
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

若狭湾沿岸に位置する

原発群で、これまでに

起きた事故、危険性を 

書いた本を手に、原発

の危険性を訴える。  

 

 

 

 

 

 

若狭湾沿岸に位置する原発群

で事故が起きれば、伊吹降ろし

に乗って数時間で放射性物質

が桑名市に飛んで来る。中日新聞 
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         生命（いのち）をテーマに議論しました。 

    

 

 

 私はこれまでの議会でも、「若狭湾沿岸に位置する

原発においての事故・原発の経済学」１９９３年の

初版本より 朝日文庫 室田武著を参考に若狭湾沿

岸に位置する原発群の危険性について発言し続けて

います。 

 若狭湾に位置する原発が、冬季にレベル６・７以

上の事故が起これば、伊吹降ろしに乗って、放射能

汚染物質が、数時間で飛んでくるのです。 

 石橋克彦神戸大学名誉教授は「若狭湾には、活断

層が密集し、原発が林立している。複数が同時に爆

発すれば、琵琶湖や日本海が汚染され、 

中部や西日本も

住めなくなる。原発の危険性や代替エネル

ギーを考える必要性がある。」と訴えられ

ている。 

＜２０１１年１１月２７日 中日新聞↑＞ 

 

【安全神話、もとから、おとぎ話】 

     衆議院議員 河野太郎氏 

Ｑ：安全神話はどう作られたのか？ の質

問に対し、河野太郎氏は↓ 

Ａ：中心は自民党と経済産業省、電力会社
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脱・原発を目指

す。自然エネル

ギー施策を全

力で行ってい

く⋯！と答弁。 

 

だ。自民党は電力会社から金をもらい、

立地自治体に補助金を出しやすい制度を

整えてきた。経済産業省は電力会社に金

を出させて公益法人を作り天下っている。

メーカーに加え、建設業界も原発建設を

後押しした。 

 電力会社は大学に研究費を出し、都合

の良いことしか言わない御用学者を作り出す。多額の広告代をもらうマスコ

ミは批判が緩み、巨悪と添い寝してきた。

政・官・産・学・メディアの五角形が『安全

神話』をつくった。   

 ＜２０１１年５月５日 朝日新聞↑＞ 

桑名市民の生命の安心・安全を考えると、

脱・原発を目指すべき！と考えますが、市長

の率直な考えをお答え下さい。 

 市長は、脱・原発社会を目指しておられる

のか⋯？！ 明確にお答え下さい？ 

                   ⇩ 

＜桑名市長・答弁の主旨＞ 

 ３月１１日、東日本大震災によります東京電力福島第一原

子力発電所の事故以降、生活に関する様々な影響を報道から

知ることにより、原子力に対してこれまで以上に真剣に考え、

身近な地域の問題として取り組まなくてはならないと、一層、

強く思っています。 

 また、国際的にも原発の是非や安全性の強化、脱原発など

の議論も盛んとなっています。 

 私としましては、現在あるすべての原子力発電所を直ちに止

めるわけには現実社会としてはいかないことを踏まえ、再稼

働について、最高レベルの安全を確保する必要があるということ、さらには、

国、桑名市を含む地方自治体においても、新エネルギーを展開して

いくことが重要であると考えています。 

 それと同時に、市民の方々の生命の安全・安心を思いますと「脱

原発の思い」を強く意識し、脱原発社会を目指してまいります。 

福井県に位置する大飯原発２号。中日新聞 
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三重県のＲＤＦゴミ発電も

バイオマス発電の一種で

す。７~８千世帯分の発電

を行っています。 

しかし、悲惨な事故により、

後１０年でＲＤＦ発電シス

テムは終了です。 

 

 

  

       

