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伊藤進議員 

第１標題「新型コロナウイルスワクチン接種に関する本市の対応について」 

１回目の質問 

 只今、議長より許可をいただきましたので令和３年３月定例議会におきまして、第

１標題 新型コロナウイルスワクチン接種に関する本市の対応について、第２標題 

人口減少社会における消防団の人材確保と活動環境の整備について 質問をさせてい

ただきます。 

 この機会をいただきましたことを議員各位に対しまして心より 

御礼を申し上げます。 

 それでは第１標題 新型コロナウイルスワクチン接種に関する本市の対応について、

質問をさせていただきます。 

 新型コロナウイルスの感染が国内で初めて確認されてから、すでに一年以上も経過

しました。しかし、終息の兆しは見えず、未だに感染者を増やし出口が見えない状況

です。政府は二度の緊急事態宣言を発出し、新型コロナウイルスの感染を抑えるため

に、様々な活動の自粛や行動の変容などの要請をして国民に理解と協力を求めてきま

した。しかし、新型コロナウイルスを完全に封じ込める有効な手段とはならず、終息

への 大の切り札として、ワクチンの有効性に大きな期待が寄せられているところで

あります。ワクチンとは、ウイルスなどの特徴をあらかじめ体に覚えさせて、免疫を

作るものです。わが国で新型コロナウイルスワクチンが 初に承認されたのは、アメ

リカの製薬会社ファイザーとドイツのバイオ企業ビオンテックが共同開発した「ｍRNA

ワクチン」です。人工合成したウイルスの遺伝子の一部を注射し、人の体の中で新型

コロナウイルスの「部品」を作らせるものです。完全なウイルスではないので、感染

することはないといわれています。三週間の間隔を置いて計 2 回の接種が有効とされ、

開発段階で行われた治験では、ワクチン接種によって新型コロナウイルス感染症を発

症するリスクが９５％減ったという非常に高い効果が結果として表れています。 

 本年 2 月 17 日から国内でこのワクチンの接種が、医療従事者を対象に始まり感染

対策の決め手となりつつあります。多くの人が接種することで「集団免疫」ができれ

ば、感染終息に繋がると期待されています。 

 本市では、近隣町村と連携し集団接種を行っていく予定であると新聞報道で知りま

した。まずは、６５歳以上の高齢者を対象に接種場所を鐘山総合体育館で行うとのこ
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とです。そこで執行者にお尋ねいたします。 

