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伊藤進議員 

第１標題「ウイズコロナ社会における本市の学校教育への取り組みについて」 

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 2 年 9 月定例議会におきまして、第

１標題ウイズコロナ社会における本市の学校教育への取り組みについて、第２標題ウ

イズコロナ社会における本市の地域活性化策について、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感謝申し上げます。 

 質問に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになりました

多くの皆様のご冥福をお祈り申し上げるとともに、感染された皆様には、心よりお見

舞い申し上げ、一日も早い回復をお祈り申し上げます。また感染拡大防止に向けて、

ご尽力を頂いております医療従事者をはじめ、関係各位に心から敬意と感謝を申し上

げます。 

 それでは質問に移らせていただきます。新型コロナウイルス感染症の拡大は、終息

がいつ来るのか予測のできない事態が続いています。そんな中で新型コロナウイルス

の感染拡大を警戒しながら、経済活動、社会活動を進めていこうとする期間「ウイズ

コロナ」という言葉が使われるようになりました。 

 第１標題ウイズコロナ社会における本市の学校教育への取り組みについてお尋ねい

たします。新型コロナウイルス感染症による休校で生じた学習の遅れを受けて、本市

でも小中学校の最終学年（小学 6 年生中学 3 年生）で学級を二分割して少人数授業を

行うための教員を追加配置する方針が決まったと聞いています。県内の状況を見ます

と７０％近くの１３市町村で、人材確保のめどが立っていないとのことです。幸いに

も本市では関係各位のご尽力により、加配教員そして学習指導員も人材確保のめどは

立っていると本年 8 月 18 日付の山梨日日新聞で拝見しました。人材の確保ができて

いるということは、大変喜ばしいことではありますが、市内小中学校の最終学年で学

級を二分割することにより、教室の確保はできているのでしょうか。学校の規模によ

りそれぞれの事情はあるかと考えますが、音楽室や図工室などの特定した教科の教室

は一般の授業には使えないと聞いています。小中学校の最終学年で学級を二分割した

場合の教室の確保についてお聞かせください。また文部科学省では、家庭用教材等の

印刷や保護者への連絡、健康管理等に係る学級担任の補助等を実施するために各校の

状況に応じて一名程度、スクールサポートスタッフを追加配置するように予算措置が
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されていると聞いています。 

 現在本市では、スクールサポートスタッフの人材確保についてどのような状況にあ

るのかお聞かせください。 

 以上、第１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 

 伊藤進議員のウイズコロナ社会における本市の学校教育への取り組みについての御

質問にお答えいたします。 

 まず、最終学年で学級を二分割して、少人数授業を行うための教室の確保について

でありますが、学級数の減少に伴い、以前は普通教室として使用していた教室を児童

活動室として利用しており、その教室を最終学年の少人数授業を行う教室として使用

するため、教室は確保されております。 

 次に、スクールサポートスタッフの人材確保の状況についてでありますが、２学期

始業日に合わせ、市内小中学校に合計で 18 名を任用し、新型コロナウイルス感染症対

策を強化するため、既に校内の消毒作業等に従事しております。 

 また、伊藤議員御質問のスクールサポートスタッフの他にも、学習の定着に応じた

きめ細かな指導を行うために、２学期の始業日から、市内小中学校に学力向上支援ス

タッフを 16 名任用しております。 

 これまでも、本市といたしましては、新型コロナウイルス感染症対策として、市内

小中学校の児童生徒及び教職員に対してマスクやアルコール消毒液、フェイスシール

ド、非接触型体温計の配布を行い、エアコン未設置校の普通教室への扇風機の増設等、

感染リスクを軽減するための対応を行っております。 

 さらに、修学旅行や遠足の実施に伴い、移動で利用するバス車内での密を回避する

ためにバスの台数を増やし、その増便したバスの費用を本市が負担するなど、ウイズ

コロナの中でも学校教育が円滑に行われるように様々な対策を講じております。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 第１標題 ウイズコロナ社会における本市の学校教育への取り組みについて２回目

の質問をいたします。 
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 新型コロナウイルス感染拡大の影響で短くなった夏休みが終わり、新学期がスター

