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宮下宗昭議員 

第１標題 大明見地区の道路整備について 

１回目の質問 

 令和２年１２月定例会において、一般質問の機会を与えていただきました議員各位

に対しまして、心から感謝申しあげます。 

 質問に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症により、辛く厳しい境遇に立たさ

れている多くの皆様に心からお見舞いと労いの念を表します。 

 さて、私は、今回、第１標題として「大明見地区の道路整備について」、第２標題と

して「新医療センターの整備について」の 2 点について、一般質問をさせていただき

ます。 

 第１標題 「大明見地区の道路整備について」の１回目の質問をいたします。 

 私は、平成 27 年９月、平成 28 年 12 月及び平成 30 年６月の定例会において、平成

４年に市が地元大明見関係者と約束した県道山中湖・忍野・富士吉田線、通称、１市

２村間道路への連絡道の整備に関する事項でありました大明見古宮線の整備につきま

して、一般質問をいたしました。 

 平成 27 年９月定例会においては、堀内市長より平成４年の市と地元大明見関係者

との約束事項を重く受け止め、安全性及び利便性が確保できる農村地域防災・減災事

業道路すなわち防災減災道路として、山梨県による安全性及び利便性の高い農道の整

備実施について、平成 28 年度の事業採択に向け、山梨県とともに全力で取り組んでい

く、との御答弁をいただきました。 

 また、平成 28 年 12 月定例会においては、地元等との協議を踏まえた中、山梨県に

おいて、平成 28 年 4 月に国からの事業採択を受け、事業採択後の防災減災道路の具体

的整備スケジュールについて、平成 28 年度から平成 32 年度までの５カ年を事業工期

として着手する予定である、との御答弁をいただきました。 

 また、農村地域防災・減災事業道路の事業としての３年目となる平成 30 年６月定例

会においては、大明見農道１号線等とこれらに付随する用排水路の 250 メートルの区

間を整備し、さらに大明見耕地整理地区内にある用排水路改修設計及び土砂崩落防止

工事の設計を行う予定となっている中で、山梨県からは現状では工期どおり順調に進

捗している旨の報告を受けており、計画期間内に事業を円滑に推進するため、さらに

山梨県と綿密な協議及び連携を積極的に図っていく、との御答弁をいただきました。 
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 平成 28 年度からの５カ年が事業工期であるため、令和２年度には、農村地域防災・

減災事業道路としての防災減災道路事業が完了するものと思いますが、この防災減災

道路の平成 30 年度から現在までの経緯と経過について、市長にお伺いいたします。 

 また、この防災減災道路とともに、災害時の避難路やこの防災減災道路を有効活用

するために、大明見の市街地と防災減災道路を結ぶ連絡道の実現についても、地元と

して要望したところであり、私も、防災減災道路の整備と併せて、この連絡道の整備

につきましても、一般質問をいたしました。 

 平成 30 年６月定例会においては、大明見市街地と防災減災道路を結ぶ連絡道の整

備について、整備ルートによって、大変急勾配な路線となったり、多くの農地が潰れ

たりするなど非常に多くの課題はあるが、これまでの検討に加え、新たな整備ルート

や道路形態などについても複数の検討案を作成し、総合的に検討する、との御答弁を

いただきました。 

 すでに、２年以上の期間が経過しておりますが、大明見市街地と防災減災道路を結

ぶ連絡道の整備につきまして、どのような検討をされたのか整備ルートも含めて、市

長にお伺いいたします。 

 次に、大明見の市街地における主要道路であり、地域住民のみならず、多くの市民

の方々が利用する市道明見東通り線の渋滞対策に伴う、職業訓練校前交差点の改良工

事及び砂原橋東交差点の左折レーン設置につきましても、一般質問をいたしました。 

 平成 30 年６月定例会において、堀内市長より職業訓練校前交差点の改良工事の具

体的なスケジュールについては、用地買収が終わり次第、工事費等の予算措置など議

会の理解を得る中で、速やかに工事に着手し、右折レーンを設置していきたいとの、

御答弁をいただき、その後、平成 31 年３月に右折レーンの設置が完了したところであ

ります。速やかな対応に地域住民ともども感謝をしているところであります。 

 また、砂原橋東交差点の左折レーン設置につきましては、この交差点については、

県道山中湖忍野富士吉田線と交差することから、平成 28 年度に山梨県と現地立ち会

いを実施し、左折レーンの設置について協議、検討を行った結果、市道部分への左折

レーン設置により、既に右折レーンが設置されている県道部分に大きな影響が生じる

とともに、交差点内における道路線形上のバランスや安全性の観点から問題等がある

ことから、現状においては左折レーンの設置は非常に難しい状況であるが、今後にお

いても、西側への拡幅改良を検討し、右折レーンの設置に向けて支障となる家屋移転、
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水路移設、県道との交差点協議等、関係機関とのさらなる協議を重ねる中で検討して

