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 エネルギー最終利用までの

トータルシステムの実験を通

して、バイオマスの地産地

消・地域循環型社会の実現に

向けて！「穂高広域施設」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 冬季、大飯原発を含む若狭湾に位置する原

発で、レベル６~７以上の事故が発生すれ

ば、数時間で、桑名地域に放射性汚染物質が

降り注ぐ危険性が危惧されます。 

 図は、2012 年 3 月 6 日 中日新聞 

  第 80 号-84（201２年春） 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 
                   住所：桑名市上野松の下 89-7 

   

      バイオマスの活用を⋯！ 

 ＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 我が国が、自然の再生エネルギー施策に国を

挙げて取り組んでいたなら、福島原発のような

悲惨な事故は起こらなかったし、我が国は、エ

ネルギー施策では世界に冠たる地位を築き、新

たな雇用対策にもなったハズです。 

 

 ２００５年２月に京都議定書が発効し、実効

性のある地球温暖化対策の実施が喫緊（きっき

ん）の課題となり、２００６年３月に新たな「バイオマス・ニッポン総合戦

略」が閣議決定されました。 

 バイオマス利用は、「都市と

農山漁村の共生と対流」を促進

することにより、日本全体の活

性化につなげていくことが期

待されているのです。 

  

 桑名市でも２０１０年『桑名

市地域エネルギービジョン報

告書』が策定されました。 

 その中で、太陽光発電システ

ムは、評価Ａになっていますが、

木質バイオ・廃食油は評価Ｃで

す。 
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多度山再生事業で発生した間伐材。搬出するの

が困難で、現場に放置しています。鈴鹿山系を

含め間伐材の活用方法を提言しています。 

 しかし、①森林面積は約３１９３ｈａで市域面積の約２３％。また、市内

に竹林が２２７ｈａあり、森林面積に占める竹林の割合は三重県内でも高い。

②ペレット・チップなどバイオマス燃料製造はすでに確立した技術である。

近年、木質ペレット製造施設が急増している。③新たなバイオマスとしての

竹の利用方法としては、火力発電所において竹を含む木質バイオマス等のチ

ップを５~１０％混燃する技術を試験中。④熱利用で約５２１世帯分が賄え

る。⑤学校などへのペレットストーブは、環境教育に有用であると記載され

ています。 

 桑名市として、自然の再生エネルギーの導入施策（エネルギーの地産地消）

を含む「バイオマス発電」に対する考え、今後の施策について⋯？！ 

                ⇩ 

 ＜経済・環境部長・答弁の主旨＞ 

 存在する種類の多いバイ

オマスは、家畜排泄物と食品

廃棄物です。また、農山村地

区で稲ワラ・もみ殻、間伐

材・林地残材の未利用バイオ

マスが多くなっています。 

 エネルギー利用では、バイ

オディーゼル化、木質ペレッ

トなどの燃料化が多くなっ

ています。 

 昨年度策定いたしました「地域新エネルギービジョン」で調査しましたと

ころ、林地残材、製材廃材、建設廃木材、剪定枝や刈草を熱利用した場合の

年間の熱利用量は家庭使用料換算で５２１世帯分と算定されています。 

 桑名市におきましては、竹材を活かすよう議論をいただいており、そうい

う中で、まずは、竹材の賦存量がどれくらいあるのか？調査を行い、その基

礎データを基に、どう発展させていくか検討していかねばならないものと考

えています。新年度、ＪＡ桑名におきまして、竹材をチップ化する破砕機を

購入するという情報が入って来ました。 

 こうした取り組みを「バイオマスタウン推進」の入り口として取り組んで

まいりたいと考えています。 
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 私・伊藤研司は、放置さ

れている木曽岬干拓地は、

本来、「干潟」に戻すべき！

と訴え続けてきました。 

 しかし、３・１１以後か

らは、自然の生態系との共

生を前提に、メガソーラー

施設活用もやむを得ない

⋯？！との考えです。 

  木曽岬干拓におけるメガソーラー設置 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 木曽岬干拓につきましては、元々は全国的に

も最大規模の干潟であり、渡り鳥の飛来地でも

あり、漁業においては、３千トン/年のハマグリ

が漁獲できた地でありました。 

 しかし、国の施策で農地が必要という理由で、

１９３３年に国への要望が出され、１９８９年

に埋め立てが完了してしまいましたが、その後、

使い道もなく、耕作放棄地になっています。 

 そこに、レッドデータブックで絶滅危惧種に

指定されている「チュウヒ」が住み着き？現在

に至っているのです。 

 木曽岬干拓地につきましては、私自身は、基

本的には「元の干潟に戻すべき⋯？！」との考

えです。 

 しかし、時代も変わり現実的には、なかなか、

難しい課題です。 

レッドデータブックで絶滅危惧種に指定されて

いる「チュウヒ」を含む、自然の生態系との共存の道を探す努力も必要と考

えています。 

 自然の生態系保護とメガソーラーとの位置付けについて、市長の基本的な

考え方は⋯？！ 

                ⇩ 

＜桑名市長・答弁の主旨＞ 

 木曽岬干拓は、昨年４月に鈴木知事が就任されて以来、メガソーラー（大

規模太陽光発電）の誘致を掲げられてきたところであり、桑名市としまして

も、干拓地の一部（約３８．５ヘクタール）が桑名市の行政区域となってい

ますので、その動向を注視してきたところです。 

 研司議員からは、以前、木曽岬干拓地を、良質なハマグリの漁場として、

また、渡り鳥の飛来地おして自然環境の保護のためにも、干潟に戻すべきで

は⋯？！とのご提言を頂戴して参りました。 
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朝日新聞 2012 年 2月 5日 「電力のかたち」 