 鐘山総合体育館を接種場所に選んだ経緯をお聞かせください。体育館の中で接種を

する場合、階段をいくつも降りなければならず、足腰に不安のある高齢者の方は、大

変な思いをすることが予想されます。どのような対応をするのか、お聞かせください。

また市街地から離れている場所にあることから、来場することが困難な方もいらっし

ゃいます。運転が困難な高齢者もいることから、支援策を検討すると新聞報道にあり

ました。本市では、こういった方へのサポート体制はどうするのかお聞かせください。 

 またワクチン接種に関する手続きはどのようにするのか具体的にお聞かせください。 

 本市では、新型コロナワクチンの接種を円滑なものとするため、市職員によるプロ

ジェクトチームを設置したと報道で知りました。このプロジェクトチームの具体的な

業務についてもお聞かせください。 

 ファイザー製の新型コロナウイルスワクチン接種後に倦怠感や頭痛などの副反応が

高頻度で海外では報告されています。アメリカでは、副反応を訴えた人のうち７割が

腕の痛みを感じているといいます。疾病対策センター（CDC）によると、２回の接種後

それぞれ７日以内に報告を寄せた人のうち副反応として腕の痛みを訴えたのは１回目

が６７．７％、２回目が７４．８％に上ったといいます。また体のだるさは、それぞ

れ２８．６％、と５０．０％、頭痛は２５．６％と４１．９％、筋肉痛や発熱、悪寒

を訴えた人もいたとのことです。こういったことが影響しているのか、わが国では、

ワクチン接種について慎重な意見が多いことが見受けられます。東京都新宿区に本社

があるマーケティング会社の調査によると、新型コロナワクチンをすぐにでも摂取し

たい人は８％、様子を見てから接種したいが５０％、あまり接種したくないと絶対に

接種したくない人の合計は２９％という結果が出ています。 

 先にも述べましたが、新型コロナウイルスの終息のためには、多くの人がこのワク

チンを接種し「集団免疫」を作ることだとされています。国民の７割程度の接種が必

要といわれています。市民の皆様の中には、こういった副反応を心配して接種を躊躇

する方もいらっしゃると思います。こういう方への不安を払拭するために、本市はワ

クチン接種に関してどのような対応をしていくのかお聞かせください。またワクチン

に関する相談のコールセンターなども設置しますか。ご所見をお聞かせください。 

 厚生労働省のホームページを見ますと「新型コロナワクチン接種は、国民の皆様に

受けていただくようにお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。
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しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行

われます。予防接種を受ける方には、予防接種による感染予防の効果と副反応のリス

クの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただいています。受け

る方の同意なく接種が行われることはありません。職場や周りの方などに接種を強制

することや、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようにお願いい

たします。」と掲載されています。 

 新型コロナワクチンは、あくまでも任意接種です。ワクチンを受けないことを理由

に、医師や看護師、救急医療に従事する方、教職員の方などが、各種の研修を受けら

れないなどの不利益を被ることはあってはならないことであり、当然認められないこ

とであると私は考えますが、執行者のご所見をお伺いたします。 

 以上第１標題、１回目の質問とさせていただきます。 

 

 

１回目の市長答弁 

 伊藤進議員の新型コロナウイルスワクチン接種に関する本市の対応についての御質

問にお答えいたします。 

 まず、鐘山総合体育館を接種会場に選んだ理由についてでありますが、接種を担当

する医師の意向も踏まえ、当該体育館が富士吉田市立病院に近く、ワクチン接種後の

アレルギー反応への対応が迅速に行える位置にあること、また、接種に必要な会場及

び駐車場の広さが十分であることが選定の要因となっております。 

 次に、足腰に不安のある高齢者への対応についてでありますが、接種会場について

は、階段で上り下りをするメインアリーナは使用せず、入口のホール、スポーツ教室

及びメインアリーナの観客席部分のスペースを利用いたします。受付から接種後の待

機場所までの段差については、スロープを設置することにより解消し、高齢者の方へ

の負担に配慮して実施いたします。 

 次に、接種会場までの来場が困難な方への対応についてでありますが、現在のとこ

ろ循環バス及びタクシー利用券などによる対応を検討しております。 

 次に、ワクチン接種に関する手続きについてでありますが、まず、市から接種券と

予診票並びに案内通知を同封して送付いたします。ワクチン接種を希望される場合に

は、御自宅に届いた案内通知に記載してあります市の予約センターへ電話をしていた
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だき、希望する日の予約を取っていただきます。その後、予約した当日に接種券と予

