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前田厚子議員 

第１標題「帯状疱疹ワクチン接種の助成について」 

１回目の質問 

公明党の前田厚子です。 

 只今、議長より許可をいただきましたので令和４年６月議会におきまして市政一般

に対する質問をさせていただきます。 

 まず、ロシアによるウクライナの侵攻が続いていますが、一日も早く終息を迎える

事を祈ります。それでは、質問に入らせて頂きます。 

第１標題「帯状疱疹ワクチン接種の助成について」お聞きします。 

「SDGs 目標３」における日本の優先課題は、「健康寿命」を延ばすことと言われてい

ます。誰もが健康で長生きできたらと考えているのではないでしょうか。 

 そこで今、高齢者の間で深刻な話題になっているのが、帯状疱疹の事です。60 歳代

を中心に 50～70 歳代に多く生じる病気で日本人では 80 歳までに約３人に１人が発症

すると言われています。これは大変な確率です。その上、疲労・ストレスが重なれば

高齢者にとどまらず、20～40 歳代の発症率も増加傾向にあるといわれています。 

 帯状疱疹の原因は、体の中に潜んでいたヘルペスウイルスの一種である水痘・帯状

疱疹ウイルスです。幼少期に水ぼうそうにかかったことのある人なら、誰でも帯状疱

疹にかかる可能性があります。 

 水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内の神経節に潜んでいます。２年のうえも

コロナ禍で疲労やストレスを溜め運動不足や食事なども規則正しくとれなくなると睡

眠不足になり、ついには免疫力の低下となると、神経節に潜んでいたウイルスが再び

活動を開始し、神経を伝わり皮膚に到達し、帯状疱疹として発症します。 

 皮膚症状が治った後も、50 歳以上の約２割の方に長い間痛みが残る帯状疱疹後神経

痛（ＰＨＮ）になる可能性があると言われています。 

これは実際に、昨年の暮れに、お会いしたご婦人の方のお話しですが、昨年の３月

の初めに帯状疱疹が耳の所に出てそれからというものの、毎日ズキンズキンとうずく

ような痛みで、夜も眠れないほどつらい毎日をおくっていたとのことです。半年ほど

してようやく痛みが取れたのですが、めまいがしたり平衡感覚がなくなってしまい外

出する気持ちにもなれず、ましてや車の運転もしばらくは怖くて出来なかったそうで

す。やがて１年になるのですが、まだ時々耳の奥がズキズキと痛むそうです。まさに
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この症状が帯状疱疹後神経痛（ＰＨＮ）の状態ではないでしょうか。その方が、今は、

ワクチンがあるそうなので、絶対に受けておくべきとの事でした。それからというも

の、ご高齢のかたの集まる所では、必ず帯状疱疹の話が出ました。 

 帯状疱疹ワクチン「生ワクチン」は、日本では、厚生労働省により 2016 年３月に

「50 歳以上の方に対する帯状疱疹の予防」として適用が拡大されましたが、新たに

2020 年に使用開始となった不活化ワクチン「シングリックス」は、生ワクチンに比べ

ると予防効果が高く、効果が長時間維持し、がんや膠原病などで免疫が低下している

人でも接種できる点が優れているといわれています。 

 ちなみに、帯状疱疹ワクチンの接種は、自己負担をする任意接種です。そうします

と、生ワクチンで１回 8,000 円程度、不活化ワクチンは、１回２万 2,000 円程度と高

額で、しかも２回接種しなければなりません。 

 接種費用が大変に高額な為なのか、よいと分かっていても接種を受けられないでい

ます。そのような中、全国的に半額助成の自治体が徐々に増えてきています。また、

３月に入りまして国会の参議院予算委員会でこの帯状疱疹ワクチンの費用の一部を公

費で補助する定期接種化を急いで欲しいとの質問がありました。その後、答弁では、

現在厚生労働省で、任意接種から定期接種に位置づける事の是非について審議会にお

いて様々検討されているとのことでした。 

 少し希望がわいてきましたが、定期接種となるのは、まだまだ先のことかと思いま

す。そこで、今日にも明日にも発症して痛みと戦わなければならない人の為に、本市

として接種費用の助成を検討して頂けないでしょうか。 

 市の考えをお聞かせ下さい。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 前田厚子議員の帯状疱疹ワクチン接種の助成についての御質問にお答えいたします。 

