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勝俣大紀議員 

第１標題「地域防災力の強化について」 

１回目の質問 

令和３年６月定例会において、「地域防災力の強化について」、質問させていただき

ます。 

本題に入る前に、これまで防災減災に携わってきた職員に対して、市民の安全な暮

らしを維持してくださり、誠にありがとうございます。 

最近、富士山ハザードマップが改定され、議員をはじめ、各種団体の方々と新しい

ハザードマップの説明を受けました。内容は、かなり深刻なものであり、参加者全員

がただ事ではないと思ったに違いありません。 

そして、「いざというとき、どう対応すればよいのか」と不安に思い、同時に、「こ

れからの防災減災にどう向き合っていったらよいのか」、真剣に考える機会となりま

した。 

私は、防災士として、これまで防災減災に対して、一般質問をしてきました。平成

26 年 12 月の定例会では、「甲斐の国 防災リーダー養成講座」受講の体験を踏まえ、

防災リーダーの研修制度について、伺っております。 

その際、「防災リーダーの存在については災害時の中心的な存在として、大いに期待

している。また、一人でも多くの防災リーダーを育成するため、本市独自の研修制度

について、先進事例を参考にする中で、実施に向けて検討していく。」との答弁をいた

だきました。 

そこで、まず、この研修制度について、これまでの進捗と今後の展望をお聞かせく

ださい。 

一方、この防災減災については、いくら議論してもしつくせないほどいろいろな課

題が存在します。いったい、どこまでやればいいのか、全く見当がつかないのも事実

です。また、防災減災を考えるうえで、自助・共助・公助が大切であることは周知の

事実でありますが、もっとも大切な自助については、まだまだ意識が低いと言わざる

をえません。 

そのため、私は、自助の意識を高めるための方策が必要であり、その意識の高揚が

共助につながっていくと考えています。 
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つまり、この防災減災に関しては、市民の皆さんの防災意識の高揚が不可欠であり

ます。そして、日頃の備えが大切であり、本人や家族で真剣に考えていくべきことが

最も重要であります。 

次に共助については、自主防災会の立ち上げ、再構築等を実施しています。しかし、

スタート時はスタートダッシュの効果として防災意識が高まり、強力な結束力が生ま

れますが、それも時と共に薄れていく可能性があります。また、自主防災会の会長、

役員等の交替を重ねていくうちに、同様のことが懸念されます。 

最後に公助については、インフラ整備をはじめとするハード面は、計画通りに進ん

でいます。また、阪神淡路大震災以降、建物崩壊、又は家具の転倒による直接死が一

番多いことが分かりました。そこで、国・県・市において、昭和 56 年以前の建物の無

料診断や、その後の建物改修に対する補助金等を出してはいますが、改修には思いの

ほか多額の費用を要するため、なかなか計画通りには進んでおりません。最近では、

家具の転倒防止策を具体的に明示し、家具の固定等を促しています。一方、ソフト面

については、富士吉田防災士会と連携していく中で、市民の皆さんに対して防災減災

講演会、出前講座等の啓発活動を実施しています。 

今年の３月、本市の国土強靭化地域計画が公表されました。強靭化といえば、イン

フラの整備、いわゆるハード面ばかりだと思っていたのですが、ホームページ等で確

認しますと、ソフト面にも多数の項目が挙がっています。 

そして、基本理念を、『強くて、しなやかな活力創造都市 富士吉田』と位置付け、

基本目標は、①人命の保護が最大限図られること、②社会の重要な機能が致命的な障

害を受けず、維持されること、③市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化、④迅

速な復旧・復興となっています。 

先程のハード面に関しては、予算計上がされており、防災に関する施策が粛々と執

行されております。また、「事前に備えるべき目標」においては、市民の皆さんに直結

する項目として、「直接死を最大限防ぐ」等の目標が掲げられており、これらに基づき、

家具の転倒防止等が実施されています。 

この計画の中で、自主防災組織の育成、防災訓練の実施、地域防災計画の見直し、

家具の転倒防止、地区防災計画の策定等を令和９年度までに一定の数値目標を設定し、

目標を達成していくとなっております。しかし、これらは、行政というよりも市民の
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皆さんが積極的に関与していく部分が非常に多いので、この目標を達成するには市民

