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渡辺大喜議員 

第１標題「富士山登山鉄道構想と観光政策について」 

１回目の質問 

 令和 3 年 3 月定例議会におきまして一般質問をさせていただきます。 

 第 1 標題、富士山登山鉄道構想と観光政策について質問させていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、日本全国すべての観光地が窮地に立たさ

れています。この富士北麓地域を訪れる観光客も激減しており、インバウンドという

言葉すら耳にしなくなってしまいました。 

 そんな中、長崎幸太郎山梨県知事が公約に掲げてきた「富士山登山鉄道構想」が現

実味を帯び、2 月に行われた構想検討会では五合目までのルートや次世代型路面電車

（LRT）の利用、整備費や収支など、具体的な話し合いがなされました。私はこの富士

山登山鉄道構想に大きな期待をしていますが、堀内市長は 2 月の定例会見で反対の立

場を示したと認識しております。確かに市長の考えの通り、現状のマイカー規制の強

化や電気バスの活用を積極的に行えば、五合目来訪者数を抑制し、環境破壊を抑える

ことができると思います。しかし、観光という視点に立つと、通年観光の実現、観光

地としての世界的認知度の向上など、この「登山鉄道構想」には多くのメリットがあ

ると考えます。 

 また、2019 年まで五合目来訪者数が年々増え続けるなか、マイカー規制によって自

家用車の往来は減少しているものの、大型バスの往来が非常に増えているのが現状で

す。夏場の現地を視察しても黒い排気ガスを大量に出しながら坂を上る多くの観光バ

スを確認しております。さらに来訪者の増加により五合目の施設規模が拡大している

という問題もあります。五合目には電気や水道といったライフラインがないため、屎

尿処理の増加によるトイレ機能の低下や自家発電による排気ガスの増加が懸念されま

す。昨年 11 月の G20 のなかで菅総理が 2050 年までに温室効果ガスの排出をゼロにす

る目標を掲げるなど、世界的に温暖化対策に拍車がかかっている中で、現状のマイカ

ー規制を強化するだけでは、日本を代表する観光地である富士山にとっては不十分で

はないでしょうか。鉄道を採用することによって五合目来訪者の数を正確にコントロ

ールする必要があると考えます。また検討会での素案の通り LRT が採用されれば電柱

や架線も無く景観的にも非常に優れたものとなり、この富士北麓地域がより洗練され

た観光地となるのではないでしょうか。 
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 この「富士山登山鉄道構想」には噴火時における危機管理能力の強化や、冬場運行

の安全性等、まだまだ課題もありますが、これらの課題をクリアできれば、観光を主

産業とする富士吉田にとっても多くのメリットをもたらす構想であると考えます。 

 これらの点をふまえ、あらためて堀内市長の考えをお伺いします。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

 

 

１回目の市長答弁 

 渡辺大喜議員の富士山登山鉄道構想と観光政策について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の影響により、市内でも外国人観光客の姿は

見られなくなってきています。令和３年１月 29 日に山梨県が公表した最新の宿泊旅

行統計調査によりますと、令和２年 11 月の県内での外国人延べ宿泊者数は２千人で

した。これは対前年同月比 98.7 パーセント、18 万人以上減少していることになりま

す。今後においてもインバウンドの回復には相当の時間を要するものと考えておりま

す。 

 私たちが仰ぎ見る富士山は、約十万年前から活発な火山活動を続ける山で、火を噴

く姿に人々は怒る神の姿と重ね、古来より人々の畏敬と崇拝の念を集めてきました。

その背景から富士山は霊山として神格化され、富士山信仰が形成されました。その歴

史は数百年を数える神聖な山です。富士吉田市は、古の時代から、富士山信仰の拠点

のまちとして、多くの来訪者をお迎えしてきた歴史があります。新型コロナウイルス

感染症が終息した際には、今まで以上の来訪者をお迎えできるよう準備をしてまいり

たいと考えております。 

 さて、富士山登山鉄道構想は一昨年から山梨県が中心となり、政財界などの有識者

を集めた勉強会のメンバーや観光、運輸、地元経済代表者などによる富士山登山鉄道

構想検討会を組織し、２か年にわたる議論の末第２回総会において素案として富士山

の麓と五合目を次世代型路面電車ＬＲＴで結ぶことなどが示されました。 

 私は、富士山の抱える課題が「富士山登山鉄道構想」で示された内容によって、必

ずしも解決されるものではないと考えております。 

 渡辺大喜議員御発言のとおり、五合目の来訪者の数は、世界文化遺産登録以前と比
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較すると３倍を超える状況になっており、し尿処理や発電機、大型バスの排気ガスに

