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       発行：桑名市議会 会派：まちづくり戦略室 
      住所：桑名市中央町 2-37  桑名市役所内 会派：まちづくり戦略室 ☎２４̶１３９１ 
 
 
 

 「子どもを３人育てられるまち」必要な施策は…？！ 
＜伊藤研司議員・発言の主旨＞ 
 私自身、子育て支援施策とし
て、公民館・地区市民センター
を活用しての「子育てキッズ事
業」の必要性を訴え続け、実現
させて来ましたし、さらに当初は、公民館業務だけの予定でありま
した「ぽかぽか」での「子育て事業」の必要性も訴え、職員の協力
もあり実現して頂きました。 
 
 Ｈ２５年・現在の市長には、「子どもを虐待から守る都市宣言：子
どもの笑顔を守るまち桑名」の条例化をして頂きました。 
 
 市長提案説明でも、桑名市まち・ひと・しごと創生総合戦略のめ
ざす姿のｐ１３では、→地域の支えで、子ども３人育てられるまち
になっています。と記載されていますので、現状はどうか…？と、
調べました。     現状は↓ 
Ｈ２７年１月時点       Ｈ２８年３月時点 
児童  世帯数    児童数    世帯数     児童数 
１人   6.321 世帯   6.321 人    6.309 世帯       6.309 人 
２人   6.940 世帯  13.880 人          6.871 世帯   13.742 人 
３人    1.663 世帯     4.989 人        1.63０世帯      4.890 人 
４人    162 世帯   648 人     177 世帯    708 人 
5～7人      36 世帯   189 人      36 世帯    191 人 
合計  15.122 世帯     26.027 人        15.023 世帯    25.840 人 
      以上のように、少しずつ減少傾向にあります。 

    Ｈ２７年１月時点       Ｈ２８年３月時点 
児童   世帯数    児童数      世帯数     児童数 
１人   6.321 世帯   6.321 人     6.309 世帯       6.309 人 
２人   6.940 世帯  13.880 人           6.871 世帯   13.742 人 
３人    1.663 世帯     4.989 人         1.63０世帯      4.890 人 
４人    162 世帯   648 人      177 世帯    708 人 
5～7人      36 世帯   189 人       36 世帯    191 人 
合計  15.122 世帯     26.027 人         15.023 世帯    25.840 人 
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 私自身、桑名市
の子育て施策は、
ＮＰＯとの連携を
見ても、全国的に
もかなり整ってい
ると考えていまし
たので、少々、シ
ョックでした。 
 その理由を考え

ていたところ、やはり、行き着くところは、お金…親の所得の問題
が基本的課題としてあることを再認識しました。 
  
 岡山県奈義町からの事例からも、私自身「ある程度の収入＋子育
て支援施策」が必要ということを再確認致しました。 
    【我が国の高齢者×子育て予算】↓ 
・高齢者予算→７５兆５千億円 ・子育て支援予算→約５兆円 
以上のように日本では、高齢者支援予算が多いのです。 
 
        年収３００万円の壁 
＊年収３００万円以下の男性は、なかなか結婚できない現実がある。 

＊未婚の女性・男性の約８割は、結婚を望んでいる。しかし、お金の問題がある。 

＊日本の子育てのための予算は、先進諸国のうち、ＧＤＰ比では半分~３分の１ 

         ⇩ 
＜保健福祉部長・答弁の主旨＞ 
 研司議員がおっしゃいま
すように、非正規や派遣など
の雇用状況や低賃金の就労
で十分な子育てをすること
は、非常に厳しいものであり、
その為には、就労支援が重要な施策の一つであると考えています。 
  
 桑名市では、一人親家庭への就労支援と致しまして、就労に向け
た資格取得の際の給付金支給や一時的にサポートが必要な際の日常
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生活支援事業、担当者が一人親家庭の保護者とハローワークに同行
し、一緒に仕事探しをするなど、自立に向けた支援を行っています。 
 また、経済的支援と致しまして、一人親家庭への児童扶養手当の
支給、学童保育所を利用される際には、利用料の助成を行ったりし
ています。 
 また、保育所入所に関しましては、どの家庭に対しましても、保
育料を就学前の子どもに対して、二人目は半額、三人目以降は無料
とする減額を行っています。 
  
