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私が「地区センター・公民館」での「子育てキッズ・サロ

ン」の必要性を数年間要望し続け、２０１０年６月から実

施されました。この施策と平行して、「虐待防止宣言」の

必要性を訴え続けてきました。撮影：私・伊藤研司 

      発行：桑名市議会 会派：希望 第8４号-8８（2013 年春）  
    住所：桑名市中央町 2-37  桑名市役所内 会派：希望 
               
       

                    

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 桑名市（全国的）にお

けるネグレクト・虐待の

加害者は８割近くが実の

母親・父親です。 

 お腹を痛めて自らが生

んだ子を虐待せざるを得

ない悲劇、最も愛される

ハズの母親・父親から虐

待を受ける程、惨めで悲

惨で人格を否定される出

来事はありません。 

 ２０１１年１２月議会で副市長は、私の発言に対し、答弁で以下のように

述べられてみえます。 

『「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。』以上のように述べられておられます。 

                ⇩ 

＜保健福祉部長・答弁の主旨＞ 

 所管と致しましては、早急に「都市宣言」を行いたいとの思いを強く持ち、

関係機関との調整も行い、できるだけ早期に「議案」として提出する準備を

進めてまいりました。⋯⋯。  

 「都市宣言」を行うにあたり、議会の承認がいただければ、より効果は大

きいと認識していますので、状況が整い次第、議案として速やかに素案を皆

様方にお示ししたいと考えています。 
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  値上げ問題と長良川河口堰・三重用水との関連 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 長良川河口堰・三重用水から問題点（水需要予測・水質問題を含

め）を議論。 

《長良川河口堰》 

《長良川河口堰》は、

「自然の生態系の破

壊」「治水・津波にと

って危険」「無駄な建造物・税金の無駄使いの代表」でありますが、今回は、

水道料金との関連から「利水」面から発言します。 

 まず、利水について、国をはじめ関係機関が言っていた内容を要約し発言

します。 

★昭和４８年１１月７日 「水資源開発公団」「長良川河口堰建設所」発行の

『長良川河口堰』の冊子があります。 

 ｐ１５には、『⋯この地域においては、昭和６０年までに上水道用水、工業

用水あわせて、毎秒１００立方メートルの新規の水が必要⋯』 

★三重県が発行している「北勢水道水の供給事業に関しての計画表」におい

ては、昭和６０度の計画では、多度町はＯＯ？人、長島町は２万５千人、桑

名市は１８万７千人として計画されているのでした。 

平成２５年（２０１３）には、「多度町＋長島町＋旧桑名市」で約２３万人 

前後になっていなければならない数字の見積でした。 

 しかし、現実は、平成２５年１月現在の桑名市（旧桑名+長島+多度）の人口は、

１４２、５２１人です。 

★ １９８０年後半（長良川河口堰が着工されたのは、１９８８年３月）から、 
 利水要望団体の三重県が「河口堰で生み出される工業用水の使い道に困る」 

と言い出したため、建設計画は行き詰まった。 

 そのため、三重県分の「余り水」については、１９８７年４月に「三重県

分の工業用水、毎秒２トン」を「愛知県地域」に回すことで、合意した事実

があるのです。 
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鈴鹿山系の麓から取水している三

重用水の水を農業用水として利用

し、長良川の表流水を飲料水として

契約しているのです。 

《三重用水》↓    

★ 三重用水→１９９１年（Ｈ３）水道用通水開始 
鈴鹿山系（牧田川、員弁川、河内谷（こうちだに）川、冷（ひえ）川から取

水⇨員弁幹線水路 内、員弁川取水工からは、秒１.２立方メートル取水。 

 一日では、１０３，６８０立方メートルの取水量。 

※員弁取水工からの取水だけでも、桑名市民の需要の２倍近くもある。 

      一日平均配水量↓ ※単位は立方メートル 

 

 

 

 

