
秋山晃一議員 

第１標題「障害者支援について」 

１回目の質問 

 日本共産党の秋山晃一です。12 月定例会において、障害者支援について、核兵器禁

止条約についての見解と市のとりくみ、児童館の整備についての３点について、市長

の考えをお聞きします。 

 まず、第１標題として、障害者支援について質問します。 

 第１点目は重度心身障害者医療費助成制度についてです。重度心身障害者医療費助

成制度は窓口での医療費無料制度であったものが、2014 年 11 月から医療機関の窓口

でいったん自己負担分を支払う自動還付方式となりました。その後、「窓口無料方式を

とっている障害のない子の制度に対して逆差別ではないか」などの議論の高まりもあ

り、わが市でも中学３年生までの障害者については、窓口での無料制度が戻されてい

ます。しかしながら、16 歳以上の障害者については、今日に至るまで、窓口で自己負

担分を支払い、３か月後にその医療費が返ってくるということが続けられたままです。

このやり方については、当初より自動還付されることにはなっていても、いったんは

自己負担分を支払わなければならず、障害の軽減克服に必要な医療を充分受けられな

い事態もあり得る、制度の効果が十分発揮できない、というような危惧があげられて

いました。また、一般的な病気療養についても、例えば障害者が高齢化して、白内障

の手術を受けるような場合、入院を伴えば一度に数万円の自己負担が必要となります。

そのための対応策としては、現在、重度心身障害者医療費貸与制度という、一カ月ご

とに医療費を貸与する制度がありますが、当然、申請には手続きが必要となり、障害

者自身の負担ともなっています。このような事態の解決としては、窓口無料方式の復

活は一刻も早く必要ではないかと考えますがいかがでしょうか。中学３年生までの障

がい児の窓口無料制度の復活については、県が制度の復活を行ったことによって、わ

が市も窓口無料に戻したのですが、それ以前の段階で富士吉田市独自でも戻される考

えがあったようにもお聞きしています。障害者についても今の状態で続けるのではな

く、市独自でもとりくみを進めることも検討されてはいかがでしょうか。現在、市長

は障害者医療費助成制度についてどのような考えをお持ちでしょうか。お尋ねします。 

 次にこの問題が発生した根本的な要因としては、医療費助成にともなって国保の財

政調整交付金の減額という国のやり方の問題があります。また、それを理由として制



度を後退させた県の考え方があります。県、及び国に対してこの点ではどのように働

きかけているのでしょうか。あるいは働きかける考えをお持ちでしょうか答弁願いま

す。 

 次に、認知症の方の障害者認定についてお聞きします。これは認知症の方に対して

精神障害者保健福祉手帳を交付するとりくみです。全国の自治体では、いま医師の診

断を受けられた認知症の方からの申請に対して、障害者手帳を交付して、税金、介護

保険料、医療費助成などの社会保障と多方面での支援が受けられるようにするとりく

みが進んでいます。この点に関しては、わが市のとりくみはどのようになっているで

しょうか。答弁を求めます。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 秋山晃一議員の障害者支援についての御質問にお答えいたします。 

 まず、重度心身障害者医療費助成制度についてでありますが、この制度につきまし

ては、山梨県と県内市町村とが協力して、重度心身障害者の医療費の自己負担分を全

額公費で助成しております。 

 窓口無料方式につきましては、医療費が増加し国民健康保険財政を悪化させるとし

て、国により減額調整措置、いわゆるペナルティが課せられる中、平成 26 年 10 月ま

で実施して参りました。しかしながら、そのペナルティの金額があまりにも多額とな

り、今後も更なる増加が見込まれたため、山梨県と県内市町村が足並みを揃え、全額

助成という制度の根幹を変えずにペナルティの回避が可能となる自動還付方式に変更

いたしました。 

 自動還付方式につきましては、今では、障害者の皆様に浸透し定着しているところ

でありますので、窓口無料方式の復活は現在のところ考えておりません。また、自動

還付方式の継続は、障害者の皆様が将来に渡って安心して医療を受けることができる

医療費無料制度を維持するためにも必要なことと考えておりますので、今後におきま

しても、山梨県と連携し運用して参ります。 

 次に、窓口無料化に伴う国保の財政調整交付金の減額調整措置についてであります

が、既に、市長会などを通じて、重度心身障害者の医療費助成に対する国庫負担減額

調整措置を速やかに廃止することを要望しているところであり、引き続き、財政支援



の拡充等も含め、国及び県へ強く要望して参ります。 

 次に、認知症の方の障害者認定についてでありますが、認知症の方が介護認定を受

けるとともに、それぞれの特性に応じて、精神障害者保健福祉手帳を取得する対象に

なると認識をしております。 

 このため、本市におきましては、税務担当、介護保険担当、障害福祉担当において、

個々に応じた社会保障や様々な支援が受けられるよう連携して対応しております。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 障害者支援について２回目の質問を行います。 

