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秋山晃一議員 

第１標題「歩行者の安全と道路行政について」 

１回目の質問 

 日本共産党の秋山晃一です。日本共産党富士吉田支部は、市民のみなさんから要望

や意見を聴かせていただくために、市民アンケートを取組ました。寄せていただいた

市民の声を市の政策に反映していただくために、今回の質問を行います。行政の全般

にわたって寄せられた要望のすべてについて紹介し、質問することはできませんので、

第１標題として「歩行者の安全と道路行政について」、第２標題として「高齢者・障害

者の居場所づくりについて」、第３標題として「子育て環境の整備について」、の３つ

のテーマで質問いたします。 

第１標題「歩行者の安全と道路行政について」 

 まず、第１標題として、歩行者の安全と道路行政について質問します。 

 子育て支援、教育への要望に関して、「通学路の安全」ということに要望や関心を持

っている方が３割を超えていて、一番多い結果となりました。通学に関しては安全の

見守りとして、多くの方に献身的な取組をしていただいています。「通学路の安全」と

いうことについては、危険個所の改善など、様々なことが考えられますが、今回の質

問では、行政の取組として、歩行者が安全に通行できるまちづくり、道路の管理とい

うことがあると考えますので、この点についてお聞きします。まず歩く人と車をいか

にして分離するかということについてお聞きします。歩道がしっかり分離されて、車

道との区別が容易になっている幹線道路と違い、脇道に入れば、歩道と車道は同じ面

であり、これをどのようにして、人と車の接触が起きないようにするのか。例えば白

線についても、引いてあるところとそうでないところがあり、引いてあっても消えか

かっていることがあります。歩行者が歩く部分と車道について、どのように区別をさ

れようとしているのか、この点について、どのような考えを持ち、取り組まれている

のかお聞きします。寄せられた声としては、「通学路はすべて、歩道をつくる努力を望

む」、「側溝にふたがしていないところがあり、危険」、あるいは「側溝に蓋をすれば、

防災の時に通路としての役割もはたす」というものもありました。通学路に歩道をつ

くる取組、側溝に蓋をする取組についても合わせてお聞きします。 

次に、歩道の除雪についてですが、2016 年３月議会において、市長は通学路の除雪

ということに絞った答弁でしたが、「除雪後、職員が巡回を行い、危険個所のさらなる
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除雪を実施し、万全を期して対応していく」と答弁されています。今年は雪も例年と

比較して少ない冬でしたが、それでも降雪の際に「歩道の除雪を」という要望を聞か

せていただきました。歩道の除雪については、現在どのようになっていますかお聞き

します。 

 以上の点についてお聞きして、１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 秋山晃一議員の歩行者の安全と道路行政についての御質問にお答えします。 

 まず、脇道等における歩道と車道との区別についてでありますが、車道幅員が確保

できる路線におきましては、歩行者が歩く部分と車道とを区別できるよう白線を引い

て歩行者の安全を確保しております。 

 さらに、運転者側への注意喚起として、交差点への自発光式道路びょうの設置や減

速マーク等の路面標示、また、薄くなった白線の引き直しを順次行っております。 

 特に、学校周辺の通学路におきましては、歩行者が歩く部分を緑色に塗装する、い

わゆる「グリーンベルト」にするなど、より一層の安全が確保できるよう対応してお

ります。 

 次に、通学路に歩道をつくる取組についてでありますが、通学路には、道幅が広く、

歩道が確保できる道路がある一方で、歩道と車道の分離がしっかりされていない道路

も多くあり、すべての通学路に歩道を整備することは、道路の拡幅整備を伴うため、

現状では大変厳しいものと考えております。 

 しかしながら、今後の道路の新設・改良整備において、歩道整備が可能であるもの

につきましては、しっかりと対応して参ります。 

 また、側溝の蓋につきましては、基本的には設置している一方で、法面に面した雨

水処理のための側溝、農業用水路と兼用の側溝、民家が少ない場所の側溝などには蓋

のない側溝がありますが、このような箇所につきましては現状に応じた安全対策を講

じております。 

 次に、現在の歩道の除雪についてでありますが、10 センチメートル以上の積雪が見

込まれる場合、除雪路線の対象としている市道はもとより、小中学校周辺及び市街地

の歩道 17 路線、計 30.57 キロメートルにつきましても、土木事業者等 10 社により歩

道除雪機 14 台を用いて除雪を行っております。 
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 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 歩行者の安全と道路行政について、２回目の質問を行います。 

