
○１１番（川瀬 孝代君）   １１番、川瀬孝代でございます。初めに、９月４日夜から５

日午前にかけて、県北部では記録的な大雨となりました。東員町では局地的な大雨となり、県

初の警戒レベル５の災害発生情報が発表されたところです。東員町といたしましては、この大

雨で被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、町長をはじめ環境防災担当

課職員の機敏な判断、そして不眠不休で現場に駆けつけて対応に取り組んでくださった職員に

心より感謝を申し上げます。私どもも、公明党といたしまして、５日午後、新妻参議院議員、

山内県議会議員、中川県代表らとともに現地の被害状況を視察させていただきました。現場の

声も伺ってまいりました。国への対応を求めるとともに、さらなる防災・減災対策を求め、一

日も早い復旧を願います。 

 それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。一つ目、がんの予防対策についてで

す。がんは日本人の２人に１人が生涯のうちにかかる国民病と言われております。がん対策基

本法が２００７年４月に施行され、全国どこでも安心して高度医療を受けられる体制が整い、

２０１６年１２月には改正がん対策基本法が成立し、がんになっても働き続けられるよう配慮

することを盛り込むなど、がん医療が充実してまいりました。２０１７年から２０２２年度、

第３期がん対策推進基本計画には、がん予防を第一とし、禁煙や生活習慣の改善、受診率の向

上、発がん因子となるウイルス、細菌の感染症対策などによるリスクの軽減と早期発見を挙げ

ております。予防として、成人喫煙率１２％以下の目標を維持し、自治体が行うがん検診受診

率を５０％、要検査とされた人の精密検査受診率を９０％目標としています。がん検診の目的

には、がんを見つけるとともに、検診の対象者の死亡率や罹患率を減少させることです。がん

検診を受審し、早期発見することが重要になります。 

 １点目、がん検診の受診率向上のため、集団検診の申し込みを受付時間外に２４時間対応で

きるインターネットを活用してはどうでしょうか。 

 ２点目、乳がんは自己検診で見つけることもできるがんです。また早期発見できれば９割が

治るとされています。乳がんを自己検診、いわゆるセルフチェックをするためのグローブがあ

ります。グローブは特殊な素材でできており、素手よりも感度が高まるため異常を見つけやす

いと言われております。機会を設けて早期発見に繋がる乳がんグローブを配布してはどうでし

ょうか。 

 ３点目、胃がんについては、国際がん研究機関はヘリコバクターピロリ菌が発がん因子であ

ると認定しております。いわゆる感染症が原因となります。現在、胃がん健診はバリウムによ

る検診を行っています。２０００年から胃潰瘍と十二指腸潰瘍の消化性潰瘍に対するピロリ菌

の除菌治療が保険適用となりました。また２０１３年には、慢性胃炎についても同様の対応と

なり死亡数が減少しているところです。胃がん健診にピロリ菌感染の有無や胃の萎縮度を調べ

る胃がんリスク検査、いわゆるＡＢＣ検査を導入してはどうでしょうか、導入へのお考えをお

聞きいたします。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   「がんの予防対策について」のご質問にお答えさせていただき



ます。日本における死亡原因の第１位は「がん」となっておりまして、先ほどご案内のように、

２人に１人という割合でがんになると言われています。このため、毎年９月をがん征圧月間と

定め、全国では様々な広報活動を実施し、がんの正しい知識の徹底と早期発見・早期治療の普

及啓発が行われております。がん予防施策は、全てのがん対策において最も重要で費用対効果

にすぐれた長期的施策になるものと考えられております。禁煙を含む生活習慣の改善や感染症

対策による、がんのリスクを減少させる「一次予防」と、がん検診体制を構築し、がんの早期

発見・早期治療を行う「二次予防」を促進することで、がんの罹患率や死亡者を減少させるこ

とを目的といたしております。 

 本町では、二次予防の取り組みといたしまして、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大

腸がん、前立腺がんの検診を実施しております。科学的根拠に基づく、がん検診や精密検査の

受診は、早期発見・早期治療に繋がるため、がんの死亡者を減少させていくためには、受診率

の向上や精度管理のさらなる充実が重要と考えております。今後も引き続き、受診者の立場に

立った利便性の向上と、国の指針に沿った検診の実施に努めてまいりたいと考えております。 

 詳細につきましては、担当課長より答弁させていただきますのでよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   健康づくり課、佐藤光広課長。 

