
 
1 

 

       発行：桑名市議会 会派：希望 第8６号-９０（2013 年秋）  
    住所：桑名市中央町 2-37  桑名市役所内 会派：希望 

 

 

  平群神社~桑名西高校に位置する雑木林の木々 

             

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 平群神社一帯では、雑木林が孟

宗竹に取って代わられてしまって

いる。 

桑名西高校北に位置する小高い丘

の一帯の杉・檜を除くブナ科？・

ナラ科？の木々が枯れ始めている。 

松枯れのようになるのでは⋯？！

と、心配される。 

〔松枯れ：松食い虫〕→マツノザ

イセンチュウは、マツノマダラカ

ミキリの成虫によって枯れた松か

ら生育している松に運ばれ、枯ら

してしまう。 

 町屋川河口部は、３０数種類も

の生きものが生息する貴重な地域。 

くわなのいきもの→《平成２０年度より市内に生息するために始められた。

自然環境保護委員の先生方によって調査され作られた冊子は貴重》 

 員弁・町屋川は、桑名市民に「命の水」を提供してくれる川。正に、桑名

市民にとっては「命の川」です。 

 川の流域の植物⋯特に「ブナ科？ナラ科？」の植物に異変が起こっていま

す。 

 町屋川流域の自然の生態系を保護するための施策についての考えは⋯？！ 
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 ＜経済環境部長・答弁の主旨＞ ⇩ 

⋯（略）⋯。最近では、雑木林の

利用や管理がされなくなり、竹が

雑木林を浸食するに任せているの

が現状ではないかと懸念をされて

いるところです。 

 

 そこで、員弁・町屋川流域を含

めた地域の自然環境保全施策でご

ざいますが、桑名市では、平成２

０年度より市内に生息する生きも

のたちを把握するため、自然環境

保護推進員の先生方による現地調

査をお願いしておりまして、今年

の３月には、その調査結果を紹介する冊子である「くわなの生きもの」を発

行させていただいております。 

 

 自然環境保全に対する理解を深めていただけるよう、啓発の一つの取り組

みとして、この冊子を市内の幼稚園、小中学校をはじめ、市内関係機関へ配

布しているところでございます。 

 冊子の内容をご紹介させて頂きますと、動植物のみならず、「いのちのつな

がり」や「生物多様性の危機」「外来種」などのことについても分かりやすく

解説頂いています。 

 

＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 この冊子は、「植物・昆虫・地質

学⋯」等において、東海を代表す

る先生方によって調査・研究され、

しかも写真も多く分かりやすく解

説されています。 

 是非、個人でも買って見ること

が出来るように、書店等での販売

も行って頂きたい。 
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＜経済環境部長・答弁主旨＞ 

 市民の方からは、評価の

声を頂いているところです

が、研司議員のご指摘のと

おり、今後、増刷の際か、

又は更なる調査の集積を図

り、内容の見直しなどの機

会がございました時には、

販売も含め、検討したえまいりたいと考えています。 

 

 

 

   《市長選挙と参議院選挙における言動について。》 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 市長・伊藤なるたか氏は市長選挙前後

は、嘉田滋賀県知事知事⋯嘉田知事は「も

ったいない」を合い言葉に、「新幹線駅、

産廃施設、ダム建設」の政策見直しを進

められ、脱原発を訴えておられました。  

伊藤なるたか市長は嘉田氏が主催する塾

生でもありました。 

 そして、市長は市長選挙前後には、 

その嘉田氏と一緒に撮った写真をツイッターで配信されていました。 

 しかし、参議院選挙におきましては、市長は嘉田氏の政治理念・言動とは

１８０度異なる候補：自民党公認候補の吉川氏を応援されていました。 

 吉川氏所属の自民党は、原発推進、憲法改悪、国防軍（軍法会議）創設⋯

等々、基本的施策で、嘉田氏の施策とは１８０度異なっている自民党公認候

補でした。 

「嘉田氏」×「吉川氏」は、政治の基本的思想→原発、憲法、公共事業⋯観

が１８０度異なる方々であります。 

 私は、市長が自民党候補を応援されたことに対してお聞きしているのでは

なく、参議院選挙では、市長選挙時と基本的政策が全く異なる候補を応援さ

れたことに対し、質問しているのです。 

 選挙カーの上で握手する市長と吉川氏 
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＜桑名市長・答弁の主旨＞ ⇩ 

