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前田厚子議員 

第１標題「医療的ケア児の施策について」 

１回目の質問 

 只今、議長より許可をいただきましたので令和４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。 

 もうすぐ、あの３・11 東日本大震災から 11 年、私もスコップと長靴を手に夜行バ

スで宮城県東松島市へ災害ボランティアに行ってから 10 年が経ちました。今も被災

地の海岸や浜辺の公園に建っている慰霊碑には亡くなられた方々への祈りを捧げる人

が後をたたないそうです。 

 最近目にした記事に、「被災した小学校の児童が、追悼と復興への願いを込めて、大

空へと風船を放った。いまだ困難が続く被災地の人々は、あの日を忘れずに未来へと

進み続ける。」とありました。 

 私もあの日を風化させてはいけないと決意しました。 

 それでは、質問をさせていただきます。 

第１標題医療的ケア児の施策についてお聞きします。 

１点目、障がい者の中でも医療的ケア児とよばれている方々は、日常生活を送る上

で、人工呼吸器・胃ろう・たんの吸引・経管栄養などで電源を必要とする医療機器は

欠かせません。家族にとっては災害などが起きた時に電源を確保する事が何よりも優

先すべき事です。 

 「医療的ケア児支援法」が 2021 年９月に施行されたことにより、それぞれの自治体

でも必要な体制が義務づけられました。 

 始めに、今回は電源の確保ということで、お聞きします。 

 電源は、生命維持のため家庭で予備も含めて準備をしていますが、災害など突発的

な出来事に遭ったとき、例えば市で電源の確保は、されていますか。 

 また、高額といわれている蓄電池等の購入費用の補助も以前から要望していること

ですが、補助対象品目の拡大について、検討していただきたいと思いますがいかがで

しょうか。 

２点目「医療的ケア児への発災時の電源確保事業」の取り組みを始めた県や市町村

があります。そこには、「医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブック」を作成したと

ありました。その内容としては、①家庭における電源確保の状況を見直し、どのよう
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な電源確保の方法があるか、電気が使えない場合に医療的ケアを行うための備えにつ

いて。②災害時に支援を受けるために必要となる、避難行動要支援者名簿、個別避 難

計画や医療的ケア児等医療情報共有システムの概要について。③わかりやすく災害時

や停電時に家庭で行うべきこと。など災害対応の流れが記載されおり、突然の出来事

に対応できるよう準備しています。このようなガイドブックがあれば、ご家族も普段

からどんな準備や心がけでいたらよいのか安心感が得られるのではないでしょうか。 

 本市でも作成する事も大事だと思います。市としての考えをお聞かせください。 

３点目、「医療的ケア児支援法」が施行された後、山梨県の取り組みとして「医療的ケ

ア児」を預かる短期入所事業所が、県内で新たに４カ所開設される予定と発表があり、

そのうちの富士東部地域の２施設が受け入れを示してくださったとありました。 

 事業所ができることで、地域での「医療的ケア児」のサポート体制が整い、在宅ケ

アの充実や通所によって家族の負担の軽減に繋がると思います。 

 その事業所開設について、市がどのように関わっているか、また、市への聞き取り

などもあったかお聞かせください。 

４点目、本市の令和４年度当初予算概要の中で、地域密着型特別養護老人ホーム建

設などにかかる経費を一部補助する事業として２億 744 万円が計上されています。こ

の施設は複合型施設ともお聞きしましたが、高齢者のみの施設でしょうか。例えば、

障がい者・医療的ケア児の方たちも利用できるのでしょうか。 

 概略で結構ですので内容をお聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 前田厚子議員の医療的ケア児の施策についての御質問にお答えいたします。 

 2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災は、被災地のみならず、計画停電の影響

を受けた地域においても、呼吸器や吸引器など電気が必要な医療機器を使用している

在宅障害児や障害者が災害など突発的な出来事に遭った時に生命や生活をどう維持す

るかを考える、大きな契機となりました。 

 本市におきましては、更なる災害に強い街を目指し、今後におきましても引き続き

防災、減災対策に注力してまいります。 
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 医療的ケア児に対する具体的な対応等につきましては、市民生活部長をして、答弁

いたさせます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

 