の皆さんをどう巻き込んでいくのかが、本市として最大の課題であると思われます。 

私も防災士の立場から富士吉田市の現状を見てみると、やはり、自主防災会の充実

が図られていないように思われ、より多くの防災意識や防災知識を持った市民を増や

して行くことが肝要であります。 

端的に質問をします。 

先に述べた国土強靭化地域計画の中で指摘した項目、自主防災組織の育成、防災訓

練の実施、地域防災計画の見直し、家具の転倒防止、地区防災計画の策定について、

具体的にどのように実施していく計画なのか伺います。 

以上、地域防災力の強化について、１回目の質問とします。 

 

１回目の市長答弁 

勝俣大紀議員の地域防災力の強化についての御質問にお答えいたします。 

まず、一人でも多くの防災リーダーを育成するための研修制度についてであります

が、勝俣大紀議員御発言のとおり、本市では、富士吉田防災士会や山梨県富士山科学

研究所などと連携する中で、自治会・自主防災会や小中学校をはじめ市民を対象とし

た防災講演会や出前講座を実施してきております。 

先般、５月 22 日に開催したハザードマップ改定に伴う防災講演会では、会場に入り

きらないほど多くの市民の皆様に御参加をいただき、富士山噴火に対する関心の高さ

を改めて強く感じたところであります。 

また、令和元年度には、防災リーダー養成講座の受講者に対する新たな補助制度を

創設し、防災リーダーの育成支援を強化したところでもあります。 

今後におきましても、防災講演会、出前講座はもとより、市ホームページや広報紙

をはじめとする各種媒体を通じて、防災意識の向上や知識の習得など、引き続き普及

啓発活動に努めてまいります。併せて、これまで国中地域でのみ開催されている山梨

県主催の「甲斐の国・防災リーダー養成講座」につきまして、本市を含む富士・東部

地区においても開催されるよう山梨県に働きかけてまいります。 

なお、各地区において就任いただいている自治会長をはじめ自主防災会長や地域の

防災の要となる消防団の正副分団長の皆様には、１年間の実務経験の中で、防災・減

災に対する認識を深めていただいております。これにより将来の防災リーダーとして
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の知見を持つ経験者は地域内にて年々増加しており、地域防災力の向上につながって

