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前田厚子議員 

第１標題「機能する防災計画と防災対策について」 

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、平成 31 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。 

 第１標題「機能する防災計画と防災対策」について、５点質問をします。 

 ８年前の大災害、３・11 東日本大震災の日がやってきますが、この災害に始まりは

あっても今なお復興への道は続き、終わりという言葉はまだ見つかりません。 

 また、今年の２月 14 日・15 日は、山梨県全域が「陸の孤島」と言われた豪雪から

５年になりました。幸い今年の冬は雪が降っても、ライフラインを乱すような大雪に

見舞われる事がなかったのですが、はたしてその時の教訓は生かされているのでしょ

うか。 

 私は、一般質問で何度もまた、様々な角度から防災対策について質問をしてきまし

た。しかし、地震となると本市の皆さまには、あまり危機感が無いように見うけられ

ます。このような状態を「正常性バイヤス」という言葉で表現しますが、それは、「自

分だけは大丈夫、自分のまわりには心配するような事は起きないと思い込んでしまう

ことです。」最も憂える事ではないでしょうか。 

 昨年は、大型の台風がやってきて被害の大きさからみて、それは、もう災害そのも

のでした。北麓地域でも何ヶ所も大型停電になっていました。地震だけでは無く大型

の台風や大雪の被害でも停電になります。断水になることもあります。お子さんを抱

えたお母さん方は、家から一歩も出ることが出来なくなることもあります。私たちは、

災害への備えをもっと身近なものにしていくべきではないでしょうか。 

 そこで１点目、災害時は、なんと言っても情報伝達が課題だと思います。「現場の対

応に追われる市町村が簡易に情報を入力できる仕組みにするなど利便性に配慮しなが

ら、県と市町村の情報の一元化を進めていくべき」と山梨大学の教授が箴言されてい

ますが、このことについて、本市での取組はどのようだったのでしょうか、お聞かせ

ください。また、本市の災害情報は、どのように市民に伝えられているかお聞かせく

ださい。 
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 ２点目、実際に機能すると言う点で、「地区防災計画」が見直されているようですが、

本市ではこのような計画の検討をされたことがありますか。 

 防災計画に国の「防災基本計画」とそれを基に自治体が立てる「地域防災計画」が

あります。しかし、東日本大震災では行政機能がマヒする事態も起こり、住民による

自助や地域コミュニティーなどによる共助が避難行動や避難所の運営において重要な

役割を果たすことがわかりました。 

 そこで、見直されたのが 2014 年に施行された「地区防災計画制度」です。具体的に

は、私たちが住む地域で災害が起こったときにどうするか、それに備えて何を準備す

るのかなどについて、住民が自発的に立てる防災計画の事です。この「地区防災計画」

は、地域の防災力を高める役割があります。 

 計画を立てる単位には制限がないので、自治会や企業やＮＰＯ法人、商店街、学校、

医療、福祉施設、また、ＰＴＡや地域のスポーツチームなども主体となって出来ます。 

 実際、災害は私たちが生活をしているところを容赦なく襲ってきます。そのために

も機能する「地区防災計画」を推進するため、本市としても取り組む必要があると思

いますが市の考えをお聞かせください。 

３点目、防災会議あるいは、防災計画について話し合う機会には、女性の声を多い

に生かしていただきたいと思いますが、現在、市の防災会議では、女性は全体の何％

を占めていますか。また、どのような形で選ばれたのかお聞かせください。また、本

市の防災対策に従事している女性職員は、何名いらっしゃいますか。 

 今まで、災害に遭われた避難所の問題の多くが、女性の側から出たものが多いよう

です。何故なら、それを決める会議の中に女性がほとんど入っていなかったからだと

思います。女性が防災に携わることによって地域の防災力は向上すると言われていま

す。いつ、どこで災害が起こるかわかりません。それに備えるためにも、また、避難

所での二次被害にあうこともないように、女性の視点を大事にするべきだと思います。 

 私は、2011 年 12 月に市長に「女性の視点を生かした防災対策」について、意見書

を出させて頂きました。その中にも、地方防災会議において少なくとも３割以上の女

性委員を登用して頂きたいと提言させて頂きました。その後どのようになったかお聞

かせください。 

  ４点目、それでは、具体的な防災対策についてもお聞きします。 
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 学校の体育館の耐震化が進められた時に、体育館や普通教室の耐震化も進めて頂き