○健康づくり課長（佐藤 光広君）   私からは、「がんの予防対策について」のご質問につ

きまして、詳細な内容をお答えさせていただきます。 

 １点目のインターネットを活用した集団検診の申し込みについてのご質問でございますが、

インターネットの普及により、大量の情報が瞬時に入手できる環境が整備され、携帯電話が、

今や生活に欠かせない通信手段となるなど、インターネットの利用は個人のライフスタイルに

大きな変化をもたらしています。現在、様々な手続が、インターネット上で行うことができる

中、行政手続のオンライン化につきましても「利便性の向上」「広報・周知の強化」などの利点

から、促進を図る必要があるものと認識しております。本町では、集団検診の申し込みにつき

ましては、返信用封筒を同封してご案内し、紙媒体の申込書をご提出いただく方法で行ってお

ります。現在の申し込み方法につきましては、町民の皆様に一定のご理解を得ている状況であ

り、通信手段を持たない情報弱者とされる方への配慮なども含め、混乱を招かないよう留意す

る必要があるものと考えております。ただし、申込手段の拡大による利便性の向上や、若い世

代への受診率向上に向けた周知・啓発効果などにおいて、どの程度の費用対効果が見込まれる

かを検証しながら、改善に向けた検討を行ってまいりたいと考えております。 

 次に２点目の、乳がんの自己検診に利用する乳がんグローブの配布についてのご質問にお答

えさせていただきます。本町で実施する乳がん検診につきましては、４０歳以上の女性の方を

対象とし、４０歳、４５歳、５０歳、５５歳の年齢に該当する方に対しまして、受診率向上の

取り組みとして、無料クーポン券を配布して個別勧奨を行っております。国の指針におきまし

て、乳がん検診としては視触診による検診は、精度面から推奨されておらず、日常の健康管理

の一環として、自己検診を行うことが推奨されております。乳がん検診の中で、自己検診の方



法や、しこりに触れた場合の速やかな医療機関への受診など、乳がんの早期発見に関する啓発

を図るよう努めるとともに、無料クーポン券の送付による受診勧奨時におきましても、自己検

診の必要性について周知することで、検診の受診率向上と自己検診の促進を図ってまいりたい

と考えております。議員ご質問の、乳がんグローブにつきましては、自己検診の際に、素手よ

りも触感が高くなる簡易な手袋の製品でございますが、有効性を検証して検診の受診及び自己

検診の普及・啓発における活用について検討してまいりたいと考えております。 

 次に３点目の、集団検診におけるピロリ菌検査の導入についてのご質問にお答えさせていた

だきます。集団検診につきましては、健康増進法に基づく対策型検診として実施しておりまし

て、胃がん検診につきましては、国の指針に基づき、胃部エックス線検査、いわゆるバリウム

検査を実施しております。ピロリ菌検査とされる、ヘリコバクター・ピロリ抗体検査につきま

しては、死亡率減少効果があるかどうかについて、いまだ明らかではないため、国の指針にお

いては胃がん検診として推奨されるものとはされていませんが、ピロリ菌の感染が胃がんのリ

スクを高めるものであることは認められております。胃炎等に対するピロリ菌の除菌治療が、

議員がおっしゃいましたように、保険適用となったことに伴いまして、ピロリ菌の検査及び除

菌を推進する市町村もございますけれども、公共的な対策型検診として実施するには、安全性

と効果が十分に検証されまして、国の指針において推奨されるものとなりましたら、実施して

いきたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長と担当課の課長から答弁をいただきました。このがん予

