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《伊藤研司・発言の主旨》 

 ⋯⋯（略）⋯⋯。教育基本法の前文には、「我々

日本国民は、たゆまぬ努力によって民主的で文

化的な国家を更に発展させるとともに、世界の

平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う

ものである。 

 我々は、この理想を実現するため、個人の尊

厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神

を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期すとともに、伝統を

継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 

 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く

教育の基本を確立し、その振興を図るためこの法律を制定する」とあります。 

     《公表することによって発生する問題点》↓ 

 テストの成績の低い子（特に発達障害のある子）は、学校を休まされる。 

例→東京都足立区の区立小学校では２００６年度の区の学力テストにおいて、

情緒障害のある児童３人の採点を外したことが発覚。 

 これを受け、足立区教育委員会では、２００７年１０月、学力テストの成

績を学校ごとに順位をつけ公表することや成績の伸び率を学校予算の基準と

しないことを決めた。 

 もちろん学力は優れた方が良いには

決まっていますが、学力は何十、何百

もある人間の能力・価値基準の一つに

過ぎないとの認識です。 

 義務教育は、「学力を学ぶ場であると

同時に、友だちや教師との触れ合いを

通し、豊かな人間性（他人の傷み、喜びを

共有できる気持ち）の創造を学ぶ場でもある」と伊藤研司は強く思っています。
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《教育長・答弁の主旨》 

 平成１９年度からは

じまった全国学力・学

習状況調査でございま

すが、その実施要領は

調査結果の取り扱いに

関して、「序列化や過度

の競争が生じないようにするなど、教育上の効果や影響等に十分配慮するこ

とが重要である」となっていることから、教育委員会では学校名や数値の公

表は行っていません。⋯（略）⋯。 

 教育委員会と致しましては、同実施要領の配慮事項に挙げられている「こ

の学力調査が、全ての学力の結果を表しているものではない」ということを

踏まえ、結果数値のみが一人歩きし、序列化や過度の競争が生じることのな

いように、各学校での授業改善や教育施策に反映し、人格の形成や「あと伸

び」する力を付けて行きたい、と考えています。 

 

 

 

          歩道橋対策 

《伊藤研司・発言の主旨》 

 益世学区・益生駅の歩道橋があり

ます。この歩道橋の手すりは高さが

１メートルに対し、大山田地区に新

しくできた歩道橋は１メートル１０

センチ。さらに、益生駅の歩道橋は

近鉄・ＪＲをまたいでいるので、非

常に高く高所恐怖症の人では、少々、怖さを感じることもあります。 

 また、階段は鉄板が鋭角になっていて、雨・雪の日に万が一、滑った時に

は後頭部を打ち付けることも心配されます。また風が強い日には、児童が傘

を差して歩くと傘を飛ばされた時には非常に危険です。 

 フードも含めて何とか安全対策を実施して欲しい、と要望しています。 

 通学路の安全対についてどの様に考えられておられるのか、質問します。 

益世小学校：益生駅に架かる「歩道橋」を始

め、市内：学校の危険箇所について質問。 
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《都市整備部長答弁の主旨》 

 ご指摘の近鉄・ＪＲをまたぐ益生駅まえの横断歩道橋につきましても、線

路西側の南北で線路をまたぐ三重県管理部分と一体となった構造であること

から、両者で連携して安全対策を進めております 

 しかし、施設の構造に鋭角な部分があるのは、歩行者にとって危険なので

はないか？！とのご指摘につきましては、材料・施工方法などを検討して安

全対策を行う予定です。 

 転落防止対策につきましても、軌道上であることから、鉄道事業者との協

議・調整を行い、方針を検討して参りたいと考えます。 

 今年度より、道路ストック対策として、市内全域の横断歩道橋の状況調査

を行う予定であり、この調査結果などに基づき、順次、補修を行いたいと考

えています。 

 

 

 

        メニューの在り方 

《伊藤研司・発言の主旨》 

 和食がユネスコの「無形文化遺産」に

登録されました。 

喜ぶべきことではありますが、登録に向

けた背景には、京都の料理人の方々（日

本料理アカデミーの方々）が、「近年の和

食文化離れを食い止めよう」との思いが

あったのではないか⋯？！との報道もあ

ります。⋯（略）⋯。 

 

 江戸時代の言い伝えからもそうですが、現在の調査でも我々の味覚文化も

１５歳までの食事で、《人間の味覚（甘味、塩味、旨味、酸味、苦味）の発達

は、１０~１５歳までで終わる》基本が決まるとも言われています。 

 

 私は、学校給食のメニューを見ましたが、名前的にはいいのですが⋯？！ 

日本食（和食）のメニューが乏しいのでは⋯？！との思いです。 

担当所管から内容を聞いて、調理をされ

る方々の大変さが理解できました。 
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 １０月と１１月分の「学校給食献立表」を見

