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  第７７号-８１（2011 年夏） 発行：桑名市議会無会派 伊藤研司 

     桑名市議会議員・伊藤研司の議会・活動報告 

 

 若狭湾沿岸に位置する原発の危険性を考える必要があるとの認識で発言。 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 私・伊藤研司は“原発とは、浄化槽が設置

されていない水洗トイレ”との認識でありま

す。 

 木曽川が何故三河湾方面に流れ込まず、日本を

代表する「揖斐・長良・木曽川」の三大河川が、

桑名に流れ込んでいるのかが？疑問でありました。 

 多度町史（多度の自然）Ｐ５・Ｐ１０を見てそ

の謎が理解できました。 

 以下は多度町史より抜粋↓  

 養老断層の活動の結果、濃尾平野は日本でもまれにみる「沈降盆地」を形

成し、木曽三川もその河道を著しく西に偏したところを流れるようになった。 

 濃尾平野地下の深層ボーリング試料を見ると、岩盤に達するまでに最大１

５００メートルに達する堆積物が認められ、標高９００メートルの養老山地

との間に落差約２３００メートルもの逆断層が存在することが推定される。 

 ⋯⋯養老断層が現在も活動し、養老山地が隆起を続けている。 

⋯⋯中部地方には養老断層以外にも北西から南東方面に延びる多数の断層が

走っていて、この地域が日本でも有数の活断層集中地帯であることが分かる。 

 

２００５年４月２１日 中日新聞 サンデー版 地震に備える↓ 

「海上保安庁が実施した海底活断層調査の結果」に「加賀—福井沖」海底活

断層がある、との記載。 

 

  養老断層は、柳ヶ瀬�関ヶ原断層帯につながっている。 

 柳ヶ瀬�関ヶ原断層帯と柳ヶ瀬山断層帯�越前沖→敦賀湾→福井県福井市

→岐阜県不破。 Ｂ級の活動度。北部�南部ではマグニチュード７、６程度。 

地震の資料を手に発言。 
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北部・中部・南部が同時に活動すれば、３・４ｍ程度の左横ずれが生じ、マ

グニチュード７、８程度の地震が発生。 

将来の発生確率は、ゼロパーセントに近く、かなり低い。しかし、内閣府で

は、柳ヶ瀬�関ヶ原断層帯主部の地震を検討課題にしている、とある。 

 

  

＜新聞記事から＞ ↓ 

 ２０１１年６月８日 朝日新聞↓ ６月９日 中日新聞社説↓ 

 福島第一原発事故をめぐる事故調査検証委員会の委員長：畑村洋太郎 

 京都大学名誉教授も「原子力はエネルギー密度が高くて危険なもの。 

 安全だと扱われてきたことは間違いだった」と述べられています。 

 

      ２０１１年６月１０日 中日新聞 ↓ 

        地元 反原発の機運 

 定期検査や不具合で２基とも運転を休止中。再起動の時期や是非が焦点 

 となる。⋯⋯１号機には、使用済み核燃料を再利用するプルサーマル計 

 画があるが、２００７年に「臨界事故隠し」が発覚。当初は２０１０年 

 度までだった定期検査の実施計画を２０１５年度まで延ばした。⋯⋯⋯。 

 経済産業省原子力安全�保安院は５月２０日、地震の発生する確率が低 

 いことなどを理由に挙げ「運転再開は安全上支障はない」と石川県側に 

 報告した。 

 しかし、石川県の谷本正憲知事は「福島の事故が収束しない今、再起動 

 を語る段階ではない」と態度を明確にしていない。 

 隣りの富山県も、同意が必要な「地元」に加わる姿勢を示す。 

敦賀発電所１号機は、日本で初めての商業用軽水型原子力発電所として 

昭和４５年に着工。昭和４５年に運転開始。安全性が心配される。 
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          老朽化 高まる不安 

 福井県には、商業用発電が１３基あり、都道府県別では全国最多。 

 その内８基は、福島第一原発１~６号機と同じく、運転開始から３０年 

 を超える。事故後、老朽化への不安は高まっている。 

 敦賀１号機は、国内最長の運転開始４２年目。西川一誠知事は福島の事 

 故後、日本原子力発電（原電）の緊急安全対策に老朽化の影響が反映さ 

 れていないと指摘。定期検査で今は止まっているが、「現時点で運転再開 

 は認められない」との姿勢を崩していない。 

 

