
伊藤進議員 

第１標題「小中一貫コミュニティスクール導入について」 

１回目の質問 

 只今、議長より許可をいただきましたので、令和元年 12 月定例議会におきまして、

第１標題「小中一貫コミュニティスクール導入について」、第２標題「新倉山浅間公園

スロープカー設置について」、質問をさせていただきます。 

 この機会をいただきましたことを議員各位に対しまして、心より御礼を申し上げま

す。 

 まず、第１標題小中一貫コミュニティスクールの導入について、質問をさせていた

だきます。 

 市長のマニフェスト「未来にはばたく・ふじよしだ」の教育に関する部門において、

「小中一貫教育のための特別校の創設」として掲げております。 

 まず、私として、最初にお尋ねしたいことは第１標題の中の「小中一貫に特化せず」、

本市で活動しているコミニュティスクールについてであります。「教育は国家百年の

大計」とか「子供は地域の宝である」と多くの人が口にする言葉です。しかしながら、

いじめ・不登校・校内暴力・少年犯罪・学力の問題など大きな社会問題となり、その

都度教育改革が叫ばれますが、明確な解決に至らず深刻化しています。こういった現

状を打破するために新学習指導要領では、「社会に開かれた教育課程」を一つの課題と

して重視することになりました。その実現のためにこれからの学校は、変化の激しい

社会の動向にしっかりと目を向け、学校の教育課程を工夫し、子供たちの将来を見据

えた教育活動を展開する必要があると考えます。新学習指導要領の重要なポイントで

ある「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、まずは保護者や地域住民との情報

や課題を共有し、「これからの時代を生きる子供たちのために」という共通の目標・ビ

ジョンを設定し、同じ思いで日々の教育活動を進めていくことが大切だと考えます。

そのためには、市内の小中学校にコミュニティスクールの制度を取り入れることが必

要ではないかと考えます。 

 コミュニティスクールとは、学校運営協議会を設置し、学校と保護者、地域住民が

力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能になる「地域とともにある学校」への

転換を図るための有効な仕組みを言います。コミュニティスクールでは、学校運営に

地域の声を積極的に生かし、その地域一体となって特色ある学校づくりを進めていく



ことができるとされています。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の

６に基づいて、教育委員会が学校に設置する学校運営協議会には主な役割として、「校

長が作成する学校運営の基本方針を承認する」、「学校運営に関する意見を教育委員会

または校長に述べることができる」、「教職員の任用に関して教育委員会規則に定める

事項について教育委員会に意見を述べることができる」という機能を持つとされてい

ます。この学校運営協議会の設置について地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の平成 29 年３月の改正により、教育委員会に対して努力義務を課しています。地域の

人によって構成される組織としては、既に「学校評議員制度」がありますが、学校評

議員は、校長に意見やアドバイスを個別に述べる立場に過ぎず、学校運営協議会のよ

うに拘束力のある合議制の決定を行うものではありません。 

 コミュニティスクールの我が国の導入状況については、平成 29 年４月 3,600 校か

ら、平成 30 年４月で 1,832 校増の 5,432 校となっています。 

 前述しました法律の改正により、学校運営協議会の設置が努力義務化された一年間

で、設置校が 1.5 倍になりました。 

 山梨県でも小中学校 22 校に導入されていて、富士吉田市では吉田小学校が平成 30

年６月から導入していると聞いています。山梨県教育委員会が本年６月に行ったコミ

ュニティスクールの導入に関する調査によると富士吉田市は今後も、コミュニティス

クールの導入を進めていくと聞いています。しかしその一方で、市の教育委員会の担

当者と話によると、コミュニティスクールの導入に対しては、先生方から負担が増え

るとの声があると聞きました。具体的にどのような負担が増えるのかお聞かせくださ

い。またコミュニティスクールの導入について、執行者側はどのようなプランを描き、

県の教育委員会に回答したコミュニティスクールの導入に関するタイムスケジュール

などをお聞かせください。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

 