防対策というのは、一番いいのがやはり検診です。この検診率の向上を高めていくためには様々

な取り組みが必要であると私は思います。一定のがん検診を受ける用紙を送付するだけではな

く、やはりあらゆる角度からその検診の必要性を訴えていく、それも行政の一つの大きな仕事

だと思います。そういった意味で、様々な市町に視察研修を行かせていただきますと、特にこ

ういう検診の期間、上り旗を立てて今検診をしていますよという、そういうアピールをしてい

る町があります。東員町はそういった意味でそのようなお考えがあるのかどうか、答弁を求め

ます。 

○議長（三宅 耕三君）   健康づくり課、佐藤課長。 

○健康づくり課長（佐藤 光広君）   お答えさせていただきます。上り旗につきましては、

やはり周知ということで大変効果が高いと思います。ですので先進地のそういった事例を参考

とさせていただいて、検討させていただきたいというふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   ぜひ前向きに、皆さんがよくわかるように周知をしていただ

きたいなと思います。 

 もう１点、ピロリ菌は飲み水や食べ物を介して経口感染ではないかと言われております。い

わゆる口や鼻から感染をしていく、気道に入り込んで体の中に入っていくという、そのような

経路が言われています。そしてまた５０歳以上の人の感染が高くなっているというデータもあ



ります。胃がんのこの検診といった部分では、今回のこのピロリ菌の感染を、胃がんのリスク

検査ということで、直接の検診ではなく、ピロリ菌の感染の有無、あるかないか、また胃がん

そのものを見つけるものではありませんので、そういうリスクが高いかどうか、そういうとこ

ろを調べていくものです。そしてそれが見つかれば次の除菌という対策になっていきいます。

そういった意味では、胃カメラをして検査をしていくという手順があるわけですが、やはりこ

の胃がん健診の部分ではないんですが、やはり早く見つけるという意味ではとても有効な手段

ではないかと私は考えます。ぜひ国の対応を待つのではなく、血液検査ですので、胃がん対策

の有効な手段として前向きに取り組んでいただきたいと求めておきます。 

 そしてもう１点、乳がん検診のさらなる向上、そういったものに向けて啓発していくことが

とても大事です。そういった意味で、乳がんの検査というのは痛みを伴うものなんですね、そ

れでやはり女性の声を伺うと、ちょっとやはりそういうところでおっくうになってしまって、

１回行ったからいいんじゃないかと、そのような声も現場でお伺いいたしました。そういった

意味で国は推奨しておりません、しかしこの乳がんグローブという、こういうふうにして自己

検診もできるんだよという啓発、そのために何か機会があればぜひ取り組みをしていくことも

乳がん検診の啓発になるのではないかなと私は考えました。そういった意味で、これも前向き

に行政として取り組んでいただきたいと思います。近隣の市町ではまだ取り組みはされていな

いのではないかと私は認識しております。いろんな機会、がん検診のときでも結構ですので、

受付のところにこういう自己チェックもあるんですよというものをぜひ推奨していただきたい

ということで、この取り組みについても求めておきたいと思います。 

 そして１点質問いたします。この１回検診をしてはどうですかと勧めました。さて検診を受

けなかった人に対して、再度勧奨していく、そのような取り組みは東員町としてあるのでしょ

うか。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   健康づくり課、佐藤課長。 

○健康づくり課長（佐藤 光広君）   お答えいたします。健診未受診者の方につきまして、

町の方として把握させていただいて、勧奨通知をさせていただいているところでございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   やはり乳がん検診というのは、若いうちから取り組むという