       中日新聞 ２０１１年６月１４日↓ 

      福井県知事 原発再開を重ねて否定 

 ⋯西川知事は、政府が国際原子力機関（ＩＡＥＡ）に提出した福島第一 

 原発の報告者「地震や高経年化の影響が不明。浜岡原発以外の原発が安 

 全な理由も分からない」と批判した。 

 ⋯⋯「県民の安全確保が第一。節電要請は再起動の判断を左右する問題 

 ではない」と述べた。 

 

     ２０１１年 ６月１９日 中日新聞↓ 

       安全机上の空論だった 

  福島第一原発で勤務の蓮池透（はすいけとおる）さんに聞く 

 蓮池透さん⇨７７年東京電力に入社。主に原発、核燃料サイクル計画の 

 業務に携わり、原子燃料サイクル部部長を最後に２００９年退社 

 北朝鮮拉致被害者家族会では事務局長や副代表を務めた。 

 

 蓮池さんが担当した３号機の原子炉建て屋は、水蒸気爆発で屋根が吹っ 

 飛んだ。⋯⋯上司に「炉心損傷事故は百万年~一千万年に１回の確率で 

 しか起こらない」と教えられ信じてきた。 

 「それが一度に三度も起こってしまうとは⋯。まさに机上の空論だった 

 んですね」とやるせない表情で悔しさを口にした。 

 

 万が一、冬季に「もんじゅ」を含む敦賀�美浜原発でレベル６以上の事故

が起き、放射線が「伊吹おろし」に乗って来たら、桑名市は大変な事態にな
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ってしまいます。 

 「もんじゅ」を含む敦賀�美浜原発の安全性が確認されない限り、運転再

開がないように要請して頂きたい！ 

               ⇩ 

＜桑名市長・答弁の主旨＞ 

 桑名市から半径１５０キロ圏内に原子力発電所は敦賀、美浜、大飯、高浜

と先日停止となりました浜岡の５カ所が位置しています。 

特に研司議員がおっしゃる敦賀の原発については、————（聞き取り不能） 

 原発事故がもし起こった場合、放射線汚染被害は、気象条件や地形によっ

ても変化しますが、万が一の事故により最悪の事態を考えた場合、桑名市は

もとより、広範囲の市町村が汚染される可能性があると認識しています。 

 研司議員ご懸念のとおり、原子力発電所に対しては安全性が保障されない

のであれば運転すべきではないと考えています。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。 

 今回の事故を踏まえた今後について、国の動向をみながら、停止中の原子

力発電所の運転再開については、さらなる安全性の確認が必要である旨、要

望してまいりたいと考えております。 

 

＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 桑名市民の生命に関わる問題ですから、原発の問題に関しては、原発が立

地している知事さんにも、お互いに自治体同士としてキチンと今市長が言わ

れた言葉を是非伝えて頂きたいと思います。 

 市長さんはご自分で行かれるのか？ ＦＡＸで送られるのか？ 

                  ⇩ 

＜桑名市長・再答弁の主旨＞ 

 敦賀の市長さんと今回のことに

ついても電話で意見の交換をいた

しました。 

 率直に言いますと、「福井県知事

さんと貴方は同じ意見か？」と聞

きますと、敦賀の市長さんは原発

立地の自治体協議会の全国の会長

をしているとの立場なので⋯しか

し、しっかりと足元の自治体とし

左が河瀬敦賀市長、右が水谷桑名市長。 

７月１１日、水谷市長は、敦賀市長に面

会に行き、要請されたとのこと。 
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て安全性の確認をしっかり呼びかけて行きたいとおっしゃっておられました。 

 来月⋯ひょっとすると私が行かせて頂く可能性もあります。 

 

 

 

       法務省 犯罪白書より 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 ⋯⋯高齢者では約３，９倍にまで上昇してお

り、高齢者犯罪の人口比の上昇は著しい。この

ように、最近の高齢犯罪者の増加の勢いは、高

齢人口の増加をはるかに上回っている。 

 平成２１年における高齢者の一般刑法犯検挙

人員の罪名別構成比を見ると、窃盗が最も高く、

特に女子では、８９，６％が窃盗であり、しか

も万引きによる者が８１、１％と際だって多い。 

 今回の項目で特徴的なのは、高齢者の「万引

き」行動理由が金銭的な問題以上に、心理的�社会生活面上での問題が大き

な点。 

 高齢者の独り暮らし世帯の増加も、万引き数の増加原因の一つなのかも知

れない。  高齢者の５２，９％は「友人はいない」と答えている。 

 ＮＰＯ法人�全国万引き犯罪防止機構理事長：福井昴事務局長は高齢者の

万引きについて「今現在の生活に困っているから万引きを行っているのでは

ない。『将来が不安である。だから使いたくない』という強い思いが万引きに

走らせている。さらに、あらゆる面でストレスを感じ、イライラしているこ

とも背景にある。 

 その様な心理状態�ストレスが増大する高齢者に追い打ちをかけているの

が、「後期高齢者医療制度」の導入。７５歳以上の人たちに対し経済面での生

活が厳格化され、未払いへのペナルティも厳しくなったこの制度は、今後万

引きなどの犯罪をますます増加させるとの見方が強い。 

桑名市の高齢者による万引き（窃盗）の犯罪件数？ 実態？ 今後の対策に

ついて？！ 

 