ついては、以前にも増して大きな課題であると認識しております。しかしながら、こ

れらの課題解決は富士山登山鉄道に頼らなければ解決できないのでしょうか。私は、

インフラの問題と富士山登山鉄道をイコールに考えることが疑問であると考えており

ます。例えば、地下電線の敷設や上下水道が整備できれば、御指摘の課題は解決でき

ますし、大型バスの排気ガス問題においても交通事業者による環境に配慮したＥＶバ

スの導入が始まっております。また、来訪者のコントロールについても、鉄道に頼る

ことなく、一定のルールを設定し、実行することにより十分コントロール可能であり

ます。私は、富士山登山鉄道に頼らなければ課題解決ができないという論法に違和感

を持っております。実際に、マイカー規制の導入以降、富士スバルライン沿線の立ち

枯れが改善されるなどの効果も確認されています。さらには、渡辺大喜議員御発言の

とおり、昨年、菅総理が 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとするこ

とを表明されました。このことから、政府は 2030 年代半ばまでには、新車販売の全て

で電動化する目標を検討しております。このような動きは、排気ガスの問題を更に解

決の方向に進めていくことは確かであると考えております。 

 一方で、次世代型路面電車ＬＲＴの敷設には、安全性を確保するため長距離に及ぶ

シェルターの設置などの大規模工事が必要と考えられます。これは、富士山に大きな

現状変更を強いるだけでなく、現在想定している以上の費用が掛かることが想定され

ます。それらの費用を勘案しない状態でも来訪者から一人当たり往復１万円もの多額

の負担をお願いするとの内容です。また、通年観光につきましても、この次世代型路

面電車ＬＲＴを敷設することで可能になるのでしょうか。富士スバルライン上に敷設

するということは、少なくとも降雪時には除雪が必要となりますが、厳冬期にこれが

可能かどうか疑問です。 

 色々と申し上げましたが、観光は、本市のみならず富士北麓地域の主要産業である

ことは十分認識しております。しかしながら、富士山の自然、環境、景観、文化など、

世界文化遺産として世界に認められた普遍的な価値を守り、次世代に継承することが、

富士山とともにこの地域に生きてきた私たちの責務であると考えております。富士山

の眺望をいかした観光を磨き上げ、麓でゆっくりと富士山を楽しんでいただくことが、

私たちの目指す通年観光だと考えております。そのためにも、冬の間は富士山のせめ

てもの休養期間であってもよいのではないでしょうか。 
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 イコモスは、世界文化遺産の顕著な普遍的価値の十分な保存を担保することを求め

