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             発行：桑名市議会 会派：希望 第 8９号-９３（201４年夏）  
     住所：桑名市中央町 2-37  桑名市役所内 会派：希望 
      

 

       公教育の真価が問われている 

  考える力、引き出す教育の実践を：学力テスト問題から 
＜伊藤研司議員・発言の主旨＞ 

 全国学力調査問題につきましては⋯、公表する？し

ない？の問題とは、違った観点で現在の子ども達の問

題に言及されている中村桂子氏（ＪＴ生命誌研究館館

長）のコメントがあります。 

 改めて、子どもの知識・現状、さらに私たち大人社

会の現実を映し出していると思いました。 要約します。 非常に参考にな

るコメントです。 

         中村桂子氏のコメント↓ 

 全国学力調査で、『⋯全国平均に比べて５ポイントより大きく下回った都道

府県は小学校ではゼロだった。 

 中学校でも国語Ｂではゼロ。地域差が小さくなり、全体的にレベルが上が

っている。』 

『はっきりしているのは、応用問題も正解率が芳しくない。これは、与えら

れた資料を読んだうえで自分の考えを書く、解答の理由を論理的に説明する

力を試す課題とあり、社会生活をするうえで重要な力である』 

『文章の内容を論理的に迫ったり、文章を書いたりする訓練の不足が見られ

る』 

 

 ここで私たち大人は、この結果を子ども達だけの問題として捉えてしまう

が、私たち自身、書かれたものをじっくり考え、自分の意見を組み立ててい

くこと、それを論理的に説明する能力を得意としているのか⋯？！ 

 特に近年情報化が進み、断片的知識ですますことが増えている。子どもは

社会の鏡であり、子どもの点数をあげる方法を考える前に、大人が考える人

にならなければいけないという教訓をここから引き出したいと思う。 
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 ここで練習問題として、憲法を読み、そこにこめられた意味、その下で過

ぎた６８年の歴史についてじっくり考え、自分の意見を組み立てることを試

みたらどうだろう。 

【中村桂子氏】：養老孟司氏 多田富雄氏と共著で「私はなぜ存在するか」（哲学書房）から出版。 

 さらに、全国学力調査が、選

挙に利用されるのではないか

⋯？！と、懸念する声もありま

す。 

 私の子ども時代は、経済状況

もお互いによく似た状況でし

た。多くの家庭では子だくさん

で、子ども達自身でルールを作

り遊んでいましたが、現在では、スポーツにしても遊びにしても保護者の管

理の下での行動が多くなっています。 

 格差社会が広がり、親の収入が子どもの学力に及ぼす影響が大きいと言わ

れています。さらに、学力テストの公表が、一人の人間の人生を決めてしま

うほどの格差の拡大を生むとも言われています。 

 格差社会が拡大されると、日本社会が閉塞状態に陥り、活力がなくなって

しまう危険性も指摘されています。 

 全国学力調査結果や公教育のおかれている現状と今

後の課題について、答弁願います。 

               ⇩ 

＜教育長・答弁の主旨＞ 

 教育員会といたしましては、この調査の目的をしっ

かりと踏まえ、結果の如何に関わらず、各校が結果を十分に活用し、児童生

徒への日々の指導の改善につなげ、教育指導の充実や学習状況の改善等に役

立てていくことが重要であると考えています。 

 公表につきましても、結果から分かる児童生徒の強みや弱みを明らかにす

るだけでなく、結果を踏まえたその後の取り組みを市民や保護者に分かりや

すくお示しすることが大切であると考えています。 

 

 

子どもは、友だちとの遊びを通して成長する！ 

写真は、住民と二人三脚でつくる遊び場：東京・

世田谷プレーパークから。〔本文との関係はありません〕 
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 しかし、この全国学力・学習状況調査結果は、学力

の特定の一部分でございます。 

 従いまして、結果に一喜一憂するのではなく、豊か

な心を育み、自他の命を大切にする教育を引き続きし

っかりと進めてまいりたいと考えています。 

 