 歩行者の安全ということについて、人と車の接触を回避する方策として、「白線を引

いて」と答弁がありましたが、白線だけでは、車道との区別はあっても、接触を回避

する安全対策としては不十分ではないかと考えます。より明確な分離のあり方、さら

に白線が引けないような狭い道路も含めて、通行する車の速度を下げるような取組が

必要だと考えますがいかがでしょうか。 

 次に、道路の新設改良についてですが、「歩道整備が可能である」という条件はつく

ものの、基本的には歩道を整備していくという考え方であると理解しましたが、それ

でよろしいでしょうかお聞きします。 

次に、側溝の蓋についても答弁がありました。これも歩行者の歩くところは蓋をす

るのを基本とするということでよろしいでしょうか。お聞きします。 

 以上の点について、お聞きして２回目の質問を終わります。 

 

２回目の市長答弁 

 秋山議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、歩道と車道との明確な分離のあり方等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、車道との区別として、白線の標示に加え、通学路におけるグリ

ーンベルト舗装を実施し、また、車の速度を下げるような取組として、交差点への自

発光式道路びょうの設置や減速マーク等の路面標示を行い、歩行者の安全を確保して

おります。 

 次に、道路の新設改良における歩道の整備についてでありますが、道路設計におい

て歩道の必要性を検討した上で、整備が可能であるものにつきましては、しっかりと

対応して参ります。 

 また、側溝の蓋につきましては、先ほど答弁申し上げましたとおり、基本的には設

置しておりますが、一部蓋のない側溝については状況に応じた安全対策を講じており

ます。 

 以上、答弁といたします。 



4 
 

 

第２標題「高齢者、障害者の居場所づくりについて」 

１回目の質問 

 第２標題として、高齢者、障害者の居場所づくりについて質問します。医療・介護・

福祉分野への要望としては、高齢者の居場所づくり、一人暮らし高齢者への支援、特

養ホームの増設などに関心が高く、市民が高齢者について、あるいは自分が高齢者と

なった時にどのようにこのまちで生きていくのかということについて考え、不安を抱

いているということがわかります。「一人暮らしなので、医師の居る、安心して入れる、

それで格安な施設があれば老後を安心して迎えられるので、そのような環境をつくっ

てほしい」、あるいは「医療依存度の高い高齢者の入所施設をつくってほしい」、「今は

元気でひとり暮らしをしていますが、体調が悪くなったら不安」、「高齢であっても、

ひとり暮らしであっても公営の住宅に入居できるようにしてほしい」、「国民年金でも

入れる施設がほしい」、このように様々な要望があります。 

 市長は市長所信の中で、「高齢社会の進展に伴い、介護の必要な高齢者が増加してい

く中、高齢者福祉施設の整備を進めてきた」と述べられています。そのことを否定す

るものではありません。このアンケートに寄せられた市民の要望は実現するには、な

かなかハードルが高いものかもしれません。在宅で施設介護を希望しておられる市内

の多数の方の願い実現も、国が政治の舵を切り替えなければ困難であるとも考えます

が、高齢者の居場所づくりについては、どのように考えられるのでしょうか。今の考

えをお聞かせください。 

 次に、障害者の居場所づくりですが、このことについては、障害の程度に応じて二

つのことが考えられます。一つは障害が軽く、働くことができる方の居場所づくりで

す。障害者の就職への支援、作業所作りや運営への支援をさらに強めていくことが必

要かと考えますがいかがでしょうか。もう一つは障害が重く、医療的な支援も必要な

方の居場所づくりです。重度の障害があっても、在宅で日中を過ごすのではなく、日

常的に出かけて行って生活することが必要だと考えますが、そのために施設整備も医

療的人材の確保も進める、市単独で取り組むのが厳しければ、県と連携して進めてい

くべきだと考えます。このことついては、どのように考え施策をすすめられているで

しょうかお聞きします。 
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 次に、高齢者や障害者を在宅で介護にあたられている方、介護者へのサポートにつ