ことがとても大事ですので、そういった意味では、やはり再度勧奨していくということはとて

も大事だと思います。そういった意味で検診率を高めていくということもぜひしっかりと取り

組みをしていただきたいと思います。 

 それでは２点目に移らせていただきます。一度質問させていただきました食品ロス削減対策

についてです。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロスの削減を目指す食品ロス削減推

進法が２０１９年５月に成立いたしました。政府や自治体、企業の責務や消費者の役割を定め、

国民運動として問題解決の取り組むよう求めています。政府に対し、基本方針を定めることを

義務付け、市町村では削減推進計画を策定するように努力義務を課しています。企業は国や自

治体の施策に協力し、消費者も食品の買い方を工夫することなどで自主的に削減に取り組むこ



とを求めています。第４次循環型社会形成推進基本計画では、国連が２０１５年に採択しまし

た持続可能な開発目標ＳＤＧｓにおいて２０３０年までに小売り、消費レベルにおける世界全

体の一人当たりの食料の破棄を半減させることが掲げられております。国の目標はこの点を踏

まえたものになります。また１０月を食品ロス削減月間と設定し、フードバンクの支援なども

盛り込まれております。農林水産省及び環境省の平成２６年度推計によりますと、日本では年

間２，７７５万トンの食品廃棄物などが出されております。このうち、食べられるのに破棄さ

れる食品ロスは６２１万トンで、家庭から出されているものが約２８２万トンです。一人当た

りにすると毎日お茶わん約１杯分の食べ物が捨てられてることになると言われております。 

 そこで１点目、東員町における食品ロスの現状と対策はどのようでしょうか。 

 ２点目、食品ロス削減の啓発はどのようでしょうか。 

 ３点目、食育や環境教育の視点から見て、学校での取り組みはどのようでしょうか。 

 ４点目、民間やＮＰＯなどのフードバンク事業への支援体制への考え方をお聞きいたします。

答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   食品ロスについてのご質問にお答え申し上げます。このたび、「食