 まず、重度心身障害者医療費助成制度についてですが、この制度は障害者のみなさ

んがお金の心配がなく必要な医療を受けられるようにするためのものです。先日、「重

度障害者医療費の窓口無料復活を求める会」は 9,887 人分の署名を添えて、窓口無料

の制度の復活を山梨県に対して求めましたが、障害者の制度復活への切実な声が出さ

れました。自動還付方式の継続は必要と答弁されましたが、山梨県に対して障害者の

窓口無料方式の復活を求めていく考えはないのかどうかについて、答弁願います。 

 認知症の方の障害者認定についてお聞きします。精神障害者保健福祉手帳を取得す

る対象になるとの答弁でした。取得した方は当然、納税その他、同じ手帳を持つ、他

の障害者の方と同じような支援が受けられると確認してよろしいでしようか。また、

市の広報で障害者控除対象者認定書の交付について知らされていましたが、手帳を取

得できるということも、対象となる方々に確実に知らされることが必要だと考えます

がいかがでしようか。 

 

２回目の市長答弁 

 秋山議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、窓口無料方式の復活を山梨県に求めることについてでありますが、先ほど答

弁申し上げましたとおり、重度心身障害者医療費助成制度につきましては、医療費の

全額補助という制度の根幹を維持していくことが最優先であります。 

 したがいまして、今後におきましても、山梨県と連携して制度を運用して参ります

ので、窓口無料方式の復活を求めていく考えはありません。 



 次に、認知症の方の障害者認定についてでありますが、精神障害者保健福祉手帳に

つきましては、認知症の方が取得した場合についても当然に手帳を所持する他の方々

と同様の支援が受けられるものであります。 

 また、障害者控除対象者認定書の交付の際には、個々のケースに応じて、介護保険

担当と障害福祉担当とが連携して対応しております。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「核兵器禁止条約についての見解と市のとりくみについて」 

１回目の質問 

 第２標題、核兵器禁止条約についての見解と市のとりくみについて、質問します。 

 今年、７月７日、「国連会議」において核兵器禁止条約が採択されました。122 ヶ国

という国連加盟国の約３分の２という国々がこの条約に賛成しました。核兵器禁止条

約は歴史上初めて、核兵器を条約という国際法によって、明文で違法なものにしまし

たし、核兵器は製造、保存から、これを用いて威嚇することまで毒ガス兵器などと並

んで人道上許されないものとなりました。 

 核兵器をなくすということが、永遠のかなたの目標ではなく、確実に目の前に実現

できる可能性が開けてきたことに、被爆者のみなさんをはじめ多くの市民が喜んでい

ます。 

 富士吉田市は市長が就任したのち間もないころ、2008 年の４月に平和首長会議に加

盟しています。今年８月に長崎で開かれた第９回平和首長会議総会では世界 150 都市

から代表が参加し、「核兵器保有国を含むすべての国に対し、条約への加盟を要請し、

条約の一日も早い発効を求める」ことを表明しました。私は夏に行われる、核兵器の

廃絶と被爆者の援護を目的とする国民平和大行進に参加していますが、行進団の富士

吉田市役所への訪問に対しては、毎年、市長にも大変丁寧な対応をしていただいてい

ます。そこで、あらためて、この核兵器禁止条約についての市長の見解をお聞きしま

す。また、日本の政府は唯一の被爆国の政府でありながら、この国連会議に出席せず、

禁止条約に対しても調印しないという立場をとっていますが、政府に調印を求めるべ

きではありませんか。いかがでしょうか。 

 今年の夏には市役所の庁舎に「核兵器廃絶平和宣言都市のまち富士吉田市」と懸垂

幕が掲げられ来庁される市民の注目を集めました。こうしたアピールを夏の一時期だ



けでなく、市内の施設などへの掲示、あるいは看板などで、市民のみなさん、及び本

市を訪れる方に日常的に示されたらいかがでしょうか。 

 また、核兵器廃絶平和宣言都市にふさわしく、核兵器のもつ非人道性、残虐性核兵

器廃絶に関する世界の動きなどを学ぶとりくみは、学校教育の中ではどのようになっ

ているでしょうか。多くの子どもたちをはじめ、市民のみなさんがこのことについて

学び、知り、市全体で核兵器の廃絶に向けて、行動することができるように多様なと

りくみを進められたいと考えますがいかがでしようか。 

 平和首長会議総会では具体的な行動として「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える

核兵器廃絶国際署名」、いわゆる「ヒバクシャ国際署名」の推進も提起されました。市

内の施設にこの署名を置くなど、自治体として、この署名のとりくみを進めることが

必要だと考えますがいかがでしょうか。 

以上の点についてお聞きして、１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 核兵器禁止条約についての見解と市の取組みについての御質問にお答えいたします。 