ました。その時、窓ガラスの飛散防止についても実施して頂くよう要望したのですが、

その時は、まだ財政的に実施できる状態ではないとの回答でしたが、ここにきて国の

施策としても学校施設や通学路、避難路等の安全対策を推し進めている時です。危険

なブロック塀の撤去も実施されています。ブロック塀と同様に危険性のある窓ガラス

の飛散防止は、今やる時ではないでしょうか。必要性について市の考えをお聞かせく

ださい。 

  ５点目、避難所として指定されている学校の体育館ですが、エアコンの設置につい

て市の考えをお聞かせください。 

  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 

 前田厚子議員の機能する防災計画と防災対策についての御質問にお答えします。 

 まず、１点目の県と市町村の情報の一元化についてでありますが、本市におきまし

ては、現在、広域的な災害事象を一元的に管理し、リアルタイムに情報共有が可能と

なるとともに、テレビ等を利用した住民への情報配信が可能となる「山梨県総合防災

情報システム」を活用しており、山梨県及び全市町村と情報の一元化を図っておりま

す。 

 また、本市における災害情報の伝達につきましては、防災無線をはじめ、ＣＡＴＶ

富士五湖やエフエムふじごこによる緊急放送、また、昨年９月１日に運用を開始した

防災アプリなど多様な手段を活用し、市民の皆様に確実・迅速に情報を伝達しており

ます 

 次に、２点目の機能する「地区防災計画」の推進についてでありますが、東日本大

震災においては、本来被災者を支援すべき行政職員自体が被災し、行政機能が麻痺す

るなど大規模広域災害時における「公助の限界」が明らかになりました。一方、この

東日本大震災の教訓を踏まえ、自助・共助の重要性が再認識されたところであり、こ

れを契機に地域における自発的な防災活動を推進する「地区防災計画制度」が創設さ

れました。 

 こうしたことから、本市では、地域防災の要となる自主防災会や消防団員等に対し、

防災出前講座をはじめ、様々な会議などを通じ、地区防災計画策定の重要性を積極的



4 
 

に周知・啓発するとともに、計画策定に向けての手順や方法、計画提案の手続等につ

いて地域住民と連携を図る中で推進して参ります。 

 また、今月には、防災・減災のスペシャリストである山梨大学の鈴木教授をお招き

し、共助の力を発揮するための活動の基となる「地区防災計画について」と題した講

演会も開催し、地域における「地区防災計画」の策定につなげて参ります。 

 次に、３点目の本市の防災会議における女性委員の占める割合についてであります

が、約 12 パーセントとなっており、その選任につきましては、市内各自治会と連携す

る中で地域防災に積極的な御参加・御支援をいただいている市連合婦人会及び組織内

に防災部会を設けている市男女共同参画推進会議に対し、女性委員を推薦していただ

いたものであります。 

 また、本市の防災対策に従事している女性職員は、災害時における避難所等へ配備

する職員を中心として、昨年５月１日現在 168 名となっており、女性職員の従事割合

では４割を超えております。 

 次に、2011 年 12 月、本市に提出していただいた地方防災会議に３割以上の女性委

員を登用していただきたいとの提言についてでありますが、本意見書の提言を受け、

2013 年 11 月に市連合婦人会及び市男女共同参画推進会議の皆様の御理解・御協力を

いただく中、まずは女性２名を委嘱させていただいたところであります。 

 今後におきましても、女性からの視点による斬新な御意見・御提案を拝聴し、防災

行政に反映させるため、女性委員については、各種団体等の皆様の御理解・御協力を

得る中、積極的に登用して参りたいと考えております。 

 次に、４点目の学校の窓ガラスの飛散防止についてでありますが、小中学校校舎改

修工事、トイレ改修工事、体育館改築工事等を行う際に強化ガラスへ交換するなど窓

ガラスの飛散防止対策を進めているところであります。 

 窓ガラスの飛散防止対策につきましては、防災対策の一環として、未対策の小中学

校普通教室及び中学校１校の体育館についても整備を進めていかなければならないも

のと考えておりますので、小中学校校舎維持管理計画の中で順次対応して参ります。 

 次に、５点目の避難所に指定されている学校体育館へのエアコンの設置についてで

ありますが、災害時における避難所につきましては、避難者に対し、安心・安全な場

所として提供することが求められており、災害は季節を問わずいつ発生するかわかり
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ません。特に、夏の猛暑時に災害が発生した場合、避難者の健康管理の面からもその