 また、干潟地は、希少種の猛禽

類（もうきんるい）であるチュウ

ヒの生息地として、自然保護団体

から保全の要望も出されています。 

 今回メガソーラーの誘致を検討

している予定地は、木曽岬干拓整

備事業の、冒険広場、ディキャン

プ場予定地として既に環境アセス

を実施しており、事業者の提案内

容によっては、メガソーラー事業

による環境負荷が実施済みの環境

アセスと比較して低減されること

も考えられます。 

 また、チュウヒなど陸生動物の保全区域は確保されており、自然との調和

にも配慮されていると考えます。 

   

 

 

   フラッシュ操作と“しじみ”の生息 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 長良川河口堰（昭和４８年１１月７日 水資源開発公団 長良川河口堰建設書発行） 

Ｐ１２ 

⋯「三尺流れれば、水清し」といいますが、長良川は流下時間の経過と共に、

おのずからキレイになっていく性質、自浄作用をもっているのです。 

 長良川河口堰による取水は、河口近くで行われるので、この働きは少しも

そこなわれることはありません。 

 かえって、長良川の持っている自浄作用が、十分に働くようになります。 

 長良川河口堰建設によって、長良川の水は、いまより清らかになります。 

               以上の内容が記載されています。 

  

 当時の建設省は、「長良川河口堰下流域は、汽水域になるので“ヤマトしじ

み”は繁殖も成長もする。淡水域になる上流域は繁殖はしないが成長はする」 
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上→河口堰上流域に放流されるヤマトシジミ 

中→放流するため堰上流へ向かう漁船団 

下→河口堰上流域で移動放流する漁師 

         写真撮影：伊藤研司 

と説明していましたので、赤須賀漁協は、建設省のいうことを信じ、以下の

ように移動放流をしたのです。 

 

長良川河口堰上流へのヤマトしじみの移動放流と漁獲量↓ 

 

 

 

 

 

☆放流場所は、河口から１０~１２ｋｍの水域 

Ｈ７~９年に獲れた“しじみ”は、元々、長良川に生息していた“しじみ”

でした。１９９８（Ｈ１０）年以降の“しじみ”の漁獲はゼロです。 

 

 私たち、“しじみプロジェ

クト・桑名”は、１９９４年

３月２７日から、これまでに、

延べ、１４０回近く、長良川

河口堰建設に伴う、しじみと

中心とした河床に生息する

自然の生態系調査活動を行

ってきました。 

 以前は、最高の漁場であっ

た河口堰周辺は、河口堰建設

に伴う浚渫により、ヘドロ化

し、漁獲はゼロの状態が１~

２年前まで続いていました

が、フラッシュ操作の増大で、

悪いながらも漁が出来る状

態に戻りつつあることも事

実です。 

 

２月２２日（水）河口堰下流域（海図的には、揖斐川に含む地域での操業も

含む）で、約１８杯がしじみ漁を行っていました。 

年度  放流量：トン   期間    回数  堰上流域漁獲量：トン 

1995       43          8/3 ~ 9/13       9               423 

1996      108          5/16~10/10     21               423 

1997      313          5/ 8~ 7/18      32                44 

1998      102          4/11~ 11/6      22           漁獲ゼロ 
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 建設費だけで約１８００億円、維持費

で数億円の税金（血税）が⋯？！ 

 治水に危険、利水はなし、自然の生態

系を破壊し、金食い虫の長良川河口堰！ 

 

 しじみを中心とした河床に生息する自然の生態系保護のために⋯勿論、河

口堰ゲートの全開放をすべきです

が⋯！ 

 フラッシュ操作の増加を国交省

へ要望を⋯？！ 

       ⇩  

＜市長公室長・答弁の主旨＞ 

 赤須賀漁協に確認をとりました

ところ、確かに現在、河口堰下流

部域にかなりのシジミの生息が確認できており、シジミ漁が行われていると

のことです。 

 研司議員ご案内の通り、河口堰管理事務所では、年平均４１回程度のフラ

ッシュ操作を昨年の４月以降の回数を年間１１９回に増加いたしました。 

 これらからのモニタリング調査結果では、水質改善効果（ＤＯ低下）が見

られたほか、流量調査においても河口から４ｋｍの地点で流速の増加の確認

がされおり、漁場に好影響が与えられているのではないか⋯？！と期待され

るところです。 

☆ フラッシュを増加すれば、“しじみ”を中心とした自然の生態系
に好影響がでることが分かりつつあります。今後は、ゲートの全

開放に向けて活動して行きます。 

 