ています。また、富士山世界文化遺産学術委員会は、富士山の顕著な普遍的価値を後

世に引き継ぐ観点から、富士山登山鉄道の検討のプロセスにおいて、検討すべき７項

目の事項を提言しております。 

 私が申し上げるまでもなく、富士山は日本国民にとって大切な存在であります。今

回の構想が、特定の有識者や地元自治体が了解したから実行するのでは決して十分と

は言えません。広く国民のコンセンサスが必要な事案だと考えております。大切なの

は「稼ぐ」ことではなく、「守り継承する」ことだと思います。今後、山梨県から詳細

な説明や意見聴取があると思いますが、その説明をしっかりお聞きし、その上で私の

意見もしっかりお伝えしたいと考えております。そして、多くの国民に理解していた

だける内容で進めていただければと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

２回目の質問 

 2 回目の質問を致します。 

 富士山が世界文化遺産に登録される際の正式名称が「富士山-信仰の対象と芸術の

源泉」となっているように富士山は古来、日本の象徴として日本人の山岳信仰や葛飾

北斎らの浮世絵の題材にもなり、その文化的意義が評価されたと認識しています。富

士山信仰の拠点のまちとして、私たち市民一人ひとりがその文化や信仰を後世に継承

しなければならないと考えております。 

 たしかに地下電線の敷設や上下水道が整備されれば、五合目の環境問題は解決でき

ると思います。しかし、その方法であっても莫大な費用がかかり、その負担をこれか

らゼロスタートで考えるとなると、ハードルは高いのではないでしょうか。また LRT

の敷設には長距離に及ぶシェルターの設置など、大がかりな工事が必要であることは

私も充分理解しております。ただ環境問題を長期的なスパンで考えると敷設工事にお

ける環境への影響はそれほど大きくないと考えます。先月 23 日に行われた山梨県知

事と静岡県知事の会談でも、長崎知事から LRT 敷設が遺産に及ぼす環境影響評価など、

学術委員会が示した課題に取り組み、政府を通じてユネスコの見解を仰ぐ考えが伝え

られました。また静岡県の川勝知事からも、この構想について前向きなコメントがな
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されています。 

 市長の御発言のとおり、富士山の眺望をいかした観光を磨き上げ、麓でゆっくりと

富士山を楽しんでいただくことは、富士吉田市の目指すべき観光であると私も考えて

おります。新型コロナウイルスの感染拡大が終息すれば、再び新倉山浅間公園には多

くの観光客が訪れることでしょう。しかしながら、その多くの観光客がものを買った

り、食事をしたり市内にお金をおとすところが無い、また近隣住民は毎年交通渋滞に

悩まされているのが現状です。これでは地域住民は何一つ観光による恩恵を受けてお

りません。富士吉田の観光を名実ともに産業とするのであれば観光客が満足して消費

できるシステムを創り上げ、安定した雇用を生み出すことが必要です。もしこの登山

鉄道が環境問題や技術的な課題を解決し実現されれば、冬場の観光の魅力を高めるこ

とができます。さらに観光地として世界中から注目を集め、民間からの投資も加速さ

れると期待されます。景観や環境面で一定のルールや規制をつくり、民間企業の進出

や投資を呼び込むことも行政の役割ではないでしょうか。「守り継承する」ことを前提

に「稼ぐ」ことをしなければ雇用も安定せず、地域住民は観光の恩恵を受けることが

できないと考えます。 

 私も現時点でこの「富士山登山鉄道構想」が 100％正解だとは思っていません。市

長の考えの通り実現に向けては、まだまだ課題もあります。しかし、すべての課題が

解決できれば、この構想は富士北麓地域の観光を革新させる夢のある大事業であると

私は期待しております。市長におかれましては、この構想について賛成・反対の立場

に立つ前に、まず近隣市町村の意見を聴取し、話し合いのテーブルにのせて地域の代

表として国や県にその考えをお伝えしていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

 

２回目の市長答弁 

 渡辺大喜議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 富士山五合目まで地下電線を敷設することや上下水道を整備することについてであ

りますが、これらを整備するには相当の費用が掛かることは私も承知しております。

しかしながら、地下電線の敷設や上下水道を整備することの方が、次世代型路面電車
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ＬＲＴに必要な環境を整えるより、はるかに経費を抑制できるものと考えます。そし