品ロスの削減の推進に関する法律」が成立し、本年の５月３１日に公布されました。この法律

は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針

の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロス

の削減を総合的に推進することを目的といたしております。政府は、食品ロスの削減の推進に

関する基本方針を策定し、都道府県及び市町村は、その基本方針を踏まえ、当該区域内におけ

る食品ロスの削減の推進に関する計画を定めるよう努めなければならないと定められておりま

す。環境省の実態調査によると可燃ごみの３２％が生ごみ、その３５％が食品ロスと言われて

おります。東員町の平成３０年度の年間可燃ごみ処理量は約４，８００ｔであり、この数字を

当てはめますと、約１，５００ｔが生ごみで、そしてそのうちの食品ロスは、年間５００ｔ強

となり、処分費に換算すると１，８００万円余となります。食品ロスを削減することは環境面

でも、ごみの処分経費を含めても重要なことと認識しております。本町においても、昨年度に

は、生ごみリサイクル思考の会に協力いただきまして、エコクッキングを題材とした講座の開

催を行いました。町では、広報等でごみ削減などの啓発をいたしておりますが、これからは食

品ロスについても、ごみ量削減とともに大きなテーマと捉え、周知に努めてまいりたいと思い

ます。また、総合計画の策定、あるいは一般廃棄物処理基本計画の見直しの際には、食品ロス

の削減についても計画に盛り込んでいこうと考えております。 

 次に、学校での取り組みについてお答えします。まず、食育について、昨年度は文部科学省

の「つながる食育推進事業」を東員第二中学校区で、保護者や地域の方の協力を得ながら、子

どもたちの食への興味、関心を深め、主体的に生きる力に繋がる食育の推進に取り組んでおり

ます。結果といたしましては、子どもたちが食の大切さを理解し、食材の生産者や調理員への

感謝の気持ちを持って給食を食べられるようになりました。事業実施前に比べまして、給食の



残食量が減ったという結果にあらわれております。また、東員町１６年一貫教育プランの一環

として、平成２５年度から小学６年生が年間３回ですけども、自らの手で弁当を作るという「弁

当の日」の取り組みを行っております。この取り組みでは、自ら弁当をつくることにより、栄

養価を大切に献立を考えること、食材から手作り料理に挑戦することにより、食材の一つ一つ

を大切に思うこと、食事を作っていただく人への感謝の気持ちが芽生えることなど、子どもた

ちの将来の自立に繋がる大切な取り組みとなっております。環境教育といたしましては、小学

校の社会科の授業において、家庭での調理や食事から出る生ごみ等の量を調査したり、ごみの

分別や処理の問題について考えたりする学習を通しまして、残食を含めたごみの量を減らす意

識を高め、行動に繋げる学習に取り組んでおります。子どもたちが家庭や地域とともに食育や

環境問題について意識を高めることへの取り組みは、子どもたちの将来にとってとても有効で

あると考えています。 

 最後に、フードバンク事業への支援体制についてお答え申し上げます。町では災害時に備え

て備蓄している食料のうち、消費期限が近づいたものについては、町の防災訓練や各自治会の

自主防災活動などの訓練時に配布することにより消費いたしております。これからは県内等の

フードバンク団体に無償でこれらを提供していくことも取り組みに入れていきたいと考えてお

ります。いずれにいたしましても、国の示す基本方針や、三重県の取り組み等を十分に考慮し

ながら、食品ロス対策を進めてまいりたいと考えております。町民、議員各位におかれまして

もご協力賜りますようよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長から答弁をいただきました。この食品ロスについては、

まだ法律ができたばかりで、これから真剣に取り組んでいかなければならない課題であると思

います。最後に町長が議員各位にもご協力賜りますようというお言葉は大変ずしっときたとこ

ろでございます。 

 さて政府や自治体の施策、また事業者の責務、そして消費者の役割がポイントとして示され

ておりますが、消費者の役割ではやはり食品の購入、そしてまた先ほど学校でも取り組まれて

いたという調理方法の改善を自主的な取り組みで身近な課題としていかなければいけないと思

います。そのためには意識啓発がとても必要だと考えます。そこで、環境省や消費者庁ではポ

スターなどで啓発を行っております。そしてまた県もその取り組みに参画しておりますが、ロ

ゴシールの作成、または卓上ポップといいまして、三角コーナーのようなものを立てて、そし

てそれを食事するときに設置するなど、各自治体が取り組みを始めております。この三角ポッ

プ、このようなものに対して、町としてはどのようなお考えでしょうか。取り組みを考えてい

るようであれば答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、三林隆宏課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   お答えさせていただきます。議員がおっしゃるように、

食品ロスにつきましては、やはり啓発というのは非常に大事だと思います。私個人でございま

すが、小さいころから母親にお米一粒でも残すなという教育を受けておりまして、私は今でも



何かを残すことが非常に嫌いで、つい食べ過ぎてしまうということもありますので、そういう

意識付けというのは非常に大事だと思います。最近では食品ロスについて企業やいろんな飲食

店が、当然残渣をなくすということで、残渣をなくせばその処理費用も軽減できるということ

もありまして、そういうところに取り組んでおられる企業、食品業者も非常にあるようなとこ

ろで、最近はメディアでも非常によく取り上げられているところでございます。私どもがどう

いう形でそういう意識ができるかというところで、以前にも町のごみ減量化に向けてというと

ころの広報、例えば食材の買い過ぎ、使い過ぎ、その辺についての啓発についてもさせていた

だいたところでございますが、今後も地方公共団体、他市町で食品ロス削減の取り組み事例と

いうのはいろいろ紹介されております。その中で東員町でこういうことに取り組めるんじゃな

いかというところも当然あると思いますし、東員町にとって有効な手段、同じような自治体で

もとられているところが紹介されているところもありますので、そういうところを参考にしな

がら取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   前向きに取り組みを求めておきます。本年１月にニュースで

