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        発行：桑名市議会 会派：まちづくり戦略室 
      住所：桑名市中央町 2-37  桑名市役所内 会派：まちづくり戦略室 ☎２４̶１３９１ 

 
  
  １、児童虐待事件防止のための施策・現状は？ 
＜伊藤研司・発言の主旨＞  
 約４年前まで桑名市では、数
年間に複数回の乳幼児虐待死亡
事件が発生していましたので、
何とか、虐待事件を減少させる
ために、私自身もこれまでの議会で、防止施策を訴え続けてきまし
た。 
 当局による、オレンジリボン運動や子ども虐待対応ハンドブック
の市民への配布活動、そしてＨ２５年７月２日には、子どもを虐待
から守る都市宣言として「子どもの笑顔を守るまちくわな」の条例
化を行って頂きました。 
 さらに、具体的施策として地区公民館・市民センターを活用した、
子育てキッズさらには、”ぽかぽか”での子育て支援施策を行って頂
いています。 
 そのためだけではないと思っていますが、
その後、現在に至るまでの４年間、桑名市に
おいて虐待死亡事件は起こっていません。 
  
 しかし、中日新聞６月４日の２１面【虐待
相談 過去最高】の見出しで『…児童相談所別では、北勢が前年度
比３８％増の６９１件…』との報道です。 施策及び現状は…？ 
            ⇩ 
＜保健福祉部長・答弁の主旨＞ 
 平成２７年度に子ども総合相談センターでお受けした児童虐待相
談は、延べ２１０件となっています。 
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 現在、市では、保健師による赤ちゃん訪問を子育て家庭に実施す
るとともに、平成２７年度からは、民生委員・児童委員の方々によ
る「子ども安心・安全見守り訪問事業」を実施しています。 
 また、赤ちゃん訪問時に、「乳幼児揺さぶられ症候群」による重篤
な事態の防止に向けての啓発にも努めています。 
 

 ２，交通事故を含むあらゆる危険から乳幼児・児童・ 

  生徒を守る「安全・安心のまちづくり」を！ 
＜伊藤研司・発言の主旨＞ 
 ５月２１日の中日新聞朝刊に「車に
はねられ５歳児死亡：桑名の市道」の
記事が掲載されている記事を見て、心
が重くなりました。  
 現地に行ったり…テレビ報道でも
見ましたが…交通事故が起こるような場所ではないのでした。口惜
しくてたまりません。 
 二度と悲惨な事故を起こしてはならないと決意を新たにしました。 
 
 市内には、交通事故以外にも危険な場所が多数あります。 
全庁的な取り組み体制を構築し、自治会を巻き込んで、危険場所の
調査活動を行って頂くことや警察と連携し、制限速度規制の強化策
などの施策を行って頂きたいのです。 
 それぞれの地域で危険箇所を把握し、安心して子育てできる社会
的状況を全庁的に取り組んで頂きたい、との願いです。 
              ⇩ 
＜市民安全部長・答弁の主旨＞ 
 平成２８年の桑名市の交通事故発生件数は、５月末現在１.９７５
件となっており、死者数は前年と同数の３名となっています。 
 交通事故発生件数は前年に比べ、若干減少しているものの、死者
数は前年と変わりなく、市内の交通情勢は以前憂慮すべき状況であ
ることに変わりありません。 
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 また５月には、桑名市内において５歳児が死亡する交通事故も発
生しており、年齢を問わず、誰もが交通事故に遭う危険性や、交通
事故を起こす可能性は否定できません。 
 
 今後、関係機関や自治会、学校関係者等と協議を行い、交通危険
箇所情報を把握し、対策を講じることが必要と考えています。 
 

 ３，中日新聞:新貧乏物語から「経済的に負の連鎖を 

  させない支援施策」を！ 
＜伊藤研司・発言の主旨＞ 
 市長が言われる桑名市を「子どもを
３人育てられるまち」にも関わらず、
数字から見ますと、市長が就任されて
からも、３人の子ども世帯を含めて、
子どもの人数は減少傾向にあります。 
 一方では、桑名市の要保護・準要保
護の児童・生徒数は、増加傾向にある
ことは、数字が示しています。 
 
 桑名市の準要保護の認定基準（基準収入額が生活保護基準額の何
倍か）小・中とも１.４倍で県内では、鈴鹿市さんに次いで２番目と
認識しています。 
 その面では、桑名市の認定基準そのものは、県内でも上位クラス
を維持しているのではないのか…？！と認識し、感謝しています。 
 