★一日平均配水量で、平成１９年度（61,117 トン）と平成２３年度（57,022

トン）を比較すると、61,117—57022=4,095 トン減少しているのです。 

          

❶明らかに、値上げの要因の一つは、水需要

予測の過大評価による施設建設によるもの

ではないか！と考えています。 

❷三重用水からのキレイな水を農業用水に

する一方、馬飼や長良川の表流水を飲用水に

する施策：水利権の施策（お役所によるお役

所のための施策）から、市民主体の施策に変

更すべき！と考える。 

       ⇩ 

＜上下水道管理者・答弁の主旨＞ 

〈質問に答えるのではなく、長良川河口堰の説明の

み。時間稼ぎ？！のため、と思われるので削除しま

した〉 

 三重用水は、源水として優良な水質を保持

しているものと考えています。 

〈三重用水の説明のみの答弁。時間稼ぎと思われま

すので削除しました〉 

 現在桑名市におきましては、三重用水から水道用水としての供給を受ける

権利を有していません。 

       桑名地区   多度地区  長島地区   全体 

平成 19 年度   47,619        7,216       6,282       61,117 

平成 21 年度   46,834        5,186       6,301       58,321 

平成 23 年度    45,695        4,649       6,678       57,022 
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 ＜伊藤研司再発言＞ 

 私は、長良川河口堰や三重用水のことを説明して欲しいとは、一言も言っ

てはいません。 

 三重用水のキレイな水を農業用水として利用し、長良川や木曽川の表流水

を飲料水として利用するのか⋯？！ということを聞いているのです！ 

                ⇩ 

＜上下水道管理者・答弁の主旨＞ 

 残念ながら長島町においては地下水がありませんので、県の水（木曽川）

を買わせていただいて⋯桑名市を含め全体で２０％程度買わせていただいて

います。 

  

 

 

 「桑名市就学前施設再編検討委員会会議録」から問題提起 
＜伊藤研司・発言の主旨 

 現場では、私立・公立の幼稚園問わず、子ど

もの目線に立ち、一生懸命保育・教育実践され

ていることは、私・伊藤研司自身も強く認識し

ています。 

 しかし私自身、議事録を読ませて頂いて気に

なる発言がありました。⋯障害者や経済的困難

者の方々に対する気になる発言問題が、第１１回の検討委員会（Ｈ２３年１

１月１４日）で確認されていました。 

 『⋯公立幼稚園の役割に関し、委員が「公立幼稚園の役割は、障害があるお子さん、 

 それから経済的に困難なお子さんの受け皿的な役割を果たせばいい」と、いうような 

 主旨の発言をされました。これ、議事録から削除されています。』 

 以上の発言が委員の方からありました。  

それに対し、委員の方が↓ 

 『⋯私自身は、「公立幼稚園がそこのところだけを 

 担いなさい」と、申し上げたわけでは全くありません。』 

と述べられています。  

それに対しまた、委員の方が↓ 
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 『是非確認していただきたいのですが、そういうスタンスで、公立幼稚園の役割を考 

 えていくのは、私どもとは、決して相容れることは出来ません』 

と述べられています。 

 

 第１３回の検討委員会（Ｈ２４年２月１４日）では、委員長が意味を読み

取るには困難な内容？の発言をされています。↓ 

 『⋯第３回委員会での発言は、委員によっては「様々な受取方をされているのではな 

 いか⋯特別支援というものは全体で考えて行かなくてはならない。⋯特別支援を要す 

 る子どもも、そうでない子どもも、いろいろな子が多様な保育、教育の場で存在して 

 いる。⋯子どもをえり分けて、こういう子どもは公立、こういう子どもは私立とする 

 役割分担はそもそも存在しないと思っている⋯。」』 

と発言されています。 

 ☆突然に、「特別支援を要する子ども」の話になっているのです。 

  

