
前田厚子議員 

第１標題「台風 19 号から学ぶものについて」 

１回目の質問 

 公明党の前田あつこです。 

 ただ今議長より許可を頂きましたので、令和元年の 12 月議会におきまして、市政一

般に関する質問をさせていただきます。 

 始めに、10 月の記録的な大雨がもたらした台風 19 号による被害では、93 人の方が

お亡くなりになり、３人の方が行方不明、また、河川の決壊で８万棟余りの住宅が被

害に遭ったと報告されています。被災された方々のご冥福をお祈りするとともに、一

日も早い復興を願っています。 

 第１標題「台風 19 号から学ぶもの｣についてお聞きします。 

 台風 19 号が上陸してから今月で２ヶ月たちます。どちらの自治体でもこの度の 19

号から学ばなければならない事の検証をされていると思います。 

 特に大きな被害が出た本市と姉妹都市になっている千葉県の南房総市、こちらには、

本市からもミネラルウォタ－１万５千本・ブルーシート 450 枚そして述べ 98 名の職

員がボランティアとして送り出されました。大変な作業だったと思います。 

 一方長野県千曲川の堤防が決壊・氾濫 、ここには、つい先日私の友人がボランティ

アに行きました。国道 18 号沿いには観光農園が立ち並び、「アップルライン」の愛称

で親しまれている地域です。このりんご畑を覆った 40 センチ程の土砂は、まだ手つか

ずの状態だったそうです。その上、まだ出荷前のりんごは全滅、言葉にならない思い

の中で畑の泥をとりのぞいている姿に胸が一杯になったと話してくれました。 

 では、本市ではどんな状態だったかと言いますと、12・13 日にかけてのコミュニテ

ィセンタ－等への避難者は、120 世帯で 241 名でした。市民に配られた土嚢袋は 1,281

袋・倒木４本・土砂崩れ１ケ所・水路及び側溝の増水２ケ所・市道等の通行止め２ケ

所と市の報告をお聞きしました。何度も今までにない大規模な災害がくると報道され

る中で、市民のみなさまの自助の結果、最小限の被害で治まったものと考えられます。 

１点目の質問をします。 

①今回、千葉県の南房総市のように、他にも有事の時にはお互いに助けあえる姉妹都

市などがありましたらお聞かせください。 

②現場の声です。台風の場合は、地震と違って全員避難するわけではないので、要支



援者は、初めから福祉避難所に避難させてほしいとのことですが、市ではどのように

お考えですか。 

③現場の声です。ペットとの避難は可能にならないのかと言う事ですが、今回の避難

の際に 犬と一緒に避難したい旨お伝えしたら、市役所では、出来ないとの事でした

が、今後はペットとの同行避難を考えてもらいたいとのことですが、本市として検討

していただけますか。 

④先日、県内で実施された減災フォーラムに参加しました。日本災害情報学会・会長

の片田教授のお話しの中で、要支援者についてお話がありました。 

 本市では、要支援者名簿は個人情報ということもあり、ご家族の了解を得て今年初

めて自治会にわたされましたが、片田教授が言うには、要支援の方々は、｢行政で見る

人と自治会の両方で見る人がいる｣と話していました。 自治会だけでは責任が大き

すぎると思いますが、その点、市ではどのようにお考えですか。私も、以前から同様

に考えていましたので是非、考えをお聞かせください。 

２点目の質問をします。 

 先日、県の防災講演会に参加しました。会議で強調されていたことは、｢防災会議な

どの決定機関に女性が少ない。また、避難所運営の場所にも女性が少ないので増やす

べきではないか。｣とパネルディスカッションでの登壇者、皆さまの意見でした。これ

は、避難所から頂いた意見で最も多かった意見だそうです。 

 まず、本市においての防災会議の女性の割合をお聞かせください。また、危機管理

アドバイザーの国崎信江先生は「避難所には女性が、たくさんいるはずです。その方

達が、少しでも防災知識があったら災害の初動体制もとれるし、避難所の運営にも大

きな力を発揮できるのではないですか。」とおしゃっていました。 

 資格を取ると言うのでは無く、市として女性のための基礎となる防災知識を体得す

る為に、女性の為の防災講演会やセミナ－を持って頂きたいと思います。難しい事で

は無く初歩的なことで、｢あの時、あの話を聞いておいて良かった。｣そんな女性を一

人でも増やしてもらいたいと思います。また、その会場に来られない方の為にＣＡＴ

Ｖなどで流す事も考えていただければと思います。市として検討していただけません

か。 

３点目の質問をします。 

 以前に一般質問したものですが、災害の時、聴覚障がい者向けのシステムでスマー



トフォンの画面操作などで通報できる「ＮＥＴ１１９緊急通報システム」が他の自治

体等で導入されつつありますが、本市の進捗状況を教えていただけますか。 

 以上で 1 回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 答弁に先立ちまして、台風 19 号により、尊き命を失われた皆様の御冥福をお祈り申

し上げます。 

 また、御遺族の皆様、被災された方々に対しまして心よりお悔やみを申し上げると

ともに、被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。 

 それでは、前田厚子議員の台風 19 号から学ぶものについての御質問にお答えいた

します。 

 まず、１点目の有事の際に相互応援可能な姉妹都市があるかについてでありますが、

都市間交流を行っている習志野市と協定を結んでおり、その他には、富士北麓市町村

をはじめ、環富士山火山防災連絡会構成市町村、富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワ

ーク会議構成市町村さらに、平成 26 年の記録的な大雪に際し、除雪支援をしていただ

いた長野県信濃町等、数多くの市町村と災害応援協定を締結し、有事の際に対応でき

るよう備えております。 

 次に、台風の場合に要支援者を初めから福祉避難所に避難させることについてと、

ペットとの同行避難について及び要支援者への対応についての御質問、並びに２点目

及び３点目のそれぞれの御質問につきましては、企画部長をして答弁いたさせます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

１回目の企画部長答弁 

 前田厚子議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、台風の場合に要支援者を初めから福祉避難所に避難させることについてであ

