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磯子火力の資料を手に発言。 

第７８号-８２（2011 年秋） 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 

      次世代を担う子ども達に 

 

 

＜伊藤研司の総論＞ 

桑名市地域新エネルギービジョン。  古くて新しい石炭火力。 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 横浜にある世界最先端技術を結集した「磯子火

力発電所」（詳細：中日新聞２０１１年９月７日）

では将来的には“石炭＋気質バイオマス燃料”を

燃やす方式が採用できたなら⋯？！とのことです。 

 ＲＤＦ発電に変わる施策と言えば“スーパー発

電”と考えています。 

さらに“スーパー発電”＋“バイオマス燃料”と

  竹林をバイオマス発電→広葉樹林の里山へ！ 

        エネルギーの地産地消を！ 

 国において、再生エネルギー法が可決成立しました。しかし、年間４千億円

から５千億円を上回るといわれる「自治体への交付金：電源立地交付金」や「次

世代原子炉の開発補助金などの予算は計上されたままです。 

 再生エネルギーを推し進める：脱原発と言いながら、一方では、原発推進の

ための予算計上とは、まさに「羊頭狗肉」政策です。 

  

 『⋯発電と送電の分離：発送電分離は世界的な流れ。大半の国は日本よ 

  り進んでいる。電力会社が反対するのは当然だが、電力の自由化によ 

  って再生可能エネルギーの普及も進む⋯⋯』と富士通総研の高橋主任 

  研究員は言う。 

              ＜中日新聞 ２０１１年８月３１日＞↑  
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私が子ども時代は、「根上がり松」 

で有名だった。（上野地内） 

                

 

 

 

 

 

 

 

竹林を雑木林にすることで、景

観が良くなり、地滑りも減少。 

⋯⋯⋯。 タケノコ栽培には適度な間伐が必要であり、伐採された竹材や多度

山周辺での竹林整備に伴い伐採された竹廃材の有効活用を探って行く必要が

あると思います。また、一方で耕作者の高齢化などにより放置された竹林も増

加傾向にあり、適切な管理が望まれています。その一つの対策として、竹材を

活用したバイオマスエネルギーの利用があります。 

 研司議員ご指摘のように、桑名市新エネルギービジョンでも竹材の利用を検

討しており、石炭火力に混焼する方法等があると聞いていますが、ただエネル

ギー源として安定的で安価な供給体制が構築できるのか？竹のチップ化やバ

イオエタノールなど技術開発の動向を見ていきたいと思います。 

 また、他市の先進事例など情報収集を行うとともに、農家の竹材処理状況な

ども踏まえ、バイオマス発電として竹材の利用がどこまで可能であるか検討し

ていきたいと思います。 

なれば、木・竹の生育時の光合成による二酸化炭素ＣＯ２吸収量で燃焼時の

ＣＯ２を相殺できると考えています。⋯⋯。 

 竹については「利用はまだ少ないものの、今後の用途の拡大は期待される

ため、技術動向などを見極めながら、検討する必要がある」と記載されてい

ます。 

 竹を活用してのエネルギー施策については、どのように検討し、具体策

は？！  

 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

＜経済環境部長・答弁の主旨＞ 

               ⇩ 
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エネルギービジョン作成するにあた

り、策定委員会の会合において、（再

生エネルギーを事業とした場合、本当

に再生エネルギーの推進を考えるな

ら、富士通総研の高橋主任研究員が言

われていたように）「発送電分離」が

必要と思うが、その様な議論はあった

のか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

間伐材をチップ化し、燃料へ！ 

桑名市のビジョン完成の時期は東日本大震災前の２月でありまして、議員お尋ね

の「発送電分離」の議論はなかったと記憶しています。 

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

＜経済環境部長・答弁の主旨＞ ⇩ 

☆ 三重県松阪市の「ウッドピア木質バイオマス利用協同組合」では、間伐材 
 や建築廃材などを砕いてチップ化している。 

 出荷先の「松阪木質バイオマス熱利用協同組合」では木質バイオマス燃料 

 をもとに蒸気を発生させ、食品工場へ供給している。 

              ＜２０１１年９月９日 朝日新聞 夕刊＞↑ 

☆ ゴミ発電：スーパー発電、ＲＤＦ発電もバイオマス発電と位置付けられて 
 います。 

☆ 『ガスタービン コンバインド サイクル』シュールガスと言った天然ガ 
 スを使用した発電システムも注目されています。 

    ＜シュールガスの活用は、大阪府知事と大阪市長が熱心です＞↑ 

 

