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前田厚子議員 

第１標題「通園・通学路・及び園外活動での安全対策について」 

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６月定例会市政一般に関する質

問をさせていただきます。 

 新元号、令和が始まった５月１日 戦争も大きな災害もない豊かで幸福な新しい時

代が始まってほしいと誰もが期待を寄せたことと思います。 

 しかし、悲しいことに、５月８日には滋賀県大津市の県道交差点で信号待ちの保育

園児らの列に車が突っ込み、園児 2 人が死亡１人が重体、13 人が重軽傷という悲惨な

事故が発生しました。その後、15 日には千葉県市原市で公園の砂場で遊んでいる園児

に向かって車が突っ込むという事故が起こりました。その時は、保育士が園児をかば

い保育士が骨折をするという事態となりました。 

 事の深刻さに、私もこの様な事態が本市で起こらないことを祈り、一刻も早い対応

をと５月 20 日づけで 市長に「通園・通学路・及び園外活動での安全対策について」

と題し緊急要望書を提出させて頂きました。そこで、お聞きします。 

第１標題「通園・通学路・及び園外活動での安全対策」について 

 本市におきましては、事故の翌日 朝一で各園から お散歩マップの提出や安全確保

策についての報告を挙げていただいたと伺いました。 

 しかし、残念なことに５月 28 日にも、川崎市で、スクールバスを待つ間に事件がお

きました。19 人の人が刺され児童ら２人が死亡という考えられない事件でした。亡く

なられた方々に対しましては、心よりお悔やみを申し上げます。 

１点目 

 こうした事故や事件は防ぐことはできないのかと誰もが、心を痛めていることと思

います。そこで、犯罪を起こしにくいまちづくり、事件を起こしにくいまちづくりを

心の繋がりをキーワードにして抑止力溢れるまちづくりをしていかなければならない

と思いますが、市としてこのような事故や事件を受け一番はじめに取り組むことはど

のような事でしょうか。お聞かせください。 

２点目 
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 冒頭で申し上げた緊急要望書でありますが、一つ目として、園児、児童らの通園・

通学路、園外活動での安全活動の検証と対策、交差点の安全総点検の実施。また、歩

道の点検の実施について。 

 二つ目として、自動車の右左折による事故防止のための信号システムの改善、特に

右折車線では、交差点内の中央部分に右折用停止線の導入について。 

 三つ目として、大きな交差点で歩行者が留まる場所へのガードレールの設置につい

ての３点について、市長に要望したものであります。 

 これについては、市長から安全対策課へ、そして、道路公園課・教育委員会・子育

て支援課へと要望に合わせて ご連絡していただいたとのことですが、それぞれの課

でまず取り組まれたことは、どのようなことでしようか。お聞かせください。 

３点目 

 私も、保育園の周りを車で走ったり、また園児が歩くのを想像しながら 子供たちの

目線で歩いてみました。その中で、ここ１・２年で大きく変わったことに気づきまし

た。それは、富士山が世界遺産に登録されたり、忠霊塔と富士山そして桜のコラボは

インスタグラムにのり国内外からたくさんのお客様がいらしてることでした。 

 よって、県外車が近くに保育園があることも知らず、細い道でもスピードを緩めず

にどんどん入ってきたり、時には一方通行を逆走したりすることもあったようです。 

 また、富士山に魅せられて海外の方も道路や交差点に入り記念撮影している方たち

も見かけます。大変に危険だと思います。そうなるといつ、大津市や市原市で起きた

事故が本市でも起きないとは言いきれません。 

 保育園には、保護者から心配の声があがり、せめて「保育園あり。徐行せよ」など

の看板を一日も早く立てて頂きたいと要望がきているようですが、その準備は進んで

いますか。また、イラスト入りの看板等で日本語のわからない方にも理解していただ

きたいと思います。この点はいかがですか。 

 その他にも、園児が園外保育に出かける道の交差点では、歩行者が溜まる場所に、

ガードレールかガードパイプの設置を考えて頂きたいと思いますがいかがですか。ま

た、歩道が整備されていない上に、コンクリートの甲蓋の間が広く、子どもの足が入

ってしまう所が多い。それに何と言っても 消えかかった白線が多いことです。 

 こうした事を踏まえて歩道の点検の実施を早急にするべきだと思いますが、市とし

ては、どのようにお考えでしようか。お聞かせください。 
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 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 この度の大津市での交通事故及び川崎市での児童等殺傷事件により、御家族の尊い

