し、地域の実情に応じた地域コミュニティづくりに役立つ研修会などを開催し、地域の担い
手となる人材の育成をおこないます。

地域課題に取り組んでいます。

みんなで、 このまちを良くし
ていくことを考えなきゃね。

施策の現状は？
●市民活動センターで、施設の提供や専門相談、情報誌の発行など
をおこない、事業に対する補助制度により、市民の自主的な活動
の支援に努めています。

●地域を支える人材育成に取り組んでいますが、市民活動への関心
は地域により異なります。

ささえあい

コミュニティ活動の報告会を年に１回、合同で開催しています。

てをとりあえる

●自治会、ＮＰＯ※2、市民団体が連携を深める機会の場づくりとして、

わたしとし

向き合い、市民の声が活かされたまちづくりに取り組んでいます。

さ

●「どこでも市長室」や「市長カフェ」を開催し、市長自らが市民と

市が取り組みます！

市民が行動します！

●市民活動を紹介して市民の皆さんと情報を共有し、 活動への

●世代を越えてお互いに助け合い、 地域の課題に対して自ら取
り組みましょう。

参加を促します。
●地域の問題を解決するために、 地域コミュニティづくりの体制を

課題は？
●団体の性質や方向性に応じた適切なサポートや団体が地域で連携・
協力できるようなコーディネーター※3 としての役割が求められま

●市民一人ひとりが市政運営に参加する意識をもち、職員は市民協
働に向けて意識改革に取り組み、担い手となる人材の発掘・育成
が必要です。
日常生活のふれあいや共同の活動、共通の経験を通して生み出されるお互いのつながりや信頼関係を築きながら、自分たちが
住んでいる地域をみんなの力で自主的に住みよくしていく地域社会のことです。

※2

さまざまな社会貢献活動をおこない、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称のことです。

※3

物事が円滑におこなわれるように全体の調整や進行を担当する人のことです。
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に参加して、 地域コミュニティをつくっていきましょう。

整え支援します。
●若者や女性などの幅広い意見が活かせるような担い手を育成します。
●活動の場や情報の提供などの環境を整えて、 市民活動団体
の運営を支援します。

す。

※1

●自分の個性を生かしながら地域の行事や社会活動に積極的

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

自治会への加入率

市内の総世帯数に対して自治会に加入している世帯の割
合を把握して加入率の向上を目指します。

86.2%

市民活動センターの利用者
数

市民の自主的、主体的な活動を展開できる環境づくりが
求められています。その成果の一つとして、市民活動セ
ンターの施設利用者数の増加を図ります。

1,875 人

方向性
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第1節

目指す姿を実現するために必要なのは？

中央集権型から全員参加型の市政に

すすめよう

ぶんや

いろんな分野で

きょうどうさんかく

共同参画

男女共同参画社会を目指すための意識の啓発・向上
●男女共同参画意識の啓発・向上のため、情報誌の発行などの事業をおこないます。

男女共同参画

家庭や地域・職場など社会のあらゆる分野への男女共同参画の拡大
●審議会などへの女性の参画を進めます。

10 年後の目指す姿

男女が自分の個性と能力を活かせる社会に近づいています。
★個人がその個性と能力を十分に発揮でき、一人ひとりが大切にされ、心豊かに生きられる男女共同参画社
会に近づいています。

●自治会などの地域活動で、性別にこだわらず代表者を選出する意識の啓発・向上に努めます。

男女が安心して生活でき、いきいきと働ける環境の実現
●相談体制の充実に努めます。
●企業などに対して、いきいきと働ける就労環境を整えるよう働きかけます。

性別に関係なく、 自

施策の現状は？

分らしく働ける職場や
能力を発揮できる社

●審議会などの女性の登用率は低い状況が続いています。

会になればいいね。

●国は、平成 22 年に「第３次男女共同参画基本計画」を策定しました。
桑名市でも平成 21 年に制定・策定した「桑名市男女共同参画推進
条例」と「桑名市男女共同参画基本計画」に基づき、男女共同参

いて肯定的な人も約４割います。このような考えは、男女のさま
ざまな生き方の選択や能力発揮を妨げる要因のひとつとなってい
ます。

課題は？

すすめよう

●市民意識調査によると「男は仕事、女は家庭」という考え方につ

いろんなぶんやで

す。

きょうどうさんかく

進など、男女共同参画社会の実現に向けて取り組みを進めていま

す

画のための意識づくりやあらゆる分野における男女共同参画の促

市が取り組みます！

市民が行動します！

●男女共同参画推進のための施策を総合的に策定し、 実施し

●男女共同参画への理解を深め、 家庭や地域などさまざまな
分野で男女共同参画を進めていきましょう。

ます。
●市民や国、 県などと協力 ・ 連携しながら、 男女共同参画を
進めていきます。

●行政の政策や方針決定の場へ女性が参画できるよう、人材育成など
の能力開発の支援も含めた積極的な取り組みが必要です。
●男女が家庭、職場、地域などにおいて平等な立場で参画できる環境
を整えることが必要です。
●男女共同参画意識の普及を図る、啓発対象者や情報提供の場を広げ
ることが必要です。
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まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

審議会などにおける女性委
員の登用率

女性が社会の意思決定に参画することがまだまだ少ない
状況にあり、審議会への女性の参画割合を高めていきま
す。

24.6%

方向性
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第1節

目指す姿を実現するために必要なのは？

中央集権型から全員参加型の市政に

とど

届けよう

みぢか

いつも身近な

こえ

まちの声

広報・広聴活動の充実
●広報紙による市政情報の発信に加え、ホームページなどを充実させ、情報の発信をおこないます。また、市民アンケー

コミュニケーション活動

トやパブリックコメント、ツイッターなどを活用し、市民と双方向の情報交換をおこない、市民の意見を市政に反映で
きるように努めます。

10 年後の目指す姿

情報の共有

まちの情報がいつでもわかり、自分の声が市政に届きます。

●計画を考えたり事業を実施する際には、行政情報を積極的に公開し、市民への説明責任を果たすことで、市政の透明化

★広報紙、ホームページなどを利用して、市民が知りたい情報を簡単に取得できるようになっています。

をめざします。また、公開できる情報は、情報公開条例に基づく開示請求手続を経なくても入手できるような体制整備
をおこないます。

コミュニケーション活動の推進

★市民が市政に意見を述べることができ、市政への参加を実感できるようになっています。

●市長と市民が直接対話をおこなう「どこでも市長室」「市長カフェ」のほか、職員と市民が対話する機会を充実させます。

★行政情報を積極的に発信して、市民との情報の共有ができています。

施策の現状は？

みんなとコミュニケーション
をとって、 まちづくりにどん
どん参加していきたいな。

●広報紙やホームページなどで、桑名市のイベント情報などを発信
していますが、市民とのコミュニケーション※1 をさらに深めるこ
とが必要です。

用など市民と双方向のコミュニケーションがとれる仕組みが求め
られています。
●一人でも多くの人が市政に参加していることを実感できるよう、
行政情報を積極的に発信し、市民との情報の共有を図ることが必
要です。
●市民との信頼関係をつくるため、市民の声を市政に反映する制度

とどけよう

●広報紙やホームページによる情報発信に加えて、ツイッターの活

いつもみぢかな

課題は？

まちのこえ

ます。

と

●情報公開請求件数は年々増加し、市政への関心が高まってきてい

市が取り組みます！

市民が行動します！

●市民が市政に参加しやすい環境を整えます。

●地域活動や団体活動を通して、 コミュニケーションをとりながら

●行政情報を市民と共有できるよう、 積極的に情報発信をおこ

まちづくりに参加しましょう。

ないます。
●市民から求められる情報は積極的に公開するよう、 職員の意
識改革をおこないます。

の充実が求められます。

まちづくりの指標
情報発信の媒体数

40

※1

さまざまな情報を、さまざまな手段で伝え合い、互いに理解し合うことです。

※2

広報紙、ツイッター、ドットアビジョン、庁内モニター、メールマガジン、ホームページのことです。

指標の説明
桑名市の情報発信力を向上させるため、発信対象を考え
て、情報発信の媒体を多様化します。

平成 25 年度現状 方向性
6 媒体※2
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★広報紙、ホームページなどを利用して、市民が知りたい情報を簡単に取得できるようになっています。

をめざします。また、公開できる情報は、情報公開条例に基づく開示請求手続を経なくても入手できるような体制整備
をおこないます。

コミュニケーション活動の推進

★市民が市政に意見を述べることができ、市政への参加を実感できるようになっています。

●市長と市民が直接対話をおこなう「どこでも市長室」「市長カフェ」のほか、職員と市民が対話する機会を充実させます。

★行政情報を積極的に発信して、市民との情報の共有ができています。

施策の現状は？

みんなとコミュニケーション
をとって、 まちづくりにどん
どん参加していきたいな。

●広報紙やホームページなどで、桑名市のイベント情報などを発信
していますが、市民とのコミュニケーション※1 をさらに深めるこ
とが必要です。

用など市民と双方向のコミュニケーションがとれる仕組みが求め
られています。
●一人でも多くの人が市政に参加していることを実感できるよう、
行政情報を積極的に発信し、市民との情報の共有を図ることが必
要です。
●市民との信頼関係をつくるため、市民の声を市政に反映する制度

とどけよう

●広報紙やホームページによる情報発信に加えて、ツイッターの活

いつもみぢかな

課題は？

まちのこえ

ます。

と

●情報公開請求件数は年々増加し、市政への関心が高まってきてい

市が取り組みます！

市民が行動します！

●市民が市政に参加しやすい環境を整えます。

●地域活動や団体活動を通して、 コミュニケーションをとりながら

●行政情報を市民と共有できるよう、 積極的に情報発信をおこ

まちづくりに参加しましょう。

ないます。
●市民から求められる情報は積極的に公開するよう、 職員の意
識改革をおこないます。

の充実が求められます。

まちづくりの指標
情報発信の媒体数
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※1

さまざまな情報を、さまざまな手段で伝え合い、互いに理解し合うことです。

※2

広報紙、ツイッター、ドットアビジョン、庁内モニター、メールマガジン、ホームページのことです。

指標の説明
桑名市の情報発信力を向上させるため、発信対象を考え
て、情報発信の媒体を多様化します。

平成 25 年度現状 方向性
6 媒体※2
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第1節

目指す姿を実現するために必要なのは？

中央集権型から全員参加型の市政に

たが

お互いが

みんなのために

ささ

支えあう

地域を支える人づくり
●地域福祉を支える人づくりのために、ボランティアなど地域で福祉活動を担う幅広い人材育成を進めます。また、市民

地域福祉

一人ひとりの福祉意識を高め、地域の課題解決に向けた行動を起こせるように「地域福祉」に関する市民同士の啓発活
動を進めます。

地域を見守る仕組みづくり

10 年後の目指す姿

市民が支えあい、安心して暮らせる地域をつくっています。
★市民一人ひとりがお互いに協力・連携することにより、地域のなかで安心して暮らせる生活環境が整って

●地域のなかには、支えを必要とする人がたくさんいます。こうした人たちを地域全体で支えるために、地域で活動する
人や団体などのネットワークをつくり、地域の見守りなどを充実させて、問題解決ができる地域包括ケアなどの仕組み
づくりを進めます。

地域をつなげる場づくり

います。

●ひとり暮らしの高齢者など何らかの支援を必要としている人が増加しているため、公共施設や身近な地域の施設を活用
し、地域住民の交流を深めながら、地域ぐるみでまちづくりに取り組めるよう、さまざまな人が集える地域福祉の活動
拠点づくりを進めます。

施策の現状は？

●福祉に関する身近な情報を提供したり、相談できる窓口の拠点づくりを進めます。

●家庭や地域のなかで障害の有無や年齢にかかわらず、その人らし
く安心した生活が送れるように支援をおこなっています。
●地域福祉関連団体、民生・児童委員、地域福祉計画推進市民会議、
ボランティア団体などにさまざまな活動支援をおこなっています。

お

●これからのまちを担う若者からの意見を採り入れ、人材育成を進

おたがいが

題となっています。

みんなのために

●関連団体の活動の継続性と取り組みを広げるための人材確保が課

ささえあう

課題は？

みんなが安心して暮らせ
るまちにするためにはお
互いが支え、 協力しあ
うことが必要なんだね。

めることが必要です。
●安心した生活を送るためのニーズが多様化してきたため、公的な
サービスだけでは対応しきれなくなっています。
●核家族化が進んだことや個人の権利が大切にされるようになって
きたことから、住んでいる地域や隣近所における人と人との関わ
り合いが薄れてきています。何らかの支援を必要とする人とそれ
を支えたい人を結びつけることが必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●社会福祉協議会などと連携しあい、 市民の活動を支援します。

●市民、自治会、各地区社会福祉協議会、民生委員、老人ク
ラブ、婦人会、子ども会、障害者団体、ボランティア団体、ＮＰ

●できる限り多くの市民が地域福祉活動に参画できるよう、 周知

Ｏ※１、サービス提供事業者などみんなが連携しあいましょう。

や啓発をさまざまな場面でおこなっていきます。

●地域福祉活動に参加しましょう。

※1
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さまざまな社会貢献活動をおこない、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称のことです。

まちづくりの指標

指標の説明

ボランティアグループの登
録数

多くの市民がボランティアに参加する機会を増やすた
め、ボランティアの育成と活動しやすい環境を整えます。

平成 25 年度現状 方向性
113 団体
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第1節

目指す姿を実現するために必要なのは？

中央集権型から全員参加型の市政に

たが

お互いが

みんなのために

ささ

支えあう

地域を支える人づくり
●地域福祉を支える人づくりのために、ボランティアなど地域で福祉活動を担う幅広い人材育成を進めます。また、市民

地域福祉

一人ひとりの福祉意識を高め、地域の課題解決に向けた行動を起こせるように「地域福祉」に関する市民同士の啓発活
動を進めます。

地域を見守る仕組みづくり

10 年後の目指す姿

市民が支えあい、安心して暮らせる地域をつくっています。
★市民一人ひとりがお互いに協力・連携することにより、地域のなかで安心して暮らせる生活環境が整って

●地域のなかには、支えを必要とする人がたくさんいます。こうした人たちを地域全体で支えるために、地域で活動する
人や団体などのネットワークをつくり、地域の見守りなどを充実させて、問題解決ができる地域包括ケアなどの仕組み
づくりを進めます。

地域をつなげる場づくり

います。

●ひとり暮らしの高齢者など何らかの支援を必要としている人が増加しているため、公共施設や身近な地域の施設を活用
し、地域住民の交流を深めながら、地域ぐるみでまちづくりに取り組めるよう、さまざまな人が集える地域福祉の活動
拠点づくりを進めます。

施策の現状は？

●福祉に関する身近な情報を提供したり、相談できる窓口の拠点づくりを進めます。

●家庭や地域のなかで障害の有無や年齢にかかわらず、その人らし
く安心した生活が送れるように支援をおこなっています。
●地域福祉関連団体、民生・児童委員、地域福祉計画推進市民会議、
ボランティア団体などにさまざまな活動支援をおこなっています。

お

●これからのまちを担う若者からの意見を採り入れ、人材育成を進

おたがいが

題となっています。

みんなのために

●関連団体の活動の継続性と取り組みを広げるための人材確保が課

ささえあう

課題は？

みんなが安心して暮らせ
るまちにするためにはお
互いが支え、 協力しあ
うことが必要なんだね。

めることが必要です。
●安心した生活を送るためのニーズが多様化してきたため、公的な
サービスだけでは対応しきれなくなっています。
●核家族化が進んだことや個人の権利が大切にされるようになって
きたことから、住んでいる地域や隣近所における人と人との関わ
り合いが薄れてきています。何らかの支援を必要とする人とそれ
を支えたい人を結びつけることが必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●社会福祉協議会などと連携しあい、 市民の活動を支援します。

●市民、自治会、各地区社会福祉協議会、民生委員、老人ク
ラブ、婦人会、子ども会、障害者団体、ボランティア団体、ＮＰ

●できる限り多くの市民が地域福祉活動に参画できるよう、 周知

Ｏ※１、サービス提供事業者などみんなが連携しあいましょう。

や啓発をさまざまな場面でおこなっていきます。

●地域福祉活動に参加しましょう。

※1
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さまざまな社会貢献活動をおこない、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称のことです。

まちづくりの指標

指標の説明

ボランティアグループの登
録数

多くの市民がボランティアに参加する機会を増やすた
め、ボランティアの育成と活動しやすい環境を整えます。

平成 25 年度現状 方向性
113 団体
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第1節

目指す姿を実現するために必要なのは？

中央集権型から全員参加型の市政に

むかんしん

無関心

さべつ

それでは差別は

なくならない

人権尊重意識の啓発
●同和問題をはじめとするさまざまな人権問題に対する正しい認識と理解を深めるため、街頭啓発、講演会、学習講座な

人権政策

どを継続的に実施して人権尊重意識を高められるよう、啓発活動をおこないます。

人権が尊重されるまちづくり
●人権が尊重されるまちづくりのため、市民と行政が一体となって地域に密着したきめ細やかな啓発活動ができるよう、

10 年後の目指す姿

小学校区単位を基本とした各地区の人権啓発推進会との連携をおこないます。

一人ひとりの人権が尊重される
差別のない明るいまちになっています。

人権侵害に対する支援体制の充実
●差別や人権侵害など、多様化する人権問題に関わる相談に対応できるよう、人権相談員の専門性を高め、資質の向上を

★市民一人ひとりがさまざまな人権問題を自分自身の課題としてとらえ、その解決に向けて努力できるよう

図ります。あわせて、国・県等関係機関、警察、民生委員・児童委員などとの連携を深めて支援体制を整えます。

になっています。
★すべての人の人権が尊重されるため、国や県、人権擁護委員などと連携して人権侵害のないまちづくりが

人権問題や人権侵

進められています。

害 は、 自 分 自 身 の
問題としてとらえること
が大切なんだね。

施策の現状は？
●差別のない明るいまちの実現に向け、人権啓発活動の取り組みを
おこなっていますが、今日においても不当な差別や人権侵害は依

●同和問題をはじめとするさまざまな人権問題を、市民一人ひとり
が自分の問題としてとらえ、すべての人の人権が尊重される社会
の実現に向けて市民と行政が一体となって取り組んでいく必要が
あります。
●社会に存在するさまざまな人権問題について、その実態と原因に
ついて正しく把握、理解し、また、あらゆる機会を通して解決に

むかんしん

課題は？

それではさべつは

への悪質な書き込みなど新たな人権侵害が生じています。

なくならない

●近年の社会環境の変化によって、虐待やインターネットの掲示板

む

然として存在しています。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●市政のあらゆる分野において、 市民一人ひとりの人権意識を

●お互いの人権を尊重しましょう。

高めることに努めます。

●人権問題に対する正しい理解、 認識を深めましょう。 また、

●講演会や学習会などのさまざまな人権啓発活動の取り組みを

地域社会と一緒に、 問題の解決に向けて取り組みましょう。

進めます。
●人権問題に関わる相談に対して関係機関と連携し、 問題解
決のための支援体制を整えます。

向けて取り組んでいくことが必要です。
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まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

地区人権啓発推進会の設立
数

人権が尊重されるまちづくりを進めるため、市民と行政
が一体となり、「人権尊重の輪」を市内全域に広めてい
きます。

18 団体
（地区）

方向性
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第1節

目指す姿を実現するために必要なのは？

中央集権型から全員参加型の市政に

むかんしん

無関心

さべつ

それでは差別は

なくならない

人権尊重意識の啓発
●同和問題をはじめとするさまざまな人権問題に対する正しい認識と理解を深めるため、街頭啓発、講演会、学習講座な

人権政策

どを継続的に実施して人権尊重意識を高められるよう、啓発活動をおこないます。

人権が尊重されるまちづくり
●人権が尊重されるまちづくりのため、市民と行政が一体となって地域に密着したきめ細やかな啓発活動ができるよう、

10 年後の目指す姿

小学校区単位を基本とした各地区の人権啓発推進会との連携をおこないます。

一人ひとりの人権が尊重される
差別のない明るいまちになっています。

人権侵害に対する支援体制の充実
●差別や人権侵害など、多様化する人権問題に関わる相談に対応できるよう、人権相談員の専門性を高め、資質の向上を

★市民一人ひとりがさまざまな人権問題を自分自身の課題としてとらえ、その解決に向けて努力できるよう

図ります。あわせて、国・県等関係機関、警察、民生委員・児童委員などとの連携を深めて支援体制を整えます。

になっています。
★すべての人の人権が尊重されるため、国や県、人権擁護委員などと連携して人権侵害のないまちづくりが

人権問題や人権侵

進められています。

害 は、 自 分 自 身 の
問題としてとらえること
が大切なんだね。

施策の現状は？
●差別のない明るいまちの実現に向け、人権啓発活動の取り組みを
おこなっていますが、今日においても不当な差別や人権侵害は依

●同和問題をはじめとするさまざまな人権問題を、市民一人ひとり
が自分の問題としてとらえ、すべての人の人権が尊重される社会
の実現に向けて市民と行政が一体となって取り組んでいく必要が
あります。
●社会に存在するさまざまな人権問題について、その実態と原因に
ついて正しく把握、理解し、また、あらゆる機会を通して解決に

むかんしん

課題は？

それではさべつは

への悪質な書き込みなど新たな人権侵害が生じています。

なくならない

●近年の社会環境の変化によって、虐待やインターネットの掲示板

む

然として存在しています。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●市政のあらゆる分野において、 市民一人ひとりの人権意識を

