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・まもる — 子どもの命・こころ・育ちを守ります。 

・つながる— 家庭・地域・関係機関など、子どもにかかわるすべての人が 

       つながりを深め、ともに助け合います。 

・まなぶ — 一人ひとりが虐待について知り、ともに学び、考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大山田・城南・七和の各市民センターでの「子育てキッ

ズサロン」事業の成功が今回の宣言につながりました。

☆子ども達の健やかな成長を願い事業の必要性を提言！ 

 

      発行：桑名市議会 会派：希望 第8５号-8９（2013 年夏）  
    住所：桑名市中央町 2-37  桑名市役所内 会派：希望 

   《子どもの笑顔を守るまち・くわな》  
 

《宣言文》子どもは、家族にはもちろん、地域・社会の宝であり、未来を担う希望で

す。 子ども一人ひとりの豊かな

成長は、だれからも妨げられては

いけません。ましてや、子どもの

命や心が脅かされることがあって

はなりません。 

 ここに桑名に暮らすわたくした

ちは、子どもの健やかな成長を願

い、子どもたちが伸びやかに生活

できることを望みます。 虐待は

身近に起こりうることと心に刻み、

子育てに不安や悩みを感じている

家庭

に気を配り、わたくしたち全員で子育てを支えるまちにして

いきたいと思います。 

 わたくしたち桑名市民は、ここに３つの思い（誓い）を掲

げ、子どもの笑顔を守り、大人の笑顔も輝くまちをつくるこ

とを決意し、桑名市を「子どもを虐待から守る都市」とする

ことを宣言します。 

          〈三つの思い（誓い）〉 

※ 《こどもの笑顔を守るまち・くわな》「子どもを虐待から守る都市宣言」は、私自
身が本議会で何度も発言し、前市長や担当所管に必要性を訴え続けてきた施策です。 
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      低層（質）に生息するヤマトシジミ 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 河口堰上流の淡水域で

は繁殖は出来ないが成長

は出来ると言われていた

「ヤマトシジミ」赤須賀

漁業組合ではそれを信じ

て、約５００トンの移動

放流を行いました。 

 しかし、現実は以上の

通りです。 

 さらに、淡水域では繁殖も成長もすると言われていた「マシジミ」すら、

生息していないのはどうしてか？ 

 一般的には「貧酸素」と言われているが⋯？！ 

 我々（しじみプロジェクト・桑名）では、長良川河口堰上流域のＤＯは、

揖斐川のＤＯより多いくらい。 

 数字的には、しじみが生息出来ない：貧酸素と言われる２ＰＰＭよりずっ

と良い７ｐｐｍ以上であるにも関わらず、シジミは生息していないのです。 

 何故、マシジミ、ヤマトシジミは生息していないのか⋯？！ 

                ⇩ 

＜市長公室長・答弁の主旨＞ 

 平成２２年度の長良川河口堰のフォローアップ委員会の審議結果におきま

して、「堰稼働以前と比べ一方的に悪化しているとの傾向は見られない」との

報告も頂いています。  しかし、先程の研司議員の調査の結果を見せて頂

いた中で、底生生物（シジミ）が確認できる様な状態ではない、とのことが

よく分かります。  モニタリング部会の毎年の調査の推移について、見極

めて参りたいと考えていますと共に、先程、研司議員が見せられたような状

況についての説明をこれからも水資源機構また国土交通省へ求めて参りたい

と考えています。  長良川河口堰におきましては、今後も更なる弾力的な

運用におけるフラッシュ操作を実施し、河川の環境保全に資するよう河口堰

の適切な管理・運用を水資源機構に申し入れたいと考えています。 
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上→河口堰上流に放流されるヤマトシジミ 

中→放流するため堰上流に向かう漁船団 

下→河口堰上流で移動放流する漁師  

            写真撮影：伊藤研司 

＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 我々の調査でも、溶存酸

素量は８~１０ｐｐｍあっ

たりしているのです。 

国交省さんの調査でも８~

１０ｐｐｍあるのです。夏

の時、最低でも６ｐｐｍぐ

らいはあるのです。 

 しじみが死ぬのは、２ｐ

ｐｍ以下ですから、だから、

どうしてか？！ということ

を私は申し上げているので

す。そのための調査をやっ

て欲しいと申し上げている

のですが、それだけはお願

いするのですが、是非して

欲しい。 

   ⇩ 

＜市長公室長・再答弁の主旨＞ 

 長良川河口堰はご承知のように、フラッシュ操作を現在相当数行っていま

す。その中で、溶存酸素量の低下を起こさないようフラッシュ操作を行って

いると聞いています。 

 それを行ったとしても、やはりその様な状況であると言うことで、非常に

危惧されているとおっしゃっておられます。 

 先程も申しあげましたが、現状についての説明については、水資源機構や

国土交通省に意見を求めたいと考えています。 

 

