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渡辺幸寿議員 

第１標題「新倉山浅間公園周辺と下吉田エリア整備について」 

１回目の質問 

 令和４年３月定例会において、議長から一般質問の許可を頂きましたことに感謝い

たします。 

 現在、新型コロナウイルス感染症のまん延も３年目となり、地域にも大きな打撃を

与えております。市民生活を営む上で、市内事業者の皆様におかれましても、事業継

続や人材確保に大変な努力をされているにもかかわらず、経済活動は大変疲弊してい

る状況にあり、計り知れないダメージのもと、地域の活性化までは程遠い状況であり

ます。 

 一方、政府が新型コロナウイルス感染症の収束に向けた３回目のワクチン接種を鋭

意推進している中、本市においても、12 歳以上の２回目の接種については、約 90%が

済み、３回目の接種についても約 30％が済んでおります。 

 また、経済施策としても、３回目の七福来券事業を実施するなど、感染拡大防止施

策と社会経済活動との両立を図るべき、最大限の努力をいただいているところであり、

双方が並行して進むことを願って止みません。 

 さて、この様な中ではありますが、本市観光行政についてアフターコロナを見据え、

今後期待される、新倉山浅間公園周辺と下吉田エリアの観光施策と活性化に伴う周辺

環境整備について質問いたします。 

 まず、新倉山浅間公園は、富士山と市街地が一望でき、本市における憩いの場とし

て市民に親しまれております。みなさん御承知の富士山と五重の塔による景観に加え、

春の桜、秋の紅葉などの眺望を楽しめる場所として、ＳＮＳ等により広く海外にも知

られ、日本を代表する人気の観光スポットとなりました。本年２月１日には展望台も

５倍の広さに拡張され、リニューアルオープンしました。この観光スポットへの来訪

者は、令和３年度の桜祭り期間中は 44,000 人でコロナ禍前よりは 68,000 人減少し、

年間を通すと昨年 12 月現在で 168,000 人で同じくコロナ禍前よりは 369,000 人もの

減少となってはいますが、公園の存在を知った国内外の観光客が一度は眺めてみたい

と思う名所として大変人気あるものと評価されています。 

 このため、クラウドファンディングによる新倉山浅間公園の樹勢回復費用は目標額

の５倍の 7,759 万円が集まり、寄付者はなんと 2,600 人余りであり、展望デッキ改修
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費用についても、目標額の４倍以上の４億 1,258 万円が集まり、寄付者は 8,652 人に