 まず、帯状疱疹の原因となる水痘・帯状疱疹ウイルスは、水疱瘡を発症したことの

ある人であれば誰もが持っており、日本では、成人のおよそ９割がこのウイルスを持

っているとされております。 

 このウイルスは、身体の免疫力により活動が抑えられているため、帯状疱疹を発症

することはありませんが、加齢や疲労、ストレスなどにより免疫力が低下した際に再
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び活動を開始し、増殖したウイルスが神経の流れに沿って神経節から皮膚へと移るこ

とにより発症します。 

 帯状疱疹の発症割合は、50 歳以上が全体の７割を占めており、60 代、70 代と年齢

を重ねるごとに発症率は増加します。 

 帯状疱疹を発症した際の対処法は、できる限り早めに抗ウイルス薬を服用すること

とされておりますが、帯状疱疹の発症を予防する方法として、発症割合が高まる 50 歳

以上の方を対象とした帯状疱疹ワクチンの接種が行われております。 

 一般にワクチン接種は、定期接種と任意接種に分けられ、前田議員御発言のとおり、

帯状疱疹ワクチンは任意接種とされております。任意接種のワクチンは、国が使用す

ることを認めてはいるものの、予防接種法では規定されていないワクチンであり、接

種する場合の費用は自己負担となるものであります。 

 また、帯状疱疹ワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンがあり、どちらのワク

チンにも帯状疱疹の発症を抑える効果はあるものの、生ワクチンは、「明らかに免疫機

能に異常のある疾患を有する者及び免疫制御をきたす治療を受けている者」には接種

をしてはならず、不活化ワクチンでは、「重大な副反応として、アナフィラキシー反応

を含む過敏症状がある」とされております。 

 このような中、厚生労働省の厚生科学審議会におきましては、帯状疱疹の発生頻度

やワクチン効果の持続性等から、接種に最適な対象年齢と期待される効果、安全性な

どについて議論がされており、定期接種に向け検討が進められております。 

 したがいまして、帯状疱疹ワクチン接種の位置づけについて厚生労働省の動向を注

視し、帯状疱疹ワクチンが定期接種となりました際には、市民に接種を推進するとと

もに、接種の助成につきましても実施してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

第１標題「帯状疱疹ワクチン接種の助成について」２回目の質問をします。 

 帯状疱疹に関しては､以前からある疾患ですので、病名や症状なども知られている

のですが、何故今、高齢者の間で話題になっているのかと言う事です。 

それは、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で、帯状疱疹を発症する高齢者が

増えてきているからです。 
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 コロナ禍で疲労、ストレスなどによる免疫力の低下が発症の原因とも言われていま

