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 《伊藤研司議員・発言の主旨》 

 日本国憲法第 26 条〔教育を受ける権利・教育を受

けさせる義務〕の①には「すべて国民は、法律の定め

るところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を

受ける権利を有する」 

 ②には「すべて国民は、法律の定めるところにより、

その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。

義務教育は、これを無償とする」とあります。 

 【問題点１】 

 現実には「保護者負担分」は教材費・ノートなどで、小学１年生→10,500 円、2 年生→

9,400 円、3 年生→12,400 円、4 年生→15,900 円、5 年生・6 年生では、修学旅行積立金が

必要となり 3 万円前後のお金が必要となります。 

 中学生になると、1 年生→26,000 円、2 年生・3 年生になると修学旅行積立金が必要とな

り 5 万円前後が必要となるのです。 

 しかも、この中には、ランドセル代、クラブ活動費は含まれていないのです。 

桑名市は、「子ども 3 人育てられるまち」を目指していますので、例えば、小学５年生＋

中学 1 年生＋中学 3 年生の 3 人の児童・生徒がいる世帯では、保護者負担分は最低でも年

間で１０万円以上のお金が必要となるのです。 



【問題点２】 

 桑名市では、小学生・中学生の要保護・準要保護の割合・人数は、小学生→7.6％、 

596 名。中学生→9.9％、399 名の児童・生徒がいるのです。 

【問題点３】 

 所得金額階級別での世帯数の相対度分布をみると 

０～100万円未満→6.2％ 100万～200万未満→13.4％ 200万～300万未満→13,7％ 

300万～400万未満→13,2％ 400万～500万未満→10.4％ 500 万～600万未満→ 8.8％ 

600万～700万未満→ 7.7％ 700万～800万未満→ 6.3％ 800 万～900万未満→ 4.9％ 

900 万～1.000 万未満→3.7％ 1.000 万～2.000 万未満→10.4％ 2.000 万以上→1.3％ 

 以上の数字から、100 万～400万円の世帯割合が多いことが分かります。 

 

 

6 月議会でも、ＮＰＯ法人：子どもアイデア楽

工 の 山上敏樹氏作成のグラフを用いて、

日々の生活習慣と学力の問題を、本議会で発言し

ました。 

同じ目線での記事が、中日新聞〔2017 年 12 月

1 日：話題の発掘・ニュースの追跡〕に『学力格

差 小学 4 年生が分岐点』『貧困家庭の子 社会

性にも影響』との見出しで《日本財団による分析

結果》が掲載されています。 

その一部を抜粋します。↓ 

『…。文部科学省の 2013 年度の全国学力テストの結果分析では、世帯収入の低い家庭の

子どもほど、学力テストの正解率が低いことが判明。…。小学 4 年生が学力の分岐点にな

ることがハッキリした。 

ただ、同財団の栗田氏は「小学 4 年生が分岐点というのも重要だが、今回の分析では、

頑張り抜く力や自制心・社会性といったテストでは測れない“非認知能力”が貧困家庭の

子どもは低く、それが学力格差にもつながっていることも分かった。 

 さらに分析によると、貧困家庭でも学力の高い子どもは「毎日、朝ご飯を食べる」と

いった生活習慣が確立しているほか「一日の学習時間を決めている」といった学習習慣や、

「誰かに思いを伝える力」などが高水準にある。…。』以上とあります。 



非正規雇用の方々の子どもは非正規雇用に、生活保護受給世帯の子どもは生活保護受給

者になってしまう連鎖は、保護者・子どもたちにとっても不幸なことであります。 

階層社会が続くと、江戸時代のように、経済・政治社会に活性化がなくなり、閉塞社会

に陥りることを危惧すると同時に…当然、税収入にも影響し、市民社会に赤信号が灯って

しまうことを心配しての発言です。 

閉塞・階層社会、閉塞経済を避けるには、次世代を担う子供たちのスタートラインは、〔保

護者の経済状態に関わらず〕できる限り同じ状態でのスタートが必要と思っています。 

 

そのために私が考えている具体的施策の

一例を述べます。 

地区センター・公民館〔 まち

づくり拠点施設〕で、社協・地区社協＋地

域包括支援センターを軸として、「子ども食

堂：子ども食堂と言っても、経済的支援が

必要とする子供たちだけではなく、昭和時

代の駄菓子屋的視点→地域の全ての子ども・保護者のたまり場的居場所」「児童館的役割→

寺子屋塾、春・冬休みの学童保育」…等々、子どもを地域の中心とし、その周りを大人が

見守り、活動する施設運営が求められるのではないか…？！と考えています。 

 