 ⋯⋯（略）⋯。 私としましては、思想的にかたよったものでなく、そこ

から学んだことを基礎として、個々の政策に対し是々非々で考えられる力を

身に付けるものと考えており、嘉田知事の公約や政治的な理念に捉われるも

のではないと考えております。⋯（略）⋯。  

 研司議員からはこの夏の参議院選挙の際に、特定の候補を応援していたの

ではないか？とご指摘を頂いたところですが、私といたしましては、特定の

政党の候補を支持するということではなく、市長として、三重県から立候補

した何人かの方とお会いしたいということでありましたので、ご理解を賜り

たいと存じます。 

  

  

 キーワードは、「壬申の乱」「天王平」「百済・高句麗」 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

「壬申の乱」を調べて行きますと、「天津

彦根命：あまつひこねのみこと」を祀る

「多度大社」や多度神社の別宮で「天目

一箇命：あめのまひとつのみこと」を祀

る「一目連神社」は刀や斧などを作った

神様として伝えられており、このことか

ら鉄工・鋳物等をはじめとする日本金属工業の守護神として崇められていま

す。 

 当時「鉄を手に入れる者は、国を手にする」と言われ程、鉄は権力を掌握

するためには重要なものだった、ということが分かってきます。 

  
額田廃寺（浄蓮寺跡）の発掘記事には＜児玉道明先生の言葉と思いますが＞ 
「額田廃寺は壬申の乱に大海人皇子が、味方した伊勢国・美濃国の豪族に功
績として許可した氏寺と言われている。」 
「法隆寺式伽藍配置の講堂 金堂 塔 の遺構 白鳳期の軒先丸瓦等を出
土」とあります。専仏、軒先丸瓦が現在桑名市博物館に展示してあります。 
＊桑名市博物館紀要 第１号は、額田廃寺調査報告書です。↑ 
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「天王平遺跡発掘調査報告１」三重県教育委員会  1982 年Ｐ2↓ 
「…天王平の名の由来は、壬申の乱に際して大海人皇子の遷幸にちなむと伝
えられている。個々の伝承の真偽はともかく、この地域が古代交通の要路に
当たっていたことは現在地図を展げて見るだけでも想像に難くない」 
 
  壬申の乱の資料から桑名郡家の位置を考えますと、 

“日本書紀に「是の日に、天皇、
桑名郡家に宿りたまふ、則ち停り
て進でまさず。…即日に、天皇、
皇后を留めたまひて、不破に入り
たまふ。……………伊勢の桑名に
宿りたまふ」”とあるように、鵜野
讃良皇女（うののさららのみこ）
（後の持統天皇）・草壁皇子・忍
壁皇子（おさかべ）ら親子が、672 年

６月 27日～９月８日まで桑名に滞在されたことが記載されています。 
 一ヶ月以上もの間、桑名の何処に滞在されたのか？が以上の資料（地理的）、
また、大海人皇子は海部あま族から絶対的な信頼を得ていた事から判断すると、
南小山廃寺～天王平～北小山廃寺一帯と考えるに至りました。 
  
  黒岩重吾氏の「天の川の太陽」には 
「紀臣阿閉麻呂きのおみあへまろは二千の兵を率いて桑名に布陣し、野上に於ける大
海人皇子の命令を東海将軍達に伝える。」 
と記載されています。 
 当時の桑名の人口は５千～６千名と推測される時代、桑名郡家に２千名も
の軍が布陣できる場を捜していました。 
それが可能なのは、「天王平一帯」なのではないか…？！と明治24年の地図、
これまでに発掘された資料（土馬、須恵器（すえき）…等や地理的に判断し
ました。…（略）…。 
 さらに、百済・新羅・高句麗との関係が深いことが分かって来ました。 
663 年白村江はくすえのえ・はくそんこうの戦い以後、百済・新羅・高句麗から何千・何万

という人々が倭の国に来られ、その多くの方々が軍事・技術者であり、その

後、あらゆる分野で活躍していることが多くの書物から分かって来ました。 
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 黒岩重吾先生が高く評価しておられる三浦 昇氏 実業之日本社（有楽選書）
「敵あた見たる虎か吼ほゆると 2部」のＰ72日本書紀推古16年（608 年）の条には、 
 「敵かー」と一瞬緊張したかもしれない。しかし、この集団は昨夕、大津を
脱出した高市皇子（たけちのみこ）の一行であった。彼らは、夜の道６０キロを走っ