     エネルギーの地産地消を！ 

 ＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 新エネルギーとは、法律（新エネルギー利用等

の促進に関する特別措置法）で、「技術的に実用化

段階に達しつつあるが、経済的な制約から普及が

十分でないものの、石油代替エネルギーの導入を

図るために特に必要なもの」と定義され、以下の

１４種類が指定されています。 

①太陽光発電 ②太陽熱利用 ③風力発電 ④雪

氷熱利用 ⑤バイオマス発電 ⑥バイオマス熱利

用 ⑦バイオマス燃料製造 ⑧廃棄物発電 ⑨廃

棄物熱利用 ⑩廃棄物燃料製造 ⑪温度差エネル

ギー ⑫クリーンエネルギー自動車 ⑬天然ガス

コージェネレーション ⑭燃料電池 

※地熱、小水力等の自然エネルギーが指定されて

いないのには不思議です！ 

・ゴミ発電（広い意味でのバイオマス発電）→市

民の方々には見えていない→三重県のＲＤＦ発電

の最大能力は１万２千キロワット、普段の稼働では１万キロワットの発電→

約７~８千世帯の電力をまかなっているのです。 

しかし、市民の方々には発電システムそのものが見えていないのです。 

 桑名市の場合、地理・気象的条件

から考えると、風・太陽・水・ゴミ

発電を含むバイオマスの四つのエネ

ルギーを複合的に行う必要がある、

と考えますが、桑名市としてのエネ

ルギー施策の基本スタンスをお答え

下さい。 
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＜経済環境部長・答弁の主旨＞ 

 新エネルギーの方向性としましては、昨

年度策定されました桑名市地域新エネル

ギービジョンにおいてとりまとめており、

環境負荷の少ない太陽光の導入に向けた

取り組みを推進するとともに、風力やバイ

オマスの動向も注視しながら、可能な範囲

で自立分散型の新エネルギーを活用した

施策を推進することとしています。 

 自立分散型エネルギーの整備促進を図ってまいりたいと考えています。 

 新エネルギーの導入に関しては、多方面から前向きに検討してまいりたい

と考えています。 

 新エネルギーを活用することは、新しい産業を興すことにつながり、新し

い雇用対策にもなります。  

  

 

 

    今後の行政に生かすために！ 

 ＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 私は１０年前の議会で、環境問題地方議員連盟の共

同代表をしていた時には、桑名市民に生命の水を供給

してくれる鈴鹿山系の三国岳地域の自然の生態系を保

護するために、水道水１トンにつき１円の水源保全税

の費用負担を発言し、反発を買ったこともありました。

しかし、時代変わって来ています。 

  

 県と桑名市のお金のプラス・マイナスの計算をすれ

ば、約１０数億円のマイナスに桑名市はなっている

⋯？！との答弁もありました。県がなくなれば１０億

円以上のお金が桑名市民のために使えるのです。 

源流・三国岳の直下に位

置する人口の滝。 
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 一級河川の木曽三川（揖斐川、長良川、木曽川）、二級河川の町屋川が流れ、

河口部で生活する漁師町としては全国でも最大級の漁師町・赤須賀、千五百

年以上から続く旧市街地がある一方では、東海地方で最大級の住宅団地・大

山田団地、４路線の鉄道が走るまち、山あり海もあるまち、農業・漁業・商

業・工業も栄えるまち⋯この様な都市は全国的にも珍しいのです。 

 

 北勢線・養老線存続問題、後１０年しかないＲＤＦごみ発電所問題、北勢

医療圏の中での新病院・医療センターの位置付け問題⋯等々、前途多難な政

策課題ではありますが、市民生活に直結した政策課題が山積みになっていま

す。 

  

 桑員地区でそれぞれの置かれている条件を見ると、東員町・いなべ市さん

は、四日市市・菰野町さんと隣接し、また、いなべ市さんは三岐鉄道によっ

て四日市市さんとの結びつきがあります。 

 桑名市は消防行政・北勢線で東員町・いなべ市さんとの結びつきがあり、

養老鉄道・大桑国道で岐阜県とも結びつきがあります。さらに愛知県・岐阜

県と隣接している現実があります。 

 

 桑名市は、津市を県庁にする三重県に位置していますが、就業者・通学者

の移動地を見てみますと（Ｈ１７年国勢調査）、津市→６５７人、四日市市→

６、２１７人、いなべ市→３、３５０人、東員町→１、５５９人、名古屋市→１

０，８９４人、愛知県（名古屋市を除く）→４、６０７人、名古屋市＋愛知県

では 1万５千５０１人との人数になっています。 

 

 私は、以前の議会でも、桑名市は東アジアの平和自治体として位置付けて

いく必要がある。その第一歩として、サムルノリの舞・演奏を提言してきま

した。さらに、壬申の乱の桑名の位置付けも述べてきました。 

                   ⇩ 

＜市長公室長・答弁の主旨＞ 

 確かに、桑名市は名古屋市の中心部から３０分以内の圏域に位置しており、

研司議員ご指摘の通り、平成１７年の国勢調査において１万５千人余りの方

が、主に名古屋市を中心とした愛知県で就業・就学をされ、通勤、通学、買

い物などの生活圏や、医療圏などにおいても名古屋市を中心とする愛知県と
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  私がサムルノリの舞・演奏の実演を要望しましたら、２０