 

《市民生活部長・答弁の主旨》 

研司議員ご案内の「子ども食堂・寺子屋塾・休み中の学童保育」などは、それぞれの地

域のおける子どもたちの安心できる居場所づくりを行うことで、地域ぐるみで子育てをサ

ポートすることが可能となる取り組みであると思っています。 

これからの地域のまちづくりを進める上で、「地域の子どもは、地域で育てる」という考

え方は、なくてはならないものです。こども食堂をはじめとして、大人と子どもが垣根を

超えて楽しく交流が図れる場所として、まちづくり拠点施設を有効にご活用いただけるよ

う、住民の皆様と共にさまざまな取り組みを検討してまいります。 

 

なお、地域で子ども食堂をはじめとするこれらの取り組みを進めるにあたっては、初期



段階から地域主体で運営を行うことについては、難しい部分が数多くあると思われます。 

そこで、地区社会福祉協議会への支援や地域ボランティアの啓発など、地域の福祉活動

を支援する桑名市社会福祉協議会との連携は重要であると考えています。 

市内でこども食堂等の取り組みを行う団体の方々とのネットワークやノウハウなどを通

じて、地域で子ども達に関わる事業を行にあたっての課題や方策等について、あらゆる形

で連携を取ってまいりたいと考えています。 

※

 

       

《伊藤研司議員・発言の主旨》 

教育基本法の第３条〔生涯学習の理念〕には、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊

かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所

において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られ

なければならない」とあります。 以上の理念に立って発言します。 

中央公民館…公民館での文化団体のサークル活動においては、①文化そのものの活動②

健康寿命を延ばすため、という 2 つの主な位置づけがありました。 

中央公民館で、サークル活動が出来なくなるのでは…？！と、誠しやかに市民の方々の

間で話題になっています。 

  

中央公民館では、教育基本法第 3 条の基本理念に立って、文化団体の活動が続けること

が出来るように努めることが、行政の責務と考える…！！ 

 

《副市長・答弁の主旨》 

教育基本法の前文には、「この法律は、憲法の精神に則り、我が国の未来を切り開く教育

の基本を確立し、その振興を図るための法律」と位置づけられ、研司議員ご指摘の第 3 条

は、平成 18 年に新設された条文です。 



また、教育基本法第 12 条の「社会教育の条項」で国及び市町村の責務がより具体的に示

されています。 

平成 30 年度は社会教育法に規定する「公民館」として運営してまいります。 

それ以降の考え方につきましては、「桑名市公共施設等総合管理計画」に基づき、法律の規

制にとらわれることなく、また、防災や福祉的活動もできる施設へと転換を図っていきた

い、と考えています。 

 

そのような観点から、講座・サークル活動等につきましては、教育基本法の生涯学習の

理念に規定するように、あらゆる機会・場所において学習ができ、その成果を生かすこと

のできる社会の実現に向け、引き続き努めていきます。 

※

 

      

 

《伊藤研司・発言の主旨》 

介護保険法・第一条を私なりに要約

しますと、「人間は年齢を重ねるとと

もに、身体的能力は低くなる。その人

たちの日常的暮らしを支える制度」と

認識していることを前提に発言しま

す。 

桑名市当局から取り寄せた「保険料」

に関する資料を見て、ビックリ仰天し

ました。 

このままでは、団塊の世代以降や

我々の子・孫の世代に大きな負担を負わせるだけでなく、介護保険事業そのものが存亡も

危機に近づいているのでは…？！と、危機感を抱くようになりました。 

桑名市の介護保険料率は、保険基準額 5.239 円を基準額として、所得段階別で保険料率

0.3 の第一段階から保険料率 1.8 倍の第 11 段階までに分類されています。 

また桑名市の介護保険料基準額は、5.239 円と全国より 275 円、三重県より 569 円低く設



定されています。低く設定されていること自体は、評価しています。 

支払金額は誰でも少ない方が良いに決まって

います。しかし、次世代を担う子ども・孫の世代

に負担を残さないためには、自らの世代で少しで

も解決していく姿勢が大切と考えています。 

 

桑名市議会議員の私の例で申し上げます。私は

子育て時代は卒業している団塊の世代の68歳で、

収入 所得は議員報酬のみです。 

報酬収入は 7 百 34 万１千６百円。総所得金額は 5 百３０万８千円です。 

 