 まず、核兵器禁止条約に対する見解及び政府に調印を求めることについてでありま

すが、日本政府は、毎年国連総会に提出している核兵器廃絶決議案において、本年度

は核兵器禁止条約に言及しない方針であることを発表しております。その一方で、決

議案の前文部分へ新たに、「核なき世界の実現に向けて様々なアプローチがあること

を念頭に置く」という表現が盛り込まれていることも明らかにされております。 

 国連加盟国の中で、唯一の被爆国という立場である日本政府が、国際社会の中で我

が国が進むべき針路を定め、国家安全保障のために取り組んでいることでありますの

で、市長としての立場で考えを表明することは差し控えさせていただきます。 

 次に、「核兵器廃絶平和宣言都市のまち富士吉田市」のアピールを日常的に示すこと

についてでありますが、「核兵器廃絶平和都市宣言」を昭和 59 年に行って以来、市役

所庁舎敷地内において、懸垂幕等により市民の皆様や本市を訪れる方々に対して「世

界平和」への本市の姿勢をＰＲするとともに、平和の尊さを認識することを目的に市

内中学生を対象とした「平和ポスター展」を毎年行うなど、積極的に取組みを行って

おります。 

 今後におきましても、「核兵器廃絶平和宣言都市」として、継続してＰＲに努めて参



ります。 

 次に、核兵器廃絶について学ぶための取組み等についてでありますが、児童及び生

徒につきましては、それぞれの学習指導要領により、社会科の授業の中で戦争や原爆

について学んでおります。 

 また、毎年、夏休みには､本市及び教育委員会の後援による「吉田空襲展」を実施し、

児童や生徒、そして保護者も参加する中で、戦争や平和について考える機会を設けて

おります。 

 さらに、中学校の学園祭では、戦争を題材とした学年劇に取り組んでいるなど、平

和の大切さを実感できる活動を積極的に行っております。 

 また、毎年８月６日・９日の広島・長崎への原爆投下時刻には、広報紙や防災無線

においてその目的を周知した上で、原爆犠牲者への御冥福と世界の恒久平和の実現の

ために、平和祈念のサイレンを吹鳴しております。 

 このように、多くの市民の皆様が核兵器廃絶に向けて意識の向上を図ることができ

るように、既に様々な取組みを行っております。 

 次に、「ヒバクシャ国際署名」への取組みの推進についてでありますが、平和首長会

議に加盟している市の首長として「ヒバクシャ国際署名」をしているところであり、

今後におきましてもその会議の目的に沿った活動に取り組んで参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

核兵器禁止条約についての見解と市のとりくみについて、２回目の質問を行います。

わが市が核兵器の廃絶に対して様々なとりくみをされていることについては、その活

動にたいして大いに敬意を表します。一般論として核兵器に対する見方、及び考え方

としては、極端な軍拡論者でもないかぎり、核兵器はないほうが良いということで、

集約されるのではないでしょうか。ただ、多くの人々がそう考えるにも関わらず、核

兵器をなくすという方向への動きが進まない背景には、これまで、あれこれの理由を

もちだして、その実現を究極のかなたに追いやってしまっている核保有国の動きがあ

ります。今回の核兵器禁止条約は、その状態を一歩前に進めるものです。核兵器の廃

絶に関して前向きの考えを持つ、わが市のとりくみとしては、一つは「核兵器廃絶の

平和宣言」を行っていることへのアピールは、常時見えるものが望ましいと考えます



がいかがでしょうか。また、核兵器の廃絶に関して、現在の様々な問題点やとりくみ

について市民が学び考える機会を持つことについては、そのような視点のとりくみが

必要だと考えますがいかがでしょうか。 

以上２点をお聞きして、２回目の質問を終わります。 

 

２回目の市長答弁 

 秋山議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 「核兵器廃絶平和宣言」を行っていることの常時のアピール等についてであります