達しているように、多くの方々が関心を持ち、未来への公園の存続に大きな期待を寄

せていることが、伺えるところであります。 

 市長におかれましても、現状の新倉山浅間公園への整備状況から見ても、その関心

度の高さと観光行政への期待感が伺えるところであります。特に下吉田駅から公園へ

の案内看板の設置、誘導路へのインターロッキング舗装、浅間橋前の道路拡幅工事な

ど人気のスポットへの好機を逃さない適切な対応がなされているものと認識しており

ます。 

 現在はコロナ禍において第６波の感染拡大の真っただ中にあり、当面はインバウン

ドによる訪日外国人は望めませんが、コロナ後の観光施策として多くの来訪者を下吉

田地区に誘導することが可能となれば、本市の活性化に寄与するものと思われること

から、早めの対策を講ずる必要性を痛感します。このためには私は公園入口までのア

クセス道路の整備は前々から欠かせないものと感じており、過去に赤坂小明見線の整

備も含め数回にわたり、一般質問をさせていただきましたが、あらためて市長のお考

えをお聞きいたします。 

 また、インバウンドの回復には相当時間がかかるものと思われますが、国内におけ

る旅行の形態も遠くに行くのではなく、近くで長期にわたり滞在し、地域の魅力を実

感するという旅行にシフトしております。更には、ワーケーション、２拠点居住、サ

テライトオフィス利用などコロナ禍ならではの暮らし方、働き方が行われています。

そこで、これらの変化を好機としてとらえ、新倉山浅間公園を市内のエリアが実感で

きる、より魅力ある場所に替えていかなければならないと痛感しております。 

 とりわけ新倉山浅間公園に足を運び、市内を一望する中で眼下に見える街中を見学

してみたくなるような仕掛けが欲しいと思っています。下吉田駅を起点に点在してい

る下吉田地区の月江寺商店街やこれに続く西裏界隈のような、昭和レトロを感じさせ

魅了させる場所として、多くの来訪者を下吉田地区に誘導することができれば、現在、

中心商業地の賑わいの低下が進行していることを考えると、地域の活性化や経済の回

復も実感できるものになると思われます。 

 しかし、店舗や商店の多くは底地が借地であること、或いは事業継承者が居ないこ

とが大きな問題となっている上に、周辺には歴史的建造物もなく、景観保全区域でも

ないため、地域を保存するための補助や支援は何もなく、やむなく廃業や店舗取り壊
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しを余儀なくされ、空地化しているのが現状であります。このために私は将来にわた

る計画的整備の必要性を痛感し、早急な構想、整備計画が必要であると考えます。 

 アフターコロナを見据え、今後さらなる新倉山浅間公園を今以上の桜の名所として

植栽エリアを拡充し、また周辺地域にも拡大し、情報を国内外に発信して、その魅力

を向上させていくことも必要と考えます。市長はどのように考えますか。 

 また、ここから市街地に点在する地域を線で結び、ここに誘導するための施策とし

て、先般 12 月に報告がありました上吉田地区の横町、大門まちづくりビジョンの様

に、新倉山浅間公園周辺から小室浅間神社などを含めた下吉田エリアに至るまでを１

つの面としてとらえ、道路及び駐車場等の整備を推進していくことなど、地域の魅力

を追求した、将来にわたる下吉田地域振興ビジョンを作成する必要があるのではと考

えますが、併せて市長のお考えをお聞かせ願えればと思います。 

以上、１回目の質問と致します。 

 

 

１回目の市長答弁 

 渡辺幸寿議員の新倉山浅間公園周辺と下吉田エリア整備についての御質問にお答え

いたします。 

 新倉山浅間公園は、桜の開花時期には富士山と五重塔と桜を同時に眺望することが

できる国内でも唯一無二のスポットとして人気があり、桜の開花時期以外にも四季

折々の景色を楽しめる場所であることから、渡辺幸寿議員御発言のとおり、来訪され

る多くの観光客を下吉田駅から誘導するため、わかりやすさを念頭に、案内看板や道

路敷のインターロッキング化等の整備を行ってまいりました。今後につきましては、

浅間橋の架け替えにより、道幅が拡がり、歩道も設置される予定であります。 

 それでは、御質問の新倉山浅間公園入口までのアクセス道路の整備についてであり

ますが、これまで渡辺幸寿議員からいただいた御意見も踏まえ、赤坂小明見線、とり

わけお姫坂交差点付近につきましては相当な時間を費やし検討してまいりましたが、

道路が急勾配であり隣接する民地との段差が生じていることや民家が密集している現

状に加え、特に、複数の道路が富士急行線の軌道と交差していることから、大変困難

な状況であると考えております。また、新倉山浅間公園入口付近につきましても民家

が密集しており道路の拡幅等を行うことは困難でありますので、これまで整備を行っ
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てきた下吉田駅からの誘導路を活用していただくことを念頭に、下吉田駅周辺地区に