●お互いの人権を尊重しましょう。

高めることに努めます。

●人権問題に対する正しい理解、 認識を深めましょう。 また、

●講演会や学習会などのさまざまな人権啓発活動の取り組みを

地域社会と一緒に、 問題の解決に向けて取り組みましょう。

進めます。
●人権問題に関わる相談に対して関係機関と連携し、 問題解
決のための支援体制を整えます。

向けて取り組んでいくことが必要です。
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まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

地区人権啓発推進会の設立
数

人権が尊重されるまちづくりを進めるため、市民と行政
が一体となり、「人権尊重の輪」を市内全域に広めてい
きます。

18 団体
（地区）

方向性

45

第2節

目指す姿のために必要なことは？

命を守ることが最優先

ひごろ

そな

日頃から 備えることが

だいいっぽ

第一歩

防災システムと防災施設などの整備
●大規模な災害に備えて、同報系防災行政無線※2 のデジタル化※3 などを全市に拡げることにより、情報伝達システムを構

防災

築します。また、防災拠点施設や避難所などの整備を進めて安全性を保ち、備蓄物資や資機材の整備に努めます。

防災体制の強化
●海抜ゼロメートル地帯の避難対策に取り組みます。

10 年後の目指す姿

●他の自治体や関係機関・民間企業などとの連携強化を進め、広域的な災害への対策強化に取り組みます。

共に助け合える、防災意識の高いまちになっています。

●避難時に支援が必要な方について、地域レベルでの支援の仕組みづくりや災害予防対策の周知をおこないます。

★防災行政無線※1、防災備蓄倉庫、避難所などの防災設備が整備され、安心して生活ができる体制が整い、
市民一人ひとりが高い防災意識をもっています。

地域防災力の向上
●災害発生時に、市民が自らの安全確保や地域防災の初動対応がおこなえるよう、学校などでの防災教育や企画展示など
を通して防災意識を高めます。

★災害時には地域で協力できるコミュニティがつくられています。

●自主防災組織活動の支援や防災リーダーとなる人材の育成などを進めます。

★防災・減災に対する取り組みを継続することで、安心して生活できるまちになっています。

市民の減災力向上の支援
●旧耐震基準の木造住宅について耐震診断を推進します。また、避難時に支援が必要な方を中心に、住宅の耐震化や家具
などの転倒・落下防止などの取り組みを進めます。

施策の現状は？

●東日本大震災以降、市民の防災意識がより高まり、同時に市民か
らさまざまなニーズが出てきています。

ひごろから

生が心配されています。

そなえることが

●異常気象がもたらす都市型の集中豪雨や土砂災害による被害の発

だいいっぽ

規模な被害の発生が想定されています。

ひ

●南海トラフ巨大地震や巨大台風（スーパー伊勢湾台風）による大

土砂災害対策の推進
●土砂災害を避けるため、土砂災害警戒区域などの指定をおこない、緊急時に最も重要となる状況把握や素早い初動対応
がおこなえるよう、土砂災害情報システム※4 の導入を検討します。
いざというときに自分の
身を守り、 まわりの人と
助け合えるように防災
訓練などへの参加が必
要なんだね。

課題は？
●あらゆる可能性を考慮し、巨大地震の津波や巨大台風による高潮
などへの備えをしていくことが必要です。
●近年の集中豪雨などによる被害の深刻化や近い将来起こると考え
られている巨大地震による甚大な被害に備え、市民と行政、関係
機関が一体となって防災・減災の体制づくりを進めていきます。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●広域的な避難活動の推進、 防災施設、 備蓄資機材と備

●自分の命（安全）を自分自身で守り備える 「自助」、 お互
いに助け合って地域を守る 「共助」 の考えを理解して、 素

蓄物資の充実に努めます。
●素早く正確に情報を伝える手段を確立し、 情報発信手段の
※1

防災用の無線設備で、その行政区域において防災行政のために設置・運用するものです。

※2

情報伝達のために、住民に対して同時におこなう放送設備として整備されたものです。市役所に送信機と司令卓からなる
固定局を設置し、屋外拡声子局（屋外スピーカー）や宅内の戸別受信機への放送をおこなうことができるものです。

※3

アナログ無線で整備されている同報系防災行政無線をデジタル波の無線に統一していくことが国から示されました。デジ
タル波の無線にすることで、波長が短いため輻輳及び混信が解消され音声などを鮮明に送受信することが可能になります。

※4
※5

警戒、避難体制への土砂災害予警報情報の提供や、関係機関および地域住民への早期情報提供などを目的としたシステム
のことです。
災害発生時に混乱を生じさせないよう、情報伝達手段として複数整備していくことです。（同報系防災行政無線、防災ラ
ジオ、衛星携帯電話、FM 放送、メールサービスなど）

早い避難行動や初動対応がとれるようにしましょう。
●防災訓練などに参加して、 正確な防災情報を把握し、 防

多チャンネル化※5 に努めます。
●市民の意識啓発や情報共有によって、 市民 ・ 行政 ・ 関係

災意識を高めましょう。

機関が一体となった防災体制の強化に努めます。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

自主防災組織数

地域防災力を向上させるため、「自分たちのまちは自分
たちで守る」理念のもと、共助を担う自主防災組織の結
成を促進します。

310 組織

木造住宅の耐震診断実施数

減災力向上のため、旧耐震基準の木造住宅について、耐
震性、改修の必要性を判断するための耐震診断を推進し
ます。
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第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

ひごろ

そな

日頃から 備えることが

だいいっぽ

第一歩

防災システムと防災施設などの整備
●大規模な災害に備えて、同報系防災行政無線※2 のデジタル化※3 などを全市に拡げることにより、情報伝達システムを構

防災

築します。また、防災拠点施設や避難所などの整備を進めて安全性を保ち、備蓄物資や資機材の整備に努めます。

防災体制の強化
●海抜ゼロメートル地帯の避難対策に取り組みます。

10 年後の目指す姿

●他の自治体や関係機関・民間企業などとの連携強化を進め、広域的な災害への対策強化に取り組みます。

共に助け合える、防災意識の高いまちになっています。

●避難時に支援が必要な方について、地域レベルでの支援の仕組みづくりや災害予防対策の周知をおこないます。

★防災行政無線※1、防災備蓄倉庫、避難所などの防災設備が整備され、安心して生活ができる体制が整い、
市民一人ひとりが高い防災意識をもっています。

地域防災力の向上
●災害発生時に、市民が自らの安全確保や地域防災の初動対応がおこなえるよう、学校などでの防災教育や企画展示など
を通して防災意識を高めます。

★災害時には地域で協力できるコミュニティがつくられています。

●自主防災組織活動の支援や防災リーダーとなる人材の育成などを進めます。

★防災・減災に対する取り組みを継続することで、安心して生活できるまちになっています。

市民の減災力向上の支援
●旧耐震基準の木造住宅について耐震診断を推進します。また、避難時に支援が必要な方を中心に、住宅の耐震化や家具
などの転倒・落下防止などの取り組みを進めます。

施策の現状は？

●東日本大震災以降、市民の防災意識がより高まり、同時に市民か
らさまざまなニーズが出てきています。

ひごろから

生が心配されています。

そなえることが

●異常気象がもたらす都市型の集中豪雨や土砂災害による被害の発

だいいっぽ

規模な被害の発生が想定されています。

ひ

●南海トラフ巨大地震や巨大台風（スーパー伊勢湾台風）による大

土砂災害対策の推進
●土砂災害を避けるため、土砂災害警戒区域などの指定をおこない、緊急時に最も重要となる状況把握や素早い初動対応
がおこなえるよう、土砂災害情報システム※4 の導入を検討します。
いざというときに自分の
身を守り、 まわりの人と
助け合えるように防災
訓練などへの参加が必
要なんだね。

課題は？
●あらゆる可能性を考慮し、巨大地震の津波や巨大台風による高潮
などへの備えをしていくことが必要です。
●近年の集中豪雨などによる被害の深刻化や近い将来起こると考え
られている巨大地震による甚大な被害に備え、市民と行政、関係
機関が一体となって防災・減災の体制づくりを進めていきます。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●広域的な避難活動の推進、 防災施設、 備蓄資機材と備

●自分の命（安全）を自分自身で守り備える 「自助」、 お互
いに助け合って地域を守る 「共助」 の考えを理解して、 素

蓄物資の充実に努めます。
●素早く正確に情報を伝える手段を確立し、 情報発信手段の
※1

防災用の無線設備で、その行政区域において防災行政のために設置・運用するものです。

※2

情報伝達のために、住民に対して同時におこなう放送設備として整備されたものです。市役所に送信機と司令卓からなる
固定局を設置し、屋外拡声子局（屋外スピーカー）や宅内の戸別受信機への放送をおこなうことができるものです。

※3

アナログ無線で整備されている同報系防災行政無線をデジタル波の無線に統一していくことが国から示されました。デジ
タル波の無線にすることで、波長が短いため輻輳及び混信が解消され音声などを鮮明に送受信することが可能になります。

※4
※5

警戒、避難体制への土砂災害予警報情報の提供や、関係機関および地域住民への早期情報提供などを目的としたシステム
のことです。
災害発生時に混乱を生じさせないよう、情報伝達手段として複数整備していくことです。（同報系防災行政無線、防災ラ
ジオ、衛星携帯電話、FM 放送、メールサービスなど）

早い避難行動や初動対応がとれるようにしましょう。
●防災訓練などに参加して、 正確な防災情報を把握し、 防

多チャンネル化※5 に努めます。
●市民の意識啓発や情報共有によって、 市民 ・ 行政 ・ 関係

災意識を高めましょう。

機関が一体となった防災体制の強化に努めます。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

自主防災組織数

地域防災力を向上させるため、「自分たちのまちは自分
たちで守る」理念のもと、共助を担う自主防災組織の結
成を促進します。

310 組織

木造住宅の耐震診断実施数

減災力向上のため、旧耐震基準の木造住宅について、耐
震性、改修の必要性を判断するための耐震診断を推進し
ます。

46

方向性

47
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第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

あんぜん

安全は

ひとり

一人ひとりの

こころ

心がけ

防犯意識の啓発
●警察・地域生活安全協会・教育委員会・地域自主防犯団体と連携し、防犯講習会や街頭啓発などの防犯活動を進め、市

防犯・交通安全

民の防犯意識を高めます。

防犯ネットワークの強化

10 年後の目指す姿

●警察や地域生活安全協会からの犯罪情報や、教育委員会などからの不審者情報を基に、生活安全指導員による防犯パト
ロールをおこないます。

防犯、交通安全意識の高いまちになっています。

●防犯体制を充実し、市民生活に影響を及ぼすさまざまな突発的な事態を想定した危機管理体制の整備をおこないます。

★犯罪情報などが共有されて地域の防犯体制が充実し、地域で連携した防犯活動がおこなわれる環境となっ
ています。

交通安全意識の醸成
●小学校ＰＴＡ、老人クラブなど各種団体の交通安全活動の支援や幼児から高齢者まで年齢に応じた参加・体験・実践型

★交通危険箇所の改善や交通安全施設の充実、交通安全教育が浸透し、交通安全意識の高いまちとして、交
通ルールや交通マナーが守られる安全な交通環境となっています。

の交通安全教室や講習会を開催するほか、桑名地区交通安全対策会議での広報啓発を進めます。

安全かつ快適な交通環境の整備
●安全で快適な交通環境をつくるため、交通安全施設の整備・点検と危険箇所の対策をおこないます。

施策の現状は？

●放置自転車対策の推進による、駅周辺を中心とした交通環境の改善に取り組みます。

●市内全域で不審者の目撃情報が増えています。
●電話による還付金詐欺などが依然として発生しています。
●平成 25 年当初に交通事故が多発し、「交通死亡事故多発警報」を

した防犯パトロールが必要です。
●不審電話への対応として、市内パトロール時にＡＴＭ周辺を中心
とした啓発活動が必要です。
●通学路における街頭指導など、街頭啓発活動をおこなうことが必
要です。
●自転車を安全に利用するために、市内の老人クラブなど各種団体

あんぜんは

●警察・地域生活安全協会・教育委員会・地域自主防犯団体と連携

ひとりひとりの

課題は？

こころがけ

●自転車と歩行者などとの接触事故が発生しています。

あ

発令するなど、交通情勢は依然として厳しい状態が続いています。

みんながこのまち
で安心して暮らせ
る よ う に、 交 通
ルールをまもろう。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●市民と行政が一体となった防犯体制の構築をおこないます。

●地域で連携した防犯体制づくりを進め、 犯罪のない安全で安

教育を進めることで市民の交通安全意識を高めていきます。

●交通安全意識を高め、 交通ルールやマナーを守りましょう。

指標の説明

平成 25 年度現状

交通安全教室の参加者数

交通安全意識の醸成を推進するため、警察および自動車
学校と共同でおこなう交通安全教室を充実させ、参加者
数を増やします。

11,958 人

交通人身事故の発生件数

交通事故のなかでも、人の死傷を伴う交通人身事故を減
少させるため、四季の交通安全運動などを通じて交通事
故防止に関する広報・啓発活動を展開します。

707 件

刑法犯の発生件数

誰もが安全で安心に暮らせる社会環境をつくるととも
に、身近で発生する犯罪のさらなる減少を図ります。

まちづくりの指標

や小中学生を対象とした指導や街頭での啓発が必要です。
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心して暮らせる環境づくりに取り組みましょう。

●参加 ・ 体験 ・ 実践型の講習を拡充し、 効果的な交通安全
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目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

あんぜん

安全は

ひとり

一人ひとりの

こころ

心がけ

防犯意識の啓発
●警察・地域生活安全協会・教育委員会・地域自主防犯団体と連携し、防犯講習会や街頭啓発などの防犯活動を進め、市

防犯・交通安全

民の防犯意識を高めます。

防犯ネットワークの強化

10 年後の目指す姿

●警察や地域生活安全協会からの犯罪情報や、教育委員会などからの不審者情報を基に、生活安全指導員による防犯パト
ロールをおこないます。

防犯、交通安全意識の高いまちになっています。

●防犯体制を充実し、市民生活に影響を及ぼすさまざまな突発的な事態を想定した危機管理体制の整備をおこないます。

★犯罪情報などが共有されて地域の防犯体制が充実し、地域で連携した防犯活動がおこなわれる環境となっ
ています。

交通安全意識の醸成
●小学校ＰＴＡ、老人クラブなど各種団体の交通安全活動の支援や幼児から高齢者まで年齢に応じた参加・体験・実践型

★交通危険箇所の改善や交通安全施設の充実、交通安全教育が浸透し、交通安全意識の高いまちとして、交
通ルールや交通マナーが守られる安全な交通環境となっています。

の交通安全教室や講習会を開催するほか、桑名地区交通安全対策会議での広報啓発を進めます。

安全かつ快適な交通環境の整備
●安全で快適な交通環境をつくるため、交通安全施設の整備・点検と危険箇所の対策をおこないます。

施策の現状は？

●放置自転車対策の推進による、駅周辺を中心とした交通環境の改善に取り組みます。

●市内全域で不審者の目撃情報が増えています。
●電話による還付金詐欺などが依然として発生しています。
●平成 25 年当初に交通事故が多発し、「交通死亡事故多発警報」を

した防犯パトロールが必要です。
●不審電話への対応として、市内パトロール時にＡＴＭ周辺を中心
とした啓発活動が必要です。
●通学路における街頭指導など、街頭啓発活動をおこなうことが必
要です。
●自転車を安全に利用するために、市内の老人クラブなど各種団体

あんぜんは

●警察・地域生活安全協会・教育委員会・地域自主防犯団体と連携

ひとりひとりの

課題は？

こころがけ

●自転車と歩行者などとの接触事故が発生しています。

あ

発令するなど、交通情勢は依然として厳しい状態が続いています。

みんながこのまち
で安心して暮らせ
る よ う に、 交 通
ルールをまもろう。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●市民と行政が一体となった防犯体制の構築をおこないます。

●地域で連携した防犯体制づくりを進め、 犯罪のない安全で安

教育を進めることで市民の交通安全意識を高めていきます。

●交通安全意識を高め、 交通ルールやマナーを守りましょう。

指標の説明

平成 25 年度現状

交通安全教室の参加者数

交通安全意識の醸成を推進するため、警察および自動車
学校と共同でおこなう交通安全教室を充実させ、参加者
数を増やします。

11,958 人

交通人身事故の発生件数

交通事故のなかでも、人の死傷を伴う交通人身事故を減
少させるため、四季の交通安全運動などを通じて交通事
故防止に関する広報・啓発活動を展開します。

707 件

刑法犯の発生件数

誰もが安全で安心に暮らせる社会環境をつくるととも
に、身近で発生する犯罪のさらなる減少を図ります。

まちづくりの指標

や小中学生を対象とした指導や街頭での啓発が必要です。
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心して暮らせる環境づくりに取り組みましょう。

●参加 ・ 体験 ・ 実践型の講習を拡充し、 効果的な交通安全
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第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

そな

備えよう

いのち

みんなの命

まも

守るため

消防体制の充実強化
●消防資機材・消防水利の整備と隊員の教育訓練を充実させます。

消防・救急

火災予防対策の推進

10 年後の目指す姿

●防火対象物への立入検査の強化や、家庭への住宅用火災警報器の普及啓発に努めます。

命や財産を守る備えが整い、安心して暮らしています。

●救急救命士の育成を計画的に進めます。

★住宅用火災警報器の普及が進み、火災時の逃げ遅れによる死者が減少しています。

●救急車の適正利用※2 を呼びかけ、現場到着時間の短縮を進めます。

★消防団の施設や装備などの充実と消防団員の処遇の改善により、入団しやすい環境が整備され、消防力が
向上しています。

●消防団員の活動を充実させるため、さらに教育訓練をおこないます。また、消防団施設や車両、安全装備品などの整備
をおこないます。

そなえよう

みんなのいのち

●消防救急無線デジタル化にともない、共同消防指令センターのス

まもるため

ことが必要です。

そ

●近年の災害状況は大震災や台風および火災などにより、多くの人

●今後想定される南海トラフ巨大地震や多様化する災害に対応する

消防団の強化
●消防団員の処遇の改善により、消防団に入団しやすい環境づくりを進めます。

施策の現状は？

課題は？

●火災予防運動や高齢者世帯の防火診断などにより、市民の防火意識を高めるようにします。

救急救命体制の強化

★救急救命士※1 の育成が進み、救命率が向上しています。

命や財産が失われています。

●桑名市・四日市市・菰野町の３消防本部による共同消防指令センターのスムーズな運用に努めます。

安心して暮らせるまち
に す る た め に は、 み
んなの意識を高める
ことが大事なんだね。

ムーズな運用が求められます。
●火災発生を未然に防ぐ取り組みが必要です。
●火災時の逃げ遅れによる死者をなくすための取り組みが必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●救命率向上の取り組みが必要です。

●消防施設と人員を活用して、 市民の生命、 身体、 財産を

●家に住宅用火災警報器を設置しましょう。

●消防団員の確保のための取り組みが必要です。

火災から守ります。

●災害現場に居合わせたら１１９番通報、 火災時は初期消
火に協力しましょう。

●災害などによる傷病者の搬送を適切におこなうよう努めます。
●女性消防団を含め、 消防団員の入団を推進します。

●ＡＥＤ※3 の使用や心肺蘇生法などで応急手当ができるよう
に訓練に参加しましょう。
●消防団に加入し、 地域に貢献しましょう。

※1

厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置をおこなう救急隊員のことです。

※2

緊急性がない症状が軽い場合は、救急車以外の交通機関の利用や医療情報案内などを活用し、真に緊急を要し、救急車が
必要な方が救急車を利用できるようにすることです。

※3

50

自動体外式除細動器 (Automated External Deﬁbrillator) のことで、心臓突然死の原因のひとつである心室細動が発生し
た場合に、心臓に電気ショックを与えて心臓本来の機能を回復させる装置のことです。

まちづくりの指標

指標の説明

救急車の現場到着平均時間

救命率の向上のため、救急車の適正利用を促進し、現場
到着時間の更なる短縮をめざします。
( 参考 ) 平成 24 年中全国平均：8.3 分

消防団員の定員充足率

地域の消防を担う消防団の強化のため、消防団に入団し
やすい環境づくり、消防団員の確保に取り組みます。

平成 25 年度現状

方向性

7.6 分
( 平成 25 年中 )
90.5%
( 平成 26.4.1 現在 )
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第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

そな

備えよう

いのち

みんなの命

まも

守るため

消防体制の充実強化
●消防資機材・消防水利の整備と隊員の教育訓練を充実させます。

消防・救急

火災予防対策の推進

10 年後の目指す姿

●防火対象物への立入検査の強化や、家庭への住宅用火災警報器の普及啓発に努めます。

命や財産を守る備えが整い、安心して暮らしています。

●救急救命士の育成を計画的に進めます。

★住宅用火災警報器の普及が進み、火災時の逃げ遅れによる死者が減少しています。

●救急車の適正利用※2 を呼びかけ、現場到着時間の短縮を進めます。

★消防団の施設や装備などの充実と消防団員の処遇の改善により、入団しやすい環境が整備され、消防力が
向上しています。

●消防団員の活動を充実させるため、さらに教育訓練をおこないます。また、消防団施設や車両、安全装備品などの整備
をおこないます。

そなえよう

みんなのいのち

●消防救急無線デジタル化にともない、共同消防指令センターのス

まもるため

ことが必要です。

そ

●近年の災害状況は大震災や台風および火災などにより、多くの人

●今後想定される南海トラフ巨大地震や多様化する災害に対応する

消防団の強化
●消防団員の処遇の改善により、消防団に入団しやすい環境づくりを進めます。

施策の現状は？

課題は？

●火災予防運動や高齢者世帯の防火診断などにより、市民の防火意識を高めるようにします。

救急救命体制の強化

★救急救命士※1 の育成が進み、救命率が向上しています。

命や財産が失われています。

●桑名市・四日市市・菰野町の３消防本部による共同消防指令センターのスムーズな運用に努めます。

安心して暮らせるまち
に す る た め に は、 み
んなの意識を高める
ことが大事なんだね。

ムーズな運用が求められます。
●火災発生を未然に防ぐ取り組みが必要です。
●火災時の逃げ遅れによる死者をなくすための取り組みが必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●救命率向上の取り組みが必要です。

