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前田厚子議員 

第１標題「ＳＤＧｓから考える食品ロス削減について」 

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いただきましたので、令和２年３

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、新型コロナウイルス感染症が一日も早く終焉することを心より祈り質問を

始めます。 

 第１標題｢ＳＤＧｓから考える食品ロス削減｣についてお聞きします。 

  ｢ＳＤＧｓ｣と言っても、まだその関心も低いのが現状かと思います。 

 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、2015 年９月の国連サミットにおいて国際

社会共通の目標として決められました。2015 年から 2030 年までの開発の指針として

｢我々の世界を変革する為の持続可能な開発の為の 2030 アジェンダ｣が採択され、そ

の中で示された 17 の具体的な行動指針が｢ＳＤＧｓ｣となっています。その結果これ

らの目標を達成することで、持続可能な世界を実現し、地球上の｢誰一人として取り残

さない｣ことを目指しています。 

 そこでお聞きします。 

１点目 

 開発目標の 17 の課題の中の一つで｢2030 年までに世界全体の一人当たりの食品廃

棄の量を半減し、食品ロスの減少を達成する。｣と掲げられています。日本国内の現状

を見ますと農林水産省の推計では、年間約 1,700 万トンの食品廃棄物のうち、646 万

トンが、食品ロスによるものとされています。食品ロスが生じる背景には、必要な量

を超えた食品を生産することが当たり前になっているといった実情があります。 

 令和元年５月 31 日、食品ロスの削減の推進に関する法律、いわゆる｢食品ロス削減

推進法｣が公布され、この中で 10 月を、食品ロス削減月間、10 月 30 日を｢食品ロス削

減の日｣と定め、国と地方公共団体はその趣旨にふさわしい事業を行うこととしてい

ます。 

 ようやく県も新年度予算に食品ロス削減推進事業費として、約 600 万円を計上しま

した。これは、持続可能な社会の実現を目指すため、県民及び事業者に対し、食品ロ

ス削減に向けた意識を醸成する取り組みを行うとして、事業内容・推進協議会の設置・

シンポジウム・食育ボランティア・研修等の開催などに使われるものですが、このよ
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うな県の動きを見て本市では、どのような取り組みをしているのか、またこれから計

画していくのか、お聞かせください。 

２点目 

 家庭でまた、我が家で出来る食品ロス対策はと考えると、食料品は必要な量だけ購

入して、食べきる事を心がけることだと思います。また、スーパーなどで食料品を買

う時に、ついつい奥から食品を取ってしまいがちですが、消費期限の近い物から買っ

たりするなど、消費者の役割を定め国民運動として取り組んでいくようにすれば、そ

れだけで廃棄のリスクが下がると思います。身近な取り組みを機に自分だけ、今だけ

良ければと言う近視眼的な生活意識が変わることの意義は大きいと思います。まさに、

市として、食品ロス削減の意識を醸成する取り組みを積み上げていただきたいと思い

ますが、市としての考えをお聞かせください。 

３点目 

 近隣の市町村では、既にお店などでは｢30・10｣運動と言い、宴会開始 30 分と宴会終

了前 10 分間は食べきりタイムとして推進しているそうです。また賞味期限と消費期

限と言った期間表示の意味を正しく理解していただくことも必要ではないでしょうか。

賞味期限とは、おいしく食べることの出来る期限、また消費期限は安全に食べること

が出来る期限と保証された期限です。このことを今一度、認識していただくことで、

食品ロスの削減にもつながるものと考えます。今後、本市では、家庭また外食産業に

おける食品ロス削減への意識啓発を進めていかれるのでしょうか。また、賞味期限と

消費期限と言った期限表示の理解推進の必要性や周知の取り組みについても考えをお

聞かせください。 

４点目 

 学校給食の食べ残しについて、３点お聞きします。 

①新給食センターになってから、更に給食がおいしくなったとお子さんが話してくれ

るとお母さん方からお聞きします。しかし、まだまだ給食の食べ残しが残飯となって

給食センターに戻って来ます。その量を毎日記録されているようですが、この残飯、

年間全国的な平均が一人当たり7.1キログラム、県内でお聞きできたのが甲斐市の4.5

キログラムですが、本市では一人当たりの食べ残しはどのくらいでしょうか。その数

値は、年々減少しているのでしょうか。 
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②残飯の処理は、今も可燃物として焼却所に持ち込んでいると伺いましたが、今後も