いく、との御答弁をいただきました。 

 これについても、先ほどの連絡道と同様に２年以上の期間が経過しておりますが、

砂原橋東交差点の右折レーン設置については、地域住民のみならず、多くの市民の皆

様が利用する市道明見東通り線の渋滞解消策として、最も効果的であると認識してお

ります。 

 そこで、山梨県を初め関係機関とのどのような協議を重ねてきたのか、その経過に

ついて市長にお伺いいたします。 

 以上、１回目の質問といたします。 

 

１回目の市長答弁 

 答弁に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症に感染された方及びその御家族の

皆様にお見舞い申し上げると同時に１日も早い御回復をお祈り申し上げます。また、

感染拡大により医療や経済が厳しい状況にあることから、市民の皆様を始め、多くの

方々が御苦労されておりますこととお察しいたします。感染が拡大している状況を踏

まえ、市民の皆様には３密を避ける等の予防対策の徹底をお願いしていることから、

今しばらく日常生活で御不便をおかけすることとなりますが、引き続き御理解と御協

力をお願い申し上げます。 

 それでは、宮下宗昭議員の大明見地区の道路整備についての御質問にお答えいたし

ます。 

 まず、防災・減災道路の経緯と経過についてでありますが、この防災減災事業は、

災害に強い農村地域を整備することを目的に、富士山噴火や地震災害時における地域

住民の避難路や緊急車両の通行を確保するための大明見農道１号線等の拡幅整備事業

のほか、農業用用排水路の改修事業、土砂崩落防止工事等を実施することとして、国

の事業採択を受けた山梨県が事業主体となり、平成 28 年度から５か年の事業計画に

より工事が進められております。 

 これまでの本工事の進捗状況でありますが、拡幅整備を 495 メートル行うとともに、

この農道に隣接する用排水路について 495 メートルの区間の改修工事を実施し、さら

に土砂崩落防止工事を 330 メートル実施いたしました。 

 また、本年度におきましては、舗装工事を 527 メートルと 150 メートルの区間の道
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路改良工事を行い、これらに付随する用排水路工事を 136 メートル行うとともに、土

