
渡辺将議員 

第１標題「子育ての環境整備について」 

１回目の質問 

 ただいま議長より許可を頂きましたので、令和元年 12 月議会において、市政一般に

関する質問をさせていただきます。機会を与えて頂きました議員の皆様に心より感謝

申し上げます。また、10 月の台風でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りすると

ともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。 

 さて、私ごとになりますが４月の統一地方選において、「富士吉田愛！」を掲げ多く

の御支持を賜り初当選を果たすことが出来ました。これからは市民の代表として日々

精進し、努力して参ります。 

 私は 18 年前、子供たちに柔道の素晴らしさ伝えたく、下吉田コミュニティセンター

で柔道教室を始めました。たくさんの子供たちと接する中で、経済的に困窮している

家庭が少なからずあるということ、また、子供たちを取り巻く環境が恵まれているわ

けではないということを知りました。そこで、私たち大人が「子供たちの未来への架

け橋とならなければ」と強く思うようになりました。富士吉田市を「子供たちが未来

への希望を持つことのできる街」、そんな素晴らしい街へと発展できるよう努力して

いきたいと思います。 

 子供たちにとって魅力ある街にするために、「観光」及び「産業」の分野をより一層

発展させることで、「行政のサービス」を充実させることが望ましいと考えます。その

ためにも、官民一体となった政策が必要です。 

 平成 30 年度の「ふるさと納税額」の結果が官民一体の成果ではないかと考えます。

そのふるさと納税を活用して小中学校の給食費無料化が、令和元年 10 月から開始と

なりました。また、富士北麓地域において、近隣町村が 18 歳までの医療費を無料にし

ている中、本市での引き上げが実施されていなかったことを私自身も課題としてとら

え、公約にも掲げていました。今定例議会において条例として提案され、子育てをし

ている親としてもほっとしています。 

 そこで、第１標題として「子育ての環境整備」について質問します。 

 近年、出生率の低下、共働き家庭の一般化、家庭や地域のつながりの希薄化など子

どもと家庭を取り巻く環境が変化しています。子育て世代の親を支援する為に、土日、

祝日にこどもを預かることが出来る「ホリデイ保育」を設置したらどうでしょうか。



また、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより一時的に家庭での保育が困難

になった場合などに利用できる「一時預かり」などの支援が必要だと思います。安心

して子育てができる街づくりの一環としても有効ではないかと考えます。市長のお考

えをお聞かせください。 

 

１回目の市長答弁 

 渡辺将議員の子育ての環境整備についての御質問にお答えいたします。 

 まず、ホリデイ保育の実施についてでありますが、現在、本市においては土曜日に

第３保育園及び第４保育園の２つの保育園で集合保育を実施しており、本年度の利用

人数は、月平均約 80 人という状況であります。また、本年６月に、子ども子育て支援

事業計画策定のため未就学児のいる世帯に対しアンケート調査を実施したところ、日

曜・祝日の保育の希望者は約２割でありました。２割の希望者があることは重く受け

止めております。 

 しかしながら、国の制度改正等に伴い、全国的な課題でもあります保育士の確保が、

市立保育園においても大変困難な状況となっております。また、市立保育園において

は保育の質を落とさないよう日々努力しておりますが、保育士の労働環境は過酷なも

のとなりつつあります。このようなことから、今後も本市といたしましては、保育士

の充足に向け努力していくとともに、保育士が確保された際には、ホリデイ保育の実

施や土曜日保育を充実させることについて、検討して参りたいと考えます。 

 次に、一時預かり事業についてでありますが、一時預かり事業は、子どもを持つ家

庭において突発的な事情や一時的に保育ができない場合に支援する制度として、重要

な施策であると考えております。また、子育てについて市民同士が助け合う子育て援

助活動支援事業、いわゆる、ファミリーサポートセンター事業が本市においては大変

活発であり、子どもの預かりや送迎サービス等の実施とともに、他市町村に先駆けて

本市単独での施策として利用料の半額を助成して参りました。このファミリーサポー

トセンター事業も相互扶助による子育て支援事業として、家庭と地域のつながりを持

たせる上でも有効で、大切な事業であることから、現状においては、成果を出してい

るファミリーサポートセンター事業を中心に支援事業を展開して参りたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁といたします。 



 

第２標題「災害時に避難所となる公共施設の整備について」 

１回目の質問 

 第２標題として「災害時に避難所となる公共施設の整備」について質問します。 

 10 月には多くの台風が東日本に上陸し、自然の驚異を感じたのは私だけではないと

思います。また、10 月 12 日から 13 日にかけて東日本に上陸した台風 19 号の被害状

況を目の当たりにして、大変ショックを受けました。 

 わが市には、68 か所の避難所があります。災害が発生する恐れがある場合に最初に

開設する避難所が５か所、災害が発生しそうな時、または発生時に一時的に避難する

一次避難所が 48 か所、大規模災害が発生した場合長期間避難生活を行う二次避難所

が 15 か所、それぞれ市が指定した避難所があります。10 月の台風 19 号の時には 120

世帯 241 名の市民が避難し利用しました。 

 避難所の中には、昭和 58 年８月 16 日の台風で床下浸水の被害を受けた浅間町会館

と上暮地コミュニティセンターは、富士吉田市土砂災害警戒マップで警戒区域内付近

にあり、私は危険であると考えます。今回の台風でこの避難所を利用した住民も多数

いました。栃木県では避難所の裏山が崩れて土砂が避難所に流れ込んだという被害も

ありました。浅間町会館、上暮地コミュニティセンターの２つの避難所は、避難所と

しての機能が十分でなく、市民の安全を確保できない恐れがあります。避難所の見直

しが必要であると考えていますが、このことについて市長のお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 

 災害時に避難所となる公共施設の整備についての御質問にお答えいたします。 

 浅間町会館及び上暮地コミュニティセンターは、山梨県が指定する土砂災害警戒区

域内には設置されておりませんが、浅間町会館が設置されている浅間町地区について

は、過去に大きな災害があったことから、付近を流れる入山川については、既に補強

のための護岸工事等の防災工事が終了しております。また、上暮地コミュニティセン

ターは、土砂災害警戒区域からはずれた場所に設置されております。 

 しかしながら、万一、災害等の発生のおそれがある場合には、必要に応じて他の避



難所への避難誘導を行うなど、迅速かつ適切に対応して参ります。 

 なお、浅間町会館及び上暮地コミュニティセンターは、主体構造部が鉄筋コンクリ

ート造の強固な建物で、安全性につきましては十分担保されておりますので、現時点

におきましては、避難所の見直しは考えておりません。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 第２標題「災害時に避難所となる整備について」２回目の質問を致します。 

 日本は自然災害の多い国と言われていますが、近年、過去にない異常気象や大災害

に見舞われることが多いと感じます。本市においても、富士山噴火への警戒、台風や

豪雨での水害や土砂災害、また南海トラフ大地震への備えなど、今以上に災害への備

えに取り組んでいかなければなりません。そこで、今回の台風 19 号の時に 37 名と利

用者の多かった下吉田コミュニティセンターの整備について質問をします。利用され

なかった方の意見を聞くと、「玄関からロビーに降りる階段が急で降りられないと思

ったので避難せずに帰宅した」、「女子トイレが二階にあり、膝が痛くて登れないので

避難しなかった」などの意見が挙げられています。 

 私もこの施設を長年利用していますが、危険な箇所や不便なところが多いように感

じます。この施設は高齢者には利用しづらい構造のように思います。ロビーに降りる

階段にはスロープもありません。施設全体に段差も多くバリアフリーの箇所は一つも

ありません。また、ロビーが滑りやすく、子どもが足を滑らせ転倒した場面も何度か

見ており、子どもにとっても危険な場所が多々あるように思います。１階のトイレに

いたっては、８月まで男女共同で、女子児童や生徒にとって使用しづらく、防犯上も

あまり好ましくない状態でした。この問題については、新町、旭町、浅間町連合自治

会と下吉田中学校を含む７団体が陳情書を市に提出したところ、改善をしていただき

ました。感謝しております。しかし現状は男子が１階、女子が２階と別れただけで、

不十分であるように感じます。またロビーには暖房設備が整ってなく、真冬になると

寒くて人を待つのも辛い状態です。このような中でも、学童保育所を含め常時 70 の団

体が使用しています。この現状をどのように考えますか、市長のお考えをお聞かせく

ださい。 

 また、この施設の補修工事や修繕工事をすると聞きました。時期はいつになるのか、



現在使用している団体の意見を取り入れ話し合って頂けるのか、現在使用している団

体の仮の活動場所も考慮して頂けるのか、市長のお考えをお聞かせください。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