りますが、福祉避難所につきましては、避難所での避難生活が長期化し、福祉避難所

への移送が必要な要支援者がいると判断した場合、受入先の福祉避難所の安全確認を

行った上で福祉避難所管理者に対し、受入要請を行うものであります。台風等による

避難所への避難については、その多くが前日夕方から翌日早朝までの短期間であり、

避難者すべての皆様が帰宅した段階で避難所が閉鎖となります。こうしたことから、

要支援者を初めから福祉避難所へ避難させることにつきましては、避難者の健康状態



等を勘案するとともに、受入先の福祉避難所の体制が整う中で必要に応じ適切に対応

して参ります。 

 次に、ペットとの同行避難についてでありますが、災害時におけるペットの救護対

策ガイドラインによると、「災害時に飼い主はペットと同行避難することが基本であ

る。」とされております。一方、「ペット同行避難者は、他の避難者への迷惑にならな

いよう努めなければならない。」ともされております。 

 避難所には、動物が苦手な方やアレルギーを持っている方もたくさんおられます。

こうしたことから、今後、一般の避難者とは別に、避難所におけるペット専用スペー

スの設置等についても検討していかなければならない課題であると認識しております。 

 次に、要支援者への対応についてでありますが、前田議員御発言のとおり、本市で

は本年７月の自主防災会連絡連携会議において、33 の自主防災会に要支援者名簿を配

布いたしました。この名簿は、普段の見守りとしても活用されているものであり、今

後は、災害が起きた際にも自主防災会と連携をとりながら要支援者を支援する上で必

要なものであるとの考えのもと、自主防災会の皆様にお配りしたものであります。 

 現在も、大型台風の上陸などにより避難所が開設される際には、高齢者の方々に対

して、担当の職員やケアマネージャーが連絡を取っているところでありますが、今後

は、障がい者に対しましても、この名簿を活用し、日頃から早めの避難について呼び

かけを行っていくとともに、災害の状況、障がいの程度、家族状況などを勘案する中

で、必要な支援を行って参ります。 

 また、災害時には、市や関係防災機関が避難広報や応急活動を行いますが、これに

も限界があり、有事の際には、地域住民の助け合いが被害を最小限に抑える原動力に

なります。要支援者名簿については、災害時における支援活動をスムーズに進めるた

め、日頃から要支援者とのコミュニケーションを図り、地域主体による住民の意識啓

発を行っていただくために配布したものであり、決して自治会等の皆様に責任を負わ

せるものではありません。 

 次に２点目の本市における防災会議の女性の割合についてでありますが、本市の防

災会議における女性委員の占める割合につきましては、約 12 パーセントとなってお

ります。また、女性のための防災講演会やセミナーの開催につきましては、災害時に

必要な物資や備蓄品について女性ならではの視点から、一人ひとりが考えるきっかけ

づくりの一助となることから積極的に開催して参ります。なお、都合により来場でき



なかった皆様のために、ＣＡＴＶなどで放映することについても、講師等の許可やＣ

ＡＴＶとの調整が可能となった場合において、対応して参りたいと考えております。 

 次に、３点目のＮＥＴ119 緊急通報システムの本市の進捗状況についてであります

が、現在、富士五湖消防本部において、来年度中の運用開始を目指しており、本市に

おきましても、消防本部と連携する中、申請等の手続きがスムーズに行えるよう、聴

覚障がい者の皆様に対し支援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 

 第１標題｢台風 19 号から学ぶもの｣について、２回目の質問をします。 

 １点目と２点目は、台風 19 号の現場からいただいた声でした。福祉避難所への避難

の件ですが、ここで言う避難所は、福祉避難所全ての事では無く市で指定している富

楽時と福祉ホールを兼ねた子育て支援センターの２ヶ所の事です。実際に韮崎市では、

今回このような対応をされたと伺っています。災害弱者にとって、毎年何度も来る大

型台風に備えて、安心して避難出来る体制を整えておくことは、市としても安心でき

る対応ではないですか。 

 また、ペットとの同行避難ですが、ご答弁の｢認識しております｣だけでは、何の回

答にもならないと思います。現に、環境省で｢災害時におけるペットの救護対策ガイド

ライン｣というものも出ています。そこには、飼い主の役割や災害に備えた平常時の対

策、体制の整備などと事細かに載っています。そのような情報をもとに、すぐにでも

対策を取るのが行政だと思いますが、いかがですか。 

 このような声は、市には届いていませんか。災害はいつくるか分かりませんので早

急な対応を要望しますが、市の考えをお聞かせください。 

 ３点目の女性のための防災講演会やセミナーの開催を実施していただけるとのこと、

ありがとうございます。 

 これをさらに充実させるためにも、平成 23 年に、防災会議への女性委員を少なくと

も３割以上にと意見書を出して、前向きに検討してくださるとのことでしたが、市の

防災会議への女性委員の割合ですが、８年たってもまだ 12％です。今は、女性消防隊

も結成されていますし、防災士の資格を取得した女性も増えてきました。対象になる

方はいるはずです。 



 また、その防災会議の公開もしていくべきだと思いますが、併せて市の考えをお聞

かせください。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

２回目の企画部長答弁 

 前田議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、台風の場合に要支援者を初めから福祉避難所に避難させることについてであ