砂崩落防止工事を 142 メートル行う予定であり、これにより全体の約 60 パーセント

の工事が完了することとなります。 

 宮下議員御発言のとおり、山梨県の当初事業計画におきましては、令和２年度をも

ちまして工事完了が見込まれておりましたが、用地交渉の難航や農道、水路の設置箇

所について、関係地権者との調整に不測の日数を要すること、また、水路断面不足の

解消工事及び軟弱地盤のための路盤安定処理工事の増加、さらに、土砂崩落防止のた

めの新たなブロック積擁壁工事が必要となることなどの理由から、山梨県は工事完了

年度を令和５年度とする事業計画変更手続きを行い、本年 11 月 18 日に、山梨県公共

事業評価委員会から山梨県知事へ、事業計画変更の有益性を認める旨の意見書が提出

されたところであります。 

 本市といたしましては、今後も山梨県と密接に連携し、地元関係者の御協力をいた

だきながら、緊急避難路である大明見農道１号線の早期完成に協力してまいります。 

 次に、大明見市街地と防災･減災道路を結ぶ連絡道の整備についてでありますが、平

成 30 年６月議会における宮下議員の一般質問において、市道明見東通り線と防災・減

災道路との間には非常に大きな高低差があることにより急勾配な道路になること、ま

た、この勾配を解消するためには多くの農地が潰れてしまうなどの課題があることを

申し上げ、引き続き検討する旨の答弁をいたしました。 

 このことから、昨年度に大明見農道取付道路概略設計業務委託を実施し、市道明見

東通り線からの複数のルートを想定する中で、土地利用状況等の調査や測量を行い、

整備の検討を行いました。 

 その結果、大明見市街地と防災･減災道路を結ぶ連絡道は、道路構造令による基準の

道路勾配を適用した道路計画高が、現在の農地地盤よりかなり高くなり、高低差が大

きくなることから隣接土地への出入りや既存道路との接続も難しい状況となります。 

 さらに、高低差があることにより道路の雨水排水と農業用用排水路の設置も困難と

なることから、大明見耕地整理地区内への連絡道の整備につきましては、難しいもの

と考えております。 

 このため、市道明見東通り線から防災・減災道路への接続につきましては、市道権

現道線、市道柳畑３号線及び市道前平山１号線を利用していただき、今後、防災・減

災道路からの通行量等も確認する中で、より利用しやすい環境整備に向け調査検討し
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てまいりたいと考えております。 

 また、大明見地区内での市道明見東通り線の渋滞対策として実施いたしました、職

業訓練校前交差点右折レーン設置整備につきましては、地域住民の皆様の御理解・御

協力により、平成 31 年３月に整備が終了し、多くの皆様に御利用いただいておりま

す。 

 同様に、市道明見東通り線での砂原橋東交差点の右折レーン設置整備につきまして

は、宮下議員御指摘の平成 28 年度に行った山梨県との立会いの結果を踏まえ、本年度

におきましては、修正予備設計を実施するとともに、渋滞の緩和に向けた関係機関と

の調整や打合せを行っている状況であります。 

 また、来年度につきましては実施設計等の業務を予定しておりますので、今後にお

きましても、引き続き工事着手に向け事業を進めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 ２回目の質問をいたします。 

 ただいま、市長より、防災減災道路の工事進捗状況について、拡幅整備、用排水路

の改修工事、土砂崩落防止工事などを昨年度までに実施し、本年度においては、舗装

工事に伴う道路改良工事やこれらに付随する用排水路工事、土砂崩落防止工事を実施

することにより、工事全体の約 60 パーセントが完了するとの、御答弁をいただきまし

た。 

 また、山梨県の当初事業計画による令和２年度までの 

５か年の事業計画については、水路断面不足の解消工事及び軟弱地盤のための路盤安

定処理工事の増加など幾つかの要因により、工事完了年度が令和 5 年度に延期になっ

たとの、御答弁をいただきました。 

 この防災減災道路につきましては、地元住民の皆様は、もちろん、多くの市民の方々

が、大いに関心を持っているところでありますが、当初の令和 2 年度での完了が様々

な要因により、令和 5 年度までに延びたことは、私も理解するところであります。 

 本年度において約 60 パーセントが完了いたしますが、来年度以降に予定している

完成までの具体的な工事内容について、併せて、再度の延期はなく工事完了まで滞り

なく順調に進捗するものと考えますが、市長にお伺いいたします。 
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 次に、大明見市街地と防災減災道路を結ぶ連絡道について、昨年度に大明見農道取