 

 

 

 若狭湾沿岸沿いに位置する原発⋯。これまでにも事故が多発して

います。（別紙参照）レベル６・７以上の原発事故が起これば、放射

能は「伊吹降ろし」に乗って数時間で飛んできます。 

 原発事故・事件が起きた場合に備え、ハザードマップの作成を地

域自治体と連携し、作成を！ 
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「さて、原子力を潜在発電として考えると、まったくとてつもないものである。し

かも、石炭などの資源が今後、地球上から次第に少なくなっていくことを思えば、

このエネルギーの持つ威力は人類生存に不可欠なものと言って良いだろう。（中略）

電気料は２千分の１になる。（中略）原子力発電には火力発電のように大工場を必要

としない、大煙突も貯炭場もいらない。また、毎日石炭を運びこみ、“たきがら”を

捨てるための鉄道もトラックもいらない。密閉式のガスタービンが利用できれば、

ボイラーの水すらいらないのである。もちろん、山間へき地を運ぶこともない。ビ

ルディングの地下室が発電所ということになる」 １９５５年１２月３１日の新聞より 

 

 

   桑名市民を放射線汚染から守るために！ 

 ＜伊藤研司・発言の主旨＞ 
河出書房新社 小出裕章（京都大学原子炉実験

所助教）著 Ｐ１６４↓ 

 １９５４年３月１日は原子力に関連して日本

人には忘れられない事件があった。つまり、ビ

キニ環礁（かんしょう）における米国の水爆実

験であり、それによって静岡県焼津市の漁船第

５福竜丸が被爆したことである。 

 

 その同じ日、当時の与党自由党と野党改進党、それに日本自由党との三党

公式会談で、二億三千五百億円の原子炉建設調査費の予算要求が合意され、

その予算案は四日には衆議院を通過、参議院でも特に大きな反対もないまま

自然成立してしまう。 
  

 この頃、人々の原子力に対する期待も大きかった。一例を挙げれば、当時

の新聞には「信じられない、ビックリする内容」が報道されていました↓ 

 「十年後の夢、空想原子力発電所見学記、三多摩の山中に新しい火が燃 

 ゆる。工場、家庭へどしどし送電」という見出しのもと、以下のように 

伝えている。↓ 
  

 

 

 

 

＜桑名市長・答弁の主旨＞  ⇩ 

 東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえまして、

桑名市から半径約１５０キロ圏内に立地する「敦賀、美浜、大飯、高浜」と
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・火力発電における「硫黄酸化物、窒素酸化物」排出量の国際比較 

・磯子火力では、硫黄酸化物を９９％、窒素酸化物を９１％除去。                  

 

現在停止中となっ

ています「浜岡」を

含め５カ所の原子

力発電所で、福島第

一原子力発電所と

同規模の事故があ

った場合、広範囲の

市町村がおせんさ

れることが考えら

れます。⋯⋯。 

 研司議員ご提案

のハザードマップにつきましては、洪水時に浸水域を示すハザードマップが

ありますように、市民の皆さまの安全・安心を確保するために原子力施設か

ら万一放射性物質が放出されたり、あるいは、その恐れがある場合に迅速か

つ的確な防護対策を講じるためにも風向きや風力、降雨や地形などの科学的

根拠に基づき、放出される放射能の影響が及ぶと想定される範囲を示しまし

たハザードマップが必要と考えられるところです。 

 今後、ハザードマップ作成につきましては、高度な専門的知識を要し、一

自治体での作成が難しいことから、国、県等関係機関へ近隣自治体と協議、

連携を図りながら要望していきたいと考えています。 

 