０８年に御台所祭、２００９年には市民会館でハング-氏の

講演とサムルノリの舞・演奏が実現しました。 

 今年もアジアの多文化共生・平和を願って、桑名市主催で

講演とサムルノリの舞・演奏が実現する予定です。 

密接に関わっていることは明白でございます。 

 

 これは、桑名市の西部丘陵地において１９７０年代以降に行われた大規模

な住宅開発に伴い、名古屋市近郊から多くの転入者が流入し、名古屋市の衛

星都市としての役割をになうことで人口が増加したことと密接に関係してい

ます。 

 研司議員ご提案の東アジアにおける友好・平和に関する情報発信につきま

しても、小さな取り組みから着実に実施してまいります。 

 

＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 現在の県制度は、西欧列強に追いつけ追い越すために、中央集権化を図る

ために行った制度であり、地方分権・主権が叫ばれる今日には合わない制度

であります。 

 私はこれまでの議会において、壬申の乱時に桑名が果たした位置付け、ま

た、私は益世小学校出身ですが、在日韓国・朝鮮の方々が多くおられた事実

もあります。その様な歴史的背景から、東アジアの平和自治体のリーダーと

なって行くべきだ⋯！と考えます。 

 これからの時代は、お互いの地方自治体どおしが平和のための交流を深め

ていくことが大切と考えます。 

               ⇩ 

 ＜桑名市長・答弁の主旨＞ 

 研司議員からは、桑名市が東アジアの文化・平和・友好の市の発信拠点と

なれるようにという激

励の言葉を頂戴したと

考えています。 

 非常に大きなテーマ

でもありますので、一

地方の中規模自治体が

どこまでできるかとい

う問題はありますが、

ご期待に添えるよう頑

張って参ります。 
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桑名市では、可能な限り「地産

地消」の給食です。しかし今後

は、放射能汚染にも注意を払っ

ていく必要があります。 

     福島第一原発事故から 

 

 

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

桑名市独自の取組が必要と考えるが⋯？！ 

   食品に含まれるセシウムの規制値 単位→ベクレル/ｋｇ 

     米   野菜  果物  魚介類  乳類  飲料水 

日本  ５００  ５００  ５００  ５００  ２００  ２００ 

ウクライナ  ２０   ４０   ７０  １５０  １００    ２ 

※市民放射能測定センターの資料から 

※厚生労働省が決めた食品摂取によるセシウムの年間被曝許容量は５ミリシ

ーベルト。 

 日本人の平均的な摂取量から算出し、飲料水

や牛乳、乳製品は１キログラム当たり２００ベ

クレル、その他の食品は５００ベクレルと設定

した。その後、厚生労働省は年間の許容量を１

ミリシーベルトに下げる方向で議論している。 

 子どもと大人が同じ基準であることへの批判

には「子どもにも十分配慮した数値」（厚労省）

としている。 

 しかし、私・伊藤研司は、甘すぎると考えて

います！ 

  

 名古屋市は市衛生研究所などで月に一度サン

プル検査をしています。 

 ＮＰＯ法人「チェルノブイリ医療支援ネットワーク」の河上雅夫理事長は

「１キログラム当たり５００ベクレルという国の規制値は甘すぎる。少なく

とも、子どもは１０分の１の５０ベクレルと考えるべきだ、と言っておられ

ます。 

福島原発事故・事件から、桑名市児童・生徒の学校給食の安全性を守るため、

行われている施策、行おうとしている施策についてお答え下さい！ 
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＜教育長・答弁の主旨＞ 

 子ども達への安全安心な給食の提供と安全性に対する保護者の皆さまの不

安を少しでも解消するためには、桑名市といたしましても独自の検査体制を

確立する必要があると考えています。 

 現在、独自検査を行う場合に必要となる測定機器の種類・性能、あるいは

検査機関を利用した場合の検査のあり方等、調査研究を行っているところで

す。ただ、今回のことはその性質上一過性のことではなく、長期化すること

が予想されますことから、慎重に検討を進める必要があります。 

 研司議員のご指摘の独自検査を含めまして、より安全・安心で美味しい給

食を提供していきたいと考えています。 

 