≪市民生活部長答弁≫ 

 前田厚子議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の災害など突発的な出来事に遭った時の市の電源の確保についてであ

りますが、災害時に開設する指定避難所において、医療機器など精密機器に使用でき

る移動式蓄電池の整備を令和２年度から進めており、令和４年度には整備が完了する

予定であります。また、令和３年３月に、災害時等における電気バスによる電力供給

を目的に、富士急行株式会社と協定を締結しております。さらに、本年度中に災害時

の応急対策を目的とした協定を自動車販売業者と締結する予定であり、貸与できる車

両には電気自動車等も含まれることから、災害時の医療機器等への電源としての活用

が可能となります。 

 また、蓄電池を日常生活用具の補助対象品目に拡大することについてでありますが、

本市におきましては、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業において、日常生

活用具給付事業として、吸入器や電気式たん吸引器等の在宅療養等支援用具の購入に

対する助成を実施しております。 

 また、酸素療法等が必要な医療的ケア児につきましては、障害サービス及び訪問看

護の利用を通じ、市内に数名在住していることを把握しておりますが、その生活状況

等実態を確認する中で、補助対象品目として扱うことの必要性について検討してまい

ります。 

 次に、２点目の医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブックの作成についてであり

ますが、医療的ケア児の支援に関しましては、山梨県が主導となり関係機関等と連携

を図りながら適切な支援のあり方について協議を進めており、全県での支援体制の整

備に取り組んでおります。 

 そのような中、県内で統一されたガイドブックの作成について、山梨県へ働きかけ

を行うとともに、必要に応じて専門機関である国立成育医療研究センターが作成して

いる「医療機器が必要な子どものための災害対策マニュアル」を活用してまいります。 
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 次に、３点目の山梨県が実施する富士東部地域における医療的ケア児を預かる２か

所の短期入所事業所の開設に際しての市の関わりと市への聞き取りについてでありま

すが、２か所の事業所の一つについては、上野原市の介護老人保健施設みのりの里で

ありまして、この施設は令和３年 10 月に山梨県から短期入所事業所としての指定を

受けており、もう一つの事業所については、山梨県から富士北麓地域の介護老人保健

施設が開設に向けて準備中であることを確認しております。 

 また、令和３年３月に、山梨県から、医療的ケア児等を対象とする短期入所事業の

促進についての概要説明があり、その際市内の医療機関に関することや、市内在住の

医療的ケア児等についての聞き取りが行われました。 

 前田議員御発言のとおり、本地域に医療的ケア児の短期入所施設が開設されること

は、在宅ケアの充実や家族の負担軽減につながるものでありますので、山梨県と情報

共有を密に行い、必要な情報を周知できるように努めてまいります。 

 次に、４点目の令和４年度当初予算概要中の地域密着型特別養護老人ホーム建設に

係る補助事業についてでありますが、この施設は、前田議員御発言のとおり複合型施

設でありまして、施設の用途は、高齢者施設、障害児及び障害者施設、保育施設とす

る事業計画が事業者から提出されております。その中で、医療的ケア児も利用できる

施設の整備を行う予定であることを事業者から確認しております。 

 また、障害児及び障害者施設に対する補助は山梨県が直接行うものでありますが、

高齢者施設部分については令和４年度において、本市の補助事業として整備が行われ

る予定であります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「女性デジタル人材の推進について」 

１回目の質問 

 第２標題女性デジタル人材の推進についてお聞きします。 

 デジタル人材、特に女性の育成支援をする意義の大きさを痛感しています。それは、

長引くコロナ禍で飲食業や宿泊業や小売業などは深刻な影響を及ぼされています。こ

れらの業種では、女性の雇用や生活が厳しい状況に追い込まれて、非正規で働く女性

の占める割合が高く、失業などで困窮する女性の増加が問題になっています。 
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 この課題の解決をめざし、国では、男性に比べてデジタル人材が少ない女性に的を