付道路概略設計業務委託を実施し、前回の御答弁と同様な理由により大明見耕地整理

内への連絡道の整備については難しいとの、御答弁をいただきました。 

 また、市道明見東通り線から防災減災道路への接続については、市道権現道線、市

道柳畑 3 号線及び市道前平山 1 号線を利用していただく中、今後、防災減災道路から

の通行量等を確認する中で、より利用しやすい環境整備に向け調査検討するとの、御

答弁をいただきました。 

 大変、残念な調査結果でありますが、市道明見東通り線の交通量につきましては、

朝夕の通勤時間帯には、多くの車両が乗り入れるため、渋滞時間が長く続き、また、

小中学校への通学路にもあたっていることから、こどもたちにも非常に危ない状況が

続いております。 

 市長の御答弁にあります市道権現道線、市道柳畑 3 号線及び市道前平山 1 号線を利

用するにも、現在は、道路幅が狭く、曲がりくねった道路である市道権現道線、通称

セギバ通りを利用するしかなく、以前にもまして朝夕の出勤時や退社時には、大変多

くの車両が市道明見東通り線からの迂回路として通行しており、地元住民にとっては、

大変危険な状況であり、朝の通学時には、こどもたちも非常に危険な目に遭遇するこ

ともあり、地元からはスクールゾーンにしてもらいたいとの要望も耳にしております。 

 このような市道権現道線、通称セギバ通りの状況を解消するためには、市道明見東

通り線から防災減災道路への接続についての、今後、防災減災道路からの通行量等を

確認する中で、より利用しやすい環境整備に向け調査検討するとの、市長の御答弁で

はありましたが、私は、防災減災道路の完成を待たずに、現状においても、より利用

しやすい環境整備に向けた調査検討を進めるべきであると考えますが、市長にお伺い

します。 

 次に、市道明見東通り線での砂原橋東交差点の右折レーン設置整備について、平成

28 年度に行った山梨県との立ち合いの結果を踏まえ、本年度においては、修正予備設

計を実施し、渋滞緩和に向け関係機関との調整等を行っており、来年度は実施設計等

の業務を予定しているとの、御答弁をいただきました。 

 市道明見東通り線の渋滞対策につきましては、職業訓練校前交差点の右折レーン設

置工事が完成しても、一部の渋滞が解消されるのみであり、砂原橋東交差点の右折レ

ーン設置なくして抜本的な解消には、なりません。 
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 富士吉田西桂スマートインターが開通したことから、交通量も、以前にもまして大

幅に増えている状況でありますが、今後、（仮称）富士吉田南スマートインターの開通

や（仮称）富士の杜巡礼の郷公園の整備事業の完成、また、隣村の忍野村で整備して

いる村道鐘山線の開通時には、予想を超える交通量が予測され、こどもたちの通学道

路でもあるため、危険な状況を早急に解消し、安全安心な道路としなければならず、

砂原橋東交差点の右折レーン設置が必要不可欠であると考えます。 

 来年度においては、実施設計等の業務を予定しているとのことですが、早期の工事

着手に向けた関係機関との早急な調整、打合せ及び実施設計後の予定について、市長

にお伺いします。 

 以上２回目の質問といたします。 

 

２回目の市長答弁 

 宮下議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 防災・減災道路の事業延長における完成までの具体的な工事内容についてでありま

すが、当該道路につきましては、地域防災上重要な緊急避難路として位置付けられて

いることから、市民の皆様が安心・安全に避難路として利用できるよう 290 メートル

の拡幅整備を行うとともに、隣接する農業用用排水路の改修工事を 531 メートル施工

する予定となっております。 

 また、山梨県から、３か所での総延長が 520 メートルとなる土砂崩落防止工事を実

施する事業計画予定の報告を受けております。 

 本市といたしましては、これまで以上に地元関係者の皆様の御協力を賜りつつ、山

梨県と緊密な連携を図り、計画期間内に事業が完了できるよう鋭意努力してまいりま

す。 

 次に、市道明見東通り線と防災・減災道路を結ぶ連絡道の整備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、大明見耕地整理地区内への整備については難

しいものと考えておりますので、市道権現道線、市道柳畑３号線及び市道前平山１号

線を利用していただきたいと考えております。 

 また、市道明見東通り線から大明見耕地整理地区に至る地域には、市道権現道線が

主な道路として整備されておりますが、地盤に高低差があることや一級河川長泥川、

用排水路等の存在などから複雑な地形となっております。さらに、現状の道路につき
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ましても、建物等が隣接していることから幅員の確保が難しいなどの課題もあり、こ

の地域における道路整備には詳細な土地利用状況調査や測量を実施する必要がありま

す。 

 このようなことから、今後におきましても、引き続き地域住民の皆様が利用しやす

い環境整備に向けた調査研究を進めてまいります。 

 次に、砂原橋東交差点の右折レーン設置整備についてでありますが、現在、砂原橋

東交差点内には一級河川長泥川へつながる水路があり、右折レーンの設置後において

の水路の維持管理や県道との交差点協議等について関係機関と調整を行っているとこ

ろであります。来年度につきましては実施設計及び用地測量を予定しており、さらに

再来年度以降につきましても補償調査と事業用地取得等を実施することにより、早期

の工事着手につなげてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題 新医療センターの整備について 

１回目の質問 

 第２標題 「新医療センターの整備について」の１回目の質問をいたします。 

 私は、平成３０年６月定例会において、各種の健康診断とともに乳幼児の健診、相

談なども実施している、健康づくりを支える拠点施設としての富士北麓総合医療セン

ターにつきまして、一般質問をいたしました。 

 堀内市長より本市の健康づくり及び医療施策を推進するための施設として欠かすこ

とのできない、地域住民の中に根づいた施設である、との御答弁をいただきました。 

 堀内市長の４期目も折り返し地点に差し掛かっておりますが、令和元年６月定例会

及び令和２年３月定例会における堀内市長の所信表明を見ますと、本市の健康づくり

及び医療施策を推進するための施設として欠かすことのできない、地域住民の中に根

づいた施設である富士北麓総合医療センターと同等な位置づけである新医療センター

の整備については、何ら表現がありません。 

 しかしながら、堀内市長の４期目におけるマニフェストには、「守る」・「健康を守る」

の中に「市民の健康管理を支援する新医療センターの整備」がしっかりと位置づけさ

れており、市のホームページの市長メッセージにおいても、同じ表現がされておりま

す。 
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 本市の健康づくり及び医療施策を推進するための施設として欠かすことのできない、