が、このことにつきましては、市役所庁舎の昭和通り側駐車場内に設置しておりまし

た「核兵器廃絶平和宣言都市」の看板を老朽化に伴い撤去するに当たり、看板設置に

代わる最も効果的な周知方法について検討いたしました。 

 その結果、先ほど答弁申し上げました「平和ポスター展」を実施する時期と「吉田

空襲展」や広島・長崎両県の平和式典が行われる時期とに合わせ、市民の皆様及び来

訪者の方々にとって一番わかりやすい場所である庁舎正面に懸垂幕を掲示することが

最適であると判断いたしました。 

 私は、世界が平和であることが何ものにも代えがたいものであると考えております

ので、市民の皆様に対しましては、本市が「核兵器廃絶平和宣言都市」であることの

ＰＲのみならず、核兵器廃絶を含め平和への意識の向上を図る取組みが大切であると

認識しております。 

 したがいまして、日本全体で平和祈念の意識が最も高揚する８月に、広報紙や防災

無線により、平和祈念のサイレンを吹鳴するとともに、富士吉田市教職員組合等主催

の「吉田空襲展」については、多くの市民の皆様に参加していただき、自ら考え学ぶ

ことができる機会を得ていただくため、市役所庁舎内、市内各コミュニティセンター、

富士急行線電車内、市内事業所及び市内各種商店など様々な場所にポスターを掲示し、

併せてＣＡＴＶにおいても放映していただいております。 

 今後におきましても、「核兵器廃絶平和宣言都市」として、市民一人ひとりが平和へ

の意識の向上を図ることができる取組みを継続して行って参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第３標題「児童館の整備について」 