トしました。異例の長期休校に続き、学習の遅れを取り戻すため、慣れない環境に翻

弄される子供たちの中には、家庭でも学校でも居場所がないと感じている子供たちも

いるのではないでしょうか。 

 国立成育医療研究センターは、7 歳から 17 歳までの子供や保護者を対象に、６月か

ら 7 月までの間、感染拡大が及ぼす影響についてネット上でアンケートを行い、およ

そ６８００人から回答を得ました。このうち「コロナのことを考えると嫌な気持ちに

なる」「最近集中できない」などと、何らかのストレス反応を示している子供は７２％

に上りました。 

 さらに自分や家族が感染した場合についての質問では、「秘密にしたい」と回答した

子供が３２％「秘密にしたい人が多いだろう」が４７％と多くの子供が、感染を知ら

れることに抵抗を感じていることがわかりました。また感染しても治った子供に対す

る意識については「あまり一緒には遊びたくない」と答えた子供が２２％、「遊びたく

ない人が多いだろう」が４０％でした。研究グループは、こうした意識は感染者への

差別やいじめにつながりやすく、夏休み明けの子供たちが強いストレスを感じている

と注意を促しています。 

 新型コロナウイルス感染症に伴う長期休業の影響、過密な教育課程、感染症対策に

より、いろいろな制限がある中での学校生活など、様々な心身のストレスを抱えて生

活している子供たちに、その影響はいじめ、不登校、地域間の学力格差につながる可

能性を孕んでいます。 

 本市では、学校や家庭での新しい生活様式による環境の変化に伴う子供たちの抱え

る様々なストレス解消のためにどのような対策をとっているのかお聞かせください。 

 また８月２５日のＮＨＫニュースでは、新潟県内の学校で新型コロナウイルスに関

するいじめが、これまでに確認できただけでも 8 件起きていたことが報道されていま

した。咳をしたり少し熱があるだけで「コロナでしょ」とからかわれたり、親が医療

関係の仕事についていることで偏見の目で見られたり、コロナに関するいじめや偏見

の報告事例が出てきているとのことです。学校再開に伴い、現在コロナ関連での市内

小中学校にいじめや差別、偏見等の報告はありますか。現状をお聞かせください。 

 また子供たちの心のケアなどに必要となってくるスクールカウンセラーやスクール
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ソーシャルワーカー、医療的ケアのための看護師の配置についてはどのような状況に

あるのかお聞かせください。 

 新型コロナウイルス感染予防のためには免疫力を高める体作りが大切だといわれて

います。本市の学校給食の献立を見ますと、大変きめ細やかに食材やメニューの紹介

があり、給食費無料化と共に献立の内容も保護者の皆様には大変好評だと聞いていま

す。教育には食育も重要な意味を持つものと考えます。私が特に感心したのは、日本

人の体に合う食事で医学博士も提唱している「まごわやさしい」という食材で給食を

提供している日があることです。今後もこのようなメニューを増やし、新型コロナウ

イルスや多くの感染症に負けない免疫力の高まる体づくりのメニューを増やしてほし

いと考えますが、見解をお聞かせください。 

 以上第１標題、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。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、子どもたちは心身ともに大きな影響

を受けております。学校において子どもたちをしっかりと守っていくための具体的な

取組につきましては、既に教育委員会で実施しておりますので、伊藤議員からの子ど

もたちの抱える様々なストレス解消のための対策、コロナ関連でのいじめや差別、偏

見等の報告の有無、スクールカウンセラー等の配置状況、学校給食のメニューについ

てのそれぞれの御質問につきましては、教育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。 

 

２回目の教育長答弁 

 伊藤議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、学校や家庭での新しい生活様式による環境の変化に伴う、子どもたちの抱え

る様々なストレス解消のための対策についてでありますが、通常の教育活動の全てを

制限するのではなく、学校生活における感染症予防について、その重要性を教員と児

童生徒が共に理解し、身につけることが必要であるため、養護教諭や学級担任が毎日

の健康観察をはじめとする環境づくりを行っております。そして、感染症対策を講じ

る中で、でき得る限り従来の学校生活を行うことが、児童生徒に過剰なストレスを生
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じさせない、またストレスを解消できるとの考えにより、活動しております。 