改善の予定はありませんか。県内では、残飯を堆肥に替えて市民に提供している市町

村も多く、先日視察に行った北杜市では、｢シンクピア｣という機器を導入し微生物で

分解して水にして、そのまま下水道に流すなど、ＣＯ２の排出量を減らす努力をされ

ていました。環境問題は、これからもっとクローズアップされると思います。このよ

うな事もかんがみ、本市の今後の考えをお聞かせください。 

③子ども達の給食の食べ残しを減らす為には、やはり食育の推進であり、また、学校

給食の現場に栄養教諭や栄養士さんたちが、配置されることが望ましいと思いますが、

現在、学校内の栄養教諭・栄養士の配置については、どのようになっていますか、お

聞かせください。 

以上で第１標題１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 前田厚子議員のＳＤＧｓから考える食品ロス削減についての御質問にお答えいたし

ます。 

 食品ロス削減につきましては、国際的にも重要な課題となっており、また、世界に

は栄養不足の状態にある人々が多く存在することから、真摯に取り組むべき課題であ

ることと認識しております。 

 食品ロスを削減していくためには、一人ひとりが他人事ではなく、自分事として捉

え、また理解するだけにとどまらず、行動に移すことが必要であり、そのために市と

して、市民の皆様の意識の醸成とその定着を図っていく必要があると考えております。 

 １点目の県の動きを見て本市では、どのような取り組みをしているのか、またこれ

からの計画についての御質問から３点目の御質問までにつきましては、市民生活部長

をして答弁いたさせます。 

 また、４点目の学校給食の食べ残しについての御質問につきましては、後ほど、教

育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。 
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本市におきましては、食を取り巻く現状から見える課題を抽出し、市民一人ひとりが