●消防施設と人員を活用して、 市民の生命、 身体、 財産を

●家に住宅用火災警報器を設置しましょう。

●消防団員の確保のための取り組みが必要です。

火災から守ります。

●災害現場に居合わせたら１１９番通報、 火災時は初期消
火に協力しましょう。

●災害などによる傷病者の搬送を適切におこなうよう努めます。
●女性消防団を含め、 消防団員の入団を推進します。

●ＡＥＤ※3 の使用や心肺蘇生法などで応急手当ができるよう
に訓練に参加しましょう。
●消防団に加入し、 地域に貢献しましょう。

※1

厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置をおこなう救急隊員のことです。

※2

緊急性がない症状が軽い場合は、救急車以外の交通機関の利用や医療情報案内などを活用し、真に緊急を要し、救急車が
必要な方が救急車を利用できるようにすることです。

※3

50

自動体外式除細動器 (Automated External Deﬁbrillator) のことで、心臓突然死の原因のひとつである心室細動が発生し
た場合に、心臓に電気ショックを与えて心臓本来の機能を回復させる装置のことです。

まちづくりの指標

指標の説明

救急車の現場到着平均時間

救命率の向上のため、救急車の適正利用を促進し、現場
到着時間の更なる短縮をめざします。
( 参考 ) 平成 24 年中全国平均：8.3 分

消防団員の定員充足率

地域の消防を担う消防団の強化のため、消防団に入団し
やすい環境づくり、消防団員の確保に取り組みます。

平成 25 年度現状

方向性

7.6 分
( 平成 25 年中 )
90.5%
( 平成 26.4.1 現在 )
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第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

いっぽ

一歩ずつ

ちきゅう

やさ

地球に優しい

せいかつ

生活へ

環境負荷の少ないまちづくり
●新エネルギーの導入促進や緑のカーテンの取り組みなど、省エネルギーの啓発活動をおこない、地球環境にやさしい生

環境・廃棄物対策

活スタイルへの転換を進めます。

豊かな自然と生活環境の保全

10 年後の目指す姿

●地域への愛着が持てるよう、桑名市の豊かな自然を活かした環境学習を進めます。公害の発生を防止するため、法令な

ゴミが減り、エネルギーの地産地消に取り組んでいます。
★新エネルギーなどの活用や市民一人ひとりが環境負荷の少ない生活を送ることで、エネルギーの地産地消
の取り組みにつながり、地球環境にやさしいまちとなっています。

どに基づいた速やかな指導や、県などと連携して発生源への防止対策の強化に努めます。

３Ｒ※2 の推進
●使い捨て商品、過剰包装などの使用を抑え、生ゴミ処理機、コンポストなどを普及することでゴミの減量を進め、再使
用の啓発もおこないます。また、クルクル工房などにより、資源物の再利用しやすい環境をつくります。

★廃棄物をきちんと処理し、循環型社会をつくるために、ゴミの発生抑制・減量・再利用・再生利用に取り
組んでいます。

廃棄物の適正な処理
●桑名広域清掃事業組合と連携して、平成 33 年度に新処理施設を稼動させ、廃棄物を適正に処理します。桑名・員弁広
域連合が設置している、し尿・汚泥再生処理施設において、し尿の適正処理に努めます。

施策の現状は？

●市内地域の自然環境調査や自然観察会をおこなって、市民の自然
環境保全の意識向上に取り組んでいます。
●家庭や事業所から出されるゴミは量が増え、質もさまざまになっ
てきています。再資源化が進んでいますが、ゴミの処理量が増え
るにともなって経費も増加しています。

いっぽずつ

の導入を推進しています。

ちきゅうにやさしい

せいかつへ

「桑名市スマート・エネルギー構想」を策定し、再生可能エネルギー

い

●省エネルギーの啓発や新エネルギーなどの普及に取り組むため、

環境に優しいまちにする
には一人ひとりの取り組
みが必要なんだね。

課題は？

市が取り組みます！

市民が行動します！

●地域での地球温暖化対策やエネルギーの地産地消の取り組みが必

●地球温暖化対策や環境学習の充実、 身近な生活環境の保

●毎月の光熱水費、 使用量を把握するなど、 さまざまな省エネ

●家庭や事業者が出すゴミの減量・再利用・再資源化について、

●自然や環境を守るために一人ひとりが自分の問題として考え、自

イブを心がけましょう。

●ゴミの処理については、 適正な中間処理及び最終処分施設を

●市民の暮らしの環境リスクを最小限にとどめ、健康で安全・安心
※1

●再利用・再生利用ができないゴミの適切な処理が必要です。
●可燃ゴミを処理している RDF※1 は、平成 32 年度で終了するため、
新たなゴミ処理方式の検討と新処理施設の建設が必要です。
※2

52

●地球温暖化について関心をもち、 公共交通の利用やエコドラ

自主的な取り組みを促します。

分にできることをする意識をもつことが必要です。

かつ快適な生活環境を保つことが必要です。

ルギーを心がけましょう。

全に取り組みます。

要です。

Refuse（廃棄物）Derived（導かれた）Fuel（燃料）
の略で、家庭や事業所から出される生ゴミなど
の可燃性ゴミを破砕・乾燥して不燃物を取り除
き、消石灰などの添加物を加えてクレヨン状に
押し固めたものであり、給湯、冷暖房、発電用
の熱エネルギーとして使用されるものです。
環境と経済の両立した循環型社会を形成してい
くためのキーワードのことです。
①Reduce( リデュース＝廃棄物の発生抑制 )
②Reuse( リユース＝再使用 )
③Recycle( リサイクル＝再資源化 )

●ゴミの排出については、 市が設定する分別区分に応じて、 適
正なリサイクルに協力しましょう。

確保します。

まちづくりの指標

指標の説明

公共施設のＣＯ2 排出量

環境負荷の少ないまちづくりを進めるため、ＣＯ2 削減を
目標に、行政が率先して環境配慮行動を実践します。

市民１人あたりの１日のゴ
ミの排出量

環境への負荷を減らし、廃棄物の適正処理を進めるため、
市民参加によりゴミ排出量の削減に努めます。

平成 25 年度現状 方向性
18,545t
685g
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目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

いっぽ

一歩ずつ

ちきゅう

やさ

地球に優しい

せいかつ

生活へ

環境負荷の少ないまちづくり
●新エネルギーの導入促進や緑のカーテンの取り組みなど、省エネルギーの啓発活動をおこない、地球環境にやさしい生

環境・廃棄物対策

活スタイルへの転換を進めます。

豊かな自然と生活環境の保全

10 年後の目指す姿

●地域への愛着が持てるよう、桑名市の豊かな自然を活かした環境学習を進めます。公害の発生を防止するため、法令な

ゴミが減り、エネルギーの地産地消に取り組んでいます。
★新エネルギーなどの活用や市民一人ひとりが環境負荷の少ない生活を送ることで、エネルギーの地産地消
の取り組みにつながり、地球環境にやさしいまちとなっています。

どに基づいた速やかな指導や、県などと連携して発生源への防止対策の強化に努めます。

３Ｒ※2 の推進
●使い捨て商品、過剰包装などの使用を抑え、生ゴミ処理機、コンポストなどを普及することでゴミの減量を進め、再使
用の啓発もおこないます。また、クルクル工房などにより、資源物の再利用しやすい環境をつくります。

★廃棄物をきちんと処理し、循環型社会をつくるために、ゴミの発生抑制・減量・再利用・再生利用に取り
組んでいます。

廃棄物の適正な処理
●桑名広域清掃事業組合と連携して、平成 33 年度に新処理施設を稼動させ、廃棄物を適正に処理します。桑名・員弁広
域連合が設置している、し尿・汚泥再生処理施設において、し尿の適正処理に努めます。

施策の現状は？

●市内地域の自然環境調査や自然観察会をおこなって、市民の自然
環境保全の意識向上に取り組んでいます。
●家庭や事業所から出されるゴミは量が増え、質もさまざまになっ
てきています。再資源化が進んでいますが、ゴミの処理量が増え
るにともなって経費も増加しています。

いっぽずつ

の導入を推進しています。

ちきゅうにやさしい

せいかつへ

「桑名市スマート・エネルギー構想」を策定し、再生可能エネルギー

い

●省エネルギーの啓発や新エネルギーなどの普及に取り組むため、

環境に優しいまちにする
には一人ひとりの取り組
みが必要なんだね。

課題は？

市が取り組みます！

市民が行動します！

●地域での地球温暖化対策やエネルギーの地産地消の取り組みが必

●地球温暖化対策や環境学習の充実、 身近な生活環境の保

●毎月の光熱水費、 使用量を把握するなど、 さまざまな省エネ

●家庭や事業者が出すゴミの減量・再利用・再資源化について、

●自然や環境を守るために一人ひとりが自分の問題として考え、自

イブを心がけましょう。

●ゴミの処理については、 適正な中間処理及び最終処分施設を

●市民の暮らしの環境リスクを最小限にとどめ、健康で安全・安心
※1

●再利用・再生利用ができないゴミの適切な処理が必要です。
●可燃ゴミを処理している RDF※1 は、平成 32 年度で終了するため、
新たなゴミ処理方式の検討と新処理施設の建設が必要です。
※2
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●地球温暖化について関心をもち、 公共交通の利用やエコドラ

自主的な取り組みを促します。

分にできることをする意識をもつことが必要です。

かつ快適な生活環境を保つことが必要です。

ルギーを心がけましょう。

全に取り組みます。

要です。

Refuse（廃棄物）Derived（導かれた）Fuel（燃料）
の略で、家庭や事業所から出される生ゴミなど
の可燃性ゴミを破砕・乾燥して不燃物を取り除
き、消石灰などの添加物を加えてクレヨン状に
押し固めたものであり、給湯、冷暖房、発電用
の熱エネルギーとして使用されるものです。
環境と経済の両立した循環型社会を形成してい
くためのキーワードのことです。
①Reduce( リデュース＝廃棄物の発生抑制 )
②Reuse( リユース＝再使用 )
③Recycle( リサイクル＝再資源化 )

●ゴミの排出については、 市が設定する分別区分に応じて、 適
正なリサイクルに協力しましょう。

確保します。

まちづくりの指標

指標の説明

公共施設のＣＯ2 排出量

環境負荷の少ないまちづくりを進めるため、ＣＯ2 削減を
目標に、行政が率先して環境配慮行動を実践します。

市民１人あたりの１日のゴ
ミの排出量

環境への負荷を減らし、廃棄物の適正処理を進めるため、
市民参加によりゴミ排出量の削減に努めます。

平成 25 年度現状 方向性
18,545t
685g
53

第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

じぶん

自分らしく

い

も

生きがい持って

す

住めるまち

地域包括ケアシステムの推進
●高齢者の総合相談、地域での介護予防や高齢者虐待防止ネットワークの拠点として、地域包括支援センターの充実を図

介護保険・高齢者福祉

ります。そして、医療・介護の関係機関と連携しながら、一貫性・連続性のある効果的な介護予防を進めます。

高齢者の交流・社会参加と日常生活の支援

10 年後の目指す姿

●高齢者がボランティアや地域活動を通して、健康で生きがいをもち積極的に社会参加できるよう環境整備をおこないま

多くの高齢者が、
住み慣れた地域で自分らしい暮らしをしています。

す。また、高齢者の普段の困りごとや生活の不安を取り除くために、地域包括支援センターなどが訪問活動をします。

介護の必要な高齢者の為の介護サービスの充実
●ケアマネジャーなどの人材の資質向上や介護給付の適正化に取り組み、介護保険財政が健全に運営できるようにします。
また、ニーズ調査などで地域での課題を明らかにし、その地域に必要な基盤整備をおこないます。

★高齢になっても住み慣れた地域で自立した生活を続けられています。
★高齢者が健康で充実した生活を続けられています。

いきいきとした笑顔の
おじいちゃん、 おばあ
ちゃんがたくさん増える
といいなあ。

★介護が必要となっても、質の高い介護サービスが安心して受けられます。

施策の現状は？
●桑名市の高齢化率は 23.35％（平成 26 年 3 月末現在）で、団塊の
世代が 75 歳以上となる 2025 年に向かって高齢者が年々増加して

●高齢者が健康で充実した生活を送れるよう、高齢者の総合相談窓
口である地域包括支援センター

※1

の充実が必要です。

じぶんらしく

課題は？

いきがいもって

す。

すめるまち

●高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境が望まれていま

じ

いきます。

●高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域包括ケ
アシステム

※2

の構築の実現が必要です。

●介護保険制度が持続可能となるような介護保険事業計画の策定が
必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●在宅医療と介護の連携促進、 認知症施策の推進、 地域ケ

●地域の中で自分の役割を理解し、 協力して行動しましょう。

ア会議の実践、 生活支援サービスの充実など、 地域包括ケア
システムの構築をめざします。

※2
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市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などを配置して、3 職種のチームアプローチにより、住
民の健康の保持および生活の安定のために必要な援助をおこなうことにより、その保健医療の向上および福祉の増進を包括的
に支援することを目的とする施設です。
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供されるような仕組みです。

しょう。

●高齢者の総合相談窓口である、 地域包括支援センターの機
能強化をおこなっていきます。

●老人クラブ、 健康教室、 ボランティア活動などで生きがいをつ
くり、 介護のいらない生活をめざしましょう。

●介護保険制度の持続性を高めるための取り組みをおこないま
す。

まちづくりの指標

※1

●ご近所同士で安否確認など声をかけあい、 地域で支えあいま

指標の説明

平成 25 年度現状

自立高齢者の割合

高齢化が進み介護が必要になる方の増加が予測されます
が、地域包括ケアシステムの推進により、自立高齢者数
を維持していきます。

84%

介護予防事業の参加者数

多くの方が生き生きと住み慣れた地域で自立して生活を
続けていけるよう、介護予防事業への参加者数を増やし
ていきます。

5,302 人

方向性
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第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

じぶん

自分らしく

い

も

生きがい持って

す

住めるまち

地域包括ケアシステムの推進
●高齢者の総合相談、地域での介護予防や高齢者虐待防止ネットワークの拠点として、地域包括支援センターの充実を図

介護保険・高齢者福祉

ります。そして、医療・介護の関係機関と連携しながら、一貫性・連続性のある効果的な介護予防を進めます。

高齢者の交流・社会参加と日常生活の支援

10 年後の目指す姿

●高齢者がボランティアや地域活動を通して、健康で生きがいをもち積極的に社会参加できるよう環境整備をおこないま

多くの高齢者が、
住み慣れた地域で自分らしい暮らしをしています。

す。また、高齢者の普段の困りごとや生活の不安を取り除くために、地域包括支援センターなどが訪問活動をします。

介護の必要な高齢者の為の介護サービスの充実
●ケアマネジャーなどの人材の資質向上や介護給付の適正化に取り組み、介護保険財政が健全に運営できるようにします。
また、ニーズ調査などで地域での課題を明らかにし、その地域に必要な基盤整備をおこないます。

★高齢になっても住み慣れた地域で自立した生活を続けられています。
★高齢者が健康で充実した生活を続けられています。

いきいきとした笑顔の
おじいちゃん、 おばあ
ちゃんがたくさん増える
といいなあ。

★介護が必要となっても、質の高い介護サービスが安心して受けられます。

施策の現状は？
●桑名市の高齢化率は 23.35％（平成 26 年 3 月末現在）で、団塊の
世代が 75 歳以上となる 2025 年に向かって高齢者が年々増加して

●高齢者が健康で充実した生活を送れるよう、高齢者の総合相談窓
口である地域包括支援センター

※1

の充実が必要です。

じぶんらしく

課題は？

いきがいもって

す。

すめるまち

●高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境が望まれていま

じ

いきます。

●高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域包括ケ
アシステム

※2

の構築の実現が必要です。

●介護保険制度が持続可能となるような介護保険事業計画の策定が
必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●在宅医療と介護の連携促進、 認知症施策の推進、 地域ケ

●地域の中で自分の役割を理解し、 協力して行動しましょう。

ア会議の実践、 生活支援サービスの充実など、 地域包括ケア
システムの構築をめざします。

※2
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市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などを配置して、3 職種のチームアプローチにより、住
民の健康の保持および生活の安定のために必要な援助をおこなうことにより、その保健医療の向上および福祉の増進を包括的
に支援することを目的とする施設です。
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供されるような仕組みです。

しょう。

●高齢者の総合相談窓口である、 地域包括支援センターの機
能強化をおこなっていきます。

●老人クラブ、 健康教室、 ボランティア活動などで生きがいをつ
くり、 介護のいらない生活をめざしましょう。

●介護保険制度の持続性を高めるための取り組みをおこないま
す。

まちづくりの指標

※1

●ご近所同士で安否確認など声をかけあい、 地域で支えあいま

指標の説明

平成 25 年度現状

自立高齢者の割合

高齢化が進み介護が必要になる方の増加が予測されます
が、地域包括ケアシステムの推進により、自立高齢者数
を維持していきます。

84%

介護予防事業の参加者数

多くの方が生き生きと住み慣れた地域で自立して生活を
続けていけるよう、介護予防事業への参加者数を増やし
ていきます。

5,302 人

方向性
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第2節
ささ

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先
あ

支え合う

こころ

まちも 心も

バリアフリー

自立支援と社会参加の促進
●就労を希望する障害者が自立して生活できるよう、関係機関と連携して民間企業などに障害者雇用の理解と協力の働き

障害者（児）福祉

かけを強化します。また、障害（者）に対する正しい理解と認識を深めるための啓発や地域住民との交流の機会を提供
します。

福祉サービスと相談支援の充実

10 年後の目指す姿

支援が充実し、障害者の働きやすい環境が整っています。
★障害者が安心して意欲的に働ける就労の場が確保され、地域社会の一員として自立して生活できる環境が

●障害者（児）が地域で安心して暮らせるように、安定した障害福祉サービスの提供に努めます。また、障害者（児）の
相談体制をより充実させるため、障害者総合相談支援センターの充実を図るとともに、障害福祉の中核としての役割を
担う基幹相談支援センターの体制について検討します。

障害の早期発見と発達支援体制の充実

整っています。
★障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重しあい、誰もが地域で安心して生きがいを持って暮ら
せる社会になっています。

●障害の早期発見と発達支援のため、母子保健施策や子ども総合相談支援などの充実に努めます。また、保健・医療・福
祉の各分野の連携体制の確立を進め、一貫した支援体制・相談支援の充実を図るとともに、療育の中核の場として、児
童発達支援センター※2 の体制整備に努めます。

障害のある人もない
人も、 一緒に生きが
いをもって働ける環境
づくりが必要だね。

施策の現状は？
●相談支援センターや職業安定所などの関係機関と連携を取りなが
ら、障害者雇用の拡充に向けて支援をおこなっています。

課題は？

ささえあう

できるだけ早い段階で必要とする支援ができるよう努めています。

まちもこころも

●発達障害のある人に対して、保健・医療・福祉の各分野が連携し、

バリアフリー

ビスや相談支援の充実に努めています。

さ

●障害者が住み慣れた地域で生活を送ることができるよう、福祉サー

●平成25年４月に障害者総合支援法※１が施行され、制度に沿った障
害者（児）への福祉を進めることが求められます。
●障害者の働きやすい環境整備を支援し、また、障害者に対する理
解の啓発をつねにおこなっていくことが必要です。
●福祉サービスを選択、利用して地域で暮らしていくために、サー

市が取り組みます！

市民が行動します！

●地域自立支援協議会などを通じて、 障害者支援のネットワー

●障害の有無にかかわらず、 誰もがお互いに人格と個性を尊重

ク化に取り組み、 保健 ・ 医療 ・ 福祉の各分野の関係機関と

し合い、 ともに生きる社会をつくっていきましょう。

の連携 ・ 協力体制を構築するよう努めます。
●市民に対して、 障害に対する正しい理解や認識を深めるよう
努めます。

ビスを提供する社会資源の充実がさらに求められます。
●障害の早期発見と途切れのない支援のため、障害の程度や特性に

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

計画相談支援の支給済者数

障害者（児）が適切に障害福祉サービスを利用できるよ
う、障害者（児）のサービスなど利用計画の作成相談支
援を進めます。

117 人

応じた適切な相談支援が求められます。

方向性

※1 「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」の略称のことです。
※2 地域の障害児やその家族への相談・援助・助言をあわせておこなうなど、地域の中核的な療育支援施設のことです。

56

57

第2節
ささ

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先
あ

支え合う

こころ

まちも 心も

バリアフリー

自立支援と社会参加の促進
●就労を希望する障害者が自立して生活できるよう、関係機関と連携して民間企業などに障害者雇用の理解と協力の働き

障害者（児）福祉

かけを強化します。また、障害（者）に対する正しい理解と認識を深めるための啓発や地域住民との交流の機会を提供
します。

福祉サービスと相談支援の充実

10 年後の目指す姿

支援が充実し、障害者の働きやすい環境が整っています。
★障害者が安心して意欲的に働ける就労の場が確保され、地域社会の一員として自立して生活できる環境が

●障害者（児）が地域で安心して暮らせるように、安定した障害福祉サービスの提供に努めます。また、障害者（児）の
相談体制をより充実させるため、障害者総合相談支援センターの充実を図るとともに、障害福祉の中核としての役割を
担う基幹相談支援センターの体制について検討します。

障害の早期発見と発達支援体制の充実

整っています。
★障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重しあい、誰もが地域で安心して生きがいを持って暮ら
せる社会になっています。