て、これらの整備には富士山保全協力金を活用すべきとも考えております。富士山の

自然、環境、景観、文化など、世界遺産として認められた普遍的な価値を守り、次世

代に継承するという明確な取組であるため、多くの方々の御理解が得られるのではな

いでしょうか。 

 また、先ほど答弁申し上げましたとおり、イコモスからは、世界文化遺産の顕著な

普遍的価値について十分な保存を担保することが求められております。さらに、富士

山世界文化遺産学術委員会からは、富士山登山鉄道の検討のプロセスにおいて、開発

制御や来訪者管理など評価時に検討すべき７つの提言が提出され、本年２月 26 日に

開催された学術委員会においては、構想段階からの「遺産影響評価」について提示さ

れるとともに、拙速にならないよう「慎重な検討を」という発言もありました。川勝

静岡県知事におかれては「世界文化遺産の普遍的な価値が損なわれてはならないこと

が大前提。環境負荷があってはならない」とも強調されております。これらは、富士

山登山鉄道構想を進めるには、多くの課題解決が前提のものと解されます。 

 私たちの目指すべき観光は、富士山の眺望をいかし、麓でゆっくりと富士山を楽し

んでいただくことであることは、渡辺大喜議員も同様の考えであるとの御発言もあり

ました。新倉山浅間公園が世界的に有名になり、桜のシーズンはもとより秋の紅葉シ

ーズンなど週末を中心に多くの来訪者が訪れております。新倉山浅間公園は元来市民

の憩いの場であるとともに戦没者を慰霊するために整備した公園であります。周辺の

道路につきましては急激な来訪者の増加に対応できていないのも事実であり、周辺住

民の方には御迷惑をお掛けすることもありますが、その対策といたしましては、可能

な限り誘導員を配置するなどの対応を図り、極力市民の生活環境を守る取組を行って

おります。これらの課題への対応につきましては、今後も時間を掛けてでもしっかり

と解決していかなくてはならないことであると考えており、引き続き、検討を進めて

まいります。 

 また、来訪者がお金を落とす仕組につきましては、事業者の活動によるところもあ

りますが、本市の施策といたしましても、中心市街地や食事など市内の魅力ある飲食

店、店舗などに誘導する取組を行っております。これらの取組を確実に継続すること

により、事業者の皆様が事業活動しやすい環境につなげてまいります。 

 なお、「地域住民は何一つ観光による恩恵を受けていない」との御発言についてであ
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りますが、山梨県の観光入込客統計調査によりますと、富士北麓地域は、日本を代表

する観光地であり年間 1,500 万人を超える多くの観光客が訪れます。そのうち富士吉

田市内を訪れる方々は 600 万人を超え、観光消費額は約 550 億円であり、観光産業は

本市の主要な産業であることに間違いありません。また、観光施設や卸売りなどの観

光に関係する仕事に従事されている市民の方も多くおり、観光関連事業者の皆様から

多くの市税も納入いただいていることから、「何一つ恩恵を受けていない。」という表

現は適切ではないと考えております。眺望をいかした観光を更に磨き上げることによ

って、観光の恩恵を受けるすそ野を広げることが重要であると考えております。 

 私は富士山を守り継承するためには、これ以上、富士山の山体に負荷を掛けないこ

とが、現在に生きる私たちの大切な役割であると考えます。富士山から直接収益を求

めるのではなく、今一度立ち止まり、後世の人々に世界文化遺産という宝を継承して

いくためには、何が求められるかを見つめ直すべきではないでしょうか。 

 世界文化遺産富士山は、私たち地域住民が世界の人々からその保存や管理などを託

されていると言っても過言ではありません。また、失われた環境は元に戻すことはで

きず、仮にできたとしても、それには多くの時間やお金、労力などが必要だと考えて

おります。 

 「富士山登山鉄道構想」は、まだまだ解決すべき多くの課題があります。今後山梨

県からの丁寧な説明もあると思いますが、現時点においては私の考えは変わりません。

先ほど答弁申し上げましたとおり、富士山は私たち日本人にとって大切な山です。近

隣町村の皆様にも多様なお考えがあるかと思います。国及び山梨県に対しましては、

広く国民からの意見を求めていただくとともに、慎重な検討をお願いしてまいりたい

と考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

第２標題「子育て支援について」 

１回目の質問 

 第２標題、子育て支援について質問致します。 

 幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくた

めに、内閣府によって、子ども・子育て支援新制度が平成２７年に４月から本格的に
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スタートし、幼児教育・保育の無償化、児童手当の給付や認定こども園の普及など子