いるものと認識しております。 

次に、国土強靭化地域計画のうち自主防災組織の育成、防災訓練の実施、地域防災

計画の見直し、家具の転倒防止、地区防災計画策定の具体的な計画についてでありま

すが、本市の国土強靭化地域計画は、いつ起こるともわからない大規模災害への備え

が非常に重要となっている中、いかなる災害が発生しようとも市民の生命・財産を守

り、被害が致命的なものとならず、迅速に回復する「強靭な富士吉田市」実現のため、

大規模災害に対する防災・減災・復旧などに向けての指針として、本年３月に策定し

たものであります。この計画において設定を行った「想定されるリスクシナリオ」に

対し、被害を最小限に抑え、迅速な復旧を行うためには、インフラ整備などのハード

面のみならず、住民や自主防災組織、行政など、それぞれの主体が防災・減災への意

識を高め、日頃から備えを進めておくなど、ソフト面での取組も欠かすことができな

いものであることから、ハード・ソフトに関わらず項目を定め、それぞれにおいて目

標値や達成値を設定しているところであります。 

まず、自主防災組織の育成についてでありますが、先ほど申し上げましたとおり、

防災講演会や出前講座の実施などによる防災意識の向上や知識の習得などにより、今

後も引き続き自主防災会の育成、強化に努めてまいります。 

次に、防災訓練の実施についてでありますが、地震発生を想定した総合防災訓練や

富士山噴火を想定した広域避難訓練におきましては、市民の自家用車による広域避難、

入院患者や福祉施設入所者等の災害弱者を、陸上自衛隊のヘリコプターや輸送車両、

消防機関の救急車、民間事業者のバスなどにより搬送する実動訓練を行い、直面する

課題の抽出や検証を実施してきたところであります。 

また、近年、激甚化・頻発化する異常気象や自然災害により、市民の防災意識も大

きく変化しており、自助・共助の重要性が再認識されるとともに、公助に対するニー

ズも多様化しているところであります。そこで、これまで９月１日前後の日曜日に行

ってきた総合防災訓練を、本年度以降は９月の第一日曜日を「富士吉田市防災の日」

とし、多くの関係機関に御協力いただき連携を図る中で、市民総参加型の訓練として

実施してまいります。内容につきましては地震や風水害に備えての避難所の設営・運

営訓練といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策を講じたポップアップパーテ
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ィションの設置訓練を行い、また、本年度導入予定のトイレトレーラーや、陸上自衛

隊・消防機関の救助車両の展示や機能説明を行うことなどを計画しております。 

さらに、富士山噴火を想定した広域避難訓練につきまして、山梨県は本年度当初に

おいては図上訓練の実施を予定しておりました。しかしながら、先ほど申し上げまし

たとおり、本市が先月開催した防災講演会に多くの市民の皆様の御参加があったこと

など、ハザードマップの改定に伴い多くの市民の皆様が大きな不安を抱いていること

を痛感したところであります。このことから、広域避難訓練については、予定してい

る一部の関係者しか関わらない図上訓練の実施ではなく、より多くの方々が関わるこ

とのできる実動訓練を開催していただくよう、本市が山梨県に対し強く働きかけたと

ころ、本年度の訓練につきましては、山梨県の主導により実動訓練を実施していくと

の方針が示されたところであります。多くの市民の皆様が富士山噴火に関心を寄せ不

安に感じる中、富士山噴火について「正しく知り、備える」ことができるよう、山梨

県富士山科学研究所をはじめとする関係機関や県内市町村と連携を図る中で、多くの

市民の皆様に参加していただき広域避難訓練を実施してまいります。 

次に、地域防災計画の見直しについてでありますが、これまでと同様、災害対策基

本法の改正等に伴い、上位計画である内閣府・中央防災会議による防災基本計画、富

士山火山防災対策協議会による富士山火山広域避難計画、山梨県地域防災計画の改正

との整合性を図りながら計画の見直しを継続してまいります。また、地域防災計画を

踏まえて、策定を進める地区防災計画についてでありますが、この計画は、地域住民

自らが主体となって取り組む計画であります。しかしながら、地域住民の皆様には具

体的なイメージがわかず、策定が難しいものと捉えておりますので、本年度から国の

指針や山梨県の指導を受ける中で、３地区の自主防災会に対し策定を支援していく予

定であります。 

次に、家具の転倒防止についてでありますが、本市では、家具等転倒防止器具の購

入費に加えて取付費用も補助対象としており、市ホームページ、広報紙、ＣＡＴＶに

おいて周知を行っているところであります。また、高齢者の方々には、引き続き介護

や福祉の事業所をはじめブランチ職員や担当ケアマネジャーを通じて広く周知し、更

なる事業の推進を図ってまいります。 

いずれにいたしましても、市民をはじめ富士北麓地域の住民の安心・安全の為、関

係機関等と連携する中で、今後も地域防災力の更なる充実・強化を図ってまいります。 
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以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

