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渡辺将議員 

第１標題「越境して生活している高校生への支援について」 

１回目の質問 

令和３年６月定例会におきまして、「越境して生活している高校生への支援につい

て」の一般質問をさせて頂きます。 

質問に先立ちまして新型コロナウイルス感染症に感染されました方々及びそのご家

族の方にお見舞い申し上げます。また、新型コロナ感染者の治療および感染防止等に

関わっている医療関係者、市の職員の皆様には敬意と感謝を申し上げます。 

内閣府で行った調査のアンケートの中で「理想の子供数を持たない理由」の約６割

の回答が「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」だそうです。圧倒的に高い割合

で１位という結果が出ています。 

教育に最もお金がかかるのはいつなのか。 

それは、「子供が高校に入学してから大学を卒業するまで」です。 

私は子育て中の同世代の親から、いろんな悩みを聞いたり、相談を受けたりします。

悩みの多くが子供の教育費に関する内容です。 

現在、児童手当は子供が生まれてから３歳未満の子に月額 15000 円、３歳から中学

校を卒業するまでの子に月額１万円が給付されています。また、令和元年 10 月からは

保育料無料化が始まりました。さらに、富士吉田市では学校給食が無料化となってお

り、中学校を卒業するまでの金銭的な補助は手厚くなりました。しかし、高校に入学

してからは、学校外活動費などの負担が増えてそれまでに比べるとお金がかかるよう

になります。 

平成 30 年度文部科学省が行った子供の学費調査で、高校生に１年間かかる学校教

育費の平均は公立高校で 28 万 487 円、私立高校では 71 万 9051 円でした。さらに、高

校生になると教育費以外でもお金がかかるようになります。子供を持つ保護者にとっ

て、高校に進学してからも行政による支援が必要ではないかと考えます。 

現在、高校への進学率は毎年 98％であり、ほとんどの中学生が高校へ進学していま

す。そのなかでも、富士吉田市内の中学校を卒業して国中や県外の高校に越境して進

学した学生は、平成 30 年 415 名中 34 名、令和元年 441 名中 32 名、令和 2 年 383 名

中 32 名います。つまり、毎年約 30 名が越境して進学しており、年間 100 名ほどの高

校生が時間をかけて通学したり、親元を離れて生活していたりしていることになりま
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す。 

越境している高校生は、「スポーツが優秀で全国大会を目指すもの」また、「将来オ

リンピックや世界大会に出場を夢見てチャレンジしているもの」、「音楽や芸術で、日

本や世界で活躍することを夢見てチャレンジしているもの」、「専門の分野を学びに行

くもの」など、いろいろな想いで親元を離れ、自分の夢を叶えようと日々努力をして

います。 

公立高校の授業費は高等学校就学金支援制度によって、所得が 910 万円未満の世帯

では授業料が無料化となっています。また、私立高校の授業料も高等学校就学金支援

制度を利用すれば、公立学校の授業料と同額の年間 11 万 8800 円が支給されます。し

かしながら、この高等学校就学金制度が適応されても、越境して生活している高校生

の保護者は寮費等で年間 100 万円以上を負担しています。このような保護者に対し負

担を少なくする政策が必要ではないかと考えました。 

年間 100 名近くの高校生が越境して生活し、勉強やスポーツを頑張っています。 

富士吉田市としても応援してはどうでしょうか。次世代の富士吉田を担うことが期

待される、越境して生活している高校生に対し、富士吉田市独自の奨学金制度を設け、

修学資金として貸し出しすることができないでしょうか。 

確かに、「越境入学はその家庭の中で決めたこと。」、「教育費が過分にかかるなら、

地元の学校を選択すれば良い。」など、私の考えについて、その他にもいろいろなご意

見があることは承知しております。 

しかしながら、「行政が夢や目標に向かって努力している子供たちを応援する環境

を整備していくことは必要ではないか。」また、この制度は「人口流出に歯止めをかけ

るための一助になるものではないか。」と考えます。 

そこで、越境して生活している高校生への奨学金制度の財源の一つとして、ふるさ

と納税を活用してはどうかと考えます。 

ふるさと納税は平成 20 年度に創設された「生まれ育ったふるさとに貢献できる制

度」、「自分の意志で応援したい自治体を選ぶことができる制度」であります。また、

各自治体にとって貴重な財源を確保できる機会であり、尚且つ、地元の企業が製造、

生産している商品を返礼品とすることによって自治体の活性化に繋がる制度です。本

市のふるさと納税額は、平成 30 年度に約 20 億円、令和元年度に約 30 億円、令和２年

度に約 50 億円と右肩上がりの成長をしています。この財源の一部を将来この富士吉
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田市を背負っていく子供たちに投資したらどうでしょうか。きっと、いろいろな形で

