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１

トッ プペー ジ

◇ 千代 田区平成 18年 度予算決 まる！

2～3

代 表質問

◇防災・減 災対策の 推進に つい て！

４

朗

報

―

参

照

①高齢者 の 肺炎 球菌ワクチ ン接種への 公費助成 が 決まる！
②子どもの 遊び 場安全・安 心整備事 業が 予算 化され る！
①自 助、共 助 、公助 の連 携 ②目 標のない予 防対 策 、復興 対策 ③ 公共 と官

全

議員による予算特別委員会にて延べ5日
間にわたって予算案の審議を行なった。

私は区民生活環境分科会において、以下の9
点を質問した。①パークサイドプラザ図書室に
ついて、②災害時の情報の収集と伝達について、
③災害時要援護者対策について、④子ども自然
教室について、⑤ちよだ文学賞について、⑥生
涯学習推進計画の推進について、⑦文化芸術協
会助成について、⑧社会教育会館管理運営につ
いて、⑨子どもの遊び場安全・安心整備につい
平成18年度「区の一年間の仕事の内容」

平

て。また総括質疑では、①改めて「公共」を定
義してはどうか（参照３）、②地域分館として

成18年度の全会計の予算規模は、544億6

8百万円となり前年度対比13億74百万円、 の「まちかど図書館」の今後の拡充策は。の2

2.6％の増となった。主な理由は、庁舎等施設

点の質問を行った。

建設費の増により18億60百万円の増にある。ま
た予算の特徴としては、地域の皆様の声を反映

今

し編成したこと。特に子ども施策の拡充と区民

摂取の公費助成」（朗報１）や「子どもの遊び

生活の安全・安心を守ることが重点となった。

場安全・安心整備事業」（朗報２）などがある。
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回の予算において地域の皆様の声が実現
したものに「高齢者の肺炎球菌ワクチン
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問

<質問要旨> 平成7年におきた阪神・淡路
大震災はそれまでの防災対策を大きく見

直すきっかけとなった。それは、一つは防災対
策の中心が減災対策に移行したこと、もう一点
は今まで「公助」中心の防災対策であったもの
が、自助、共助、公助それぞれの力を最大限発
揮すること（参照１）により防災・減災対策を
推進していこうと変わったことだ。千代田区は
理念として「他人を尊重し気遣い手を取り合っ
て生きる」という「共生」の精神を掲げている。
そこで理念と歴史がある千代田区として、これ
からいかに減災対策に取り組んでいくのか、そ

東京都の「地面のゆれやすさマップ」を示しながら

の基本的な考え方を区長に問う。
自助、共助、公助の連携

答

自助、共助、公助という考え方については、防災の分
野ではもうあたりまえになっている。近年「自助」、
「共助」を強調しすぎて行政の行う「公助」を限定的に
とらえようとする動きには注意が必要だ。例えば平成14
年12月に全面改訂された「東京都震災対策条例」だ。
「自らの命は自ら守る」という自己責任の原則を基本理
念に据え、都民及び事業者の責務と役割を強化した。そ
の結果、以前の条例では規定されていた「必要と認める
一般建築物に対する耐震診断」は原則として都民、事業
者の責務であるとして削除された。一方で地域防災力の
向上を訴えておきながら、区民の役割、企業・団体の役
割、自治体の役割と峻別し自治体が自助努力の必要性を
訴えるだけで地域防災力の向上は果たせるのか。結果は
むしろ逆効果ではないか。自治体は困難な問題を区民の
自助に押しつけるのではなく区民とともに悩み、解決策
を協働でつくりあげていかねばならない。自助、共助の
力が最大限に発揮できるよう公助の役割と責任はある。
千代田区は理念として、「他人を尊重し気遣い手を取
り合って生きる」という「共生」の精神を掲げている。
防災・減災対策における「自助」、「共助」、「公助」
の連携においては、まさにその理念は必要ではないだろ
うか。
質問から引用

▽区長答弁<抜粋>
本区では、条例の基本理念として自助、

協助、公助の３つの助により減災対策を積極的
に推進していくこととしている。
減災の推進にあたって、柱となる事項は、災
害弱者対策、集合住宅の耐震性の促進、情報の
収集・伝達体制の整備、帰宅困難者対策などで
あるが、それぞれの施策に対し人的、設備的投
資を効果的に投入し、地域防災力の向上を図っ
ていく。（中略）災害対策は詰まるところ「人
間力」である。区内には、震災や戦災時に人々
が力を合わせて町を守ったという話が幾つも伝
わっている。私が「共生」の理念を踏まえ、町
会の再生と活性化に取り組むのも、このような
江戸から四百年、千代田の人々に脈々と受け繋
がれた日本人の温かい心と情緒の種火を絶やす
ことなく、できれば再び全国に広げていきたい
との想いがあるからである。
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震度７や６強が予測される首都直下型地

問

震に対して、被害を最小にするためには
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減災対策は防災課だけでできるものでな
い。関係する部局はまちづくり推進部、

室内の安全である転倒防止も含めて、建物の耐

福祉部、教育委員会、環境土木部などにおよび

震補強をして住宅を強くすることである。自治

全庁あげて総合的かつ計画的に取り組まなけれ

体として区民の生命・自由・財産を守るために

ば実行は不可能である。総合的かつ計画的に実

は、それを区民の自助努力に全て任せるのでは

行するため数値目標まで示した「減災計画」が

なく政策的に耐震補強を推進する必要がある。

必要である。区として「災害対策事業計画」を

この減災対策の筆頭にあげられる建物の倒壊を

策定中とのことだがどういうものになるのか。

いかに防ぐのかちう課題にどう取り組むのか。

答

▽災害対策室長答弁<抜粋>

▽まちづくり推進部長答弁<抜粋>

答

千代田区においても、平成18年度に建築

する各部の事業を体系化し中長期的スパンで計

策定中の「災害対策事業計画」は、関係

物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標、 画的、総合的に推進していくため今回、初めて
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