＜伊藤研司の再発言＞ 

 市長にお願いしたいのは、原発ハザードマップの作成です。もろに命に関

わる問題ですから、市長さんも全身全霊をかけて作成して頂きたい！ 

                ⇩ 

＜桑名市長再答弁＞ 

 今回の福島の原発事故を見ても、きちっと住民に知らせるべき情報が知ら

されてなかったということが分かってきて、そのことがさらに物事を複雑に

しているということがありますので、予測できる、実際に起こった情報も浸

水被害と一緒で、住民の方々に伝えるべきだ⋯と思っています。 

 

※ 東京電力の株主総会で、南相馬市と白河市（桑名市と姉妹都市）が脱原発
を主張しました。 

磯子火力発電所は１２

０万キロワット、横浜市

の４割を賄う。世界最高

水準。「脱原発」の切り

札と期待される。 
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児童虐待ゼロを目指し、子育て家族 生き生き施策 

  ＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 人権の必要性が、学校・行政で叫ばれている

時代に、児童虐待、高齢者（老人）遺棄致死事

件等が、ごく平凡な地域社会で起こっている現

実を知るにつけ、現代社会を生き抜く難しさを

感じるのは、私だけでしょうか⋯？！ 

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 トラブルは、会議室（事務）で起きるのではなく、

現場で起きるのです！ 

子どもにとって最も悲惨なことは、一番に自らの生命

を守ってくれるハズの自らの母親・父親：両親から、

虐待を受けることです。 

 ２００９・２０１０年度（Ｈ２１・２２年度）の桑

名市内での児童虐待数、のべ相談件数、それらの事例における主たる虐待者

について⋯⁈ 

                 ⇩ 

＜福祉部長・発言の主旨＞ 

 ２００９年・２０１０年度の桑名市での児童虐待数、延べ相談件数、それ

らの事例における主たる虐待者についてでございますが、平成２１年（２０

０９）度に開設いたしました子ども総合相談センターで受け付けした０歳か

ら１８歳までの子どもに関する延べ相談件数は、平成２１年度には２，７７１

件、平成２２年度には３，７２７件に上がり、一日あたり１４件を超える相談

件数となっています。 

 その内、児童虐待にあたる延べ相談件数は、平成

２１年度は３１６件、平成２２年度は５３４件であ

り、相談センターに寄せられる全体相談数の約１

４％が虐待ケースと処理されています。 

 虐待につきましては、身体的なもの、心理的なも
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の、不適切な養育、性的な虐待と内容が様々で、身体的なもの、心理的なも

の、不適切な養育については、ほぼ同数発生しており、性的虐待は数件でし

た。 

 主たる虐待者につきましては、実父９件、実父以外の父３件、実母８１件、

実母以外の母０件といった状況にあり、虐待者の８７％が実母であるという

悲しい結果となっています。 

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 ２０１０年６月議会で、私・伊藤研司が児童虐待防止のた

めの問題点や解決策に対する考えをお聞きし、また、提言し

ました「児童虐待ゼロ都市宣言」に対し、副市長は「子ども

虐待防止をキチンと位置付け組織的に対応していくことが大切である。その

ためには“隗かいより始める」ことが大切。……そして、“児童虐待ゼロ都市

宣言”については、先進的な県・市の事例もあるので、十分に検討していき

たい」と答弁されています。 

 「児童虐待ゼロ都市宣言」について、その後の検討内容について具体的に

答弁して下さい。 

           ⇩ 

＜福祉部長・答弁の主旨＞ 

 現在、先進的な県・市の取り組みを研究中で

ございます。 

 例えば京都府では、平成１４年に京都府児童

虐待防止ネットワーク会議設立時に「ストッ

プ・ザ・児童虐待」宣言を行っております。 

 長岡京市では、平成１８年に「長岡京子どもを健やかに育むまち宣言」を

行い、京都府同様、「児童虐待防止等に関する法律」を受け、未来を担う子ど

も達を守り健やかに育てることの大切さの周知・啓発に務めています。 

 桑名市におきましても平成１４年に「桑名市子ども虐待防止ネットワーク

会議」を立ち上げ、子ども虐待防止のための手引きを作成しました。 

 ⋯⋯⋯。 その後、国の法律改正により、桑名市要保護児童及びＤＶ対策

地域対策協議会となり今年度で３年目を迎えています。  

 協議会では、実務者委員の研修会や虐待防止講演会を開催しており、市民

への啓発にも努めております。 
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私・伊藤研司の日々の活動は、ＨＰで掲載しています。 