地域住民の中に根づいた施設である「市民の健康管理を支援する新医療センターの整

備」への言及が２回の所信表明になかったのが、誠に残念であります。 

 何故に、所信表明に表現がなかったのか、併せて、現段階において「市民の健康管

理を支援する新医療センターの整備」について、市長はどのように考えているのか、

お伺いします。 

 また、私は、健康づくりの拠点施設である富士北麓総合医療センターの５年後、１

０年後を見据えた方向性を、まさに検討すべき時期であり、建替えも視野に入れた方

向性について、庁内における検討会の設置や各種関係機関との協議の場を設けること

なども含めて、早急に検討すべきである、との質問をいたしました。 

 市長より、富士北麓総合医療センターの役割や機能を十二分に発揮していくために

は、現状の課題等について多角的な見地から検討し、その将来構想を策定していく必

要がある、また、その重要性や必要性に鑑み、その将来構想については関係機関と協

議し、検討していく、との御答弁をいただきました。 

 すでに２年以上の期間が経過しておりますが、現状の課題等について多角的な見地

からどのような検討をされたのか、併せて、庁内における検討会を設置されたのか、

設置されたとしたらどのような協議をされたのか、市長にお伺いいたします。 

 次に富士北麓総合医療センターは、施設の老朽化に伴い、建物の劣化や給排水の設

備類の故障などが多く発生していると思いますが、平成３０年６月以降から現在まで

に、施設や設備にどのような整備をされたのか、その費用も含めて市長にお伺いいた

します。 

 以上、１回目の質問といたします。 

 

１回目の市長答弁 

 新医療センターの整備についての御質問にお答えいたします。 

 まず、所信表明に新医療センターに関わる表現がなかったことについて、また、「新

医療センターの整備」に対する私の考えについてでありますが、平成 30 年６月議会に

おける宮下議員からの一般質問にて答弁申し上げましたとおり、富士北麓総合医療セ

ンターにつきましては、昭和 54 年に開設して以来、その時々の時代の要請に応えなが

ら、本市の健康増進施策の推進や小児救急医療センターの設置など、市民の皆様の健
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康づくりと医療施策を推進するための施設として大きな役割を果たしてきており、本

市において欠くことのできない重要な施設であると強く認識しております。 

 そのため私は、老朽化した現在の施設に替わる新医療センターの整備が必要不可欠

であると考え、４期目のマニフェストにおいて、その整備を市民の皆様にお約束した

ところであります。 

 所信表明は、新たな任期や年度を迎えるに当たり、市政運営における考えを申し述

べさせていただくものであります。「新医療センターの整備」について申し述べること

につきましても、課題や財源などの整理を更に進めた上で行いたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、宮下議員御発言のとおり、医療センターは本市において

非常に重要な施設であることから、検討を更に推し進め、新たな施設整備に向け、取

組を進めてまいります。 

 次に、現状の課題についての検討内容、庁内における検討会の設置及びその中での

協議内容についてでありますが、富士北麓総合医療センターは子どもから高齢者まで

の幅広い年齢層を対象とした健康センター、富士吉田医師会が運営する臨床検査セン

ター、休日・夜間における小児救急患者のための小児初期救急医療センターの機能を

有し、本市の健康づくりと医療施策を推進するための施設として、長きに渡り、その

役割を十分に果たしてきております。 

 しかしながら、長年使用してきた代償として、施設の老朽化が進み、建物の劣化を

始め、電気や給排水等の設備類の故障も発生しております。本施設の大規模な工事、

修繕を行うに当たり、最も留意すべき点は、富士吉田医師会により設置されたＭＲＩ

を始めとする様々な医療機器に大きな影響を及ぼすことがないように実施することで

あります。この課題を解決するために庁内における調整会議を実施したところ、給排

水設備の修繕に関して、医療機器に影響が少ない工法等を選択した場合、膨大な経費

を要することが判明いたしました。そのため、他の施設への移転や新たな場所への新

築等について協議を行っているところであり、今後、整備に向けて関係機関を含めた

検討会の設置等を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、平成 30 年６月以降の施設や設備に対する整備内容についてでありますが、建