 触れ合いが大切！ 
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＜福祉部長・答弁の主旨＞ ⇩  

 万引きの実態ですが、桑名署管内のまとめによ

りますと、万引きで逮捕、書類送検されたのは、

平成２１年１月�１２月まで１６８人、このうち

６５歳以上の高齢者は２９人で、平成２２年１月

から１２月までは１５４人、この内６５歳以上の

高齢者は３１人で、高齢者の割合が若干増えてお

ります。 

 高齢者が万引きをする主な理由といたしましては、研司議員が言われます

ように「孤独感」が多く占めていると考えられます。 

 万引きをした理由の多くを占める孤独感につきましては、その背景には高

齢者が地域における近隣住民との結びつきが希薄化し、日々孤立した生活を

送られていることが考えられます。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。 

 

 

 

    “しじみ”を中心とした自然の生態系保護！ 

              

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 長良川河口堰問題が、河村市長

主導で再び社会・政治問題化して

きています。 

長良川河口堰は、名古屋市ではな

く、桑名市に位置しているのです。 

 建設省�国土交通省は、『河口堰

下流域では、汽水域になるので、

“ヤマトしじみ”は繁殖も成長も

する。  

 上流域は、淡水域になる。“マシ

ジミ”は繁殖も成長もする。  

“ヤマトしじみ”は、繁殖はしないが、成長はする。』と説明していた。 

 それを受けて、赤須賀漁協では、1995~1998 年の４年間にＴＯＴＡＬで、

 

漁船で“しじみ”を中心とした自然の

生態系の調査活動を行う私・伊藤研司 
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堰上流域に ５６６トン の“ヤマトしじみ”の移動放流を行ったのです。 

しかし、堰上流域での漁獲量は、1997 年の４４トンを最後に漁獲はないので

す。にも関わらず、３月議会では、「マシジミ類は多く採取された地点がある

など概ね安定していると聞いています。」 

 と答弁されました。 

 

 その答弁内容を確認するため、 私たち：シジミプロジェクト・桑名は、 

４月３０日に調査を行いましたが、写真の通りです。 

余りにも、私たち、しじみプロジェクト・桑名による調査と違いすぎます。 

              ⇩ 

＜市長公室長・答弁の主旨＞ 

⋯⋯⋯⋯。マシジミは、河口から２８キロ地点・南濃橋付近におきまして平

方メートルあたり２，１００個の個体、９キロ地点の左岸側長島町の上坂手

付近では平方メートルあたり１２０個の個体、９、５キロ付近の長良川右岸

側では平方メートルあたり３０個の個体、河口堰下流部では個体数は確認さ

れていないというような状況です。 

  

＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 河口から２８キロと言われました。木曽三川公園あたりが河口から約１

６・７キロ地点です。２８キロには桑名市の漁師は行きません。岐阜県の地

で桑名・三重県の漁師にとっては全く関係のない地です。 

 この場が岐阜県議会ならば、そのような答弁で分かりますが、ここは桑名

市議会なんです！ 

 ２８キロ地点は岐阜県です。岐阜県内の答弁内容が出て来たことは非常に

残念であります！ 

 

           水質問題から 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

１９９２年水資源開発公団�長良川河口堰建設所発行の小冊子には、↓ 

「⋯下段ゲートを上げて放流することにより、堰下流の低層の塩分濃度を薄

め、貝類の生息環境をよくすることもできます。」と記載されています。 
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１９７３年（昭和４８年）１１月７日水資源開発公団�長良川河口堰建設所