●障害の早期発見と発達支援のため、母子保健施策や子ども総合相談支援などの充実に努めます。また、保健・医療・福
祉の各分野の連携体制の確立を進め、一貫した支援体制・相談支援の充実を図るとともに、療育の中核の場として、児
童発達支援センター※2 の体制整備に努めます。

障害のある人もない
人も、 一緒に生きが
いをもって働ける環境
づくりが必要だね。

施策の現状は？
●相談支援センターや職業安定所などの関係機関と連携を取りなが
ら、障害者雇用の拡充に向けて支援をおこなっています。

課題は？

ささえあう

できるだけ早い段階で必要とする支援ができるよう努めています。

まちもこころも

●発達障害のある人に対して、保健・医療・福祉の各分野が連携し、

バリアフリー

ビスや相談支援の充実に努めています。

さ

●障害者が住み慣れた地域で生活を送ることができるよう、福祉サー

●平成25年４月に障害者総合支援法※１が施行され、制度に沿った障
害者（児）への福祉を進めることが求められます。
●障害者の働きやすい環境整備を支援し、また、障害者に対する理
解の啓発をつねにおこなっていくことが必要です。
●福祉サービスを選択、利用して地域で暮らしていくために、サー

市が取り組みます！

市民が行動します！

●地域自立支援協議会などを通じて、 障害者支援のネットワー

●障害の有無にかかわらず、 誰もがお互いに人格と個性を尊重

ク化に取り組み、 保健 ・ 医療 ・ 福祉の各分野の関係機関と

し合い、 ともに生きる社会をつくっていきましょう。

の連携 ・ 協力体制を構築するよう努めます。
●市民に対して、 障害に対する正しい理解や認識を深めるよう
努めます。

ビスを提供する社会資源の充実がさらに求められます。
●障害の早期発見と途切れのない支援のため、障害の程度や特性に

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

計画相談支援の支給済者数

障害者（児）が適切に障害福祉サービスを利用できるよ
う、障害者（児）のサービスなど利用計画の作成相談支
援を進めます。

117 人

応じた適切な相談支援が求められます。

方向性

※1 「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」の略称のことです。
※2 地域の障害児やその家族への相談・援助・助言をあわせておこなうなど、地域の中核的な療育支援施設のことです。
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第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

すこ

健やかな

からだ

たからもの

国民健康保険事業の充実

体はまちの 宝物

●適正な賦課及び収納率の向上に努めるとともに、年々増加する医療費に対応するため、医療費の適正化対策に取り組み

医療保険・生活保護

ます。また、効率的・効果的な保険事業を推進します。

後期高齢者医療制度の対応
●新たな被保険者をはじめとして、高齢者が不安に感じないよう適切な情報提供に努め、医療費の適正化や保険料納付な

10 年後の目指す姿

どの制度を理解していただけるように努めます。

安心して医療が受けられる制度が整っています。

福祉医療費助成制度の適正な運営
●障害者医療、子ども医療、一人親家庭などの医療費助成について、適正に運営します。

★市民すべてが安心して医療が受けられる国民皆保険制度が維持されています。
★生活保護受給者や低所得者などの生活困窮者に対して相談機能を充実することによって自立する人が増
え、地域全体の負担軽減が可能となり、住みやすいまちとなっています。

低所得者の生活安定化の推進
●すべての市民が健康で文化的な生活を送ることができるよう、生活保護制度に基づいて適切な支援をおこないます。
●生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金その他の支援に努めます。

施策の現状は？
普段から健康を意識し

●国民健康保険制度は、年齢構成や医療費水準が高く、保険税負担

た生活が大切なんだね。

が重いなどの構造的な問題を抱えています。
●後期高齢者医療制度は、高齢化の進展、医療技術の高度化などに
より保険給付費は大幅に増加しています。

●国民健康保険事業の安定した運営をおこなうために、財政基盤の
強化に努め、医療費の適正化対策や保険事業の推進を図ることが
必要です。
●今後、増加する後期高齢者の医療費適正化に取り組むことが必要
です。
●福祉医療費は今後も増加が見込まれることから、福祉施策全般お
よび医療制度との整合性を図りつつ、持続可能な制度運営を図る

すこやかな

課題は？

からだはまちの

●生活保護受給者や生活困窮者が増加しています。

たからもの

大を図ってきたことで、福祉医療費が増加しています。

す

●福祉医療費助成制度での子ども医療費、障害者医療費の対象者拡

市が取り組みます！

市民が行動します！

●国民健康保険事業の財政安定化、 健全化に努めます。

●健康を意識した正しい食生活などを心がけましょう。

●後期高齢者医療事業は、 安定した財政運営と被保険者の

●各種健診を積極的に受診するよう努めましょう。

資格管理や給付事務など、 適正な運営に努めます。

●健康であることが、 医療費や介護費用を減らすことにもなると

●福祉医療費助成制度は、 経済的な理由による医療機関への
受診抑制を防ぐことを目的として取り組みます。 また、 受益と負
担の公平性を考えながら、 持続可能な制度運営を図ります。
●生活保護制度と生活困窮者自立支援法による支援策の連携
を進めます。

いう意識をいつももちましょう。
●医療費の削減や地域医療を守るため、 適正な受診に努めま
しょう。
●自らの健康の維持増進と、 収入 ・ 支出 ・ その他生計の状
況の把握に努めましょう。

ことが必要です。
●生活保護に至る前の自立支援策の強化を図ることが必要です。

まちづくりの指標
被保険者１人あたり医療費
の伸び率

58

指標の説明
医療費適正化に向けて、1 人あたり医療費の伸び率を
＋2.0％以内に維持する取り組みをおこないます。

平成 25 年度現状 方向性
1.0%
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第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

けんこう

健康は

ひとり

一人ひとりの

こころ

地域医療体制の整備および充実

心がけ

●適切な医療サービスが切れ目なく提供されるよう、医療機関の機能分化と連携、介護・福祉サービスなどとの連携を進

地域医療・健康づくり

めます。
●かかりつけ医をもつこと、コンビニ受診※1を控えるなどの啓発をおこないます。

10 年後の目指す姿

●脆弱化している小児・周産期医療の充実に努めます。

医療体制が充実し、市民が健康づくりに取り組んでいます。

救急医療体制の整備および充実

★すべての市民が住み慣れた地域で自分らしく暮らし、安心して生活を送ることができるように、医療・介護・

●高度・急性期医療における地域の中核病院となる、桑名市総合医療センターを支援します。

予防・住まい・生活支援の連携体制がつくられています。

●継続的で安定した救急医療を提供するため、関係機関との協力と連携のもとで桑名市応急診療所の運営をおこないます。

●災害発生など、緊急時の医療連携体制の充実に努めます。

★健康づくりを進める環境が整い、一人ひとりが健康だと感じ、お互いに支え合いながら充実した人生を送
ることができるよう、主体的な健康づくりが活発におこなわれています。

予防を重視した市民が主役の健康づくり事業の推進
●市民が健康づくりに取り組むための情報提供や各種健（検）診、健康相談、健康教室などの保健事業を進めます。運動
をはじめとする、地域の団体による健康づくり活動を支援します。

施策の現状は？

●温泉を有効活用した健康増進施設の整備は、新しい手法を含めて検討します。

●医師、看護師などの不足、進む少子高齢化、医療ニーズの多様化

母子保健の推進

などにより、地域医療を取り巻く環境は厳しい状況です。

●妊娠・出産・育児に関する情報提供や保健相談を充実させ、母性保護と子どもの健やかな成長を支援します。

●必要なときに必要な医療サービスが受けられる安心した医療体制

感染症の予防およびまん延防止

●適切な医療機関の受診についての啓発、医療機関の連携推進、在
宅医療の充実など医療サービスの提供体制の制度構築と、医療従

けんこうは

が必要です。

ひとりひとりの

●急性期医療をはじめとする、病院・病床機能の役割分担の明確化

こころがけ

課題は？

け

の制度構築に取り組んでいます。

●感染症などの正しい知識の普及を進め、速やかな情報収集と提供に努めます。
●予防接種を受けやすい環境を整えます。
いつも身近にかかり
つけのお医者さんが
いると安心だね。

事者の確保が必要です。
●糖尿病やがんなどの生活習慣病対策などに、自らが積極的に学び、
継続的に健康づくりに取り組んでいくことが必要です。
●市民の健康のために、情報提供や健（検）診などの環境づくりへ
の取り組みが必要です。
●少子化や核家族化のなかで、安全・安心な出産、子どもの健やか
な成長、母親の育児のため、関係部署と連携した支援が必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●地域医療機能の体制整備と充実をおこないます。 また、 適切

●病気やケガの症状に応じて、適切な医療機関を受診しましょう。

な医療情報を発信します。

●地域での健康づくり活動に積極的に参加しましょう。 また、 保

●地域の団体との連携による健康づくり活動を支援します。
●各種健（検）診や健康教室、 相談事業をおこない、 健康

60

一般的に外来診療をやっていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診される緊急性のない軽症患者の行動（受診する
こと）のことです。

まちづくりの指標

人口 10 万人あたり医師数

●定期的な健康診査 ・ がん検診などを受け、 健康的な生活
習慣をつけるようにしましょう。

情報を提供します。
※1

健サービスも活用しましょう。

指標の説明

平成 25 年度現状

住み慣れた地域において、医療面で安心して生活を送る
事ができる環境が求められています。医療環境の充実を
計るひとつの指標として、人口 10 万人あたり医師数を
増やします。

160.5 人
( 平成 24 年
12 月末現在 )

方向性
61
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目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

まも

守ろうよ

かわ

した

川に親しむ

きも

その気持ち

国・県管理河川（海岸）の整備促進
●河川、海岸の高潮対策、耐震対策について早期に整備し、河川の浚渫や、樹木伐採などの維持管理事業を進めていきます。

河

川

●河川環境整備、保全を国や県に働きかけていきます。

管理者による改修と維持管理

10 年後の目指す姿

●河川、水路の点検、修繕および更新のための事業をおこなっていきます。

災害からまちを守る、美しく安全な河川が保たれています。

●浚渫、伐採や清掃など維持管理に力を入れていきます。また、計画的な河川の改修を進めていきます。

市民などによる維持管理

★安心で快適な生活のために、安全で災害に強い河川施設の整備がされています。

●河川の日常的な管理は、市民の皆さんなどが河川環境を大切にする意識をもち、協力して清掃などの活動をおこなって

★優れた河川景観が保全・形成され、魅力ある親水空間として河川が利用されています。

いきます。

施策の現状は？

きれいで美しい河川に
するには、 掃除したり
ゴミを捨てないようにす
ることが必要だね。

●国管理の一級河川からなる木曽三川、県管理の二級河川である員
弁川など多くの河川があり、優れた河川環境・景観が桑名市の魅
力のひとつとなっています。
●長島町地域をはじめとした、市街地東部は大半が低地で、河川堤

●予想される地震発生に備えて、河川の防災対策を早期に実現する
ことが求められます。
●河川内の堆積土砂や樹木などの除去をおこない、適切な維持管理
を進め、河川本来の治水機能を保つことが求められます。
●局地的豪雨に対応するため、国や県と連携した河川まで導く排水
施設の設備について検討することが求められます。
●河川が、その降水量に耐えられるよう排水機能の向上が求められ

まもろうよ

課題は？

かわにしたしむ

害が発生しています。

そのきもち

●近年では、局地的豪雨が頻発しており、全国各地で洪水や浸水被

ま

防などの治水施設に守られたまちといえます。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●国管理の河川施設について、 高潮 ・ 耐震対策を進めるよう

●河川リフレッシュ、 河川クリーン事業に積極的に参加しましょう。

国に働きかけていきます。

●日常的な河川清掃などはみんなで協力しておこない、 河川環
境を良好に保ちましょう。

●県管理の河川 ・ 海岸施設について、 耐震対策や維持管理を
進めるよう県に働きかけていきます。

●河川やその付近への不法投棄を発見したら通報するようにしま

●河川環境の保全形成を助ける事業実施について、 国と県に

しょう。

働きかけていきます。
●河川やその付近への不法投棄を防止するように取り組みます。

ます。

まちづくりの指標
城南海岸整備率

62

指標の説明
水害防止のため海岸整備を進めます。

平成 25 年度現状 方向性
ー

63

第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

まも

守ろうよ

かわ

した

川に親しむ

きも

その気持ち

国・県管理河川（海岸）の整備促進
●河川、海岸の高潮対策、耐震対策について早期に整備し、河川の浚渫や、樹木伐採などの維持管理事業を進めていきます。

河

川

●河川環境整備、保全を国や県に働きかけていきます。

管理者による改修と維持管理

10 年後の目指す姿

●河川、水路の点検、修繕および更新のための事業をおこなっていきます。

災害からまちを守る、美しく安全な河川が保たれています。

●浚渫、伐採や清掃など維持管理に力を入れていきます。また、計画的な河川の改修を進めていきます。

市民などによる維持管理

★安心で快適な生活のために、安全で災害に強い河川施設の整備がされています。

●河川の日常的な管理は、市民の皆さんなどが河川環境を大切にする意識をもち、協力して清掃などの活動をおこなって

★優れた河川景観が保全・形成され、魅力ある親水空間として河川が利用されています。

いきます。

施策の現状は？

きれいで美しい河川に
するには、 掃除したり
ゴミを捨てないようにす
ることが必要だね。

●国管理の一級河川からなる木曽三川、県管理の二級河川である員
弁川など多くの河川があり、優れた河川環境・景観が桑名市の魅
力のひとつとなっています。
●長島町地域をはじめとした、市街地東部は大半が低地で、河川堤

●予想される地震発生に備えて、河川の防災対策を早期に実現する
ことが求められます。
●河川内の堆積土砂や樹木などの除去をおこない、適切な維持管理
を進め、河川本来の治水機能を保つことが求められます。
●局地的豪雨に対応するため、国や県と連携した河川まで導く排水
施設の設備について検討することが求められます。
●河川が、その降水量に耐えられるよう排水機能の向上が求められ

まもろうよ

課題は？

かわにしたしむ

害が発生しています。

そのきもち

●近年では、局地的豪雨が頻発しており、全国各地で洪水や浸水被

ま

防などの治水施設に守られたまちといえます。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●国管理の河川施設について、 高潮 ・ 耐震対策を進めるよう

●河川リフレッシュ、 河川クリーン事業に積極的に参加しましょう。

国に働きかけていきます。

●日常的な河川清掃などはみんなで協力しておこない、 河川環
境を良好に保ちましょう。

●県管理の河川 ・ 海岸施設について、 耐震対策や維持管理を
進めるよう県に働きかけていきます。

●河川やその付近への不法投棄を発見したら通報するようにしま

●河川環境の保全形成を助ける事業実施について、 国と県に

しょう。

働きかけていきます。
●河川やその付近への不法投棄を防止するように取り組みます。

ます。

まちづくりの指標
城南海岸整備率

62

指標の説明
水害防止のため海岸整備を進めます。

平成 25 年度現状 方向性
ー

63

第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

すいどう

水道は

く

ささ

暮らしを支える

ライフライン

効率的で持続可能な上下水道事業経営の推進
●経営計画に基づいて収支見込みを精査し、職員定員の適正化、コスト縮減、料金体系の適正化を、民間企業と一緒になっ

上下水道

て進めます。

上下水道施設の長寿命化の推進
●市内全域の上下水道施設を対象に、ストックマネジメント※1 手法による長寿命化をおこないます。長期的な視点で施設

10 年後の目指す姿

災害に強い施設から、安全・安心な水が安定して供給されています。

を適切に維持管理するため、効率的で計画的な改築事業をおこなうことでライフラインの維持に努めます。

安全・安心な水道水の確保と供給
●給水区域の統合や水道管理の一元化を図ることにより、長期的に安全・安心な水道水を確保し、安定的な供給をおこな

★基幹施設・管路の耐震化が図られています。

うため、効率的・効果的な施設の整備や維持管理をおこないます。

★下水道整備の推進が図られています。

安全・安心な生活基盤の提供

★赤字経営が解消され、健全な経営をおこなっています。

●近年多発しているゲリラ豪雨による浸水被害の防止と生活環境の改善・公共水域の水質保全、生活基盤の向上のため、
下水道整備の推進と計画的な維持管理をおこないます。

災害に強い上下水道の推進
●今後発生が予想される南海トラフ巨大地震などの大規模な災害に備え、強靭な上下水道の推進を図るため、基幹施設の

施策の現状は？

耐震化に取り組むとともに、災害時に迅速な対応が図られるよう事業継続計画（ＢＣＰ）を策定します。

●集中豪雨による浸水被害の防止と、生活環境の改善や公共水域の水
質保全など、生活基盤の向上のため、下水道の整備・維持管理を

経営基盤の強化が必要です。
●今後発生が予想される南海トラフ巨大地震などの大規模な災害に
備えて、上下水道施設の耐震化を早急におこなうことが必要です。
●災害時には素早い応急給水と応急復旧、そして浸水被害の解消、
汚水排除が求められており、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定が求
められます。

すいどうは

管理をおこなう必要があるため、経営計画による経営の健全化と

くらしをささえる

●長期的に安全・安心な飲料水を確保し供給するための施設整備や

ライフライン

課題は？

す

おこなっています。

上下水道はみ
んなの大切なラ
イフラインだね。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●水道は、 日常生活に欠かすことができないライフラインであり、

●限りある水資源を大切にしましょう。

安全 ・ 安心な水道水の確保と安定的な供給に努めます。
●より精度の高い気象情報の収集などにより、 素早い初動体制
を確立し、 浸水被害の防止などに努めます。

●大規模な災害などに備えて、 官民連携による訓練に積極的
に参加し、 防災意識を高めましょう。
●生活環境の改善と公共水域の水質保全などのため、 下水道

●生活環境の改善、 公共水域の水質保全など生活基盤の向

整備が完了したら、 すぐに下水道につなげるようにしましょう。

上のため、 計画的な下水道整備を進めていきます。

※1

64

既存の建築物（ストック）を有効に活用し、長寿命化を図る体系的な手法のことです。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状 方向性

導・送・配水管の耐震率

発災時などにもできるだけ多くの市民に水道サービスが
提供できるよう、施設の耐震化整備を進めます。

20%

下水道普及率

総人口に対して、下水道を利用できる区域の人口割合を
高めます。

74.5%

65

第2節

目指す姿を実現するために必要なのは？

命を守ることが最優先

すいどう

水道は

く

ささ

暮らしを支える

ライフライン

効率的で持続可能な上下水道事業経営の推進
●経営計画に基づいて収支見込みを精査し、職員定員の適正化、コスト縮減、料金体系の適正化を、民間企業と一緒になっ

上下水道

て進めます。

上下水道施設の長寿命化の推進
●市内全域の上下水道施設を対象に、ストックマネジメント※1 手法による長寿命化をおこないます。長期的な視点で施設

10 年後の目指す姿

災害に強い施設から、安全・安心な水が安定して供給されています。

を適切に維持管理するため、効率的で計画的な改築事業をおこなうことでライフラインの維持に努めます。

安全・安心な水道水の確保と供給
●給水区域の統合や水道管理の一元化を図ることにより、長期的に安全・安心な水道水を確保し、安定的な供給をおこな

★基幹施設・管路の耐震化が図られています。

うため、効率的・効果的な施設の整備や維持管理をおこないます。

★下水道整備の推進が図られています。

安全・安心な生活基盤の提供

★赤字経営が解消され、健全な経営をおこなっています。

●近年多発しているゲリラ豪雨による浸水被害の防止と生活環境の改善・公共水域の水質保全、生活基盤の向上のため、
下水道整備の推進と計画的な維持管理をおこないます。

災害に強い上下水道の推進
●今後発生が予想される南海トラフ巨大地震などの大規模な災害に備え、強靭な上下水道の推進を図るため、基幹施設の

施策の現状は？

耐震化に取り組むとともに、災害時に迅速な対応が図られるよう事業継続計画（ＢＣＰ）を策定します。

●集中豪雨による浸水被害の防止と、生活環境の改善や公共水域の水
質保全など、生活基盤の向上のため、下水道の整備・維持管理を

経営基盤の強化が必要です。
●今後発生が予想される南海トラフ巨大地震などの大規模な災害に
備えて、上下水道施設の耐震化を早急におこなうことが必要です。
●災害時には素早い応急給水と応急復旧、そして浸水被害の解消、
汚水排除が求められており、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定が求
められます。

すいどうは

管理をおこなう必要があるため、経営計画による経営の健全化と

くらしをささえる

●長期的に安全・安心な飲料水を確保し供給するための施設整備や

ライフライン

課題は？

す

おこなっています。

上下水道はみ
んなの大切なラ
イフラインだね。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●水道は、 日常生活に欠かすことができないライフラインであり、

●限りある水資源を大切にしましょう。

安全 ・ 安心な水道水の確保と安定的な供給に努めます。
●より精度の高い気象情報の収集などにより、 素早い初動体制
を確立し、 浸水被害の防止などに努めます。

●大規模な災害などに備えて、 官民連携による訓練に積極的
に参加し、 防災意識を高めましょう。
●生活環境の改善と公共水域の水質保全などのため、 下水道

●生活環境の改善、 公共水域の水質保全など生活基盤の向

整備が完了したら、 すぐに下水道につなげるようにしましょう。

上のため、 計画的な下水道整備を進めていきます。

※1

64

既存の建築物（ストック）を有効に活用し、長寿命化を図る体系的な手法のことです。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状 方向性