物本体の改修工事及び各種修繕につきましては、外壁塗装工事や消防設備修繕等を実

施しております。また、電気設備につきましては、非常灯修繕や配線工事等を、給排

水設備につきましては、配水管修繕やトイレ修繕等を行っており、これらに要した費
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用は約 1,800 万円であります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 ２回目の質問をいたします。 

 ただいま、市長より、新医療センターの整備についての所信表明への表現について

は、課題や財源などの整理を更に進めたうえで行いたいとの、御答弁をいただきまし

た。 

 所信表明は、市長御答弁のとおり、新たな任期、年度を迎えるにあたり市長の市政

運営における考えを発信することであることは、私も十分理解しております。 

 この２年間の所信表明において、新医療センターの整備についての表現がなかった

ことから、２年前の考え方に変化があったのか、との思いから、現段階における市長

のお考えをお伺いしたところであります。 

 市長より、現状の富士北麓総合医療センターについては、市民の皆様の健康づくり

と医療施策を推進するための施設として大きな役割を果たしてきており、本市におい

て欠くことのできない重要な施設であると強く認識している、また、現段階における

新医療センターの整備についての考え方については、検討をさらに深め、整備に向け

た取り組みを進めると、平成 30 年６月議会の私の一般質問に対する市長の考え方と

全く相違ない、御答弁をいただきました。 

 また、４期目のマニフェストにおいては、老朽化した現在の施設に替わる新医療セ

ンターの整備が必要不可欠と考え、その整備を市民の皆様にお約束したとの、御答弁

をいただきました。 

 市長は、前回の市長選挙時のマニフェストに伴う質疑の中で、どうして医療センタ

ーを整備しなければならないのか。に対し、 

 医療センターは、診療所の検査や生活習慣病健診・人間ドック、子どもの健診を行

う施設で、食育や講演会なども行っています。また、小児初期救急医療センターとし

て多くの方に利用していただき、市民の皆様にとってはとても大切な施設です。 

 しかし、昭和 54 年に建てられてから約 40 年がたち老朽化が進んでいます。特に水

回りの設備の老朽化が激しく、改修を重ねながら使用しています。また老朽化に加え

スペースが狭く利用者にとって不便であることも事実です。 
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 充実した機能とスペースを確保して子どもからお年寄りまで健康診断を行うことが

でき、健診データをしっかり蓄積することができて、市民のみなさまの病気の早期発

見や重症にならないよう、事前に予防することができる施設として移転・建て替えな

ど多方面から整備を検討したいと考えています。 

と回答しております。 

 移転・建て替えなど多方面からの整備については、私の前回の一般質問での御答弁

である、現状の課題等について多角的な見地から検討し、その将来構想を策定してい

く必要があることについても認識をいたしております。と同じ意味合いであると思い

ます。 

 現状の課題についての検討内容、庁内における検討会の設置などについては、関係

課による調整会議を実施し、現状の課題や他施設への移転や新設等について協議を行

っているところであり、今後、検討会の設置等を進めてまいりたいとの、御答弁をい

ただきました。 

 市長の御答弁にもありますように、まさしくマニフェストは公約であり、市民の皆

様との約束ごとであります。 

 必要不可欠である新医療センターの整備について、平成 30 年から２年経過した現

在において、現状の課題等について多角的な見地からの検討が、庁内における調整会

議だけの検討しか実施されておらず、庁内検討会の設置もされず、方向性も未だ全く

見えません。 

 早急に庁内における検討会の設置とその開催や現在の富士北麓総合医療センター内

の臨床検査センターの指定管理者である富士吉田医師会など関係機関との協議につい

て、市長の強いリーダーシップで実現を図り、新医療センターの方向性を早急に具体

的にお示しいただけるのか、市長にお伺いします。 

 次に、この２年間に富士北麓総合医療センターの修繕等については、建物本体の改

修工事及び各種修繕について約 1,800 万円を支出したとの、御答弁をいただきました。 

 もちろん、現在の富士北麓総合医療センター内の臨床検査センターの指定管理者で

ある富士吉田医師会においても軽微な修繕等は行っており、改修及び修繕費等の額は、

加算されるものと考えます。 

 現在の富士北麓総合医療センターについては、前回の一般質問でも述べましたが、

改修や修繕等に費用を費やしても、現状のままでは、その使命と役割を果たし続ける
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ことは、不可能な状況であると考えております。 