策定する。具体的目標を立て、施策を展開して

めの施策、建築物の地震に対する安全性の向上

いくことは、区民・事業者にも分かりやすいこ

に関する啓発及び知識の普及に関する事項等を

とから、今後検討していく。（参照２）

内容とする耐震改修促進計画を策定していく。
次に建築物の耐震化支援については、国・都と

目標のない予防対策、復興対策

の連携を図りながら、さらなる情報収集・情報

現在ある地域防災計画は、伝統的に応急対策が詳細
に計画化され、予防対策、復旧・復興対策が軽視され
る傾向がある。例えば、住宅から人を救出したり、火
災に備え避難したりする計画はあるのに、住宅を倒さ
ない目標や倒れた住宅を復旧する目標はほとんど書か
れていない。
それは第一に財源との兼ね合いが大きいからだ。耐
震補強などのように、仮に必要性の高いものであって
も、財源の裏づけのないもの、できるかどうか不明の
ものは、抽象的にしか書かれず、目標を設定できない。
次に、必要な資料が不足している。地震被害の大き
さは人命に関していえば、建物の倒壊数と極めて相関
関係がある。そして建物の倒壊は主に地震の揺れと、
建物の構造・年代で決まる。ところが、市区町村レベ
ルの自治体では、その地域の地震の揺れや建物の構造・
年代のわかる資料がほとんどない。これが減災を妨げ
る大きな要因だ。
「地域防災力強化宣言」鍵屋一著より

提供に努め相談体制の充実を図るとともに、今
回実施した緊急マンション等の耐震促進事業等
を有効に活用して耐震化を促進し、安全・安心
のまちづくりを推進していく。
◆この他、災害時要援護者対策、防災教育、情
報の収集と伝達についても質問した。
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◆子どもの遊び場安全・安心整備【新規】

◆肺炎球菌予防接種【新規】

予算8,420千円

予算17,000千円

世

平成18年3月28日

界の死因死亡率は感染症が約３割と第１

昨

位で、脳血管障害、心疾患と続く。その

年、大阪の公園で児童が指を遊具で切断
するという痛ましい事故があった。その

感染症の中では急性呼吸器疾患（肺炎・気管支

際、地域の皆様から区内の公園にある遊具は大

炎）が30％で最も多い。日本の肺炎は死因の第

丈夫か、という問合せも道路公園課に多く寄せ

４位だが、なんと高齢者が95％を占めている。

られた。これらの地域の皆様からの提案を受け

その最も多い原因菌が肺炎双球菌である。高齢

て、区内の全ての公園・児童遊園において日常

の慢性肺疾患者にインフルエンザ・ワクチンと

的な点検以外に専門家による遊具等の安全総点

肺炎双球菌ワクチンの両方を接種すれば、入院

検を実施することとした。また、その点検結果

を63％、死亡を81％減らせるという。肺炎ワク

を踏まえて計画的かつ速やかな修繕・改修を行

チンは肺炎双球菌の８割に有効であり、安全性

う。また合わせて公園・児童遊園等のあり方を

も高く５～８年間有効である。費用は６～９千

子どもの目線で検討を行い今後の整備方針を策

円かかる。最近では自治体でこうした高齢者の

定する。

肺炎球菌ワクチンに対し助成を行うところが増
公共と官

えている。都内でも昨年目黒区が始めて助成を
決めた。

こ

自助を言うのであれば、それを生かし、それに応え
られる公共政策がなければならない。1980年以降の
「行政改革」の動きには、市民や民間セクターの私的
な努力を強調するあまり、市民の生活問題や都市問題
を公共の問題として理解する視点に欠けていた。公共
イコール「官」すなわち「行政」ではない。行政は公
共のなかでもきわめて重要な領域占めるが、公共即行
政というわけではない。公共は官のみならず市民や民
間企業によっても築かれ、支えられるべきものである。
（中略）官は近年、行政サービスの肥大化と財政破綻
を恐れ、民による自助や民活の推進を方針に掲げても
きた。しかし、官が実際に民の活動の特性をどれだけ
尊重し、民による公共的な活動にどれだけ真の期待を
寄せてきたとなると疑問が残る。民の活動に対する不
要な許認可などの公的規制は依然少なくない。また、
民間の非営利団体の公益活動に対する税制への配慮に
欠けるなどの問題があるからである。
「公共を支える民」寄本勝美編著より要約して引用

のようなとき、高齢者や障害者の方から
千代田区でも是非公費助成をしてもらい

たいとの要望をいただいた。また医師会からも
応援をいただくことができた。昨年の第4回定
例会 に おい て さ っそ く
質問 と して 取 り 上げ さ
せて い ただ い た 。そ の
結果、平成18年度から6
5歳以上の高齢者で肺炎
球菌 ワ クチ ン 予 防接 種
を希 望 され る 方 に、 接
種費 用 の２ 分 の １を 助
成することが決まった。

をいただきました。ここに感謝申し上げます。ありが
とうございました。

◆編集後記
防災・減災に対する、地域の皆様からの疑問や提案
を今回代弁し質問を行うことができました。また、板
橋区職員であり、「地域防災力強化宣言」の著者でも
ある鍵屋一氏には質問するに際し、貴重なアドバイス

千代田区議会議員
Webサイト
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