診票を持参の上、会場において接種を受けていただく流れとなっております。予約方

法につきましては、接種希望者の負担にならないよう基本は電話対応とし、あわせて、

インターネットからの予約についても検討しているところであります。 

 次に、プロジェクトチームの具体的な業務についてでありますが、会場及び接種を

担当する医療従事者の調整などの実施体制の整備を始め、接種券、予診票、案内通知

等の印刷・発送業務、また、相談体制の確保、予防接種台帳の管理、接種に関連する

費用の請求や支払い業務等を行ってまいります。 

 次に、不安を払拭するための対応についてでありますが、コールセンターを設置し、

より多くの方に接種を受けていただけるよう不安を取り除くための相談体制を整備し

てまいります。 

 次に、ワクチンを受けないことを理由に不利益を被ることがあってはならないとの

御指摘についてでありますが、ワクチン接種を受けるか否かは伊藤議員御発言のとお

り任意であります。様々な理由により接種を受けられない方もおりますので、ワクチ

ンを受けないことを理由に不利益を被ることは私もあってはならないことであると考

えております。 

 ワクチンの接種は、新型コロナウイルス感染症終息の切り札として期待されている

ものであります。多くの方々がワクチンを接種することによって、基礎疾患のある方

や高齢者、妊婦等の感染弱者と呼ばれる方々を守ることができます。また、医療の崩

壊を防ぐとともに、重篤者や死者を減らすことが可能となり、ひいては、市民の皆様

一人一人の生命を守ることにつながることと確信しておりますので、ワクチン接種を

受けることのできない方々を除き、一人でも多くの市民の皆様に接種をお願いしたい

と考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

第２標題「人口減少社会における消防団の人材確保と活動環境の整備について」 

１回目の質問 

 第２標題 人口減少社会における消防団の人材確保と活動環境の整備について１回

目の質問をさせていただきます。 
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 富士吉田市消防団は、昭和２６年３月２０日、町村合併促進法により下吉田町、富

士上吉田町、明見町が合併し７月２４日の初団式を挙行し、１団３分２２部、団員１

３３８名の構成で発足しました。昭和３５年には上暮地地域の合併、平成２８年には、

女性消防団「ふじざくら隊」が結成され現在５３０名の志ある団員により組織されて

います。 

 消防団は「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護精神に基づき、地域防災力の

かなめとして昼夜を問わず住民の安心安全の確保に努めるとともに、地域コミュニテ

ィの維持や活性化にも大きな役割を果たしています。今回の新型コロナワクチン接種

に関しても、長崎幸太郎知事は、地域の消防団に協力を要請しているところでありま

す。 

 しかしながら、人口減少や高齢化など社会情勢の変化により消防団の担い手が減少

しており、消防団員数は、全国的に見ても減少傾向にあります。こういった状況の中

で、平成２５年１２月の「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」

が成立しました。これは、東日本大震災の教訓を踏まえ、消防団を将来にわたり欠く

ことのできない代替性のない存在として位置付け、装備の改善、団員確保等を進める

とともに地域防災力の充実強化を図るもので、消防にとって画期的な法律といえます。

消防団員を確保するためには、基本団員のみならず、能力や事情に応じて特定の活動

のみに参加する機能別団員制度を導入し、多様な人材を確保することが求められてい

ます。活動内容や活動時間を限定する機能別団員制度の導入により、女性や公務員、

消防団 OＢ、学生など多様な人材が消防活動に参加しやすくなる環境を整備すること

が可能となり、その結果、新たな分野での活動やさらなる機能強化が期待できます。 

 本市でも、台風や集中豪雨の際に急傾斜地に隣接する住民の避難誘導や林野火災時

の対応など、消防団の活躍が期待される場面が多く、また切迫性が指摘されている南

海トラフ地震や富士山噴火の発生に備えるためにも地域防災力の中核となる消防団員

の確保と活動環境の整備が喫緊の課題と考えます。本市では「富士吉田市消防団協力

事業所表示制度」などの対策を講じておりますが、更なる施策の対応が必要であると

考えます。執行者のご所見をお聞かせください。 

 以上、第２標題１回目の質問とさせていただきます。 
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１回目の市長答弁 