恩返ししてくれるに違いありません。 

市長のマニフェストの中に『育む』があります。この中に「児童・生徒を育む」「若

者を育む」とあり、越境している高校生への支援もこれにあたると思います。 

そして、一旦はふるさとを離れても、本市からの支援を受けて成長した子供たちは

ふるさとに戻り、富士吉田市で力を発揮したいと思うでしょう。これが市長のおっし

ゃる「人口減少に歯止めをかけること」となるのではないかと思います。 

私はこのような政策が少子化や人口減少に歯止めを掛ける一つの方法ではないかと

思い、今回の質問を致しました。 

そこで市長にお聞きいたします。 

越境して生活している高校生たちに対し、ふるさと納税の財源を利用した奨学金制

度を設けてはいかがかと私は考えますが、市長の考えをお聞かせください。 

 

１回目の市長答弁 

渡辺将議員の越境して生活している高校生への支援についての御質問にお答えいた

します。 

私が「マニフェスト」に掲げた３つの柱の一つである「育む」につきましては、最

重要、かつ、最優先施策として精力的に取り組んでおり、小学校入学までの多角的な

子育て支援施策とともに、小中学校給食費の無償化、18 歳以下の医療費無料化、加え

て、経済的支援を必要とする世帯への就学援助、荒井三千男奨学金を活用した入学準

備金など、切れ目ない支援を推進し、県内でもトップクラスの「子育てしやすいまち」

であると自負しております。 

高校生に対する支援につきましては、国による高等学校等就学金支援制度により、

公立高校の授業料は無償化されており、私立高校につきましても所得に応じて最大 39

万 6,000 円を支援する制度に改正されたことにより、実質無償化され、既に教育に係

る経済的負担の軽減が図られているものと考えております。 

また、本市では、県外へ通学する高校生や大学生に対して、購入した通学定期の費

用の一部を「富士吉田市鉄道利用通学者支援補助金」により支援しており、加えて、

昨年度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により緊急事態宣言が発出された際、

地元を離れ夢や目標に向けて頑張っている高校生や大学生などを少しでも勇気付けた
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いとの思いから、地元特産品の詰合せを送る「ふじよしだ若者エール便」を実施いた

しました。第１弾では 559 名、第２弾では 677 名もの若者にエール便を届け、非常に

好評を博したところであります。 

さらに、本年度には、富士吉田商工会議所女性会より御寄贈いただいた生理用品を

「ふじよしだ若者エール便第３弾」といたしまして、152 名の女子学生の皆さんにお

送りしたところであり、これらのエール便に対して多くの学生達が本市へメッセージ

を寄せてくれました。その文面には、故郷を思い、気遣い、応援する心温まるメッセ

ージがつづられておりました。このことを受けて、コロナ禍の閉塞感漂う日々の中、

改めて、この若者達がここ富士吉田市で明るい未来を迎えられるよう、より一層邁進

しなければとの思いを強くしたところであります。 

渡辺将議員御発言の「人口流出に歯止めをかける」事業につきましては、第２期地

域創生総合戦略の重点項目といたしまして、若い世代を中心に雇用や子育て環境、移

住定住施策を最優先に位置付けており、現在強力に取り組んでいるところであります。 

その中でも、平成 29 年度から実施している「ＮＰＯ法人かえる舎」による「郷土愛

醸成を核とした若者チャレンジプロジェクト事業」では、５年目を迎える中で、関わ

った多くの若者がそれぞれの形で地域活動の実践者として活躍し始めております。高

校生たちが今後の自分の進路を考え始める時期に、地域を舞台とした課題を自ら考え

行動していく教育プログラムとして展開しており、地域に触れ様々な体験を重ねるこ

とで、まちの魅力を再認識し、地域に対して高い関心を持つ人材を育成することに大

いに寄与できるものと考えております。 

これらの「郷土愛醸成事業」に時間をかけて取り組んできたことにより、多くの生

徒が、この地域の魅力はもとより、地域に住む人々や、真摯に事業に取り組まれてい

る事業者の活力を再発見し、将来につながる魅力ある就職先として地元企業を候補に

選んでおります。さらに、本市を離れ大学や専門学校等へ進学した後にも、Ｕターン

若しくは何らかの形で再び地域に関わりを持ち、活躍している事例も多く、本事業が

確実に実を結び始めていることを実感しているところであります。引き続きこれらの

事業に注力していくことで、若者の「ふるさと富士吉田」への愛着を更に深め、「少子

化対策」や「人口減少対策」に尽力してまいりたいと考えております。 

さて、渡辺将議員御質問のふるさと納税を財源にした奨学金制度の創設についてで

ありますが、本市のふるさと納税制度は、寄附する際に寄附者自身が使い道を選ぶこ
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とができます。その活用先の一つである教育支援の分野では、これまでに老朽化した

