中学校給食検討会「全員給食の導入の検討を」提言
３月２４日（木）第 7 回中学校給食検討会は「提言」を策定し教育長に提出しました。
「提言」は『よりよい中学校給食のあり方を食育の観点などからみれば、将来的に「食缶給食」＝
「小学校のような全員給食」の導入をめざして検討を始めることが望ましいと結論づけた。なお、
「食缶給食」が導入されるまでの間は現行の学校給食（併用制）＝デリバリー方式を工夫・改善し
ながら継続すべきである。一方で、
「食缶給食」の給食を導入するには解消すべき課題が少なくな
いとの意見もあったことを申し添える』と言う内容です。
今後は、4 月に教育委員会議で「提言・報告書」について協議が行われ、４月 21 日市議会教育
民生常任委員会へ報告・協議される予定です。その後、市長が代表質問で答弁があったように
「最終判断」することになります。
昨年 5 月 25 日に第１回検討会議が開催されて以降、私は 3～４回ほど検討会を傍聴してきまし
た。検討会の副委員長があいさつの中で『今後、この「提言」が四日市の子どものために早期に実
現されることを願っている。学校給食は食育の一環であり、食育は家庭・学校・地域・産業につな
がり発展するものです』との挨拶が印象的でした。

ＳＥＡＬＤｓ スピーチ 「民主主義って何だ！コレだ！」
2016 年 2 月 27 日、参院選熊本選挙区の野党統一候補・阿部
広美（あべひろみ）弁護士の決起集会が開かれた熊本市内の白川
公園に、大学院入試を終えたばかりの SEALDs の奥田愛基氏が駆
けつけ、初めての選挙演説を行った。
『デモで社会は変わらない』という人たちに対して、柄谷行人
さんという哲学者はこう言いました。『デモで社会は変わらない
というが、デモをすることでデモをすることが当たり前の社会に
なる』と。私たちは社会を変えることができる。
『社会なんかどうでもいいや』とか、『やってもどうせ変わらな
い』とか思っていたけれども、
『愛なんてどうでもいいや』とか、
『助け合うとかはどうでもいいや』と思っていた人が『希望に負けた』というのです。負けっぱ
なしの人生かも知れません。けれど、どうせ負けるのなら希望に負けた方がいい。（拍手）戦争を
するよりもしない方がいい…」「個人を大事にしない国、保育園がなくて働くこともままならな
い国に未来はありません」殺害予告が出て正直怖くて、学校に一ヶ月行けなかった時、若干、
『もう止めようかな』とちょっと思ったのですけれども、でも、またこうやって来ています。
（「いいぞ」の掛け声と拍手）
『民主主義って何なのかな』といつも思うのですけれども、今、ここから見えている光景は、僕に
とってはすごく希望的です。これはまたデモとは違う局面に来ている。
民主主義の最前線が今ここにありますよ、きっと！（突然 コールに入る）
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四日市市が幼保一体化園として運営していくことは
子ども子育て新システム・幼保連携型認定子ども
可能なはずだ。
園は市町村の保育実施義務に対応した施設ではない
子ども子育て新システム・幼保連携型認定子ども
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らない根拠が極めてぜい弱です。
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新制度は、全国的に、特に大都市部で顕著になって
らない根拠が極めてぜい弱です。
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いる待機児童の解消が最大の目的でした。必要な保育の提供は、それぞれの市町村で策定された
子ども子育て支援事業計画によって具体化されていきます。その場合、市町村の保育実施事務が明
確な認可保育所を中心に整備していくことであり、一定数の子どもがいる地域では幼稚園と保育園
のすみわけを基本とすべきで認定子ども園化を推進すべきではないでしょう。

認可保育所の整備と保育士の処遇改善こそ求められている
本質的な、待機児童解消に向けて求められているのは、
公立にしろ、私立にしろ、認可保育所の整備、拡充こそが
必要です。同時に保育士の処遇改善です。国は一億総活躍、
子育て支援を言いながら、内閣府統括の新制度の導入でか
わそうとしていますが、就学前教育・保育の無料化、負担
軽減化に本腰で取り組むことであり、保育所運営費及び
幼稚園の私学助成の拡大こそ求められているのであります』
と述べました。
採決の結果、当該条例議案は賛成 29、反対４で可決成立しました。以下表示が私の採決態度です。
また、2 月 19 日に会派代表質問に立ち、市長の所信表明に関連して平成 28 年度予算・事業につい
て問いました。その内容は別途発行配布の「市議団ニュース」に掲載していますのでご覧ください。