 例を挙げますと、県の中学校総合体育大会への参加、体育祭や運動会の開催、林間

学校や修学旅行の実施など、ウイズコロナの中でも感染症対策をしっかりと講じた上

で、学校生活を通常どおり行うことであります。 

 次に、学校再開に伴い、コロナ関連での市内小中学校にいじめや差別、偏見等の報

告があるかについてでありますが、幸いにして、市内小中学校では感染者は発生して

おらず、そのような事案はございませんが、学級担任は、学級活動や道徳などの授業

において、コロナ関連も含めいじめや差別のない学級づくりのための指導を行ってお

り、その指導方針については、児童生徒の保護者に対しましても通知をしております。 

 次に、子どもたちの心のケアなどに必要となってくるスクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカー、医療的ケアのための看護師の配置についてでありますが、

スクールカウンセラーは、県の任用であり、市内小中学校に１名ずつ任用されており

ます。 

 さらに、本市では、心理面での専門分野の対応ができるように、独自に心理士を２

名任用し、心のケアが必要な児童生徒に対応しております。 

 加えて、不登校など様々な課題を抱える児童生徒の対応のために教員のＯＢを複数

名、総合教育支援員として任用しており、相談業務や児童生徒の支援にあたっており

ます。 

 また、スクールソーシャルワーカーにつきましても、本市で任用しており、福祉的

な観点でのケアが必要な児童生徒やその家庭の相談業務にあたっております。 

 そして、医療的ケアのための看護師の配置につきましては、本市においては、現在、

医療的ケアが必要な児童生徒は在籍しておりませんので、配置の必要はございません。 

 しかしながら、本年度から教育委員会に保健師を配置し、課題を抱える児童生徒に

対して、より詳しい医療的見地からの対応もできるように、健康長寿課などの保健師

とも連携を取りながら対応しております。 

 次に、「免疫力を高めるためのメニューづくり」についてでありますが、伊藤議員御

発言のとおり、新型コロナウイルスの感染予防には、免疫機能を高めることは大変重

要であると認識しております。 

 この「免疫機能」につきましては、特異的にウイルスを防御する栄養素はいまだに

ないとされておりますが、より多くの栄養素を摂取し、清潔、適度な運動、睡眠休憩、
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前向きな気持ちが保たれるよう、児童生徒の家庭内での協力も不可欠であると認識し

ております。 

 このような中、本市の学校給食では、献立表から小中学校ともに、一人当たりの平

均栄養摂取量を毎月割り出す中で、家庭で不足しがちな 11 種類の栄養素が摂取でき

ており、その内、ビタミンＢ１、Ｂ２、ビタミンＣ、亜鉛、鉄、マグネシウム、カル

シウム等は、平均学校給食基準値に比べ 1.3 パーセントから 1.8 パーセント増となっ

ており、児童生徒の体力向上や心身の健全な育成にもつながっております。 

 さらに献立には、栄養バランスはもちろんのこと、免疫力アップのため、海藻類、

緑黄色野菜、豆類をバランスよく取り入れております。これら食物の調理につきまし

ては、成長期に必要な栄養摂取ができるよう工夫しており、７種類以上の食材を使い、

和食の基本食材の豆の「ま」やごまの「ご」等の頭文字をとって名付けた、「まごわや

さしい献立」や、よく噛むことが栄養摂取に効果的であることから、食材をよく噛む

ことができるような噛み応えのある根菜類等を取り入れた「カミカミ献立」を毎月各

１回組み込んでおります。 

 いずれにいたしましても、よく噛むことで、消化吸収を助け、十分な栄養を摂取す

ることで免疫力が高まることから、今後もより創意工夫した献立を組み込んでまいり

たいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「ウイズコロナ社会における本市の地域活性化策について」 

１回目の質問 

 第２標題ウイズコロナ社会における本市の地域活性化策についてお尋ねいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、密を避けるための新しい生活様式を推進し情

報通信システムＩＣＴを活用し、時間や場所の制限を受けずに柔軟に働く形態、テレ

ワークを多くの企業が取り入れました。テレワークを旅先でしながら、余暇を楽しむ

ワーケーションという仕組みを宿泊業者や行政が主導してＰＲする自治体も現れまし

た。8 月 5 日付の山梨日日新聞によると山中湖村のホテルでは、ワーケーションを組

み入れた家族向けのプランを始め、仕事をする親には、室内やラウンジで高速無線通

信のＷｉ‐Ｆｉ環境を提供し、家族にはカヌー体験や手打ちほうとう体験などを楽し

めるオプションを用意しているとのことです。また都留市では、キャンプ場を併設し
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たサテライトオフィスを建設し、都市部を離れて仕事をする人たちにワーケーション