食について考え、学び、身近に体験することにより実際の生活に取り入れ、病気を寄

せ付けず、心豊かに生活できるために富士吉田市食育推進計画を策定しております。

本年４月からはこの計画の第２次の計画が始まる予定であります。  

 まず、１点目の県の動きを見て、本市ではどのような取組をしているのか、またこ

れからの計画についてでありますが、第２次富士吉田市食育推進計画の策定に当たり

「食品ロス」について市民にアンケート調査を実施したところ、認知度も７割以上と

いう結果でありました。 

 これを受け、計画の中に食べ物を大切にする心を幼い頃から養い、継承していくこ

とを具体的な推進目標として掲げ、「食べきれる量を購入する」や「調理で作りすぎな

い」など食卓で実践できることを広く市民の皆様に周知し、意識の醸成を図って参り

たいと考えております。 

 また、食品ロス削減に特化した計画につきましては、今月中に国において策定され

る基本方針に基づき検討して参ります。 

 次に、２点目の「食品ロス削減の意識を醸成する取り組み」についてでありますが、

現在、本市においても市民の皆様や事業者に向けて市役所や図書館等にパンフレット

等を配置し、食品ロス削減への意識啓発を実施しております。 

本市といたしましては、今月中に国において策定される基本方針に基づき、具体的な

行動モデルを示す中で、富士吉田商工会議所や事業所と連携し、家庭での購入習慣の

見直しや消費者自らが食品ロスの削減を意識した消費行動等を促すため、食品の製造

から消費に至るまで行程全体での食品ロス削減に向けた意識の醸成に取り組んで参り

ます。 

 次に、３点目の「家庭や外食産業における食品ロス削減への意識啓発について」で

ありますが、消費者庁の調査によりますと「食品ロス問題の認知度」は 74.5 パーセン

ト、「食品ロスを減らすための取り組み」では、「残さずに食べる」が 60.７パーセン

トと も多くなっております。しかしながら、食品ロスについて「積極的に取り組ん

でいきたい」が 44 パーセント、「気がついたときに取り組んでいきたい」が 51.8 パー

セントと、食品ロスへの認識は高いものの、行動に移すことが難しい実態が明らかに

なっていることから、「必要量に応じた購入を徹底する」といった、食品を無駄にしな

いための具体的な取組を伝えることや飲食店における「30・10 運動」等、行動につな
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げる啓発を強化して参ります。また、「賞味期限」と「消費期限」等の期限表示の理解

推進につきましては、関係機関と連携協力し、ラジオ放送や出前教室など様々な機会

を通して周知して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

１回目の教育部長答弁 

 次に、４点目の学校給食の食べ残しについてでありますが、まず、本市の一人当た

りの年間の残飯量は、平成 29 年度は 5.84 キログラム、平成 30 年度おいては 5.57 キ

ログラムであり、献立及び調理の更なる工夫と食育を強化してきたことにより、全国

平均と比較しても少なく、減少してきております。 

 次に、残飯の処理につきましては、新給食センター建設時に残飯の処理の検討を改

めていたしました。その結果、残滓処理機で水分を取り除き、可燃ごみとして処理す

ることが現在において 善の方法であると考えております。 

 次に、学校内の栄養教諭・栄養士の配置についてでありますが、市内小中学校の栄

養教諭等の任用は、山梨県教育委員会が行うものでありまして、市内には、吉田小学

校と明見中学校にそれぞれ１名の栄養教諭が配置されております。 

 現在、その２名の栄養教諭が、市内の全小中学校を巡回し、児童生徒に対して食育

を行っております。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

第１標題｢ＳＤＧｓから考える食品ロス削減｣について、２回目の質問をします。 

 新給食センターにおいて、残飯の処理が残滓処理機で水分を取り除き、可燃ゴミと

して処理することが 善の方法であるとの事ですが、2050 年までにＣＯ２の排出量を

実質ゼロにすると、国連のグテレス事務総長も発表しています。また、政府も今世紀

後半の出来るだけ早い時期に、脱炭素社会を実現するとの目標を掲げています。自治

体としても、是非、取り組んでいただきたいと思います。 

 ＳＤＧｓの目標にもあるように、いかに｢一人当たりの食品廃棄の量を半減し、食品

ロスの減少を達成する｣、その為にも食べ残しを減らしていくかについて、検討してい

くべきだと思います。現場での食育を更に充実させ推進していくべきだと考えます。 

 そこでお聞きします。 
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 食育を推進する栄養教員は、何校に１名という決まりはあるのでしょうか。本市で

は、その県の基準を充たしていますか。県の資料を見ると、「令和６年度には全ての学

校栄養職員、つまり栄養士を栄養教諭に任用替えすることを目標としている。」とあり

ましたが、これはどのようになると仰っているのでしょうか。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

２回目の教育部長答弁 

 前田議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、食育を推進する栄養教員の小中学校への配置基準についてでありますが、本

市の学校給食につきましては、学校給食センター方式を採用しております。このセン

ター方式では、学校数に応じて栄養教諭を配置するということではなく、学校給食セ

ンターで対応している児童生徒数に応じて配置することとなっており、1,500 人未満

は１名、1,500 人以上 6,000 人未満は２名が、山梨県教育委員会の基準となっており

ます。 

 現在、市立小中学校には合計 3,543 名の児童生徒が在籍しており、本市には山梨県

教育委員会から２名の栄養教諭が配置されておりますので、既にその基準を満たして

おります。 

 次に、山梨県が令和６年度には全ての学校栄養職員を栄養教諭に任用替えすること

の目標についてでありますが、山梨県教育委員会へ確認したところ、令和２年度から

令和６年度までに、現在任用している学校栄養職員が栄養教諭の登用試験を受けるこ

とにより、合格者については栄養教諭として登用していく方針であります。 

 以上、答弁といたします。 

 