予算案を増額修正可決 障害者医療費・精神 2 級通院分

４００円、８００円になる。これでは乗車も遠のいたのは当たり前だろうと思う。
この社会実験の費用は４００万円なり。コミュニテイバスの位置づけが「通勤・通学」を主にした
もので、「コミュニテイ」定義から少しずれていたのではないだろうか。
結果を受けて、市の判断は路線化を断念。引き続き高齢化社会と公共交通空白地域における住民の
移動の手段手法を検討していくとしている。こういう状況の中、3 月中旬に三重交通から市に対し、
「4 月から 桜台路線を廃止する」との通告があったと報告を受けました。

請願「ＴＰＰを国会で批准しないことを求める意見書」
僅差で不採択
市議会に提出された表記の請願について、私は紹介議員として賛成討論に立ちました。
「ＴＰＰは農業分野だけでなく医療・保険・公共事業・雇用など命と暮らしにかかわる仕組みを壊
し、食料主権、経済主権をないがしろにするものであること、日本は食料自給率３９％でしかない
のにＴＰＰによってますます自給率が低下する、アメリカ大統領選の主要な候補者が反対を表明し
ている中、日本が前のめりで批准することはない」と述べました。採決は賛成１６、反対１７の僅
差で不採択になりました。

四日市公害の歴史を未来につなぐ

昨年と一昨年２回にわたって桜駅ー水沢間のコミュニテイバス社会実験が行われました。
１回目は無料実験で一便当たり５人、２回目は有料実験で一便当たり１人の利用実績でした。
利用実績の中身でいえば、無料の時は利用者の半数近くが町内の高校に通学する生徒の乗車だった
という。
有料実験では、桜地内が２００円、桜―水沢地区にまたがる乗車になると４００円、往復でいえば

四日市公害と環境未来館が開館して１周年、３月２１日「四日市公害の歴史を未来につなぐ」と
題して岡田和弘・京都大学教授の記念講演がありました。
四日市市の成り立ちから四日市公害とは何だったのかについて講演されました。当日配布のレジュ
メから引用させていただくと・・・
１９３２年４月３０日、市議会速記録から～
議員「工業用の薬品によりまして、排水する場合、川下に至り魚介類に弊害があるかどうか、研究
せられたらどうか」
答弁「魚介類につきまして私の聞き及んでいる範囲では弊害はないそうです。（中略）１か月くら
いは影響はあるが、じきに魚類も馴れてくると会社のものが話していた」・・・信じられない
ような答弁ですが、当時の行政の感覚は、調べることもなく、企業の言うことをうのみにしていた
ことがよくわかります。（下線部分は私が挿入）
１９６７年、霞ヶ浦埋め立て議案の採決時、当時の九鬼市長「四日市の将来は工業都市であり、
人命尊重も大切だが産業の育成を忘れては片手落ちだ」
１９７０年三重県公害防止条例の改正「われら県民は、人間尊重と生活優先を基本理念として、
すべての公害を県土から排除するためにこの条例を制定する」
四日市市はもともと内発的な発展を遂げた都市であり、農林水産業と商工業の経済循環、物質循環
によって成り立っていた。三重紡績の巨大化と東洋紡への併合、大阪への本社機能の移転を機に、
市・財界を挙げて重化学工業・工場の誘致に傾斜したことにより、上記の循環が寸断されたうえ、
初期公害問題を生み出した。「環境再生のまちづくりへの提言」（ミネルウア書房 2008 年）の「四
日市から考える政策提言」には、「企業立地こそ地域発展の原点である」から「地域における生活
の質、医療・保健の質、環境の維持可能性が実現できる地域産業政策」への転換、「海を市民に開
放することがこれからの課題だ。」だと記されています。
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平成 28 年度の予算・事業を審査・議決する 2 月定例月議会は、3 月 23 日本会議で議員から３つ
の予算修正動議が出されました。そのうち「精神障害 2 級を対象にする通院医療費助成 2800 万円
の増額」が賛成 20、反対 13 で可決、今年 9 月診療分から助成対象としました。

地区の土木要望予算 2 億円の増額
また、毎年市内の地区市民センター別に人口・面積・道路延長距離などで配分されている「土木要
望予算」について、自治会等からの要望に対して実施率が 15％程度しかなく、消費税増税や工事
労務単価の値上がりの影響も出ていることから市長提案の 4 億 9200 万円に 2 億円増額する修正動
議が出され、賛成 18、反対 15 で可決されました。平成 28 年度は前年度比１４０％の予算となり
ます。また「朝鮮初中級学校への補助金」104 万円の減額修正動議は賛成 8、反対 25 で否決とな
りました。
そのほか、議会に提出された住民請願 2 件については、「就学前教育全体の制度変更についての慎
重審議を求めることについて」を全会一致で採択、「ＴＰＰ協定を国会で批准しないことを求める
意見書の提出について」は賛成少数で不採択となりました。

桜駅—水沢 社会実験バス 路線化ならず