「地域防災力の強化について」２回目の質問をいたします。 

まずは、防災リーダー養成講座についてですが、私が想定していた講座内容と本市

が実施しているものと乖離しておりました。 

私は、甲斐の国防災リーダー養成講座を受講させていただいた経験から、自分なり

にその理想形についてイメージしているものがあります。 

防災リーダーにはある一定の知識が必要であることから、その習得のためにはある

程度時間が必要であり、一定期間にカリキュラムを何回か受講することも必要であり

ます。そして、カリキュラムを終了した方に対して、地域防災リーダーとして認識を

していただくために、受講終了証を発行して、認定していくことが必要であると考え

ております。 

しかしながら、本市での今までの取り組みは、おおむね単発の事業が多く、継続性

がない上に、数時間で終わるものが多いことから、効果が薄いのではないかと考えて

おります。 

そこで、当局でも他市町村の状況は、把握しているかと思いますので、私なりに調

査した甲府市と市川三郷町の取り組みについて、ご紹介させていただきます。 

甲府市では、2013 年から防災情報 web が開始されています。自治会、消防団、ハザ

ードマップ、その他に防災 E ラーニングで防災減災を学ぶプログラムがあり、防災減

災に関する情報がすぐ共有できる体制が整っています。これと並行して、防災リーダ

ーの養成講座については、全２回を一つの講座として実施しています。受講時間は合

計約 12 時間となっています。また市川三郷町における防災リーダー養成講座につい

ては、全３回を一つの講座として実施しており、受講時間約 12 時間となっています。 

このように考えていくと、本市の取り組みについては、受講時間があまりにも少な

く、継続性がないと思われ、なかなか市民一人ひとりの防災減災意識が高揚していく

までには、相当な時間がかかってしまうのではないでしょうか。 

全国的に自然災害が多発している昨今の状況を踏まえると、本市独自の防災リーダ

ー養成講座を早急に開講してほしいと思います。いつ何時起こるかわからない災害に
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対して、防災減災の意識の高揚について、積極的にアプローチをしていただきたいと

切に願っております。 

このことについては、富士吉田市の地域防災計画の総則の中で、市民に対する防災

意識の一層の高揚推進が明記され、また、防災の基本方針として、「防災とは、災害が

発生しやすい自然条件下にあって、本市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災

害から保護する、行政上最も重要な施策である。」と明記されております。さらに、第

１災害予防においては、「市民の防災活動を促進するため、市民への防災思想・防災知

識の普及、防災訓練の実施並びに 自主防災組織等の育成強化、ボランティア活動の環

境整備、企業防災の促進等を行う。また、市民の隣保協同の精神に基づく、自発的な

防災組織の充実を図るため、各自主防災組織にリーダーとなりうる防災士の育成を促

進させる。」と明記されております。 

これらのことを踏まえると、やはり、市民に対して、防災減災意識を高揚させる必

要があり、それには防災リーダーを養成していくことも必要であると考えられます。 

このような先進地のモデルケースに習い、本市独自の防災リーダー養成講座を開講

していただきたいと思いますが、この点について、市長の考えをお聞かせください。 

次に国土強靭化地域計画についてですが、いついかなる災害が発生しようとも市民

の生命、財産を守り、「強靭な富士吉田市」の実現のため、大規模災害に対する防災減

災復旧に向けて策定されたものであると答弁されています。 

しかしながら、行政にも限界があります。防災減災の心構えとしては、「自らの生命

は自らが守る。」とされておりますので、ご自身の生命、財産については、できる限り

ご自身で守っていただきたいと思います。そのためには、日ごろから備え、実際に災

害にあったとき、どう対処すればいいのかなど事前に知っておく必要があり、やはり

防災減災に対する知識や心構え、つまり、ハード面はもとより、ソフト面をどう高揚

させていくのかが、重要であると考えられます。 

５月 30 日に行われた甲斐の国防災リーダーネットワークの研修会に参加しました。

その時行われたワークショップでは、「コロナ禍における防災はどうしたらいいのか」

という興味深いテーマでした。私の所属したグループでは、「家族で考える防災」をサ

ブテーマとして、話し合いをしました。このサブテーマは、コロナ禍での防災を考え

るうえで、いろいろな制約がありますが、一番小さい単位、家族だったら、自由に動

けるだろうということで決定しました。その意見の中で、サバイバル生活を体験する
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ことや、電気を使わず生活してみること、又は、水洗トイレは使わずに一日過ごして