導・送・配水管の耐震率

発災時などにもできるだけ多くの市民に水道サービスが
提供できるよう、施設の耐震化整備を進めます。

20%

下水道普及率

総人口に対して、下水道を利用できる区域の人口割合を
高めます。

74.5%

65

第3節

目指す姿のために必要なことは？

こどもを３人育てられるまち

そだ

こ

育てよう 子どもはみんなの

たからもの

宝物

子育て家庭への支援サービスの充実
●さまざまな保護者のニーズに対応した休日保育、延長保育、一時保育などの保育サービスを充実させ、地域子育て支援

子ども・子育て支援

センターを中心に子育て家庭の育児の負担軽減や、子育てガイドブック、メールマガジンなどによる情報発信に努めます。

子どもの安全な居場所づくりの推進
●公民館、公園、保育所（園）などで子育てサロンや、あおぞら出前保育などをおこない、気軽に利用できる地域の居場

10 年後の目指す姿

地域の支えで、子どもを3人育てられるまちになっています。

安心して子どもを産み育てられる環境の整備

★「子育てをするなら桑名市へ」と言われるまちとなっています。

●関係機関との連携を強め、児童虐待などの未然防止や早期対応、ひとり親家庭に対する支援などによる子育て環境の整

★家庭、地域、行政、関係機関が連携して、子育てに取り組むまちとなっています。

備に努めます。
●子育て体験事業などを通して命の大切さを考える機会を提供し、次代の親の育成をおこないます。

施策の現状は？

地域全体での子育て支援の推進

●地域子育て支援センターでは、子育て親子の交流、相談、情報提

●相互援助活動をおこなうファミリーサポートセンター事業、子育て応援ボランティアの養成と活動支援、子育てサーク

供や子育てサークルなどへの支援をおこなっています。また、公

ル団体など地域の子育て事業への支援をおこないます。

民館などを活用して子育てサロンを開催しています。

就学前の教育・保育の充実

●子どもの笑顔を守り、大人の笑顔も輝くまちづくりを目標に、「子

●桑名市就学前教育のキャッチフレーズである「みんながつながり愛、一人ひとりの根っこを育てます」をめざし、保幼

そだてよう

●放課後児童クラブの未設置地区への整備や、小学校など公共施設

こどもはみんなの

施設を利用したくても利用できない方などへの支援が必要です。

たからもの

●子育て世帯が孤立しないように、地域での親子の居場所づくりや

そ

どもを虐待から守る都市宣言」をおこない、関係機関と連携して

課題は？

●小学校などの公共施設への放課後児童クラブの設置を推進し、子どもたちが安全に過ごすことができる居場所づくりを
進めます。

★子育て家庭を地域で支え、安心して子どもを３人育てられるまちとなっています。

児童虐待やＤＶに対しての早期対応に努めています。

所の充実に努めます。

小の連携を進めるなど、就学前の教育・保育の充実に向けて取り組みを進めます。

安心して子育てがで
きるようにみんなで協
力していこう。

の活用が求められます。
●公私立の保育所（園）・幼稚園などの中から、保護者が幅広く選択
できる環境づくりを進め、すべての施設に子どもたちの確かな育
ちを支える役割が求められます。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●子育て世代のニーズに応じた支援サービスに力を入れ、 子育

●子育てに理解と関心をもち、 子育て支援や子どもの健全な
育成に協力して子どもや子育て家庭を支えましょう。

て関係団体などの支援や人材育成に努めます。
●子どもたちが安全に過ごすことができる居場所の充実に努めます。
●支援を必要とする方に適切な子育てサービスが提供できるよう、
関係機関などと連携して子育てしやすい環境づくりに努めます。

66

●自治会、 民生委員 ・ 児童委員、 主任児童委員、 子育
て関係団体は、 行政サービスでは行き届かないきめ細やかな
活動で子育て家庭を支えましょう。

まちづくりの指標

指標の説明

地域子育て支援センター就学
前児童年間平均施設利用回数

子育て環境改善のため、就学前の児童および保護者を対
象に、地域子育て支援センターの利用を促進します。

平成 25 年度現状 方向性
5.3 回

67

第3節

目指す姿を実現するために必要なのは？

こどもを３人育てられるまち

そだ

こ

育てよう 子どもはみんなの

たからもの

宝物
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たからもの

●子育て世帯が孤立しないように、地域での親子の居場所づくりや

そ

どもを虐待から守る都市宣言」をおこない、関係機関と連携して
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地域子育て支援センター就学
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第3節

目指す姿を実現するために必要なのは？

こどもを３人育てられるまち

がっこう

学校は

みらい

みんなの未来

の

ばしょ

伸ばす場所

確かな学力の定着と向上
●少人数指導や特別支援教育体制の充実など、９年間を通した途切れのない小中一貫教育を進めるとともに、個に応じた

学校教育

指導、支援体制の実現をめざします。
●教員の指導力や資質の向上のために指導環境の整備を進めます。

10 年後の目指す姿

豊かな心の育成

安心できる環境で、子どもたちの生きる力が育っています。

●道徳教育や体験学習を充実させ、豊かな人間性と社会性の育成に努めます。
●いじめや不登校の解決のための支援体制、学校生活への不安に対する相談体制を充実させます。

★生きる力を育み、豊かな未来をひらく子どもが育っています。

健やかな体の育成

★児童、生徒が、快適で安全・安心な学校生活を送れる学習環境が整っています。

●体力テストの活用や楽しい体づくり運動などを進めて、体力の向上に取り組みます。

★学校と家庭、地域が連携した社会のなかで、子どもたちが育っています。

●地産地消※１や食生活の大切さなど学びを通した食の教育、健康教育を進めます。

地域とともにある学校づくり

施策の現状は？

●学校、家庭、地域が連携し、地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりと、地域の実情を踏まえた特色ある学校づくりを
進めます。

●くわなっ子育成方針を柱に「生きる力（の基礎）」を育み、豊かな

教育環境の整備

未来をひらく子どもたちの育成に努めています。

●快適で安全安心な学校施設の整備を進めつつ、施設、設備の大規模改修や長寿命化の対策を、地域ニーズなどを踏まえ

●学校評議員制度などを活用し、
「地域の子は地域で育てる」をキャッ

て計画的に進め、子どもたちの育ちにとって望ましい環境につなげます。

チフレーズに地域コミュニティを活用した特色ある学校づくりを

ていこうとする態度を養う教育活動をさらに進める必要がありま
す。

がっこうは

●子どもたちが夢を持ち続け、自立し、さまざまな人とともに生き

みんなのみらい

のばすばしょ

課題は？

が

おこなっています。

私たちは、 学校や
家の中だけじゃなく
て、 地域でも見守
られているんだ。

●基礎的、基本的な知識と技能を活用して問題を解決する能力を育
てる教育をさらに進めるため、引き続き教職員研修（教師道場）
を充実させることが必要です。
●子どもたちの学校生活の様子を常に把握し、子どもたち同士のつ

市が取り組みます！

市民が行動します！

●常に子どもたちの育ちを中心に置いて、 それぞれの施策を進め

●地域で子どもを見守り、 育てましょう。

ます。

ながりや居場所のある環境を整えて、心身ともに健康な生活を営
もうとする態度を育てていくことが必要です。

●学校の状況や施策の課題、 成果の情報提供に努め、 地域
住民とともに活動しながら事業を進めます。

●校舎などの耐震補強工事は終了しましたが、非構造部材の耐震化
やトイレの改修とあわせて、老朽化対策なども進めることが必要

●家庭や地域と連携して、 地域社会全体で子どもを育てる環境

です。

の整備に努めます。
※1

地元で生産された産物を、地元で消費するこ
とです。

まちづくりの指標
学習の定着度

68

●地域全体で、 子どもたちの規範意識を醸成しましょう。

指標の説明

平成 25 年度現状

確かな学力の定着と向上を図ります。そのため算数、数
学の授業の内容が「よくわかる」「どちらかといえばわ
かる」と回答した割合を高めていきます。

76.3%

方向性
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家の中だけじゃなく
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られているんだ。
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を充実させることが必要です。
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市が取り組みます！
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ながりや居場所のある環境を整えて、心身ともに健康な生活を営
もうとする態度を育てていくことが必要です。

●学校の状況や施策の課題、 成果の情報提供に努め、 地域
住民とともに活動しながら事業を進めます。

●校舎などの耐震補強工事は終了しましたが、非構造部材の耐震化
やトイレの改修とあわせて、老朽化対策なども進めることが必要

●家庭や地域と連携して、 地域社会全体で子どもを育てる環境

です。

の整備に努めます。
※1

地元で生産された産物を、地元で消費するこ
とです。

まちづくりの指標
学習の定着度

68

●地域全体で、 子どもたちの規範意識を醸成しましょう。

指標の説明

平成 25 年度現状

確かな学力の定着と向上を図ります。そのため算数、数
学の授業の内容が「よくわかる」「どちらかといえばわ
かる」と回答した割合を高めていきます。

76.3%

方向性
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第3節

目指す姿を実現するために必要なのは？

こどもを３人育てられるまち

なくしたい

さべつ

こころ

差別の心

いま

じぶん

今からここから自分から
人権教育

人権教育内容の充実
●すべての学校で、子どもたちがお互いを信頼し、受け入れあえる豊かな人間関係をつくります。また、人権尊重の意識
と実践力を養う意欲や態度を育むことができるよう、人権教育の内容の向上や指導方法のさらなる充実を図ります。

人権教育推進体制の充実

10 年後の目指す姿

●社会全体で子どもたちを育てていくという視点に立ち、学校、校種間および家庭、地域、関係諸機関などとの連携・協

一人ひとりが互いを認め合い、行動していきます。

働による人権尊重の地域をつくっていくための推進体制や学習活動づくり、指導者の育成などについて取り組みを進め
ます。

★子どもたち一人ひとりが自分の大切さやほかの人の大切さを認めることができ、それがさまざまな状況で
態度や行動に表れるようになっています。

一人ひとりがみんな、
かけがえのない大切
な存在なんだよ。

施策の現状は？
●「人権教育基本方針」をもとにし、次代を担う子どもたちが健やか
に育成されるよう、人権感覚あふれる学校づくり、人権尊重の地
域づくりを進めています。
●人権意識は高まりつつありますが、今もなお、子どもたちの生活
のなかにある差別やいじめなど、さまざまな人権に関わる問題が

●教職員一人ひとりが人権問題に対する正しい認識を深め、学校全

なくしたい

とつなげていくことが必要です。

さべつのこころ

動できる力を育むため、人権学習を人権問題解決のための教育へ

いまからここから

●子どもたちが自分の人権を守り、他者の人権を守るために実践行

じぶんから

課題は？

な

発生しています。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●人権感覚あふれる学校づくりを進めます。

●子どもたち一人ひとりが、 一人の人間として大切にされていると
いう実感がもてる環境づくりをしましょう。

●保護者や地域、 関係機関などと連携し、 一緒になって人権
尊重の地域づくりを進めます。

●人権問題に関心をもち、 積極的に教育活動や啓発活動など
に参加することで、 家庭や地域でも人権尊重の意識を広げて
いきましょう。

体で組織的、系統的な人権教育を進めることが必要です。
●校種間（保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校など）や保護者、
地域、関係諸機関の間で連携をさらに深め、人権問題解決のため

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

差別をなくそうとする意識

人権教育の推進を図ります。そのため、「他人事ではな
く自分の問題として、差別をなくすように努力する」と
回答する児童・生徒の割合を高めていきます。

42.6%

の効果的な学習活動などがおこなえるような環境づくりが求めら
れます。

70

方向性

71

第3節

目指す姿を実現するために必要なのは？

こどもを３人育てられるまち

なくしたい

さべつ

こころ

差別の心

いま

じぶん

今からここから自分から
人権教育

人権教育内容の充実
●すべての学校で、子どもたちがお互いを信頼し、受け入れあえる豊かな人間関係をつくります。また、人権尊重の意識
と実践力を養う意欲や態度を育むことができるよう、人権教育の内容の向上や指導方法のさらなる充実を図ります。

人権教育推進体制の充実

10 年後の目指す姿

●社会全体で子どもたちを育てていくという視点に立ち、学校、校種間および家庭、地域、関係諸機関などとの連携・協

一人ひとりが互いを認め合い、行動していきます。

働による人権尊重の地域をつくっていくための推進体制や学習活動づくり、指導者の育成などについて取り組みを進め
ます。

★子どもたち一人ひとりが自分の大切さやほかの人の大切さを認めることができ、それがさまざまな状況で
態度や行動に表れるようになっています。

一人ひとりがみんな、
かけがえのない大切
な存在なんだよ。

施策の現状は？
●「人権教育基本方針」をもとにし、次代を担う子どもたちが健やか
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のなかにある差別やいじめなど、さまざまな人権に関わる問題が
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なくしたい

とつなげていくことが必要です。

さべつのこころ

動できる力を育むため、人権学習を人権問題解決のための教育へ

いまからここから
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じぶんから

課題は？

な

発生しています。
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市民が行動します！

●人権感覚あふれる学校づくりを進めます。

●子どもたち一人ひとりが、 一人の人間として大切にされていると
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●保護者や地域、 関係機関などと連携し、 一緒になって人権
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●校種間（保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校など）や保護者、
地域、関係諸機関の間で連携をさらに深め、人権問題解決のため

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

差別をなくそうとする意識

人権教育の推進を図ります。そのため、「他人事ではな
く自分の問題として、差別をなくすように努力する」と
回答する児童・生徒の割合を高めていきます。

42.6%

の効果的な学習活動などがおこなえるような環境づくりが求めら
れます。
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方向性
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第4節

目指す姿を実現するために必要なのは？

世界に向けて開かれたまち

グローバル

せかい

世界はひとつ

み

ふ

見て触れて

国際理解教育の推進
●桑名市の自然や産業、歴史や文化に関わる学習や体験を深め、郷土に愛着や誇りをもち、発信していく態度を育てます。

国際理解教育

●異なる文化・習慣を理解する学習や交流、体験活動などの国際交流を進め、相互理解と友好の機会を充実させます。

英語教育の推進

10 年後の目指す姿

●外国の人や英語にふれる機会を充実させます。また、小中学校が連携して、子どもたちのコミュニケーション力を豊か

互いの文化や考えを理解した子どもたちが交流しています。
★国際理解を深め、国際感覚を身につけた子どもたちが、さまざまな国の人たちと交流し、自分たちの意見
や考えを発信しています。

なものにします。

外国人児童・生徒の学校生活支援の充実
●外国につながりのある子どもたちが楽しく学校生活を送れるよう、初期適応指導や日本語指導などの支援を充実させま
す。また、日本語指導と教科指導を結びつけたわかりやすい授業づくりを進めます。

★外国につながりのある子どもたちが夢をもち、桑名のまちでいきいきと生活しています。

施策の現状は？

違う言葉や文化 ・ 習
慣をもつお友だちとも仲

●学校では、国籍や生活習慣、文化の違いを互いに認め合い、とも

良く、 このまちで暮らし

に生きていこうとする態度を育むために、体験や出会い学習を進

ていけたらいいな。

めています。
●学校ではＡＬＴ※1やＪＴＥ※2を活用して、英語の音声や基本的な表
現に慣れ親しみながら、コミュニケーション能力の基礎を育む学

課題は？

グローバル

います。

せかいはひとつ

ズに適応できるよう、初期適応指導や日本語指導の充実に努めて

みてふれて

●外国につながりのある子どもたちが、日本での学校生活にスムー

ぐ

習を進めています。

●国際化が進むにともない、国際社会のなかで日本人としての自覚
をもち、自分の意思をもって生きていく上で必要な資質や能力を
子どもの頃から育てることが必要です。
●積極的に外国語を使ってコミュニケーションがとれる人材を育て
るため、子どもの頃から外国語教育を充実させることが必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●学校教育や社会教育の場での国際理解教育や異文化理解

●子どもたちに地域での国際交流の機会や場を提供しましょう。

のための学習機会の確保に努めます。

●外国につながりのある子どもたちの学びや生活をサポートしましょ

●外国につながりのある子どもとともに学ぶ機会を充実させます。

う。

また、 お互いの国の文化を尊重する取り組みを進めていきます。

●外国につながりのある子どもたちがともに支え合い、自分の能力
が発揮できるよう教育を整えることが必要です。

グローバルとは…

72

地球規模で、人、モノ、情報、資本などが国や地域の枠を越えて自由に移動する社会の様子のことです。

※1

小中学校において、英語の授業や英語活動の補助、英語指導教材の作成などをおこなう外国人の語学指導員助手のこと
です。

※2

小学校において、英語活動の補助、英語指導教材の作成などをおこなう日本人の小学校英語活動支援員のことです。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

小学校英語活動における児
童の意欲向上

世界とのコミュニケーション力を高めるため、英語教育
の推進をおこないます。そのため、「日ごろから生活の
中で、英語を使おうとしている」と回答する児童の割合
を高めていきます。

49.5%

方向性
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●国際化が進むにともない、国際社会のなかで日本人としての自覚
をもち、自分の意思をもって生きていく上で必要な資質や能力を
子どもの頃から育てることが必要です。
●積極的に外国語を使ってコミュニケーションがとれる人材を育て
るため、子どもの頃から外国語教育を充実させることが必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●学校教育や社会教育の場での国際理解教育や異文化理解

●子どもたちに地域での国際交流の機会や場を提供しましょう。

のための学習機会の確保に努めます。

●外国につながりのある子どもたちの学びや生活をサポートしましょ

●外国につながりのある子どもとともに学ぶ機会を充実させます。
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また、 お互いの国の文化を尊重する取り組みを進めていきます。

●外国につながりのある子どもたちがともに支え合い、自分の能力
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地球規模で、人、モノ、情報、資本などが国や地域の枠を越えて自由に移動する社会の様子のことです。
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小中学校において、英語の授業や英語活動の補助、英語指導教材の作成などをおこなう外国人の語学指導員助手のこと
です。

※2

小学校において、英語活動の補助、英語指導教材の作成などをおこなう日本人の小学校英語活動支援員のことです。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

小学校英語活動における児
童の意欲向上

世界とのコミュニケーション力を高めるため、英語教育
の推進をおこないます。そのため、「日ごろから生活の
中で、英語を使おうとしている」と回答する児童の割合
を高めていきます。

49.5%

方向性
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目指す姿を実現するために必要なのは？

世界に向けて開かれたまち

こうりゅう

交流で

くわな

みりょく

桑名の魅力

ひろ

広げよう

国内地域間交流の推進
●友好都市をはじめとするさまざまな地域との交流を深めるため、歴史・文化などの交流活動を進めます。また、地域の

国内・国際交流

もつ資源や固有の文化などの価値を高めるため、これまでの枠組みにとらわれない新たな地域間交流について検討を進
めます。

多文化共生の推進

10 年後の目指す姿

まちの魅力が広く発信され、交流の輪が広がっています。
★国内外に桑名市の持つ魅力が発信され、さまざまな交流が生まれ、人と人がつながり、広がりのある地域
社会となっています。
★異なる文化をもつ人たちがお互いに認め合い尊重しあう、国際感覚を身につけた地域社会がつくられ、外

●外国人住民に対し、多言語ややさしい日本語表記による情報提供、ボランティア団体を中心とした日本語教室などを開
催し、異なる文化を持つ人たちが快適に暮らせる環境づくりを進めます。

国際化の推進
●国際感覚を身につけるため、海外の都市と友好都市提携をおこない、持続性のある多彩な交流を進めます。
●海外都市との交流がお互いに身近に感じられる交流になるよう、ＩＣＴ技術※１を使った国際交流学習など、さまざまな
交流方法について検討します。

国人にとって快適な環境が整備されています。

海外に向けた情報発信
●ＳＮＳ※２などを使い、桑名市のさまざまな魅力ある資源を海外に発信し、観光などによる交流人口を増やします。

施策の現状は？
●社会経済活動のグローバル化や情報通信ネットワークの進展で、
人々の行動は国内外を問わず広範囲に広がり、地域を越えた交流

桑名市の良さを国内や
海外に発信していこう。
文化や言葉の違う人たち
と話ができると楽しいね。

が盛んになっています。

●市内の外国人住民には、ボランティア団体を中心とする日本語指
導に加え、外国人ハンドブックの作成や庁舎にポルトガル語通訳
員を配置するなど、生活支援に努めています。

課題は？

こうりゅうで

どさまざまな交流をおこなっています。

くわなのみりょく

ひろげよう

友好都市を締結して、観光物産交流、スポーツ交流、文化交流な

こ

●国内では、埼玉県行田市、福島県白河市、北海道苫前町との間で

●広範囲に広がる人々の交流を進めるためには、新たな地域との交
流や海外の都市との友好都市提携をおこない、桑名市の良さを活

市が取り組みます！

市民が行動します！

●友好都市との交流を進め、 さまざまな地域との交流にも努めま

●友好都市をはじめとした、 さまざまな地域との交流活動に参
加しましょう。

す。

かした取り組みを進めることが必要です。

●市民や民間主体の交流が進むように支援します。

●異なる文化をもつ人々が共に認め合って生活できるよう、地域住

●多くの国々の文化や言語を理解するための交流活動に参加し
ましょう。

●外国人住民と地域住民との交流を支援します。

民や企業などとも協力して、外国人が安心して生活できる環境づ

●観光に訪れた外国人に、おもてなしの心を持った対応をしましょ

くりが必要です。

う。

●多くの人が訪れるにぎわいのあるまちにするため、桑名市のもつ
魅力的な地域資源を国内外へ発信していくことが必要です。

74

※1

コンピュータやインターネットに関連する情
報技術のことです。

※2

ソーシャル・ネットワーキング・サービスの
ことで、インターネット上の交流を通じて社
会的ネットワークを構築するサービスのこと
です。

まちづくりの指標
活動団体の登録数

指標の説明

平成 25 年度現状

外国や多文化に関心を持ち理解を示す市民が増加するよ
う、外国人と共生し文化の交流などを深められる場の拡
大を図ります。

5 団体

方向性
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ひろ

広げよう

国内地域間交流の推進
●友好都市をはじめとするさまざまな地域との交流を深めるため、歴史・文化などの交流活動を進めます。また、地域の

国内・国際交流

もつ資源や固有の文化などの価値を高めるため、これまでの枠組みにとらわれない新たな地域間交流について検討を進
めます。

多文化共生の推進

10 年後の目指す姿

まちの魅力が広く発信され、交流の輪が広がっています。
★国内外に桑名市の持つ魅力が発信され、さまざまな交流が生まれ、人と人がつながり、広がりのある地域
社会となっています。
★異なる文化をもつ人たちがお互いに認め合い尊重しあう、国際感覚を身につけた地域社会がつくられ、外