   伊藤研司議員：その他の質問の要約↓ 

 ①偏差値を値上げるだけための教育は本来の教育ではない！ 

 ②生命の尊厳、生きる力、人生を切り開く力を付ける教育実践が必要！ 

 ③公教育と塾学習とは基本的に違う 

  以上をテーマに「壬申の乱」を参考事例として質問。 

「年代だけの暗記ではなく、壬申の乱が何故起きたのか？その結果、朝鮮半
島の三国志“百済・高句麗・新羅”と我が国（当時は倭国）との関係はどう

なったのか？ を学び、未来に活かす教育実践が必要と考えます。 
 歴史を学ぶことは単に年代の暗記ではなく、未来を学ぶことであります。  

                 ⇩ 

 ＜教育長・答弁の主旨＞ 

 研司議員ご指摘の「公教育の大切さ」は、「くわな

っ子育成方針」の中でしっかりとお示ししていると

ころでございます。 

 「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目標に、確かな学力の育成と

豊かな心や健やかな体を育む教育を進めています。 

 各校におきましても。児童生徒一人ひとりの個性や可能性を伸ばすため、

学びへの意欲、様々な体験活動や地域の人々との交流など特色ある学校づく

りに取り組んで頂いています。 

 

 伊藤研司議員：その他の質問の要約↓ 

④修学旅行生の被爆者：語り部の方へ

の「死に損ない」発言。 

 被爆者の方々が、どのような思いで戦後の人

生を歩んで来られたのか⋯？がイメージ化で

きていない。命の学習の欠如であります。 

学校には多くの 

活動があります。 



 

4 

 

 

 この問題に関しては、「平和ボケしているから⋯戦争を知らない世代だから

⋯」等々、色々なコメントが報道されていますが、私自身は、戦争を知らな

い⋯とか経験しているとか⋯の問題ではなく、個人・家族・学校等での人格

形成の問題だと思っています。 

桑名市の中学校において、修学旅行先と事前学習に関して⋯？ 

修学旅行に際して、事前学習どのように行われたのか？ 

                ⇩ 

＜教育長・答弁の主旨＞ 

 研司議員ご質問の中学校での修学旅行につきまして

は、本年度、平和学習・人権学習として広島・長崎・沖

縄方面へ各一校ずつ行っています。 

 具体的には、子ども達が平和や人権について調べたり、

そのことについて考えをまとめたり、発表したりするな

ど、子ども達が主体となった事前学習を行い、目的意識をより高められるよ

うな取り組みが行われています。 

 さらに、事前学習だけではなく、事後には校内で発表会や報告会をする取

り組みも行われています。 

 教育全般において、日頃の学習から「生命・いのち」を大事にし、豊かな

人間性を育む教育を今後も大切にしてまいります。 

 

 

 

乳幼児虐待事件をゼロへの課題。理玖ちゃん事件から 

《伊藤研司議員・発言の主旨》 

 厚木市での５歳児：斎藤理玖（さいと

う りく）ちゃん（当時５つ）の衰弱死

問題は、大きな問題となりました。 

２００４年：理玖ちゃん３歳の時、「紙

おむつ」をして「はだし」で近所の人

からの訴えで児相に保護される。 

 その時母親が、「虐待を受けている」と児相に訴えるが、児相は、「迷子扱

い」で翌日母親に返す。 
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《普通は、迷子を保護した場合は、保護者に返した後、通常は一ヶ月以内に

電話や面談で様子確認をする。虐待やネグレクト（育児放棄）が疑われれば、

強制的に調査、保護などの処置を取る。しかし、この時には何の対応を行わ

なかった》 

２００５年：理玖ちゃん、厚木市の乳幼児検診を受診せず。 

２００６年１０月~２００７年１月：父親は水や食事を与えず、死亡させる。 

２００８年：小学校入学時の説明会に欠席したため、教委は自宅を訪問する。 

その際、父親と会ったが、その時父親は「東京の方にいる」と返事。 

教委は、事実関係を確かめずに済ます。 

２０１２年３月：児相職員が再度、小学校に在籍していないことを確認。 

２０１３年１２月：厚木市の教委担当者が父親と面会。「子どもは生きてい

る」と返事。 

２０１４年５月３０日：厚木署がアパートで男児の白骨遺体を発見。 

 このアパートはゴミ屋敷状態。理玖ちゃんは、ゴミの少ない場所でもたれ

るようにして亡くなっていた。以上の内容が報道されています。 
①桑名市として、居住実態が把握できない家庭・子どもはいるのか？実態？ 
②乳幼児虐待問題に対し、桑名市としての取り組みの現状と今後の課題？ 
               ⇩ 

