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渡辺将議員 

第１標題「富士吉田市の観光資源の強化・発掘について」 

１回目の質問 

 令和２年 9 月定例会において次の通り一般質問をさせていただきます。 

 初めに昨年の 12 月定例会で私が一般質問致しました下吉田コミュニティセンター

の施設の整備についての件で、今年度より実施設計の運びとなり、市民の代表者とし

て誠に感謝申し上げます。そして、利用者の意見が反映され、より一層利用しやすい

施設になるようお願い申し上げます。 

 また、新型コロナウイルス感染症に従事している医療関係者、消防署員及び市の職

員の方々に敬意を表します。 

 このような時期に、新型コロナウイルス感染症とは関係のない質問をしてよいのか

と非常に悩みましたが、いずれ収束し、人の移動の制限も無くなり自由に旅行が出来

る時に備え、富士吉田市の発展のために次の質問をさせて頂きます。 

第 1 標題 富士吉田市の観光資源の強化・発掘について 

第 2 標題 防災について質問をさせて頂きます。 

第１標題 富士吉田市の観光資源の強化・発掘について 

 富士吉田市では地域創生総合戦略として富士吉田市まち・ひと・しごと創生人口ビ

ジョン総合戦略があります。総合戦略第一期は平成２７年度から令和元年で最初の 5

か年が終わり、現在は第二期目に入っております。 

 その中に人口ビジョンの基本目標１「人を呼び込み、人に選ばれる魅力ある地域づ

くりの推進」とあり、その政策の中に「観光・地域資源の活用強化と新たな産業の創

出」とあります。今回は観光・地域資源の活用強化と市内に人を呼び込む街づくりに

ついて質問をさせて頂きます。 

 富士吉田市にはたくさんの自然があり、素晴らしい四季があり、その豊富な観光資

源を利用して市が発展して行ければと考えています。 

 近年の首都圏における観光客の動向をみると、自然を求め、また家族連れの観光客

はハイキングやキャンプが出来る場所を求め山梨県や長野県方面に多くの観光客が訪

れています。その観光客が富士吉田市内に足を運んで来れるような政策を立てること

が重要であります。 

 東京には富士吉田市に参考となる人気観光スポット標高 599m の高尾山ハイキング
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コースがあります。高尾山の登山客数は年間 300 万人、2007 年にはミシュランで三ツ

星を獲得しました。また、都心から 1 時間でいけて、豊富な自然があり手軽に行ける

観光スポットになっています。 

 一方わが市には高尾山に負けないくらいのハイキングコースがあります。それは富

士山を眺めながらハイキングができる標高 1180ｍの新倉山と 360 度の大パノラマが

広がる超絶景スポット、標高 1598ｍの杓子山です。どちらの山の頂上からも富士山と

富士吉田市の街並みが一望でき、その近くには温泉施設もあります。この観光資源を

もっと県内外に発信したらどうでしょうか？ビューポイントの整備やハイキングコー

スの整備を進め、ハイキングと温泉、これらの資源が有機的に結び合うことで魅力を

高め、ハイキング等で富士北麓地域に訪れる観光客はもちろん、多くの人々に、本市

の豊かな自然を体感していただくとともに温泉施設や宿泊施設を利用していただくこ

とで市の発展につながればと考えます。 

 新倉山のハイキングコースを維持している団体「富士見の会」の方々と新倉山ハイ

キングコースの説明を聞きながら、2 つのルートで登ってみました。1 ルート目は富士

見町ゲートボール場付近から新倉山頂上に登り鐘付き堂から忠霊塔に下山してくるコ

ース、2 ルート目は富士見孝徳公園から新倉山頂上に登り鐘付き堂から忠霊塔に下山

するコース、この２つのルートで登りました。感想は自然が豊かで空気が澄んでいて

美味しく、富士山を眺めながら登る景色は最高でした。 

 しかし、どちらのコースも観光客を呼び込むにはコース整備が必要だと感じました。

以前杓子山にも登山しましたが、やはりこちらも登山道の整備が必要な箇所があり、

小さな子供と登るには少し危険な所があるように感じました。 

 一方、高尾山は登山道が整備されていて登りやすくなっています。私は新倉山と杓

子山はどちらのコースも安全に登山することができるよう、先ほども述べさせていた

だきましたが、ハイキングコースの整備がやはり必要であると考えます。市の考えを

聞かせてください。 

 さらには、観光客を呼び込む為に、頂上付近の整備や見晴台などを設置も必要だと

思います。市の考えをお聞かせください。 

 続いて、本市の基本目標１にある「人を呼び込み、人に選ばれる魅力ある地域づく

りの推進」についてですが、私も人を呼び込める魅力のある街づくりは非常に大切だ

と思います。2019 年度の日本人の国内観光消費額は 21 兆 9114 億円、日帰り旅行消費
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額は 4.7 兆円でした。インバウンドの旅行消費額は 4.8 兆円でした。日帰り旅行とイ