 

      

        学校建設問題を含め 
＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 旧多度町において「多度町内小学校統廃合答申」が出されるまでの経緯に
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換地もされていないのに、８億円 

近いお金（税金）が支払われている。 

小学校建設計画は現時点ではない。 

ついては、第一回が２００３年（平成１５

年）８月５日開催、答申が決定されたのは

平成１６年１１月５日ですから、わずか一

年半チョットで答申が決定されているの

です。  

 そのスピードにもビックリするのです

が、内容には更にビックリします。多度町

検討委員会の資料が４９ページ。視察先の

青山町提出の資料（青山町から統廃合の経

緯について出された資料）が５５ページ。

答申案から答申までが中身の文章を含め１５ページと議事録を含めわずか１

１９ページなのです。 

 そしてその内容は→「町内５つの小学校を１校に統合し、１学級３０人で

１２学級から１８学級規模の新設校とするのが最適である。」と最初から結論

ありきの検討委員会であったのでは⋯？！と、思わざるを得ないのです。 

 旧多度町時代の「学校統合問題検討会」での「答申」は、現在でも生きて

いるのか？ 

                ⇩ 

＜教育部長・答弁の主旨＞ 

 教育委員会といたしましては、合併後、平成１８年度に答申の具現化につ

いて検討を重ねた結果、その結果、１校に統合することは困難であるとの結

論に至りました。 

 その後、ご承知のおとり、平成２２年度には多度地区の小学校における再

編の第一段階として、多度西小学校と多度南小学校の２校の統合を決定し、

平成２３年４月には多度青葉小学校として開校したところです。 

 この答申については以上の議論を重ね、「一校統合はその段階で困難であ

る」との結論に至たりました。 

★ 小山区画整理事業の『土地問題』に関しましては、「入居人口数？」「換地
の問題」「換地されていない土地に税金を投入するのは、合法なのか？」に

ついて副市長に質問しましたが、これまでと全く同じ内容で進展がなかっ

たのと、紙面数の関係で記載できませんでした。 

★ 旧・多度町時代、学校用地として購入しましたが、現時点では建設計画は
全くありません。それでもお金は支払い続けているのです。 
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       要領との正当性について⋯？！ 

  突如！追加された３５億円の新たなお金の必要性は⋯？！ 

＜伊藤研司発言の主旨＞ 

 市長は、医療センター整備事業として、「良い病院を建設するために」新た

に３５億円もの予算を必要とするとの記者会見をされ報道されました。 

 良い病院の建設を望んでいるのは、市長だけでなく、全ての市民の方々が

⋯さらには、ここいる３０名の議員の全てが、良い病院を建設して欲しいと

願っているハズです。 

 しかし、法律、条例、要綱・要領に基づいて行うことが大原則であること

は、言うこともないことです。 

「桑名市建設工事設計変更等取り扱い要領」の第４条 「設計変更の適用基

準」に適合しているのか？ 

                ⇩ 

＜総務部長・答弁の主旨＞ 

  同要領の適応範囲は、同第 2 条 適用範囲に示す通り 桑名市契約規則

の規定に基づき、契約が締結されている桑名市が発注する建設工事等を対象

とする、と謳われていることから、本件のように、予算案が審議されている

段階の案件には適用されないものと考えます。 

 なお当該工事の設計業務委託契約の締結がなされ、この設計委託業務にか

かる変更委託金額が３０％を超える場合は、原則、本要領を適用すると思わ

れます。 

 

＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 法律論からすれば、そうかも知れません⋯？！しかし、市民感情からする

と全く納得出来ない論理なのです。例えば⋯、 

 自宅を設計事業者に設計費は８万円、建設費は５３０万円で建設してくれ

るように、数社の業者にお願い。 

 その内のＡ社を除いて他の業者は、「そんな安い金額では建てることが出来

ない」と拒否したので、Ａ社にお願いした。 

 しかし、建設を始めたら、設計事業者から、「後、設計費は１３万円、工事

費は３５０万円出さないと建たない」と言って来たら、施主は「５３０万円
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で契約した。その金額で建設してくれ！！」とカンカンに怒るハズです。 

それと同じこととではないのでしょうか⋯？！ 

 そうと思うか？ 思わないか？ 「イエス」×「ノー」で答弁して下さい。 

                ⇩ 

＜総務部長・再答弁の主旨＞ 

 病院の関係についての見直しにつきましては、全員協議会でもご説明させ

ていただいている通りですので、この点につきましてはご了承頂きたいと思

っています。 

 