“桑名市議会議員 伊藤研司”で検索して下さい。 

よろしくお願いいたします！ 

 

 機会あるごとに、広く子ども達を取り巻く関係機関へも虐待防止・早期発

見への視点を伝え、啓発に取り組んできたところです。 

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 保健師の方々は、積極的に育児訪問を行っておられると伺っています。そ

のことに対し、感謝する一人でもあります。 

保健師の乳幼児訪問については、乳幼児家庭全員に行っているのか？ 

                 ⇩ 

＜福祉部長・答弁の主旨＞ 

 研司議員のご指摘のとおり、赤ちゃん訪問は、母親の育児不安と育児の孤

立化を防止するために、重要なことと考えています。⋯⋯。 

 赤ちゃん訪問は平成１７年度に育児支援家庭訪問事業として開始し、当初

訪問実施率は約１５％でございましたが、昨年度は出生１，２４２人に対し、

１，１３９人の赤ちゃんに対し訪問を実施し、実施率は９１，７％でございま

した。⋯⋯⋯。 

 育児相談や教室などで、生後４ヶ月までに、全てのお子さんの状況を把握

していますが、研司議員ご指摘の通り、１００％の訪問実施率には至ってお

りませんが、その理由といたしましては、電話勧奨で育児相談が済んだ、直

接センターに来所した、里帰りが延長された等々です。 

 電話勧奨で育児相談が済んだ方に対しましては、「今後、困ったことがあれ

ば、いつでも相談して下さい」、里帰りが延長された方には、ご自宅に戻られ

た段階で訪問させて頂いています。 

 今後も１００％の赤ちゃん訪問の実施を目指して努力してまいりたいと考

えています。 

 

☆ 最近、新しい団地が出来たりして、児童数の変化が起こっています。 
学区の見直しが必要になっている地域も出て来ています。 

例えば、自治会は城南学区になっているのですが、通学の安全面や距離か

らすると、益世学区が妥当と思われる地域も出て来ています。 

お気づきの地域がありましたら、お知らせ下さい。 
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 若狭湾沿岸に位置する原発での事故 

 原発の経済学：朝日文庫 室田武著 1993 年の初版本より抜粋   

☆ この本は、福島原発事故・事件（2011 年 3 月 11 日）が起こる以前の 
 1993 年に発行された本です。福島原発事故以前に、原発の危険性を追 

 求されていた素晴らしい本です。 

 

１９７３年  燃料棒折損事故 

 美浜原発１号炉において、一部溶融を含む核燃料棒折損。 

田原総一朗「原子力戦争」において暴露されるまで、約４年間にわたり隠匿されてきた。 

 

１９７４年 放射能濃縮廃液流出事故 

 敦賀原発の放射性廃棄物処理旧建屋地階の放射能濃縮廃液貯蔵タンク室にあるＢタンク

において、配管腐食による廃液漏れ。 

 この事故は、約７年後の１９８１年５月１５日に、福井県原子力安全対策課職員による

同原発の事情聴取によってはじめて明るみに出た。 

 

１９７５年１月 １３トンの放射能濃縮廃液流出事故 

 １０日、敦賀原発において、前年の事故と同じ廃液貯蔵タンク室のＣタンク（容量４６

立方メートル）から廃液をセメント固化装置へ送るパイプ（直径約２、５センチ）の取り

付け部分が腐食、そこから高濃度の廃液１３トンがタンク室の床に流出。 

 この事故は６年後の１９８１年５月１４日にＮＨＫが公表するまで一般には知られてい

なかった。 

 除染と修理作業で、作業員一人当たりの最高被曝線量は１千ミリレムを超え、総被曝線

量１万８３９８ミリレム、一人当たりの被曝線量は４９７ミリレム。一人当たりの一日の

最高被曝線量は４３０ミリレムで、日本電源の内部規定にある許容線量１００ミリレムを

大きく上回っていた。 

 