も取り上げられていました。農水省が小売業者へ恵方巻の販売を需要に見合う数にするよう通

知をしていたことがあります。一部のところでは抑制をしていましたが、最終的には売れ残り

が大量に発生したところです。事業者の食品ロスも各自治体の財源を使う、いわゆる私たちの

税金で処理されていることを認識しなければなりません。先ほど答弁にもありましたが、東員

町としても１，８００万円処分費がかかっているという、この現状を考えれば、食べ物への感

謝とともに、やはりそういったところでも町民一人一人が削減を考えていくということもとて

も大事だと思います。そういった意味で、このようにお金が使われているということもしっか

りと啓発していくべきではないかと感じました。 

 さて、消費者の意識が必要になります。食べる人の意識も必要になります。そういった意味

で、宴会時の声かけ、３０１０運動、これをしっかり実施していこうと、これは松本市から発

信されたものですが、そのことをしっかりと実施していこうという、それがとても大事なんで

すが、東員町の職員の場合は、この３０１０運動に対して取り組まれているのかどうか、その

点についてお尋ねいたします。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、三林課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   正直申し上げまして、いろんな忘年会とかあるように

思いますけども、そういうことは現在ではまだ職員間でもやられていないところがありますの

で、今後はそういうところも入れていきたいなと考えております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   やはり一番身近なところから対策をとっていくということが

とても大事だと思います。そういった意味では、この３０１０運動、しっかりと心して、そし

て食べ物を大切に、出されたものを残さないように努めていくということに取り組んでいきた



いと思います。私もどちらかというと、もともと食にあまり関心がないんですが、大量に目の

前に並べられたときは本当に食べられないという、それも一つの苦痛になるんですが、食べら

れる分だけ食べるということで、家庭でも努力してまいりたいと思います。 

 それでは３つ目の質問に入らせていただきます。３つ目はフレイル対策についてです。フレ

イルは心身の機能低下した状態のことで、健康状態と要介護状態の中間を言います。高齢者の

健康づくりを進めるためには、介護予防事業の一環としてフレイル予防への取り組みが重要に

なります。この点も以前質問をいたしました。再度の質問になりますが、よろしくお願いした

いと思います。 

 健康長寿の延伸に繋げるためには、福祉と健康という包括的な連携で取り組みをしなければ

なりません。そして健康長寿には、身体活動など適度な運動や、職での栄養摂取、そして趣味

やボランティア活動などの社会参加が大切になります。フレイルになると食欲の低下や疲れや

すい、やせてきたり外出がおっくうになったりします。人生１００年時代を迎えて、要介護状

態になるのを防ぐためには、運動や栄養、社会参加が一体となった体制づくりを構築していく

ことが必要と考えます。そこでお尋ねいたします。 

 １点目、フレイルチェック、フレイルサポーター養成が必要と考えますが、この点について

どのようなお考えでしょうか。 

 ２点目、フレイル予防講座の実施、フレイルへの周知、啓発へのお考えをお聞きいたします。

答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   「フレイル対策について」のご質問にお答えさせていただきま

す。フレイルは、「虚弱」を意味する英語からきており、高齢になって筋力や活力が衰え、健康

な状態と要介護状態の中間の状態のことを意味しております。昨年６月に閣議決定された「ま

ち・ひと・しごと創生基本方針」では、人生１００年時代を見据えて健康寿命の延伸を図るた

め、介護予防、フレイル対策及び生活習慣病予防などを一体的に実施する仕組みが検討される

こととなりました。厚生労働省では、団塊ジュニア世代が高齢者となる２０４０年を展望した

社会保障・働き方改革本部を設置し、現役世代人口の急減という政策課題についての検討が行

われ、「健康寿命延伸プラン」が取りまとめられました。その中では、介護予防、フレイル対策、

認知症予防の取り組みとして、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進していくこ

とが示されております。本町では、健康づくり課におきまして保健事業を所管し、健康増進法

に基づく生活習慣病予防教室や各種検診を実施しており、長寿福祉課におきましては介護予防

を所管し、介護保険法に基づく地域支援事業、認知症予防等を実施いたしております。国にお

いて高齢者の保健事業と介護予防を一体的に推進するための制度設計が行われる中、本町にお

きましても、来年度、一部組織再編を考えておりまして、成人保健部門と介護保険部門を統合

し、フレイル対策を含めた、一体的な推進体制を整えてまいりたいと考えております。町民の

皆様の健康寿命の延伸に向けて、先進的な取り組みを参考としながら、既存事業の見直しを進

め、国の示すガイドライン等に沿った事業実施に努めてまいりたいと考えております。 



 詳細につきましては、担当課長より答弁させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   長寿福祉課、中川 賢課長。 