りますが、要支援者の受入れにつきましては、現在、地区会館やコミュニティセンタ

ーへの避難所開設のみで対応しております。しかしながら、要支援者の受入れについ

ては、これらの施設では厳しいところもあると考えております。したがいまして、富

楽時等への福祉避難所の開設につきましては前向きに検討して参りたいと考えており

ます。 

 次に、ペットとの同行避難についてでありますが、ペット同行避難者の避難所への

避難誘導、支援、ペットの飼育場所と避難者の生活空間を分ける方法や、ペット飼育

者とペットを飼われていない方との生活場所を分ける方法など、避難所の開設状況や

地域住民の皆様とペットとの関わり方等を考慮する必要があります。したがいまして、

本市に合ったペットの同行避難の体制整備につきましては、今後、ペットの係留場所

の確保等、受入れ可能な対象施設について検討して参ります。 

 次に、防災会議への女性委員の割合についてでありますが、来年２月に開催予定の

防災会議において、避難所生活等における食の視点から御意見をいただけるよう富士

吉田市食生活改善推進委員会から女性委員の方の御推薦をいただき、これにより、女

性委員の占める割合につきましては、約 17 パーセントとなりました。 

 今後におきましても、男性では気付かない避難所生活における配慮や女性被災者か

らの相談対応等、ますます活躍する場面が増えることが想定されますので、各種団体

等の皆様の御理解をいただく中で、女性委員を更に登用して参ります。 

 また、防災会議の公開につきましても、ホームページ等への議事録の掲載などで対

応して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「高齢者が元気になるにはについて」 



１回目の質問 

 第２標題「高齢者が元気になるには」についてお聞きします。 

 本市では、お元気な高齢者が大変に多いのではと、イベント会場やいきいきサロン

にいらっしゃる方々を見ているとつい思いがちですが、そこで会える方は、高齢者の

ほんの何割かの人にすぎません。 

 こうして、ご自分で運転をしたり、歩いていける人は、まだまだ心配ないのですが、

高齢者だけの世帯・高齢者の単独世帯・免許証を返納した後、家にこもりがちになっ

ている方々等が、一日中、人に会うとも無く誰とも話さずに一日が過ぎていくとした

ら待ったなしで、介護施設にお世話になっていく方が増えるのではないかと誰でも憂

えるのではないでしょうか。では、逆にそうした移動に困難を伴う人の外出支援がで

きたらどうでしようか。おそらく医療費や介護費用の削減にもつながると思います。 

 そこで、４点お聞きします。 

 今、全国のどちらの自治体でもこのような課題に向けて、様々知恵を巡らしている

ことと思います。本市のようなコミュニティバスであったり、相乗りタクシーであっ

たり。具体的には、川越市のデマンド交通。群馬の太田市では、デイサービスの送迎

車を活用して相乗り出来るサービス。また、宮崎市では、派遣サービスの運転手がレ

ンタカーで送迎するという実証実験が市内の一部で始まりました。 

１点目の質問をします。 

 平成 30 年２月に行なわれた特別委員会の中で、オンデマンド交通対策事業の事を

質問させて頂きました。その時、担当課の課長（企画課長）から、｢先進事例を見る中

で導入できるという実証実験まで含めて、可能かということを踏まえて調査研究をし

ていく｣との事でしたが、その後の進捗状況をお聞かせください。 

２点目の質問をします。 

 私たち議員は、政務活動費を頂きこんな時こそ、同様な課題に先進的に取り組んで

いる自治体に研修をさせて頂いています。今回、奈良県の田原本町に行ってきました。 

 こちらの事例をあげさせていただきますと、民間のタクシーの初乗り運賃を補助す

る「タワラモトンタクシー」事業を開始し、大きく成果をあげていました。 

 この田原本町では、多くの自治体が、これから試みようとしているデマンドタクシ

ーを 10 年前に運行して来ました。しかし、予約が必要なことや停留所までの移動も大

変との事で利用率が低く改善を求める結果になったそうです。そこで、住民アンケー



ト調査を実施して、今の「タハラモトンタクシー」が運行されることになったそうで

す。 

 この田原本町では、町内の民間タクシー会社が４社ありその４社で使えるチケット

を町が独自に発行し、初乗り運賃を助成します。初乗り運転の助成なら本市でも実施

していますが、ここからが、大きな違いになります。対象者は、70 歳以上の高齢者全

部、他には、妊婦さんこれは、母子手帳を渡す時にまた、未就学児に年間 24 枚、身体

障がい者の方には 12 枚のチケットを配布する。 

 利用時間は、午前８時から午後６時まで、月曜日から土曜日までで、複数での乗り

合いや、発着のいずれかが町外の場合も補助対象になる。行き先の限定は一切ありま

せん。 

 また、65 歳以上で免許証を返納した人も対象となり 12 枚いただけます。 

 ここで対象者になっていなくても、自主的な移動が困難な人には、町で出した用紙

に病院で、「移動が困難である」との証明書を提出すれば対象者になります。証明書の

発行手数料は一律千円ときめられていました。それはもう目から鱗でした。 

 現在の本市のサービスとの比較でお聞きします。本市は、タクシーの助成事業を障

がい者の福祉タクシーと高齢者の外出支援二つに分かれていますが、それぞれ利用率

をお聞かせください。 

 また、田原本町と同じにというのではありませんが行き先限定では無く、希望する