１回目の質問 

 第３標題として、児童館の整備について質問します。 

 20 年以上前には、富士吉田市に移住されて来た方から、学童保育のないこと、図書

館の貧弱なこと、児童館のないことを感ずる、ということがよく言われました。その

後、図書館は充実したものがつくられ、学童保育も進みました。ところが児童館につ

いては、20 年たった今も、その声に応える状況となっていません。 

 県の資料では、今年５月１日現在、児童館、児童センターについては県内に 70 カ所

の施設があると紹介されています。中でも中央市は 11 カ所の児童館があり、市は児童

館を、「子どもたちが健やかに育つことを願い、児童に健全な遊びを提供し、健康を増

進し、情操を豊かにすることを目的とする施設、地域の中で安心、安全な子どもの遊

び場・居場所としての役割も果たしている」と謳っています。活動内容については、

「午前中は乳幼児親子の交流と遊びの場として、子育て相談や地域の子育てを応援、

児童館職員が毎月いろいろな行事を計画し、季節・伝統文化の継承など工夫して開催

しています」。となっています。近隣の自治体では西桂町、富士河口湖町、忍野村など

にこれらの施設があり、鳴沢村、山中湖村、富士吉田市にはないことになっています。

市長は昨年 12 月の議会での答弁で、子育て支援センターについて児童館的機能を有し

た施設と答弁されておりますが、あくまで児童館的機能を有した施設であり、この施

設を充実させて、児童館の整備はこれからすすめると答弁されています。 

 社会は、より一層高齢化が進むということで、高齢化社会への対応も重要となって

います。しかしながら、高齢化社会を支えていくのは、今の子どもたちです。そのた

めには、子どもたちが健やかに、そして社会性を持った大人に成長しなければなりま

せん。現代の子どもたちが置かれている環境は、ますます複雑にそして多様化してい

て、子どもたちの健全育成のためには明確な目的意識を持った施策が必要となり、今

後の社会をになう子供たちのために、大きな投資も必要となります。子育て支援セン

ターについては、利用者も多くなっていますが、児童館機能としての役割はどのよう

に発揮されているのか、まずお聞きします。 

 その上で、児童館の整備について、現在において、どのように考え検討されている

のか、次の点をお聞きします。 

 まず、児童館整備の構想をどのように作成するかということです。現在児童館のな

いわが市では、児童館と言ってもなかなか、建物やそこでのとりくみの内容を地域の



みなさんが描きづらい状況があります。児童館の整備について、市の担当者のみで構

想をつくっていくのではなく、子育てサークルや学童保育指導員、児童館の指導員経

験者、青少年団体など、関係する市民団体の代表者も参加する検討会をつくって、市

内に児童館をいくつ、どのように配置していくか検討する。児童館は本来歩いて行け

る距離に設置するのが望ましいと考えます。もっとも理想的なのは、各小学校区に 1

つずつ整備していくのが適切だと考えます。しかし、市の財政上から難しいことだと

は思います。では、どのように整備していくのか、というような議論が必要です。 

 また、児童館ではどのようなことがとりくまれるのか。中心的な児童館は、乳幼児

から高校生までの利用を視野に入れた子どもの健全育成の活動拠点となる施設となる

ことが大切だと考えます。 

 また、一口に児童館と言っても内容については、施設の対象になる子どもの年齢に

応じて必要な部屋、講演会やイベント、育児サークル交流会のためのホール、図書室、

体育館、相談室、工芸や調理などに使えるもの、防音仕様のバンドの練習ができる部

屋など様々な内容を出し合うことが必要だと考えます。 

 他の小規模な児童館についても、地域でどのような利用者を対象に、どんなものに

していくのかという検討が必要になります。 

 児童館の職員など人の配置はどのようにするのか、なども含めて構想を作成してい

くことが必要だと考えますがいかがでしょうか。 

 このような、市内にどのような内容の児童館を切望するか、児童館がなぜ必要かと

いう、市民への啓蒙的なとりくみを市が積極的に進めることが必要だと考えますが、

いかがでしょうか。 

以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市民生活部長答弁 

 秋山晃一議員の児童館の整備についての御質問にお答えいたします。 

 まず、子育て支援センターの児童館機能についてでありますが、この施設では、相

談室、創作室、集会室等の施設整備を行い、子育て家庭に対する相談や支援、遊びに

よる子どもの発達支援、子どもの居場所の提供等に努めております。 

 子育て支援センターの利用者数は、運営開始した本年１月から10月末現在で17,085

人に上り、このうちの約７割が乳児から高校生までの利用であり、この施設が子ども



たちの居場所として、さらには保護者の子育て支援の場所として市民の皆様に浸透し

てきているものと考えております。 

 次に、児童館整備の構想についてでありますが、子どもたちの健全育成のための施

設整備につきましては、本年度、未就園児と保護者の遊びや支援の場である「つどい

の広場」を充実し、また、来年度には全小学校への放課後児童クラブの設置が完了す

る予定となっております。 

 今後におきましては、本市に設置しております子育てサークルや保育園、幼稚園代

表者、学校教育関係者、学識経験者などによる「子ども子育て会議」において、児童

館の目的である「子どもたちの心身の健康な発達を促し、情操を豊かにする」ために

既存施設等の活用を図るなどの方策や市民への啓蒙的な取組みも併せ、引き続き協議

して参りたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 児童館の整備について２回目の質問を行います。 

 子育て支援センターが施設の趣旨にそって、利用が活況を呈していることを喜びま

す。さらに運営にあたるスタッフのみなさんには、子育て支援にとどまらず、このセ

ンターが子どもの発達支援についても、拠点になるように力を発揮されるように望み

ます。また、児童館の建設についても前向きの答弁がありました。そこでお聞きしま

す。昨年 12 月議会の答弁では、児童館について「各中学校区への整備をしていく」と

いう考えが示されました。引き続き協議するということですが、いつの時期を目途に

整備していくことを目標として、この協議をすすめられているのか、児童館整備の構

想について再度お聞きします。 

 

２回目の市民生活部長答弁 

 秋山議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 児童館整備の構想についてでありますが、先ほど答弁申し上げましたとおり、子育

て支援センターの利用状況の推移や既存施設の活用等を勘案する中で、関係機関とも

協議を行い、「子ども子育て会議」において平成 32 年度を目途に構想をまとめて参り

たいと考えております。 



 以上、答弁といたします。 

 

３回目の質問 

 児童館の整備について３回目の質問を行います。 

 平成 32 年を目途に協議を行い、構想をまとめていくという答弁がありました。協議

ではあっても、期限を切った考えが示されたことは、児童館の整備を前に進めるもの

として歓迎します。そこで、答弁の中で、整備する時期については述べられていませ

ん。昨年 12 月の市長の答弁では、整備していくことについては、明確に答弁されてい

ますので、構想がまとまったのちに児童館を整備していく時期についてはいかがで

しょうか。 

この点をお聞きして、３回目の質問を終わります。 

 

３回目の市民生活部長答弁 

 秋山議員の３回目の御質問にお答えいたします。 

 児童館の整備時期につきましては、先ほど答弁申し上げましたとおり「子ども子育

て会議」において協議し、その結果を基に、施設等の条件や社会状況等を総合的に検

討する中で、早ければ平成 33 年度から着手して参りたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 今回、児童館の整備について、一歩踏み込んだ答弁がありました。念願の児童館に

道筋ができた思いがいたします。構想をまとめるとされた予定の期日までに、３年と

いう期間があります。このまちの児童館をよりよいものにしていくために、私も市民

のみなさんの声を聞き、構想の中に反映できるように力を注いでいくことを述べて、

質問を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 