おいて駐車場の整備を検討しているところであります。 

 次に、新倉山浅間公園の魅力向上についてでありますが、公園内にある展望デッキ

につきましては改修工事を行い、これまでの面積の５倍の広さで、本年２月１日にリ

ニューアルオープンいたしました。この改修工事はクラウドファンディングを活用し

たところ、多くの皆様に賛同していただけたことから実施することができたものであ

ります。今後につきましても、クラウドファンディングにより賛同してくださった方々

の御期待に応えるべく、桜の樹勢回復作業、補植作業等を行うとともに、遊歩道の改

修等も行うなど、素晴らしい景観がいつまでも保てるよう公園の整備に努め、新倉山

浅間公園の更なる魅力向上を図ってまいります。 

 次に、将来にわたる下吉田地域振興ビジョンを作成する必要性についてであります

が、現在、下吉田・西裏地区では既存の商店街はもとより、新たに設立された「合同

会社新世界通り」などを中心に店舗経営者間の連携を図る中で、集客に向けた企画や

共存共栄に必要な事業を展開しております。 

 また、新倉山浅間公園に訪れる多くの来訪者を周辺地域につなげる取組といたしま

して、多言語表記の誘導看板の設置や、飲食店での外国語表記のメニューの作成を行

うなどの環境整備を進めるとともに、西裏地区専用ホームページの構築や多角的視点

から地域の魅力を伝えるため、インフルエンサーを活用するなど、国内外への情報発

信に努めております。 

 さらに、これらの施策の実効性をより高めるための方策として、本年度、域学連携

関連事業におきまして、本市と慶応義塾大学との連携事業の一環であります「魅力あ

る街のデザイン調査研究」の中で、慶応義塾大学の知的支援をいただきながら、新た

に、新倉山浅間公園及び下吉田エリアへの人流の拡大とにぎわい形成に向け、複数回

にわたる現地調査とともに、地域にお住まいの方や各種関係者へのヒアリングを実施

させていただいたところであります。 

 令和４年度以降においてはこれらの基礎的調査をもとに、フィールドワークやワー

クショップ等を開催することで地域の方々と課題を共有したいと考えております。ま

た、中心市街地の空き店舗等についても、定住促進センターや空き家バンク等を活用

するなど、課題を重点的に収集、分析を重ねることで、新倉山浅間公園から中心市街

地につなぐ魅力的なルートの検証や駐車場整備など下吉田エリア周辺に必要な機能や
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デザイン等の調査研究に取り組み、下吉田地区の将来ビジョンとして、とりまとめ、

中心市街地の魅力や、地域の活性化につなげられる施策を展開してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