３回目の質問 

第１標題３回目の質問をします。 

 始めに、標題に掲げましたとおり、食品ロスをＳＤＧｓの考え方から質問をさせて

いただきましたが、 後にＳＤＧｓへの取組みについてお聞きします。 

 ＳＤＧｓとは、持続可能な開発目標という意味で、2015 年９月の国連総会において

採択されました。｢誰も置き去りにしない｣という理念のもと、貧困問題を初め気候変
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動や生物の多様性、エネルギー問題など持続可能な社会をつくるため、全世界で取り

組むべき課題を 17 の目標に、169 のターゲットで構成したものです。  

 今や、ＳＤＧｓに対し、その達成に取り組む自治体は、全体の 13％で 241 団体ある

そうです。 

 その取組みは、決して難しいことばかりではなく、例えば、神奈川県大和市では、

まずＳＤＧｓの認知度を向上する為に、市立図書館でＳＤＧｓを特集した書架を設置

してＳＤＧｓを啓発する取組みに挑戦しています。本市においても、食品ロスやイン

フラやまちづくりなどの環境問題を考えていくなかで、ＳＤＧｓの理念を適用してい

けると思います。 

 そこでお聞きします。本市としてのＳＤＧｓの推進・取組みについては、どのよう

な見解かお聞きします。 

 以上で３回目の質問を終わります。 

 

３回目の市長答弁 

 前田議員の３回目の御質問にお答えいたします。 

 前田議員御質問のとおり、「ＳＤＧｓ」につきましては、2015 年９月の国連サミッ

トにて採択された 2016 年から 2030 年までに達成するために掲げた国際社会共通の目

標とされております。この目標においては、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性

のある社会の実現を目指し、貧困や飢餓、働きがいや経済成長、気候変動や食品ロス

削減などの世界が抱える課題を包括的に捉え、大きく 17 の目標として整理がされて

いるものであります。 

 私は、この「ＳＤＧｓ」の目指す持続可能で多様性のある社会の実現については、

世界の国々が共通の理念のもとに行動していくことが必要であり、我が国においても、

国、地方自治体、企業、団体、個人など、社会に関わる全ての主体が意識すべきもの

と認識しております。 

 本市におきましても、第６次総合計画において、「持続可能性確保への多面的な取り

組み」を主要課題として位置づけ、「ＳＤＧｓ」の理念に基づく様々な取組を進めてい

るところであります。 

 以上、答弁といたします。 
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第２標題「市立病院の経営健全化に向けた取組みについて」 