せて頂きました。 

食品名として、赤は体をつくる、黄は燃えて熱

や力を出す、緑は体の調子を整えるとあり、エ

ネルギーやタンパク質の量までキチンと毎日の

献立表に明記されていて、それを基に調理され

る現場の方々のご苦労が伝わってきます。 

 その中で、気になった点が一つあります。 

 それは、原材料が殆ど加工されていて、原材料そのままの姿⋯例えば、秋

でしたら、我が国を代表する「秋刀魚と大根下ろし」のような献立がないこ

とです。 

 《さんま》→脂肪酸が多く含まれている。脂肪酸は、心筋梗塞を予防、脳

神経細胞を活発化させ、ボケ予防。 

 《大根おろし》→ジアスターゼ（でんぷん消化酵素）、ベルオキシターゼ（酸

化酵素）、食物繊維、ビタミンＣ⋯多く含まれている。 

               ⇩ 

《教育部長・答弁の主旨》 

⋯（略）⋯。和食には栄養のバランスを取り易い、季節の食材を取り入れ易

く、地産地消にもつながるなど、多くの利点があります。 

 一方、学校給食は、栄養バランスの取れた食事を提供するという観点から、

子ども達が苦手な食べ物も食べやすく調理するなど、様々な工夫をこらして

います。 

 彩りや季節感も考慮しながら、食材の持つ良さを調理していくということ

と、そして栄養のバランスを考えてこの両方のことを両立させながら、食育

につながる学校給食を今後も提供していきたいと考えています。 

☆ 以前から、「少ない人数でよくこれだけの給食が調理できる？！」と感じていまし 
 たが、今回の発言から改めて現場の方の人数が少なすぎることが分かってきました。 

 

 

 

《伊藤研司・発言の主旨》 

 桑名市は、先の戦災で下町の多くの地域が焼け野原になってしまいました。 

そのことから、下町には当時の面影が残っているところは、少なくなってい
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ますが、旧員弁街道、旧東海道、

多度街道の沿道の一部には、（江戸

時代からの建物ではないのですが

⋯）町並みが残っている場所もあ

ります。 

 私は、「古民家」＋「遺跡・遺物」

との連携を計っての「まちづくり」

を提案し、発言させて頂きます。

⋯（略）⋯。 

 旧・愛宕山城跡や桑部城跡⋯等の中世城館や平群神社にある奈良時代？と

推測される祭祀場跡から出土した須恵器・土師器⋯、さらには、北勢地方最

大で「桑名首：くわなおびと」を祀ったと言われている前方後円墳の高塚山

古墳からも円筒埴輪（えんとうはにわ）をはじめ遺物が発掘されていますが、

多くが、播磨の倉庫に眠ったままで、市民の方々の目に触れることは殆どあ

りません。 

 これらの遺物からは、当時から、外国との交流が行われていたことが、分

かってきます。 

 そのことが、アジアの平和外交にもつながるのでは⋯？！と思っています。 

具体的には、その地域地域で、古民家での遺物の展示施策を要望します。 

                ⇩ 

《都市整備部長・答弁の主旨》 

 ⋯（略）⋯歴史的町並みにつきましては、個々の民家で形成される部分が

大半であり、様々な理由から取り壊されることがあります。 

 そこで、景観計画における取り組みと致しまして、景観重点地区指定に向

けた説明、勉強会を今後、市内各所で行って参りたいと考えています。 

 これにより、地元の皆様との協働による「町並み保全」が計られることと

合わせ、桑名は歴史的にも優れたまちであり、市内各所から多くの発掘され

た遺跡・遺物などが、数多く存在しますことから、研司議員ご提案のこれら

の展示などによる情報発信拠点としても風情ある民家の利活用が出来れば

⋯？！と考えています。 
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 河床の溶存酸素と「ヤマトしじみ」の生育関係 