ンバウンドの旅行とほぼ同額でした。私が前回の一般質問で、今後の富士吉田市の発

展には日本人観光客に受ける街づくりが必要だと発言させていただきました。その為

には本町通りを積極的に整備して魅力のある通りにすることがやはり大切であると考

えます。日本人観光客は情緒あふれる綺麗な街並みを好みます。金鳥居より上の街並

みが日本人には好まれると思います。それが下吉田駅まで続けば、自慢できるメイン

通りに変わるのではないかと思います。まばらで統一感がないアーケード、段差があ

り歩きづらく欠点だらけの歩道、夜になると真っ暗になって歩きづらい本町 1 丁目付

近の街灯など日本人に好まれる街並みになるには問題が山積だと思います。昨今の状

況を鑑み、インバウンド需要が増えていくことも予想されます。だからこそもう一度

お聞きします。本当に下吉田のアーケードの街並みはこのままで良いのでしょうか？ 

 また、前回、私が本町通りについて一般質問したところ、市長はＬＬＣを設立し中

心市街地活性化プロジェクト事業を展開して新世界乾杯通りを復活させたとおっしゃ

っていました。確かに市内外から大勢のお客様が新世界乾杯通り、西裏界隈に訪れる

ようになりました。 

 しかし、昼間の本町通りは閑散として、昔から営業をしていたお店が段々と店を閉

め、空き家、シャッターを閉めている店が目立つようになってきています。私は最近

の本町通りの雰囲気が暗くなっているように感じますが、このような状況を市長はど

う感じていますか？ 

 また、本町通りのアーケードの撤廃、歩道の整備について以前アンケート調査をし

たとお聞きましたが、いつ、どの様な形式でアンケート調査を実施したかお答えくだ

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 

 渡辺将議員の富士吉田市の観光資源の強化・発掘についての御質問にお答えいたし

ます。 

 本市には、市街地を取り巻く豊かな自然や富士山の美しい眺望を望める場所が数多

くあります。渡辺将議員御発言のとおり、昨今では自然を体験することができる環境

へのニーズの存在と、これを満足させることのできる場所の提供が重要であると認識
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しております。 