＜伊藤研司議員・再発言の主旨＞ 
 桑名市では、子育て…障害者施策に関しても、東海地方でもトッ
プクラスの施策を行っています。 
 しかし、何が足りないか…？というと、お金なんです。所得の問
題が非常に重要なんです。 
 桑名市では、非正規・派遣労働者の方々が非常に多い。有効求人
倍率が増えたと言っても、そうなんです。 
 一方では、全国的にもトップ企業のヤマザキマザックさんのよう
な企業がいなべ市さんに行かれてしまう…。 
 
 私、テレビを見ていましたら、「労働崩壊を食い止める：公契約条
例」について報道していました。 
 
 公契約条例とは「職業別の最低賃金」→左官工、大工、調理師…
等々の職人・技術者にあった労働者の最低賃金を守り、経済を活性
化するための施策。⇨持続可能な市民社会の構築や労働条件。結婚
が出来、子育てが出来る労働条件を守る施策が早急に必要だと考え
ています。 
             ⇩ 
＜市長公室長・答弁の主旨＞ 
 研司議員からは、公契約条例についてのご紹介がありました。観
点は違いますものの、適正な賃金…あるいは、技術の継承という側
面から大工さん左官屋さんの話もありました。 
 このことにつきましては、桑名市の産業も含めて…鋳物産業・地
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場産業もありますので、そういったところの技術継承といった側面
もあります。 
 ご意見も参考にして、今後、研究させて頂きたいと考えています。 
 
＜伊藤研司議員・再発言の主旨＞ 
 私は、ドイツのようなマイスター制
度を日本にも制度として導入できない
か…？！と、本議会でも言及してきま
した。 
 以前、内堀に職業訓練校があったの
です。そこでは、大工さんの組合が、
技術指導を行っていた経緯もあるのです。今では無くなってしまっ
たのです。非常に残念なのです。 
 私は、本議会でも何度も何度も言っているのですが、「手に職を付
ける：マイスター制度」桑名市として行って欲しいのですが…。 
             ⇩ 
＜市長公室長・再答弁の主旨＞ 
 研司議員からは、かねてから、マイスター制度については受け賜
っています。 
 桑名市の産業を支えています中小の企業さんの中には、伝統技術
を継承されておられる方も見えますので、そのような方々を如何に
残していくか…！ということも大切な事だと思っています。 
 
 
 
 

       地元説明会議事録から 
＜伊藤研司議員・発言の主旨＞ 
 私は、２０１５度に開催された地元説明会における議事録を開示
請求し見ましたが、私自身が想像していたより厳しい内容でありま
した。 
  【地元説明会で住民の方々が発言された内容の一部】↓ 
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＊建物進捗率２３％。桑名市は全く努力していない。いら立ちを感 
 じる。桑名市を信用できない。 
＊質問の答えになっていない。Ｈ３２年度末までには建築可能とな 
 るのか。 
＊ 語れば語る程信用できない。仮換地指定通知を受けてから７年間 
 制約を受けている。 
＊ ２０年後に何ができるかというと、私たちの子や孫が私たちの跡 
 を継ぐということはない。 
＊ 先行街区は立派な家が多く、名字も聞き慣れないものだ。家が建 
 ち始めた頃に、不動産会社の”のぼり”がいっぱい立った。こうい 
 う事は、桑名市民のことを考えた福祉の行政と言えるか。 
＊ １０年後に移転をした時には、８０歳を越えている。今が限界な 
 んです。 
＊ 馬道地区は超限界集落で、２０年先のビジョンが持てますか。 
濃州街道って何ですか。そんな事は、私たちには関係ないです。 

＊ 先行街区に立派な家が建っています。私も補償して欲しいのです 
 が、もう年齢的に無理です。もう止めて下さい。 
＊ 家屋も老朽化しているのです。こんなこと（駅西区画整理事業の 
 ため移転しなくてはならない）あるのに、２００～３００万かけ 
 て誰が直しますか。それは、必ず補填しますと前の担当者は言っ 
 ていました。しかし、それでも出たくないんです。 
＊ 今日の説明会の内容は、私の中に入っていない。今まで馬道部会 
 があり、行政からフィールドバックがあった。あなた達はみんな 
 知っているのか。その文章を見たか。その文章を踏まえて今回の 
 内容を出しているのか。昔・過去の内容は全部消えている。……。 
 