命を奪われた皆様方に対し、心から哀悼の意を表します。 

 それでは、前田厚子議員の通園・通学路及び園外活動での安全対策についての御質

問にお答えいたします。 

 まず、１点目の大津市での交通事故や川崎市での児童等殺傷事件を受け、市として

一番はじめに取り組むことはどのようなことかについてでありますが、交通事故は、

誰もが加害者・被害者双方の当事者になる可能性があり、ひとたび発生すると、本人

はもちろんのこと、御家族など周囲の方々にも深刻な影響を及ぼします。そこで、悲

惨な交通事故から市民の皆様を守り、安全でやさしい地域社会を構築するため、ドラ

イバーに対しては、交通ルールの遵守や運転時における危険予測等の必要性について、

また、歩行者に対しては、道路横断時や歩行時における安全確認等について、改めて

理解を深めていただくための啓発活動や注意喚起を行うことが重要であり、既にホー

ムページをはじめ、ＣＡＴＶ富士五湖のデータ放送、エフエムふじごこ、各種交通安

全教室を通じて行っております。また、犯罪の起こりにくい明るいまちづくりを進め

るためには、地域の絆を深め、防犯力を高めることが重要であると考えております。

そのため、子どもたちの登下校時などにおける見守り活動など、日頃から児童生徒の

安全確保について、地域の皆さんの御協力をいただくことが必要であると考え、シニ

アクラブへの要請や広報紙、ホームページを通じて市民の意識の醸成を図っておりま

す。こうした市民一人ひとりの行動が、登下校中の児童生徒を守る大きな力になり、

本市を安心・安全なまちへと育てていくものとなることから、今後におきましても、

繰り返し周知・啓発していくことが犯罪を未然に防ぐ原動力であると認識しておりま

す。 

 次に、２点目の通園・通学路及び園外活動での安全対策についての緊急要望書を受

けて各課で取り組んだことについてでありますが、まず、子育て支援課におきまして

は、本年５月８日に発生した交通死傷事故の翌日に、本市の保育園における散歩の安

全管理について再確認の必要があると考え、各保育園の散歩コースについて安全確認
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を実施したところであります。その結果、全保育園において散歩コースのルート変更