場所に行けるように改正すること、また、対象者の拡大等、他にも考えていましたら

その点もお聞かせください。 

３点目の質問をします。 

 本市では、先に挙げた方々だけでなく、いきいきサロンに行きたくても自治会館が

遠くて歩いて行けないととっても残念がっている人が、私の地元の自治会でもたくさ

んいます。また、数カ所のボランティアで予防介護のコミュニティカフェを運営して

くださっている施設でも、サロンに行きたいけれども送迎がなくて行けないと言って

いる方もたくさんいます。 

 中には、タクシー券が出ている所もありますが充分ではありません。 

 一方、元気な高齢者づくりと言って車の運転も出来たり、歩いて行ける方々を何台

もの送迎用の車を用意している施設があり、全くのボランティアでやっているコミュ

ニティカフェでは会場まで歩いて行けない人たちがいるのに、そこには送迎の体制は



何一つありません。とっても矛盾を感じますが、市として元気な高齢者づくりの一翼

を担うボランティア事業への支援などは、今後、検討されていくのでしょうか。お聞

かせください。 

４点目の質問をします。 

 私が、９月議会におきまして高齢者が少しでも安全に運転できるようにとの施策を

提案した時も、最後に市長がおっしゃった事は、「今後においても高齢者が安心して運

転できる為の支援や自動車運転免許証返納後においても安心して生活できる地域づく

りを進めることが今後も進行する高齢社会において非常に重要なことであり、このよ

うなことを念頭においた上で、高齢者施策を展開していきたい」と答弁をしてくださ

いました。 

 ここで、高齢者の笑顔が市内に溢れ安心して生活できる高齢者施策とは、具体的に

どのようなことでしようか。お聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 高齢者が元気になるにはについての御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のオンデマンド交通対策事業におけるその後の進捗についてでありま

すが、昨年度より全国における先進事例の情報収集を随時進めており、本年度におき

ましては公共・民間バス、タクシーなどの既存の交通手段に加え、ドアツードア型オ

ンデマンド形式のデマンド交通を導入している新潟県三条市に職員を派遣し、運営の

実態や課題等について視察を行わせたところであります。オンデマンド交通について

は、導入自治体における都市の形態や地形的特性、利用対象者や経費負担の在り方な

どにより、様々な取組が実施されております。今後におきましても、タウンスニーカ

ーの運用やタクシー利用への助成等を含め、交通弱者に対する総合的な視点の中で、

本市交通施策についての検討を進めて参ります。 

 次に、２点目のタクシーの助成事業の利用率について、３点目のボランティア事業

への支援について及び４点目の高齢者が安心して生活できる高齢者施策についての御

質問につきましては、市民生活部長をして答弁いたさせます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

１回目の市民生活部長答弁 



 前田厚子議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、２点目のタクシーの助成事業の利用率についてでありますが、昨年度の障が

い者の福祉タクシーの利用率は約 47 パーセント、高齢者等外出支援事業における利

用率は約 31 パーセント、高齢者タクシー利用助成事業における利用率は約 38 パーセ

ントとなっております。 

 内容等の改正・拡大等についてでありますが、障がい者に対しての福祉タクシーの

助成においては、行き先は限定しておりません。また、山梨県の助成対象を既に本市

独自で拡大し実施しております。 

 高齢者の外出支援につきましても、移動手段がなく閉じこもりがちな高齢者の社会

参加や買い物等の外出を支援するため、昨年度から高齢者タクシー利用助成事業を実

施しておりますが、これは目的地の制約を設けず実施しているところであります。今

後におきましては、利用状況や利用率を検証し、対象者の範囲拡大等を検討して参り

たいと考えております。 

 次に、３点目のボランティア事業への支援についてでありますが、いきいきサロン

については、自治会ごとに行われている様々な取組に対し、運営主体であります社会

福祉協議会を通じて補助金を交付しております。また、コミュニティカフェについて

も同様に、運営に対する補助金を交付しているところであります。この補助金では利

用者の送迎に係る費用についても対象としていることから、関係する方々に対し、今

後も制度の周知を進めて参りたいと考えております。 

 次に、４点目の高齢者が安心して生活できる高齢者施策についてでありますが、高

齢者が健康でいきいきと自立した生活を送るための基本は、高齢者自らが健康づくり

を意識することであると考えます。そのために、まずは各種健康診断の受診や体力づ

くりへの支援、また、要介護状態となることを予防するために、一人ひとりの生きが

いや自己実現のための取組を支援しております。介助等が必要となられた高齢者に対

しては、生活支援や介護サービスに重点をおき、家庭内における家事への支援や経済

面のサポートにより、高齢者が自分らしい生活を維持できるような環境整備を推進す

ることが重要であると考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

 