    殺伐とした時代であるからこそ、 

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

  世の中が市場競争原理に基づいた殺伐とした時代であるからこそ、私は、

もう一度、公教育のあり方の原点すなわち、「自然や文学、芸術などの幅広い

教養や、家族や地域を大切にする暮らし、思いやりや支え合い。子どもが秘

めている多様な能力を見つけ、伸ばすという視点が今ほど必要とされる時代

はない、と考えています。 

              ⇩ 

 ＜教育部長・答弁の主旨＞ 

 教育におきましては、市場競争原理に基づくもので

はなく、個性を認め合い、尊重し合う学びと育ちが不

可欠であると認識しています。 

 このことから、桑名市教育委員会といたしましても、

「生きる力を育み、豊かな未来を拓（ひら）く子どもを育てる」ことをモッ

トーに「生きる力の育成と人間教育」を第一に考えています。 

 様々な能力を持つ人々が違いを認め合い、協力し合って生きて行く社会を

実現するために、次代を担う子ども達の「豊かな人間性」を育て、一人一人

の個性や可能性の伸長を図ることが、教育の努めであると考えています。 

 生きる喜び実感できる教育活動を目指して、日々活動しています。 
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＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 市長ご自身も、三重県子ども虐待防止啓発月間で「未来を担う子どもたち

は、家族の宝であるとともに、地域や社会の宝です。全ての子どもたちの健

やかな心身の成長を願い、みんなの力をあわせ虐待から守ります」と言って

おられます。 

児童虐待に関する記事が無い日は、珍しいくらいになっています。 

 名古屋市名東区の中学２年生の服部昌己君が母親の交際相手から暴行を受け亡くなった

事件。        （２０１１年１０月２３日~１１月３日にかけて報道 中日新聞） 

 

 京都では、実の父親・横田容疑者２４歳が、生後２ヶ月の次女の頭部を激しく揺さぶっ

て死亡させた事件。「揺さぶられっ子症候群」の可能性が高いと診断された。 

         （２０１１年１１月２０日 中日新聞）（２０１１年１１月１９日 朝日新聞） 

 

 大阪では、大阪市西淀川区の森田４４歳と妻・２９歳が翼くん（長男７歳）をプロレス

ごっこしているうちに死んでしまったと供述。しかし、翼くんの顔や手足にはアザやたば

この火を押しつけた痕が複数あった。府警は翼くんが頭や首を床などに強く打ちつけられ

て死亡したと見ている。            （２０１１年８月２６日 朝日新聞） 

 

 東京都東村山市の住宅から「娘の顔を手で押さえ、窒息死させてしまった」と１１０番

通報。生後間もない（生後約２週間）の結菜（ゆいな）ちゃんが死亡した事件。                          

（２０１１年１２月３日 朝日新聞夕刊） 

 

親から虐待され殺害されるのが、い

かに悲惨であるか！想像して下さ

い！ 

子どもは実の母親からどんなに虐待

を受けても、親をかばおうとするの

です。 

 いじらしいその子どもの気持ちを

理解できるでしょうか⋯？！ 

（仮称）児童虐待ゼロ都市宣言の条例制定を求めます！ 



 

10 

＜副市長・答弁の主旨＞ 

 虐待を受け、命を奪われた子ども達に深く哀悼の意を表します。虐待によ

り辛い思いをする子ども達が一日でも早くゼロになることを願い、愛する我

が子に虐待をせざるを得ないような状況に追い込まれる親への支援、虐待を

未然に防ぐための支援を誠意をもって行ってまいりたいと思います。 

 

 児童虐待ゼロ都市宣言につきましては、昨年の６月議会、先の９月議会に

おきましても同様のご質問をいただいており、担当所管としても、いただき

ましたご提言の重みをしっかり受け止め、これまで、他の自治体の状況の調

査を行ってまいりました。 

 「次代を担う子ども達は大切な宝である」という根本的な思いは、どの自

治体においても変わるものではありませんが、先行事例を精査いたしました

ところ、誰の名前で宣言を行うか？！どのようなことを誰が行うかというな

いようにするか？！どのような場で行うか？！どのように周知するか？！な

どについては様々であることがわかりました。 

 それぞれの自治体の規模やこれまでの取り組み、関係機関の連携の状況に

より、どのような形で執り行っていけばいいのか？！どのように市民の方々

への啓発をしていけば良いのか？！を考えて行かねばならない、と判断いた

しております。 

 

 桑名市といたしましては、先行事例を整理した上で、福祉・教育・

医療・地域など関係機関の連携を図るため設置しています「桑名市

要保護児童及びＤＶ対策地域協議会」の場で、研司議員よりご提案

のあった条例化も含め、早急に協議してまいります。 

 次回、来年２月開催の協議会を経て、具体的な内容の検討に入り

たいと考えています。様々な分野の方々からご意見をいただき、桑

名市民の虐待ゼロに向けた気持をこめた温かいものにしてまいりま

す。 

 成案がまとまりましたら、議会にご報告させていただきたいと思

っています。 

         《伊藤研司からのお知らせです》 

      私・伊藤研司の日々の思い・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。お願い致します。 

 