必要性については強く認識しているところであります。 

 こうした中、避難者のうち、体育館等では避難所生活が困難な要配慮者に対しまし

ては、空調設備等が整っている病院や協定福祉避難所に速やかに移送できるよう体制

を整えております。 

 いずれにいたしましても、避難所としての学校体育館へのエアコン設置につきまし

ては、大規模な改修が必要となることから、本市の財政状況を踏まえ、検討して参る

とともに、避難者の健康状態を考慮する中、必要に応じ、今後エアコンを設置する予

定の教室等の利用についても検討して参りたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 第１標題「機能する防災計画と防災対策」について、２回目の質問をします。 

 ２点目の「地区防災計画」についてですがくどいようですが、これは、東日本大震

災で自治体の行政機能がマヒしたのを教訓に導入されたものです。 

 この地域の特性に応じ、地区の範囲や活動について柔軟に規定できる制度となって

います。 

 災害発生時には、自治体や消防の「公助」が行われますが、より減災に大きな役割

をになうのは、やはり「自助」であり「共助」だと思います。こうした視点からみる

と、市町村よりも更に小さな地域コミュニティーで作る「地区防災計画」の必要性を

より感じます。このような制度があるにもかかわらず、全国的にも 73 の自治体では、

制度自体を知らない状況でした。本市もこの中に入っていたのでしょうか。制度の普

及・啓発活動については、「行う必要はあるが、行えていない」と応えた自治体が全体

の約６割とのことです。 

 本市においても、今月「地区防災計画について」と題し防災講演会があるようです

が、多くの方に足を運んでいただく為に、もっと周知の方法を考えていただきたいと

思います。 

 今までとは違う防災計画です。行政機能がマヒです。はじめから公助に頼らない状

況です。そんな中で、市ではこの計画の中で何を一番に市民の皆さまに伝えようとし

ているのかお聞かせください。 
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 ３点目、防災会議の女性委員については、今後も積極的な登用をお願いします。 

 また、安全対策課にも防災担当の女性職員の配属が望まれますがいかがでしょうか。 

 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。 

 まず、「地区防災計画」の制度に対する認識についてでありますが、本市においても

当然、理解・認識しており、これまでも自主防災会連絡会議や各地域への防災出前講

座等において、当該計画の根幹であります自助・共助の必要性について周知・啓発を

図って参りました。 

 また、毎年開催しております防災講演会において、今年は「地区防災計画」をテー

マとした講演を予定しており、一人でも多くの方々に足を運んでいただくよう、自治

会や自主防災会、消防団、婦人会などの関係団体に案内文を送付するとともに、マス

コミリリースや市のホームページ、フェイスブックなど様々な媒体を通じて内容を発

信し、周知を図っております。 

 次に、「地区防災計画」で市民に伝えようとしていることについてでありますが、こ

の計画は、行政から指示されて作成するようなトップダウン型の計画ではなく、地域

単位で自ら定める計画であり、地域にお住まいの方々が活動主体となり、率先して防

災活動に取り組むための自助・共助に特化した計画であります。 

 このようなことから、「地区防災計画」の策定を通して、自助・共助の重要性・必要

性が地域住民の方々にしっかりと認識されるとともに、この計画の運用により、更な

る地域防災力の向上につながっていくものと認識しております。 

 次に、３点目の安全対策課への女性職員の配属についてでありますが、人事配置に

つきましては、今後におきましても適材適所の人事配置を行って参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「マイキープラットフォーム構想について」 

１回目の質問 

  第２標題「マイキープラットフォーム構想」について、２点質問します。 
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１点目、「マイキープラットフォーム構想」ですが、あまり耳慣れない言葉だと思いま

す。国でマイナンバーカードを活用した消費活性化策として、2017 年度から事業がス

タートしたものです。 

 まず、本市では、2015 年 10 月からマイナンバーの申請が始まりましたが、現在、

何パーセントの方がカードの取得をしていますか。また、マイナンバーカードの普及

について、本市ではどのような考えでいるのかお聞かせください。 

 さらに、2020 年度には、マイナンバーカードを活用した消費活性化策が実施される

予定とのこと。このような施策に対する情報収集や取組に対して、市として準備をし

ていることがありましたらお聞かせください。 

 ２点目、マイナンバーカードには、「マイキー部分」と言うＩＣチップの空きスペー

ス部分と公的個人認証の部分があり、マイナンバーカードの多目的利用が出来ます。

私自身、このような事も今までは、知らないで来たのですが、これこそ全国の公共施

設等で利用でき、民間のポイントカードに付与し、商店街等で使える「マイキープラ

ットフォーム」のシステムです。本市においても、早急に構築しマイナンバーカード

の多目的化や地域活性化を図るべきではないかと思いますが、本市の考えをお聞かせ

ください。 

 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 

 マイキープラットフォーム構想についての御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のマイナンバーカードの取得率についてでありますが、本年２月１日