絞って人材育成に取り組みをすすめています。本市においても喫緊の課題だと思いま

すが市ではどのようにお考えでしょうか。お聞かせください。 

 政府は昨年６月に「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2021」で、女性のデジタル

人材育成の推進を明記しました。経済産業省は、社会のデジタル化に伴って情報シス

テム部門などで働く IT 人材が 2030 年には最大で約 79 万人不足すると試算していま

す。そこで人手不足の対応として女性のデジタル人材の育成に力を入れてきたという

ことです。2021 年度にデジタル人材の育成に関する施策が盛り込まれ、ハローワーク

の求職者などを対象にしたデジタル分野の訓練コースの拡充や、大学などでのリカレ

ント教育によるデジタル分野への就職・転職などの支援がそれです。更に 2022 年度予

算には引き続き女性のデジタルスキル向上や就労の支援に地方自治体が活用できる

「地域女性活躍推進交付金」が計上されています。 

 デジタル関連の仕事は 育児や介護をしながらでもテレワークで取り組めます。そ

の上、感染症などの影響もうけにくいという利点があります。そこで、市でも交付金

を積極的に活用して、非正規の方や失業をしてしまった方、またひとり親の方が学ぶ

機会にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。リカレント教育について

もお聞かせください。 

 今回は、女性に特化した質問でしたが、デジタルを使いこなし、システムの開発や

デジタルを使えない人をサポートするデジタル人材の育成が必要となります。サポー

トする側は男性に応援していただく事が多くなるかと思いますが、サポート人材の育

成と目標はありますか。お聞かせください。 

 本庁舎においても、デジタル化に伴う職員の人材育成やスキルアップは大変に重要

だと思います。本市では、現在どのような取り組みをされているのか、またデジタル

人材登用の中で庁舎内での女性の活躍の場も考えていらっしゃいますか。その点も詳

細にお聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 女性デジタル人材の推進についての御質問にお答えいたします。 
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 まず、デジタル人材の育成についてでありますが、前田議員御発言のとおり、私も

重要な課題であると認識しております。 

 昨年、新設されたデジタル庁による「デジタル社会の実現に向けた重点計画」にお

いて、「デジタル人材の育成・確保」が明記され、その施策の一つとして、女性デジタ

ル人材育成への取組が挙げられております。 

 本市といたしましては、デジタル人材全体の底上げの必要性を認識する中で、各省

庁において展開される、デジタル人材の育成に関する総合的な取組を注視しつつ、山

梨県とも連携をする中で、デジタル人材の育成に向けた市の取組について、研究して

まいりたいと考えております。 

 次に、地域女性活躍推進交付金の活用についてでありますが、令和４年度におきま

して、本市の男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための

基本的な計画であります、「第３次ふじよしだ男女共同参画プラン」の策定を予定して

おります。このプラン策定に当たり、市民の方々へのアンケート調査を実施すること

により、ニーズや現状を把握し、その結果をプランに反映させ、目指すべき男女共同

参画の社会の実現に向けての各種施策を策定するとともに、地域女性活躍推進交付金

の活用や男女共同参画の観点からのリカレント教育への取組につきましても併せて検

討してまいります。 

 また、インターネットなどの情報通信技術を使えない人へのサポートを行う人材の

育成と目標についてでありますが、具体的な数値での目標は難しいと思いますが、サ

ポート人材の育成につきましても、デジタル人材の育成と併せ研究してまいりたいと

考えております。 

 次の、デジタル化に伴う職員の人材育成やスキルアップの取組については、総務部

長をして答弁いたさせます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

 

≪総務部長答弁≫ 

 前田厚子議員の御質問にお答えいたします。 

 デジタル化に伴う職員の人材育成やスキルアップの取組についてでありますが、本

市の人材育成は、その時の社会情勢に適応した職員研修を実施しているところであり

ます。コロナ禍における研修に当たっては、ＺＯＯＭを活用したオンライン研修に積
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極的に参加するなどデジタル技術を活用する中で職員のスキルアップを図っておりま

す。 

 また、庁舎内での女性の活躍の場についてでありますが、本市の女性職員におきま

しては、デジタル化に対応できる人材のみならず総合職としてあらゆる分野で女性の

きめ細やかさ等、その個性と能力を十分に発揮することのできる活躍の場を提供して

おります。このことから、本市の管理職における女性職員の割合は 20％を超えており、

山梨県職や県内自治体と比較するとトップクラスであります。 

 今後におきましても、女性職員の優れた能力を最大限引き出すよう積極的な登用を

引き続き進めてまい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２標題女性デジタル人材の推進について２回目の質問をします。 