 以上の住民側からの訴えに対し、当局からは、「まちづくりの会に
ついては、土地利用誘導方針○○○につき、協力を頂いています。」 
 という行政当局の話・答弁に対して、住民の方からは、 
 「そんなことは聞きたくない。今まで桑名市側が言って来たこと
をどうしてくれるのか。」と反論されているのです。 
 
 厳しい意見・内容が「づ～っ」と、書かれているんです。 
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 それだけ、住民の方々の、行政への不信感が強いものと改めて認
識しました。 
 
 私自身、駅西地区でポスティングしていた時にも、住民の方から
「議員さんや市役所の方は、私たちが死んで行くのを待っているん
ですか…？！」と言われたことがあります。 
 本当にその方も数年前に亡くなられました。ショックでした。 
 
 この一年間で、桑名高校南の幹線道路から南に位置する地域（小
野山・馬道…等地域）において、換地のために桑名市が買った土地、
桑名市に買って欲しい…移転補償の要請があった土地が何件あるの
か？ 
 さらに、桑名市
が一旦ＯＫを出
したが、住民の
方々に対応して
対応していない
件数が本当にあ
るのか？！ 
            ⇩ 
＜都市整備部長・答弁の主旨＞ 
 研司議員ご指摘の中央東員線南側におきまして、移転補償を交渉
する中、概ねご了承いただいた中で実施することができていない
方々につきましては、５件ほど見えるところであります。この事に
つきましては、事業の進捗並びに予算や手続き上の諸問題により、
現在、契約まで至っていない状況でございますが、順次、ご協力を
前提に進めて参りたいと考えています。 
 
 研司議員ご指摘の具体的な整備スケジュールであります、「具体的
なロードマップの提示を！」につきましては、順次、地区別に早急
に策定の上、お示ししていきたいと考えています。 
 
＜伊藤研司議員・再発言の主旨＞ 
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 部長の答弁の中で、「手続きの問題や諸問題がある…。」との発言
がありました。 
 具体的には、どんな問題があって契約できないのか…？ お金の
問題だけではないですか…！！ お金だったら予算が計上されてい
るんです…！！ 「住民の方から契約して欲しい」と言う要望があ
るのに、何故できないのか…！！  行政側がお金を出さないのか
…？！ 誰かがストップをかけているのか…？！ 
             ⇩ 
＜都市整備部長・答弁の主旨＞ 
 諸問題につきましては…補償という中で、金額の交渉状況である
とか…合意形成もありますし…どこをするか…という問題もありま
すし…庁内的な話もあります。 
 

 
 
＜伊藤研司議員・発言の主旨＞ 
 
『……金融広報中央委員会（事務局・日銀）の２０１５年調査によ
ると、２人以上世帯が保有する預貯金の平均額は６４３万円と前年
より３万円の増加。 
 第二次安倍政権スタート後の２０１３年は６０６万円だったが、
以後、毎年上昇している。 
 だが、あくまでこれは平均の額。預貯金などの金融資産を保有し
ない世帯は全体の３０.９％と過去２番目に高い水準にある。 
 資産の格差が広がっているという現実もある。 
 
 アベノミクスは金融緩和による円安・株高効果で企業収益を増や
すことで、所得も増え消費につなぐ姿を描く。 
 しかし、２０１５年１０月～１２月の国内総生産（ＧＤＰ）でみ
ると、個人消費は０.８％減と全体の足を引っ張った。 
 ２０１５年の家計調査でも個人消費の鈍さは顕著で、物価変動を
除く実質ベースで前年比２.７％減。……。』 
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中日新聞 ２月２４日 特報 【だから、国民は金をためる。アベノミクスというけれど…】から 
 以上のようにマスコミでも報道されていますが、アベノミクスで
儲かっているのは、ごく一部の高所得者だけ…？！ 現実的に、格
差が広がっている。ゼロ貯金の人が増えている。 非正規の方々の
割合が増えているのです。 
 市長提案説明で市長は、有効求人倍率は増えているといっておら
れますが、実態は「非正規＋派遣労働＋完全歩合給」労働者と、「介
護スタッフ」の求人が増えているので、有効求人倍率が増えている
のです。現実は、大変な格差社会が広がっているのです。 
          ⇩ 
＜市長公室長・答弁の主旨＞ 
 厚生労働省が２月８日に発表しました毎月
勤労統計調査によりますと、平成２７年の働
く人一人あたりの給与総額（名目賃金）は、
前年と比較し０.１％増えましたが、物価の影
響を考慮しました実質賃金は０.９％の減、４
年連続のマイナスでございます。 
 