をアピールするとのことです。政府は、観光戦略実行推進会議で、新型コロナウイル

スの感染拡大の影響で観光業は「大変厳しい状況にある」と指摘したうえで、観光と

仕事を両立してワーケーションの普及に前向きであるとしています。 

 富士山をはじめとする観光資源が潤沢にある本市においては、このワーケーション

の仕組みは地域活性化に対する重要なツールになりうると考えます。行政がイニシア

チブをとってワーケーションを推し進めるべきだと考えますが、市長の見解をお聞か

せください。 

 次にマイクロツーリズムについてお尋ねします。自宅から数十分から二時間程度圏

内の地元または近隣への宿泊観光や日帰り旅行をマイクロツーリズムといいます。リ

ゾートホテルの社長が提唱したといわれています。マイクロツーリズムは、リピート

利用の潜在性は高く市場規模もそれなりにあるといわれています。繰り返し利用して

もらう仕組みを持つことで、持続可能で安定したマーケットになる可能性も孕んでい

ます。県をまたいでの自粛を求められている中、観光産業を回復させる手段として注

目されています。富士五湖地域には我が国トップクラスの観光資源があります。本市

にも気象観測の歴史を語るうえで欠かせない存在の富士山レーダードーム館や世界遺

産富士山を学べるふじさんミュージアムなどがあります。また近隣の山中湖村には三

島由紀夫記念館、富士河口湖町にはオルゴール館と地元の方が訪れても、多くのこと

を学び楽しめる施設があります。市内観光スポットをマップにしてポイントラリーな

どをする企画をしてはいかがでしょうか。新型コロナウイルスの影響で客足の大幅な

落ち込みが続く富士五湖地域の宿泊施設や観光施設救済のためにもマイクロツーリズ

ムを施策として広域行政とも連携して取り入れてほしいと考えますが、市長の見解を

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 

 ウイズコロナ社会における本市の地域活性化策についての御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、ワーケーションの推進についてでありますが、新型コロナウイルスの感染拡

大は、社会に大きな変化をもたらしました。特にＩＣＴを活用した柔軟な勤務形態と
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して、テレワークが急速に普及し、オフィスに行かなくとも仕事ができることを、多

くの企業や人々が実感しました。その中で、旅先でテレワークを行いながら余暇を楽

しむワーケーションが今、注目されております。 

 本市は、都心から約２時間という距離にあり、都会の喧噪から解放され、富士山の

眺望や豊かな自然環境の中で仕事をすることにより、創造性や生産性を向上させるこ

とができる街であると考えております。この環境をいかし、多様なスタンスでアプロ

ーチをかけることがワ―ケーションの取組であると認識しています。 

 また、ワーケーションを更に推し進めることで、都心と地方での２拠点居住の可能

性を広げるとともに、移住定住につながる可能性もあると考えております。 

 一方、緊急事態宣言の発出や首都圏からの移動制限等で、市内の宿泊施設はかつて

ない打撃を受け、厳しい状況が続いております。現在は週末を中心に徐々に回復しつ

つありますが、インバウンド向けに宿泊を提供してきたゲストハウスは、依然厳しい

状況が続いております。 

 このことから本市では、安価で長期滞在でき、既にＷｉ-Ｆｉ環境が整備されている

ゲストハウスをワーケーションの受皿として検討しております。また、ワ―ケーショ

ンシーンの場所としては、新倉山浅間公園やパインズパーク等の富士山の眺望、豊か

な自然を感じられる場所や市立図書館、サテライトオフィスなどでのビジネスシーン、

アフターファイブを楽しむ夜の西裏地区等での飲食、富士北麓エリアでのアクティビ

ティ等、様々なシーンを情報発信し、プロモーションを強力に進めたいと考えており

ます。 

 いずれにいたしましても、ワーケーションの場所として選ばれる街としてのイメー

ジを確立するとともに、ワーケーションの需要に応えられる街づくりを進めてまいり

ます。 

 次に、マイクロツーリズムについてでありますが、新型コロナウイルスが終息して

も長距離の移動を伴う旅行の回復には、一定の時間を要すると考えております。 

 マイクロツーリズムは、伊藤議員御発言のとおり、２時間圏内の地元または近隣へ

の宿泊観光や日帰り観光を指すものであり、本市のホームページへのアクセス数は、

これまで首都圏在住の方が多くを占めておりましたが、現在は県内の皆様からのアク

セス数が増加している状況であります。ウイズコロナ期における観光の在り方の前提

は、「観光が感染拡大につながらないこと」であり、マイクロツーリズムを通じ地域内
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観光を推進することで、ウイルス拡散のリスクを軽減しながら安心安全な観光需要を