＜伊藤研司・再発現の主旨＞ 

 市長さんのキャッチフレーズ「子ども達にツケを回さない」と言われてい

るのですから、率直な市民感情からすると⋯、後世に悔いを残さないために

も、もう一度、入札（プロパーザル）を行うべき！と考えます。   

★「３５億円ものお金が、予算案が審議されている段階であれば、適用され

ない」とは、どう考えても納得出来ない答弁内容です。 

★ 全員協議会での説明は、理解出来ていませんので、後日また説明を受けま
す。何名の議員さんが、理解されたのかなあ~？！と思っています。 

 

 

     公立幼稚園の統廃合に反対の立場から 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 私立幼稚園は、それぞれの園の

「建学の精神」に基づいて運営さ

れています。 

 公立幼稚園は、地域の小学校と

の連携の中で、また、遊びの中で、自然と触れ合う教育や一人一人の人格を

大切にした教育実践を行っている、ことと思っています。 

 私は、公立幼稚園と私立幼稚園が、これまで通りお互いに切磋琢磨して運

営していくのがベストであるとの認識です。 

 私は、改めて「桑名市就学前施設再編検討委員会」の議事録を読み直しま

した。 

 しかし、第三回、第十五回の発言・議事録に代表されるように、教育内容・
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園児の教育についてより、お金に関する話題が多いように思えています。 

 第８回 検討委員会（私学の方が退席された時）の中での発言⋯私学の幼

稚園の委員の方からの発言と思われるのですが⋯、「⋯各小学校に幼稚園がく

っついているという極めて、前近代的なシステムが足を引っ張っています。

⋯」との発言があります。   

 教育委員会とすると、「足を引っ張っている」とは、「何の足を引っ張って

いる」と思われるのか⋯？！ 

 小学校と併設されている現在の制度：桑名市教育委員会として、この発言

内容にどの様に考えておられるのか⋯？！ 

                ⇩ 

＜教育部長・答弁の主旨＞ 

 第８回検討委員会議事録の中の「⋯⋯各小学

校に幼稚園がくっついているという極めて、前

近代的なシステムが足をひっぱっています。」

という委員さんのご発言の中で、「何の足をひ

っぱっていると思うのか？ 本当にそうなの

か？」でございますが、この点につきましては、

発言者の方の真意は分かりかねるところではありますが、私ども教育委員会

といたしましては、公立幼稚園の園児数減少は、午後２時までという保育時

間が、保護者のニーズに合わなくなってきたことが主な原因と捉えており、

幼稚園が小学校に併設していることが影響しているとは考えていません。 

 このことから、今回、再編を機に、午後２時から４時までの預かり保育を

実施することと致しました。 

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 私立の保育園の委員と思われる方からは、「⋯私の保育園では、体を鍛える

ということを徹底してやっている。公立幼稚園を見に行くと、子どもは外に

出て遊んでいない。このような基本的なことが出来ていない。 

 私立幼稚園、保育園に勝てるだけの力をつけて、お互いが切磋琢磨してい

くことが良いと思う。 

 その上で、私立幼稚園や保育園の園児が減ってもそれは仕方がない。 

公立幼稚園は、統合をしなければ仕方がないのではと私は思う。」との発言が

ありました。 
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 本当に公立幼稚園では、外での遊び・活動・教育活動は行っていないのか？ 

                ⇩ 

＜教育部長・答弁の主旨＞ 

 公立幼稚園の特徴として、「自ら進んで行う活動を大切にしています。」と

いう部分が、公立幼稚園の一番の特徴であると考えています。 

 このようなことから、公立幼稚園では「遊びは学び」と捉え、遊びを大切

にした教育を行っています。 

 「遊び」は、保育室の中だけでなく、様々な場所で展開されていますので、

当然のことながら、公立幼稚園では外で遊んでいないということは全くあり

ません。 

 特に、地域の中に、安全、安心な遊び場所が少なくなってきているという、

社会的な背景も踏まえ、天気の良い日には、教師が率先して園庭に出て遊び、

子ども達の運動への興味を促しています。 

 

＜伊藤研司・再発発言の主旨＞ 

 学校（幼稚園）統廃合を推進する側の人たちの論理は、「人数」「経済性」

のことを言われます。 

 しかし、人数が少なかったら本当に教育内容や人間教育にマイナスなのか

（それともプラス）⋯？！誰も分からないのです。 

 「人数」「経済性」だけを優先しての統廃合は避けて欲しい⋯！ 

 