の必要はないとの判断に至りました。 

 次に、教育委員会におきましては、子どもたちが犠牲となる事件事故が多発してい

る状況を重大に受け止め、川崎市の事件の翌日には臨時校長会を招集し、各学校長に

は、登下校や校外活動の際の安全確保について改めて点検を行い、また、危険回避の

ための緊急的な対応などについて児童生徒への安全指導を行うようお願いいたしまし

た。 

 さらに、教育委員会から、学校のみならず、児童生徒の保護者に対して、子どもた

ちに登下校時の安全確保について注意を促してもらうよう依頼文書を配布したところ

であります。 

 次に、安全対策課におきましては、自動車の右・左折による事故防止のための信号

システムの改善につきまして、安全で円滑な交通秩序の確保と交通事故を防止するた

め、必要な箇所について富士吉田警察署に上申するとともに、交差点内の中央部分へ

の右折用停止線の導入につきましても、関係課及び関係機関と協議を進め、必要箇所

等について各道路管理者へ上申して参ります。 

 次に、道路公園課におきましては、市道昭和通り線などの主要幹線道路の市管理交

差点におけるガードレール及びガードパイプの設置状況ついて確認したところ、安全

性は確保されているものと認識しておりますが、今般の事故を受け、改めて設置の必

要性について関係課及び関係機関と連携し、検討して参ります。 

 次に、３点目の看板の設置についてでありますが、車両の運転手に保育園が近くに

あることを知らせるため、各保育園周辺の電柱及びフェンスに反射板やイラスト入り

の看板等を設置して参ります。 

 次に、交差点付近の歩行者が溜まる場所へのガードレールやガードパイプの設置及

び歩道の点検についてでありますが、保育園の保護者や地域の方々にも協力を要請し、

危険な箇所等についての情報を的確に把握する中で、関係機関と連携し、迅速に対応

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 
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第１標題「通園・通学路・及び園外活動での安全対策」について２回目の質問をし

ます。今回の事故を受け、私も、早急に動かなければならないと思い、安全対策につ

いての緊急要望書を市長に提出させていただきました。市長を始め関係する各課から、

子ども達を守る為の対策をお聞きすることが出来たのですが、４つの関係する各課だ

けでなく、全庁をあげて取り組むべき課題がまだまだあるのではと思います。引き続

き安全への取り組みをお願い致します。 

 ここで、一つだけ確認しておきたいことは、歩道の点検、整備です。市内の道路は、

安全性が確保されているとのご答弁をいただきましたが、お散歩コースを歩いてみて

も、市内の歩道に関しては、改善、整備をしていただきたい箇所が多く見うけられま

す。 

 １回目で提案した甲蓋の溝や消えた白線の書き直しに加えて既設道路の車道と歩道

の境界の段差を改善するセミフラット形式なども検討の枠に加えていただきながら、

歩道に関して、特に園外活動のルート内においての安全確保の為の検討をお願いした

いと思います。市長の認識はいかがですか。是非、実際に現地を歩いていただいて早

急に対応をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 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。 

 園外活動ル－トの歩道に関する安全確保の検討についてでありますが、子どもたち

の安全を確保することは 重要であり、早期に対応すべきであると認識しております。

現地に関しては既に複数回にわたり確認を行っており、先ほど答弁申し上げましたと

おり、安全確保のため関係機関との連携をより強化する中で、迅速に対応して参りま

す。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題 「18 歳までの医療費窓口無料化について」 

１回目の質問 

 この度の定例会における市長所信の中で、市長より 18 歳以下の医療費無料化を図

るとありました。そこでお聞きします。 
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 重度心身障害者医療費窓口無料化制度は、山梨県において平成 20 年４月にスター