２回目の市長答弁 

 渡辺将議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、下吉田コミュニティセンターにつきましては、現在、指定緊急避難所として

も使用されており、耐震等の安全性は担保されているものの、建設から 40 年が経過し

ており、現状、建物の劣化も多くみられ、バリアフリー化、男女共同トイレの設置等、

社会情勢の変化に対応できていない施設であり、早期に改修の必要がある優先度の高

い施設となっております。 

 このようなことから、避難所としての機能も考慮しながら、冷暖房設備の設置、バ

リアフリー化、トイレ改修等、コミュニティセンター本来の施設機能の向上、長寿命

化を図るための改修を実施して参ります。また、トイレ改修につきましては、渡辺将

議員御発言のとおり、現在課題となっている防犯上の観点を十分に考慮し、個室型ブ

ーストイレの設置を検討して参ります。 

 次に、改修時期につきましては、令和２年度に設計業務を行い、翌年度に改修工事

を予定しております。 

 また、改修につきましては、利用団体の御意見、御要望をお伺いし、改修中におけ

る活動場所につきましては、他の公共施設の利用について、利用団体と協議、調整し

て参ります。 

 いずれにいたしましても、これらの改修を行うことにより、地域住民のコミュニテ

ィの場として、施設の利便性の向上、快適性が確保できるとともに、災害時における

避難所としての機能も充実していくものと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

第３標題「富士吉田市の活性化について」 

１回目の質問 

 第３標題として「富士吉田市の活性化について」質問します。 

 我が富士吉田市には「世界文化遺産の富士山」があり、昨年度は本市に、およそ 634



万人の観光客が訪れました。富士山や富士急ハイランドには外国人観光客はもちろん

のこと日本各地から多くの観光客が訪れています。新倉山浅間公園にも富士山を撮影

するために連日多くの観光客が訪れました。特に桜のシーズンには、下吉田駅前が観

光客で大変にぎわっていました。今年度の新倉山浅間公園桜祭りでは、平日 1 日あた

り約５千人、土日には１万人超の観光客が訪れており、今や山梨県１位の観光地とな

っています。しかし、多くの観光客が訪れているわりには街の中で出会う観光客はそ

れほど多くないように感じます。特に本町通りは歩いている人が少なくシャッターを

閉めた店ばかりが目立ち、街は閑散としています。商店街の何件かの店主に聞いたと

ころ「そんなに観光客が訪れている実感がない」とか「店は辞めたがシャッターを閉

めていると本町通りの景観が悪くなるから毎日シャッターだけは開けるようにしてい

る」と言った店主もいました。青年会議所、若い世代の経営者、本町通り商店街の皆

さんが本町通りを盛り上げようと努力していることは存じ上げています。今後その努

力を行政がより一層支援することで、市の活性化への相乗効果となるのではないかと

思います。以前、市長は「民間の方々が活動しやすいよう行政として環境支援や土台

作りを行っていきたい」と答弁されました。行政としての環境つくりや土台作りの現

状や成果、また今後のビジョンがありましたらお答えください。 

 さらに、私は本町通りこそが富士吉田市のメイン通りだと思っています。「本町通り

に統一感をもたせること。すなわち、統一感のないアーケードをなくし、金鳥居より

上の街並みを下吉田駅まで延長する。綺麗になれば人は歩く、人が歩けば商店が出来

る。」そんなビジョンを私は持っています。私は、富士吉田市の活性化には、観光振興

と本町通りの整備が必要だと考えますが、市長は富士吉田市の活性化に何が必要か、

また、どんなビジョンをお持ちかお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 富士吉田市の活性化についての御質問にお答えいたします。 