○長寿福祉課長（中川  賢君）   「フレイル対策について」のご質問につきまして、詳

細な内容をお答えさせていただきます。 

 １点目のフレイルチェック及びフレイルサポーターについてのご質問でございますが、これ

らの取り組みにつきましては、東京大学高齢社会総合研究機構において考案され、「栄養」「運

動」「社会参加」この３つの要素に関するチェック項目によって、フレイルの兆候を調べるもの

でございます。特徴といたしまして、研修を受けたフレイルサポーターがチェックを行い、住

民主体で取り組むことが重要とされています。さて現在、本町での健康づくり、介護予防の取

り組みとしましては、保健事業において生活習慣病予防に係る教室や相談を実施し、住民の健

康づくりに対する動機付けや支援を行っており、介護保険事業においては、地域で主体的に取

り組むことができる「いきいき百歳体操」の実施を推進しているところでございます。フレイ

ル対策には、運動・栄養・社会参加を柱とした、住民主体の推進体制が必要となります。特に、

栄養と社会参加におきましては、運動機能改善の取り組みに比べ、後回しとされがちでござい

ますが、高齢者の運動機能維持のためには、｢栄養｣いわゆるたんぱく質の適正摂取など、食生

活の改善は重要であり、また、「社会参加」につきましても全ての活動のモチベーション維持に

繋がるものであり、効果的な対策には必要不可欠なものです。今後、フレイル対策として、成

人保健と介護予防を一体的に推進していくに当たり、現在実施している事業の見直しを行いな

がら、新たな手法の一つとしてフレイルチェック及びフレイルサポーターを取り入れた事業の

実施についても検討してまいりたいと考えております。 

 ２点目のフレイル予防講座などの周知・啓発についてのご質問でございますが、まず「フレ

イル」といった言葉がわかりにくいといったご意見もございます。「高齢期の虚弱な状態」を表

現する言葉として使われておりますが、わかりやすい言葉、キャッチフレーズを使った周知に

努めてまいりたいと考えております。また、先に申し上げましたとおり、フレイル対策は社会

参加が重要です。講演会や勉強会を開催して周知啓発を行うだけに留まらず、地域においての

啓発活動が重要と考えております。既存の健康づくりや介護予防の事業における、地域での取

り組みの場においても周知を行っていきたいと考えております。地域の支えあい活動を推進す

ることが、ひいてはフレイル対策に繋がるものと考えられ、先進的な取り組み事例を参考とし

つつ、地域での取り組み体制の構築につきまして、検討してまいりたいと考えておりますので、

ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長と担当課課長より答弁をいただきました。 

 さてこのフレイル対策、フレイルという言葉というのはまだまだなじみがないと思います。

そしてまたわからない部分もたくさんあるかと思いますが、先ほどの答弁にありましたように、

前向きに、今後計画の中にも取り入れていく、また担当課も様々に細かく対策をとっていくと

いうことを伺いました。とても前向きで評価をしたいと思います。 



 さてこのフレイルは身体の衰え、加齢による筋肉量の減少、そしてまたこの筋肉量の減少と

いったところでは、やはり筋肉が低下していくサルコペニアという部分も一つの課題に挙がっ

ております。そういった意味で、この部分を維持しながら改善させていく、それがとても重要

なフレイル予防にもなると思います。そしてそこで言われているのが栄養です。とてもこの食

育とかが関連して大事になってくると思います。この６０歳から６５歳では食べ方を変えるこ

とが必要と言われております。摂取したたんぱく質が筋肉になりにくい状態になる、これは加

齢とともにいたしかたない部分だと思います。筋肉や骨を作る食事をとる、中でも良質のたん

ぱく質が必要になると言われております。 

 そこで質問いたします。この栄養や食育について、栄養士などを活用して、高齢者の方々が

集う場所、今様々な角度で担当課にも取り組んでいただいております、そういう集う場所に出

向いて、予防についてお話をしていただくことが必要ではないかと思いますが、この点につい

てはどのようにお考えでしょうか、答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   長寿福祉課、中川課長。 