 

  見守りネットワークの更なる充実を！ 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

（仮称）児童虐待ゼロ都市宣言が２０

１２年中に出来上がると聞き及んでい

ます。感謝申し上げます。 

 

 子どもの人権を語る時には、「子ども自身

が権利主体である」という基本的なことが理

解され、根付いていないため、家庭内や学校
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での“しつけ”に名を借りた体罰、ネグレクト事件が繰り返されている現実

もあります。 

 ＤＶ、ネグレクト⋯等から悪化した単独事件、孤独死等の事件から、最近

では、障害者・児、老人と同居する⋯複数の人間が住む家族においての⋯い

わゆる「家族死」事件が報道されています。↓ 

 東京・立川市のマンションで、母親（４５歳）は、くも膜下出血で死亡、

その脇で、知的障害がある４歳の子どもの傍には母親が作った弁当はあった

が、一人では食事が出来ず衰弱死していた。子どもの胃の中には何も残って

いない。体重は１０キロしかなかった。子どもは助けを呼べなかった。 

 行政が訪問したが、プライバシーの壁があり、自宅まで入り込めなかった

⋯？！ 

 東京・立川市の都営アパートでは、９０代と６０代の母娘２人の遺体

が、安否確認に来た同市の職員や警視庁立川署員が発見した。病死の可能性

が高い。 

 さいたま市では、６０歳代の夫婦と３０歳代の息子が死亡。家賃と水道代

が滞り、電気とガスも止められていた。住民登録もなく、近所付き合いなく、

生活保護の申請もなく、市も一家の苦境を知らなかった。所持金は１円玉が

数枚だけだった。 

 札幌市では、札幌市白石区のマンションで知的障害のある妹（４０）と姉

（４２）と見られる遺体が見つかった。この姉は生活保護申請の意向をみせ

ていたが、妹の世話をしてくれる施設も探していたようで、その最中に脳内

血腫で急死し、連鎖的に悲劇が起きたと思われる。 

 妹の死因は凍死で死後５日~２週間。料金滞納のため電気は発見寸前に止

められ、ＬＰガスは１１月末に止められており、室内は冷え込んでいたとみ

られる。 

 釧路市では、妻（７２歳）と認知症の夫（８４歳）。 

 いづれも、病気や高齢などのハンディを抱えた「弱者の共倒れ」である。

⋯⋯⋯。たまる郵便物や公共料金の滞納⋯などの前兆はある。微弱なＳＯＳ

が、プライバシーの壁を越えて行政に届く策を巡らせればかなりの孤独死は

救えよう⋯。 

 ↑以上は、２０１２年２月２４日 朝日新聞 天声人語から 

      札幌市の件は、２０１２年１月２６日 毎日新聞からと 

             ２０１２年１月２５日 北海道新聞より 
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2010 年 10 月から、大山田・城南・七和での市民センタ

ーで“子育てサロン事業”が行われてから、桑名市でも

“子育て事業の充実”が図られています。撮影：伊藤研司 

 生活状態（ご飯を

作っているか？等）

が分かるのは、ガス

と水道からが一番

よく分かります。 

 地域力をつける

必要性も感じてい

ます。しかし、現実

的には、地域の力だ

けで見守ることは

不可能です。 

 プライバシーと

の絡みもありますが、ガス・水道等、公共料金の滞納情報を行政に連絡して

頂く等の連携及び通報制度→『見守りネットワークの更なる充実の確立』を

要望します。 

                ⇩ 

＜副市長・答弁の主旨＞ 

 現在、桑名市では、郵便事業株式会社、各新聞販売店と「高齢者見守りネ

ットワーク事業協力に関する協定」を締結し、郵便物、新聞等を配達した際、

異変に気づいた場合、桑名市の介護・高齢福祉課や地域包括支援センターに

通報を頂き、住民の安否確認に努めています。 

 更に、先般、国からも生活に困窮された方々に関する情報を地方自治体の

福祉部門が適切に収集できるよう、改めて管内における電気・ガス等の事業

者との連絡・連携体制の実態を十分把握し、こうした情報を一元的に受け止

める体制を構築するよう国からの指導もあったところです。 

 桑名市と致しましては、研司議員ご指摘のプライバシー等の問題点の整理

や他の自治体の事例の収集等により、対応について研究してまいります。 

 支援を必要とする家庭の情報をいち早くキャッチし、適切な支援が行える

見守り体制の連携強化を図ってまいります。 

※ 原発事件による放射線から、学校給食の安心・安全性を守る取り組みは？！ 
※ 格差社会是正のためにも、「地区市民センター・公民館」と「退職教師」を     

活用しての寺子屋塾を！ 

                ↑以上の２つの課題も発言しました。 

 

 