《伊藤研司・発言の主旨》 

 このパネルは、２０１３年

の８月３１日に実施した「長

良川の底質調査」からです。 

 河口堰を建設するにあた

って当時の建設省（現：国交

省）は、《河口堰の下流域》

は汽水域になるから「ヤマト

しじみ」は繁殖も成長もする。《河口堰の上流域》は淡水域になるから「マし

じみ」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、

と説明していました。 

 それらの説明内容を信じて、赤須賀の漁師は、河口堰の上流域が自然の畜

養場となると考えＨ７~１０年の４年間で約５百トンの「ヤマトしじみ」の

移動放流を行ったのでした。 

 しかし結果は、散々たるものでした。 

「マ・しじみもいない」「ヤマトしじみもいない」⋯理由は「貧酸素」という

ことでした。 

 しかし、我々の調査でも国交省の調査でも夏場でも最低でも溶存酸素量は

５ｐｐｍを下回ることは殆ど無かったのでした。 

 そこで今回、専門家の方の指導で、河床の溶存酸素を調査しましたら、ゼ

ロどころかマイナスで針が振り切られたのです。 

「しじみ」は、河床の中で繁殖・成長しますから、河床：砂の中の溶存酸素

がマイナスであれば、「しじみ」は繁殖も成長もできません。 

「ヤマトしじみ」を長良川で成長させるためには、河床の溶存酸素量を大凡

５ｐｐｍ以上にしなくてはなりません。その方策についてお聞きします。 

                ⇩ 

《経済産業部長・答弁の主旨》 

⋯（略）⋯。「溶存酸素」と「ヤマトしじみ」の関係について、日本のしじみ

漁業その現状と問題点の著書によると「ヤマトしじみの貧酸素に対する体勢

を調べるため、飼育実験を行った結果、水温が高い程、貧酸素体勢は弱くな

りますが、高水温の２８度でも１，５ミリグラム/リットルの溶存酸素があれ
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ば、３０日間の生存に支障がないことが記載されています。 

 以前、長良川上流の「ヤマトしじみ」の生育状況を調べるため、移動放流

を行ったことがありましたが、調査した結果、ひん死状態で見つかっており、

現在は移動放流を行っていません。 

 現在の資源調査でも、河口堰上流には、「ヤマトしじみ」はほとんどいない

と聞いています。 

 これは河川環境の変化などによって、干潟や葭原が少なくなったことが原

因と考えられます。⋯（略）⋯。 

 今後も漁業関係者や国土交通省との関係機関と協議検討し、長良川河口堰

におきましては、今後も弾力的な運用におけるフラッシュ操作を実施して頂

くように考えています。 

 

《伊藤研司・再発言の主旨》 

 漁師は４年間で約５００

トンの「ヤマトしじみ」を移

動放流したのです。 

 しかし、「それが成功しな

かった」ということです。 

その要因は何故か？ につ

いては、色々な要因がありま

すが⋯、漁師の方々は「貧酸

素、貧酸素」と言っておられ

たのです。 

 でも、我々の調査でも、国

土交通省の調査でも、水の中では「ヤマトしじみ」が最低でも生息できる溶

存酸素量、５ｐｐｍはあったのです。 

 今まで何故「ヤマトしじみ」が瀕死してしまうかがわからなかったのです。 

だから、河床（砂・土）の溶存酸素の量を、専門家の先生の協力を得て調査

したら、ゼロどころか、針がマイナスで振り切られたのです。⋯（略）⋯。 

『河口堰が完成・運用してから１０数年間はヘドロ状態。アンダーフローで

のフラッシュ操作が行われてからは「ヤマトしじみ」を含め、少しずつ自然

の生態系に良い影響が出て来ているという現実がある。』だから、フラッシュ

操作のやり方によっては、自然の生態系は回復する可能性もある⋯？！との

上→河口堰上流域に放流されるヤマトしじみ。 

中→放流を行うため、河上流に向かう漁船団。 

下→河口堰上流域で移動放流する漁師。 

           写真撮影：伊藤研司 
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認識で、今回の質問を行ったのです。⋯（略）⋯。 

 歴史的に見ても、「漁業・林業・農業」の第一次産業が衰退すれば、国自体

も衰退する歴史的経緯があるのです。 

「農業・林業・漁業」の第一次産業を大事にする。それが、国づくりの基本

と思っています。 

 

 

 

     ＮＰＯとの連携と現状 

《伊藤研司・発言の主旨》 

⋯（略）⋯。桑名市ではこの１０年間で、

乳児・児童３名の尊い生命が、虐待事件で

奪われています。⋯（略）⋯。 

 虐待を1件でも減らすために「都市宣言」

も宣言され、知って頂くためのイベントも

開催されています。⋯（略）⋯。 

 また、ＮＰＯ法人との連携、「ぽかぽか」「きらきら」での事業も順調に行

われているようです。 

               ⇩ 

《保健福祉部長・答弁の主旨》 

ＮＰＯ法人と連携した児童虐待防止のための施策として、養育者が子育て 

でのストレスから乳児の頭を揺すってしまい、脳に損傷を負わせ、重度の障

害が残ったり、死亡させてしまうという「乳幼児揺さぶり症候群」の防止が

課題とされていますが、専門に研究・実践されているＮＰＯ法人に防止のた

めの講座など様々な子育て支援講座をお願いしたり、また、出産後の「産後

うつ病」も虐待の大きなリスクと考えられていますが、それらを防止するた

めの相談事業を行ってもらうなど、いずれも虐待防止に大きな成果が上がっ

ていると考えています。 

今後は、ＮＰＯ法人の機動性、柔軟性、専門性を活かして、里親を支援す 

る事業を行政と協働で行うことも予定しています。 
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   乳幼児の事故防止のために 