２回目の質問 

 ただ今、私の１回目の質問に対し市長から前向きなお考えをお聞かせいただき有難

うございます。２回目の質問をさせていただきます。 

 新倉山浅間公園の認知度が、日本の代表的風景として世界的なものとなり、国内外

から多くの観光客に来訪いただけることは、市民と致しまして誇りに思い、非常に喜

ばしい事であります。また、この度の展望デッキ改修により、以前のように２～３時

間待つということがなくなり、より多くの観光客の皆様に、この素晴らしい眺望を楽

しんでいただきたいと思っています。 

 その中において、私が桜の地域拡大を望むのは、昨年、旧老人センター裏の桜が全

て無くなり、また周辺地域においても、老木の為、減少傾向がみられるからでありま

す。 

 新倉山浅間公園のみだけでなく地域一体を桜の名所として、造っていくことも大事

ではないかと思いますが、市長はどのように考えますか。 

 しかしながら、知名度が増し、多くの来訪者が訪れることとなると、問題も出てき

ます。多くの車両が公園入口周辺に集中し、お姫坂踏切交差点においては、元々複雑

な交差点で非常に見通しが悪く、交通事故も危惧されます。特に、観光客の多い桜の

時期は通勤、通学の時間帯はもとより、一日中狭い周辺道路に車両が殺到し、無断駐

車もあり地域住民の生活に大変な支障をきたし、利便性をも損なう状況となっていま

す。私も地元住民の皆様から『なんとかならないか？』と多くの心配する声や意見を

聞いており、早急な改善策が望まれるところであります。 

 既に供用開始している富士吉田西桂スマートインターチェンジや、去年４月の須走

道路・御殿場バイパスの開通、及び第２東名高速道路と東富士五湖道路が接続、そし

て、この夏には富士吉田忍野スマートインターチェンジが供用開始予定であります。

これらは、市内の産業や観光の更なる発展に大いに寄与されるものと信じています。



6 
 

そして、新倉山浅間公園にも当然ながら来訪者が増加すると考えられ、住民の利便性

や安全性の確保の為、周辺道路整備は早急に進めなければなりません 

 そこで、私は赤坂小明見線のうち下吉田中学校正門前から小舟山踏切交差点間を早

急に拡幅し、大型バス通行が出来るようにすること、また、大型車両が駐車可能な場

所を確保することを推進していただきたいと思いますが、市長の考えをお聞かせくだ

さい。 

 私は平成 29 年 12 月の一般質問で、赤坂小明見線の拡幅について質問をいたしまし

た。この時、「この路線は市内の東西を結ぶ市内幹線道路の中でも、整備優先度が高い

道路として緊急性・重要性が最も高く、短期的に整備が必要とされる路線だが、未整

備区間延長 3,460 メートルには富士急行線の軌道との交差や市街地があり、工事及び

補償が高額となるため、市の単独事業での整備は非常に困難で、県道昇格による整備

を山梨県にお願いしている。」との答弁でした。その後の要望は県に対し何回し、協議

した経過はどうなりましたか、具体的にお聞かせください。 

 この路線は、都市計画道路としてから、長い期間が経過しています。全長 4,980 メ

ートルの内、1,520 メートルの 30.5％については、既に幅員 11 メートルで整備済みで

すが、残る区間の一部の延伸をお願いするものです。そして、今回、私が推進してい

ただきたいのは、未整備区間の踏切手前、通称お姫坂の部分までの拡幅であります。

こちらは、地権者も 10 人程で早期拡幅が可能と思われ、新倉山浅間公園にアクセスす

る道路や防災避難道路としても大いに寄与し、交通渋滞緩和や安心・安全にも繋がる

と思います。 

 せめて踏切部分における危険個所だけでも改修計画を願うものです。 

 進め方としましては、山梨県に都市計画街路事業認可をいただき、調査、設計、施

工、用地確保、家屋補償等の各費用を補助金で賄えば、県道昇格整備を待つことなく

整備ができるものと考えます。市長のお考えをお聞かせください。 

 次に、新たな大型車両が駐車できる場所の確保ですが、新倉富士浅間神社の下に専

用駐車場が設置されています。こちらにつきましては、進入路拡幅のため、市におい

てご努力いただきましたが、いまだ大型車両は侵入が出来ない状況にあります。桜ま

つり等のピーク時には周辺に臨時駐車場も設置されておりますが、来訪者の多さから

不足感は誰もが感じており、私も車種を問わず大きな駐車場の必要性を感じます。 
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 また、新駐車場については、一昨年、来訪者の増加とその必要性から、市において

下吉田駅周辺の場所の選定と調査を実施したと聞き及んでおり、新倉山浅間公園はも

ちろん、通称本町通り沿いの下吉田エリアからも利用でき、来訪者の誘導に有効な場

所と期待していました。一方で、「新駐車場は旧老人福祉センター付近らしい」との噂

も耳にしますが、現状における調査の内容や具体的な検討結果をお聞かせください。 

 昨年 12 月の富士吉田市都市計画マスタープランのパブリックコメントでは、「生活

道路網整備、駐車場の整備において、新倉山浅間公園など観光のピーク時に対応する

駐車場を目指す」と明記されているようです。現在、借用している駐車場は借地料が

高額の上に、いずれは返還することを考えると、先程のマスタープランという指針も

あることから、前倒ししてでも整備を行うお考えはあるのか、今後はどう駐車場整備

を進めていくのか、併せて市長のお考えをお聞かせください。 

 最後に、下吉田振興ビジョンについてお伺いいたします。活性化に対して各種施策

を講じて取り組んでいることは理解いたしました。引き続きお願いいたします。 

 すでに地域振興の為に本市が慶應義塾大学とコラボしながら『魅力ある街のデザイ

ン調査研究』の検討が行われ、複数回にわたり現地調査とともに地域住民及び各種関

係者とヒアリングがなされているとお答えをいただきました。 

 その内容についておききします。 

 その区域は、どの範囲で、どの様に進められ、現在どのよう様なところまで進んで

いるのか、また今後のスケジュールがどの様になるのかについてお聞かせください。 

以上で、２回目の質問を終わります。 

 

 

２回目の市長答弁 

 渡辺幸寿議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 新倉山浅間公園周辺の地域一体を桜の名所とすることについてでありますが、まず