トをしたものの、平成 26 年 11 月には廃止となりました。その理由は、ひとつには山

梨県が、国の制度に無い「窓口無料化制度」を導入することにより、国から国庫補助

金を減額されると言う、いわゆる国からのペナルティが多額になっていくことでした。

その高額なペナルティが他の政策実行に大きな足かせとなったと言う事です。もう一

点は、無料化にする事によって、医療費が増大してきたとの理由をあげられていまし

た。 

 しかし、当事者の声を聞き届け、ペナルティを覚悟で再び窓口無料化にしてくださ

る自治体が増えてきましたので、私も現場の多くの方の声を代弁する思いで 何度も

何度も要望や質問を繰り返しました。その結果、平成 28 年４月にようやく、本市も 15

歳までの重度医療費窓口無料化が実施されました。ところが、他の自治体ではすでに

18 歳までのお子さんの窓口無料化が実施されはじめ、あわせて障害児の窓口無料化も

実施されました。特に郡内では、大月市と本市を残すだけになりました。 

 そんな状況でしたので、15 歳までは重度医療費のみが遅れていたのですが、本市に

おいては、15 歳以上の医療費の無料化はありませんでしたので、高校生をおもちのご

父兄から、本当にたくさんのご意見・ご要望をいただきました。 

 私はこれまで、質問の形を変えては３回、一般質問をしてきました。そして、今年

の３月議会におきましては、更なる子育て支援を推進する為、検討していくとの前向

きなご答弁をいただいたものの、なかなか実施まではいきませんでしたが、この度の

定例会における市長所信の中で市長より 18 歳以下の医療費無料化を図るとあり、こ

れで障害児をお持ちの保護者も安心して医療を受けることができると、大変に嬉しく

思っています。 

 そこで、市長にお聞きします。18 歳までの医療費窓口無料化の実施には、制度の改

正等、何点か、課題があると思いますが、開始の時期の見通しはついていますか。予

定される時期をお聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 18 歳までの医療費窓口無料化についての御質問にお答えいたします。 
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 前田議員御発言のとおり、重度心身障害者医療費の窓口無料化につきましては、多

額のペナルティが財政的な負担となり、現在の自動還付方式となったものであります。

そのような状況で、15 歳以下の子どもたちが窓口無料化であることとの整合性がとれ

ないことから、県との協議の中で、平成 28 年度から 15 歳以下の障害児についても、

併せて窓口無料化を実施して参りました。 

 私の市政方針である「子育てしたいまち№１に」を実現していくために、これまで

18 歳以下の医療費窓口無料化につきましても協議・検討して参りました。その結果、

子育て世帯の経済的負担の軽減を図る上でも医療費助成は重要な施策の一つであると

判断し、18 歳以下の障害児の重度心身障害者医療費窓口無料化も含め、18 歳以下の子

育て応援医療費の無料化を実施することとしたものであります。 

 今後は、窓口無料化に向けたシステムの改修、医療機関等の関係機関への協力依頼

や、対象者への周知を図るなどの準備を進め、来年度を目途に実施して参りたいと考

えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

第３標題「小中学校における給食費の無料化の実施について」 

１回目の質問 

 第２標題と同様に、この度の定例会における市長所信のなかで市長より、より子育

てしやすいまちとするため、小中学校における給食費無料化を図るとのお話がありま

した。そこで、３点質問をします。 

１点目 

 平成 28 年度に国が学校給食の無料化に関する全国調査を実施した結果、既に 76 の

自治体が実施していました。私もこの数年の間、学校給食に関することについて、現

場の状況を聞きながら様々な質問をしてきました。 

 公明党としては、かつて小中学校の教科書を無償化にした時と同様に義務教育環境

における給食は教育の一環であり、給食費は教科書代などと同様に、本来は無料にす

べきであると主張し続けてきました。本市で実施となりますと県内のなかでも市とし

ては、初めてになると思います。新・給食センターになってからは、更に美味しい給

食になったと児童やお母さん方から、嬉しい声を聞いています。 
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 いずれにしても、念願叶っての無料化の実施です。無料化に至る経緯としては、様々