１回目の質問 

 第２標題「市立病院の経営健全化に向けた取組み」について、お聞きします。 

 富士吉田市立病院は、これまで高度医療の提供や、地域がん診療連携拠点病院、災

害拠点病院、救急告示病院等の役割を担う中、市民のみならず、富士北麓地域に欠く

ことのできない重要な施設と言えると思います。 

 本定例会においても、「市立病院について、市民の皆様の安心を確保するための地域

医療の充実に向け推進して参ります。」と、堀内市長が所信を表明されているように、

安心して医療を受けることのできる地域医療環境を整えることは、市民にとって、ま

た、地域にとって誰もが望むことだと思います。 

 しかしながら、昨今の公立病院を取り巻く環境は年々厳しくなっており、安定した

経営を行っていくだけでも難しいというのが現状ではないでしょうか。私が市民の付

託を受け、富士吉田市議会議員に初当選することになる１か月前の、平成 23 年４月

に、富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合（恩賜林組合）の補助を受けて導入し

た「リニアック」は、当時の医療において先進的なものであり、これに付随して、全

国屈指の医療関係者が市立病院に着任され、また、経営上の観点でも大いに意義があ

ったものと認識しております。公立病院を取り巻く現状の中、このような 新の医療

機器を導入することにより、優秀な人材の確保、高度医療の提供、ひいては、経営状

況の改善や経営の安定化につなげていくことが重要なのではないでしょうか。 

 このような視点から病院経営を行っていくことも重要と思いますが、市長の考えを

お聞かせ下さい。 

 また、ここ何年間かの市立病院の決算をみると、経営悪化の兆候がみられ、今後の

病院経営の改善に向けた取組みに対する市民の関心が高まっています。これまで、病

院経営の健全化に向けては、様々な計画・プランの実行に伴う成果もあり、また、課

題も出ているものと思います。それらも踏まえた、今後の取組みへの考え方などあり

ましたら、併せてお聞かせ下さい。 

 以上で第２標題１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 市立病院の経営健全化に向けた取組みについての御質問にお答えいたします。 
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 富士吉田市立病院は、昭和 23 年８月に開設以来、富士北麓地域唯一の自治体病院と

して、地域住民の医療ニーズに迅速かつ的確に対応し、一般医療はもとより、高度医

療や救急医療などの不採算部門をも担う中で、自治体病院として市民の皆様の安心を

確保するため、地域医療の充実に鋭意努力しているところであります。 

 また、山梨県からは、大規模災害時における災害拠点病院に指定されており、さら

には、関係各位の御尽力を賜る中で北別館の増築とともに 新放射線治療装置リニア

ックの整備を行ったことにより、国から「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受け

るなど、高度医療の提供を推進する地域の基幹病院としての役割を果たしているとこ

ろであります。 

 さて、 新の医療機器を導入することにより、優秀な人材の確保や高度医療の提供、

そして、経営状況の改善や安定化につなげていくことが重要との御意見でありますが、

私も前田議員と同じ考えであり、市立病院への 新の手術支援ロボットの導入に向け、

昨年の９月定例市議会においては、議員の皆様に支援のお願いをさせていただきまし

た。手術支援ロボットの導入は、がん治療に対する更なる積極的な取組を推進し、

新でハイレベルな医療を提供することにより、地域住民の皆様に安心・ 善の治療を

提供したいと強く考えております。その結果として、若手医師にとっても魅力ある病

院となることで、医師の確保、経営状況の改善や安定化に必ずや、つながっていくも

のと確信しております。 

 また、病院経営の改善に向けた今後の取組への考え方につきましては、これまでも

病院経営の健全化に向けて「病院改革プラン」を策定する中で進めて参りました。現

病院の新築から 19 年を迎え、建築設備や医療機器が更新時期を迎えることによる再

投資や消費増税、建設企業債元利の償還、公営企業制度改正による退職給付引当金の

引き当て義務化など、医業収支に強く影響を与える要素が顕著化していることは事実

でございます。 

 しかし、このような状況の中、診療体制の強化などにより、本年１月までの状況で

はありますが、入院、外来の医業収入としては、それぞれ昨年比で１億８千万円、６

千９百万円の増収となっており、決して収益が悪化しているものではありません。今

後におきましても、診療材料費等の削減など費用の削減に取り組む中で、引き続き病

院経営の健全化への取組を進めて参ります。 



10 
 

 いずれにいたしましても、今後も、自治体病院としての役割を果たすべく、地域住

民の皆様に信頼され、安全で、安心できる医療の提供ができる体制づくりを心がけ努

力して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 今回は、「まだまだ市民の皆さまに認知されていないＳＤＧｓをまず知って頂き、そ

して関心を持って頂きたい」、そんな思いで質問をさせて頂きました。 

 これを機に、｢私には何ができるのだろうか｣と、一人でも多くの人が考えていただ

けたら、どんなに素晴らしいことかと思います。 

 ちなみに、これがＳＤＧｓのバッジです。 

 ご静聴ありがとうございました。 

 


