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        第７４号 （2010 年・夏）  

   桑名市議会議員・伊藤研司の議会・活動報告 

     

         

  

 

    ＜地区市民センター・公民館の有効活用から＞ 

         子どもは親を選べない！ 

 ＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 私が提言し続けていました施策→児童虐待ゼロを目指す施策 ＋ 

地区市民センター（公民館）を有効活用するとの施策が実施され始め

たことに感謝いたします。 

 子育てサロン（キッズサロン）の利用状況 

 大山田地区市民センターの状況↓   七和地区市民センターの状況↓ 

  ５月２０日→３３組  ７２名    ５月２５日→１３組  ２６名 

  ５月２７日→４９組 １０８名    ６月 １日→２１組  ４２名 

  ６月 ９日→５１組 １０８名    ６月２９日→１１組  ２３名 

  ６月１７日→４０組  ９０名 

  ６月２２日→５６組 １２１名 

  

 城南地区市民センターの状況↓ 

  ５月２４日→ ７組  １６名  

  ６月 ７日→１３組  ２８名  

  ６月２８日→１４組  ３０名  

と、予想を大きく超える利用者数となっ

ています。 
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 一方 高齢者問題に目を向けて見ると   ＊民生委員の方々にもご協力を 

２０１０年５月１４日の記事         頂いているとのことです。 

 朝日新聞⇨高齢社会白書→ お年寄り 進む孤立化 独居の３割「会話２、 

 （夕刊）         ３日に一度以下」 

＊ 白書は孤立化を防ぐため高齢者同士の連携を強めることを提言。 

 高齢者の８割が「手助けをしたい」と考えている調査結果をもと 

 に、サポート役の高齢者の養成を促している。 

 中日新聞⇨高齢社会白書→独居の男性高齢者急増 近所付き合いなし２１％ 

 （夕刊）        社会からの孤立も指摘 

＊ 高齢者の孤立は、孤独死や高齢者の犯罪の増加、高齢者を対象と

した悪質商法のまん延などの問題と深く関係している」と白書は

警告している。 

「社会と交流のある人間らしい生活を維持するためには、地域社

会の支え合いが不可欠」と強調している。 

 以上のような記事も掲載されています。 

   

 私は、「児童虐待ゼロを目指す」＋「センターの有効活用」＋「“してもらう”
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から“関わる喜び・する喜び”を高齢者の方々にも味わっていただく施策」として

『三世代交流の場』としての位置付けが必要と考えています。  

               ⇩ 

    子ども総合相談センターの位置付け？↓ 

 

 

 

＜福祉部長・答弁の主旨＞ 

 桑名市では０歳児から１８歳までの子どもに対する全ての相談窓口として、

平成２１年４月１日に桑名市子ども総合相談センターを開設しました。 

 児童相談の現状は、平成２１年度の延べ相談件数は、２，７７１件でした。 

 また、その内容といたしましては、「発達」「不登校」「非行」「虐待」など多

岐にわたっています。 

 近年は１件の相談でもいろいろな要因が複雑に絡み合っているケースが増え、

関係機関が連携して対応する必要性が高まってまいりました。 

 そこで、まずは、子ども総合相談センターにおいて相談を受け、内容によっ
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ては、より専門的な機関への橋渡しをするというコーディネートの役割も担っ

て、子どもへの途切れない支援に取り組んでいます。 

 

 “子育てサロン：キッズサロン”の役割？！↓ 

＜福祉部長・答弁の主旨＞ 

 近年、地域力の低下が大きな問題となっています。 

『桑名市次世代育成支援後期行動計画』におきましても、身近な公民館（地区

市民センター）等の既存の施設を活用した、地域の中での親子の交流の場づく

りとして、『子育てサロン事業』を位置付けております。 

 役割としましては 

一点目に“遊びと子育てに対する相談及び情報の提供”。 

二点目に“子育て中の親子の孤立化を防ぎ、児童虐待の防止。”  