 委員長が、以上のような発言をされたということは、過去にそのような発

言・議論があったということなのではないでしょうか⋯？！ 

 私は過去の会議録（議事録）を調べました。すると第三回の委員会の議事

録から委員長が言われた意味が分かりました。 

 委員からから、「経営的な内容」の訴えの後、突然に公立×私立の役割分担

の話に飛んでいるのです。↓ 

 『⋯「どっちかと言うと役割分担とか、公立でないと出来ない支援の必要な子ども達 

 の手当てとか、その役割の分担的なところに発想を及ばせていけば、繰り返しますと 

 だから、今、私学で設定している人数なり何なりをちょっと頭において頂いて、そこ 

 から、支援が必要な子ども、あるいは、経済的に何々が必要な子どもというのをえり 

 分けしていって、少しずつ公立のあるべき人数という、そこへたどり着いて行ったら 

 どうなのかなあ~と、言うふうに思うんですが、いかがなものでございましょうか。」 

 以上の発言に対し、委員長は、以下の発言をされています。↓ 

 『そうすると、今の議論で言うとその前提となるのは「経済的支援、個別支援は必要 

 のない子どもを何人入れていれば、私学は経営できるよ」ということなんですね。』 

 以上の委員長の発言があり、それに対し委員からは、 

 『そうです』 

 と発言されています。 

 すると、委員長は以下の発言をされています。↓ 
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 『そこから、経済的に苦しい親御さんの子どもだとこうなっていく⋯特別支援が必要 

 な子どもを入れると「こうなっていく⋯」と、言うふうに割り戻していくっていう… 

 ただ、それって、共通理解をした桑名の子どもの根っこを育てようっていう話とだい 

 ぶ食い違ってくるという気がするんですよね。』 

 以上、委員長の発言があり、それに対し委員から以下の発言がありました↓ 

 『それはですね、その考えをここで進める時に、同時に２面的にそれを、私たちもも 

 ちろん経済活動として、ベンツに乗るために子どもを育てている訳ではなく、子ども 

 を育てるために幼児教育をしている。意欲を育てたいということに変わりはない訳で 

 すので、そこのところが大きくひん曲って行くということは、考えにくいと思います』 

 それに対し、委員長は以下の発言をされています。↓ 

『そこは絶対に考えてはいけない話ですが⋯』 

 と発言された後、再編の話をされています。 

 

 その後、教育部長が以下の内容を話されています。↓ 

 『子どもたちの育つ環境の中では、様々な子がいて、障害のある子も一つの個性だと 

 様々な子がいて、育ちが確かなものになっていくのだと思いますので、その点は公立 

 も私立も関係はないと思います。そのことは、一つ押さえておいて頂きたい、と思い 

 ます。⋯⋯』 

 以上、就学前施設再編検討委員会の会議録（議事録）から抜粋しました。 

 

 就学前施設再編検討委員会、特に、３回・１１回・１３回の委員会の議事

録から読み取る限りにおきましては、極端に言うならば、障害がある児童と

経済的支援が必要な児童は公立で、 そうでない児童は私立で、と読み取れ

てしまうのです。 

 私が心配するのは、公立幼稚園が、５園どころか１１園になれば、その段

階で、公立幼稚園の運営維持が困難になるのでは⋯？！と、思っています。 

 すると、経済的に困難な家庭の児童や障害がある児童は、どうなってしま

うのか⋯？！が心配されるのです。 

                ⇩ 

＜教育部長・答弁の主旨＞ 

 研司議員からご指摘頂きました発言につきましてですが⋯その時、私も少

し「違和感」を感じました。 

 そして、「不適切な表現」であると思いましたので、先程ご紹介頂いたよう



 
7 

 

な指摘もさせて頂きました。 

 桑名市内の公立、私立の幼稚園・保育所・保育園が、家庭状況の違いや、

あるいは、障害の「ある・なし」に関わらず、全ての子どもが共に育ち合う

環境を整備し、実践を積み重ねるとともに、先程ありました特別支援教育も

含めまして、幼児教育の充実を図って参りたいと考えています。 

 