作りあげていくことが必要であると考えております。 

 また、観光スポットを巡るポイントラリーについては、今までに市や各種団体等に

おいて、様々な趣向を凝らして取り組んでまいりました。現在においては、観光スポ

ットを巡るだけでなく、本市の特徴である産業や富士山信仰等の魅力を引き出すよう

な観光商品を生み出し、観光資源の魅力を更に磨き上げるとともに、ＰＲを強化し、

マイクロツーリズムの延長線上にある国内や海外からの観光客誘致へとつなげてまい

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 ウイズコロナ社会における本市の地域活性化策について２回目の質問を

させていただきます。 

 今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により本市では、全国に先駆けてコロ

ナ撲滅支援金として、市民一人につき一万円の給付を行いまた市民への感謝のチケッ

トとして、一人 5000 円の七福来券という商品券を支給してくれました。その他にもひ

とり親家庭への支援や飲食店への支援など、市民に対して手厚いサポートをしていた

だきました。多くの市民の皆様から感謝の言葉を頂戴しております。堀内市長をはじ

め幹部職員の皆様、職員の皆様に心より御礼を申し上げます。 

 この、人にやさしく故郷として誇れる富士吉田に、新型コロナウイルス感染拡大を

機に多くの企業や移住者が増えてくれることを実現したいと考えます。 

 総務省の 1 月 1 日時点の人口動態調査で、東京都は、全国最多の６万８５４７人の

人口増加となり、一極集中の構図が鮮明になっています。政府は、７月に閣議決定し

た地方創生の基本方針で、東京企業の地方オフィス開設やリモートワークへの支援を

通じて地方移住を進めるとしました。菅官房長官は、８月 2 日のＮＨＫ番組で「一極

集中是正を一気に推進できる最高のチャンスだ」と力強く語りました。都市部でのコ

ロナ感染拡大は、人の移動や経済活動の停滞を招き、人口集中のリスクを顕在化させ

ました。在宅遠隔勤務などのリモートワークを導入する企業も増えてきていると聞き

ます。人の流れが変わりつつあるのではないでしょうか。 

 新しい企業誘致の形として、テレワークの導入が進むことにより事業所が家賃の高
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い東京にある必要はないとの考えも広まっています。そういった意味合いにおいて、

企業本社や官公庁・団体の本庁舎、本部から離れたところに設置されるサテライトオ

フィスの誘致を更に進めることを提案します。市内でもいくつかのサテライトオフィ

スが開設しておりますが、富士吉田市のさらなる活性化につなげるためにも、官民一

体となって、取り組む必要があると考えます。執行者の見解をお聞かせください。 

 ソーシャルディスタンスを保ちながら楽しむエンタメとして「ドライブインシアタ

ー」が、今再び注目を集めています。かつてのバブル期には全国に 20 か所以上存在し

ていました。「ドライブインシアター」とは、広大な駐車場にスクリーンを配置して車

に乗ったまま映画を鑑賞できる映画上映施設です。それぞれの車内で鑑賞できるので、

プライベートな雰囲気で特別感のある時間を楽しむことができるだけでなく、カップ

ルはもちろん子供連れファミリーでも、一人でも気兼ねなく楽しめます。新型コロナ

ウイルス感染拡大で様々なイベントが中止になり、多くの市民の皆様が閉塞感を感じ

ていることだと思います。道の駅富士吉田や山梨県とも連携して、富士山パーキング

などでこの「ドライブインシアター」を企画してはいかがでしょうか。見解をお聞か

せください。 

 多くのインバウンドの観光客や県外からの観光客が訪れてくれた新倉山浅間公園は、

新型コロナウイルス感染症の影響で、今は閑散としています。しかし 8 月 24 日の産経

新聞電子版ニュースによると、新型コロナウイルス感染症の終息後に観光旅行したい

国や地域の第一位に日本が選ばれていました。二位の韓国にダブルスコアの差をつけ

て断トツの一位でした。新型コロナウイルス感染症の終息が半年先なのか一年後なの

か、それ以上になるのか誰にも予測はできません。そういった中で今、私が思うのは

観光客が訪れない今だからこそ、新倉山浅間公園のインフラ整備についてスピード感

を持って整備する大きなチャンスではないかと考えます。年間 50 万人近く集客でき

そうにあった人気のスポットを今のうちに整備して、私が昨年 12 月定例会で質問さ

せていただいたスロープカーの敷設に関しても早期に実現できるように切に希望しま

す。執行者の見解をお聞かせください。 

 以上第２標題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。 
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 東京圏への人口の一極集中は、地方の急激な人口減少を加速させており、特に地方