＜保健福祉部長・答弁の主旨＞ 

 現在、厚生労働省から全国の地方自治体に、自治体内に居住実態不明児童

がどれほどいるかの調査が行われているところであり、桑名市においても教

育員会、保健センター等と連携して、調査を実施しているところであります。 

 その中で、特に、１歳半健康診断、３歳児健康診断などの未受診児童につ

いては、就園状況の確認等で実態を把握するとともに、それでも居住実態が

確認できない児童については、保健センターと子ども総合相談センターが共

同で訪問し、安否を確認することを再確認しました。 

 

※ ７月１日に、担当部長から「桑名市においては、全ての乳幼
児の安否確認は出来ている」との回答がありました。 

  今後の課題として、３歳児検診~小学校入学時までの間において 

  保育所 （園）・幼稚園に通っている児童の把握は出来ているが、 

  通っていない児童の安否確認の実行が今後の課題であるとの説明 

  を受けましたので、今後に向けての議論を行いました。 
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 子育てに必要な経済的要素及び就労支援 

《伊藤研司議員・発言の主旨》 

 桑名市は全国的に見ても、ＮＰＯの方々による善意の活動も含め、行政的

にもかなり充実した施策が実施されていることは事実です。 

 しかし私が、子育てを行う上で、欠けていると思うのは、（思いたくないの

ですが⋯） 

 子どもを育てるには、現実的に基本となるのは親の就労状況⋯お金です。 

前・岩手県知事が座長を務められている、日本創生会議による提言でも、 

 希望に沿った結婚、出産、育児には十分な経済的基盤が必要と強調。 

独身の２０代で３００万円以上、３０代後半の夫婦合計で５００万円以上の

年収を結婚し子育てするのにふさわしいモデルに掲げ、未婚率の高い非正規

雇用の処遇改善や正規雇用の拡大など経済的基盤の確保を求めた。 

           以上です。 

 しかし桑名市でも、非正規雇用の

割合は、３０数％を超えている状況

と思われます。 

非正規スタッフの給与は、２００万

前後と言われています。 
 

 市長提案説明で、「三重県の求人倍

率が全国平均で少し上回っている

⋯」との発言がありましたが、現実

は、パートを含む非正規雇用を求める数が上昇しているだけで、非正規雇用

の割合は毎年上昇し、格差社会がますます広がっている現実があります。 

 私は、（基幹産業の位置付けは経済の発展段階に応じて異なって来ることを認識し

た上での発言ですが⋯）鋳物を含めた地場産業の活性化に力を注ぐべき⋯、 

協働が大切だと考えていますが、桑名市としての取り組みは⋯？！ 

 さらに、太陽光やバイオマスの「再生エネルギー」を基幹産業に位置付け、

安定した雇用の拡大に結びつけるべき、と考えますが⋯？！  

 その様な施策が整い運用されて始めて、安定した経済的基盤が出来、就労

支援に結び付き、それが、３人育てられるまち桑名として、ブランド化でき

ると考えるのですが⋯？！ 
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＜経済環境部長答弁の主旨＞ 

 研司議員ご指摘の通り、子どもを産み、

育てる上で、経済的基盤の確立は必要不

可欠な要素であることと認識しています。

⋯⋯。 

 我が国の非正規雇用の割合は労働者の

３分の１を超える水準となっており、正

規労働者として働く意欲があっても、そ

の機会に恵まれないばかりか、不安定な雇用形態、低賃金、セーフティーネ

ット等が不十分といった課題が潜在化している現状にあります。⋯⋯。 

  

 鋳物産業の活性化のため「くわな鋳物」のブランド化を目指し、昨年度ま

での３年間において、桑名市と三重県鋳物工業協同組合、桑名商工会議所が

共同して、くわな鋳物新商品開発事業を行い、全国展開への先駆けとなる取

り組みを行いました。 

 

 また、太陽光、風力、バイオマス等の再生エネルギーの導入拡大は、エネ

ルギーの多様化による低炭素社会の創出に寄与するとともに、新しいエネル

ギー関連の産業創出・雇用拡大の観点からもインパクトがあり、地域活性化

の一助となることが期待されるところです。 

 このため、地球環境のことを考慮し、地域活性化の視点から再生エネルギ

ーについて、調査研究して参ります。 

 

厚生労働省子ども虐待による死亡事例等の検証結果から 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 妊婦健康診査未受信問題、母子健康手帳の未発行問題、加害者の９割が実