いてですが、介護者が心身ともに健康で介護にあたれるように支援が必要だと考えま

すがいかがでしようか。市の取組、考えをお聞きします。 

 以上のことを質問して、1 回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 高齢者、障害者の居場所づくりについての御質問にお答えいたします。 

 まず、高齢者の居場所づくりについてでありますが、高齢者の居場所といたしまし

ては、高齢者を地域全体で支え合うことを目的に開催しているいきいきサロンやコミ

ュニティカフェなどがあり、また、高齢者の生きがいづくりに資することを目的にシ

ニアクラブが開催しているカラオケ教室や陶芸教室などの各種教室等がありますので、

市といたしましては、いずれの事業に対しても積極的に支援を行っております。 

 さらに、本年５月には、（仮称）ふじよしだ高齢者健康の駅が開設される予定となっ

ており、市といたしましては、この施設を活用して高齢者の健康づくりや生きがいづ

くりを積極的に支援するとともに、この施設が大勢の高齢者の方々に利活用されるよ

う支援して参ります。 

 次に、障害が軽く、働くことができる方の居場所づくりについてでありますが、障

害の程度や状況に応じて、一般就労に向けてのサポートや就労支援サービスなどに適

切につながるよう対応しているところであり、さらに、就労の場としての新たな作業

所作りやその運営におきましても、積極的に支援して参ります。 

 一方、障害が重く、医療的な支援が必要な方の居場所づくりにつきましては、その

受入体制の整備について、前向きに検討しているところであり、在宅に加え、必要な

療育や福祉サービスを受けられる体制を整備していくため、山梨県や事業者、関係機

関と連携して取り組んでおります。 

 次に、高齢者を介護する方々へのサポートについてでありますが、その取組といた

しましては、介護者疲労回復事業や家族介護者慰労金支給事業を実施していることに

加えて、介護認定調査の際には、介護者からの介護相談等にも応じており、介護で御

苦労されている方々に対して、物心両面からの支援ができるよう努めております。 
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 次に、障害者を介護する方々へのサポートについてでありますが、日中一時支援や

短期入所などの障害福祉サービスを利用していただくとともに、介護相談等に応じる

など、少しでも介護の負担軽減が図れるよう努めております。 

 いずれにいたしましても、高齢者、障害者あるいは介護をする方々の居場所づくり

やサポート体制には、様々な方面から積極的に支援して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 高齢者、障害者の居場所づくりについて、２回目の質問を行います。 

 高齢になっても元気に活動できることをめざし、さまざまな取組がなされ、多くの

方が貢献されている事には敬意を表します。しかしながら、市民のみなさんからの不

安、要望は、「終の棲家」を模索するともいえるものです。その点について、さらに詳

しく答弁願います。在宅で施設介護を望んでおられる方はどうするのか。「入所まで、

何百人待ちでは、とても待っていられません。今日の今がとても大切なのです。」とい

うような切実な声があります。高齢者福祉施設と一人暮らし出来る高齢者が暮らせる

公営住宅などについても、どのようにお考えでしょうか。 

 次に、障害者の就労支援サービスに取り組まれていると答弁がありました。就労に

関して相談に応ずることや、就労につなげる支援をされているのだと考えます。そこ

で、就労しても就労を継続していくということは、一般的に困難な時代だということ

があります。それが障害者の場合はさらに課題とされます。就労後の継続的な支援ま

で取組として、されているのかどうかお聞きします。 

 次に、障害の重い方の居場所づくりについても、積極的に支援しているとの答弁が

ありました。県と連携して取り組んでいるとのことですので、その点は強めていただ

きたいと考えます。特に医療関係の人材確保には 大限力を入れるべきだと考えます

がいかがでしょうか。 

 次に、障害の重い方について「在宅」という言葉がありましたが、重度障害者であ

っても在宅ではなく、日中を過ごす居場所づくりを原則とすべきだと考えますがいか

がでしょうか。 



7 
 

 次に、介護者へのサポートについて、答弁された「介護者疲労回復事業」は障害者

を介護されている方についても適用されているのでしょうか。 後にその点をお聞き

して、２回目の質問を終わります。 

 