 本市は、都心から約２時間という距離にあり、この地理的環境をいかして、多様な

観光ＰＲを展開しておりますが、渡辺将議員御発言の新倉山や杓子山はその素晴らし

い眺望や自然をいかした「新倉山自然探索トレッキングルート」や「杓子山トレッキ

ングルート」として紹介しております。この他にも、「吉田口登山道トレッキングルー

ト」や「白糸の滝と殿入沢化石ルート」を紹介しております。新倉山や杓子山では地

域団体が独自に整備したルートもあり、これらのルートは、「富士吉田市観光魅力アッ

プ活性化事業補助金制度」を活用し、整備しております。また、最近では明見湖から

背戸山展望台への遊歩道もボランティア活動で整備しており、地域団体との調整が整

い次第順次紹介してまいりたいと考えております。 

 さらに、富士山の眺望を広く富士北麓に広げ、ロングトレイルコースを整備する動

きもあることから、今後、富士北麓市町村が連携する中で、広域観光のひとつとして

も魅力を高めてまいりたいと考えております。 

 また、山頂付近の整備や見晴台の設置についてでありますが、景観や安全性に配慮

しつつ、どのようなものが設置可能か、手法も含めて検討してまいります。 

 次に、下吉田のアーケードの街並みについてでありますが、渡辺将議員も御承知の

とおり、富士山に続くような本町通りの味わいのある看板や街路灯、雑多に交わる電

線やアーケードの向こうに見える雄大な富士山の写真が、ＳＮＳを通して全世界で話

題となり、新型コロナウイルス感染症の影響で今は落ち着いておりますが、国内外か

ら訪れる多くの人々が、その写真を撮る風景は記憶に新しいものとなっております。

先日お会いした観光庁のアドバイザーを務める専門家にお話を伺ったところ、「人は

必ずしも、美しく整備された綺麗な街並みだけを好むわけではなく、昔懐かしい、新

たに作ることができない失われた風景に、心を動かされることもあり、これらを証明

するように、多くの外国人が渋谷のような最先端の街では、スクランブル交差点の写

真だけを撮り、その後は、谷中などの都心の中でも昔の風情を残す街を訪れる傾向に

ある。」とのことでありました。   

 令和元年 12 月定例会の一般質問において答弁申し上げましたとおり、新世界通り

の復活やハタオリマチフェスティバル、ナイトタイムエコノミー等の中心市街地活性

化プロジェクト事業により、徐々に街のにぎわいを取り戻しつつあります。こうした

ことから、再開発などの急激な変化を求めるのではなく、事業をしっかり継続する中
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で、現在の昔懐かしい風情をいかし、残しながら街並みを整備していくことが必要で

あると考えております。 

 次に、最近の本町通りが暗くなっているように感じることについてでありますが、

生活の多様化や多くのものをまとめて購入するライフスタイルの変化により、多くの

市民の方々が買い物を郊外の総合スーパーや大手ドラッグストアなどで済ませるよう

になってきております。このような状況は、全国各地の商店街でも共通に抱えている

課題ではありますが、中心市街地の各商店では後継者問題等から次々と閉店している

光景も見受けられ、正に渡辺将議員御発言のとおりの状況であると認識しております。

このような中においても本市は、中心市街地の魅力や価値をいかしながら、新しい中

心市街地の在り方を求めていかなくてはならないと考えており、先ほど答弁申し上げ

ましたとおり、中心市街地活性化プロジェクト事業を継続する中で、新たな価値によ

る地域振興を目指してまいります。 

 次に、アーケード施設のアンケート調査についてでありますが、富士山の世界文化

遺産登録に伴い、アーケードの撤去の可能性について、平成 27 年度に富士吉田市商業

連合会に加盟する各商店会に対し、意向調査をお願いいたしましたが、結果として、

設置管理する商店会それぞれの事情により、統一した意思決定には至りませんでした。 

 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への意向を最優先し、

それに寄り添う中で、必要な支援に努めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 第 1 標題 富士吉田市の観光資源の強化・発掘について２回目の質問をさせて頂き

ます。 

 現在、新倉山の登山道は「富士見の会」や「アヤメの会」などのボランティア団体

によって維持されていますが新倉山登山道の最終地点の鐘付き堂は手つかず状態で、

もう少し手を加え，整備をすれば素晴らしい場所になると考えます。当然整備には資

金が必要です。現状富士吉田市にはその財源がなく、ボランティア団体の資金だけで

は足りない状況が続いています。やはり、継続的にハイキングコースを維持・整備す

るには資金が必要です。 

 そこで、クラウドファンディングを活用することで資金を調達してはどうでしょう
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か。富士吉田市には昨年「ハタオリマチ」で約 5800 万円、「富士山と桜と五重塔」で

約 7760 万円の資金を集めた実績があります。このクラウドファンディングを活用し

て資金を集め，新倉山のハイキングコースはもちろん、他のハイキングコースの整備

に充てたらどうでしょうか？ 

 富士吉田市の考えをお聞かせください。 

 続きまして、下吉田本町通りについて質問いたします。 

 確かに観光庁のアドバイザーの方がおっしゃっている通り本町通りは昭和レトロ感

を漂わす、昔を思い出すような街並みだと私も思います。その良い面は残しながら新

しい物を織り交ぜていくことが必要だと考えます。一度で飽きる街並みではなく、何

度でも足を運びたくなるような魅力ある街にするべきだと考えます。 

 現在の本町通りは住宅と商店が混在しています。商店会の意見はもちろんのことで

すが、そこに住まれている住民の意見に耳を傾け、取り込みながら、考えていくべき

だと思います。 

 なぜなら、行政で行っている施策と同時に、本町通りを整備・開発することで周辺

に移り住む人が増え、商業が活発となり、そして、既存している商店と融合し活気あ

る街となるのではないかと考えるからです。 

 県の事業で、金鳥居より下の上吉田本町通りが電柱の地中化に伴う道路の整備が行

われることが決まったと聞きました。同じ国道 139 号なのに下吉田本町通りはそのよ

うな計画もなく、取り残された感があります。 

 そこで、私は下吉田本町通りの住民の現状を把握すべく、令和２年５月１日から約

２週間かけて、住民の方々に協力して頂き、アンケート調査を実施いたしました。そ

して、８１名の方から回答を頂きました。その回答の中からいくつか紹介します。 

●電柱やアーケードの支柱が歩道を狭くしているため改善が必要。 

●街全体の景観を損なうためアーケードは不必要。 

●車で走っているとアーケードが邪魔をして店舗がわかりづらい。 

●観光地らしい歩道にして欲しい。 

●街灯は商店会の負担が大きいので、出来れば終わりにしたい。 

 他にもたくさんの切実な意見を頂きました。 

 本町通りのハード面の事業を行うのは山梨県です。今、市側がすべきことは、住民

と対話を行い、その意見を取りまとめ、一緒になって山梨県に住民の思いを陳情する
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べきだと考えます。 