母、妊娠後から出産までの間における実父の存在が確認できない問題、望ま

ない妊娠では出産直後に殺害するケースもある、若年出産問題、精神的問題

は少なく、経済的問題ありが比較的多い、以上の課題がある。 

《死亡した子どもの年齢では（心中以外）》、０歳児が２１８人・４４％と最

も多く、０~３歳児までで約８割を占めている。心中による虐待死では各年

齢に分散している 

 若者にとって、正規雇用がないのが問題！ 
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《加害の動機》では、不明が３割、「しつけのつもり」「保護を怠ったために

よる死亡」「子どもへの存在拒否・否定」「泣きやまないことにいらだったた

め」が、一定程度見られる。 

《虐待死亡事例で養育者（実母）の心理的・精神的問題》では、心中以外で

は、「育児不安」「養育能力の低さ」が多く、ついで「衝動性」が多い。 

心中以外（実父）では、「養育能力の低さ」「衝撃性」「攻撃性」及び「怒りの

コントロール不全」が比較的多い。 

 心中による虐待死亡事例で、実母

の場合は「育児不安」「精神疾患」「う

つ病」が多い。 

【課題と提言】では、《望まない妊娠》

については、相談体制の充実および

周知、経済的支援制度、里親・養子

縁組制度の周知。 妊娠期・出産後早期から養育支援を必要とする家庭への

医療機関等の関係機関との連携。 乳幼児健康診断や予防接種等を受けてい

ない家庭への対応。 若年者に向けた養育や虐待に関する知識等の広報・啓

発。 通告があったものの居住実態が把握できない家庭・子どもに対する安

全確認の確実な実施。 子どもの虐待死を防ぐためには、出産直後に里親制

度や養子縁組制度を活用。        以上の提言がされています。 

 

「保健センター・福祉部門・医療・学校との連携」が大切と考える。桑名市

としての取り組みについて⋯？ 

                 ⇩ 

＜保健福祉部長答弁の主旨＞ 

 妊婦の時から関わる保健センターと子ども相談総合センターとの連携は必

要不可欠であり、リスクのある世帯については、毎月、会議を行って情報交

換したり、合同で訪問するなどの緊密な連携をとっているところです。 

 また、保育園・幼稚園・学校等の他の関係機関についても、リスクのある

世帯については子ども総合相談センターへ定期的に報告するなどをして、連

携を図っているところでございます。 

 特に身体的にも未発達で、虐待被害が重篤化する可能性が高い乳幼児につ

いては、より早期に、注意深く対応する必要があります。 
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＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

最近、議員に配布された新総合計

画の第二節「命を守ることが最優

先」には、「国管理の一級河川から

なる木曽三川、県管理の二級河川

である員弁川など多くの河川が存

在し、優れた河川環境・景観を有

しており、本市の魅力の一つとな

っています」と、あります。  

 確かに、多度山山頂から木曽三川

を望む景観は、以前私が間伐作業を行っていた時、奈良県の（名称は忘れま

したが）シニアで「山を歩く会」？の方々も、「この景観の素晴らしさのため

に多度山にくる。多度山に来ることが私たちのステータス⋯？！」とおっし

ゃっていました。 

 

 さらに、たびたび、ヨーロッパ旅行され

ていた画家の故・小林研三先生も、この風

景は「ドナウの景色以上⋯？！」と、おっ

しゃっていました。 

 確かに、全国的にも市長の言葉で言え

ば？「ブランド」です。 

 しかし、多くも課題を抱えていることも現実です。 

 

「河川（本物であふれる桑名市へ）の第２節 命を守ることが最優先 １０

年後の目指す姿 優れた河川景観が保全・形成され、魅力ある親水空間とし

ての河川利用がなされています」とある。 

 

 確かに桑名市は、歴史的にも「員弁・町屋川」と共にさかえ、長良川は「ヤ

マトしじみ」の最も良い漁場でした。 

 しかし、長良川は、長良川河口堰が建設・稼働してから、「ヤマトしじみ」

を中心とした河床の生き物の生息状況は壊滅的です。 
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 員弁・町屋川は、私が子どものころは、町屋川・矢田用水・町屋御用水で