す。また、糖尿病やがんなどの免疫力が低下する病気が原因になることもあるそうで

す。 

 市長が大変に理解を示され、国で定期接種になり次第、接種の助成をしてくださる

とのご答弁をいただき、感謝していますが、今回、内閣府より｢各自治体の判断により、

コロナの影響により発生する住民の負担を軽減するため、帯状疱疹のワクチン接種に

かかる費用負担の軽減に臨時交付金を活用することは可能｣との見解が示されたとお

聞きしました。 

 本市でも、およそ２億円近い地方創生臨時交付金が来ていると伺いました。そこで、

地方創生臨時交付金の一部を市民のために、本市が先駆けて、帯状疱疹ワクチンへの

助成金に向けていただきたいと考えますが、検討して頂けないでしょうか。 

 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。 

 帯状疱疹ワクチン接種に係る費用負担の軽減に対する地方創生臨時交付金の活用に

ついてでありますが、一般的に予防接種は、接種後の副反応や健康被害が問題となる

ケースが見受けられることから、帯状疱疹ワクチンの接種につきましても、他のワク

チンと同様に安全性等について考慮し、慎重に対応しなければならないものと考えて

おります。 

 このことから、前田議員御質問の地方創生臨時交付金を活用した帯状疱疹ワクチン

接種の助成につきましては、任意接種の現段階では、実施する考えはございません。 

 したがいまして、先ほど答弁申し上げましたとおり、厚生労働省において帯状疱疹

ワクチン接種が定期接種とされた際には、市民の皆様に接種を推進するとともに、接

種費用の助成など、市民の皆様が安心して接種を受けられる体制を構築してまいりま

す。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「富士山噴火・避難の中間報告について」 

１回目の質問 



5 
 

第２標題「富士山噴火・避難の中間報告」についてお聞きします。 

 令和２年９月１７日に富士山噴火による被害想定がこれまでと変わりました。富士

山科学研究所の名で新聞やテレビのニュ－スで伝えられました。そして、そこで一番

大きく変わった事は、今まで「避難は車で」と伝えられていたのが、「避難は徒歩で」

と伝えられたものですから市民は混乱してしまいました。 

 不安を抱えた皆様の声を代弁してお聞きしたいことがたくさんありますが、避難計

画は富士吉田市、単独で決める事ではないことも充分認識しております。また中間報

告の段階なので市として答えられる範囲でかまいません。 

 しかし、本市のホ－ムペ－ジにもありますが、令和３年度から令和９年度までが計

画期間とされています「富士吉田市国土強靱化地域計画」があります。これは、本市

で策定され現在推進しているものと認識していますので中間報告と平行してお聞きし

ます。 

 市内にほど近い｢雁ノ穴火口｣が発見されたことで、富士山の麓の富士吉田市は、今

までの想定よりも溶岩の流れが速くなると予想されます。しかし、火口の位置や流れ

る方向をしっかり見定めれば市内全体が一度に布を覆うように溶岩流で埋め尽くされ

るわけではないようなので大きな安心となりました。新たなハザ－ドマップに基づく

と溶岩流の速度は、歩く速さには追いつかないとのこと。その為まずは、市内でも安

全な場所に歩いて避難、その後市外へ更に国中の広域で示された５市の施設へ避難す

るとのことです。何故、｢徒歩避難｣と指示が変更されたのかは、強靱化計画にもうた

われていますように｢災害時要配慮者の支援体制の充実｣の為と言われています。過去

に実施された車の避難訓練で道路の大渋滞が起きました。車のトラブルだけでなく、

その為に緊急車両も通ることができなくなることが予想されました。まず、災害弱者

と言われる障がいのある方や高齢者を優先して安全な避難場所に避難させる為に計画

が見直しされました。 

 私は、防災士でもありますので、｢徒歩避難｣で不安に思っている方々に、10 人から

20 人ほど集まっているところで、少しでも不安を取り除くよう防災士の先輩のお話を

聞いたり富士山科学研究所に行き、話をまとめ伝えていました。そんななかで、以下

のような質問が多くありましたのでお聞きしたいと思います。 

１点目 
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 徒歩で避難する市民はどこをめざして歩いて行くのか。広域避難のように市が地域