●外国人住民に対し、多言語ややさしい日本語表記による情報提供、ボランティア団体を中心とした日本語教室などを開
催し、異なる文化を持つ人たちが快適に暮らせる環境づくりを進めます。

国際化の推進
●国際感覚を身につけるため、海外の都市と友好都市提携をおこない、持続性のある多彩な交流を進めます。
●海外都市との交流がお互いに身近に感じられる交流になるよう、ＩＣＴ技術※１を使った国際交流学習など、さまざまな
交流方法について検討します。

国人にとって快適な環境が整備されています。
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●ＳＮＳ※２などを使い、桑名市のさまざまな魅力ある資源を海外に発信し、観光などによる交流人口を増やします。
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●社会経済活動のグローバル化や情報通信ネットワークの進展で、
人々の行動は国内外を問わず広範囲に広がり、地域を越えた交流

桑名市の良さを国内や
海外に発信していこう。
文化や言葉の違う人たち
と話ができると楽しいね。

が盛んになっています。

●市内の外国人住民には、ボランティア団体を中心とする日本語指
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第5節

目指す姿を実現するために必要なのは？

地理的優位性を活かした元気なまち

コンパクト

べんり

便利ですてきな

まちづくり

都市交流拠点の整備
●桑員地区の玄関口である桑名駅周辺では、都市基盤や交通結節点としての整備を進めます。また、都市機能の再構築に

中心市街地

よる持続可能な都市をめざします。

にぎわいある中心市街地の整備
●歴史的、文化的資源を活用した集客・交流機能の整備などを進め、安心して誰もが暮らせ、訪れたくなるコンパクトシティ

10 年後の目指す姿

暮らしやすくにぎわいある、コンパクトなまちになっています。
★桑名駅周辺では、駅西広場が整備され、自由通路の整備とＪＲ・近鉄が橋上駅舎化することで東西の行き
来が自由になり、交通結節点としての機能が強化されています。都市機能の再構築により、駅周辺にはに

をめざします。

観光資源の魅力アップ
●多度、長島地区の歴史文化、自然、観光といった資源を整備、発掘し、それらを有効活用した新しい観光の魅力を創り
出していきます。

ぎわいが生まれています。
★旧城下町では、歴史的・文化的資源を活用した集客・交流機能の整備などが進められ、誰もが暮らしやすく、
来訪したくなるコンパクトな都市がつくられています。
★多度、長島地区の歴史文化、自然、観光といった資源を整備、発掘して、それらを有効活用した新しい観
光の魅力が創られています。

車に頼らずに歩いて暮ら
せ て、 歴 史 ・ 文 化、
自然にふれることができ
る ま ち に は、 た く さ ん の
人が来てくれるよね。

施策の現状は？

課題は？
●桑名駅西周辺の混雑を減らし利便性の向上を図るため、桑名駅西
土地区画整理事業を進めることが必要です。それに合わせて、自
由通路整備などによる東西一体型整備をおこない、駅周辺と中心
市街地の機能強化、魅力創りが必要です。
●旧城下町で、これからも継続的な魅力ある観光交流都市づくりが

コンパクト

せるまちづくりが求められます。

べんりですてきな

●中心市街地において、急速に進む高齢化社会に対し、歩いて暮ら

まちづくり

妨げられています。

こ

●桑名駅周辺では、鉄道による東西の分断化により、地域の交流が

市が取り組みます！

市民が行動します！

●中心市街地の計画をつくるときには、 市民の幅広い意見を取り

●まちづくりに関するイベント ・ 活動などに参加して、 にぎわいづく
りや地域の魅力づくりに取り組みましょう。

入れて、 必要なインフラ整備などを進めます。
●桑名駅周辺で事業化された事業の進捗状況について情報発
信します。
●歴史的 ・ 文化的資源や観光資源などの情報収集と発信をお
こないます。

必要です。また、高齢化社会に対応し、歩いて暮らせるまちづく
りを進めるためには、駅を中心としたコンパクトなまちづくりの

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

桑名駅旅客乗車人員数

桑名駅西口駅前広場及び自由通路・橋上駅舎化により、
交通結節点として機能強化することで、駅利用者である
旅客乗車人員の増加を図ります。

6,084,892 人
( 平成 24 年度実績 )

六華苑利用者数

中心市街地のにぎわい創出のため、旧城下町における歴
史的・文化的資源を活用した集客・交流機能の整備を進
めます。

49,582 人

再編整備が必要です。
●多度、長島地区の歴史文化、自然、観光といった資源を有効に活
用し、地区の中心市街地としての拠点づくりが必要です。
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地理的優位性を活かした元気なまち

じせだい

次世代へ

あんしん

安心できる

みち

道づくり

道路舗装・付属施設の維持管理
●道路の施設（舗装、付属施設、擁壁・のり面など）について、計画的な点検、補修と応急的な修繕や改修を継続的に実施して、

道

路

安全・快適に利用できるようにしていきます。

橋りょうの維持管理
●橋りょうなどの計画的な点検、補修と応急的な修繕や改修を継続的に実施し、安全・快適に利用できるようにしていき

10 年後の目指す姿

ます。

だれもが安心して通行できる道路になっています。

幹線道路等の整備
●高速道路や国道、特に、国道 1 号伊勢大橋の架け替えを国に強く働きかけ、それと連携する都市計画道路などの整備を

★歩行者空間の整備や通学路が安全に保たれ、安心して歩くことができる道路になっています。

進め、交通利便性の向上を図ります。

★道路ストック※1 のメンテナンスサイクルが確立され、安全・快適に道路が利用されています。

生活道路等の整備

★高速道路、主要国道が整備され、交通利便性が向上しています。

●狭あい道路の整備や、通学路をはじめとする歩行者の安全確保のための道路整備をおこない、人にやさしい道路空間づ

★高速道路、主要国道と連絡する道路のネットワークがつくられています。

くりに努めていきます。

道路の危険な箇
所を見つけたら早
く連絡しようね。

施策の現状は？
●主要な骨格幹線道路については、平成 27 年度に国道 258 号の４
車線化が完了予定で渋滞緩和が期待されます。しかし、新名神高
速道路の一部完成により、東名阪自動車道への交通量が増えると

●産業系での土地利用をめざす地域では、アクセス道路の確保が課

じせだいへ

国道１号伊勢大橋の早期架け替えが求められます。

あんしんできる

●地理的優位性を活かしたまちづくりや緊急路線確保の観点からも、

みちづくり

課題は？

じ

ともに周辺道路の渋滞を引き起こしています。

題となっています。
●道路ストックの老朽化が進んでおり、安全で安心な道路利用のた
め、パトロール強化と計画的な維持管理をおこなっていくことが
必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●国や県に対して、 高速道路や主要国道、 幹線道路の整備

●市民でできる清掃などの維持管理を協力しておこなっていきま

●交通ネットワーク確保のための路線整備について進めていきま

報しましょう。

●道路ストックの計画的かつ継続的な点検 ・ 補修に努めます。

●損傷の原因や道路利用の妨げとなる、 過積載や不法投棄を
しないようにしましょう。

●道路パトロールなどの日常点検を強化して、 事前に安全確保

まちづくりの指標

78

●普段利用している道路の破損や危険箇所を早く発見し、 通

す。

するよう努めます。

※1

しょう。

について働きかけます。

桑名市がこれまでに整備や設置をおこなっている道路の舗装、橋りょう、附属物（照明、標識、横断歩道橋）
、擁壁、
のり面やその他情報掲示板などのことです。

●交通ルールを守って道路を利用しましょう。

指標の説明

平成 25 年度現状

道路舗装修繕延長

道路利用者及び第三者の被害を防止するため、舗装・道
路附属物などの損傷状況の実態を把握し、平成 26 年度
より計画的に修繕をおこなっていきます。

ー

橋りょう修繕実施数

安全・安心な道路空間の整備を図るため、橋梁長寿命化
修繕計画に基づき、平成 26 年度より計画的に修繕施工
を進めます。

ー
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ひと

人とまち

ささ

にぎわい支える

てつどう

バス・鉄道

鉄道輸送の維持・確保
●沿線市町と一緒にあらゆる運営形態を検討し、基幹交通である地域鉄道を支援して鉄道輸送の維持、確保に努めます。

公共交通

バス輸送の維持・確保
●民間バス路線のほか、買い物施設や病院などから離れた地域では、コミュニティバス※1 などを運行してバス輸送の維持、

10 年後の目指す姿

確保に努めます。

人が移動しやすく交流できる、元気なまちになっています。

マイレール・マイバス意識の向上
●地域の大切な資源である地域公共交通に愛着を感じる「マイレール・マイバス意識」※2 を高めることで、利用者を拡大し、

★市内外から人が集まり、活発な交流がなされるにぎわいと活力のあるまちがつくられています。

利用回数が増えるように努めます。

★誰もが移動しやすい交通手段によって、買い物や通院、通学などの生活を支える交通環境が整っています。

地域公共交通計画の策定
●地域公共交通の確保と活性化、低炭素社会 (CO2 の排出が少ない社会 ) を実現するために地域公共交通計画をつくります。

施策の現状は？

バスや鉄道をもう少しだけでも利用すれば、 健康

●道路整備によって自動車利用が増加し、自動車利用に適合した郊

よね。 税金を効率的に活用して公共交通機関

外型の都市構造が形成されたことで、日常生活は自動車に依存し

を維持するためにも、 マイカー中心の交通利用を

増進につながるし環境にもやさしく渋滞も減らせる

見直すといいよね。

たライフスタイルへ変化し、中心市街地からは以前のにぎわいが
なくなっています。

●内外から人が集まり活発な交流が展開されるにぎわいと活力のあ
る中心市街地の形成を図るとともに、朝夕の効率的な大量輸送に

ひととまち

課題は？

にぎわいささえる

の悪化が進んでいます。

バス・てつどう

の減少や自動車社会の進展などによって利用者が減り、経営状態

ひ

●人や環境にやさしいバスや鉄道などの公共交通機関は、沿線人口

よって交通渋滞の緩和と環境負荷を減らすためにも、基幹交通で
ある鉄道輸送の維持、確保に取り組むことが必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●公共交通の状況などの情報収集と発信をおこないます。

●公共交通の利用を進める取り組みに、 理解と関心を持ちましょ
う。

●公共交通の利便性向上に努めます。

●バス ・ 鉄道などの公共交通を積極的に利用しましょう。

●車を利用できない方の買い物や通院、通学、今後運転できなくな
る高齢者の市民生活を支える交通環境を整えるためにも、より身
近な移動手段であるバス輸送の維持、確保に取り組むことが必要

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

コミュニティバスの利用者
数

車を運転できない方や高齢者の方の交通環境を整えるた
め、コミュニティバスの維持、確保と利便性向上に努め
ます。

168 千人

です。

80

※1

地方自治体や地域住民などが、交通空白地域などの解消や地域住民の外出促進を通じた「まち」の活性化などを目的として、
自らが主体的に運行を確保するバスのことです。

※2

地域のバスや鉄道の重要性を再認識し、利用することで守り育てていこうとする意識のことです。

方向性
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目指す姿を実現するために必要なのは？
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第6節

目指す姿を実現するために必要なのは？

桑名をまちごと『ブランド』に

した

親しもう

ぶんか

文化やスポーツ

ひごろ

日頃から

桑名ブランドの推進
●桑名の歴史や文化、スポーツなど、桑名ブランドとしての取り組みを関係機関と進めます。

文化・スポーツ

文化芸術活動の推進
●市民展や博物館の展示など、市民が芸術や文化に親しむ場を充実させ、市民の文化向上の支援に努めます。

10 年後の目指す姿

文化財の保護・活用

芸術や歴史・スポーツに親しむ人が増えています。

●六華苑など、貴重な市民の財産である文化財を保護・活用し、桑名の魅力として公開していきます。

スポーツ活動の支援

★誰もが積極的に文化芸術活動に参加できる環境が整い、市民が誇りをもてるまちになっています。

●体力測定や初心者の教室などを開催し、市民の健康への関心を高めます。

★桑名ブランド発信基地となる文化施設が、桑名の顔として活用されています。

●既存の施設案内やイベントを積極的に公開し、また、スポーツを始めたい方に情報を提供します。

★多くの文化財がある魅力あるまちとして、たくさんの人に行ってみたいと思われるまちになっています。

競技スポーツの振興

★健康志向の高まりにより、市民がスポーツに関心を持つようになり、スポーツに触れる、観る、応援する

●スポーツ選手との交流の場を充実させ、競技スポーツへの動機づくりに努めます。

など、日常的にスポーツに関わっています。

芸術、 文化、 スポー
ツなど、積極的にチャ
レンジしてみよう。

施策の現状は？
●市民展や市民芸術文化祭を開催し、市民に文化・芸術に親しむ場

度も運動をおこなわない人も増えています。

課題は？
●多くの市民が文化芸術活動に参加できるように機会を増やし、文
化への意識を高めることが必要です。
●誰もが参加しやすい魅力あるスポーツイベントの開催や、それに
関する情報提供が必要です。
●多様化した市民ニーズに合った、安全で快適なスポーツ環境が求
められます。
●スポーツ施設の多くが老朽化しています。

したしもう

●週に１度は運動をしている人が増えている半面、１年を通じて１

ぶんかやスポーツ

場として観察会や子ども文化祭を開催しています。

ひごろから

●指定文化財を守るだけでなく、多くの市民に知ってもらうための

し

を提供しています。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●市民の文化 ・ 芸術に対する意識の向上や親しむ機会を増やす

●一人ひとりが文化 ・ 芸術活動に参加し、 桑名ブランドの発信

ため、 情報発信や活動の場の提供をおこない、 活動を支援し

者として地域の文化財などを郷土の誇りとして紹介していきま

ます。

しょう。

●桑名ブランドの充実のために文化財の調査をおこない、 指定文
化財の増加 ・ 昇格に取り組みます。

●市民が自ら、 地域スポーツ活動の推進に取り組みましょう。
●自分の健康を保つため、 各種スポーツイベントに参加しましょ

●市民がスポーツに関わりやすくするため、 「いつ、 どこで、 何が」

う。

の情報を発信します。
●生涯にわたり、 スポーツに親しめるよう、 地域のスポーツ活動を
支援します。
●スポーツに関する市民ニーズの把握に努め、 多くの市民がスポー
ツや体力づくりに関われる事業を推進します。

まちづくりの指標
指定文化財数
82

スポーツイベント教室など
参加者数

指標の説明

平成 25 年度現状 方向性

文化財の保護・活用を進めます。成果の一つとして、国・
県・市指定文化財と国登録文化財の増加を図ります。

165 件

市民のスポーツ活動を支援するため、イベントやニュー
スポーツ教室などを開催します。

14,631 人

83
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第6節

目指す姿を実現するために必要なのは？

桑名をまちごと『ブランド』に

まな

きかい

学ぶ機会

いつでもどこでも

だれにでも

桑名ブランドの推進
●生涯学習を通した学びにより、桑名に対する誇りと認識が深まるよう関係機関と取り組みを進めます。

生涯学習

学習機会の提供・支援
●幅広い市民の要望に対応した学習機会の提供に力を入れ、市民の主体的な生涯学習活動を進めます。

10 年後の目指す姿

●社会教育関係団体による自主的な学習活動の支援をおこない、生涯学習に関するさまざまな情報提供と相談体制の充実

誰もが自由に学べ、交流する場が生まれています。

を図ります。

★市民の誰もが、生涯にわたって自由に学習機会を選択して学び、その成果を活かすことができます。また、
この学びが地域に還元され、住みよいまちづくりがおこなわれています。

生涯学習施設の適切な管理・運営
●誰もが安全で快適に使用できるよう、施設・備品の更新とバリアフリー化を計画的に進めます。
●地域の特性を活かした柔軟な公民館運営を検討します。

★公民館には地域のさまざまな世代の人々が集まり、交流が活発におこなわれて地域づくりの拠点となって
います。

青少年健全育成活動の推進
●学校や家庭、地域が一体となって青少年の健全育成活動を進めます。また、青少年団体などの育成や地域活動への参加

★家庭や学校、地域の連携により、青少年が心身ともに健やかに成長しています。

の促進、活動の場の整備などに努めます。

誰もがいつでも自由に
学びたいことを学べるん
だ。 まちの公民館や図
書館にも行ってみよう。

施策の現状は？
●市内の公民館では定期的に各種講座･学級などを開催して、市民の
要望に応じたさまざまな学習機会を提供しています。

に応えるサービスを提供し、多くの市民に利用されています。
●家庭や学校、地域が連携しながら、地域の教育力の向上への取り
組みや青少年の異年齢や異世代間の交流を図るとともに体験活動
の場を提供しています。

ま

●市内の各図書館は地域の特性を活かしながら、多様な市民ニーズ

まなぶきかい

割も変化してきています。

いつでもどこでも

だれにでも

●社会情勢の移り変わりとともに市民生活も多様化し、公民館の役

市が取り組みます！

市民が行動します！

●子どもから高齢者まで、 ライフステージ※1 に応じて自由に進んで

●各種講座 ・ 教室や地域で開催される行事などに参加しましょ

学習活動に取り組める環境を整えます。 また、 学びの成果を
地域に還元する仕組みをつくります。

課題は？

します。

や内容などを見直すことが必要です。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

くわな市民大学受講者数

学びの成果をまちづくりに活かすことを目的とする「く
わな市民大学」の受講者を増やすことで、学びの地域還
元をめざします。

3,577 人

放課後子ども教室小学校区
の設置数

子育て環境改善のため、市民の参画を得て、放課後など
において子どもがさまざまな体験・交流活動などの取り
組みをおこなう活動拠点を整備します。

7校

●生涯学習施設を活用した、桑名の歴史や文化などの魅力や価値を

会などの地域活動への参加が縮小傾向にあります。
84

動を支援し、 協力しましょう。

りを支援します。

ミュニティ活動の拠点としての役割が期待されています。

●子どもの数の減少や多様化する考え方の違いなどにより、子ども

●地域の青少年は地域で守り育てる意識をもち、 青少年の活

●地域の親や住民が力をあわせて青少年を守り育てる仕組みづく

●公民館には従来の教育の場としての役割に加え、地域づくりやコ

再認識してもらえる学びの場の開設が求められています。

●自らの学習成果をボランティアなどで地域へ還元しましょう。

●誰もが生涯学習に取り組む機会を得られるよう、 情報を発信

●市民の学習ニーズを的確に把握し、公民館講座・学級の開催日程

う。

※1

人間の一生における幼年期・児童期・青年期・
壮年期・老年期などのそれぞれの段階のこと
です。

方向性
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を図ります。

★市民の誰もが、生涯にわたって自由に学習機会を選択して学び、その成果を活かすことができます。また、
この学びが地域に還元され、住みよいまちづくりがおこなわれています。

生涯学習施設の適切な管理・運営
●誰もが安全で快適に使用できるよう、施設・備品の更新とバリアフリー化を計画的に進めます。
●地域の特性を活かした柔軟な公民館運営を検討します。

★公民館には地域のさまざまな世代の人々が集まり、交流が活発におこなわれて地域づくりの拠点となって
います。

青少年健全育成活動の推進
●学校や家庭、地域が一体となって青少年の健全育成活動を進めます。また、青少年団体などの育成や地域活動への参加

★家庭や学校、地域の連携により、青少年が心身ともに健やかに成長しています。

の促進、活動の場の整備などに努めます。

誰もがいつでも自由に
学びたいことを学べるん
だ。 まちの公民館や図
書館にも行ってみよう。

施策の現状は？
●市内の公民館では定期的に各種講座･学級などを開催して、市民の
要望に応じたさまざまな学習機会を提供しています。

に応えるサービスを提供し、多くの市民に利用されています。
●家庭や学校、地域が連携しながら、地域の教育力の向上への取り
組みや青少年の異年齢や異世代間の交流を図るとともに体験活動
の場を提供しています。

ま

●市内の各図書館は地域の特性を活かしながら、多様な市民ニーズ

まなぶきかい

割も変化してきています。

いつでもどこでも

だれにでも

●社会情勢の移り変わりとともに市民生活も多様化し、公民館の役

市が取り組みます！

市民が行動します！

●子どもから高齢者まで、 ライフステージ※1 に応じて自由に進んで

●各種講座 ・ 教室や地域で開催される行事などに参加しましょ

学習活動に取り組める環境を整えます。 また、 学びの成果を
地域に還元する仕組みをつくります。

課題は？

します。

や内容などを見直すことが必要です。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

くわな市民大学受講者数

学びの成果をまちづくりに活かすことを目的とする「く
わな市民大学」の受講者を増やすことで、学びの地域還
元をめざします。

3,577 人

放課後子ども教室小学校区
の設置数

子育て環境改善のため、市民の参画を得て、放課後など
において子どもがさまざまな体験・交流活動などの取り
組みをおこなう活動拠点を整備します。

7校

●生涯学習施設を活用した、桑名の歴史や文化などの魅力や価値を

会などの地域活動への参加が縮小傾向にあります。
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動を支援し、 協力しましょう。