育てにおける環境が大きく変わりました。 

 本市においても、堀内市長の公約でもあります「子育てしやすいまち No1 に」のと

おり、平成 29 年には「子育て支援センター」の開設、令和 1 年度には未満児保育のニ

ーズに対応するための第 7 保育園の開園や学童保育の拡充など、子育てにおける環境

が著しく改善されたと実感しております。 

 少子化・核家族化が一層深刻になる日本で、子育て支援制度は重要な政策であり、

また若者や子育て世代が移住・定住を考えるうえでも大きな選択肢の 1 つとなるのが

子育てしやすい環境にあるかどうかです。とくに未満児から小学校入学までの期間の

子育てに関心が高いと認識しております。首都圏では待機児童の問題が深刻である中、

本市においては待機児童がゼロというのは子育て世代にとって何よりありがたい環境

であると思います。しかしながら、今年の保育園の入園審査において、「希望する保育

園に入園できなかった」「兄弟で別々の保育園になってしまった」など保護者から多く

の不満を耳にしました。待機児童がゼロであっても、毎日送り迎えをする親にとって、

自宅から遠く離れた保育園や 2 カ所の保育園に送迎するのは非常に不便であり、時間

的にも経済的にも負担を強いてしまいます。 

 そこで質問致します。まず、今年度の保育園の入園に関しても待機児童は生まれな

かったのか。 

 また、市全体で保育園への入園を希望する児童数は何名で、そのうち第一希望、第

二希望のどちらの保育園にも入園できない子どもはどのくらいいたのか。 

 そして、３歳未満児で保育園への入園を希望する児童数は何名で、そのうち未満児

保育のみに対応した第７保育園にはどのくらいの応募があったのか 

 以上、この 3 点について答弁願います。 

 これで１回目の質問を終わります。 

 

 

１回目の市長答弁 

 子育て支援についての御質問にお答えいたします。 

 まず、子ども・子育て支援は、平成 27 年４月にスタートした子ども・子育て支援新

制度の根拠法となる「子ども・子育て支援法」において、父母その他の保護者が子育
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てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、子ども及びその保護者

が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業

者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率

的に提供される体制を確保することが市町村の責務であると規定しております。 

 保育園につきまして、同法では、保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭に

おいて必要な保育を受けることが困難である就学前の子どもに対して利用を認めるこ

ととされております。この利用の認定に当たっては、市町村がその子どもごとに、入

園資格を有するか否かについて保育の必要量の認定を行わなければならないとされて

おり、本市においては、内閣府令であります「子ども・子育て支援法施行規則」の規

定に基づき、月 64 時間以上の労働又は疾病その他の事由にある家庭の子どもを入園

資格の要件としております。 

 この保育の必要量を認定するに際しては、内閣府令で定められた保育を必要とする

事由を点数化した富士吉田市保育園等利用調整基準を作成し、これを保護者に公表し

ております。また、この基準を公表し見える化することによって、認定及び入園施設

の決定を透明化し、決定の段階における、公平性と公正性を保持しております。 

 なお、これらの「保育を必要とする事由」に加え、兄弟入園、ひとり親世帯、生活

保護世帯などには点数を加算する措置を講じております。 

 それでは、御質問の今年度における待機児童の有無についてでありますが、令和３

年度も含め、これまで本市においては、待機児童はおりません。 

 次に、市全体で保育園への入園を希望した児童数についてでありますが、令和３年

度の入園申請者は 359 名でありました。 

 次に、第１希望、第２希望のどちらの保育園にも入園できなかった児童数について

でありますが、本市では第１希望から第３希望までの希望を取っており、第３希望ま

での保育園に入園できなかった子どもは 25 名でありました。 

 次に、３歳未満児で保育園への入園を希望した児童数と、そのうち未満児保育のみ

に対応した第七保育園を希望した児童数についてでありますが、３歳未満児で保育園

への入園を希望した児童数は 238 名であり、第七保育園には 60 名の申込みがござい

ました。 

 いずれにいたしましても、令和３年度の入園申請者のうち、基準に基づく保育の必

要量の認定が成された児童につきましては、全員保育園への入園が決定している状況
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となっております。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