１回目の教育長答弁 

 伊藤進議員の小中一貫コミュニティスクール導入についての御質問にお答えいたし

ます。 

 まず、コミュニティスクールの導入につきましては、吉田小学校で平成 29 年度に山

梨県教育委員会より「コミュニティスクール導入促進事業」の指定を受け、ＰＴＡ総



会で保護者への概要説明を行い、学校運営協議会設置推進委員会において学校運営協

議会の設立や運営について検討を行った後、昨年６月に、市内で初めてのコミュニテ

ィスクールとなりました。また、吉田小学校で行っているコミュニティスクールの活

動内容につきましては、「コミュニティスクール通信」として定期的に保護者に配布し、

また、回覧板にて地域住民に周知しております。 

 次に、コミュニティスクールの導入に対して先生方の負担がどのように増えるのか

についてでありますが、吉田小学校のコミュニティスクールでは、学校行事支援部や

読書活動支援部及び環境整備支援部等の活動計画に教諭が多くの時間を費やしており、

さらに、教頭は校内の主たるコーディネーターであるため、各種連絡調整に追われる

毎日という現状があります。 

 次に、今後のコミュニティスクール導入についてのプラン及びタイムスケジュール

についてでありますが、このような状況を鑑みて、コミュニティスクールの運営の在

り方について、更に検討し、改善していく必要があると考えております。 

 このようなことから、学校運営協議会において学習会を開催し、地域と協働して学

校運営を進めることの認識を深めるために、教育活動についての意見交換を行ってお

ります。 

 今後におきましては、吉田小学校でのコミュニティスクールをモデルケースとして、

運営状況の検証を踏まえ、地域住民と学校との協働活動の醸成を確認する中で、他の

小中学校へのコミュニティスクール導入を検討して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 第１標題「小中一貫コミュニティスクール導入について」、２回目の質問をさせてい