りを支援します。

ミュニティ活動の拠点としての役割が期待されています。

●子どもの数の減少や多様化する考え方の違いなどにより、子ども

●地域の青少年は地域で守り育てる意識をもち、 青少年の活

●地域の親や住民が力をあわせて青少年を守り育てる仕組みづく

●公民館には従来の教育の場としての役割に加え、地域づくりやコ

再認識してもらえる学びの場の開設が求められています。

●自らの学習成果をボランティアなどで地域へ還元しましょう。

●誰もが生涯学習に取り組む機会を得られるよう、 情報を発信

●市民の学習ニーズを的確に把握し、公民館講座・学級の開催日程

う。

※1

人間の一生における幼年期・児童期・青年期・
壮年期・老年期などのそれぞれの段階のこと
です。

方向性
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目指す姿を実現するために必要なのは？

桑名をまちごと『ブランド』に

そだ

育てよう

しぜん

めぐ

自然の恵み

しょくぶんか

食文化

桑名ブランドの推進
●なばな、トマト、タケノコ、ミカンなど地域が誇る農産物の産地の強化に努め、ブランド化を進めて、流通促進と消費

農林業

拡大に取り組みます。

農業経営基盤の強化および整備

10 年後の目指す姿

●担い手への農地利用の集積、集約化を図ります。また、優良農地の適切な管理を進め、農地の有効利用を促進します。

桑名のおいしい農産物が全国で愛されています。

●農業用施設の適切な維持管理によって生産コストを下げ、売れる米づくりなど付加価値の高い農産物の生産などを促進

★桑名ブランドが確立した、競争力の強い農産物の産地となっています。

●農業後継者の育成に努めます。

★安全で高品質な農産物が安定的に生産されています。

農業生産基盤の強化および整備

★水田の利用率が向上し、大豆や麦などが生産されています。

●湛水※3 被害の解消、農業用水の安定確保を図るために、排水機場や用排水路の改修・整備を進めます。

施策の現状は？

●親水※4・景観に配慮した排水路などの整備を進め、快適な農村環境づくりを図ります。

することで、農業経営の安定化を図ります。

地産地消の推進および拡充

●農業、農村は食料を供給する役割だけでなく、国土保全などの多

●学校給食に地元産の米を積極的に使用し、また、旬の地元食材を使用した献立づくりを進めます。地域の食文化や産業、

目的な機能を発揮しています。

自然の恩恵に対する理解を広め、また、旬の地元農産物を供給するための仕組みづくりを進めます。

●農業従事者の高齢化、耕作放棄地の拡大、農業後継者の減少が進

●世代を超えて食べ継がれてきた郷土料理に接する機会を拡げ、地域の食文化やふるさとの味などの継承を進めます。

●農業の基盤は農地と水であり、良好な農地や農業用水等を確保す
るための農業基盤整備が、農業生産力を支える上で重要な役割を
担っています。

そだてよう

さまざまなかたちによる販売に取り組んでいます。

しぜんのめぐみ

しょくぶんか

●消費者の農産物への安全・安心志向が高まるとともに、生産者は

そ

んでいます。

有害鳥獣対策の推進および強化
●農産物被害の防止のため、有害鳥獣の捕獲・駆除および住みつきにくい環境の整備などを進めます。
地元のおいしい農
産物をたくさん食べ
て、 農家の人を応
援しよう。

●サル・イノシシ・シカなど、野生鳥獣による農作物被害が拡大し
ています。

課題は？
●農業が魅力的でやりがいのあるものとなるよう、効率的で安定し
た農業経営を営む担い手※1 を育成することが必要です。
●安全で高品質な農産物が安定的に生産されるよう、地産地消※2 の
推進が必要です。
●農業の生産性を高め、農業経営の安定を図るため、農業生産基盤
の整備や適正な管理が必要です。
●地域や三重県と連携して、獣害対策を進めます。また、市民の獣
害に対する知識の向上を進めていくことが必要です。
●桑名の優れた農作物を市内外に広めて、消費アップに取り組む農
家を支援・育成することが必要です。
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※1

効率的・安定的な農業経営をめざして経営改
善に取り組む農業生産者のことです。

※2

地元で生産された産物を、地元で消費するこ
とです。

※3

洪水時に樋門（水門）から内水を排水できず
に堤内地に水が溜まってしまうことです。

※4

水に親しむことです。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●農業の担い手づくりを支援します。

●地元の農林業の魅力を理解し、 多くの人に伝えましょう。

●農業生産基盤を強化します。

●地元の農産物をどんどん食べましょう。

●地元農産物の PR に努めます。

●農林業者は、 地元農産物のファンを増やすようにしましょう。
●農林業者は、 農地などの適切な維持 ・ 管理に努めましょう。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

農産物直売所等での売上額

地産地消の推進、拡充を図り、市内農産物直売所などに
おけるトマトやなばなをはじめとする地元野菜などの売
上を拡大します。

302 百万円

方向性
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援しよう。

●サル・イノシシ・シカなど、野生鳥獣による農作物被害が拡大し
ています。

課題は？
●農業が魅力的でやりがいのあるものとなるよう、効率的で安定し
た農業経営を営む担い手※1 を育成することが必要です。
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目指す姿を実現するために必要なのは？

桑名をまちごと『ブランド』に

まも

守ろうよ

かわ

めぐ

川の恵みと

うみ

さち

海の幸

桑名ブランドの推進
●ハマグリ、海苔などの代表的な水産資源の魅力をさらに磨き、桑名のブランドとして誇れる取り組みを市民の皆さん、

水産業

関係機関とともに進めます。

漁業経営基盤の強化および整備
●漁協・漁業経営の体質強化、漁協研究会などの団体活動の支援や漁業施設の近代化の支援などにより、経営基盤の強化

10 年後の目指す姿

後世に引き継がれる漁業で、地域水産物を豊かに提供しています。

と整備をおこないます。

漁業生産基盤の強化および整備
●木曽三川全体で、統一した資源管理やつくり育てる漁業の推進、漁港施設の整備、地元漁業への理解促進をおこない、

★つくり育てる漁業が確立され、安定した漁業が持続できる環境が整っています。

生産基盤の強化と整備をおこないます。

★桑名ブランドが確立され、販路の拡大がされています。

交流・地産地消※１の推進および拡充

施策の現状は？

●漁業まつりなどのイベント開催の支援や漁業関連の体験型事業を進め、市民との交流や漁業・漁村への理解、地元の水
産物をもっと消費してもらうようにします。

●木曽三川河口の汽水域を漁場として、古くからハマグリやシジミ
など貝類の漁獲や海苔養殖などがおこなわれてきましたが、漁場

地元の水産物の
おいしさをみんな
につたえよう。

環境の変化や漁業者の高齢化、後継者不足などで漁獲量が減って
きています。
●ハマグリは長年の種苗生産、資源管理の成果により漁獲量が復活
しつつありますが、密漁が後を絶たず、密漁対策の問題を抱えて

積極的な普及活動により、市民が漁業を理解し、地元の水産物を
多く消費することが必要です。

まもろうよ

●消費者の魚離れが進み、また、食の安全・安心が求められています。

かわのめぐみと

うみのさち

課題は？

ま

います。

●持続的な漁業をおこなうために、ハマグリの種苗生産、貝類・稚
魚の放流、統一した資源管理と漁場に適した品種の導入による海

市が取り組みます！

市民が行動します！

●漁業者が取り組む活動を支援します。

●地元の水産物の魅力を理解し、 多くの人に伝えましょう。

●地元漁業や水産物、 漁業まつりなどのイベントのＰＲに努めま

●地元の水産物をどんどん食べましょう。

す。

苔養殖の取り組みをおこなって、水産資源を増やし、品質を高め
ることが必要です。

●漁業者は、 地元水産物のファンを増やしていくようにしましょう。

●市民の皆さんに、 漁業について理解してもらえるようにします。

●漁業者は安全 ・ 安心な水産物を安定して供給できるように

●意欲ある漁業後継者の育成と確保が必要です。

努めましょう。

●県や海上保安庁などと連携しながら、密漁パトロールや広報紙な

まちづくりの指標

どによる啓発により、密漁に関する市民の理解を深めることが必
要です。

要です。
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※１

地元で生産された産物を、地元で消費する

ことです。

平成 25 年度現状 方向性

貝の漁獲高

水産業の振興、特に、ハマグリ、シジミなどの貝類の漁
獲拡大と資源保護の両立を図ります。

1,196 トン

漁業交流者数

漁業交流センター（はまぐりプラザ）を活用するなど、
水産業を活かした交流、地産地消の推進・拡充を図りま
す。

43,000 人

●漁業交流センターや漁業まつりなどのイベントを通して、漁業や
地元水産物への理解を深め、水産物の消費を拡げていくことが必

指標の説明
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漁業経営基盤の強化および整備
●漁協・漁業経営の体質強化、漁協研究会などの団体活動の支援や漁業施設の近代化の支援などにより、経営基盤の強化

10 年後の目指す姿

後世に引き継がれる漁業で、地域水産物を豊かに提供しています。

と整備をおこないます。

漁業生産基盤の強化および整備
●木曽三川全体で、統一した資源管理やつくり育てる漁業の推進、漁港施設の整備、地元漁業への理解促進をおこない、

★つくり育てる漁業が確立され、安定した漁業が持続できる環境が整っています。

生産基盤の強化と整備をおこないます。

★桑名ブランドが確立され、販路の拡大がされています。

交流・地産地消※１の推進および拡充

施策の現状は？

●漁業まつりなどのイベント開催の支援や漁業関連の体験型事業を進め、市民との交流や漁業・漁村への理解、地元の水
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●木曽三川河口の汽水域を漁場として、古くからハマグリやシジミ
など貝類の漁獲や海苔養殖などがおこなわれてきましたが、漁場

地元の水産物の
おいしさをみんな
につたえよう。
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まもろうよ

●消費者の魚離れが進み、また、食の安全・安心が求められています。

かわのめぐみと

うみのさち

課題は？

ま

います。

●持続的な漁業をおこなうために、ハマグリの種苗生産、貝類・稚
魚の放流、統一した資源管理と漁場に適した品種の導入による海

市が取り組みます！

市民が行動します！

●漁業者が取り組む活動を支援します。

●地元の水産物の魅力を理解し、 多くの人に伝えましょう。
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す。
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努めましょう。

●県や海上保安庁などと連携しながら、密漁パトロールや広報紙な

まちづくりの指標

どによる啓発により、密漁に関する市民の理解を深めることが必
要です。

要です。
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※１

地元で生産された産物を、地元で消費する

ことです。

平成 25 年度現状 方向性

貝の漁獲高

水産業の振興、特に、ハマグリ、シジミなどの貝類の漁
獲拡大と資源保護の両立を図ります。

1,196 トン

漁業交流者数

漁業交流センター（はまぐりプラザ）を活用するなど、
水産業を活かした交流、地産地消の推進・拡充を図りま
す。

43,000 人

●漁業交流センターや漁業まつりなどのイベントを通して、漁業や
地元水産物への理解を深め、水産物の消費を拡げていくことが必

指標の説明
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目指す姿を実現するために必要なのは？

桑名をまちごと『ブランド』に

にぎやかで

ひととつながる

しょうてんがい

商店街

桑名ブランドの推進
●桑名の魅力的な商品をさらに磨き、桑名ブランドとして市内外の人に知ってもらう取り組みを関係機関と進めます。

商業

商店街の活性化
●商工会議所など関係機関との連携によって、回遊性のある商業空間づくりを進めます。また、引き続き空き店舗などを
活用した専門性や特色のある個店づくりと、創業者や後継者の育成に努めます。

10 年後の目指す姿

魅力あるお店と買い物する人で、まちににぎわいがあふれています。

●地域の商店街の集客力を高める取り組みを支援します。

商業経営環境の整備

★創業者への支援体制が整備され、多くの人が創業しています。

●小規模事業者の設備資金と運転資金の安定的な調達や、商店街などがおこなう近代化・高度化・活性化のための事業を
支援します。

★既存の商業者が経営意識の改革と近代化に取り組んでいます。
★さまざまな魅力ある商店で、市民が身近に買い物やサービスを受けることができ、にぎやかで活力のある
まちがつくられています。

●インターネットを活用したＰＲや、受注などをはじめとする経営ノウハウなどの育成支援を関係機関と連携して取り組
みます。

商業団体などの支援
●商工会議所など関係機関と連携して、消費を呼び起こすための事業の支援をおこないます。

施策の現状は？

●商業者の組織強化や共同事業化、商業団体などの活動を支援します。

●近年、郊外に大規模小売店舗などの立地が進み、買い物が便利に
なり、地域経済が発展し、雇用の創出にも貢献してきました。一

地域にお店が増えて、

て店舗数が減り、特に中心市街地の商業機能の低下・空洞化が進

身近でいろいろな買い

などの消費を呼び起こす取り組みや体質強化のための取り組みを
支援しています。
●商業環境の変化に応じた商業者の経営意識の改革と魅力づくりが

にぎやかで

策事業をおこない、さらに創業支援をしています。また、商店街

ひととつながる

●中心市街地の空き店舗を対象に、関係機関と協力して空き店舗対

しょうてんがい

んでいます。

に

方で、商店街では客足が遠のいたり、後継者不足などの要因によっ

ものが楽しめるんだね。

必要であり、商工会議所など関係機関との連携を通じて、ソフト
・ハード両面から事業者の支援をおこなっています。

課題は？
●高齢化が進むなかで、地域コミュニティの担い手でもある商店街

市が取り組みます！

市民が行動します！

●商店街や商業関係団体などがおこなう事業を支援します。

●商業者は、 魅力ある個店 ・ 商業空間づくりに努めましょう。

●商業者の自主的な活動と創業をめざす人を支援します。

●地元の商店を利用して、 地域の活性化に協力しましょう。

の衰退は身近な買い物の場が失われることにつながるため、活性
化に向けた効果的な支援が必要とされています。
●商業の活性化のために開業率アップをめざし、地域での創業支援
を商工会議所などの関係機関と連携しておこなう必要があります。
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まちづくりの指標
創業支援事業参加者数

指標の説明

平成 25 年度現状

事業所数の増加、商店街の活性化を目的に、商工会議所
などが開催する創業塾や相談会、セミナーなどの支援を
おこないます。

111 人

方向性

91

第6節
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●商工会議所など関係機関との連携によって、回遊性のある商業空間づくりを進めます。また、引き続き空き店舗などを
活用した専門性や特色のある個店づくりと、創業者や後継者の育成に努めます。

10 年後の目指す姿

魅力あるお店と買い物する人で、まちににぎわいがあふれています。

●地域の商店街の集客力を高める取り組みを支援します。

商業経営環境の整備

★創業者への支援体制が整備され、多くの人が創業しています。

●小規模事業者の設備資金と運転資金の安定的な調達や、商店街などがおこなう近代化・高度化・活性化のための事業を
支援します。

★既存の商業者が経営意識の改革と近代化に取り組んでいます。
★さまざまな魅力ある商店で、市民が身近に買い物やサービスを受けることができ、にぎやかで活力のある
まちがつくられています。

●インターネットを活用したＰＲや、受注などをはじめとする経営ノウハウなどの育成支援を関係機関と連携して取り組
みます。

商業団体などの支援
●商工会議所など関係機関と連携して、消費を呼び起こすための事業の支援をおこないます。

施策の現状は？

●商業者の組織強化や共同事業化、商業団体などの活動を支援します。

●近年、郊外に大規模小売店舗などの立地が進み、買い物が便利に
なり、地域経済が発展し、雇用の創出にも貢献してきました。一

地域にお店が増えて、

て店舗数が減り、特に中心市街地の商業機能の低下・空洞化が進

身近でいろいろな買い

などの消費を呼び起こす取り組みや体質強化のための取り組みを
支援しています。
●商業環境の変化に応じた商業者の経営意識の改革と魅力づくりが

にぎやかで

策事業をおこない、さらに創業支援をしています。また、商店街

ひととつながる

●中心市街地の空き店舗を対象に、関係機関と協力して空き店舗対

しょうてんがい

んでいます。

に

方で、商店街では客足が遠のいたり、後継者不足などの要因によっ

ものが楽しめるんだね。

必要であり、商工会議所など関係機関との連携を通じて、ソフト
・ハード両面から事業者の支援をおこなっています。

課題は？
●高齢化が進むなかで、地域コミュニティの担い手でもある商店街

市が取り組みます！

市民が行動します！

●商店街や商業関係団体などがおこなう事業を支援します。

●商業者は、 魅力ある個店 ・ 商業空間づくりに努めましょう。

●商業者の自主的な活動と創業をめざす人を支援します。

●地元の商店を利用して、 地域の活性化に協力しましょう。

の衰退は身近な買い物の場が失われることにつながるため、活性
化に向けた効果的な支援が必要とされています。
●商業の活性化のために開業率アップをめざし、地域での創業支援
を商工会議所などの関係機関と連携しておこなう必要があります。

90

まちづくりの指標
創業支援事業参加者数

指標の説明

平成 25 年度現状

事業所数の増加、商店街の活性化を目的に、商工会議所
などが開催する創業塾や相談会、セミナーなどの支援を
おこないます。

111 人

方向性
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目指す姿を実現するために必要なのは？

桑名をまちごと『ブランド』に

でんとう

伝統と

ハイテクがつくる

ものづくり

桑名ブランドの推進
●鋳物などの桑名を代表する工業品をさらに磨き、桑名ブランドとして誇れる取り組みを関係機関と進めます。

工業

中小企業の振興と競争力向上
●地場産業をはじめとする幅広い分野の新技術・新製品開発に対する支援をおこないます。また、関係機関と協力して産
学官の連携や異業種交流を進めていきます。

10 年後の目指す姿

地域に根ざした工場が活気にあふれています。

経営改善に対する支援
●商工会議所などと連携して、中小企業などの経営基盤の安定化・強化をおこないます。また、制度融資の斡旋保証など、
資金供給の円滑化・信用補完制度の取り組みを進めます。

★市内企業で新商品開発や販路開拓への取り組みが増えています。

●中小企業などの産業技術や製品情報の発信を積極的に進め、展示会出展などによる販売促進の取り組みを支援します。

★付加価値の高いものづくりがおこなわれ、国際競争力を備えた活力のある工業地域があります。

企業誘致の推進
●多度地区企業用地への誘致活動を関係機関とともに取り組むほか、高速道路インターチェンジ付近の開発を促進し、新

施策の現状は？

しい産業拠点づくりに力を入れます。また、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する

●産業のグローバル化が進むなかで、原材料価格の変動や海外企業

法律 ( 略称・企業立地促進法 )」を活用した、個性のある地域の産業集積の形成と活性化について、県や近隣市町と連携

との価格競争に左右されにくい、付加価値の高いものづくりの重

して広域で取り組みます。

要性が高まっています。
桑名には世界に自
慢できる地場産業
や工業製品がいっ
ぱいあるんだね。

●鋳物、サンダル履物などの地場産業は、従事者の高齢化や後継者
不足によって事業者が減少しています。このため、地場産業が衰

●小規模事業所を対象に小規模事業資金保証料補給制度やセーフ
ティネット保証制度などの金融支援を引き続きおこない、設備の
近代化や高度化を進める必要があります。また、経営の安定化と
後継者の育成が必要です。
●地場産業は、国や県などと連携して新しい販路開拓や新商品開発
など、事業者の自立した取り組みを支援する必要があります。
●地理的優位性を活かした工業団地・用地への、将来性豊かな企業
や成長分野の企業の誘致が必要です。

でんとうと

産学官の連携や異業種交流を進めていくことが必要です。

ハイテクがつくる

●新商品・新技術開発の支援をおこない、関係機関などと協力して

ものづくり

課題は？

で

退し、技術の伝承が困難になっています。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●長い歴史と伝統に育まれた地場産業の魅力に磨きをかけ、 市

●雇用を増やし地域経済を元気にするために、 企業誘致の必

●付加価値の高いものづくりなど、 企業の順調な操業のための取

●地元企業に、 より関心をもち、 お互いに理解を深めましょう。

り組みを支援するとともに企業誘致を進め、 工業振興に力を
入れます。

まちづくりの指標

92

要性を理解しましょう。

内外にその価値を再認識してもらう取り組みに力を入れます。

指標の説明

平成 25 年度現状 方向性

製造品出荷額

中小製造業の振興と競争力向上を図るため、支援をおこ
なっていきます。

49,243,018 万円
( 平成 24 年実績 )

桑名市企業誘致促進条例適
用事業所数（奨励措置件数
累計）

地域経済の振興、雇用の場の拡大のため、企業誘致を推
進します。

15 件
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目指す姿を実現するために必要なのは？

桑名をまちごと『ブランド』に

でんとう

伝統と

ハイテクがつくる

ものづくり

桑名ブランドの推進
●鋳物などの桑名を代表する工業品をさらに磨き、桑名ブランドとして誇れる取り組みを関係機関と進めます。

工業

中小企業の振興と競争力向上
●地場産業をはじめとする幅広い分野の新技術・新製品開発に対する支援をおこないます。また、関係機関と協力して産
学官の連携や異業種交流を進めていきます。

10 年後の目指す姿

地域に根ざした工場が活気にあふれています。

経営改善に対する支援
●商工会議所などと連携して、中小企業などの経営基盤の安定化・強化をおこないます。また、制度融資の斡旋保証など、
資金供給の円滑化・信用補完制度の取り組みを進めます。