て朝早く積植（つむえ）に着いて大海人皇子を待っていた。高市皇子に従う

民直大火（たみのあたいおおひ）以下７名と、彼らがほとんど朝鮮系渡来氏

族であった。 

                                
論苑考古学 天山舎 八賀先生著ｐ５２４~５２５ 

『⋯大海人皇子は桑名郡家まで進み、以後、全軍の統率にあたることになる。

⋯。すでに大海人皇子の手中に入った不破道を越えて、さらに美濃に入らん

と布陣する近江方（大友の皇子）の美濃への固執の背景は何によるものであ

ろうか？ 

 その背景の一つには、湯沐邑（とうもくゆう・ゆのむら）のあった安八郡

内および周辺に、金生山（きんしょうざん）より産する鉄と、生産保管され

た武器庫が存在していたと考えることができないであろうか。 

 当時の大和朝廷では周知されていた美濃西部地域の武器生産の争奪を巡る

攻防が、不破道を塞ぐ最初の行動であったと考えられる。 

 大海人皇子方がきわめて素早く、この武器を掌握したことが勝敗を大きく

左右したし、大海人皇子方に加わった東海・東山の軍勢に対し、豊富な武器

の供給を容易にしたものであろう。』 

  

金生山→伊吹山山地の南東端に位置する標高２１７Ｍの山。大垣市赤坂町。 

         《伊藤研司の説》↓ 

 桑名郡家は天王平付近であり、鵜野讃良皇女（うののさららのみこ）（後の

持統天皇）・草壁皇子・忍壁皇子（おさかべ）ら親子が、672 年６月 27 日～９月８
日まで桑名に滞在されたと推測されるのであります。 

※鵜野讃良皇女（う

ののさららのみこ）

は、か弱き女性と思

っている人もおら

れるようですが、後

には持統天皇とな
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り、実質的に大宝律令の制定・施行（文武天皇：もんむてんのうがおこなっ

たとされるが、実際には文武天皇の後見役となった持統天皇が行ったという

説が有力）。軍を率いる司令官でもあった。 

 最近では壬申の乱は、鵜野讃良皇女が仕組んだとの説が浮上してきている。 

 持統天皇の言動→ 飛鳥浄御原令（あすかきよみはらりょう）の制定（我

が国最初の体系的な律令法） 

（例）身分の整頓を試み、百姓と奴碑（ぬひ）に指定の色の衣服の着用を命じた。 

 戦略家であり軍を指揮した鵜野讃美皇女であるならば、当然、戦略的・軍

事的にも当然、地形的に有利な場所であり、鉄器を手に入れ易い土地を選ん

だハズです。⋯（略）⋯。 

              ⇩ 

＜経済環境部長・答弁の主旨＞ 

 ⋯（略）⋯。 この天王平一帯には、東西５５０メートル、南北１.０００

メートルにわたる多度地域最大の「天王平遺跡」があり、土馬（どば）や須

恵器（すえき）や土師器（はじき）などが発掘されています。 

 また、その周辺の遺跡では、白鳳期の寺院跡があり、礎石や鴟尾（しび）、

古代瓦などが発見されています。 

 このように当時、大勢が留まれるような地形であることや、「天王平」とい

う地名、漢字をみましても、天皇・朝廷との関連性を連想させ、桑名郡家が

この地にあったのではないかなど、古代への歴史が掻き立てられるものでご

ざいます。⋯（略）⋯。 

 また、古代朝鮮半島の「百済：くだら」「高句麗：こうくり」「新羅：しら

ぎ」の朝鮮三国時代における、「白村江：はくすえのえ」の戦いに「倭国：わ

こく」・百済連合が負けたことにより、百済の王族・貴族が倭国、すなわち日

本に渡来・亡命し、それらの人々が、その後の仏像建立や日本文化に多大な

影響を及ぼしたということでございます。 

 また、この敗戦後、「日本」という呼称を使うようになったとされています。 

 このように、朝鮮半島からは、古来より様々な文化・技術が人々とともに

日本にもたらされており、人的交流も盛んに行われてきたという歴史がござ

います。 

 これら、議員が述べられた故事にまつわる古代ロマン、韓国を始めとする

東アジアとの交流について、多度、ひいては桑名市のまちづくりに活かして

いく方策を検討してまいりたいと考えています。 



 

8 

 

 

＜伊藤研司発言の主旨＞ 

第１９条〔思想及び良心の自由〕思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

第２１条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕①集会・結社及び言論、出版その

他一切の表現の自由は、これを保障する。②検閲は、これをしてはならない。通信の

秘密は、これを侵してはならない。 

第２３条〔学問の自由〕学問の自由は、これを保障する。 

 桑名市教育委員会での取り上げ方が、ある意味「意図的？！」に取り上げ

られている。 一部の悲惨な面のみを資料として配付し、議論をお願いして

いる⋯のではないか⋯？！と思ったからです。 

 確かに、悲惨で残酷な描写もあります、しかし、全巻通して読めば⋯。 

『⋯実は、「はだしのゲン」の一番のテーマは、踏まれても踏まれてもまっす

ぐ伸びていく「麦」です。そんな成長物語の背景に戦争と原爆がある。 

 たたかれたり、いじめられたりしても、精一杯生きていれば良いことがあ

るという主人がゲンに託したメッセージは、今の子ども達の心に響くものが

あると信じています。⋯』と、中沢啓治氏の妻のサヨさんが新聞のインタビ

ューに対するコメントで答えられています。私自身も同じ思いです⋯！ 

 