三点目は“いろいろな世代の住民の方々が身近にある公民館・センターを自由に

利用し、地域のつながりができることにより、地域の子育て力のネットワーク

の構築が図られる”ことです。 
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 本年５月より、大山田・城南・七和の３カ所の公民館・センターにおきまし

て『子育てサロン事業：キッズサロン』を開始いたしました。 

 利用者の方々の声といたしましては、「歩いてすぐに来られるので、ありがた

い」とか「嬉しい」など『地域での遊び場』に対しての喜びの声がたくさん聞

かれております。 

 来館の目的としては、「同世代の子どもと遊ばせたい」「親同士の友達を作り

たい」「安全な場所で子どもを遊ばせたい」等の理由が多くございました。 

 

    三世代交流の場にする考えは？↓  

＜福祉部長・答弁の主旨＞ 

 平成２０年度に策定しました桑名市地域福祉計画におきましても、既存の施

設を有効に活用しながら、地域の拠点づくりを行い、地域住民同士が世代や立

場を超えた交流を深め、地域ぐるみで福祉のまちづくりに取り組んでいくこと

が掲げられています。 
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 研司議員が言われますように、シニア世代の方々については、退職後も働く

意欲があり、「経験を次世代に伝えたい」「地域貢献したい」という意識を持っ

ておられます。そして、このような方々が持っている広い人脈、実践的な専門

知識、高いスキルなどの能力が、地域づくりに活かされることが期待されてい

るところでもありますので、各施設の運営状況や利用実態などの調査をいたし

まして、市民ニーズにあった効率的な施設利用ができますよう、見直しを 

図ってまいりたいと考えております。 

 

 

 

＜伊藤研司・再質問の主旨＞ 

 予想以上に大山田・七和・城南のセンター・公民館での利用状況は多くの方々

が来られています。予想の２〜３倍以上の方々が来られています。 以上の実

績から、桑名市全市に広げて頂きたいと思うが…！ 

              ⇩ 

＜福祉部長・再答弁の主旨＞ 

 今回、３カ所で始めさせて頂いています子育てサロン事業については、研司

議員もおっしゃいましたように、私どもの想定を超える多くの方々の反響があ
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りました。その必要性は十分に感じました。 

 今後につきましては、他の地区、特に子育て支援センターの未設置地区にお

きましては、同様の潜在需要が想定されますので、地域性や開設の立地条件…、

また地域との協同という手法も検討しながら、広げていきたいと考えています。 
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    どうする？「貧困」「ケータイ・ネット」  

 ＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 

 

            ２０１０年 １月３１日 朝日新聞↓ 

  無償をうたう義務教育だが、実際には教科書以外の補助教材費、制服代、 

 修学旅行代…と負担は決して軽くない。文部科学省の２００８年度の調査 

 によると、学校に納める教育費は、公立小学校で一人あたり平均約５万６千 

 円、公立中学校では約１３万８千円になった。 

  保護者の負担を何とか軽くできないか？！ 現場ではこんな視点の取り 

 組みが始まっている。 

 格差社会が広がっているなか、私が知っている家庭の中でも、給食が唯一の

食事・栄養源という児童もいました。 

 親の経済格差が、そのまま子どもの学力格差に連なっている現状の解消施策、

また教育課程が過密になり内容も濃くなる中においては更なる学力格差が発生
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する可能性もあります。 

 しかし、土曜日授業の実施には多くの課題もあり、現実的には実施は困難と

考えられます。 

        課題解決のため 

“退職教員”と“地区公民館”を活用して 

            『寺子屋塾』の実施を！↓ 

＜教育長・答弁の主旨＞ 

 近年の経済状況の悪化により、桑名市の小・中学校に在籍する子ども達の保

護者の方の中にも、経済的に厳しい現状におかれている方がみえることについ

て、教育委員会としましても十分に認識をしております。 

 研司議員ご提言の退職教員による公共施設での「寺子屋塾」につきましては、

近年、管理職も含め、団塊世代の教員の退職者が増加傾向にございます。 

 退職教員がこれまでに学校現場でおいて蓄積した指導力やノウハウを生かす

場を設けますことは、社会貢献の一つといたしましても有効な機会であると認

識しております。 

 団塊世代の先生方も多く退職されるという事実もあります。この方々の社会
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貢献の一環としても是非進めて行きたいな…と言う思いもあります。 