★市内企業で新商品開発や販路開拓への取り組みが増えています。

●中小企業などの産業技術や製品情報の発信を積極的に進め、展示会出展などによる販売促進の取り組みを支援します。

★付加価値の高いものづくりがおこなわれ、国際競争力を備えた活力のある工業地域があります。

企業誘致の推進
●多度地区企業用地への誘致活動を関係機関とともに取り組むほか、高速道路インターチェンジ付近の開発を促進し、新

施策の現状は？

しい産業拠点づくりに力を入れます。また、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する

●産業のグローバル化が進むなかで、原材料価格の変動や海外企業

法律 ( 略称・企業立地促進法 )」を活用した、個性のある地域の産業集積の形成と活性化について、県や近隣市町と連携

との価格競争に左右されにくい、付加価値の高いものづくりの重

して広域で取り組みます。

要性が高まっています。
桑名には世界に自
慢できる地場産業
や工業製品がいっ
ぱいあるんだね。

●鋳物、サンダル履物などの地場産業は、従事者の高齢化や後継者
不足によって事業者が減少しています。このため、地場産業が衰

●小規模事業所を対象に小規模事業資金保証料補給制度やセーフ
ティネット保証制度などの金融支援を引き続きおこない、設備の
近代化や高度化を進める必要があります。また、経営の安定化と
後継者の育成が必要です。
●地場産業は、国や県などと連携して新しい販路開拓や新商品開発
など、事業者の自立した取り組みを支援する必要があります。
●地理的優位性を活かした工業団地・用地への、将来性豊かな企業
や成長分野の企業の誘致が必要です。

でんとうと
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で
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入れます。
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要性を理解しましょう。

内外にその価値を再認識してもらう取り組みに力を入れます。

指標の説明

平成 25 年度現状 方向性

製造品出荷額

中小製造業の振興と競争力向上を図るため、支援をおこ
なっていきます。

49,243,018 万円
( 平成 24 年実績 )

桑名市企業誘致促進条例適
用事業所数（奨励措置件数
累計）

地域経済の振興、雇用の場の拡大のため、企業誘致を推
進します。

15 件

93

第6節

目指す姿を実現するために必要なのは？

桑名をまちごと『ブランド』に

うつ

美しく

す

よ

みんなが住み良い

まちづくり

桑名ブランドの推進
●桑名のまちなみをはじめとする都市デザインを桑名ブランドとして誇れるよう、関係機関と取り組みを進めます。

都市デザイン

魅力ある住環境の推進
●市内各所の特性に応じた景観保全、多様な年代層に配慮した快適で良好な住宅、住宅地などの整備を進めます。また、
違反広告物などの除去や啓発パトロールをおこない、安全・安心を目的とした住環境の整備に取り組みます。

10 年後の目指す姿

景観が美しく保たれ、みんなにやさしいまちができています。

●景観計画に基づく景観重点地区や景観重要建築物・樹木の指定を検討します。

みんなに優しいまちづくり

★自然、歴史、文化的な景観を活かした景観形成都市となっています。

●歩行者空間をはじめ、公共施設などにユニバーサルデザインを取り入れ、人にやさしいまちづくりを進めます。

★ユニバーサルデザイン※1を取り入れた、人にやさしく、快適な都市となっています。

緑地、緑化の保全整備
●都市のうるおいや防災の機能を含めた貴重な資源として、公園・緑地の整備を推進し、市内に残された緑の保全に努めます。
●養老山地の豊かな自然環境を守るために市民協働による、保全・整備をおこないます。

施策の現状は？
●桑名市景観計画により、各地域の特性（水辺、緑、歴史）に応じ
た景観形成基準に沿いながら建築行為などに対し、啓発誘導をお

美しくて緑の豊かな
まちにするために、み
んなでまちなみにつ
いて考えてみよう。

こなっています。
●違反広告物の除去や啓発パトロールにより、まちなみの景観を保
全し、市民の意識を高めるよう取り組んでいます。

う

●地域特性に応じた景観づくりに取り組むために、地域住民ととも

うつくしく

課題は？

みんながすみよい

まちづくりが求められています。

まちづくり

●公共施設で、ユニバーサルデザインを取り入れた、人にやさしい

に景観重点地区※2 の指定、景観重要建築物・樹木などの指定をお
こない、地域景観によるブランドをつくることが必要です。
●違反広告物の除去やパトロールなどにより、市内の美観・風致の
維持が必要です。
●民間施設においても、ユニバーサルデザインを取り入れることが
必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●違反広告物の除去や啓発パトロールを進めます。

●まちなみ、 景観に対する意識を高めましょう。

●ユニバーサルデザインを取り入れた施設整備の推進や民間施設

●土地所有者として緑地の保全に協力しましょう。

への普及啓発をおこないます。

●違反広告物の通報をするなど、 景観保全に協力しましょう。

●景観重点地区や景観重要建築物・樹木の指定を検討します。
●建築行為などに対して、 桑名市景観計画に基づく景観形成
基準に沿ったまちづくりへの啓発や誘導をおこないます。
●多様な年代層が快適に生活できる良好な住宅地 ・ 公園など
の住環境の形成を図り、 市民が安心して居住できる住宅の確

94

※1

年齢や障害の有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることです。

※2

良好な景観の形成を推進していく必要がある地区のことです。

保を進めます。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状

三重県ユニバーサルデザイ
ン条例による適合率

みんなに優しいまちづくりを進めるため、条例に基づく
ユニバーサルデザインの適合証交付件数を増やしていき
ます。

66.7%

方向性
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第6節

目指す姿を実現するために必要なのは？

桑名をまちごと『ブランド』に

ようこそと

みりょく

まちの魅力で

おもてなし

桑名ブランドの推進
●桑名には魅力ある歴史、文化などたくさんの資源があり、これらを全国にＰＲすることで、桑名を広く知ってもらい、

プロモーション活動

桑名に対するイメージを高めます。

観光事業の魅力向上

10 年後の目指す姿

●観光資源のさらなる魅力アップと情報の発信によって、外国人観光客も含めた誘客を進めます。

まちの魅力が、
桑名ブランドとして広く世間に知れ渡っています。

広域連携の拡充
●広い範囲の観光客の誘致を北伊勢広域観光推進協議会や西美濃・北伊勢観光サミットなどと協働でおこなうことで、他
地域との交流を広げていく取り組みを進めます。

★桑名が誇る本物の良さや魅力が国内外に広く発信され、桑名ブランドとして確立されています。
★市民や桑名に関わる人が桑名市に愛着をもってまちづくりに参加し、活気とにぎわいのあるまち

桑名ブランドやまち

となっています。

の魅力で心をこめて
おもてなしするよ！

施策の現状は？
●自然や文化、歴史、祭り、大規模アミューズメント施設、食文化
など豊富な観光資源があり、年間 1,000 万人の観光客が訪れる県
内屈指の観光都市です。

報を提供することで、桑名を深く知ってもらう取り組みを進めて
います。

ようこそと

●桑名フィルムコミッション ※1 により、映画やテレビ撮影の地域情

まちのみりょくで

し、交通の結節点ともなっています。

おもてなし

所あり、中部国際空港から1時間足らずという便利な位置に立地

よ

●ＪＲや近鉄など鉄道網、そして高速道路のインターチェンジが5箇

課題は？
●桑名市を訪れる観光客は、一部の施設に集中しており、他の観光
地への訪客や滞在型誘客対策が必要です。

市が取り組みます！

市民が行動します！

●豊富な観光資源の魅力に磨きをかけ、 市民の皆さんに桑名の

●桑名の良さや魅力を市内外に発信しましょう。

良さを再認識してもらうようにします。

●来訪者に対し、 おもてなしの心をもった対応をしましょう。

●SNS※2 などを利用する個人旅行者や外国人観光客のニーズに
合わせた情報発信を進めていきます。

●桑名の良さや魅力の再発見に、 積極的に関わっていきましょう。

●幅広い観光ＰＲをおこなうために、 積極的に広域連携の仕組
みづくりを進めます。

●立地を活かした桑名の魅力発信では、海外観光客へのアピールが
不足しています。県、関係市町と広く連携することが必要です。
●桑名の良さや魅力の、より効果的な発信が求められています。首
都圏や全国、海外に向けた情報発信を進めていくことが必要です。

96

※1

桑名市を舞台とする映画やテレビドラマなどのロケーションを支援するために、撮影に関する地域の情報提供、公共施設
の使用手続きの調整などをおこなう窓口のことです。

※2

ソーシャル・ネットワーキング・サービスのことで、インターネット上の交流を通じて社会的ネットワークを構築するサー
ビスのことです。

まちづくりの指標

指標の説明

平成 25 年度現状 方向性

観光入込客数

桑名ブランドを首都圏メディアに積極的に紹介し、露出
を図ることで、観光客の増加を図ります。

1,000 万人

メディアでの露出度

桑名市のプロモーションをおこなうため、桑名市東京事
務局を開設し、桑名ブランドを首都圏メディアに積極的
に紹介、メディアでの露出件数の増加を図ります。

―
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第7節

総合計画の基本理念における行財政改革の役割

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）

納税者の視点で次の世代に責任ある財政に
行財政改革
基本方針
●サービスを納税者の視点で考え、税金の使い方を見直し、財政負担を減らしながら、市民へのサービスを維持
していくため、「納税者の視点で次の世代に責任ある財政に」を基本方針として掲げます。
●行政の主要な経営資源（ヒト、モノ、カネ）を効率的・効果的に活用し、持続可能な行財政経営を進めます。
●少子高齢化の進展などを背景とした市民ニーズの多様化・高度化に伴い、今後は、行政の経営資源のみで市民
サービスを維持していくことは難しくなります。
●行政の経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」を基本に、これら経営資源を民間の視点から見直し、民間の経
営資源を積極的に活用した市民サービスの実現を目指す「公民連携（PPP、Public

Private

Partnership）」

の考え方を取り入れ、取り組んでいきます。

ヒト
公民連携

「ヒト」

肥料や水をバランスよく補給します。
⇒行政と民間の持つ経営資源を効率的・

全員参加型市政に向けた

効果的に活用します。

組織力と職員力の向上

納税者の視点で次の世代に責任ある財政に
「カネ」
「モノ」

効率的・安定的な

資産の有効活用

財政経営

形を整えます。（剪定）
⇒納税者の視点で税金の無駄遣いを見
直し、市民サービスを維持します。

公民連携
行財政改革の基本方針

伸びすぎた枝を切り、風通しを良くし、

カネ
【納税者の視点】

どうやって桑名市
の行財政改革を進
めていくの？

【公民連携】

市民の皆さんから納めていただい

今後は、民間のノウハウやアイデ

た貴重な税金を有効に活用し、効

アを積極的に取り入れて、サービ

率的・効果的な公共サービスを提

ス向上やコスト削減をおこなって

供することが大切だね。

いくことが求められているよ。

行政の経営資源
（ヒト、モノ、カネ）

モノ

98

公民連携

民間の経営資源
（ヒト、モノ、カネ）
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総合計画の基本理念における行財政改革の役割
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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）

１．全員参加型市政に向けた組織力と
職員力の向上（ヒト）
行財政改革

①組織の見直し
●社会経済情勢の変化や新たな市民ニーズに対応した施策の実施に向け、組織・機構の見直しをおこないます。

目指すべき姿

●職員定員の適正化を進めるとともに、適正な人員配置と業務効率の向上を図ります。

・課題解決のため職員の意識改革、能力向上を図ります。
・市民と課題解決に取り組み、市民も積極的に参加する
組織となっています。

【主な取り組み内容】
・組織・機構の最適化
・定員の適正管理

②職員の能力向上
●人材育成基本方針に基づく職員育成の実施や、民間経験などを持った多様な人材の確保に努め、市職員全体の能力の向

取り組み内容

上に努めます。

★市役所全体の組織や風土などを常に見直しながら、市民の信頼に応えるため職員全体の能力向上に努
めていきます。

●政策、コミュニケーション能力など、社会環境変化に応じた職員研修に取り組みます。
●職員が、最大限の力が発揮できるよう職場環境を充実させます。
●職員が桑名市の置かれている状況を理解し、行財政改革を推進するという意識改革に取り組みます。
【主な取り組み内容】
・人材育成の推進
・幅広い人材確保

職員の能力をあげ

100

ていくためにはど

職員は、積極的に課題解決に取り

うすればいいの？

組むという意識を日頃から持つこ

公民連携の取り組み

とが大事だね。また、これからは

市 役 所 を 変 え る に は、

時代の流れに応じた対応ができる

まずは職員自身が変わ

人材を育てていくことも求められ

らなきゃいけないって

ているね。

ことね。

●行政組織内に民間的な発想を積極的に取り入れたり、 また民間の経営感覚や発想を身に付けるよう職員の意識改革や能力向上を図
ります。
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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）
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●政策、コミュニケーション能力など、社会環境変化に応じた職員研修に取り組みます。
●職員が、最大限の力が発揮できるよう職場環境を充実させます。
●職員が桑名市の置かれている状況を理解し、行財政改革を推進するという意識改革に取り組みます。
【主な取り組み内容】
・人材育成の推進
・幅広い人材確保

職員の能力をあげ

100

ていくためにはど

職員は、積極的に課題解決に取り

うすればいいの？

組むという意識を日頃から持つこ

公民連携の取り組み

とが大事だね。また、これからは

市 役 所 を 変 え る に は、

時代の流れに応じた対応ができる

まずは職員自身が変わ

人材を育てていくことも求められ

らなきゃいけないって

ているね。

ことね。

●行政組織内に民間的な発想を積極的に取り入れたり、 また民間の経営感覚や発想を身に付けるよう職員の意識改革や能力向上を図
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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）

２．資産の有効活用（モノ）
行財政改革
①公共施設マネジメント（建築物、いわゆる「ハコモノ」）
●効率的な維持保全や将来的なあり方を検討するため、すべての公共施設について、情報の一元化と共有化を進めます。

目指すべき姿

●現在および将来的に施設ニーズが減少する公共施設について、統廃合や機能転換、多機能化（複合化）などを図り、桑

市が保有する資産を、将来にわたり、有効に管理・運営
する仕組みになっています。

名市が保有する公共施設全体の総量を削減します。（量の見直し）
●量の見直しにより、将来的に保有すべき公共施設は、計画的に保全・長寿命化するとともに、修繕・維持管理費用など
のコストを縮減します。（質の見直し）
【主な取り組み内容】

取り組み内容
★桑名市が保有する資産について、活用方法や管理運営形態の見直しをおこないながら、適切にマネ

・公共施設のあり方検討
・公共施設の運用形態の見直し

ジメントできる仕組みを構築します。

②公共施設等マネジメント（公共施設＋インフラ系、プラント系など

すべての保有施設）

●すべての公共施設等に関する情報について、総合的かつ計画的に管理できるよう全庁的な組織体制を構築します。
●長期的な視点で、公共施設等の維持管理に関する財政負担の軽減や平準化、公共施設等の最適な配置の実現に取り組み
ます。
【主な取り組み内容】
・公共施設等総合管理計画の策定・推進

どうして仕組みづ
くりをするの？

桑名市が保有する施設は、維持管

近い将来、一斉に修理や建て替え

理のために、とてもたくさんのお

をしなければいけない時期がやっ

金 が か か っ て い る ん だ。今 後 は、

て来るわ。また、３市町が合併し

施設の数や維持管理費を減らすな

たことで、昔より施設の数も増え

どして、経費を削減していくこと

たわ。

が求められているよ。

102

公民連携の取り組み
●公共施設等の更新 ・ 統廃合 ・ 多機能化（複合化）・ 長寿命化など今後の管理方法について、 民間の技術やノウハウ、 資金などを
積極的に活用します。
●公共施設等の整備 ・ 管理 ・ 運営などについて、 指定管理者制度※１やＰＦＩ※２など各種公民連携手法の効果的な運用に取り組み
ます。

※1

民間の能力・技術などを活用して、公共施設の管理、運営をおこなうことです。

※2

民間の能力・技術などを活用して、公共施設の設計、整備、管理、運営などをおこなうことです。
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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）

２．資産の有効活用（モノ）
行財政改革
①公共施設マネジメント（建築物、いわゆる「ハコモノ」）
●効率的な維持保全や将来的なあり方を検討するため、すべての公共施設について、情報の一元化と共有化を進めます。
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●すべての公共施設等に関する情報について、総合的かつ計画的に管理できるよう全庁的な組織体制を構築します。
●長期的な視点で、公共施設等の維持管理に関する財政負担の軽減や平準化、公共施設等の最適な配置の実現に取り組み
ます。
【主な取り組み内容】
・公共施設等総合管理計画の策定・推進

どうして仕組みづ
くりをするの？
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たことで、昔より施設の数も増え

どして、経費を削減していくこと
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公民連携の取り組み
●公共施設等の更新 ・ 統廃合 ・ 多機能化（複合化）・ 長寿命化など今後の管理方法について、 民間の技術やノウハウ、 資金などを
積極的に活用します。
●公共施設等の整備 ・ 管理 ・ 運営などについて、 指定管理者制度※１やＰＦＩ※２など各種公民連携手法の効果的な運用に取り組み
ます。

※1

民間の能力・技術などを活用して、公共施設の管理、運営をおこなうことです。
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民間の能力・技術などを活用して、公共施設の設計、整備、管理、運営などをおこなうことです。
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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）

３．効率的・安定的な財政経営（カネ）
行財政改革
①財政基盤強化

目指すべき姿

●中期の市財政のあるべき姿を示し、各種財政指標を用いて、予算・決算ごとの成果を確認しながら、計画的な財政経営

税金など、市に入るお金が有効に活用され、健全で持続
可能な財政運営がおこなわれています。

を進めます。
●財政の現状や課題について、市民との情報の共有化を進め、理解を深めてもらうことで、今後の行政サービスのあり方
を市民と共に考えていきます。
●出資法人について、現状や課題を把握し、今後の関与のあり方を見直します。

取り組み内容
★歳出削減と新たな歳入確保に向けた取り組みをおこなうことで、社会環境の変化に柔軟に対応でき
るような財政基盤を構築します。

【主な取り組み内容】
・中期財政計画に基づく財政経営
・財政情報の共有
・出資法人への関与のあり方

②歳入確保
●新たな資源の活用により、自主財源の増収に取り組みます。
●未利用財産の活用や市税収入の増加など継続的な取り組みにより、歳入確保に努めます。
【主な取り組み内容】
・新たな資源の活用
今後は、少子高齢化の影響で、働

・継続的な取り組みによる歳入確保

きざかりの人口が減り、市に入っ

桑名市のお金は
どうなっていく
のかな？

てくる税金も少なくなっていくん

③歳出削減

だ。また、国から交付されるお金

●膨張傾向にある予算総額を見直し、歳入に見合った歳出予算の編成をおこないます。

も減っていくよ。お年寄りが増え

限られた予算なので、出ていくお

る分、福祉にたくさんお金（社会

金を節約するのはもちろんだけど、

保障費）がかかるというのに・・・

入ってくるお金を増やす方法も新

困ったな。

しく考えることが必要ね。

●歳出削減に向けた基準や仕組みづくりをおこないます。
【主な取り組み内容】
・歳出削減方策の検討

公民連携の取り組み
●未利用地の売却 ・ 貸付などを積極的に進めたり、 市有財産への広告事業やネーミングライツを導入するなど、 歳入確保を図ります。
●すべての事務事業について、 民間委託 ・ 民営化の可能性について、 民間から提案を募集します。（コスト削減とサービスの質の向上を
総合的に判断）
●ＰＦＩなど公民連携手法により、 公共施設等の機能を維持 ・ 向上させながら、 改修 ・ 更新コストや管理運営コストを削減します。
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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）

３．効率的・安定的な財政経営（カネ）
行財政改革
①財政基盤強化

目指すべき姿

●中期の市財政のあるべき姿を示し、各種財政指標を用いて、予算・決算ごとの成果を確認しながら、計画的な財政経営

税金など、市に入るお金が有効に活用され、健全で持続
可能な財政運営がおこなわれています。

を進めます。
●財政の現状や課題について、市民との情報の共有化を進め、理解を深めてもらうことで、今後の行政サービスのあり方
を市民と共に考えていきます。
●出資法人について、現状や課題を把握し、今後の関与のあり方を見直します。

取り組み内容
★歳出削減と新たな歳入確保に向けた取り組みをおこなうことで、社会環境の変化に柔軟に対応でき
るような財政基盤を構築します。

【主な取り組み内容】
・中期財政計画に基づく財政経営
・財政情報の共有
・出資法人への関与のあり方

②歳入確保
●新たな資源の活用により、自主財源の増収に取り組みます。
●未利用財産の活用や市税収入の増加など継続的な取り組みにより、歳入確保に努めます。
【主な取り組み内容】
・新たな資源の活用
今後は、少子高齢化の影響で、働

・継続的な取り組みによる歳入確保

きざかりの人口が減り、市に入っ

桑名市のお金は
どうなっていく
のかな？

てくる税金も少なくなっていくん

③歳出削減

だ。また、国から交付されるお金

●膨張傾向にある予算総額を見直し、歳入に見合った歳出予算の編成をおこないます。

も減っていくよ。お年寄りが増え

限られた予算なので、出ていくお

る分、福祉にたくさんお金（社会

金を節約するのはもちろんだけど、

保障費）がかかるというのに・・・

入ってくるお金を増やす方法も新

困ったな。

しく考えることが必要ね。

●歳出削減に向けた基準や仕組みづくりをおこないます。
【主な取り組み内容】
・歳出削減方策の検討

公民連携の取り組み
●未利用地の売却 ・ 貸付などを積極的に進めたり、 市有財産への広告事業やネーミングライツを導入するなど、 歳入確保を図ります。
●すべての事務事業について、 民間委託 ・ 民営化の可能性について、 民間から提案を募集します。（コスト削減とサービスの質の向上を
総合的に判断）
●ＰＦＩなど公民連携手法により、 公共施設等の機能を維持 ・ 向上させながら、 改修 ・ 更新コストや管理運営コストを削減します。
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