ただきます。 

 吉田小学校でのコミュニティスクール活動の内容の周知は、地域住民だけではなく、

今後も市内小中学校へのコミュニティスクール導入への検討をするという答弁をいた

だきましたので、市内全域の住民に対してもコミュニティスクールについての理解が

深まるよう、周知させていただきたいと考えます。またコミュニティスクールの導入

に関して先生方の負担が増えたというコンテンツについては、文部科学省ではコミュ

ニティスクールマイスターという制度を取り入れ、制度導入の際に無償で派遣してい



ると聞いています。ぜひこういった制度を利用して、先生方の負担を軽減していただ

き、コミュニティスクールの本来の姿である地域住民と保護者で出来る事は、協働し

て子供たちのために活動をしてほしいと考えます。 

 私は、平成 26 年度下吉田第二小学校のＰＴＡ会長を務めさせていただきました。当

時、学んでいた政策学校でコミュニティスクールの仕組みを知りました。三鷹市の教

育長や全国コミュニティスクール連絡協議会会長を歴任した方の講義を聴く機会をい

ただき、この仕組みこそが 21 世紀の学校教育のあるべき姿ではないかと考えました。

コミュニティスクールの本質的意義はどこにあるのか、そもそも学校は誰の為にある

のか。「第一に子供の為」であるのは当然のことながら、第二には税金を通じて教育費

を支出している「保護者、あるいは地域住民のため」であるとその講義で聴きました。

学校運営に地域の声を反映させる仕組みが存在するのは、当然のことだと考えます。

これまでは、あまりにも学校任せになりすぎていたと感じるのです。私は、当時のＰ

ＴＡ本会役員と共に三鷹市の教育委員会を訪れコミュニティスクールに関して、研修

をさせていただきました。三鷹市では、小中一貫コミュニティスクールの仕組みを取

り入れています。小中一貫を行う最大の目的は、「中一ギャップ」といわれる小学校か

ら中学校への進学時に生じる「不登校」「いじめ」「学力低下」など、様々な問題を解

決することにあるとされています。小学校では、ほとんどの授業を担任の先生が教え

てくれる「学級担任制」ですが、中学校へ入ると教科ごとに担任の先生が変わる「教

科担任制」になります。また部活動に入ることにより、先輩との人間関係が新たに始

まる。こういったことも中一ギャップの要因だといわれています。小中一貫教育とは、

基本的には小学校と中学校が連携して行う教育のことを指しますが、連携という言葉

だと小中学校があくまでも別々の主体であるという消極的なものとなってしまいます。

小中一貫とすることで９年間の大きな括りとして捉え、一貫した教育を行うことで小

中一貫という言葉の意義があると考えます。 

 三鷹市の小中一貫校のタイプは、既存の校舎はそのままで小中学校の教員、あるい

は児童生徒が互いの学校を行き来しながら学ぶ、施設分離型を取り入れた小中一貫教

育を推し進めています。 

 前述しました市長のマニュフェスト「未来にはばたく・ふじよしだ」のホームペー

ジで、教育に関するマニフェストによると「下吉田第一小学校特認校の導入に加え隣

接している小中学校で６年間と３年間の義務教育期間を一貫して行う、小中連携型の



教育活動を地域の皆様にもご協力をいただきながら進めていきたいと考えています。

小中一貫校での教育活動により、中一ギャップを解消することが期待され、地域を愛

する心を育てることもできると確信しています」と述べています。 

 私も、このマニュフェストには大きな賛同を持ち共感しているところでありますが、

小中一貫校具現化に向けて、どのような形で小中一貫教育を進めていくのかお聞かせ

ください。以上２回目の質問とさせていただきます。 

 

２回目の教育長答弁 

 伊藤議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 伊藤議員御発言のとおり、私も「中一ギャップ」への対応は非常に重要であると考