 私はこのまま住民任せにしていると、20 年後、30 年後の下吉田本町通りは、今と何

も変わらないのではないかと考えます。 

 そこで、お聞きします。 

 本町通りを観光資源として活用されるおつもりはありますか？ 

 本町通りに住む市民の方々にアンケート調査を行ったり、住民と意見交換をしたり

する場を設けて頂けませんか？ 

 また、将来の本町通りはどうあるべきか？ 

 富士吉田市のお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、ハイキングコースの整備についてでありますが、新倉山や杓子山、白糸の滝

などのハイキングコースは、地域ボランティアの皆様の尊い御努力と献身的な活動に

より維持されております。地域の皆様の地元愛に感謝申し上げるとともに心より敬意

を表します。一方で、山間地の本格的な整備には莫大な費用と時間がかかりますこと

から、渡辺将議員御発言のクラウドファンディングも手法の一つであると考えており

ます。 

 クラウドファンディングは、全国の人々に共感していただける要素が第一に求めら

れ、また、実施に当たっては掲載機関の審査があることから、これらの条件が整えら

れるかどうかを含め検討してまいります。 

 次に、下吉田本町通りの観光資源としての活用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、昔懐かしい風情の残る下吉田本町通りは、多くの人々を魅了

する価値があるものと考えており、重要な観光資源であると認識しております。 

 これらの観光資源を最大限いかすため、新世界通りの復活やハタオリマチフェステ

ィバル、ナイトタイムエコノミー等の中心市街地活性化プロジェクト事業を展開し、

同エリアの魅力向上に努めているところであります。 

 今後におきましても、この中心市街地活性化プロジェクト事業を継続することで、

新たな価値による観光振興、地域振興を目指してまいります。 

 次に、本町通りに住む市民の方々へのアンケート調査の実施や住民との意見交換の
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場を設けること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、下吉田本

町通りにつきましては、昔懐かしい風情が多くの人々を魅了しておりますが、私を含

めてこの街に暮らす人々がいまだに気付かない価値があるとも考えております。まち

づくりにつきましては、当然住民の皆様の御意見をお聞きする中で進めていくことが

基本であると考えておりますが、私たちが気付かない価値があるということもしっか

り認識した上で、進むべき方向性を定めてまいりたいと考えております。その過程で

必要に応じてアンケート調査の実施や意見交換の場を設けることについて検討してま

いります。 

 次に、本町通りの将来像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、

下吉田本町通りにつきましては、様々な中心市街地活性化プロジェクト事業によって、

徐々に街のにぎわいを取り戻しつつあります。地域の方々が快適に生活できる住環境

整備を進める中に、今ある昔懐かしい風情をいかし、残しながら街並みを整備してい

くことが必要であると考えておりますので、中心市街地活性化プロジェクト事業を継

続する中で、新たな価値による地域振興を目指してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「防災について」 

１回目の質問 

 今年も線状降水帯が各地で発生し 48 時間降水量が 500 ミリ以上の降雨を記録する

など 50 年に一度、100 年に一度という大雨が降り各地に壊滅的な被害をもたらしまし

た。今回本市に、このような大雨は降りませんでしたが、いつ何時起こるかもしれま

せん。富士吉田市はその時に備え、市民の安全を確保するために、万全な政策を立て

なければ成らないと私は考えます。 

 そこで質問をさせて頂きます。 

 一つ目 富士吉田市でも防災マップがありますが、この様な降雨を考え、今後防災

マップの見直しを検討する予定はあるでしょうか？ 

 二つ目 富士吉田市として土砂災害や洪水浸水想定区域など危険な場所に建ってい

る公民館、避難所、市の管理する施設がありましたら教えてください。 

 三つ目 九州南部豪雨では一級河川の球摩川が氾濫したことで特別老人ホーム「千

寿園」で 14 人が心肺停止状態で見つかった痛ましい災害が発生しました。職員、近く
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の住民が救助に向かいましたが自然の脅威の前には敵わなかったようでした。現在、