 人口減少社会における消防団の人材確保と活動環境の整備についての御質問にお答

えいたします。 

 まず、消防団員数についてでありますが、近年は会社勤めの方々や介護を担う方々

など消防団活動との両立が難しい状況が増しており、全国的にも消防団員の減少傾向

が続き、地域防災力の低下に危機感が強まっている状況であります。 

 このような中で、本市の消防団員数につきましては、伊藤議員御発言のとおり、令

和２年 11 月１日現在において、定員 570 名のところ 530 名の団員が在籍し、充足率

は全国平均値の 90.8 パーセントに対して約 93 パーセントであることから、現状では

団員不足の状況までには至っていないものと認識しております。 

 また、消防団活動の内容や時間を限定し、その活動を補完する役割を期待されてい

る機能別消防団員の導入につきましては、平成 28 年度にその運用の一つとして、女性

消防団「ふじざくら隊」を結成し、防火広報活動など普及啓発活動を展開していると

ころであります。なお、各分団への機能別消防団員の導入につきましては、各分団や

自治会の意向を確認する中で、慎重に判断してまいりたいと考えております。 

 次に、活動環境の整備に向けての対応についてでありますが、既に実施している「富

士吉田市消防団協力事業所表示制度」は、従業員が本市消防団の消防活動を行うこと

に対し、昇進、賃金等の処遇面での扱いが不利益にならないように積極的に配慮して

いる事業所等を消防団協力事業所として認定し、その証としての表示証の交付を行っ

ているものであります。 

 さらに、令和３年度から新たに「富士吉田市消防団サポート事業」の実施を予定し

ております。この事業につきましては、消防団活動に対する市内の飲食店、小売店な

どの各事業所の皆様の御理解・御協力により、消防団員やその家族の飲食や物品購入

等について料金割引などの優遇措置を設けていただくものであります。事業実施に当

たり、本市のホームページにて、協力事業者をサポート店として広く周知するととも

に、店頭に「消防団員サポート店表示証」を掲示することにより、御協力いただける

各事業所の皆様には集客効果や地域貢献などのイメージアップにつながり、また、一

人でも多くの市民の皆様が、自らの地域は自分で守るという意識を醸成することで、

消防団への加入の促進と活動環境の整備につなげてまいりたいと考えております。 

 今後におきましても、「富士吉田市消防団協力事業所表示制度」を引き続き実施する
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とともに、「富士吉田市消防団サポート事業」等の新たな施策も取り入れ、広く展開す

ることにより、消防団の活性化や地域の消防・防災力の更なる充実及び強化を図って

まいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

２回目の質問 

 第２標題、人口減少社会における消防団の人材確保と活動環境の整備について２回

目の質問をさせていただきます。 

 私は、平成２９年度３０年度に富士吉田市消防団副団長を務めさせていただきまし

た。大変な重責ではありましたが、団結力ある部隊行動をとるための消防の規律や礼

式を通して、かけがえのない先輩や友人に出会うことができました。消防団活動は多

くの学びの場として 高のステージであると考えます。 

 消防団員確保のためには、日頃から消防活動の PR イベントなどを開催することも

大切だと考えます。例えば、年少期から消防に触れ合う機会を作り、小中学生の頃か

ら消防団活動を身近に感じてもらい、将来の消防団の担い手となる人材育成に向けた

取り組みの実施が必要であると考えます。富士河口湖町では、中学生がポンプ操法の

実演をし、甲府市の一部地域の子供クラブでは、火災予防のため夜間の見回りを行っ

ていると聞きます。本市でも、小中学生を対象とした PR イベントの開催を提案します

が、執行者のご所見をお聞かせください。 

 また、多くの市町村で導入されている手法として、若手職員を一定期間、消防団に

加入させることを職員研修として、行っている取り組みもあります。本市においても

導入してほしい研修制度と考えますが、ご所見をお聞かせください。 

 本市市役所職員の中には、地元自治会の消防団員として活動をしてくれている方も

いらっしゃいます。心から敬意を表します。今後はさらに多くの職員の方にも幹部候

補団員としてご協力をお願いしたいと考えますが、執行者のご所見をお聞かせくださ

い。 

 「富士吉田市消防団サポート事業」の実施を予定しているとご答弁をいただきまし

た。消防団員のみならず、そのご家族に対しても励みになる事業だと考えます。一日

も早い実施をよろしくお願いいたします。 
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 消防団員確保のために総務省消防庁では、報酬の増額の検討を始めたと新聞報道に