１９７９年７月１４日 ＥＣＣＳ誤作動事故 

 大飯原発１号炉（電気出力１１２万キロワット）において、蒸気発生器の主蒸気逃がし

弁が、設計圧より低い状態で開き、日本の商業用原発開発史上初めてＥＣＣＳが作動。 

 スリーマイル事故と似た加圧器逃がし弁の異常もあったことが、住民団体の調査・追求

で１週間後に判明。 
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１９７９年１１月３日 ８０トンの極小破断冷却材喪失事故 

 高浜原発２号炉（電気出力７８万キロワット）において、一次冷却系の温度測定用バイ

パス配管についている小さな栓が抜け、そこから９時間にわたって８０トンの冷却水が格

納容器に漏出。 

 運転中でなく、定期検査中の出来事であったのは不幸中の幸いであったが、テレビカメ

ラでは発見出来なかった漏出箇所の検索、発見後の修復のため、下請け労働者が汚染され

た格納容器内に“決死隊”として送り込まれのであり、大量被曝が懸念される。 

 

１９８０年１２月６日 放射能濃縮原液流出事故 

 敦賀原発の放射性廃棄物処理新建屋において、貯蔵タンク２基のパイプの接合部分に三

カ所穴が開き、一次冷却水など高レベルの放射性廃液を濃縮した原液が、そこから漏出し

た。 

 漏出した箇所に金属板を接着剤で貼り付け、三カ所の穴をふさぐ応急処置が三日がかり

で行われ、下請け労働者延べ１００人余りが従事。炉心部でも最も危険な作業と同じく、

赤い防御服を着てアラームを胸につけ、一人当たり五秒ごとに建屋内に出入りしていたと

いう。 アラームを８０ミリレムにセットして室内に入っても数秒で警報が鳴り出す状況。 

 

１９８１年１月３月 一連の給水加熱器極小破断ならびに放射能濃縮廃液流出事故 

【１月１０日】 

敦賀原発、タービン建屋の第 4給水加熱器ドレン弁付近からの冷却水漏れ発見。タービン

を回した一次系水蒸気は復水器で冷やされ水に戻る。これを加熱して再び炉心に送り込む

のが給水加熱器であり、敦賀原発ではＡ�Ｂ両系列各５基がある。漏れは、Ｂ系列第四給

水加熱器の水室と胴体の溶接部分に出来た数ミリのヒビ割れから。 

【１月１９日】 

放射性廃棄物処理新建屋内の濃縮廃液貯蔵タンク二基のパイプの取り付け部分三カ所から

廃液漏出。除染作業には延べ４５人が関わり、総被曝量２４７４ミリレム、一人当たり平

均５５ミリレム、一日の最大被曝線量一人当たり９２ミリレム。 

【１月２４日】 

１０日の場合と同じく、Ｂ系列第四給水加熱器の前回の漏出発見部のすぐ近くで冷却水漏

れ発見。出力３３、５万キロワットでの発電は継続。 

【１月２８日】 

依然として発電しながら、ヒビ割れ部分をハンマーでたたいて（コーキングという）漏れ

を一時的に止める。 
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【３月８日】 

放射性廃棄物処理（旧）建屋において、フィルタースラッジ貯蔵タンク室のタンクＤから

大量の廃液が床にあふれ出て、２２０�２３０平方メートルを汚染。いくつかの経路を通

って（意図的投棄があったかどうかは不明）、本来は雨水や湧出地下水のみを流すはずの一

般排水路に流入し、浦底湾まで放射能汚染拡大。 

 

１９８１年５月２２日 一次冷却材漏洩事故 

関西電力の美浜原発１号炉（電気出力３２万キロワット）で、定期点検中に一次冷却水３

トンが漏れ、１５人が被曝。 

 

１９８１年８月３１日 燃料棒破損 

福井県大飯町にある関西電力の大飯原発２号炉（電気出力１１２万キロワット）で、点検

中に燃料棒集合体４体に放射能漏れが見つかる。うち２体は大規模損傷。 

 