65 歳以上の所得金額の人数・割合↓ 

０～   120 万円→4.704 人 30.04％  120 万円～200 万円→5.266 人 33.63％ 

200 万円～250 万円→1.828 人 11.67％   250 万円～300 万円→1.041 人 6.65％ 

300 万円～400 万円→1.183 人 7.55％   400 万円～600 万円→  806 人  5.15％ 

600 万円～800 万円→ 257 人  1.76％   800 万円~1.000 万円→ 135 人 0.86％ 

1.000 万円以上  →421 人 

 以上の数字から、０～200万までの人数で約 64％を占めていることが分かってきます。 



 

税制改革は、基本的には国の制度ですから…「桑名市独自での改革は困難」との認識で

すが…？！ 

現在の我が国の金融所得税に言及しますと日本は２０％、欧米では２５％となっていま

す。額に汗して働いた「労働所得」より、「株などの譲渡益や配当にかけられる税率」が低

いのには納得できないのです。 

私は所得金額が第 9 段階〔老齢基礎年金、老齢基礎年金＋老齢厚生年金のみの受給者〕

までは累進率を下げ、高額所得者の方々には累進率を上げる施策の必要性を訴えます。 

 繰り返しますが、支払うのは一円でも少ない方が誰でも良いことは、私も同じですが、

子・孫の世代が憲法 25 条〔国民が人間らしく生活する権利これを実現する国の社会保障的

義務〕のもと安心して老後を迎えることが出来るためにも、介護保険制度を維持してゆく

必要があり、そのためには基準月額と累進率の見直しが必要と考えています。 

介護保険制度の基準月額と累進率の改革は、桑名市独自でも可能ですから…？！ 

 

《保健福祉部長・答弁の主旨》 

国が定める標準の保険料は 9 段階ですが、桑名市では 11 段階として、負担能力に応じた

階層設定を行っています。 

来年度からの次期介護保険計画では、これを 14 段階とし、さらにきめ細やかな設定とす



るとともに、所得が高額な方々から保険料率の増額を 1.8 倍から 2.0 倍へと改めるなど、

保険料の応分負担を図るよう検討しています。 

介護保険制度は社会全体で介護を支え合うための制度であり、適正な負担割合と運用の

もと、維持されなければならないと考えています。 

※

 

《伊藤研司議員・発言の主旨》 

駐輪場を維持するために必要だった年間

の金額は、益生駅→32 万 400 円、桑名駅西

口→ 

131 万 6千 400 円、多度駅→14万 6 千 400

円、下野代駅→2 万 400 円で、総額では年間

に 180万 3.600円を鉄道事業者に支払ってい

ました。 

桑名市の一般会計は約 530億円で 180万円

の支払いですから、年間に 530万円の所得が

ある一般家庭に当てはめると約 180 円の支

払いです。益生駅だけなら、年間約 32 円です。 

保護者が自転車で通学する子どものために、駐輪場へ年間 32 円の支払いをストップして 

まで、自転車通学を止めさせようとするでしょうか…？！ 

駐輪場の廃止は、鉄道事業者から？ 桑名市から？ どちらから言い出したのか…？ 

 

《都市整備部長・答弁の主旨》 

桑名駅直近の区画整備事業が進んできましたこと、駅西側の駐輪台数が駅北自転車駐車

場に収容可能といったことから、桑名市の方針として、9 月 14 日に無料駐輪場の閉鎖をし

ました。 

 

 《伊藤研司議員・発言の主旨》 

益生駅の駐輪場は現在の放置自転車倉庫を活用することによって、解決できるのではな



いか…？！ 

 

《経済環境部長・答弁の主旨》 

益生駅駐輪場の今後につきましては、利用者のニーズや実態を改めて把握し、駐輪場の

あり方や、放置自転車の保管所の位置について、関係所管と検討してまいります。 

※

※

 

 

 

2017 年 12 月議会、被爆者団体・核兵器廃絶を願

う方々から、「日本国政府は核兵器禁止条約を批准

することを求める意見書を総理大臣、外務大臣、衆

参議長宛に提出する」ことを求める意見書が桑名市

議会に提出されました。 



私は、紹介議員を代表して本議会の初日・5 日に請願の趣旨と請願事項について発言し、

総務安全委員会では賛成意見〔賛成３×反対４〕を、議会最終日の 26 日にはノーベル平和

賞を受賞された核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）のサーロー節子の演説内容の一

部や原爆で弟を亡くした兄の想い 、そして私が子ども時代に見た傷痍軍人の

方々の悲惨な姿などから、戦争…核戦争は、勝者も敗者もなく地球自体を滅ぼしてしまう

…！！核兵器廃絶は市民・国民の願い！！との発言をしました。 

しかし、力及ばず「賛成９×反対 15」で否決されてしまいました。 

※ 090-3831－0434

 

 

 