２回目の質問 

 第２標題｢高齢者が元気になるには｣について２回目の質問をします。 

 １点目の進捗状況についてですが、新潟の三条市に視察に行かれた上で、交通弱者

に対する施策を総合的に検討されている様子を伺い大変に嬉しく思います。視察した

中で最も関心を持たれたことはどのような事でしたか、お聞かせくださいますか。 

 ２点目のタクシー助成事業ですが、本市では、高齢者タクシー利用助成事業では、

目的地の制限はありませんが、高齢者等外出支援事業は、通院と官公庁へ行く場合だ

け、その料金の一部を助成するとあります。これでは、外出支援にはなりません。こ

の外出支援も目的地の制限を取り除いて、更に利用者の拡大を考えていただければ、

この後に続き質問したいきいきサロンやコミュニティカフェへの送迎の課題も解決さ

れるのではないでしょうか。 

 運営に対する補助金を出しているとのご答弁ですが、現在タクシー券が出されてい

るのは１ヶ所だけです。コミュニティカフェは、ボランティアで一生懸命、高齢者が

高齢者を支えています。実際、現場に来てくださっていれば、送迎の必要性を理解し

ていただけると思います。高齢者が元気になって笑顔の溢れる市になるよう市として

タクシー事業の改革を検討していただきたいと思いますが、市の考えをお聞かせくだ

さい。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

２回目の市長答弁 

 前田議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 視察を行わせました新潟県三条市におけるオンデマンド交通の運行につきましては、