 本市においてもその必要性を認識するなかで、デジタル人材全体の底上げの取り組

みを考えているとのことなので、今後、人口減少・超高齢化社会においてもデジタル

技術を活用しデジタル化による課題解決を目標に女性・高齢者・障がい者など全ての

市民による社会参画を実現していければと考えます。 

 先程のご答弁のなかで、プランの策定にあたり、市民の方々へのアンケート調査を

実施するとありました。これは是非実施していただきたいと思います。実施する時期

が決まりましたら、アンケート内容等どのような事を市民にお聞きするのかもお聴か

せいただけますか。 

 今、北九州市における取り組みが先進事例となってその取り組みを研修している自

治体が大変に多いと伺っています。その中で驚いたことがありました。この北九州市

のデジタル化による町づくりは、驚くことに婦人会が一番になって起ちあがった都市

ですと説明があった事でした。やはり女性の力は侮れません。本市にも素晴らしい女

性団体の婦人会があります。是非デジタル人材推進の力になっていただければと期待

しています。 

 また、本市の女性職員の皆さまは勿論ですが、管理職についている方々の活躍ぶり

は、他の市町村でも高く評価していただいており私も大変にうれしく思っています。

是非、このデジタル人材推進を支える側にたち、多くの市民にこの機会をまたとない
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チャンスに変えさせるサポート役についていただきたいと考えますが、市の考えをお

聞かせ下さい。 

 具体的にデジタル人材の育成についてお聞きしますが、デジタルというと難しく感

じますが、デジタル変革のなかで、私たちはすでに分からないながらもスマートフォ

ンやパソコンを少しずつ使えるようになり、一度使い始めると今度は、特にスマート

フォンの便利さで手放せなくなっています。 

 デジタル化が進んだ時に対応できるように、まだまだ、スマートフォンが使えない

方が多いので高齢者のスマートフォン教室を開くことも検討していただきたいとおも

いますがいかがでしょうか。 

 また女性のデジタル人材の育成もトレーニング環境を整えて未経験の方でも、子育

てや介護などで今まで働けないと諦めていた女性にも就労のチャンスを与え、デジタ

ル労働についていただきたいと思います。その為に、市として、自宅からでも受ける

ことができ無料の職業訓練を自分の都合のよい時間に受けられるという「Ｅトレーニ

ング」という環境を提供していただきたいと思います。「Ｅトレーニング」のメリット

はインターネッットが繋がる環境であればどこでもつながる。また繰り返し学べる事

です。こうして学び、今まで、仕事につけなかった人や短時間しか働けなかった人が

デジタルという事で、自宅で仕事ができるようになります。 

 この「Ｅトレーニング」を活用して女性のデジタル人材育成を進めていただきたい

と思いますが、市の考えをお聞かせ下さい。 

 最後になりますが、デジタル化を推進するのに一番大事なことですが、デジタル化

を進めるためのデータが必要でそのデータを活用してあるべき変革をおこなうものを

デジタル化と定義づけるそうです。 

 そのデータの一つがマイナンバーカードです。本市のマイナンバーカード取得率は

まだ 40％ぐらいでしょうか。今回取得の際に付加されるポイントですが、健康保険証

の登録と公金受取口座の登録でそれぞれ 7,500 円づつですが、それを登録することに

よってどんな利便性があるかもっと丁寧に伝えれば、取得率もあがると思います。 

 今回お聞きした事ですが、例えば健康保険証をひもづけると万が一救急車で運ばれ

るような時にも患者さんがどんな病気を持っていてどんなお薬を処方されているかが

わかるようにしておけば初動への対応も速やかにできるようです。 
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 また、今回非課税世帯への現金給付も本人からの申請を必要とするため難しい書類