＜伊藤研司再発言＞ 

 公立と私立がお互いに切磋琢磨して運営していく、ということは当たり前

のことです。 

 障害があるお子さんも経済的に困

難なお子さんも当然なことです。 

５園・１１園になって公立幼稚園が

なくなっていまったら、一体どうなるのか⋯？！ 

                ⇩ 

＜教育委員会委員長・答弁の主旨＞ 

 いまのままで行きますと、子ども達が少ない中でやって行かなくてはなら

ない。すると、教育という中では、大勢の子ども達の中で、切磋琢磨して学

んで行くということも大切なことだと思います。 

 どちらを選ぶか？ということには、大変大きな決断が必要だと⋯。私も断

腸の思いでありましたが、子ども達の育ちを中心としてより良い教育環境を

つくっていくということに関して、この決断をさせて頂きました。 

  

＜伊藤研司再発言＞ 

 幼稚園の再編統に関し、私が議事録を読む限りには、教育実践、保育実践

に関わる内容がないんです⋯？！殆ど経営的観点ばかりです⋯？！   

 市民の方々からしたら、１０人ではどうなのか⋯？！２０人ではどうなの

か⋯？！と言った教育実践例をお示しして判断して頂くのが本筋です！ 

                ⇩ 

＜教育部長・再答弁の主旨＞ 

 少ない人数で⋯ということですが、１９年の時に、かなり議論をしていま

して、何人ぐらいが適切なのか？！については議論していますし、当然のこ

とながら、保護者アンケートも含めまして教育的な部分に関するアンケート

もしています。  教育的議論が無かったということではありません。 
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桑名市から補助金等が出されている団体との懇親会は、実費での参加を！ 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 桑名商工会議所には平成２３年度には

６００万円の補助金が支出されています。 

１月４日に行われた桑名商工会議所主催

の賀詞交換会に要した全ての経費は、 

１. ３０３.０５９円。出席者数１６３人。 
一人当たり約７，９９４円の経費がかかっています。 

 

 桑名三川商工会（多度＋長島）には、桑名市から平成２３年度には２.１２５

万円の補助金が支出されています。 

 １月１６日に行われた桑名三川商工会主催の

賀詞交換会に要したすべての金額は、 

８５５，３６０円。 出席者数８７名。  

一人当たり約８，８１８円の経費がかかっています。それに対し、賀詞交換

会の会費は、３千円と聞き及んでいます。 

 市長も代わり、新しい体制になりました。時代的にも、そろそろ、税金で

⋯（商工会議所、商工会の運営は主に会員の方々の会費で運営されています） 

 税金分はどのくらい入っているのか分かりませんが⋯？ 市長をはじめ公

職に就いておられる方々は今後、実費で参加されることを提案します。 

                ⇩ 

＜桑名市長・答弁の主旨＞ 

 税金が使われているのではないか⋯？！ということですが、補助金は事業

目的以外には使われていない、と考えています。 

 商工会、三川商工会については、それぞれ自主財源もありますので、補助

金以外の経費で開催されていると考えていますが、部長も申し上げたように

使途の明確化⋯補助金を出していることへの使途の明確化をしっかりして下

さいということは、今後も要請してまいります。 

☆毎回、２０名近い方々からお手紙を頂きます。お名前が書いていないと詳

しいご回答が出来ません。是非、お名前のご記入よろしくお願い致します。 



 
9 

桑名は熱い！！ なんと公営掲示板に

「現職陣営の確認団体ポスター」が！ 

       めっちゃ違法！！ 

 私も初めて見ました（爆） それにし

ても５期１８年もやるとこんな選挙違反

が平気になっちゃうんだろうかね~？？

【拡散歓迎】 １：０６ １２月１日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 民主主義への挑戦であり、かつまた冒涜（ぼうとく）で