○長寿福祉課長（中川  賢君）   お答えさせていただきます。フレイル対策につきまし

ては、国の方も予防につきまして、先ほどの答弁でも申させていただきましたように、勉強会

や講演会だけを開催するのではなく、やはり地域の集いの場に参加して周知・啓発していくこ

とが大切だということを言われております。やはりそのような取り組みの中で、今後検討して

いくところといたしまして、それぞれの地域のそういう集いの場に対しまして、先ほど議員が

おっしゃったように、栄養士とか保健師等を派遣させていただきまして、このフレイル対策の

周知・啓発とか、実際の状況等の確認、新たな介護予防、健康づくりに推進していけるような

取り組みを検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   ぜひ敬老会なども一つの機会ではないかと考えるところです。 

 さてもう一つ高齢化の中で大きな問題があります。それは一人、お一人でお住まいになって

いる方のことです。大変孤独になってしまう、そしてまたそういう取り組みの中で社会の中で

人との繋がりが低下していく、もちろん鬱傾向にあったり、また体力がなくなっていく、そう

いったところで生活現場での支援がとても必要になると考えます。閉じこもると本当に地域と

の繋がりがありませんので、そういった意味では、こういうところを防止していく対策をとっ

ていくということがとても大事だと思います。そこで保健師によります訪問型の取り組み、そ

れもとても大事ではないかと思います。特にこれは現場とは関係ありませんが、学校なんかだ

とひきこもり、そういう生徒に対してアウトリーチ型、それが今望まれているところです。そ

ういった意味では、このお一人、お一人にかかわっていく、そういった意味での訪問型の取り

組みはどのようにお考えでしょうか、答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   長寿福祉課、中川 賢課長。 

○長寿福祉課長（中川  賢君）   お答えさせていただきます。おっしゃるように、ひと

り暮らしの高齢者の方につきましては、やはりこのフレイル対策は非常に重要かと考えており



ます。特に先ほどの答弁でも申させていただきましたとおり、栄養・運動・社会参加の中では、

特にやはり社会参加がフレイル予防に一番重要だということが研究棟で示されております。そ

のような中でそれぞれの地域でやはりひとり暮らしの方がそういう地域の活動に参加していた

だきやすいまちづくりを行政と地域とで進めていきたいと考えております。 

 また、議員からご質問いただきました、保健師が一人一人に寄り添う訪問型の取り組みとい

う点につきましては、今、いろいろな事業の中で保健師の役割というのが非常に多くなってき

ております。町の保健師の人数としましても、やはり厳しい状況ではありますが、先ほどの答

弁の中で組織の再編というところも少しお話させていただいたとおり、高齢福祉と成人保健と

一緒にするとか、いろいろと組織を見直しながら、その保健師の活動の内容も新たに取り組み

を推進していくために、訪問型ということも検討しながら進めていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   一番大事なのは、やはり地域とのかかわりかなということを

思います。地域で意識を持ってもらう、そのためにはやはり地域に対しても周知をしていくこ

とがとても大事だと思います。 

 最後に、町長の発言の中に、財政状況が厳しい中、心の豊かさや生活の質を高めることに重

点を置き、だれもが安心して暮らすことのできる環境を整え、持続可能な地域づくりの実現と

あります。ＳＤＧｓにもあります。だれ一人取り残さない。そういった意味では、この町長の

発言も大変重要であると思います。そこでこの町長の発言どおりにしっかりと行政も取り組み

ながら、そして皆さんが本当に幸せを感じるような、そのような地域、そして町になるよう取

り組みを求めて、私の質問を終わります。 