市内小中学校トイレの改修や、ＩＣＴ環境充実のためのＬＡＮ環境の整備、先ほど申

し上げました郷土愛醸成を核とした若者チャレンジプロジェクト事業など多くの事業

に活用させていただいております。 

今後につきましても、一部の子どもたちに特化した支援ではなく、公平性の観点も

考慮しながら豊かな人間性を育む教育支援として、子どもたちの「ふるさと富士吉田」

への愛着を深めていく事業への活用を考えてまいります。 

これら私が申し上げたことを踏まえる中で、若者に対する支援につきましては、富

士吉田を離れて生活している高校生に特化した、市独自の奨学金制度を設け、修学資

金の貸出しを行うのではなく、公平性を損なうことのないよう、現在取り組んでいる

支援事業等を着実に推進しながら児童・生徒・学生に、幅広く事業展開を図ってまい

りたいと考えておりますので御理解願います。 

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。 

富士吉田市が子供たちに対し、様々な温かい支援や事業をしていることは承知して

います。とくに「ふじよしだ若者エール便」は地元を離れた子供たちを勇気づけ、尚

且つ、郷土愛を育むことに繋がったのではないかと思います。郷土愛を育み、人口減

少に歯止めをかけるためにも「ふじよしだ若者エール便」事業は、新型コロナウイル

ス感染症拡大の時だけではなく、今後も継続して欲しいと思います。 

私は１回目の質問で「越境して生活している高校生への奨学金制度」を事業として

立ち上げたらどうですか。また、その財源として「ふるさと納税」を活用してはどう

ですかという質問をしました。 

現状の予算において、一般財源は使い道が決まっており、新しい事業の予算を組む

ことが難しいということは十分承知しております。しかし、本市の「ふるさと納税」

のシステムは、納税するものが「あらかじめ使い道が決められた７つの事業に寄付す

るか」、「使い道を指定しないで寄付するか」に分かれています。 

後者の寄付金は富士吉田市のより良い発展につながるよう、活用方法や使途などさ

らに充実させ、翌年以降に活用することになっており、予算にない新しい事業を起こ
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すときに、唯一、自由に使える財源です。 

その使い道が指定されていない寄付金の一部を奨学金創設の財源としてはどうでし

ょうか。 

「ふるさと納税」は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」であるため、奨学

金の支援を受けて卒業した子供たちは、富士吉田市以外の地域に住んだとしても「ふ

るさと納税」で恩返ししてくれるでしょう。 

さらに「ふるさと納税」が奨学金の資金となれば、数年後には返納され、越境して

生活している高校生への奨学金の財源となります。これが成功すれば、多額の教育費

が必要となる大学生や専門学生に対する奨学金制度として拡大できるのではないかと

考えます。まずは、越境して生活している高校生への奨学金制度を立ち上げてみませ

んか。 

種を蒔かなければ、芽も出ないし、花も咲きません。 

富士吉田市では市立病院の看護師を確保するために、独自の修学資金制度を設け、

年間一人 60 万円を修学資金として貸し出しています。また、富士吉田市職業訓練促進

給付金を設け、ひとり親世帯に支援しているという実績があります。 

次は「越境して生活している高校生への奨学金制度の創設」です。奨学金制度は、

修学資金を借りて社会人になったら返すという制度です。決して、一部の子供たちへ

の特化した支援ではなく、不公平には当たらないと思います。もし、この制度が出来

たなら、家庭の事情で自分の夢を諦めていた子供たちへの救いの手になるでしょう。

子供たちに夢を与えるこの政策により、自分の夢を叶えようとチャレンジする者が増

えると思います。そして、保護者もこの富士吉田市で安心して子育てができるので少

子化対策にもなります。また、公平性も担保しながら、このように子供たちの夢を後

押しすることも行政の役割だと思います。 

私はこの奨学金制度が、富士吉田市が今以上の「子育てしやすいまち」になり、か

つ、子供たちの夢を後押しし郷土愛を育成することにもつながると思います。結果と

して、人口減少の歯止めにつながるのではないかと考えます。また、この制度は奨学

金であり、返金する制度で、寄付や支援ではなく、不公平であるとは思いません。 

そこで、市長に再度お聞きします 

ふるさと納税を活用した越境して生活している高校生への奨学金制度を設ける考え

はありませんか。 
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また好評だった「ふじよしだ若者エール便」は継続して行って頂けるのか。市長の