な好条件が重なったものと思いますが、なかでも、市長の英断に至った理由をお聞か

せいただければと思います。また、一番大きな課題の財源についてもお聞かせいただ

けますか。 

２点目 

 現在の学校給食の状況を確認させてください。①小学生・中学生の一年間の給食費

は、一人当たりいくらでしょうか。また、現在給食費への一人当たりの市の助成は、

何割りでしょうか。②学校給食費の徴収方法は、どのように行なっていますか。③給

食費の徴収状況ですが、未納者はどのくらいいるのでしょうか。④現在、食物アレル

ギーの対応食の対象者は、何人いますか。 

 以上の４点ですが、お聞かせください。また、毎日のことなので、学校給食にかか

わる皆さまには、心より感謝しております。 

３点目 

 今、子どもの貧困率が高まり、およそ子どもの６人に１人が貧困家庭におかれてい

ると言われています。子どもたちは、毎日朝ご飯を食べて学校に登校しているのでし

ょうか。学校給食が今の子どもたちの栄養素になっているという調査もでているよう

です。そうなると、食のセーフティネットとしての給食に注目が集まっていくのは必

然のことです。貧困ばかりでは無く、今大変に多くなっている、ひとりぼっちで食事

をする孤食の子どもたちなどに楽しく食事をとってもらいたいと、本市においてもボ

ランティアで子ども食堂が何ヶ所か開設されています。社会環境が大きく変わりはじ

めています。 

 私も子ども食堂のスタッフとして、お手伝いをさせていただいていますが、そこに

かかわっている皆さんの姿を通して地域の子どもたちへの深い愛情を感じます。今食

べることで特に、給食費の未納等で子どもたちに心の負担をかける時ではないと感じ

ます。多くの市民がボランティアで、こどもの食を支えるお手伝をしようと動きはじ

めています。教育の目的は、子どもの幸福にあると思います。また、この施策は少子

化対策としても注目すべき施策になると思います。 

 以上のように、学校給食費の無料化については、速やかに実施していくことが必要

と思いますが、市長は、学校給食費無料化の実施時期について、どのようにお考えで

すか。お聞かせください。 
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 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 小中学校における給食費の無料化の実施についての御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の小中学校における給食費の無料化の実施を決断した理由についてで

ありますが、私はこれまで、本市を「子育てしたいまち№１に」することを目指し、

子育て支援の拠点となる「子育て支援センター」の開設や県内では初めてとなる日帰

り型の産前産後ケア事業の実施、放課後児童クラブの設置場所拡大とエアコン設置な

ど、本市の子育て環境の向上に向け、積極的に施策を展開して参りました。しかしな

がら、少子化は社会全体で進行しており、これを乗り越え、本市が未来に向けてさら

に羽ばたくためには、本市における「子どもを育む環境」をさらに向上させる必要が

あり、そのためには、子育て世代の経済的負担を軽減することが大変重要であると考

えております。私は、これまでにも保育園における第２子以降の３歳未満児に対する

保育料無料化期間を独自に拡大し実施して参りましたが、今般、子育て世代の経済的

負担をさらに軽減するため、小中学校における給食費無料化の実施を決断したところ

であります。 

 給食費無料化の実施のための財源確保については、市税等の収納対策の更なる強化

を行うとともに国の交付金やふるさと納税等の財源も併せて活用し、また、全庁的な

事務事業の見直しを行い、事業の効率化、事業経費の削減を図ることにより、給食費

無料化実施のために必要な財源を確保して参ります。 

 次に、２点目の現在の学校給食の状況についての４つの御質問につきましては、後

ほど、状況を把握しております教育部長をして答弁いたさせます。 

 次に、３点目の学校給食費無料化の実施時期についてでありますが、学校給食の円

滑かつ適正な運営に資するための学校給食運営委員会を開催し、御協議をいただいた

後に、「学校給食無料化審議会」を設置し、より具体的な内容等を専門的に御審議いた

だきます。 

現在は、それらの準備を進めているところであり、本年 10 月には給食費の無料化を

実施して参りたいと考えております。 

 以上、私からの答弁といたします。 

１回目の教育部長答弁 
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 前田厚子議員の現在の学校給食の状況についての御質問にお答えいたします。 

 まず、小学生、中学生の一年間の給食費でありますが、一人当たりの賄材料費の平

均が、小学生 53,580 円、中学生 56,420 円となっております。このうち約２割を市が

助成し、残りの約８割を給食費として保護者の方々に負担して頂いております。 

 次に、学校給食費の徴収方法についてでありますが、学校において保護者の口座よ

り学校納付金として引き落としを行い、その中から給食費を市の口座に振り替えてお

ります。 

 次に、給食費の徴収状況についてでありますが、現在、未納者はおりません。 

 次に、食物アレルギー対応食の対象者数についてでありますが、小中学生全体で 55

名であります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 今回は、未来のある子どもたちのために、市としてできる事を質問させていただき

また。ここから、少子高齢化を始めとする全世代型の社会保障の問題解決への糸口が、

見つかるものと信じています。まずは、子供たちの笑顔輝く未来に向かって市民の皆

様の代弁者として、働いてまいりたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

ご静聴ありがとうございました。 