えており、全国的にも「中一ギャップ」への対応については、様々な教育的取組が行

われております。 

 その取組のうち、小中連携教育は、小中学校の教員が情報交換や交流を行うことを

通じて、小学校から中学校への円滑な接続を目指す教育であり、また一方で、小中一

貫教育は、９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育体系である

ことと認識しております。 

 そのような中で、本市は、山梨県小中連携研究協議会に参加し、教育課程や学校運

営の在り方、教員の配置など様々な課題等を把握し、先進地事例から小中一貫教育の

導入には、数年間の準備期間が必要であることがわかりました。 

 本市におきましては、校舎が近くにある富士小学校と富士見台中学校、明見小学校

と明見中学校の４校で、小中連携活動を特に進めております。 

 これらの学校での取組につきましては、今月号の広報紙に掲載し、広く市民の皆様

にお知らせしたところであります。その内容としては、小学校への英語や数学の乗り

入れ授業をはじめ、小中学校合同のあいさつ運動、合唱交歓会や合同持久走大会、さ

らには、小中学校合同の職員会議等多岐に渡っております。 

 また、その他の小中学校におきましても、中学校生活の不安感を軽減するために、

小学校６年生の中学校での授業や部活動見学、中学校教員による小学校での出前授業

等を行っております。 

 このような中、喫緊の課題である「中一ギャップ」の解消のため、現在本市におい

て実践しております小中連携の教育活動は、とても有益であると捉えており、当面は、



富士小学校と富士見台中学校、明見小学校と明見中学校の４校で行っている小中連携

活動を他の小中学校においても効果的に取り入れて参ります。 

 その上で、小中一貫教育も含める中で、市内小中学校の実態に即した有効な教育形

態について継続して検討して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

３回目の質問 

 第１標題「小中一貫コミュニティスクール導入について」３回目の質問をさせてい

ただきます。 

 今月号の広報誌に掲載されました明見小と明見中、富士小と富士見台中の小中連携

活動に関する記事につきましては、私も興味深く読ませていただきました。大変すば

らしい活動だと感じました。多くの市民の皆様も、私と同じ考えをお持ちだと推測し

ます。今後も子供たちの健やかな成長のためにこのような活動を続け、更に市内の小

中学校に広げていただき、また市民の皆様に様々な形で、周知をしていただけたらと

考えます。 

 小中一貫コミュニティスクールについて、私の提案を述べさせていただきます。ま

ず、富士吉田市内に小中一貫の学校エリアを３ヶ所作ります。下吉田第一小学校、下

吉田第二小学校、下吉田東小学校、下吉田中学校を下吉田学園として一つのエリアと

します。同じく吉田小学校、吉田西小学校、吉田中学校を上吉田学園とします。そし

て明見小学校、富士小学校、明見中学校、富士見台中学校を富士見学園とし、それぞ

れ小中一貫校とします。この学園では、ご答弁でもいただきましたが、小中学校で授

業を連携し、中学校の先生が小学校で教えたり、小学校の先生が中学校で教えたりし

ます。部活動などの文化やスポーツの交流もしていきます。運動会などでも交流でき

る種目を考えていきます。例えば、下吉田第一小学校のやぶさめという伝統ある表現

を下吉田中学校の運動会などで披露します。児童数が減っている下吉田第一小学校も、

下吉田学園としての連携により集団での活動も可能となります。各学園に独自の学園

の歌や旗を作り、各学園の児童生徒に一体感を持たせます。コミュニティスクールの

根幹となる学校運営協議会も連携して開催し、保護者や地域住民の協力のもと行いま

す。 

 私は、時代がどんなに変わっても、みんなで助け合い支えあって生きていく社会こ



そが必要だと考えます。令和という新しい年号には、そういった思いも込められてい

ると聞いています。人々が協力しながら共に生きていく社会を担う子供たちを育てた

いと、どこの地域の人々も思っているはずです。そのためにも教育が、何よりも重要

な意味を持つと考えます。勉強のできる子もできない子も、貧しい子も裕福な子も、

お年寄りも子供も、障がいのある子もない子も、みんなが差別されずに手を携えて生

きていける地域社会、それこそが私たちの目指す成熟した社会だと考えます。 

 これからの学校は、子供たちの学びの場であると共に地域の中心軸となってコミュ

ニティの生成する場となるべきだと考えます。地域の人々が学校に集まり全員で考え、

人に教えたり教えられたりして生きがいを見つける生涯学習の場としても機能する、

子供たちは、親や教員だけではない様々な職業や年齢の人たちとかかわることで価値

観を広げる。そのために小中一貫コミュニティスクールが重要な役割を果たすものだ

と確信しています。学校が小中一貫コミュニティスクールになったからと言って、そ

れがすぐに子供たちの学力向上に繋り、いじめや不登校がなくなるという訳ではない

でしょう。しかし、小中一貫コミュニティスクールにすることによって、保護者や地

域住民、教員に大きな意識変化をもたらし、それは間違いなく子供たちにもプラスに

作用すると考えます。私の提案に関して執行者のご見解をお聞かせください。 

 以上、３回目の質問とさせていただきます。 

 

３回目の教育長答弁 

 伊藤議員の３回目の御質問にお答えいたします。 

 小中一貫コミュニティスクールの御提案についてでありますが、本市の小中一貫教

育を含めた教育形態についての考え方やコミュニティスクールについての取組につき

ましては、先ほど答弁申し上げましたとおりであります。 

 その上で、伊藤議員御発言のとおり、全ての人が助け合い、支え合って生きていく

社会の形成や、地域が協力して子どもたちを育てることはとても重要であると考えて

おります。 

 したがいまして、子どもたちが多様な考え方に触れる中で資質や能力を伸ばすこと

ができるよう、地域住民と学校との協働の在り方について今後も検討して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 



第２標題「新倉山浅間公園スロープカー設置について」 

１回目の質問 

 第２標題「新倉山浅間公園スロープカー設置について」、１回目の質問をさせていた

だきます。 

 今年も富士山が雪化粧をし、紅葉シーズンに入った 11 月２日から４日の３連休、多

くの観光客の皆様が国内外から新倉山浅間公園忠霊塔に訪れてくれました。本市にと

っては大変ありがたいことではありますが、この付近の住民の方から「車の渋滞が激

しく家から車を出せない」等の苦情をもらいました。早速、市の担当部署に連絡した

ところ、警備員の配置や大駐車場の西側ゲートを開け、車の往来をスムースにする対

応をしていただきました。大変ありがとうございました。 

 新倉山浅間公園付近に住む市民の方にとって、この辺りの道路は生活道路です。混

雑が負担にならないように適切な対応を今後もよろしくお願いします。 

 さて本年度、新倉山浅間公園に設置されている赤外線センサーの来訪者カウンター

によると、４月から 10 月の半年間ですでに 30 万人を超え、一年間では 50 万人を超

える観光客の方が訪れてくれると予想されています。四季を通して富士山と五重塔の

美しいロケーションを楽しめるこの地は、テレビの情報番組に多く取り上げられるな

ど、マスコミの関心も高く、今後ますますこの地を訪れる観光客の方は増えていくと

考えられます。 

 そういった中で、この新倉山浅間公園忠霊塔地域の開発整備について、何人かの議

員の方が発言されています。平成 29 年 12 月定例会において桑原守雄議員がお年寄り

やお体の不自由な方も、この美しい風景を体感できるようにと小型ケーブルカー敷設

について一般質問を行っています。 

 その質問に対する答弁では、「関係団体との調整をはじめ、民間業者の参入や費用対

効果、整備後の管理運営方法などを含め関係機関と協議を行う中で、総合的な観点か

ら慎重に調査研究して参ります。」と発言されています。そこで市長にお尋ねいたしま

す。平成 29 年から今日までの２年間小型ケーブルカー敷設について、どのように調査

研究をしてきたのか、具体的な内容をお聞かせください。 

 以上、第２標題１回目の質問とさせていただきます。 

 