における若い世代の人口減少は、地方の更なる少子化に拍車を掛ける結果となってお

ります。そのため政府は「地方創生」として、地方の人口減少に歯止めをかけるため

に、東京圏への人口集中を是正し地方への人口流入を増やすことで活性化を進めてお

りましたが、伊藤議員御発言のとおり、東京圏の人口増加は止まらない状況です。 

 そのような中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、社会生活や働き方等に大

きな変化をもたらしました。感染拡大は社会にとって大きなリスクであり、多くの尊

い命を失う危機的状況でありますが、私はこの危機的状況を、日本の大きな課題を解

決する動きにつなげていく必要があると考えております。 

 さて、サテライトオフィスの誘致についてでありますが、多くの企業が実施してい

る取組に、テレワークやモバイルワークなど場所を選ばない多様な働き方が存在いた

します。その中に、オフィスの所在地を変えることや増やすことで多様な働き方を実

現しようとする試みとしてサテライトオフィスがあります。このサテライトオフィス

の誘致への取組は、地方創生の観点からコロナ危機が表面化する前よりその重要性や

可能性を認識し、本市では、平成 30 年４月から富士吉田市サテライトオフィス整備費

補助金制度を創設し、運用してまいりました。現在、この制度を活用したサテライト

オフィスが新西原地区において稼働しているところであり、また、新たに上吉田地区

への開設計画も進行しております。 

 新型コロナウイルスのもたらした急速な社会の変動は、本市が取り組んでいるサテ

ライトオフィス誘致の更なる後押しを進めるものと考えております。 

本市といたしましては、富士吉田市サテライトオフィス整備費補助金制度を最大限活

用し、民間が開設するサテライトオフィス事業を側面から支援し、拡充することで、

首都圏等からの移住の受入れ及び企業誘致につなげてまいります。 

 次に、新型コロナウイルス感染拡大により様々なイベントが中止になる中での「ド

ライブインシアター」の企画についてでありますが、社会に閉塞感がある中で気兼ね

なく楽しめる環境を提供することは、大切なことであると考えております。過去には、

市内のまちづくり団体であります「ユニバーシティオブマウントフジ」が、平成 24 年

８月に現在の人材開発センター富士研修所において、屋外で映画上映会を開催した経

緯があります。現在は、この団体からの流れを継承する地元のまちづくりグループが、

市内の様々な場所を利用して定期的に映画上映会を行っており、定期上映会の一環と
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して屋外映画上映会の開催を検討しているとのことです。本市といたしましても、関

係者とともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に配慮した楽しみ方の提案及び

支援をしてまいりたいと考えております。 

 次に、新倉山浅間公園についてでありますが、現在の状況から新型コロナウイルス

感染症が終息した後には、再びこれまでと同様に多くの方々が訪れるものと考えてお

ります。こうしたことから、公園を訪れた方々が気持ちよく美しい景色を満喫できる

よう、現在展望デッキの拡張及び周辺の動線計画のための、設計業務委託を発注し検

討を行っております。 

 また、周辺整備につきましても、下吉田駅周辺等に新たに新倉山浅間公園利用者専

用の駐車場整備を検討しており、現在、測量概略検討業務委託を行っているところで

あります。 

 また、スロープカーの設置につきましては、関係団体との調整を始め、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

多くの課題があることから、公園周辺の環境整備と並行して、引き続き総合的な観点

から検討してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 人類を恐怖のどん底に陥れたペストの流行でケンブリッジ大学が長期休校になった

時学生だったアイザックニュートンは故郷に疎開してあの万有引力の法則を発見した

といわれます。 

 ウイズコロナの社会は －
マイナス

ばかりを私達に与えるものではないと考えます。この難

局を＋
プラス

に捉え、執行者には今後も市民の皆様に希望を与える施策に取り組んで頂きた

いと考えます。 

 今後も市民目線に立った議員活動を続けて参ります。 

 ご清聴有難うございました。 