《伊藤研司・発言の主旨》 

 一昨年、ＮＰＯ主催で「きらきら」で開催されました「イクメン孫育て」

に出席し、孫育ての講座を受け、終了証書も頂きました。 

 講座の中で、お祖父さん・お祖母さんから、実際に経験した「ヒヤリハッ

ト」の実例〔飼い犬に孫が噛まれた。網戸にもたれたら頭から落っこちた⋯〕

等々の話をお聞きしました。 

その時は、他人事と思って参考程度に聴いていましたが、最近、私も経験 

したことが、新聞に掲載されていました。 

〔ブラインドひもで乳児死亡〕朝日新聞１０月２１日夕刊↓ 

『⋯日本小児科学会によると、九州で昨年１１月、母親が大人用ベットに生後６ヶ月の男

児を寝かせていたところ、床に落ち、首にブラインドのひもが絡まっている状態で２時間

後に見つかった。男児は窒息死した。 

 このような事故は、２００７年~２０１３年に東京都などで４件あり、九州の死亡例１

件のほか、一時意識不明も１件あった。学会によると、米国では０６年�０９年にかけて

死亡事故は５件あったという。 

 これを受け、東京都は業界団体や子育て支援団体、有識者らと協議会を設置。事故の再

現実験や子育て家庭へのアンケートを踏まえて年度内に事故防止対策の提言をまとめる。 

 業界の新たな規格づくりや国の規制を求めることも検討する。⋯』 

以上のようにあります。 

 私自身、担当所管との議論を通じて、具体的な活動状況や保護者の方々へ

の対応などを紹介した冊子などから、具体的にキチンとした取り組みをされ

ていることを確認していることを前提に、桑名市の対応と桑名市民への周知

について、質問します。 

               ⇩ 

《保健福祉部長・答弁の主旨》 

 今年の１０月１３日付けの新聞で、「ブラインドひも」で乳幼児の死亡事件

がありましたことから、東京都は協議会を設置し、事故防止の提言をまとめ

る、という記事が掲載されていました。 

 また、この対応についてはテレビでも取り上げられており各事業所もその
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対応について検討しているところです。⋯（略）⋯。 

 保健センターによる一歳半、三歳児健診および「すくすく教室」にて、事

故防止のチラシの配布、赤ちゃん訪問の時に「子ども救急ハンドブック」の

配布、また、「乳幼児事故防止救急法」の講習会を年４回開催しています。 

 また、子育て支援センターでは、ヒヤリハット講座、保育所では「ほけん

だより」などの配布物をもとに保護者指導を行っています。 

 今後も、育児相談や離乳食教室において、月齢に応じて起こりうる事故と

その予防法をご紹介し、事故防止に努めて参ります。 

 

    

 

 私・伊藤研司は、単なるパフォーマンスではなく、報酬→歳費、政務活動

費→議員活動費への改革：地方自治法改正を国に要望する内容を訴えました。 

 現在の報酬：「７００万円」→歳費：「４０８万円」。 

 現在の「政務活動費」→「議員活動費」への改正です。 

 現在の「報酬」の位置付けは、活動費となっていますが、現実は生活費に

充当されています。また《報酬》は「活動しても、しなくても」貰えるので

す。 

 極論を言えば、３６５日、議員活動を行っても、行わなくても同じ金額の

報酬が貰える現実は、逆に不公平であるのでは⋯？！との認識です。 

「政務活動費」は地方自治体：地方議会での位置付けです。「議会活動費」と

して国会議員と同様に国での位置付けにして、本来の議員・政治活動として

使用した金額・内容を「議会広報」でお知らせし、住民監査請求の対象にし

て透明性を増すのです。 

※ 「歳費：４０８万円」の位置付けは、全国労働者の平均賃金です。 
※ 私・伊藤研司は、事務所の諸経費（家賃・光熱費⋯等）に約年７２万円、
「議会だより×年４回」で約１１０万円（その内、約５０万円は政務活動

費）は、どんな事情があっても必要な経費です。 

※〔議員団として、経費節減に対応〕→現在３０人の定数を次期選挙から 

 ２６人とする事で、４年間で、１億２.３９７万円の削減。 

※ 〔議員団として経費削減+情報の公開に対応〕→ケーブルテレビ（本議会 
 のみ中継）を廃止し、インターネット映像（本議会+各委員会も中継）に変 

 更することによって、年間、約１,７００万円の削減となります。 

 