２回目の質問 

 ２回目の質問を致します。 

 富士吉田市保育園等利用調整基準に従って、点数化することによって保育園の入園

審査を透明化し公平性と公正性を保持していることは十分理解できました。子育て世

代にとって、保育園入園の審査結果はその後の育児生活に大きな影響を与えるため、

審査基準の透明化、また公平性を保つことは何より大切なことであると考えます。 

 また、今年度まで待機児童がでていないことは堀内市長の掲げる「子育てしやすい

まち No1」を支える１つの事実であると考えております。 

 富士吉田市では保育園入園審査の際に第１希望から第３希望までの希望をとってい

ることは私も承知しております。しかしながら、子どもの入園を希望する多くの保護

者から少なくとも第２希望までの保育園に入園させたいという意見を伺っております。

答弁のとおり、第３希望までの保育園に入園できなかった子どもは２５名ということ

ですが、第２希望までの保育園に入園できなかった子どもはこの２５名から更に増え

ることが予測できます。この２５名の保護者の中に共働きの夫婦やひとり親家庭が含

まれているのも現状です。また兄弟で別々の保育園に通っている園児も全体の約 20％

いると認識していますが、これは保護者に経済的な負担を強いているだけではなく、

災害時には大きなリスクとなります。また未満児保育に特化した第 7 保育園ですが、

需要があるにも関わらず希望者は少ないように感じます。送り迎えする保育園が兄弟

別々になってしまうことを懸念し、最初から希望しない保護者も多いと伺っておりま

す。 

 兄弟入園、ひとり親世帯、生活保護世帯などには点数を加算するという答弁をいた

だいておりますが、地域性なども踏まえて、もう少しこの点数を見直すことは可能で

しょうか。 

 限られた入園枠の中に、各家庭の様々な事情を考慮して選考することは困難であり、

より煩雑な作業を強いてしまうことは私も十分認識しております。そこで、保育園の

入園選考に AI の導入を検討してみてはいかがでしょうか。AI を用いたマッチング技
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術は、（株）富士通研究所と九州大学が開発しており、すでに申請者数が 8,000 人にも

なる埼玉県さいたま市や東京都港区等でも実証実験済みです。この技術は社会におけ

る利害が必ずしも一致しない人々の関係を合理的に解決する「ゲーム理論」という数

理手法を活用しており、複雑な条件下でもより最適な割り当てを、わずか数秒という

短時間で行うことが可能となります。事務負担が軽くなれば、保育園の監督指導や保

育事故の防止など多くの業務に時間を割くことができ、富士吉田市における子育ての

質をさらに改善することができると思います。また AI が割り当てを行うことで審査

の公正性や公平性はさらに担保されると考えますが、市長の見解をお伺いします。 

 そして、幼稚園と保育園の両方の良さをあわせ持つ「認定こども園」がこの富士吉

田でも開園しており、今後もさらに普及していくと認識しております。この「認定こ

ども園」は教育面、保育時間等、幅広いニーズを満たすため子育て世代にとっては、

非常にありがたい施設であると考えておりますが、市として今後この「認定こども園」

とどのように連携を図っていく予定なのかお伺い致します。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

 

２回目の市長答弁 

 渡辺大喜議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、保育園入園申請の際の希望園数の取り方についてでありますが、希望を２か

所に絞り込むこと、あるいは、希望を更に増やすことの双方に利点と課題があります。

希望する園数を絞り込むことは、渡辺大喜議員御発言のとおり、保護者の希望が優先

されることとなります。 

 しかしながら、富士吉田市保育園等利用調整基準による点数が少ないために、希望

園の入園が困難である家庭は、想定外の園への入園が決定されることとなります。 

 一方、入園希望園数を増やすことにより、例えば、第１希望は家から近い、第２希

望は職場から近い、第３希望は実家等から近いことなどを理由として申請をされてい

る状況もあり、保護者や家庭の状況を様々な角度から伺い知ることが可能であるとい

う利点があります。今後におきましても入園申請の際には第１希望から第３希望まで

を伺い、それぞれの御家族の事情等に配慮しつつ、入園を決定してまいりたいと考え

ております。 
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 いずれにいたしましても、すべての保護者の希望に即した入園が可能となることが