みること、広域避難所の見学等をやってはどうかという意見があり、大変ありがたい

アイデアでした。家族で防災について話し合うことも、地域防災力の強化につながる

のでないかと思います。日ごろの備えとして、本当に何が必要で何が必要でないかを

家族で話し合ってもらういい機会であり、これが防災減災の意識の高揚につながるも

のと期待されます。 

そこで、まず、自主防災組織の育成についてですが、各地域の自主防災組織を再度

どう立て直し行くのかが重要であると思われます。会長はじめ役員の交替により、時

とともに防災減災意識の低下がところどころ見られると１回目の質問をしましたが、

今までと同じような方法では自主防災組織を育成・強化するまでには、相当な時間が

かかるものと思われます。このままでは将来、自主防災組織の崩壊につながるのでな

いかと危惧しております。そこで自主防災組織のみなさんに対して、アンケートによ

り、今、悩んでいることを調査し、双方で課題解決の方法を模索すべきであると思い

ますが、市長の考えをお伺いいたします。 

次に、防災訓練の実施についてでありますが、９月の第一日曜日に総合防災訓練を

実施することとなっていますが、トイレトレーラーや陸上自衛隊、消防機関の救助車

両の展示や機能説明を行うと計画されており、大変興味深いところであります。そこ

で、全市民参加型の訓練を実施する計画となっていますが、具体的にどのように訓練

されるのかを伺います。 

次に、広域避難訓練についてですが、これまでの広域避難訓練を実施した結果、ど

のような課題があったのか、それに対してどう対処したのか、また今回、計画されて

いる訓練で新たに挑戦しようとしていることはあるのか、あるとしたらどのような内

容になるのか伺います。 

次に地区防災計画ですが、災害対策基本法、市町村地域防災計画の第四十二条の二

に規定されており、答弁の中でも、地域住民が主体となって計画をすることであるが、

具体的なイメージがわかず、策定が難しいと認識されていますが、私も同感です。 

以上のことから、やはり、地域防災力の強化には、地域住民の防災減災意識の高揚

が不可欠であることは間違いありません。 

最後に市長として、これからの地域防災力を強化するには、市民に対して、どのよ

うに実施していくことが肝要であるとお考えですか。 
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以上で２回目の質問といたします。 

 

２回目の市長答弁 

勝俣大紀議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

まず、本市独自の防災リーダー養成講座を開講することについてでありますが、本

市におきましては、各自主防災会に対して山梨県富士・東部地域県民センターが開催

する地域防災リーダー養成講座の受講について積極的に働きかけを行っているところ

であります。 

一方で、富士吉田防災士会をはじめ関係機関の御協力をいただく中で、これまで地

域の皆様に対し防災についての講演会や出前講座を行うとともに、新たに高校生を対

象とした出前講座も開催し、さらに、本年３月に改定された富士山ハザードマップを

正しく知り、備えにつなげていただくために、市広報紙にて今月６月号から３か月に

わたり富士山噴火に関する特集を連載するなど普及啓発に努めております。また、消

防団員に対しましても、富士五湖消防本部の御協力をいただく中で普通救命講習を実

施するなど、日頃から地域や関係機関と連携し、地域防災力の向上に努めているとこ

ろであります。 

加えて、先ほど答弁申し上げましたとおり、本市を含む富士・東部地区においても

「甲斐の国・防災リーダー養成講座」が開催されるよう山梨県に働きかけてまいりま

す。 

なお、消防団分団長以上の階級を経験した皆様には、防災士資格取得の要件となる

講座の受講や試験が免除される制度となっておりますことから、防災士登録申請の補

助制度を周知し、防災士への登録を促すことにより、本市における防災士登録者数の

増加につなげてまいります。 

したがいまして、現時点におきましては本市独自の養成講座を開講するよりも、現

在実施している普及啓発活動に力を注ぐことが、地域防災力の裾野を広げ、向上につ

ながるとの考えから、引き続き市民一人一人の防災減災意識の高揚を図ってまいりた

いと考えております。 

次に、自主防災組織に対しアンケート調査を実施することについてでありますが、

日頃から、自治会をはじめ自主防災会、消防団の皆様とは、顔の見える関係が築き上

げられているものと認識しております。また、定期的に開催している自主防災会連絡・
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連携会議におきまして、自主防災活動事業補助金制度の説明を行うとともに、皆様方