あるとの認識の上に立っての発言です！ 

 日本国憲法の前文にも「⋯政治道徳の法則は、普遍的な

ものである⋯」と、記載されています。   

 尾崎咢堂（がくどう）や市川房枝氏⋯等々の多くの方々のご尽力、さらには、先の大戦

「沖縄戦での戦死者の方々を含む１００万人を超える我が国の方々、さらには多くのアメ

リカ兵の方々の死・血の上に現在の民主主義があるのだ⋯！との認識に私は立っての発言

ですが、この掲示板に確認団体のポスターを貼る行為や【拡散歓迎】との内容を流布（る

ふ）する行為は、民主主義への挑戦であり冒涜（ぼうとく）する行為であり、許せない行為です。 

※ 全員協議会において、選挙管理委員会から配布さ

れた資料です。↑ 

↑以上の「文章・写真」が、市内７カ所に貼られインターネットで配信されていました。 

                    

＜選挙管理委員会委員長・答弁＞  ⇩         

 研司議員ご指摘のように、昨年１２月に執行された桑名市長選挙の選挙期間中に、確認

団体の政治活動用ポスターが、選挙運動用ポスター掲示場に掲示されるという事例があり

ました。 

 公営のポスター掲示場には、公職選挙法の規定により、選挙運動用ポスター以外のもの

を掲示することは、できません。 

 また、確認団体の政治活動用ポスターにつきましても、公職選挙法によって掲示場所が

制限されています。 

 このような行為が行われたことは、さらに、この画像がツイッターで広く配信されてい

たことは、候補者の選挙運動、確認団体の政治活動を妨害する行為とも考えられます。 

 「極めて遺憾」なことだと思っています。 
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「上・下水道料金大幅値上げ案に反対」の討論を行いました。 
      《伊藤研司：反対理由の主旨》 

 桑名市当局は値上げの理由として、①水需要の減少 ②老朽化による維持

補修費の増大 ③事業経営の健全化を挙げています。   

            しかし⋯ 

 ①の問題は、長良川河口堰のように、水需要の過大見積もりによる過大施

設建設・維持管理費の増大が問題です。 

 ②③の問題は、本来、黒字経営であった時期に大幅な改修・更新工事を実

施しておく必要があったのですが、永遠に右肩上がりの水需要が続くと考え

ていたツケが回ってきているのです。 

 さらに、工事費の４分の１は合併特例債で水道管の敷設替え工事に充当で

きるにも関わらず、実行していなかった点です。 

 行政の怠慢によるツケを市民に負担させることは言語道断です。 

 今回の上・下水道料金の値上げは、市民の方々から６千数百万~８千万円

もの新たな市民負担を強いることになるのです。 

      さらに、理解できないのは、 

 三重県建設業協会桑員支部から工事入札（応札）最低制限価格の引き上げ

についての要望書が提出されているのです。 

 要望書を受けてか？どうか？は、分かりませんが⋯？！ 

 今議会で、最低制限価格（現場管理費）を×０,６→０,８と、０.２上げて

きたのです。 （要綱ですから議会の議決は不要） 

 ０,６から０.８に上げると、入札時の最低制限価格は約４％引き上げること

になるのです。 

 すると、約２億円前後の市民負担額が新たに生じることになるのです。  

 「上水・下水道料金」＋「入札最低制限価格」の引き上げ施策で、新たに

市民一人当たり年間約 2,０００円の負担増（４人家族→約８.０００円の増）

となるのです。 

 「入札時の最低制限価格（率）の大幅引き上げ」を行い、さらに

「上・下水道料金の大幅値上げ」施策には、断じて納得することは

できないのです。 

※「上・下水道料金値上げ」議案には、私を含め７名の議員が反対しました。 

  反対の議員→７名。 賛成の議員→２２名。（議長は除く） 