の入った封筒が送られたため、私のところにも詐欺の手紙がきたから破いて捨てても

いいかと問い合わせの電話が来ました。もし公金受取口座のひもづけがされていれば、

高齢者にもこんな心配をかけさせなくてすむはずです。デジタル化に向け、デジタル

人材の育成と共にデータが必要なことをお知らせして、マイナンバーカードの普及に

お知恵を発揮していただきたいと思います。 

 市として他にデジタル人材全体の底上げに必要な取り組みをお考えでしたらお聞か

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。 

 デジタル人材の育成につきましては、私も重要な課題であると認識しております。

また、デジタル人材全体の底上げの必要性を認識する中で、各省庁におけるデジタル

人材の育成に関する総合的な取組につきまして、注視しているところでもあります。 

 前田議員の御質問につきましては、庁内の多岐にわたる取組でありますので、企画

部長をして答弁いたさせます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

 

≪企画部長答弁≫ 

 前田議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、「ふじよしだ男女共同参画プラン」の策定を実施するに当たり、市民の方々へ

のアンケート調査を実施することについてでありますが、現在、令和４年度中のプラ

ン策定に向けての準備を進めている段階であり、これらのアンケートにつきましては、

国や山梨県の動向を注視する中で検討してまいりたいと考えております。 

 次に、デジタル人材推進の力となるよう多くの市民へのサポート役につくことにつ

いてでありますが、女性としてのきめ細やかさ等、その個性と能力を十分に発揮する

ことのできる場については、市役所での勤務といった場だけに限らず、職員が積極的

に地元自治会や地域の活動に参加することにより、このことが多くの市民の方々と関

わる機会となり、サポート役として支援できるものと考えております。 
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 次に、スマートフォン教室の開催についてでありますが、生涯学習事業の一環とし

て、令和４年６月に民間企業の協力を得て高齢者を含む初心者向けの教室を開催する

予定で進めております。 

 次に、「Ｅトレーニング」を活用して女性のデジタル人材育成を進めること及び市と

してデジタル人材全体の底上げに必要な取組についてでありますが、経済産業省のホ

ームページ「巣ごもりＤＸステップ講座情報ナビ」には、インターネットを活用して

誰でも無料で、自宅に居ながらデジタルスキルを習得できるコンテンツとして 102 の

オンライン講座が掲載されております。 

また、現在、「デジタル人材の育成」に関する職業訓練として、ハローワーク富士吉田

の求職者支援制度において、パソコン講座が提供されており、山梨県立産業技術短期

大学校においては人工知能の基礎知識を学べる講座が本年４月から新設されるところ

であります。 

 これまでも、本市におきましては富士吉田商工会議所と連携し、インターネット環

境を活用した「オンデマンドセミナー」を開催し、パソコンを活用するための基礎技

術の習得を支援しているところであり、このような事業をより多くの市民の皆様に御

利用いただけるように周知を図ってまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

第３標題「ワンストップ・ご遺族支援「おくやみコーナー」の設置について」 

１回目の質問 

 第３標題ワンストップ・ご遺族支援「おくやみコーナー」の設置についてお聞きし

ます。 

 ご遺族支援の「おくやみコーナー」の設置を 2018 年に神奈川県の大和市に視察に行

き先進事例を学びその後、質問をさせて頂きました。 

 ４年前に質問した時は、様々な工夫をするので、市としては、「おくやみコーナー」

の設置は必要無いとの事でした。しかし最近また、住民の方から多くの情報や要望を

いただくようになりました。その上で今回、再度取り上げたのは、新型コロナウイル

ス感染症の拡大により、庁舎内にも密を避け、感染防止のためワンストップ窓口の必

要性を強く感じ本市にも設置すべきと考えたからです。 
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 この手続きで来庁される方は、言うまでもなく突然の親族との別れで、悲しみの中