今後、本市の交通弱者に対する交通施策を検討する上で、課題等もわかり大変参考と

なるものでありました。 

 この視察の結果等を踏まえ、必要な検討を進めて参ります。 

 三条市におけるオンデマンド交通の具体的な内容につきましては、企画部長をして

答弁いたさせます。 

 また、２点目のタクシー助成事業についてでありますが、後ほど、市民生活部長を

して答弁いたさせます。 

 以上、私からの答弁といたします。 



２回目の企画部長答弁 

 前田議員の御質問にお答えいたします。 

 新潟県三条市の視察において、最も関心を持ったことについてでありますが、派遣

した職員からの報告によりますと、三条市におきましては、公共交通利用者の減少や

マイカー依存、交通空白地域の拡大などへの危機感から、平成 19 年度よりオンデマン

ド交通に対する検討が開始されました。その後、社会実験を行う時期を経て、平成 22

年度に現在の運行の原型となるドアツードア型オンデマンド交通の運用が開始されて

おります。 

 しかし、三条市が現在の運行に至るまでには、運行に伴う行政負担が約７千万円を

超え、財政負担が大きく増大したことや、既存のバスやタクシーとの共存、乗合いを

前提とした運行でありながらも、一人での乗車割合が高く、運行経費に対する効率性

が低い状況が生じていたことなど、多くの課題を抱えておりました。また、現在にお

いても、このオンデマンド交通が三条市における生活移動のすべてに対応できるもの

とはなっておらず、既存の交通手段である公共・民間バス、タクシーの運行が必要で

あるとのことであります。 

 このように運行に当たっての課題に対応される中で、タクシー等との共存の必要性

から、ドアツードア形式を取りやめ、停留所設置型形式としたこと、また、運行経費

と効率性の観点から、一人乗車の利用料金を値上げするなど、検討を重ねる上で対応

されていることは、非常に関心を引くものでありました。 

 特に、オンデマンド交通のみで、交通弱者の生活移動のすべてを担えるものではな

く、並行して既存交通機関の運行が必要となること、また、多大な財政負担も生じる

ことについては、非常に重要な情報を得ることができました。 

 以上、答弁といたします。 

２回目の市民生活部長答弁 

 次に、２点目のタクシー助成事業についてでありますが、前田議員御指摘の 

高齢者等外出支援事業は外出支援になっていないとのことでありますが、利用者数、

利用率等からも対象となる高齢者の方々には大きな支援となっていると認識しており

ます。 

 先ほど答弁申し上げましたとおり、今後におきましては、高齢者タクシー利用助成

事業と併せて検証作業を行い、対象者の範囲拡大等を検討して参ります。また、コミ



ュニティカフェにおけるタクシーへの補助につきましても、送迎に係る費用が補助対

象となることについての周知を進めて参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

３回目の質問 

 第２標題｢高齢者が元気になるには｣について３回目の質問をします。 

 先ほど、お示しになった、タクシーの利用率ですが、目的地の限定の無い｢障がい者

福祉タクシー｣が 47％、また、｢高齢者タクシー利用助成事業｣が 38％、それに比べ、

病院と官公庁のみに使用と行き先を限定されている｢高齢者等外出支援事業｣は 31％

です。本来なら、65 歳以上でバスや電車などを利用する事が困難かつ交通手段やタク

シーに依存している方等が対象とされている｢高齢者等外出支援事業｣の方が、利用率

が高くなるのではないでしょうか。 

 高齢者の外出支援を応援していただけるなら、買い物やそれぞれの目的に自由に使

える形にするのが、本当の意味での外出支援になると思いますがいかがですか。 

 また、ホームページを見ても高齢者の２つの事業の違いが明確ではないと思います。 

 利用者の拡大を検討していただく中で、高齢者の最も望んでいる施策の検討をして、

高齢者が元気な富士吉田市にしていただきたいと思います。市の考えをお聞かせくだ

さい。 

 以上で３回目の質問を終わります。 

 

３回目の市民生活部長答弁 

 前田議員の３回目の御質問にお答えいたします。 

 ２つの事業の違いが明確ではないとの御指摘でありますが、２つの事業につきまし

ては、対象者や助成内容が異なっております。 

 まず、高齢者等外出支援事業につきましては、要介護相当の方を対象者として、病

院や官公庁等へ行く場合に限り、運賃のほぼ半額を助成しております。 

 次に、高齢者タクシー利用助成事業につきましては、外出支援の拡大を図るために

昨年度から実施しており、要支援相当の方を対象者として、行き先の制約を設けずに

初乗り運賃を助成しているところであります。 

 いずれにいたしましても、今後も高齢者による免許返納の増加が予想されることか



ら、オンデマンド交通及び交通弱者に対する総合的な視点の中で、タウンスニーカー

の運用とあわせて前向きな事業展開を図って参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第３標題「乳がん撲滅キャンペーンの周知について｣ 