 しかし、経済的基盤の充実では、小泉政権による三位一体改革（２
００５年）から、非正規雇用が増え続け、今日では、３～４人に１
人が、非正規雇用であり、それと同時に、未婚率も増え続け、子ど
もの貧困率も親のリストラや離職の増加などで増え続けていること
も事実です。 
  

全ての子ども達が、温かい家庭で 
暮らすことができる桑名市を…！ 
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全ての子ども達が、重荷を背負うこと
なく、学校生活ができる桑名市を…！ 

 日本国憲法２６条では、「すべて国
民は、法律の定めるところにより、そ
の保護する子女に普通教育を受けさ
せる義務を負う。義務教育は、これを
無償とする。」と、日本国憲法で、義
務教育の無償化が謳われています。 
 
 しかし現実には、小学校入学時に必
要な個人負担分は、約１５.８００円。 
中学校では約８４.７００円も必要。 
 また、中日新聞６月３日の新貧乏物語では、『義務教育は憲法で”
無償”と定められているが、実際は文具や制服の購入、給食、部活動
など、授業以外の部分でお金がかかる。文部科学省の２０１４年度
の調査によると、学校生活に必要な支出は、公立の小学校で一人当
たり年間約１０万２千円、中学校では約１６万７千円に上がる。』以
上とあります。 
 もちろん、要保護・準要保護世帯の児童・生徒の方々には、それ
なりの支援制度があります。 
 しかし要保護・準要保護世帯のみならず、それなりの所得がある
世帯にとっても…例えば、中学の生徒２名、小学生の児童１名がい
る世帯では、年間に約４３万６千円のお金が必要となり、塾に行こ
うものなら、さらに出費が増してしまいます。 
 
「子どもを３人育てられるまち」にする」ためにも、憲法に無償化
が謳われている義務教育費への支援制度…桑名市独自の創設・拡充
を提言します。 
              ⇩ 
＜教育部長・答弁の主旨＞ 
 日本国憲法第２６条第２項後段には「義務教育は、これを無償と
する。」と規定されています。 
 この「無償とする」の解釈については、昭和３９年最高裁判所の
判決において「授業料を徴収しない」ことを意味するとされ、授業
料や教科書については無償となっています。 



 
5 

 
経済的不安・貧困から、家庭内暴力が…？！ 
安心して学校生活が出来る桑名市に…！ 

 しかし、研司議員ご案内の通り、学校では、美術、技術、家庭 
などの教科の学習に必要な材料費や行事等に必要な経費などを保護
者の方にご負担頂いています。   
 
 桑名市教育委員会では、経済的
な理由により、お子さんを小・中
学校に就学させるのにお困りの保
護者の方に対して、学用品費、給
食費や修学旅行費などを援助させ
て頂く「就学援助」を行っており、これは義務教育の無償化を補完
する重要な制度となっていますので、まずは就学援助を着実に実施
して参りたいと考えています。 
 
 平成２８年５月１日現在、小・中学校合わせて１万１.４５２名の
児童・生徒が在籍しています。 
 無償化するためには、大きな財政負担が生じるとともに、継続的
な施策とすることが必要であり、恒久的な財政措置がなりますので、
桑名市の大変厳しい状況の中、市単独で無償化することは困難な状
況です。 
 
  《就学援助を受ける準要保護世帯への援助基準》↓ 
文部科学省が想定する父・母・中学生・小学生で構成される４人家
族を想定して試算（あくまで試算です） 
 給与収入に換算して額面で約５４０万円。 
 基準所得額で約３８０万円以内の世帯。 
 
 文部科学省が想定する父・母・中学生・小学生・幼稚園児で構成
される５人家族を想定して試算（あくまで試算です） 
 給与収入に換算して額面で約５７５万円。 
 基準所得額で約４０６万円以内の世帯。 
※ 上記の金額は、あくまで文部科学省の想定に基づいて試算され
た数字であり、子どもの年齢によっても変わって来ます。 
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就学援助に関する詳細は、教育委員会教育総務課でお尋ね下さい。 
 《子ども医療費助成について》↓ 
ⓐ三重県の補助対象範囲は、小学６年生までの児童の通院と入院。 
ⓑ北勢管内全ての市町で、市単独事業として入院医療費の助成対 
 象を中学３年生まで拡大。 
ⓒ桑名市では、１８歳までの子ども３人以上扶養する世帯、多子 
 世帯に限定して、中学生の通院に対する助成を実施。 
※子どもが医療費助成を受けることが出来る世帯の所得制限額は 
 扶養親族が４人→７.７４０.０００円 ５人→８.１２０.０００円 
 扶養親族の人数によって所得制限額が変わってきます。 
 医療費助成の詳細は、市役所年金課でお尋ね下さい。 
 
