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ごあいさつ 

 

昭和 32 年 6 月 14 日（61 歳）美濃加茂市蜂屋町生まれ  

昭和 51 年 3 月 県立加茂農林高等学校卒業 
 

今回公明党が行った１００万人訪問・

調査運動に対して「国民にとって、政

治に声が届いたという体験は、政治へ

の信頼を生むだけでなく、民主主義を

正しく理解する契機にもなる」と公明

党の活動に期待を寄せられる識者が

います。国民の不安を煽り支持を集め

るポピュリズム（大衆迎合主義）の対

極にあると言われました。私たち公明

党はたとえ小さな声であっても重要

とみれば党全体で議論し全国展開で

きるネットワーク政党です。地方議員

が吸い上げた地域の声を国政まで上

げる力があります。その力を存分に活

用しながら皆様方に寄り添い真摯に

声に耳を傾ける所存です。今年も大変

にお世話になります。宜しくお願い申

し上げます。 
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国会議員とのネットワークで排水問題を解決！ 

山手小付近の国道２１号は国の直轄管理となり市では 

何ともできないと言われ水野吉近県会議員に相談したと 

ころ、議会中にも関わらず合間をみて現場視察にきてい 

ただ来ました。期間をまたずに水野県議から電話があり 

魚住参議院議員秘書から国交省が対応するとの話でした。 

さっそく排水対策が施されましたので相談者に大変に喜 

んでいただきました。ネットワーク政党の強みを発揮した結果です。 

市長要望を提出しました！ 

平成３１年度予算編成に対する要望書を

提出しました。選挙中に皆さまから頂いたご

意見ご要望を７９項目にまとめて要望書を

作成しました。伊藤市長に手渡し懇談的にお

話をしました。高橋洋子副市長も同席され意

義ある意見交換ができました。 

（要望書の詳細は HP に掲載しております） 

公明党岐阜県本部では、毎月無料法律相談を各会場で行っています。悩み事があり

ましたらご連絡ください。金井：０９０－３４６７－３２４３ 

時間は夜６時より９時までです。（２０分） 

法律事務所 旭合同法律事務所 電話０５２－２３１－４３１１ 

                      向こう 3 か月の日程 

岐阜会場（ハートフルスクエア G）   多治見会場（バロー文化ホール） 

１月１５日（火）           １月１１日（金） 

２月５日（火）・１９日（火）      ２月１日（金） 

３月５日（火）・１９日（火）           ３月１日（金） 

 

10 月 18 日に臨時議会を開催しました。 

改選後に行われた臨時議会において文教民生常任委員会に所属しました。 

 大変にお世話になった美濃加茂市

議会議員選挙から早３か月が経ちま

した。様々なご要望やご相談をいただ

き、どこまでも寄り添いながら市民生

活の向上を願って奔走しております。

声をかけていただいた、すべての皆さ

ま方の期待の大きさに身を引き締め

ております。１０月には、あい愛バス

の新車両が納入されて市内を走り始

めるなど市民生 

活に関わる事も 

少しづつ変化し 

ております。低 

床でドアも開放 

感がありました。客 

席は１８席で立 

ち席もある車両 

です。 
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会期：11 月 30 日（金）から 12 月 20 日（木）まで 

             一般質問と返答 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風しんの原因と発症 

原因は、風しんウイルスへの感染によるもの。飛沫感染、接触感染する。しかし、感染力が弱く、感染しても１５～３０％の人

は症状が出ない不顕性感染だ。感染後２～３週間で発疹や発熱などの症状がでる。 

風しんの予防方法 

ワクチンの接種で、免疫を獲得し予防することができる。 

単独ワクチンか混合ワクチン（MR) 

１．すい臓がん対策について 

提案理由 すい臓がんは早期発見が難しく進行が早い。 

問： エコー検査をすることで早期発見、早期治療ができる。本市の見解について 

返答：これについては、賛否両論があり、慎重に検討していく必要があると考えてい

る。すい臓の調子が悪くなるとインシュリンの分泌にも影響を及ぼし血糖値が急上昇

するので、特定健康診査等で血糖値及びヘモグロビン A1c の数値に異常があった場合

は、放置せずタイムリーに医師に相談する体制づくりに力を入れていく。  

 

２．風疹対策について 

提案理由 妊娠後はワクチンが接種できないので妊娠前の女性や同居家族らに重点的

に抗体検査を呼びかける必要がある。 

問 妊婦への影響について 

答 妊婦、とくに妊娠初期の女性が風疹にかかると、生まれてくる赤ちゃんが、目、耳、

心臓などに病気をもつ「先天性風疹症候群」にかかることがある。そこで、妊婦健診時

に風疹の抗体検査の結果に応じて風疹の罹患や予防接種歴のない妊婦に対しては、抗

体検査を妊婦本人や同居家族に受けることを推奨し、抗体がなかった場合は家族が予

防接種を受けるように伝えている。 

問 ３９から５６歳男性への重点対策について 

答 今月１２月から岐阜県では無料風疹抗体検査を風疹抗体保有率の低い３０歳以上

６０歳未満の男性を対象とした。市のホームページや母子健康手帳交付時等で周知し

ている。  

３．美濃加茂市の各避難施設について 

提案理由 地域防災計画の中に、市は、避難所となる公共施設等の耐震化はもとより、

非常用電源、空調設備、バリアフリー化、簡易トイレの整備など避難施設を充実し、避

難行動要支援者等にも配慮した施設整備を推進するとある。 

問： ペットの持ち込みについて 

返答： 当市では、ペットとの同行避難時に避難施設内での同居は困難であるので、他

の避難されている方の迷惑にならない場所にペット飼育場所を設定する。「災害時にお

けるペットの救護ガイドライン」が必要だと考えている。 

 

３ ２ 

平成 30 年 美濃加茂市議会第４回定例会報告 

 

４．防災無線の難聴対策について 

提案理由 防災無線の難聴対策は喫緊の解決しなければならない課題である。 

問 今後の取り組みについて 

答 難聴対策として、文を短くすることは日ごろから留意しているが、確実に伝

達できるように今後とも取り組んでいく。なお、防災行政無線の声を男女に分け

ることや BGM を入れることについては、今後の研究課題としていく。 

 

５．イノシシ対策について 

提案理由 イノシシの問題は、農家にとっては生存権を脅かすほどの問題である。 

問 美濃加茂市のイノシシ被害の現状について 

答 平成 29 年度で、約４０２９万円となっている。 

問 本市の取り組みについて 

答 県の森林環境税を活用し、平成 26 年度から、有害鳥獣の住処となる竹林等の整備

を実施している。防除として、地域ぐるみで防除を実施する「ネット柵設置」や「電気

柵設置」の推奨、平成 28 年度から、猟友会による毎日のパトロール、サル発見時には

追い払いを行っている。 

問 今後の課題について 

答 今後は、里山整備と併せて、管理道の整備も実施する必要があると考えている。 

 

６．学校給食のアレルギー対策について 

提案理由 アレルギー対策は各学校単位ではなく教育委員会がまとめて推進するべき

である。 

問： 各学校での取り組みについて 

返答： 各学校では、毎年アレルギー調査を行い、アレルギーの実態とその対応について

把握している。これらの情報は、職員会等において全教職員で共通理解を図り、献立表

にチェックしたものを教室に掲示するとともに、クラス全体で間違いが起こらないよう

に注意して、大切な命を守っている。また、給食センターの栄養士も、学校を訪問し、

児童生徒に対してアレルギーに理解を深める指導を行っている。 

 