１回目の質問 

 第３標題「乳がん撲滅キャンペーンの周知｣についてお聞きします。 

 がんは、今や国民の２人に１人がかかると言われ、また、３人に１人が亡くなると

まで言われています。がんは日本人の死因のトップです。 

 歳をとればとるほど遺伝子が傷つくことが多くなり、遺伝子が傷がつくことでがん

になりやすくなると言われています。特に医学が発達している中で、乳がんの死亡率

がふえているのは何故でしょうか。 

 現に男性に多い胃がん・肺がん・大腸がんは、年々減少しつつあると言われている

中で、女性、特に働き盛りであったり子育て世代の乳がんや子宮頸がんの罹患率や死

亡率は、増えている状況とお聞きしています。 

 厚生労働省が今年の 10 月１日に初めて公表した「全国がん登録」の結果から、最近

の乳がんの動向を見ると「２センチ以下でリンパ節転移が無い状態で見つかれば、生

存率は、９割を超える」と説明され早期発見の重要性を力説されています。 

 検診については、「乳線が退化し脂肪に置き換わった高齢女性の乳房であれば、がん

ができてもマンモグラフィーですぐにわかる」と指摘した上で、20 代、30 代で乳腺が

発達している「高濃度乳房」の場合、マンモグラフィーでは分かりにくいこともある

とし、若い方には、できれば放射線も受けさせたく無いので「しこりが 疑われる場合

は、超音波検査を受けるなど、双方の使い分けが大事になる」と言われています。 

 １点目の質問をします。 

①今、本市の乳がんの受診率はどのくらいでしようか。また、受診率に加えて受診後、

精密検査を必要とする方の受診率はどのくらいですか。本市では後者の「コール・リ

コール」などの受診勧奨はされていますか。 

②市で出してる受診率ですが、国民健康保険の方と市の集団検診の方だと思いますが、

もし住民全体の数字でなければ、一度、住民アンケートによる一斉調査、「住民意識調

査」をするべきだと思いますが、市の考えをお聞かせください。 



③がん教育についてお聞きします。 

 何よりも命の大切さを学ぶ分けですが、健康意識を高める為にもがん教育をしっか

り受ける事が大事です。その為にも男性と女性は違うということを知らなくてなりま

せん。来年度から小中学校でがん教育が始まると聞いてますが、何年生が対象になり

ますか。また、どのような学習内容になりますか。お聞きせください。 

２点目の質問をします。 

 毎年、10 月１日から 1 ヶ月間が ピンクリボン月間と言われ乳がん撲滅に向けての

様々なイベントやキャンペーンが各地で 開催されていました。また、私たち公明党は、

毎年ピンクのジャンバーを着て街頭演説も行なっています。しかし、まだまだ本当に

知っていただきたいＡＹＡ世代の皆さまの耳には届いていないように感じます。ＡＹ

Ａ世代とは、思春期・若年成人世代の 15〜39 歳くらいの人たちをさします。 

 10 月に視察に行った飯塚市の庁舎の玄関にはに大きなピンクリボンツリーが設置

してあり一際、目をひきました。このツリーには、乳がんの早期発見・早期治療を啓

発する意味を込めたピンクのリボンを結ぶことができ、かたわらには、女性特有のが

んなどの疾患に関する啓発チラシやパンフレットが置かれています。訪れた市民は、

リボンを結んだ後、チラシを手にとるなどツリーが乳がん啓発の一助となっています。 