 このことからも、賃上げが物価の伸びに追いつかず、結果として
働く人が景気回復を実感できていない状況であり、住民の皆さまが
アベノミクスに手応えを感じるには至っていないと思われます。 
 
＜伊藤研司議員・再発言の主旨＞ 
 先ほども言いましたが、役所に一歩足を踏み入れると、「打ち出の
小づち」があるようで…バラ色なんです。 
 何億というお金が、平気で予算化されてくる…。ＮＰＯを含む民
間・世間の金銭感覚とは非常にギャップを感じます 
 
私・伊藤研司は、【行政データのサイト開設と病院建設に関し、２度

の随意契約問題】【水産業「桑名市まち・ひと・しごと
創生戦略のｐ１７に記載されている疑問点、“貝類の漁
獲拡大と資源保護問題”について」以上の２つの問題に
ついても質問しました。 
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 主だった予算案に対し、賛成×反対の理由をのべ、下記のように一部反対
の議案はあるものの、３月（当初）議会では、扶助費・教育費…等、絶対
に必要な予算もあることから、全体の予算としては賛成討論をしました。 

       賛成した議案 
         事業名 福祉医療費助成費 
       障害者医療費   →５億５千 ９２万２千円 
       子ども医療費   →４億２千９６７万８千円 
       一人親家庭等医療費→  ６千１３７万円 
☆ 母乳離れがはじまる１歳前後から、乳児・子どもは病気にかかり
やすくなります。 

一人親家庭・母子家庭の年収は、２００万円前後と言われています。 
以上の現状から、医療費補助は当然です。 
 
事業名 桑名市総合医療センター経費  病院事業運営負担金 
１８億９千万円 
 二次救急医療を完結させることが地域の中核病院として、市民が
安心して生活できる医療を提供するため、新病院整備事業を目的と
して地方独立行政法人へ出資する。 
☆ 私たちは、病院建設に関しては、「一括発注による一般競争入札」
を訴えてきましたが、現実には、分離発注とされ、２５億円、２
６億円と二度に及ぶ「随意契約」です。 
さらに、これだけの金額の２度に及ぶ随意契約は、全国的に見て
も例が見つからないようです。 
 しかし、市民の命を守るべく二次救急・周産期医療…等々、地
域の中核病院の必要性は、これまでにも強く訴えてきたところで
す。 以上の観点から、賛成としました。 
 

事業名 就園・就学管理システム事業費 
８１８万７千円 
事業目的 教育の機会を保障するために不就学児童生徒の防止を図
る。また就学援助の受給資格認定事務、学用品費・給食費等の支給
事務の効率化を図る。 
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       反対した議案 
事業名 ブランド推進事業費２億１千５０９万円の内 
  パブリックリレーション事業費 １千４８７万５千円 
☆インターネットが普及した現代社会においては、桑名市を売り出すために東京か
ら発信するのではなく、多度山から全国へ発信する必要性を感じています。 
 
事業名 防災行政無線整備費 
総事業費６億８千万円の内、２８年度当初 ５千３６０万円。 
説明には、災害情報の収集・伝達手段として効果的なデジタル同報
系防災行政無線を整備する、とあります。 
 私たちは、防災行政無線を全面否定するものではありません。 
 時期と範囲を含めた手法に疑問を感じるのです。 
☆私たちは、携帯+お寺の梵鐘活用を強く提言し続けています。 
 私の手元に、総務省の「災害時」３・１１における情報通信のあ
り方における報告書：東日本大震災時、ボランティア・被災された
方々へのアンケート」の一部があります。↓ 
「防災無線が聞こえなかった・聞こえた気がするが耳に入らなかっ
た」→５７.１％とあり、 
 防災無線から情報収集ができた回答者は全体の４１.３％であり、
その後の行動に影響を受けたのはその半数程度であった。……。 
 さらに、３・１１の後、被災地への視察から「地震・即・逃げる」
必要性を感じました。私は、避難場所の設置を強く要望し、東名阪
国道〔長島地区〕に避難場所１０ヶ所の設置につながりました。 
長島（東名阪）に設置された避難所→ 
走井山の梵鐘。緊急時に梵鐘を叩く↓ 