１９８６年７月 電源喪失事故 

大飯原発１号炉で、発電機保護ブレーカーが突然作動。自動停止により電源が断たれ、隣

りの２号炉からの電源回路も断たれ、完全な停電に。 

非常電源は起動したものの、冷却ポンプの電力としては不足で、一時は自然循環を頼りに

して炉心を冷却し、メルトダウンを防いだ。 

 

【福島原発】１９８９年１月６日 再循環ポンプ破損事故 

 東京電力の福島第二原発三号炉（電気出力１１０万キロワット）において、６日４時２

０分ころ原子炉再循環ポンプ内のステンレス製の回転軸の揺れが通常の五倍となり、警報

が作動。 

７日未明までに原子炉停止。炉心の冷却は不十分となり、メルトダウンの数歩手前に至る。

後日の調査で、再循環ポンプの水中軸受けリングが、水流との共振のために破損していた

ことが判明。摩擦で削り取られた細片や金属粉が炉心を通過する一次冷却水に混ざり込む

という重大事故であったことがわかる。 

 

１９９１年２月９日 蒸気発生器細管ギロチン破断事故 

関西電力の美浜原発２号炉（電気出力４７万キロワット）において、定格出力運転中の１

２時２４分および３３分、放射線モニターの注意信号が出る。同４４分、運転員が異常に

気づき、当直課長は、蒸気発生器の二次冷却水の放射能分析を指示。１３時ころ水サンプ
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ルを採取し、同２９分ころ、Ａ、Ｂ二基ある蒸気発生器のうちＡ側で放射能検出との結果

判明。このころから多数の警報が出る。１３時４５分、一次冷却水の圧力低下。同４７分、

運転員は原子炉を停止するため、手動で出力降下を図る。同５０分、「加圧器圧力低」の信

号を受けてＳＣＲＡＮがかかり、ほぼ同時にタービンも自動的にトリップ。その７秒後、

ＥＣＣＳ（緊急炉心冷却装置）が作動。（１４時３８分に止まるまでに７０トンの水が投入

された） 

事故原因はＡ—蒸気発生器細管（伝導管）のうち１本のギロチン破断。ＴＭＩ二号炉事故

と似た小口径破断冷却材喪失事故といっても良い。 

 １４時１０分からの約１０分間に、一次系減圧のため加圧器逃がし弁の開放操作が複数

回試みられたが、二台あるその弁のいずれも開放不能。同１９分、破断側の主蒸気逃がし

弁が自動開閉し、蒸気に含まれていた放射性物質が直接大気中に放出される。同２９分に、

先ほどの逃がし弁が二度目の自動開閉、同３９分に三度目の自動開閉。同４９分、一次系

の圧力が低下して、破断側の蒸気発生器の二次側の圧力とほぼ同じになり、事故は収束に

向かう。 

 蒸気発生器細管は、上部および下部で振止め金具に支持されているはずだが、後日の調

査で、ギロチン破断と判明した細管は両側とも振止め金具に支持されておらず、破断原因

が高サイクルのフレッチング疲労（金属疲労の一種）にあったことがわかる。 

 

【福島原発】１９９２年９月２９日 原子炉水位以上低下 

東京電力の福島第一原発二号炉（電気出力７８万４千キロワット）で、定格出力運転中の

午後三時三十一分、原子炉内の水位が異常に下がり、ＳＣＲＡＭ。その三十秒後に、ＥＣ

ＣＳの第一段階である「高圧炉心注入系」が起動し、約２分間給水して解除された。正常

時に比べて、水位は最大で３、１メートル下がったとされる。 

 

ｐ３８ 圧力逃し弁から噴出する放射能 

……… 沸騰水型原発も事故続きで、１９７９年７月、島根県・島根原発（中

国電力）においては、炉心のウラン２３５の核分裂の連鎖反応を制御する装

置である制御棒９７本の内１本が炉心内で動かなくなってしまった。 

 福島県・福島第一原発一号炉（東京電力）は、営業運転開始後１０年にし

て廃炉同然となり、度重なる大修理のため労働者被曝が特に著しい。 

 

※ 室田武氏は福島第一原発事故（2011 年 3 月 11 日）が起こる以前から、福
島原発の危険性を指摘されていました。 