考えをお聞かせください。 

以上２回目の質問といたします。 

 

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、「ふるさと納税を活用した越境して生活している高校生への奨学金制度の創

設」についてでありますが、先般、現在取り組んでいる「郷土愛醸成事業」の活動報

告会に足を運ぶ機会がありました。この事業を通じて学んだ高校生たちが、富士吉田

の魅力を改めて発見したこと、将来目標とする大人たちと出会えたこと、そして将来

につながる職場に巡り会えたことなどを、自分自身の言葉で生き生きと楽しそうに語

っており、この事業を続けてきた成果を感じるとともに、非常に頼もしく思ったとこ

ろであります。この地域に住み暮らしてきたことに誇りを持ち、次のステップに進も

うと地に足をつけて活動している高校生たちを目の当たりにして、たとえ彼らが一時

的にこの地域を離れたとしても、きっと再び富士吉田市に戻り、地域に貢献されるで

あろうと、富士吉田市の明るい未来を感じることができました。 

このようなことから、渡辺将議員御発言の本市が今以上の「子育てしやすいまち」

になり、かつ、子どもたちの夢を後押しし郷土愛を育成することにつきましては、先

ほど答弁申し上げましたとおり、「郷土愛醸成事業」を柱とした現在取り組んでいる

様々な支援事業を着実に推進することが大切であると考えております。 

また、渡辺将議員御質問のふるさと納税につきましては、この制度はそもそも、大

都市と地方における税収格差の是正を目的に創設されたものであり、寄附者がふるさ

とや応援したい自治体を選択し寄附をすることで、寄附を受けた自治体の地域振興に

資するものであります。現在、全国的にふるさと納税の認知度が上がり、県内自治体

も専属部署を設置するなど注力し、自治体間の競争が益々激しくなっているところで

あります。本市においても、ふるさと納税推進室を部に位置づけ、積極的に取り組ん

でいるところでありますが、ふるさと納税は、あくまでも寄附者の意思次第であり、

自治体間の競争もある中で、決して安定した財源とはいえないものであります。一方

で、奨学金制度は、安定した財源に基づき実施すべきものであり、持続的な性格が求

められることから、不安定な要素のあるふるさと納税を財源に奨学金制度を創設する
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のは適切ではないものと考えております。また、渡辺将議員御発言の使い道が指定さ

れていない寄附の分野がありますが、その分野の活用につきましては、一旦基金に積

み、富士吉田市を応援してくださった寄附者の皆様への感謝の気持ちとして、地域振

興に資する事業に対し、様々な角度から検討し展開していくこととしております。 

なお、渡辺将議員御発言の「富士吉田市保健師、助産師、看護師、准看護師、臨床工

学技士等修学資金」につきましては、富士吉田市立病院の看護師等を確保し地域の医

療体制を整備することを目的とした政策であり、また、「富士吉田市高等職業訓練促進

給付金」につきましては、ひとり親家庭の「親」が、生活の安定に資するため就職の

際に有利になる資格の取得を支援する福祉的な政策であります。 

このようなことから、渡辺将議員御発言の、特定の子どもたちを対象とした、返済

を前提とする「ふるさと納税を活用した越境して生活している高校生への奨学金制度」

につきましては、現時点では創設せず、本市においては、引き続き児童・生徒に対し

て教育の機会を均等に得ることができるための施策を多角的に展開してまいりたいと

考えております。 

次に、好評だった「ふじよしだ若者エール便」の継続についてでありますが、この

エール便については、今回のコロナ禍のような未曽有の事態の中で、ふるさとに戻る

こともできず大きな不安を抱いてしまうような想定外の状況で、ふるさとを離れ生活

を送っている若者に対し、「君はひとりじゃないよ」「ふるさとのみんなが見守ってい

るよ」「ふるさとから応援しているよ」と正に「エール」を送ることを目的としたもの

であります。今後においても社会的状況を見守る中で、応援の必要があると判断した

場合におきましては、改めて「エール便」を実施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。 

 

「締めの言葉」 

私も、越境して生活した高校生の一人です。今回はいろいろな思いを込めて質問さ

せていただきましたが、とにかく親元を離れて頑張っている高校生やその親御さんの

苦労は相当なものがあります。 

何事も初めから私の考えが通るとは思っていませんが、今後も折に触れては、子育

て世代の親の負担の少ない、子育てしやすい街づくり、少子化対策、そして人口減少

対策に繋がるような提案をしていきたいと思います。 