 乳がんで悲しむ人を一人でも減らしたい。そんな思いのこめられている「ピンクリ

ボンツリー」の設置を本市の庁舎の玄関にも設置することを提案しますが、検討して

いただけますか。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 乳がん撲滅キャンペーンの周知についての御質問にお答えいたします。 

 がん教育・がんに関する知識の普及啓発等につきましては、大変重要な施策と考え

ておりますので、市民の皆様が自らの健康を管理するとともに、がんに対する正しい

知識、命の大切さに対する認識を深めていけるよう、関係機関との連携や協働による

支援等を行って参りたいと考えております。 

 乳がんに関する具体的な対応状況等につきましては、市民生活部長をして答弁いた

させます。 

 以上、私からの答弁といたします。 



１回目の市民生活部長答弁 

 前田厚子議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の本市の乳がん検診の受診率についてでありますが、昨年度は 9.9 パ

ーセントとなっており、そのうち、受診後に精密検査が必要となった方々の受診率は

80.6 パーセントとなっております。受診勧奨につきましては、市の集団検診やレディ

ース検診を受診された方には市役所に来庁していただき、結果説明と精密検査への受

診勧奨を行っており、また、個別検診での対象者には病院の医師から結果説明と受診

勧奨を行っております。 

 次に、住民意識調査についてでありますが、現在本市では、特定健診の受診率向上

のために機会を捉えてアンケート調査を実施し、その結果に対しての分析や対策を研

究しているところであります。今後は、特定健診のみならず、乳がんをはじめとする

各種がん検診につきましても、受診率向上のために関係機関と協議する中で対策を講

じて参りたいと考えております。 

 次に、がん教育についてでありますが、新学習指導要領の移行期間となっているこ

とから、本市におきましては、既に昨年度から小中学校において、「がん教育」につい

ての授業を行っております。 

 小学校高学年におきましては、「がん」とはどのような病気かということやがんの予

防などについて学んでおります。 

 また、中学校におきましては、１年生及び２年生で、たばこの喫煙や薬物乱用防止

を学ぶ授業においてがんの予防について学習し、３年生は、保健体育科の指導項目に

「がん」の項目があり、がんの種類、早期発見やがん検診などについて学習しており

ます。 

 ２点目のピンクリボンツリーの設置についてでありますが、乳がんについて、より

多くの市民の皆様に正しい知識を深めていただき、さらに、乳がん検診の受診をより

推進するためにも庁舎への設置を前向きに検討して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 質問をさせていただくにあたり、たった一人の小さな声の代弁者になる時もありま

すが、殆どは大勢の方の意見を聞き、その声の代弁者として、ここに立たせていただ



いています。 

 答弁に前向きに検討すると言う言葉がよく出てきますが、これに対しては今後、希

望を持って委員会等で進捗状況を聞きながら、出来るだけ詳細に市民にご報告をして

いきたいと思っています。 

 ご静聴ありがとうございました。 