１回目の市長答弁 



 新倉山浅間公園のスロープカー設置についての御質問にお答えいたします。 

 新倉山浅間公園につきましては、伊藤議員御発言のとおり、その素晴らしい景観か

ら来訪者が年々増加しており、年間の来訪者数は 50 万人の節目を超える見通しであ

ります。国内外の多くの方々にお越しいただくことは、本当に喜ばしいことでありま

すが、一方で、周辺環境を含め、高齢者や体の不自由な方のための輸送手段の整備に

ついても課題となっているところであります。 

 さて、伊藤議員御質問の調査研究についてでありますが、２年前の答弁で申し上げ

ましたとおり、ケーブルカー等の輸送手段の整備は大規模な開発になるものであり、

関係団体との調整をはじめ、民間事業者の参入や費用対効果、整備後の管理運営方法

等も含め多くの課題があり、その認識は今でも変わっておりません。このような中、

まずできることとして、本年４月、桜まつりにおいて、実証実験としてタクシー協会

との連携により境内地から忠霊塔までの運行を行いました。乗降場所で混雑はしたも

のの、来訪者の輸送について一定の効果があることがわかりました。また、民間事業

者に依頼し、咲くや姫階段に隣接するつづら折りの道路に電動カートの走行調査を行

ったところでありますが、人との接触の危険性は避けられないことや運行要員の確保、

輸送人数、冬季の稼働時期の問題など維持管理の課題が指摘されております。その他、

下吉田駅からの輸送を考えた場合には、鉄道敷地や高速道路等との関連など、軌道敷

の確保を含め関係機関や民間地権者等との間に用地取得・利用といった大きな課題が

あることもわかっております。 

 輸送手段の整備には、先ほど申し上げましたとおり、その維持管理も含めた費用対

効果、財源、運営手法等に加え、利用者の動線についての検討も必要となります。さ

らには、ルートの選定に伴う発着場所やその所有者の問題、そこに至る交通アクセス

など周辺環境にも配慮しなければならない多くの課題がありますので、引き続き総合

的な観点から慎重な検討が必要だと認識しているところであります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 第２標題「新倉山浅間公園スロープカー設置について」２回目の質問をさせていた