ごとに指定してくださるのでしょうか。 

 一時避難場所と言われていますが、地震の時に決めてある場所をさすのでしょうか。

また、先に避難する｢要配慮者｣は、誰がどこに避難をさせるのでしょうか。その方た

ちのサポ－トはどなたがするのでしょうか。避難の移動は家族ごとでしょうか、それ

ともバスなどで移動すると考えているのでしょうか。お聞かせ下さい。 

２点目 

 徒歩避難と言う事で、荷物もできる限り少なくなると思いますが、２次避難は必要

に応じるとは、噴火が小康状態であれば長期滞在の可能性も出てくるのでしょうか。

ここで言う２次避難とはどこの地域への避難になりますか。 

お聞かせ下さい。 

３点目 

富士山が噴火をすると、まず噴石や火山灰が発生し同時に溶岩流・火砕流と流れて

きます。であるならば、火山灰が降る中徒歩で避難は不可能だと思います。 

 例えば、訓練時は市内一斉の避難だったので車は大混乱でしたが、実際には計画的

に避難すれば車の使用も可能になるのではないでしょうか。火山灰が降り積もった後、

徒歩で避難した者が車を取りに行っても、既に 12 ㎝も積もってしまえば２輪駆動の

普通の乗用車は立ち往生、４輪駆動であってもやっと動く程度だと、先日の新聞で富

士山科学研究所の実験結果が出ていました。今までのように車での避難の時は、生活

を継続できる最低限度の家財食料等が持ち出せるし、数日間であれば車中避難も可能

だし行政負担も軽減できるのではないかと考えていましたが、もし不可能な場合は、

本市の避難所及び生活支援計画は、強靱化計画にあるように進めることはできるので

しょうか。 

 また、火山学の先生のお話でも、噴火の予知は出来ないと聞いていますが、おおよ

そどのタイミングで避難は開始されるのでしょうか。お聞かせ下さい。 

４点目 

 本市の国土強靱化地域計画の中に、｢富士山防災教育の推進｣とありましたが、この

中には、お忙しい小中学校の教頭先生が中心になって防災教育の実施を推進するとあ

りましたが、学校全体で取り組まなければ、とても生徒に防災意識をもたせ、実際に
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生きた教育には繋がらないと思いますが、この内容はどのような事を計画されている

のですか。お聞かせ下さい。 

５点目 

 １人でも多くの市民が、防災意識を高く持ち、地域のまた家族の安心・安全の為に

行動できるように本市独自で「富士山噴火の避難」を中心に「防災リ－ダ－養成講座」

を計画していただけないでしょうか。これは、以前にも同じ防災士でもある勝俣大紀

議員が一般質問をしました。私も、県で実施している講座に出来るだけ参加するよう

にしているのですが、富士吉田市からの参加者は本当に少ないですし行政の方もあま

り参加していませんでした。また、その中に子ども達の防災教育や女性の為の防災教

育または､訓練の実施を組み込むことも考えて頂きたいと思います。この点はどのよ

うに、お考えですか。 

 富士山噴火の避難は、300 年もの間、誰も経験していないので富士吉田市単独で、

今本気になって火山対策のリ－ダ－の養成に取り組むべきだと思います。養成講座の

取り組みについての市の考えをお聞かせ下さい。 

最後に、先日の新聞に、広域避難は県が調整役になってくださるとありました。富

士山避難は、体育館のような避難所で暑さ寒さも凌げない場所では長引くと災害関連

死なども心配になります。その時は、宿泊施設等県に要請していただきたいと思いま

すが、市として長期化した時の対策は他にありますか。お聞かせ下さい。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 富士山噴火・避難の中間報告についての御質問にお答えいたします。 

 富士山の火山防災対策につきましては、これまで「富士山火山噴火対策砂防事業促

進期成同盟会」の会長として、国や県へ積み重ねてきた要望活動が実を結び、平成 30

年度に砂防事業が国直轄事業として着手され、宮川の除石や堰堤補強工事、溶岩流や

土石流を防ぐ緊急コンクリートブロックの備蓄が行われ、さらに、本年度からは浅間

沢において砂防施設が着工されるなど、本市における火山防災対策は１つ１つ着実に

実施されているものと認識しております。 

 一方で、平成 16 年６月に策定された、富士山火山ハザードマップが令和３年３月に

改定され、溶岩流などの火山現象が「より早く」「より遠くへ」到達する見通しが示さ
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れるなど、「より短い時間で」「より多くの人を」避難させることが求められており、