 いろいろな方法もありますので、今後、研究して行きたい、と思っています。 

 

   保護者負担費を減らすための施策は？！ 

   ＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 桑名市においては、修学援助を必要とする家庭は以下の資料のように小・中

とも約７〜８％です。 

            修学援助 

           小学校           中学校       

       児童数  援助費  率    生徒数 援助費  率   

            支給者           支給者 

 平成 19 年度 8,548 人 586 人 6,86％  4,145 人 323 人  7,79％ 

 平成 20 年度 8,528 人 598 人 7,01％   4,158 人 329 人  7,91％ 

 平成 21 年度 8,470 人 598 人 7,06％  4,162 人 369 人  8,87％ 

 平成 22 年度 8,442 人 592 人 7,01％  4,158 人 363 人  8,73％ 

 （6 月 20 日現在） 

☆ 数字を一見しただけでは、増加していないとおもわれますが、修学援助を必 

 要とされるボーダーライン上の方が増えている現実があるようです。 
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☆全国平均は約１０数パーセントと聞き及んでいます 

生活保護世帯に関しても  

    平成２０年度  平成２１年度  平成２２年度 

 世帯数 ５７９     ５７５      ６５２ 

 人数  ８５６     ８１０      ９４９ 

  以上のように平成２２年度は急に増加している。 

 保護者負担を減らすための施策はあるのか？！ 

                 ⇩ 

＜教育長・答弁の主旨＞ 

 今年度当初の校長会議・教頭会議等の場で、保護者が負担する学校教育費の

見直しについて指示をいたしました。 

 現在、各学校におきましては、小規模校同士が共同で社会見学を実施しバス

代の経費を節約したり、補助教材の購入を見直し、教科によっては手作りのド

リルやプリントを用いたりするなどして、保護者負担の軽減に努めております。 

 また、粘土版や算数セットを個人購入から学校購入に切り替え、学校備品と

して用いたり、着なくなった制服や体操服などを卒業生等の保護者から寄贈し

ていただき再利用する取り組みが各学校において広がりつつある状況でござい

ます。 
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学校現場におけるケータイ電話の問題に関し 

    現状・問題点・課題について 

 ＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 書き込む側・加害者側にとっては、単なるイタヅラ書きのつもりで も、書

かれた側・被害者側にとっては、自らの生命を奪う事態・自殺の引き金になる

可能性も否定できない場合もあります。 

 他人を傷つける・人格を傷つける行為は犯罪行為である、との認識にたって

答弁願います。学校教育における携帯の問題について、現状・問題点・課題に

ついて質問します。 

              ⇩ 

＜教育部長・答弁の主旨＞ 

 昨年度より桑名市の学校努力目標であります「くわなっ子育成方針」におい

て、重点事項として、「つながる」をキーワードに、授業の中で積極的に話し合

い活動を組み込むなど、人とのつながりを大切にした取り組みを行っています。 

 具体的な一例で申し上げますと、特別活動の授業「友達の良いところ探し」

では、子ども達は一緒に生活する中で、普段から気づいている友達の良さを言
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葉にして伝え会いました。相手の目を見て、互いに気持を届け会います。言葉