 昨年度の本市の入込客数は、渡辺将議員御発言のとおり 634 万人であり、山梨県全

体の 16.8 パーセントが富士吉田市に来ていることになります。そのほとんどは、富士

山や富士急ハイランド、道の駅、北口本宮冨士浅間神社であり、その場所から市街地

への観光客の誘導が大きな課題であります。 



 そのような中、比較的市街地近くにある新倉山浅間公園は、日本のシンボルである

「富士山、桜、五重塔」が一同に見られる絶景ポイントとして、国内外の人々を魅了

しており、本年は 50 万人を超えるペースで観光客が来訪しております。桜まつりで

は、期間延長もあり、11 万 2,000 人が訪れ、この観光客を市街地に誘導するために、

市内のスイーツを楽しめるお店を紹介するスイーツマップを始め、吉田のうどんマッ

プ、観光マップ等を配布しました。また、多くの観光客が下吉田駅から下吉田商店街

に向け歩く姿が見受けられ、本町通りの商店街から富士山を仰ぐ風景は、霊峰富士に

見守られた商店街としてＳＮＳでは大きな話題となっているところであります。さら

に、本町周辺を含め市内のゲストハウスには、多くの外国人が宿泊し、周辺を散策す

る姿を見掛けるなど新たな観光資源の可能性を感じております。 

 まず、行政としての環境支援や土台作りの現状や成果、今後のビジョンについてで

ありますが、本市では中心市街地の活性化施策として、意欲旺盛な事業者や商店街、

団体が商業活性化に向けた取組やイベントに対して、商業活性化補助金を交付するな

どの支援を行っております。この制度を活用して、富士吉田市商業連合会や富士吉田

商工会議所青年部等では、かつてのにぎわいを取り戻そうと、プチボラプロジェクト

事業やオータムフェスタ 2019 事業等商業活性化補助金を活用し、市民による中心市

街地の回遊を促すための取組が行われております。また、本市では中心市街地の空き

店舗の活用を促すため、改修や家賃の補助を行っており、先ほど申し上げましたゲス

トハウスもこの制度を活用して創業しているケースもあり、徐々にではありますが成

果につながっているものと考えております。さらに、ＬＬＣ設立を通した中心市街地

活性化プロジェクト事業を展開し、新世界乾杯通りを復活させるなど、国内外から訪

れる観光客受入れの拠点として大いににぎわっております。 

 さらに、繊維産業が隆盛を極めた時代に形成された本町通りに、かつてのにぎわい

を取り戻し、市外からの来訪者やインバウンドの中心市街地の回遊を促すための取組

として、地場産業である織物と観光を融合した「ハタオリマチフェスティバル」等を

実施しております。本年は台風のため中止となってしまいましたが、昨年度には１万

人の来場者があり、大きなにぎわいを見せるなど、その潜在的なポテンシャルを多く

の関係者が感じているところであります。 

 私は、このにぎわいを継続的に成長させることが土台づくりとなり、これを盤石な

ものにすることで、商店などの事業者が自ら商売に取り組める環境を整えることが重



要であると考えております。 

 次に、アーケードの撤去と街並み整備についての考え方についてでありますが、こ

のように様々な取組を通し、本町通りを含む中心市街地には徐々にではありますが

人々が集まってきております。残念ながら、渡辺将議員御指摘のとおりシャッターが

目立つ通りとなっておりますが、私はアーケードの撤去や街並みを美しく整えればす

べて解決するとは考えておりません。そこにはショッピングをしたくなるような魅力

のある店舗が必要であり、その店舗の商売が成り立たなければ全く意味はないと考え

ております。 

 私は、これまでの取組を確実に拡大定着させ、より多くの来訪者が訪れるよう取組

を継続し、商店の皆様や市外からの創業者がこれまでのノウハウを活かし、商売を含

めた新たな活動にチャレンジできる環境を整え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３標題「富士吉田の活性化について」の２回目の質問を致します。 