ありました。各市町村が条例で定める年額報酬や出動手当は、自治体によってバラつ

きがあります。報酬手当を上げることが、団員確保の有効な手段になるかは、確証は

ありませんが、検討の余地はあると考えます。執行者のご所見をお伺いいたします。 

 以上第２標題、２回目の質問とさせていただきます。 

 

 

２回目の市長答弁 

 伊藤議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、小中学生を対象としたＰＲイベントの開催についてでありますが、本市では、

現在、女性消防団である「ふじざくら隊」が、市内保育園児を対象に、紙芝居や人形

劇を活用した火災予防教室を開催し、子どもの世代からの火災予防の普及啓発に取り

組んでおります。 

 また、令和３年度から、毎年９月の第一日曜日を「富士吉田防災の日」とし、市民

に対しより一層の防災意識の向上、市の防災に対する取組のＰＲ等を目的に、総合防

災訓練を実施するとともに、多くの関係機関と連携を図る中、普及啓発を兼ねた、市

民参加型となるイベントを交え実施する予定であります。 

 このイベントにおいて、小中学生はもちろん多くの市民の皆様に、各地元の消防分

団において、防火衣の試着、「ポンプ車」の機能及び資機材等の役割について学ぶ機会

を設けるなど消防団活動の重要性について周知してまいります。 

 併せて、昨年 10 月に富士五湖消防本部に配備されました大規模風水害対策車に積

載されております瓦礫の上やぬかるみでも走行可能な「水陸両用バギー車」や「はし

ご車」への試乗体験などを通し、消防団活動を身近に感じてもらい、将来の消防団の

担い手となる人材育成につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、一定期間消防団への加入を職員研修制度とすることについてでありますが、

本市では新規採用職員研修等において、富士山火山噴火対策など防災対策の取組を始

め、消防団への加入などによる地域貢献の重要性を説明しております。その結果、現

在、女性消防団員４名を含む 65 名の本市職員が消防団に加入しております。 

 また、市職員が幹部候補団員として消防団へ協力することについてでありますが、

本市職員は、災害時には市の災害対策本部へ配置され、災害対応に当たることが本務
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となります。このような公務員としての職務の特殊性を踏まえ、消防団の幹部候補団

員への就任につきましては、副分団長以下の階級での消防団への入団を奨励しており

ます。 

 これまでに、消防団の副分団長として現職１名を含む７名及び女性消防団「ふじざ

くら隊」隊長の延べ８名の本市職員が消防団の幹部団員を務めてまいりました。 

 今後におきましても、市職員を対象に、消防団の役割や必要性等防災全般について

の研修会を実施し、職員一人一人が防災活動に関する知識の習得や関心、理解が深め

られるよう努めてまいります。 

 次に、報酬手当を増額することについてでありますが、本市消防団員の年額報酬は

１万４千円であり、県内平均の約１万３千円と同水準を保っております。一方で、全

国平均に対しては、県内全体が低い水準であるなど、全国において団員の待遇には地

域格差が生じているのが現状であります。伊藤議員御発言のとおり、総務省消防庁に

おいては、本年度に各地の団員活動や報酬・手当等の実態調査に着手し、待遇改善に

向けた検討を始めております。また、令和３年度には、地域での消火活動や災害救助

に当たる消防団員を確保するために、有識者会議での議論に調査結果等を反映させ、

その方向性を打ち出す方針とのことであります。こうした状況を踏まえ、本市におき

ましては、国が示す方針を勘案するとともに、県の指導や他市町村の動向も注視しな

がら検討してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

「締めの言葉」 

 今回の一般質問にあたり、私は、このシトラスリボンのピンバッチをつけて臨みま

した。このリボンの３つの輪は、地域と家庭と職場もしくは学校を表現しています。 

 コロナウイルス感染者や関係の事業所などを差別や偏見、いわれなき中傷などから

防いでいくことも意味しています。 

 コロナ禍の今だからこそ市民の皆様が、心から暮らしやすい街を実現するために、

今後も議員活動を続けて参ります。 

 ご清聴ありがとうございました。 