望ましいという点につきましては私も渡辺大喜議員と同じ考え方であり、そのような

状況となれるよう引き続き努めてまいります。 

 なお、兄弟入園、ひとり親世帯、生活保護世帯などへの点数加算、地域性なども踏

まえた点数の見直し、入園の選考におけるＡＩ導入の検討、認定こども園と市との連

携についてのそれぞれの御質問につきましては、市民生活部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回目の市民生活部長答弁 

 渡辺大喜議員の子育て支援についての御質問にお答えいたします。 

 まず、兄弟入園、ひとり親世帯、生活保護世帯などへの点数加算、地域性なども踏

まえた点数の見直しについてでありますが、本市では、兄弟入園、ひとり親世帯など

の子どもが保育園に入園できるよう、点数加算措置を講じており、兄弟入園につきま

しては、渡辺大喜議員御発言のとおり、市といたしましても兄弟が同一の保育園へ通

うことが本来あるべき姿であると認識しております。このため、兄弟入園については、

通常、先に生まれた子どもが入園している園へ入園させることに重きを置く加算措置

を講じております。 

 また、兄弟の同時入園につきましては、申請の際に保護者の方々に、希望園以外と

なっても兄弟入園を優先されるか、兄弟いずれかを希望園に入園させるかなどの、細

かな家庭の希望や状況を聞き取りしております。 

 したがいまして、加算措置につきましては、これまでも、地域性を考慮する中で見

直しを実施しておりますので、今後も、必要に応じて見直してまいりたいと考えてお

ります。 

 また、ひとり親世帯や生活保護世帯などの加算措置は、通常の点数を大きく上回る

よう加点しておりますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 次に、入園の選考におけるＡＩ導入の検討についてでありますが、本市においても、

幾度となく導入を検討してまいりましたが、ＡＩシステムの導入に関しては、費用対

効果や現在の保育システムとの連携、選考プロセスの判断理由の明確な説明ができな
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い等の課題があり、現状においては導入に至っておりません。 

 しかしながら、各システム会社においては、これらの課題点が改良、改善されてき

ておりますので、ＡＩシステムの導入につきまして先進自治体やシステムの内容等の

情報収集に努め、検討を継続してまいります。 

 次に、認定こども園と市との連携についてでありますが、本市では本年度、新倉幼

稚園が幼稚園型の認定こども園として開園し、令和３年度には聖徳幼稚園が幼稚園型

の認定こども園に、また、富士保育園が幼保連携型の認定こども園として開園いたし

ます。本市における認定こども園への支援目的は、様々な形態の施設を提供すること

によって、保護者の方々の多様なニーズにお応えすることができるとの考えによるも

のであります。保育園は、子どもをお預かりするだけの施設ではなく、どのように子

育てを支援し、どのような子どもに成長してもらいたいかという保護者の意思を尊重

するために、施設選択の場面から卒園に至るまで、共に考え、見守り、保護者と協働

して子育てするための施設であります。 

 このようなことから、入園申請時や入園後における子どもや保護者への支援につき

ましても、各保育園、幼稚園、認定こども園との情報共有は不可欠であり、現在、公

立保育園、私立保育園との情報交換の場として、園長会議を開催しております。 

 今後におきましては、認定こども園、幼稚園などに対象を拡大しての園長会議の開

催、保育士、保育教諭等による共同研修会等を実施することにより、子育てのための

施設として、相互の資質向上を図るとともに、公立保育園、認定こども園、幼稚園、

小規模保育事業所などが相互に教育・保育の質の向上を図ることができるよう、更な

る連携強化に努めてまい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」 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、人口の東京一極集中が見直され、地方移

住がさらに注目されています。観光政策や子育て政策は若者が移住・定住を考えるう

えで重要なポイントです。堀内市長におかれましては、今後も富士北麓地域の代表と

して、リーダーシップを発揮していただき、魅力のある富士吉田を創って頂きたいと

思います。 



14 
 

 以上で私の一般質問を終わります。 

 御静聴ありがとうございました。 