２回目の市長答弁 

 秋山議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、高齢者の終の棲家についてでありますが、本市の施設整備といたしましては、

地域密着型の特別養護老人ホームの整備を推進してきたことにより、県内他市町村と

比較しても、充実した施設整備ができているものと認識しております。加えて、通い

や泊まりを効果的に組み合わせながら介護を行える地域密着型の通所施設の整備等も

積極的に推進して参りました。 

 また、ひとり暮らしの高齢者用の公営住宅につきましては、現在、西吉田団地、西

丸尾団地、寿団地、さらには、建設中の（仮称）上吉田団地において、高齢者の単独

入居が可能となっております。 

 次に、障害者の就労後の継続的な支援についてでありますが、障害者が就労に至る

まで利用していた事業所が就労後の支援についても継続的に行っており、本市におき

ましても、自立・安定した就労が継続できるよう連携して支援しております。 

 次に、障害が重い方の居場所づくりについてでありますが、医療的な支援が必要な

方につきましては、受け入れる施設の体制整備が重要でありますので、関係機関と連

携を図り、医療関係者の人材確保ができるよう支援して参ります。 

 また、先ほど答弁申し上げましたとおり、受入体制の整備については検討している

ところであり、在宅も含めて多方面から居場所づくりに努めて参ります。 

 次に、障害者を介護している方への「介護者疲労回復事業」の適用についてであり

ますが、この事業につきましては在宅で要介護度３以上の方の介護を常時行っている

方への支援でありますので、この条件が充たされていれば、障害者を介護している方

へも適用されます。 

 以上、答弁といたします。 

 

第３標題「子育て環境の整備について」 

１回目の質問 
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 第３標題として、子育て環境の整備について質問します。 

 まず、第一に高校３年生までの医療費と学校給食費の無料化についてです。「高３ま

での医療費無料化は、ぜひ早く実現してほしいです。近隣町村では、すでに無料にな

っているので、富士吉田への子育て世代の移住のメリットの一つとしても、早急に実

現してもらいたいです。給食費も無料なら家計の助けになり、子どものためにも他の

部分が余裕が出てくらしやすくなると思います。」という意見が寄せられました。この

声に代表されるような、市民の願いに応えるべきです。しかも、この声は子育てをし

ている世代からだけでなく、高齢者からも出ています。子どもや孫がよい子育て環境

の中で過ごしてほしい、という切実な願いが込められています。 

 上野原市が高校３年生までの医療費を窓口で無料にすることになったために、まだ、

実施していないのは、郡内では大月市と富士吉田市だけとなりました。 

 一方、学校給食費はどこの自治体もやっていませんので、このことの実現は他自治

体に先駆けて、ということになります。 

 この願いにどのように応えられますかお聞きします。 

 次に、公園の整備です。「公園が少ない、子どもたちが自分の足で行ける場所に、空

地や公園がない。」、「三世代が楽しめ、安らぐことのできる公園の整備」などの声があ

ります。公園の多くは昭和の時代に整備されたもので、しかもこの声に見られるよう

に、各地域に計画的に整備されたものではないように見受けられます。公園整備計画

として、各地域に整備するというような検討はされているのかどうかお聞きします。

また、現在ある公園については、どのような整備の考えがあるのでしょうか。この点

についてもお聞きします。 

 次に、児童館の整備についてです。「児童館など、子どもたちが放課後に安心して遊

べる場所が少ない、ぜひ、児童館を設置してほしい。」このような声に応えて、児童館

を整備していくべきです。2017 年 12 月議会の答弁において「2020 年をめどに構想を

まとめ 2021 年には整備に着手していく」という答弁がありましたが、現在の経過はど

のようになっていますか。また、児童館は、ややもすれば学童が利用者の対象となり

がちですが、児童、すなわち 18 歳までの子どもが利用対象ですので、そうした中学、

高校生も利用者として想定した中での協議がすすめられているのかどうか、その点に

ついてもお聞きします。 

 以上で一回目の質問を終わります。 



9 
 

 

１回目の市長答弁 

 子育て環境の整備についての御質問にお答えいたします。 

 まず、高校３年生までの医療費の窓口無料化についてでありますが、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、検討して参ります。 