と課題について協議を行い、御質問、御意見等を伺っていることなどから、書面によ

るアンケートから得られる情報以上の情報量が得られているものと認識しております。 

次に、具体的にどのように全市民参加型訓練を実施するのかについてでありますが、

先ほど答弁申し上げましたとおり、本年度から９月の第一日曜日を「富士吉田市防災

の日」とし、その内容につきましては地震や風水害に備えての避難所の設営・運営訓

練といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策を講じたポップアップパーティシ

ョンを実際の避難所開設と同様に設置して訓練を行います。また、本年度導入予定の

トイレトレーラーや、陸上自衛隊・消防機関の救助車両の展示や機能説明、災害に関

する専門家をお迎えしたディスカッションを計画し、訓練時はもちろんのこと、災害

時におきましても新型コロナウイルス感染症対策が徹底されていることを実感してい

ただくことができ、さらに、本市の災害に対する準備内容を見ていただける訓練を予

定しております。 

次に、広域避難訓練についてでありますが、平成 27 年 10 月、山梨県の調整により

富士山噴火における富士吉田市民の避難先自治体は、甲府市、韮崎市、南アルプス市、

北杜市、甲斐市の５市に決定し、翌年４月までには「富士山火山噴火時における富士

吉田市の広域避難に関する覚書」を避難先自治体と締結したところであります。 

このような状況の中で、広域避難訓練の実施が必要との見地から、平成 28 年度から

平成 30 年度までの３年間において、訓練規模を段階的に拡大する中で住民参加によ

る広域避難訓練を実施したところであります。この結果、広域避難路の渋滞問題を解

決するため山梨県や山梨県警察による交通制御・交通規制や分散避難の必要性が確認

できました。また、入院患者や福祉施設入居者等の避難行動要支援者の搬送時に要す

る時間、避難支援者の人数把握、病院や福祉施設避難における受け入れ施設の国、県

による調整や支援など、市町村単独では難しい広域避難ならではの問題等多くの課題

を抽出し、関係機関への働きかけや体制の強化に努めるなど、翌年以降の訓練に反映

してまいりました。 

また、富士五湖消防本部や陸上自衛隊と連携した避難行動要支援者の搬送訓練では、

お互いに顔の見える関係の構築や課題の共有など、想定以上の成果も得ることができ

ました。 
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しかしながら、広域避難訓練につきましては、令和元年度は台風 19 号接近のため、

また、令和２年度については新型コロナウイルス感染症対策のため残念ながら実動訓

練を行うことができませんでした。実動訓練を通じて課題を抽出するとともに、関係

機関と課題を共有し、共に解決策を探り、次の訓練で練度を上げるサイクルを構築で

きたものと認識しておりますことから、本年度、山梨県に強く実動訓練の実施を働き

かけた経緯は先ほど答弁申し上げましたとおりであります。広域避難訓練は山梨県主

導の訓練でありますが、訓練日や訓練想定についてはいまだに山梨県から示されてい

ないことから、この場で詳細な訓練内容を申し上げることはできませんが、山梨県及

び避難先自治体並びに関係機関と連携し、広域避難先での避難所開設など新たな課題

を抽出できる訓練を実施する予定であります。 

次に、地域防災力の強化に何が肝要かについてでありますが、勝俣大紀議員御発言

のとおり「自らの生命は自らが守る」、「家族で考える防災」の自助に、自治会や自主

防災会、消防団などの地域コミュニティが主体となる共助、そして行政が担う公助、

それぞれがなすべき役割を地道に遂行していくよう、より連携を強化し、情報共有を

図るとともに、継続して普及啓発活動に努めていくことが大切であると認識しており

ます。 

以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

今回は、地域防災力の強化についてでしたが、市民の自助がとても重要であり、一

人でも多くの市民の皆さんに防災減災のことを知ってもらうため、そして一人でも多

くの市民の皆さんが生き延びてもらうため、行政としてなんらかのアプローチができ

るのではないのかという観点から質問をしました。これからも、防災士として啓発活

動を実施して参ります。 

ご清聴まことにありがとうございました。 