現在で 11.75 パーセントの方が取得しております。 

 また、マイナンバーカードの普及についてでありますが、今後とも、広報紙やホー

ムページを通じて普及促進を図って参ります。 

 次に、マイナンバーカードを活用した消費活性化策に対する取組についてでありま

すが、前田議員御発言のとおり、この消費活性化策は 2020 年度に実施が予定されてお

ります。 

 これに先立ちまして、総務省では、マイナンバーカードを活用した消費活性化策で

使われるマイキープラットフォーム及び自治体ポイントの効果的な運用などについて、

各地方自治体間の調整などを行うための「マイキープラットフォーム運用協議会」を
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設立し、本市も本年度からこの協議会に参加いたしましたので、今後、この協議会を

通じて情報収集に努めて参りたいと考えております。 

 次に、２点目のマイキープラットフォームのシステム構築とマイナンバーカードの

多目的化・地域活性化についてでありますが、マイキープラットフォーム構想は、マ

イナンバーカードを活用し、公共施設などの様々な利用者カードを一本化するととも

に、クレジットカードポイントなどを地域経済応援ポイントとして導入し、活用して

いくことで、住民の公益的活動の支援と地域の消費拡大につなげることを目的とした

構想であると認識しております。 

 本市といたしましては、マイキープラットフォームの活用は、消費活性化の有効な

手段であると考えておりますが、具体的なメリットや導入コストなど不明な部分も多

いため、引き続き、国や先行自治体の動向を見据えながら、有効な活用策について研

究・検討して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第３標題「高校３年生(18 歳)までの医療費の窓口無料化について」 

１回目の質問 

第３標題「高校３年生(18 歳)までの医療費の窓口無料化」について、質問します。 

 先の、12 月議会の一般質問では、「重度心身障がい者の窓口無料化」、その中でもせ

めて「16 歳から 18 歳」の方だけでも実施して頂きたいと切に訴えさせて頂きました

が、その声は届きませんでした。しかし、この結果には住民からの多くの声を頂きま

した。何故なら、近隣の市町村で実施していることを私の質問の中で知ったからとの

事でした。 

 ２月 15 日の山梨日日新聞には、韮崎市でも新年度から 18 歳までの医療費無料化が

はじまると掲載されていました。新年度一般会計予算案は約 140 億円、そのうち、新

たな対象者は約 890 人で 1,145 万円、また障がい者の分が 70 万円とされているとの

こと。このように高校３年生までの医療費窓口無料化を実施している自治体では、障

がい者の 18 歳までの無料化も同時に実施しています。 

 もともと、ペナルティの始まりは、地域による医療の格差があってはいけないとい

う考えから生まれたものだと認識しています。今年度から上野原市でも実施されるそ

うです。郡内の市町村のほとんどで実施されるようになりました。どの地域もそのペ
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ナルティの課題を乗り越え実施に踏み切っています。であるならば、何故、本市では

出来ないのでしょうか。その理由をお聞かせくださいますか。 

以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 高校３年生（18 歳）までの医療費の窓口無料化についての御質問にお答えいたしま

す。 

 本市における子育て応援医療費助成制度につきましては、既に国の基準を上回る医

療費助成を行っており、子育て世帯の負担軽減を目的として、抵抗力の弱い乳幼児期、

病気にかかりやすい義務教育期をその対象としております。 

 18 歳までの医療費助成の拡大につきましては、ペナルティ額が増大するなどの課題

はありますが、更なる子育て支援を推進するため、今後の社会情勢や予算措置などを

総合的に判断する中で、引き続き、検討して参りたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 今回の質問では、防災に関する質問・医療費の質問と過去４年間でも何度かお聞き

したものでした。市民の皆さまの声を充分にお伝えすることの難しさを感じていると

ころです。皆さまの声が笑顔にかわる政策になるような質問ができるよう努力してい

きたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

ご静聴ありがとうございました。 