で手続きを行わなければなりません。その手続きは、申請書の種類も関係窓口も多く

大変です。ご遺族にとって、手続きそのものの負担だけでなく、心の負担にもなって

います。特にご遺族が高齢者の場合、また障がいなどがある場合は、普段から市役所

に来る事や人前で書類を書く事も少ない方が多いのではないでしょうか。そんな方々

の要望に応えた「おくやみコーナー」の開設は、県内でも増え、ここ３・４年で全国

的にも多くの自治体が開設をされています。 

 今は、「書かない窓口」と言って、氏名や住所・生年月日などの基本情報を職員が聞

き取りして、申請書等の作成を支援する自治体のサービスもあります。またデジタル

市役所といい、市役所に行かないでスマホで申請して、自宅に書類が届くという来庁

不要のサービスを始めた自治体もあります。本市でもデジタル人材の育成に力を入れ

て、ワンストップ窓口のお悔やみコーナーから「書かない窓口」を導入することを検

討していただけませんか。 

 市の考えをお聞かせください。 

 また国では、2019 年５月にデジタル手続き法が、公布され国全体で行政手続きの仕

組みが大きく変わる方向が示されました。遅かれ早かれ、本市でも全庁がこの仕組み

に移る時がくると思います。 

 更に 2019 年度の国の取り組みとして「おくやみコーナー」を設置する自治体を支援

するためのガイドラインや支援ツールが作成されていました。そこには、市民のため

に「おくやみコーナー」設置を検討していただくきっかけとなれば幸いですとありま

した。是非、検討していただきたいと思います。市の考えをお聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

 

１回目の市長答弁 

 ワンストップ・ご遺族支援「おくやみコーナー」の設置についての御質問にお答え

いたします。 

 市役所窓口での各種申請の受付等の業務は、住民と職員が直接対話のできる場所で

あるとともに、様々な問い合わせや相談が寄せられる最前線でもあり、住民との対話

を通じ、その方に必要とされるサービスにつなぐ、生活相談の役割もあります。 
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一方、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、加速度的に進みつつあるデジタル化

にも対応できる窓口とすることにつきましては、重要なことであると認識しておりま

すので国の方針等を注視し、対応してまいります。 

 御質問のワンストップ窓口のおくやみコーナーから書かない窓口を導入することに

つきましては、市民生活部長をして答弁いたさせます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

 

≪市民生活部長答弁≫ 

 前田厚子議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、ワンストップ・ご遺族支援「おくやみコーナー」の設置についてであります

が、現在、死亡の届出があった場合には、御遺族の方が必要とされる手続に関して事

前確認を行い、「死亡に伴う諸手続き一覧表」を作成し、漏れがなく諸手続を終わらせ

ることができるよう御案内をしております。対応に当たりましても職員が誠心誠意、

おもてなしの心を持って対応させていただき、必要な部署には確実に御案内するとと

もに、体の不自由な方に対しましては担当課の職員が直接出向くなど、御遺族の方に

寄り添うことで、御負担をお掛けすることのない対応をいたしております。冠婚葬祭

における手続の際には、職員との対面による心のこもった声掛けが大切であると考え、

おもてなしの心を持って住民サービスの向上に努めております。この一覧表の内容等

につきましては常に見直し、分かりやすく、確実に手続を済ますことができるように

いたしております。御遺族の方からはこのようなきめ細やかなサービスに対し、感謝

のお言葉もいただいております。 

 また、「書かない窓口」の導入についてでありますが、国において昨年９月にデジタ

ル庁が発足し、司令塔として社会全体のデジタル化を強力に推し進めており、自治体

における行政手続のデジタル化推進についてもその施策の柱となっております。これ

により地方公共団体は、標準化された情報システムの利用が義務化され、今後はマイ

ナンバーを活用した引っ越しワンストップサービスを始め、様々な業務がデジタル化

されていくものと考えられます。また、国によるデジタル社会の形成の推進に併せ、

今後は自治体においても時代の変化に速やかに対応し、行政事務の効率化を図ってい

くことが必要であると認識しております。 
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 いずれにいたしましても、ワンストップ窓口のおくやみコーナーから書かない窓口

を導入することにつきましては、国が提供する「おくやみコーナー」を設置する自治

体を支援するための「おくやみコーナー設置ガイドライン」や「おくやみコーナー設

置自治体支援ナビ」の活用及び書かない窓口を既に実践している先進自治体を参考と

するとともに、関係部署と協議を進め、検討してまい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」 

 ３月１日から３月８日の今日まで女性の健康週間です。女性が生涯を通じて健康で

明るく充実した日々を自立して過ごす事を総合的に支援する為に定められたものです。

今回質問させていただきましたが、これからは市でも推進するデジタル化の時代でも

ありますので、女性の活躍の場を多いに期待しています。 

 以上で私の一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 