遊んだものです。しかし現在は、町屋川は「すり鉢状？！」になっていて、

近寄ることも危険で、「よい子はここでは遊ばない」の立て札が立っています。 

 町屋川のＪＲ・近鉄鉄橋から河口までには、３０数種類の生き物が生息し

ている。この面積でこれだけの種類の生き物が生息している地域は数少ない

そうです。  

 江戸時代には、米をはじめ物資の輸送のため高瀬舟が馬や人間に曳かれ運

行していました。 当時はそれ程の水量もあったと思われます。 

桑名市民に命の水を供給する町屋川・町屋川流域や木曽三川の、今後の自然

の生態系保護のあり方を答弁して下さい。 

              ⇩ 

＜経済環境部長・答弁の主旨＞ 

 員弁・町屋川は、研司議員ご指摘の通

り、古くより利水、水運等により近隣の

人々の生活を支えてきました。 

 また、そこには多種多様な生物が生息

しており、河川保全の必要性は桑名市と

しても認識しています。 

 

 その一環としまして、今年８月には猪飼地区で「水辺の生き物観察会」と

いう催しを計画しています。これは市民の方々と自然環境保護推進委員の先

生方が実際に川に入り、そこに暮らす生き物を観察していただくという催し

です。川に親しみ、生き物に触れることで自然や地域への愛着を持って頂く

ことを目的としています。 

 また、桑名市内の動物

の紹介や、生命（いのち）

のつながり、生物多様性

などについてまとめまし

た「くわなの生きもの」

を今年も市内小学校の新

一年生にお配りしました。 

 桑名市の将来を担う子ども達に自然や環境に興味を持ってもらい、その大

切さを学んで頂きたいと考えています。 
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紙媒体の「議会だより」には、掲載できませんでしたが、「桑名駅西

区画整理事業」問題についても発言しています。 

     

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

（通称）桑名市駅西土地区画整理事業は 

１９７２年（昭和４７）→公告。 

 

２０００年（平成１２）→事業区域、都市計画道路の見直しに伴い、都市 

            計画事業の見直しが行われる。 

 

２００１年（平成１３）→事業計画決定（事業認可）の告示が行われた。 

 と、いうことは、区域内の方々の家の建て替えができない状態。 

 （建築確認が必要な工事はダメ） 

 

２００５年（平成１７）→ＪＲ・近鉄の連続立体交差事業の中止が決定。 

    連続立体交差事業の中止に伴い、「自由通路」に変更。（平成１８） 

 

２００８年（平成２０）→一部地域から工事着手。 

 

２０１１年（平成２３）→事業期間が２０２５年（平成３７）までとし、 

           事業費が２８５億円とする事業計画の変更。 

 

２０１２年（平成２４）→仮換地指定が完了。 

 

一口に言って、余りにも長すぎる事業です。 

 地域住民の一部の方々からは、「我々は桑名市の事業だから賛成・了承をし

たことも事実。しかし、当時は現役であったが現在では年金生活になってい

る。土地も狭い。立て替える経済的力もない。余りにも長期間になっている。

桑名市は我々が死んでいくのを待っているのか？！」という嘆きの声をお聞

きする。 

 それらの方々への対処と今後の工事予定について ？ 
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＜都市整備部長・答弁の主旨＞ 

 桑名駅西土地区画整理事業につきましては、昭和４７年（１９７２）２月

に土地区画整理事業の都市計画決定がなされ、その後、平成１３年（２００

１）９月に県の認可を受け、事業に着手しており、先行建設街区、駅北地区

につきましては、現在一部入居が行われています。 

 一方で事業が長期化しており、研司議員のご指摘どおり、地権者の方々の

多くが早期の移転を望まれていますことは、桑名市としても認識しています。 

 また、事業の長期化により、家屋の老朽化や住民の方々の高齢化も進んで

おり、地権者の方々へのご負担も大きくなっています。 

 このため、以前、研司議員よりご提案を頂きました高齢者相談員の方によ

り、高齢者の方々への訪問を実施しており、それぞれの方の健康上の悩みや

事業に対します不安につきまして対応しています。 

 

 今後の工事予定ですが、先行建設街区、駅北街区での整備、建物移転補償

に取り組んでまいります。 

 また、事業を円滑に推進していくため、専門家のコーディネートを受け、

事業手法等の見直しを含めまして、効率的な施行計画を策定し、早期の事業

完了を目指し、鋭意努力してまいります。 
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