住民の命を確実に守るため、より効果的な避難体制の構築に向け、基本的枠組みの根

本的な見直しが必要となりました。 

 このことから、国、県、地元市町村や学識経験者、防災関係機関で構成される、富

士山火山防災対策協議会における検討委員会で、昨年度より富士山火山広域避難計画

の見直しについて議論が始められ、引き続き慎重かつ詳細な検討が必要な項目も存在

することから、本年度も継続して検討されることとなりましたが、ハザードマップの

改定に伴い、本年３月 30 日に「逃げ遅れゼロを目指し、安全に避難できる可能性を最

大化」を改定の基本方針とする中間報告が発表されました。 

 中間報告の主な内容といたしましては、避難方法や避難先、避難対象エリアの見直

しなどがあげられております。 

 まず、避難方法についてでありますが、これまで溶岩流からは車で避難することと

しておりましたが、一般住民の方は噴火後に徒歩で避難することが示されました。車

による避難は家財食料等の持ち出しや、車中泊等も可能となりますが、災害発生時は

様々な事態が想定され、火山灰による視界や路面の不良など運転環境の悪化が生じ、

ひとたび渋滞が発生すると、避難が間に合わなくなってしまう可能性もあります。こ

れまで実施してきた避難訓練でも、一斉に避難を開始した際に渋滞が発生するなど、

目的地までの移動に相当の時間を費やすことが確認されております。それらを踏まえ

た検討委員会のシミュレーションにおいては、徒歩でも危険な範囲から避難できる結

果も示されております。 

 また、富士山には多くの観測機器が設置されており、ある程度の噴火の予兆をつか

むことはできますが、いつ、どこの火口が噴火するかなど完全な予測はできないとい

われております。さらには、予兆があってからすぐに噴火する場合、数か月後に噴火

する場合、噴火せずそのまま沈静化する場合も想定されます。このような富士山噴火

の不確実性を踏まえ、かつ地域住民の生活を維持していくことも考慮し、徒歩での避

難方法が検討されました。 

 避難するタイミングといたしましては、大きな噴石や火砕流の到達エリアを除く地

域の一般住民につきましては噴火後に、大きな噴石や火砕流の到達エリア内の登山者・

観光客や一般住民、溶岩流が３時間以内に到達するエリア内の避難行動要支援者につ
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きましては噴火前とするなど、噴火警戒レベルや専門家の意見等を基に必要な地域に

避難指示を発令してまいります。 

 次に、避難先についてでありますが、一度の噴火で富士山全域に溶岩流が流れるこ

とはないため、溶岩流の流下方向から垂直方向に避難し、近くの安全な場所へ移動す

ることにより、身の安全を守ることができます。噴火後すぐに市外への避難をするの

ではなく、まずは市内の安全な指定避難所などへ避難し、噴火の規模や状況を的確に

判断した上で必要がある場合に市外への広域避難とすることが示されております。 

 加えて「逃げ遅れゼロ」を達成するため、避難行動要支援者に優先的に道路を使用

させることも示されており、本年度も継続して高齢者や障害者などの避難行動要支援

者の避難対策、降灰からの避難対策などについて検討することとなっております。 

 いずれにいたしましても、本市の地域防災計画等における避難計画の改定は、広域

避難計画改定の最終報告を受けた後となりますが、市民の安心・安全を守るためでき

る限り速やかに市の避難計画を策定するなど、検討委員会による動向を注視しつつ、

現状できうる準備を行うとともに、あらゆる事態を想定し検討を進めてまいります。 

 次に、「富士山防災教育」につきましては、当然学校全体で取り組むべきことである

と考えております。 

 このことから、各学校で防災教育を推進していく手立てとして、学校長と教職員を

つなぐ要の役割を果たす教頭に防災計画の策定などについて研修を行っているところ

であり、この研修の内容を基に、実際の災害を想定した避難訓練や保護者への引き渡

し訓練等を実施することで、学校全体の防災意識を高め、児童生徒が自らの命を自ら

で守る判断力と行動力を育む訓練や教育に取り組んでおります。 

 次に、300 年の長きにわたり噴火が発生していない富士山ではありますが、噴火が

発生した場合でも、身を守るために非常に重要な要素である避難行動を正しく知り、

備えることで、噴火が発生した際にも市民の皆様の生命・財産を守ることにつなげら

れると考えております。 

 なお、富士山噴火による避難は、噴火活動の状況により長期化する可能性もあり、

そのような事態に備え、本市では災害時に必要な食料等を備蓄するとともに、他の自

治体や民間企業などとも各種支援の協定を締結しております。 
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 また、噴火の発生時や発生のおそれがあるときには、国や県、関係機関等において