 
 

   更なるゲート調整と水制工事の必要が…！ 
＜伊藤研司・発言の主旨＞ 
 私自身が入札現地での入札状
況を見たり、漁場から帰った漁
師から話を聞く限り、しじみ・
ハマグリ漁…特にしじみ漁は、
大変厳しい状況が続いています。 
 

 長良川の現状（河口堰下流域に限る）↓ 
 中部地方ダム等管理フォローアップ委員会作成「平成２６年度 
長良川河口堰の更なる弾力的な運用について」の《河川環境の保全
と更なる改善を目指して》の資料、および、私たちの調査《しじみ
プロジェクト》とを参考にして考えると、アンダーフローによるフ
ラッシュ操作の実行（平成２４年度には１４１回の実施）によって、”
ヤマトしじみ”の生息量が増えてきていることは、事実です。 
    揖斐川の”しじみ漁”に限っての話では↓ 
 私たちの調査と当局からの資料「年統計水質検査結果」を突き合
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パネル上の写真は、数年前に建設された 
豊川市民病院。パネル下は名鉄線の八幡駅
前道路。桑名市では桑名駅と新病院を結ぶ
上空通路が話題になっていますが、豊川市
民病院と駅を結ぶ上空通路はありません。 

わせて考えますと、徳山ダム、 護岸工事…葭原の減少→水の流れ 
が速くなり、河床のじゃり化（しじみの産卵場所の減少）・エサとな
る有機物が減少→しじみの減少に繋がっている現実があると考えて
います。 
 
 約２５年間約 100 回以上に及ぶ”しじみプロジェクト・桑名”の揖
斐川・長良川での調査活動から考えると、揖斐川でのしじみ漁の拡
大には、「水制」が必要。また長良川では、更なるゲート調整が必要
と考えるのです。 
              ⇩ 
＜経済環境部長・答弁の主旨＞ 
 まず、水制についてですが、揖斐川のシジミ生息数が激減してい
るのは、河川改修工事等の影響により、ヨシ原の減少や川の流れに
変化が生じたため、シジミが生息できる環境が少なくなっているこ
とが一つの原因と考えられます。 
 そのため、水制を設置することにより、水の勢いを弱めることで
土砂が堆積し、シジミが生息できる環境を作っていくということは、
重要なことと言えます。 
 
桑名市としましては、国道２３号
より上流域も、引き続き漁業関係
者と協議を交わし、国に対して要
望して参りたいと考えています。 
 次に、更なるゲート調整につい
てですが…。  
 以前から研司議員が言われてお
られるように、ゲートのアンダー
フローによるフラッシュ操作を行
うことにより、河口堰の上下流域
で流速が増加し、低層の溶存酸素量に改善効果が見られており、こ
れが下流部の漁場に好影響を与えているものと思われます。 
 今後とも引き続き、木曽三川下流域の環境保全のため、関係機関 
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と協議・調整を図り桑名市の漁業を守って参りたいと考えています。 
 
 

 地区市民センター・公民館を”多世代型交流センター”へ 
＜伊藤研司・発言の主旨＞ 
 私自身が考える、公共マネジメント施策とは、ハードのみの短絡
的な公共施設の廃止や統廃合ではなく、自治会を含んだ地縁団体、
ＮＰＯ団体との連携によって運営する制度です。 
  
 私は以前から、地区公民館・センターを活用しての「子育て支援
施策」や「寺子屋塾」の施策を提言して来ました。一定程度の取り
組みは評価出来るのですが、さらなる充実を図ためにも…人口減少
…特に、就労人口の減少が進み、税収の減少が確実視される状況下、
地域包括システムの充実を図って行くためにも、地区市民センタ
ー・公民館を「多世代型交流センター」へ…！！ 
              ⇩ 
＜市民安全部長・答弁の主旨＞ 
 地区市民センターや地区公民館につきましては、市と致しまして
も、単に施設の統廃合という捉え方ではなく、そこに新しい地域自
治の視点を加え、地域の活動拠点となる新たな施設へと転換させる
ことで、地域住民に、より有効に活用して頂けるよう検討してまい
りたいと考えています。 
 これまで行政からの視点で設置され、行政主導で行ってきた現状
の地区市民センターや地区公民館の施設運営を見直すことで、地域
が主役となる地域の特色を生かした「まちづくり」につなげて行き
たいと考えています。 
 
＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 
 現在全国的に話題になっている「子ども食堂」の実践の場として
も…桑栄メイトにも桑名市の部屋があるのですから…。また、市民
の方々によってボランティアで行われている総合福祉会館で寺子屋
塾」を核として、「子ども食堂」の設置・連携も含んで、今後の課題
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として検討して頂きたい。 
 日本では、立憲政治が脅かされている現状を踏まえ、軍
閥政治の否定、平和主義、立憲政治を自らの生命にかえて、
訴え続けて来た尾崎行雄（尾崎咢堂）氏の言動の一部を、
枕言葉で発言してから予算案に賛成の発言をしました。↓ 
  

「立憲政治」つまり憲法に基づいて政治を行う政治体制を追求し、 
早稲田大学創立者の大隈重信との深い信頼関係の下、「憲政擁護」の
ため、死をも覚悟で、９６歳で永眠するまで藩閥政治や軍国主義と
闘って来られた日本を代表する政治家の一人です。 
 
 世界連邦を提唱していた尾崎咢堂は、日米友好の証（あかし）と
して東京市長時代（当時は衆議院議員と市長の兼任が可能であった） 
アメリカに桜を送り、その後、返礼としてアメリカからはハナミズ
キが送られてきたことは余りにも有名な話です。 
 
 さらに尾崎咢堂は明治～大正時代にかけ、政治が民意の意思から
かけ離れているとして「憲政擁護…藩閥・軍閥政治打破」のため国
会内外で命懸けの活動をしていました。 
 国会内では、大正２年２月５日の帝国議会で、軍国主義に反対す
る尾崎咢堂は演壇席から、陸軍大臣を経験した桂首相に対し「…玉
座をもって胸壁となし、詔勅をもって弾丸にかえて、政敵を倒
さんとするのは、桂内閣ではないか…！」と、憲政史上に残る
演説をし、その結果、桂内閣を辞職に追い込んだのでした。 
 一口で言えば、尾崎咢堂は、藩閥・軍閥政治を解体し、民主政治
の基盤を築く活動に命を掲げた政治家でした。 
↑以上は、枕言葉（前置きの文章）としての発言。 
            ↓以下は、採決のあり方を書きました。 
 議会の制度として、全体の一般会計予算案（３月の当初議会では
約５００億円。６・９・１２月の議会では約数億円）に対し、一括
して賛成×反対の意志表示・採決を行うのです。 
 賛成・反対をするにしても、私自身は、特に問題ある個別の予算
案、誰が見ても市民の方々にとって必要な個別の予算案を述べた上
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で、賛成・反対の意志表示を行ってきました。   ウラへ続く↓ 
疑問を感じる予算案への発言主旨↓ 
コミュニティ助成事業費 ５００万円 とあります。 
「全員参加の地域支え合い体制づくりに向けて、市民自らが考え地
域で行動するための意識の醸成につなげていくこと」とあります。 
 ５００万円のうち、ワークショップ等開催支援業務委託費…すな
わち、４６８万９千３６０円がコンサル料金として計上されている
のです。 
 
疑問を感じるが認めざるを得ない予算案への発言主旨↓ 
 放課後児童対策事業費１千３５０万円とあり、その内ＩＣＴ化促
進費として、５２０万円。 
 学童児童数増加に対応するため、学童保育所ジャンボのテラス増
築のための予算として、４７万２千円が計上されています。 
 本来ならば、児童数増加のためには、抜本的対策が必要ではあり
ますが、現時点で最大限の努力はされているとの認識で賛成します。 
  
すなおに賛成できる予算への発言主旨↓ 
 学校防災・防災教育推進事業費に３７６万２千円とあります。 
「次世代を担う桑名市の中学生が、平成２４年度には岩手県宮古
市・陸前高田市で、また平成２５・２６年度には三重県熊野市・紀
宝町で災害ボランティア活動を行って来た事実。 
 さらに今回の予算には、中学生２０名・引率５名が再度、陸前高
田市で３泊４日の災害ボランティア活動を体験するための予算。 
 
 また、この予算中には、小学生に関しても、「交通安全・防犯・防
災」を含んだ安全マップづくりを核とした小学校６年間の総合安全
教育プログラムの開発も含まれているとのこと。 
 
 コンサルへの丸投げ予算には、疑問を感じるのですが、平成２８
年度桑名市一般会計補正予算１億６千８０２万５千円は、全体とす
ると市民生活に欠かすことのできない予算が大半を占めていると考
えられますので賛成と致します。 
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