 次に、学校給食費の無料化についてでありますが、本来、学校給食費は保護者負担

が原則ではありますが、本市では、保護者の皆様の負担軽減を図るため、食材費の一

部を公費負担しているところであります。 

 秋山議員御発言の学校給食費の無料化につきましては、政策的な予算そのものであ

り、次期市長選挙を控える中での来年度当初予算は、新たな政策的要素を盛り込まな

い経常的な骨格予算としていることから、現時点でのお答えは差し控えさせていただ

きます。 

 しかしながら、「子育てしたいまち№１に」を目指している私といたしましては、学

校給食費の無料化につきましては、常々、感じているところであります。 

 次に、公園の整備についてでありますが、その整備方針といたしまして、本市の都

市計画マスタープランにおいて、子どもの遊び場や高齢者の憩いの場となる市街地の

公園緑地・広場の配置整備を計画的に推進することとしております。 

 この整備方針に基づき、市内には、パインズパークの愛称で親しまれている自然公

園、都市計画で位置付けられている都市公園、都市公園に準じた公園、そのほかポケ

ットパークや地域の公園等、市民の皆様の憩いの場として数多くの公園が点在してお

ります。 

 これらの公園につきましては、市民の皆様をはじめ、子育てに携わっている方々が

安心・安全に利用できるよう、遊具等の安全点検はもちろんのこと、その施設・設備

につきましては、徹底した維持管理と整備に努めております。 

 次に、児童館の整備についてでありますが、18 歳未満のすべての子どもが伸び伸び

と遊べる環境を確保し、個々の家庭や地域全体を視野に入れながら、子どもの生活を

支援するという児童館の役割から、その整備に当たっては、開設地区や予算措置、さ

らには、市民ニーズの傾聴など様々な観点から検討する必要があります。 
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 このようなことから、現在、関係各課と協議を行っており、その結果を基に「子ど

も子育て会議」において審議を行った後、整備構想を取りまとめ、早ければ平成 33 年

度から整備を進めて参りたいと考えております。 

 また、利用対象者につきましては、中学生や高校生も利用対象として想定した中で

協議を進めて参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 子育て環境の整備について、２回目の質問を行います。 

 まず公園の整備についてです。答弁でも「子どもの遊び場と高齢者の憩いの場」と

公園の役割を述べています。子どもはもちろん、高齢者であってもその移動手段は主

に歩くことによるものと考えられます。子どもも高齢者も自力で行くことができる範

囲にある公園として整備していくことを、中心課題としているような整備計画なのか

どうか、その点をお聞きします。 

 次に児童館ですが、利用対象者に中学生及び高校生を想定した中で協議をすすめて

いるとのことです。中学生も高校生も活用できるような児童館であってほしいと考え

ます。そのためには、施設の内容について利用当事者の要望を反映する手立てを検討

したほうが良いかと考えます。児童館の内容を考えていくにあたって、利用者の意見

を反映させることをどのように考えているのでしょうかお聞きします。  

 以上の２点をお聞きして、２回目の質問を終わります。 

 

２回目の市長答弁 

 秋山議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、公園の整備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、市内

には、自然公園、都市公園、都市公園に準じた公園、ポケットパークや地域の公園等、

市民の皆様の憩いの場として数多くの公園が点在しており、整備計画においては利用

圏域に配慮して整備を進めることとしております。 

 次に、児童館へ利用者の意見を反映させることについてでありますが、施設の設置

に当たっては、実際に利用される方々の意見を反映させることは大変重要であると考

えております。 
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 したがいまして、今後におきましては、児童、生徒、保護者の方や市民の皆様への

アンケート調査を実施し、保護者のみならず子どもの視点からみた子育て支援に係る

ニーズも含め、しっかりと把握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」 

 今回は、市民アンケートに基づき、市民のみなさんの声を取り上げて質問しました。

市政の主人公は市民一人ひとりです。その声をいかに政策に取り入れていくか、特に

子育て応援では、高校３年生までの医療費と学校給食費の無料化への強い要望が実現

できるよう期待します。そして、老後の不安や障害者の願いに応えて、施策をさらに

すすめることも大切であることを述べて、質問を終わります。 