＜教育長・答弁の主旨＞   ⇩ 

 先般の教育委員会でも、皆さんが結論を得たのは、閉架措置を取らずに学

習指導要領に基づき、戦時下の国民の生活などを通して、世界平和の大切さ

を考えること、世界平和の実現に資する子ども達を育てることが重要だと考

えています。 
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＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

「嫡出子：ちゃくしゅつし」と「非嫡出子」との間で

遺産相続を巡る裁判で「出生に選択の余地のない子ど

もに、不利益を及ぼすことは許されない」と、法の下

では、子どもの平等の観点から現在の民法における相

続差別に対し、最高裁大法廷は「憲法１４条が保障す

る法の下の平等に反する」として、規定を違憲とする決定をしましました。 

 画期的な判決です。 

 私自身も、親の所得によって学歴・ 

職業・健康差別があってはならな 

い！と考え質問します。 

母子世帯の平均収入は 

 就労収入→１８１万円  

 その他の収入（生活保護法に基づく給付、児童手当等の社会保障給付金、 

 別れた配偶者からの養育費、親からの仕送り⋯等々）→４２万円 

１８１万円＋４２万円＝２２３万円 

 

母子世帯の年間収入の構成割合は↓（単位は万円）（１.418 世帯調査から） 

総数  100 未満 100~200   200~300   300~400   400 以上 

1,418    153        374        382        218        291 

(100)    10.8 ％    26.4 ％     26.9 ％    15.4％     20.5％ 

☆ 以上の数字は、Ｈ２３年度 全国母子世帯等調査結果から↑ 

「低所得家庭の子、入院１.３倍」 朝日新聞２０１３年８月２３日↓ 

 所得が低い家庭の子どもは、中・高所得の家庭の子どもより、健康を害し

て入院する確立が最大で１.３倍となることが、国立社会保障・人口問題研究

所の分析でわかった。 

 阿部彩・社会保障応用分析研究部長は「所得によって子どもの健康に格差

が生じていることが裏付けられた」と話す。 

 桑名市当局の考えと、取り組みについて答弁願います。 

＜保健福祉部長・答弁全文掲載＞ 
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 桑名市の助成制度としましては、国の児童扶養手当制度によりまして、児

童を扶養している父母等へ、所得制限や一定の条件はありますが、児童一人

の場合、月額９.７８０円から４１.４３０円の間で手当の支給が行われ、２人

目は５.０００円、３人目からは３.０００円が加算され、受給者数は年々増加

傾向にあります。 また、医療費の自己負担分を助成する一人親家庭等医療

費助成制度を行っています。 

 

 次に自立支援制度を致しましては、平成１９年度から、看護師、介護福祉

士、保育士、理学療法士などの資格取得のため、養成機関で２年以上修業さ

れる方に、生活費の負担軽減を図ることを目的とした給付を行うとともに、

養成課程の終了時には終了一時金の支給を行っています。 

 本制度を２４年度には５名の方が利用しており、今年度も継続して３名の

方が看護師、１名の方が保育士の資格取得に取り組んでみえます。 

 また、介護、パソコン、簿記などの指定講座を受講される方には受講料の

一部に給付を行っています。 

  

 次に生活支援といたしましては、日常生活支援事業として、事前に登録さ

れた方を対象に、一時的な生活援助や保育等のサービスが必要な場合に、家

庭生活支援員を派遣し、日常生活の支援を行っています。 

 また、福祉資金貸し付け制度、ファミリーサポートセンター事業、放課後

児童対策事業などにより、生活の安定や就労中の保護者を支援する制度を行

っています。 

 

 その他、母子の自立の促進とその生活を支援するための、母子の入所施設

である母子生活支援施設では、生活困窮の経済的理由の方、住む所がない方、

夫からのＤＶにより避難された方など、様々な方が生活されておられ、自立

に向けての支援を行っています。 

 最近では、女性相談員による相談の件数が増加しており、夫の暴力、家庭

関係、経済問題、離婚問題など様々な相談内容が寄せられています。 

 相談されるかたの中には、経済的基盤が弱く離婚をためなわれる方もおみ

えになり、一人親になった時の支援に関しての相談も寄せられています。 

 一人親家庭に対する支援と致しましては、主に以上のような事業を行っています。 