発行の小冊子のＰ１２には↓ 

「⋯⋯⋯長良川の持っている自浄作用が、十分働くようになります。長良川

河口堰建設によって、長良川の水は、いまより清らかになります。」と記され

ています。 

堰建設前と後では、どれだけ水が清らかになったのか？お答え下さい。 

                ⇩ 

＜市長公室長・答弁の主旨＞ 

 平成２２年８月に行われた「中部地方ダム等管理フォローアップ委員会」

では、「長良川河口堰の目的である治水・利水について適切な効果を発揮して

いること、環境への影響等についても堰運用前後で環境に一定の変化はあっ

たものの、近年調査結果は概ね安定した推移を示していることから、長良川

河口堰については適切に管理運用されている」との評価がなされ、水質につ

いても堰建設前と比較して、安定して推移していると聞いています。 

  

＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 ＤＯ船・酸素供給船が木

曽三川公園の下流で５・６

隻係留されていますネ。 

通称�「みずすまし」と呼ば

れています。一隻あたり２

億円？くらいと言われています。 

 長良川河口堰建設前にもＤＯ船・酸素供給船はいたのですか？！ 

                ⇩ 

＜市長公室長・答弁の主旨＞ 

 ＤＯ船の数につきましては、存じておりません。 

貧酸素水域があると言うことも存じています 

 直近の水質の状況につきましては、先ほども申しましたが、非常に安定し

ているという報道もありますので⋯その様に私たちも感じています。 

 

 

 

 

河口堰建設後からＤＯ船が係留されている。 

私は、インターネットでホームページとブログ・日記を開設い

たしました。 桑名市議会議員 伊藤研司 で検索して

見て頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 
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 ２０１１年 ６月２６日 中日新聞↓ 作家・医師 篠田達明 

   中日新聞を読んで 福井の原発は歴史に学べ 

 ５月２７日付け朝刊社会面で、戦国時代に来日したポルトガル宣教師ルイ

ス・フロイスが著した『日本史』など複数の文献に、１５８６年の天正大地

震で福井県の若狭湾沿岸が大津波に襲われた記述があると知った。 

 早速『日本史』を開くと、若狭国の海沿いの町が揺れ動き、高い山にも似

た大波が遠くから恐るべき唸り（うなり）を発しながら猛烈な勢いで押し寄

せて町に襲いかかり、殆ど痕跡をとどめぬほど破壊し、潮が引くときには大

量の家屋と人々を連れ去ったと記録されていた。 

 また吉田兼見（かねみ）の『兼見卿記』（かねみきょうき）天正１３年１１

月２９日の条（くだり）に「（若狭海辺）に波打ち上げ在家ことごとく流され

人死ぬ事数知れず」と書かれていた。 

  

 関西電力はこれらの文献を３０年前に把握したが「天正大地震の震源は内

陸部。内陸型では津波は起こらず記述の信頼性は低いと判断」して「過去に

大きな津波被害はなかった」と説明してきた。現在、過去の津波被害調査を

検討中という。 

 余談だがこの時、琵琶湖畔にいた秀吉は仰天して大坂城へ逃げ帰っている。 

 

 若狭湾は三陸沖と同様リアス式海岸で津波に襲われやすい地形である。 

 この海辺に全国最多の１５基もの原発が設置されている。 

 地図を広げると分かるが、若狭湾の原発群の方が御前崎の浜岡原発より直

線距離で濃尾平野に近い。この原発群にひとたび大事故が起これば放射性物

質は伊吹降ろしなどに乗って濃尾平野を直撃しかねない。名古屋をはじめ、

その惨状は計り知れないものがあるだろう。 

 先の記事でも関西圏の水がめでもある琵琶湖の放射性物質汚染は甚大な影

響を与える恐れがあると書かれている。 

 

 １８日付け夕刊によると海江田万里経済産業相が事故対策は適切だからと

停止中の原発再稼働を促したが、２１日付け社説は国のこの要請に強い懸念

を表明している。２３日付け発言欄にも「孫やひ孫が安心して住める地球に

して⋯！」と悲痛な投書があった。未来の子や孫から恨まれては、あの世で

安眠できない。 
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                一昨年、市民の方から「車イスで

もプールに入れるように」との要

望を頂きました。２５Ｍプールの

み、今年度からやっと入れるよう

になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

節電対策のため、議会の委員会室の

蛍光灯カバーを外し、蛍光灯の本数

を減らすことを要請しました。 

 議会棟２階の廊下を歩いた方はお

分かりになったと思いますが、蛍光

灯の本数を３分の１にしました。 

 私たちの会派の蛍光灯カバーを外

し、本数も３分の２にしました。 

 

 

多度山間伐作業に参加 

私は、2006 年６月、12 

月の本議会で「多度山の

再生、整備」を訴えまし

た。その後、桑名市の事

業として、ボランティア

の方々の協力を得て間

伐作業、さらに、国費に

よっても間伐整備事業

が行われています。 

 