市が把握している範囲で、市・民間が経営する介護施設等で山崩れ、川の増水などで

危険な場所にあり、避難警戒レベル 3 以上が発令された場合、より迅速に避難しなけ

ればならない施設があれば教えてください。 

 四つ目 富士吉田市には現在防災備蓄倉庫が 5 か所あり、約 6000 人分の 1 週間の

食料等が備蓄してあるとお聞きしましたが、万が一大規模な災害が発生した場合この

量で十分に足りるのか教えてください。また、今後、防災備蓄倉庫を増やす計画はあ

りますか？ 

 以上で一回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 防災についての御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の防災マップの見直しを検討する予定についてでありますが、近年多

発しているゲリラ豪雨等に備える土砂災害警戒区域等の指定は、山梨県が土砂災害防

止法に基づき指定を行うものであります。これまで指定されている警戒区域等に加え

て、本市においても必要が生じた場合には、山梨県に指定の働きかけを行っておりま

す。山梨県が新たに警戒区域等の指定を行った場合には、このことを受け、本市にお

いても土砂災害警戒マップの見直しにつなげております。 

 次に、２点目の土砂災害や浸水想定区域など危険な場所に建っている市が管理する

施設についてでありますが、本市においては洪水浸水想定区域については指定されて

おらず、指定のある土砂災害警戒区域内等に建っている本市が管理する施設は、市営

尾垂団地、市営新開団地、市立第三保育園の３施設となります。 

 次に、３点目の市や民間が経営する介護施設等で山崩れ、川の増水などで危険な場

所にあり、避難警戒レベル３以上が発令された場合、より迅速に避難しなければなら

ない施設についてでありますが、民間施設であります富士養生館デイサービス平山、

富士吉田聖ヨハネケアービレッジ寿第１ホーム・寿第２ホームの２施設であります。 

 なお、これらの施設のうち、市営新開団地、市立第三保育園及び富士養生館デイサ

ービス平山の区域につきましては、山梨県の事業であり、本市も予算負担等しており

ます急傾斜地崩壊対策事業が既に完了しており、区域の安全性が図られております。

また、市営尾垂団地につきましては、建物構造上、当該区域の安全基準を満たす建築
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となっており、ハード的な安全性を担保しております。 

 また、これらの施設等に対しましては、利用者の迅速かつ円滑な避難が確保できる

よう、日頃より指導を行っております。 

 次に、４点目の万が一大規模な災害が発生した場合、食料等の備蓄量が十分かどう

かについてでありますが、本市では南海トラフ地震や東海地震等の大規模災害時にお

ける避難者数を 6,000 人と想定し、アルファ米等の主食を一週間分備蓄するとともに、

ビスケットや菓子パン等を補助食として備蓄しております。さらに、学校給食センタ

ーでは、避難者におにぎりを提供できる炊き出し機能を有するとともに、食物アレル

ギーに対応した食料の提供も可能となっております。なお、災害規模等にもよります

が、およそ 72 時間後には国や県をはじめとする公的機関等から救援物資が届けられ

ることが想定されております。 

 また、防災備蓄倉庫を増やす計画についてでありますが、防災備蓄倉庫は、平成 10

年度から順次整備計画に基づき、市内５か所に各避難所と有機的な連携が図れるよう

均等に配備してきたものであり、市内全域で被災した場合においても対応が可能であ

ると認識しております。 

 このため、現時点では防災備蓄倉庫を新たに建設する予定はございませんが、今般

の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う対策において、ダンボール仕切り

パーティションをはじめとする備蓄品が増加していることなどから、新型コロナウイ

ルス感染症の感染状況等に応じて検討してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 第２標題 防災について２回目の質問をさせて頂きます。 

 洪水浸水想定区域にはありませんが、東町には昭和５１年に橋の上に建てられた第

13 分団詰所があります。住民の間には十数年前から橋の上に建っているので危険では

ないかという話が上がっていました。おそらく建てられたときには、適当な場所が見

つからなく、苦肉の策で建設されたのでしょう。橋の上に建っているので耐震性が弱

く倒壊する恐れがあり、その上、川の増水などで被害を受けるのではないかと団員や

住民たちは心配しています。 

 私も調べてみましたが、富士吉田市が想定している地震には、南海トラフ地震や南
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関東直下型地震のほかに、県内や県境にある複数の断層地震があります。いつ地震が