も対策が始まることとなっておりますので、避難生活が長期化した際には、各機関と

も連携しながら、市民の生命・財産が守られるよう対策を講じてまいります。 

 今後も、山梨県富士山科学研究所などの関係機関の御協力をいただく中、自治会を

始め自主防災会や中学校・高校など、幅広く市民の皆様に防災講演会や出前講座など

の普及啓発活動を行い、引き続き地域防災力の向上に努めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

第２標題「富士山噴火・避難の中間報告」について２回目の質問をします。 

富士山の噴火により起こる火砕流や土石流を少しでも受け止める砂防施設設置工事

が本年度から本市の浅間沢において着工され、市民の大きな安心に繋がっていると思

います。 

 こうした避難対策について、富士吉田市ではソフト面また、ハ－ド面において、国・

県等の火山学者を始め多くの専門知識を持たれた方々や自治体の皆さまと対策を練ら

れている時だと思いますが、先程の答弁の中に、避難方法また、避難のタイミングを

お聞きしたところがあります。その中で、要配慮者を除く一般住民の方は、噴火後に

徒歩で避難することが示されたとありましたが、噴火後の避難で本当に安全を保てる

のでしょうか。大変、不安になりました。 

 火山が噴火したのを見たことのない人たちが、いくら溶岩流が人の歩く速さより遅

く流れるといっても､驚いて平常心を無くすのではないでしょうか。 

 富士吉田市で暮らしている市民の皆様に、安心が届けられるのでしょうか。 

本市だけで決められないとは思いますが、市民の声を聞いて頂けませんか。 

 どのような事も、専門的な意見と現場の意見は同等に扱われるべきだと思います。

市長の考えをお聞かせ下さい。 

 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。 



11 
 

 ハザードマップを作成するにあたりましては、個々の想定される火口ごとに溶岩流

等火山現象のシミュレーション結果を示したものがドリルマップであり、そのドリル

マップを重ね合わせ、時間ごとに色分けされたエリアを結んだものが可能性マップで

あります。なお、ドリルマップでは大規模噴火であっても火口の位置によって、噴火

による影響を受けるエリアは限定的となることが示されております。 

 火山活動は不確実性があり、予測が困難であることから、想定される火口の範囲か

らの距離や地理的状況に応じて噴火前後の避難だけではなく、避難対象となる範囲、

避難の開始時期、避難対象者を組み合わせた効果的な避難体制の構築が検討されてい

るところであります。 

 今回の中間報告では、命を守ることを最重要視するとともに、暮らしを守る避難に

ついても配慮がされております。また、高齢者や障害者などの避難行動要支援者の避

難では自動車による移動が不可欠であり、確実に避難できるよう道路を優先的に使用

できるよう考慮されております。 

 一方で、火砕流や大きな噴石などが到達する地域以外の一般住民は、すべて噴火後

に近隣の安全な指定緊急避難場所等に徒歩で避難することとなりました。これにより、

地域全体として安全に避難できる可能性を最大化することが示されました。 

 前田議員御質問の専門的な意見と現場の意見を同等に扱うことについてであります

が、検討委員会では、本年度も引き続き避難計画の見直しが行われております。地元

の自治体は、示された避難計画等が有効に機能するかについて、訓練を通して検証を

行い、必要な改善点を共有するなどし、これらを繰り返すことによって、現場の意見

も反映されたより良い対策が講じられると考えております。本市におきましては、中

間報告について、広報紙７月号で周知するなど、今後も引き続き「正しく知り、備え

ていただく」ことの普及啓発活動に努めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 富士山噴火による避難方法は、市民の大変に関心のある事だと思います。専門の先

生方のお話ですと、｢正しく恐れて賢く備えよ｣と言われています。また、｢経験のない

災害は早めの避難が大事とも言われています。｣市民の安全安心の為にこれからも正

しい情報の提供を一早くお願いしたいと思います。 
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 以上で質問を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 