 外国人観光客が市内を歩いているのを度々見かける一方で、日本人観光客の姿は、

あまり多くないように感じます。また、アーケードについては、車がぶつかったまま

の柱があり、色も統一感がありません。アーケードがあったり、なかったりといった

場所も目立ちます。果たしてこんな街並みでよいのでしょうか。街並みを良くするこ

とで、そこを訪れる観光客も増えるのではないでしょうか。そうすることで市の観光

がより一層盛り上がると考えます。１回目の回答で、官民一体となって富士吉田市が

活性化について努力していることはわかりました。しかし、現在、富士吉田市を訪れ

ている観光客のほとんどは、初めて来た人ではないかと思います。リピーターを増や

す観点も必要だと考えます。「もう一度来たい富士吉田」を目指していきませんか。そ

の為にも富士吉田市のホームページに市のイメージ動画を入れたらどうでしょうか。

富士吉田市観光ＰＲ動画「ここにはいつも富士がある」や「ハタオリマチフェスティ

バル 2018」などがＹｏｕＴｕｂｅでも検索が出来ました。観光スポットやイベントを

取り入れた動画をさらに制作し、ＳＮＳで今以上に発信をしてみるのはどうでしょう

か。富士吉田市には富士山はもちろんのこと、素晴らしい四季があり、その季節にあ

ったお祭りもたくさんあります。春の新倉山浅間公園桜まつり、夏の吉田の火祭り、



秋の流鏑馬祭、冬の愛染厄除け地蔵尊祭。これらを個別に紹介するのではなく、四季

の自然と調和した動画で富士吉田市の魅力を紹介したらどうでしょか。様々な季節の

魅力が伝われば、何回も訪れてみたいと思う観光客が増えていくように思います。「も

う一度来たい富士吉田」を創るために、上記した方法につき、いかに考えるか、市長

の考えをお聞かせください。 

 

２回目の市長答弁 

 渡辺将議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、アーケード等の商店街のハード面の整備についてでありますが、これらの整

備は統一的に行われたものではなく、各商店会が、県及び本市の補助制度を活用して

設置しているものであります。したがいまして、本市が強制的に撤去等をできるもの

ではないことは御理解をいただきたいと思います。また、富士山が世界文化遺産に登

録された際に、私からも商業連合会を通じてアーケードの撤去等についての検討を要

請したところでありますが、設置管理する商店会それぞれの事情があり、実行に至ら

なかった経緯があります。 

 今後におきましても、アーケード等の施設を管理する商店会の意向に寄り添う中で、

必要な支援に努めて参ります。 

 次に、本市のホームページに市のイメージ動画を入れることについてでありますが、

本市のホームページから総合観光ＰＲ動画などは閲覧できるようになっており、今後

におきましても情報発信の手段の一つとして有効に活用して参ります。その一環とし

て、本市の観光ホームページにおいて、本年度全面的なリニューアル作業を行ってお

り、より魅力のあるホームページとして、準備が整い次第、今月から公開する予定に

なっております。 

 次に、ＳＮＳでのさらなる情報発信についてでありますが、その内容更新の即効性

や拡散されるスピード、若い世代を中心に多くの方に利用されていることから、非常

に有効なＰＲ手段であると認識しております。既に、ＳＮＳの代表的な手段である、

フェイスブック、ツイッター、インスタグラムにおいて、本市の観光を中心に、魅力

のある自然、文化、イベント、街並み等を発信しているものでありますので、今後も

積極的に活用して参ります。 

 次に、四季の自然と調和した動画での魅力の紹介についてでありますが、総合観光



ＰＲ動画「ここにはいつも富士がある」を昨年度に作成しており、季節の移り変わり

と忠霊塔からの富士山の眺望や富士講、火祭り等、本市の歴史文化とを絡めたものと

なっております。今後も必要に応じ、効果的なＰＲ動画の作成に取り組んで参ります。 

 動画等を活用した情報発信は、重要なＰＲ手段の一つと考えておりますが、それ以

上に大切なことは、本市の持つ地域独自の観光資源を磨き上げ、それを魅力あるコン

テンツとして活かし、着地型観光等の旅行ニーズの変化に対応する柔軟な施策だと考

えております。本市といたしましては、平成 29 年度に策定した観光基本計画に基づく

戦略的な取組を通じ、本市を訪れた方々にまた来たいと思っていただけるよう本市の

魅力アップに向けた施策を進めて参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 今回は３つの質問をさせて頂きました。先日、明見中学校の授業参観で富士吉田市

の活性化について話し合ったそうです。子供たちも自分たちの将来の事を考えていま

す。子育ての環境整備、富士吉田市の活性化について引き続き質問していきたいと考

えます。 

 今後も子供たちの未来の為に！そして、自称富士吉田市の宣伝部長としてＳＮＳ等

を利用しながら富士吉田市の素晴らしさを発信したいと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 