起きてもおかしくない環境にあります。また、富士吉田市には洪水浸水指定区域はな

いということですが、近年の異常気象を考えると想定外の雨が降ることも予想されま

す。 

 行政の指導の下、この危険な場所に建っている詰所を建て替えるにはどのような方

法があるのか教えてください。 

 また、この詰所に隣接する市有地が空き地となっています。その利用方法について

市の考えをお聞かせください。 

 続きまして防災備蓄倉庫について質問をさせて頂きます。 

 現在、防災備蓄倉庫は 5 か所あるということですが、物資がより円滑に各避難所に

運ばれるために、防災備蓄倉庫を現在あるものに加え、下吉田の東町・富士見町付近

に１か所、上吉田の下宿・中宿・中曽根付近に１か所、計 2 か所増やし、合計 7 か所

にしたらどうでしょうか？ 

 防災備蓄倉庫を新たに建設することが出来なければ、指定避難所となる各学校の空

き教室をプチ防災備蓄倉庫として活用して、食料などを備蓄したらどうでしょうか。

各避難所に物資を運ぶ手間が省け、避難所を運営する各自治会の自主防災会の活動が

円滑に行われるのではと思います。 

 また備蓄している食料について、首都圏が同時に被害を受けるような大規模な災害

があった場合、富士吉田市に物資が送られて来ないことが容易に予想されます。その

場合、６０００人分の 1 週間分の備蓄で足りるのでしょうか？  

 市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、１点目の消防団詰所の建て替えについてでありますが、老朽化等による詰所

の建て替えにつきましては、「富士吉田市消防団詰所整備事業補助金交付要綱」に基づ

き、自治会、消防団分団が行う既存詰所の撤去費用を含む建築費用に対して、1,300 万

円を上限とする補助金の交付を行っております。 

 詰所建て替えに係る本市の支援基準につきましては、既存の詰所の建築年数や立地

環境及び地元からの要望等を総合的に勘案し、判断しております。第 13 分団詰所につ
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きましては、昭和 51 年に建設され、44 年経過していることや立地環境も悪い中で地

元自治会からも建て替え支援の要望があがっていることを踏まえると、その必要性は

高いものと認識しております。 

 したがいまして、今後、地元自治会及び消防団等としっかり協議をさせていただき、

建て替え支援について検討を進めてまいります。 

 また、詰所に隣接する市有地の利用方法につきましては、現在、その土地の一部に

防火水槽が埋設されておりますので、利用につきましては、防災に関連する公共事業

への活用が前提になると認識しております。 

 次に、２点目の防災備蓄倉庫を新たに建設すること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、防災備蓄倉庫は、市内５か所に各避難所と有機的な連携

が図れるよう均等に配備しており、現状では十分な対応が可能であると認識しており

ます。このようなことから、現時点では防災備蓄倉庫を新たに建設する予定はござい

ません。 

 次に、避難場所となる各学校の空き教室を小規模な防災備蓄倉庫として活用するこ

とについてでありますが、既に指定避難場所となっている小中学校につきましては、

コンテナ倉庫を配備し、避難所開設時に必要な物品を保管しております。さらに、体

育館内の倉庫や校舎内の技術室及び家庭科準備室等の一部を利用して、アルファ米等

を分散備蓄し、初期の対応に備えております。 

 次に、備蓄している食料が 6,000 人の１週間分の備蓄で足りるかについてでありま

すが、内閣府の中央防災会議が示した「南海トラフ地震における具体的な応急対策活

動に関する計画」においては、地方公共団体は発災から３日間分の食料を備蓄するこ

ととしております。本市地域防災計画では大規模災害時における避難者を 6,000 人と

想定し、国や県をはじめとする公的機関から救援物資が届くとされる、およそ 72 時間

後の３日分ではなく、国が推奨している一週間分もの食料等を備蓄しております。 

 なお、首都圏が同時に被害を受けるような場合でも、内閣府の中央防災会議におけ

る防災基本計画には、自衛隊ヘリ等の広域搬送にて救援物資が届けられることとなっ

ております。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 
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 今回は富士吉田市の観光資源の強化・発掘と防災について質問させて頂きました。 

 市側からはそれぞれ前向きな回答を頂きました。 

 今後も子供たちの未来の為に、市民が安全・安心して暮らせる社会になるような、

政策を訴え続けたいと思います。 

 最後に新型コロナウイルス感染症が一日でも早く終息することを祈り、私の一般質

問を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 