は、公園内の桜の樹勢回復等に力を入れ、景観の更なる向上に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、赤坂小明見線の整備についてでありますが、この路線については、市内の新

倉地区から向原地区までを縦横断し、主要路線とも交差している総延長約５キロメー

トルの道路であり、災害時の避難・輸送の際に利用する道路として、また、富士北麓
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における広域拠点としての都市機能を高める道路としての役割を担っております。さ

らに、国内のみならず国外からも観光客が訪れる新倉山浅間公園へのアクセス道路と

なっており、これまで以上に交通量が増加する傾向が見られるなど、防災面、観光面

及び住民生活の面などからその重要性は年々高まっております。 

 この赤坂小明見線の整備については、財源として各種補助金を使用することも検討

してまいりましたが、現況道路が市街地にあることや道路幅員を拡張する必要がある

こと、また、計画路線の一部は県道であること、とりわけお姫坂交差点付近につきま

しては先ほど答弁申し上げましたとおり、急な勾配があることや鉄道の踏切を含めて

複雑に交差していること、さらに、部分的な改良工事では富士急行線の軌道と交差す

る場所や前後の道路へのすり付け部分において、今以上の危険が生じることが想定さ

れることから、本市単独での整備は困難であるものと判断をいたしております。 

 このようなことから、山梨県に対し「県施策及び予算に関する要望」において平成

26 年度から毎年、県道への昇格及び整備についての要望を行っております。この要望

に対し山梨県からは「現在富士吉田西桂スマートインターチェンジへのアクセス道路

として県道富士吉田西桂線の整備を重点的に進めており、現状では認定、整備は困難

である」との回答を受けておりますが、本市といたしましては引き続き山梨県に対し、

赤坂小明見線の重要性とともに本市単独での整備は困難であることを理由として要望

を継続してまいります。 

 次に､現在進めております、下吉田駅周辺に整備する駐車場につきましては、大型車

両が駐車可能となることを念頭に場所を選定しております。既に土地所有者に申入れ

をしており、事業に対して協力的な意思を示していただいていることから、今後は具

体的に調整を進めてまいります。 

 次に、下吉田地域振興ビジョン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、域学連携関連事業として、慶応義塾大学大学院特任教授、東京大学大学院准

教授を務める中島直人先生と大学院生によるプロジェクトチームが取組を始めたとこ

ろであります。このプロジェクトチームは渡辺幸寿議員御発言のとおり５年間の連携

事業の成果である「横町・大門まちづくりビジョン 2020」をとりまとめるなど、本市

まちづくりに関する実績を備えております。令和３年度からは「魅力ある街のデザイ

ン調査研究」といたしまして、下吉田駅周辺を中心とした、観光客だけでなく地域住

民も立ち寄りたくなる「新倉山浅間公園エリア」までのルートや、下吉田駅周辺から
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小室浅間神社参道、西裏地区までの路地の魅力をいかした「中心市街地エリア」へ向

けた動線等について現地調査等を実施しております。その中で、これらの地域にお住

まいの方々や各種関係者へのヒアリングを実施しており、この地域ならではの特徴や

歴史的な資産等について検証し、これらの基礎的調査を基に、令和４年以降、更なる

フィールドワークやワークショップ等を開催することで地域の方々と課題を共有した

いと考えております。 

 いずれにいたしましても、新倉山浅間公園から中心市街地につなぐ魅力的なルート

の検証や駐車場整備など下吉田エリア周辺に必要な機能やデザイン等を取りまとめる

ため、地域関係者の皆様と協働して、計画的に取り組んでまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

「締めの言葉」 

赤坂小明見線は難しい道路ではありますが諦めることなく、引き続き、県に対して

要望を継続していただきたいと思います。 

また、将来に向けたビジョン等をお考え頂き、ありがとうございます。 

市長には、地域の為、住民の為に難問を乗り越えて頂きたいと思います。 

市民サービスの向上を目指し市民の切なる思いを市政に反映させる為、努力してい

かれることをご期待申し上げて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。 