     会派・希望議員の質問と答弁↓ 

※ 格差社会が広がって行くこれからの時代、特に母子世帯の子育て支援施策 
 が、桑名市にとっても重要な課題になってくる、と考えられます！ 

【質問】従来、教育委員会事務局は、教育長と教育部長の２人体制であった。 

今議会で教育長人事案件が提案されるようだが、そうなると、「教育長・教育部

長・理事」の３名体制になり、新たに予算（税金）が年額１千万円近く余分に

必要になる。 

 ３名体制（教育長・教育部長・理事）にしたのは何のためか⋯？！ 

【市長答弁】理事は、教育委員会の事務をさせるために置く。 

【質問】多度の健康増進施設（通称・多度温泉）の今後の方針について？ 

【答弁】市役所内で、ワーキングチームを作って、今後検討していく。 
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実父→６１  実父以外の父→２５  実母親→１５２ 

 

 

議案第６５号 子どもの笑顔を守るまち 桑名  

本議会で「子どもを虐待から守る都市宣言の制定」に賛成討論（発言） 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

       児童虐待 及び 通報件数     延べ件数 

 

 

 

     Ｈ２４年度 主たる虐待数・者↓ 

 

 虐待の多くに関しては、「虐待」を「しつけ」と誤った認識をされている親

御さんもおられ、また、虐待が行われていることは、２００４年の例からも

ご近所の方々も「何となく⋯」認識されていることが多いようです。 

 児童虐待は、誰もが起こす可能性がある事案⋯、地域の方々を含め、回り

の方々の少しの理解があれば、防ぐことが出来る事案ではないでしょうか。 

  

 お腹を痛めて自らが生んだ子どもを虐待せざるを得ない

悲劇、最も愛されるハズの母親・父親から虐待を受けるほど、

惨めで悲惨で人格を否定される出来事はありません。 

 

 「こどもの笑顔を守るまち」の通り、この宣言を行うことにより、日本中

に「こどもの笑顔を守り、安心して子育てができる桑名市」のために、市民・

行政・議員そして市長が一丸となり、住みよい都市を築きあげていることに

努力している桑名市として発信しようではありませんか！ 

  

 前市長も、三重県子ども虐待防止

啓発月間で「未来を担う子ども達は、

家族の宝であるとともに、地域や社

会の宝です。全ての子ども達の健や

かな心身の成長を願い、みんなの力

をあわせ子ども達を虐待から守りま

す」と発言されておられるように、

             Ｈ２２    Ｈ２３   Ｈ２４ 
虐待相談   桑名市   ５３４    ８９７  １.０５６ 
通報（桑名市分）県児相    ３１     ２５    ２６ 
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長年の懸案事項であります。 

 市民の方々のご理解、認識をして頂くために「都市宣言」の早急な制定を

望むものです。 以上、私が本議会で賛成の発言した内容です。 

※この「都市宣言」は、ＮＰＯ・自治会⋯等々多くの方々のご協力で上程さ 

 れ、議決されました。 

※この議案に賛成した議員数は２４名。 反対した議員数は５名。 

 

 議案第５７号 桑名市行政改革推進委員会条例に「反対」 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

『制定のあらまし』として、「社会経済情勢の変化に対応した適正で効率的な

市政を実現するための機関として桑名市行政改革推進委員会を設置するため、

条例を制定する」とあります。 

 

 現市長は、市議会議員時代の発言の中で、当時、当局から職員１２７名の

削減目標が示されたことに対し、「⋯納税者からの観点から見れば、この目標

値は明らかに低すぎる。他の自治体では、もっと少ない職員で行っている⋯。

政策部門以外はアウトソーシングする。現在の職員数の６割で可能⋯」との

発言や、市長公室長も本議会の答弁で「アウトソーシングを推進する」との

発言をされています。 

 以上のように、市長をはじめ市当局がいう所の「行政改革」とは、「合理化」

を示しているのではないか⋯！と思えるのであります。 

 

 私は、何十年も前から、「行政改革」と「合理化」は全く別の政策であるこ

とを本議会の席でも発言しています。 

 市民ニーズが多様化・複雑化している現在⋯、さらに、より多様化・複雑

化することが明らかな未来社会にとっては、市民の方々のニーズに応えるた

めには、骨太の所は行政が、現場はＮＰＯ等の市民団体等と、お互いに連携

して行って行かねばならないとの考えです。 

 以上の観点から「桑名市行政改革推進委員会条例の制定について」の議案

に反対いたします。 

※「桑名市行政改革推進委員会条例の制定について」反対した議員は私を含

め６名、賛成した議員は２２名でした。 