だけではなく、相手の表情やしぐさ、声の調子などから会話がはずみ、楽しい

思い・暖かみを感じる場面そのような場面がありました。   

 携帯電話やインターネットだけのやりとりだけでは伝わりにくい、相手を思

いやる気持や、真剣に聞いてもらえる喜びなど、改めて気づくことができ、と

ても嬉しそうな表情が見られたとのことです。 

 今後も豊かな人間関係を育んでいけるよう、子ども同士のつながり、子ども

と教師のつながりを大切にしながら、人間関係づくり・仲間づくりに取り組ん

でまいります。 

 

     

 

 

 ＜伊藤研司・発言の主旨＞ 
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 多度地区の“イヌナシ自生地”が国の天然記念物に指定されました。 

イヌナシ→バラ科ナシ属の落葉樹。日本の野生ナシでは最も原始的な種類。  

 みどりヶ池に流れ込む谷の周辺約３千平方メートル。４６本が自生し、国内

最大の自生地。  

 これだけまとまった“イヌナシ自生地”は多度だけ。さらに、純粋種でもある。 

 

２０１０年 名古屋で開催される“ＣＯＰ10 パートナーシップ事業”として 

① シンポジウム「生物多様性からイヌナシの保護を考える」（２００９年１２月２０日） 

② よみがえれ松茸山 環境整備ハイキング （２０１０年５月３

０日）  

 葛山博次（ひろし）先生の指導で、アカマツ林で雑木の間

伐や落ち葉の除去 

 作業。 

③今村コレクション 昆虫の世界（６月１６日〜８月２９

日） 

 故・今村功先生（元光陵中学校長）の昆虫標本：今

村コレクション：は、数もさることながら、すでに見
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ることができなくなった多度山に生息したギフチョウの標本も含まれている。 

  さらに、昨年度からは、国の緊急雇用対策事業の一環としても多度山全体 

 の間伐作業が行われている。   以上の活動・施策・事業を前提にして 

Ｑ１ ＣＯＰ10 成功に向けての課題・準備態勢？ 

Ｑ２ ギフ蝶は多度山再生・自然の生態系復活のシンボルになると思 

   われます。 ギフ蝶復活に向けての取り組みは？！ 

                ⇩ 

 ＜経済環境部長・答弁の主旨＞ 

 現在計画しております桑名市ＣＯＰ１０事業を紹介しますと、１０月２０日

〜２４日の日程で、桑名市会館の展示室を使い、自然環境調査計画事業の中間

報告を兼ねた展示会「生きもの文化祭」を企画しています。 

 この展示会では、写真パネルや標本などを用いて、身近な桑名の自然を紹介

していきたいと思っています。 

 さらに、１０月３０日には大山田コミュニティプラザで、東京大学名誉教授

であり「バカの壁」の著者でもある養老孟司先生をお招きして、自然環境をテ

ーマにした講演会の開催も予定していますので、多くの皆さまにお越し頂きた

いと思っています。 

 ＣＯＰ１０までの事業としましては、７月には「記念講演会」、嘉例川地区で
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「生きもの観察会」といった体験学習会も開催します。 

 さらに９月には「干潟観察会」も開催する予定です。 

  

  ＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 ５月３０日の「多度山整備ハイキング。マツタケ

山よみがえれ！」に参加させて頂きました。その時

に「カンアオイ」が２カ所に育っていました。 

 葛山先生も「数カ所にカンアオイが育っていれば、ギフ蝶の復活も夢ではな

い」と発言されておられます。 

 アカ松林・マツタケ山の復活も兼ねて、整備を行っていけば、ギフ蝶の復活

も夢ではないと思われます。 ギフ蝶の復活は、全国発信ができるのです。 

                 ⇩ 

＜経済環境部長・再答弁の主旨＞ 

 ギフ蝶の復活につきましては、岐阜県土岐市の「陶史の森」で、数年前から

ギフ蝶の保護活動が行われているとのことで、先日、職員が視察に行ってまい

りました。 

 飼育方法など、数年にわたる努力が見られ、着実に実績が積み重ねられてい

るとの報告を受けています。今後は、専門家の先生方のご意見もお聞きして、
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進めることが出来れば…と思っています。