だきます。 

 私は、本年 10 月、会派の研修で北九州市皿倉山のケーブルカーとスロープカーを運



営している皿倉登山鉄道株式会社を訪ねました。平成 30 年 10 月に一般社団法人・夜

景コンベンションビューローにより、第２回目の「日本新三大夜景都市」に北九州市

が選定され、台湾をはじめとするインバウンドのお客様がケーブルカーとスロープカ

ーを利用し皿倉山からの美しい風景を堪能し、平成 30 年には国内のお客様も含め 22

万９千人ほどの利用者があったとのことでした。ケーブルカーの敷設については、延

長 1,100ｍ、所要時間５分、定員 200 名、駅舎車両リニューアル工事を含め総工費 16

億円。またスロープカーについては、延長 159ｍ、所要時間３分、定員 40 名、総工費

１億 7,700 万円と施設の概要をご説明いただきました。ケーブルカーはよく聞く名称

でしたが、スロープカーという名称は、今回の研修で初めて知りました。スロープカ

ーとは、その名の通り施設の入り口から目的地まで急な坂道や階段がある場合におい

て、主に歩行困難な老人や車椅子利用者の輸送を目的としたバリアフリー対策として

導入されるケースが多く、また地形的に健常者でも歩行困難な２点間を連絡する目的

で設置されることもある跨座式のモノレール車両を言います。ケーブルカーとスロー

プカーの違いは、ケーブルカーは鉄道事業法が適用されるのに対しスロープカーは、

鉄道事業法適用外となり、運賃の設定も運輸局の指導を受けなくても良いというメリ

ットがあります。例えば、市民の方や障害者手帳をお持ちの方であれば、スロープカ

ーの利用運賃を半額に設定することもできます。皿倉山のケースでもわかるように、

工費もケーブルカーに比べて 10 分の１で敷設することが可能です。研修の目的を富

士山と五重塔で注目されている新倉山浅間公園に来訪者の輸送手段として何が適して

いるのか、学びたい旨を担当の方に伝えました。年間 50 万人ほどの国内外のお客様が

訪れてくれる場所であることを話すと、鉄道会社の役員の皆様は「それはうらやまし

い場所ですね、当地の２倍以上のお客様がいらっしゃるのですね」と羨望のまなざし

で話されました。新倉山浅間公園の現状を話しているうちに鉄道会社の社長より、「そ

れでした添田町にある英彦山スロープカーも研修されたらどうですか」とのお話をい

ただき早速調べたところ、英彦山の標高は 1,199ｍで新倉山の標高 1,180ｍとほぼ同

じだということもわかり、翌日訪れることにしました。添田町の役場に連絡し「突然

のお願いで大変申し訳ないのですが、英彦山スロープカーの研修をさせて欲しい」旨

を相談したところ幸いにも快いご回答をいただき、英彦山スロープカーの研修に向か

いました。英彦山スロープカーは、修験道の時代からある昔ながらの石段「表参道」

に沿って設置され車両は３両あり、銅鳥居脇の幸駅から発し花駅、参道駅を経て英彦



山神宮奉幣殿の神駅までの全長 1,318ｍをおよそ 15 分で結んでいる施設です。今まで

歩いてしか行けなかった英彦山神宮奉幣殿までの道のりを、誰でも気軽に楽しみなが

ら行けるようになっています。またバリアフリー対応で車椅子やベビーカーのまま乗

車することができます。 

 私は、このスロープカーの設置を新倉山浅間公園に導入することを提案させていた

だきます。建設ルートの案として麓駅から忠霊塔駅、アヤメの群生地までスロープカ

ーであれば少しの用地で設置が可能です。費用の面でもケーブルカーに比べて安価で

済みます。この施設を導入することにより、日本を代表する富士山と五重塔、そして

四季折々の美しい風景が世代を超えて、お体の不自由な方でも体感することが可能と

なります。来訪者等の輸送手段の整備につきましては、ご答弁でいただきましたよう

に様々な課題があることは、私も認識しております。しかし、四期目に入った堀内市

長のマニュフェスト、「交流を拓く、新倉山浅間公園の周辺環境の整備、訪日観光客増

加に対する体制強化、地域資源を活用した着地型観光の推進」、こういったことを更に

前に進めるためにも堀内市長のリーダーシップがあれば、実現可能であると大きな期

待を抱いております。 

 来年、令和２年に本市は、市制施行 70 周年を迎えます。このめでたき記念事業とし

て、新倉山浅間公園にスロープカーの設置を切に希望しますが、市長の考えをお聞か

せください。 

 以上２回目の質問とさせていただきます。 

 

２回目の市長答弁 

 伊藤議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 伊藤議員が新倉山浅間公園におけるスロープカーの有効性等、輸送手段について研

修されましたことは心強く感じており、私もその必要性は認識しているところであり

ます。 

 新倉山浅間公園は、今や多くの来訪者でにぎわい、そこからの富士山の眺望は、ま

さに日本を代表する景観となっており、高齢者や体の不自由な方にもその景観を楽し

んでいただくことは私も望んでいるものであります。 

 スロープカーの設置につきましては、先ほど答弁申し上げましたとおり、関係団体

との調整をはじめ、その維持管理も含めた費用対効果、財源、整備後の管理運営方法



等の課題に加え、ルート選定に伴う発着場所、利用者の動線や交通アクセス等周辺環

境にも配慮しなければならない多くの課題もありますが、公園周辺の環境整備と並行

して、引き続き総合的な観点から検討して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 第１標題「小中一貫コミュニティスクールの導入について」は、私の長年の懸案事

項であります。今後の進捗状況を見ながら、継続的に質問をしていきたいと考えます。

第２標題「新倉山浅間公園スロープカー設置について」は、議員研修で知見を得た事

と、市民の皆様から多くのご意見を頂く中で質問をさせて頂きました。今後も市民目

線の議員活動を行い、関係機関に訴えていきたいと考えます。 

ご清聴ありがとうございました。 