 建物の老朽化や施設周辺の環境の変化などから、クリアしなければならない課題も

あり、市民会館第２駐車場からの新倉南線の道路を横断する危険を回避すること、エ

レベーターが２階止まりであるため、乳幼児健診の際のお母さん方の不便さを解消す

ること、乳幼児健診室の冷暖房のない大変劣悪な状態を改善することなど、また、市

長の御答弁にもありました富士吉田医師会により設置された様々な医療機器への影響

を及ぼさないことなど数多くあることは、事実であります。 

 このような課題を一挙にクリアするには、私は、他の施設への移転などではなく、

建て替えをするべきであると考えますが、市長にお伺いいたします。 

 次に、私は、現状の富士北麓総合医療センターの場所につきましては、市内の概ね

中心地であり交通網の面からも健診などを受診するには、最適な場所であると考えて

おります 

 そこで、あくまでも、私の私案でありますが、老朽化に伴い建て替えをする場合に

は、富士北麓総合医療センターと同地域である現在の市民会館第２駐車場への新医療

センターの建設が最適であると考えます。現在の市民会館第２駐車場は、建物の規制

がなく４階建ての建設も可能であり、駐車場スペースも新医療センター前の利用がで

き、現在の道路を横断することもなく安全であること、また、乳幼児健診などに使用

する場合にも施設前に駐車できるため利用しやすいこと、新たにエレベーターの設置

や冷暖房設備の設置も可能であります。 

 現状の富士北麓総合医療センターの跡地につきましては、市民会館の第２駐車場と

することにより、市民会館にも近く利用者の利便性が図られるものと考えます。 

 もちろん、新医療センターの建設には、多額の建設費が見込まれますが、これにつ

きましても市長を先頭としてあらゆる方策を検討する中で、私の私案であります建設

候補地も含めての建設場所など、早急に建て替えに向けた検討を進めるべきであり、

先ほども述べましたが庁内検討会の設置や富士吉田医師会などとの協議を進め、新医

療センターの整備を図るべきであると考えますが、市長にお伺いいたします。 

 以上、２回目の質問といたします。 

 

２回目の市長答弁 

 宮下議員の２回目の御質問にお答えいたします。 
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 まず、新医療センターの具体的な方向性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、まずは庁内において課題等をクリアするための検討を重ねる必要が

あるものと考えております。その上で、県や富士吉田医師会等の関係機関を含めた検

討会を設置し、全体的な方向性を定めてまいりたいと考えております。 

 次に、移転ではなく建て替えをすべきとの御指摘についてでありますが、その点に

つきましては、庁内における調整会議や関係機関を含めた検討会での議論を通し、結

論を導き出していくことが必要であると考えております。他の施設への移転及び建て

替えの場合の双方それぞれのメリット、デメリットを比較する中で、より良い選択を

するためには庁内及び関係機関との協議が重要になってくるものと考えております。 

 次に、早急な建て替えに向けた検討及び関係機関との協議についてでありますが、

建て替えという選択肢の中には、宮下議員御発言の市民会館第２駐車場も候補地の一

つになるものと考えております。また、今後に向けて早急な協議が必要であるとの宮

下議員の御認識は、私も同じであります。しかしながら、新医療センターの整備につ

きましては、財源の問題を抜きに解決することは困難であり、この課題も含め、今後

も庁内の調整会議や関係機関を含めた検討会において協議を進めてまいりたいと考え

ております。 

 いずれにいたしましても、新医療センターは市民生活において欠くことのできない

施設であり、計画の早期実現に向けて今後も取組を進めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 今回、大明見地区の道路整備について、新医療センターの整備について、一般質問

をさせて頂きました。 

 防災減災道路への連絡道は、実現に向けては非常に厳しい状況ですが、一歩でも前

進するよう今後も全力を傾注して参ります。 

 新医療センターの整備は、市民の健康づくりには必要不可欠な施設でありますので、

早急に方向性を出しその実現に向けて進めることをお願いし、私の一般質問を終わり

ます。 

 御静聴有難うございました。 


