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藤原栄作議員 

第１標題「富士吉田市役所本庁舎の建て替えについて」 

１回目の質問 

 令和４年３月定例市議会におきまして、第１標題富士吉田市役所本庁舎の建て替え

について、第２標題明見湖の保全について質問させていただきます。 

 先ず初めに、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、日夜感染のリスクと闘いな

がら、献身的に医療活動やワクチン接種業務に従事しておられる多くの医療関係者の

方々、さらには我々が日常生活を営む上で、必要不可欠な業務を担っておられるエッ

センシャルワーカーの方々に対し、心からの敬意と感謝を申し上げます。 また、民間

企業をはじめ、多くの皆様から、フェイスシールドやマスク、消毒液などの無償提供

や多額の寄附金をいただきましたことに、この場をお借りして厚くお礼を申し上げる

次第です。  

 それでは、第１標題の「富士吉田市役所本庁舎の建て替え」について、質問いたし

ます。 

 この本庁舎は、鉄筋コンクリート造り３階建ての庁舎として昭和 33 年５月に竣工

しており、また、昭和 60 年には、一部北側へ重量鉄骨を用い増築された経緯がござい

ます。 

 そもそもコンクリートは圧縮に強く、引張りには弱い部材ですが、鉄筋は圧縮に弱

く、引張りには強いという性質を持っています。鉄筋コンクリートは、こうした特性

を生かし、コンクリートの中に鉄筋を入れ、圧縮にも引張りにも強い部材を作るため

に生まれてきました。 

 この様に鉄筋コンクリートは、耐久性に強い堅牢なものでありますが、建築から 63

年が経過し、本庁舎のあちこちにひび割れや雨漏りが発生しております。建物の劣化

の原因はアルカリ性のコンクリートが長年かけ中性化し内部の鉄筋を錆びさせること

やひび割れにより酸素や雨水が入り鉄筋に錆びを生じさせることが主な要因となって

います。 

 さて、私が知っている昔の本庁舎は、各階の北側に廊下があり、かつ、各課の間に

は壁があり、また、部屋ごとにも鉄筋の壁で仕切られているなど、大変堅牢な庁舎で、

事務室に入る時はドアをノックして入ったことを記憶しております。現在は、廊下の

壁や各課の間仕切りを取り払いオープンスペースにしております。確かに、事務の効
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率化といった点からは良いかもしれませんが、施設の強度あるいは安全面といった点

からは極めて脆弱な建物になっております。 

 そこでお尋ねします。市長は、この庁舎の現状をどのように捉えますか。また、何

年まで使用できると考えていますか。 

 

１回目の市長答弁 

 藤原栄作議員の富士吉田市役所本庁舎の建て替えについての御質問にお答えいたし

ます。 

 まず、庁舎の現状をどのように捉えているかについてでありますが、市役所の庁舎

は、行政を運営していく上で欠かすことの出来ない施設であり、また、災害時におけ

る防災拠点施設として、市民生活に関わる多くの役割と機能を持つ、市民共有の財産

であります。 

 藤原議員御発言のとおり、本庁舎は建設後 63 年が経過し、建物の一部に亀裂や劣化

が見られ、老朽化が進んでいることから、現在、平成 30 年度に策定した「富士吉田市

庁舎施設管理計画」に基づき、長寿命化を図るための点検、改修工事等を実施してお

ります。 

 しかしながら、近年、全国各地で大規模な地震や豪雨、暴風といった自然災害によ

り、自治体等の庁舎が大きな被害を受け、災害対応にも支障をきたす状況も発生して

おります。 

 したがいまして、市民生活に欠かせない公共施設やインフラ資産等の整備につきま

しては、行政機能を維持、充実する上でも最重要施策であると考えており、「富士吉田

市公共施設等総合管理計画」に基づき、市役所庁舎を含めた公共施設やインフラ資産

等の建設や改修を進めるなど、長寿命化について計画的かつ継続的に取り組んでおり

ます。 

 なお、本庁舎が何年まで使用できるかについてでありますが、本庁舎につきまして

は、執務スペースを拡張するため、昭和 60 年度に本庁舎北側部分を増築し、平成 13

年度には、市民の安心・安全を確保するための耐震補強工事を実施したところであり

ます。また、外壁塗装工事や屋上防水工事等を行うなど、安定的な市民サービスの提

供に向けた計画的な施設の維持管理を行っております。 
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 このことから、平成 30 年度に実施した「富士吉田市庁舎施設管理計画」における診

断では、最長で 20 年程度の長寿命化を図ることが可能となっております。 

 しかしながら、市民生活を支える上で最も身近で、自治体のランドマークとも言え

る市役所庁舎につきましては、激甚化、頻発化する自然災害に備えるとともに、市民

が安心して利用できる庁舎機能を維持するため、建て替えによる更なる機能強化を推

進していくことも必要不可欠であると認識しております。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

２回目の質問 

 只今、堀内市長から、本庁舎があと 17 年は大丈夫との力強い答弁をいただきました

が、一方では、市民に対して使い勝手の良い施設、また、防災に強い施設とするには

建て替えが必要不可欠であるとの答弁もあったところです。「あと 17 年」は「もう 17

年」とも言えます。郡内の自治体には、長期計画の中で資金計画を立てながら庁舎建

て替えを考えている自治体もあります。 

 私は早急に本庁舎建て替えの基本計画と言いますかロードマップを作製した方がい

いのではと考えています。 

 つまり、堀内市長もかねがね「富士山の噴火」や「東海地震」については大変憂慮

されていることは、私も承知しているところですが、一旦緩急ある時、この市役所本

庁舎が市民の安心安全の司令塔として機能を果たさなければならない重要な場所であ

ると思っています。しかし、その重要な機能を持つ庁舎が仮にも倒壊、あるいは庁舎

に居た市長及び職員共々が灰燼に帰したなんてことがあったとすれば、一体誰が市民

のための災害時誘導及び復旧業務を担うのでしょうか。大変憂慮される所です。この

点について市長はいかがお考えでしょうか。お尋ねいたします。 

 さて、庁舎建て替えと言いますとこれまで申し上げたとおり、ただの施設ではなく

災害に強い建物としても考慮しなければなりません。つまり莫大な資金を見込まなけ

ればなりません。そもそも税収そのものが一挙に増すことはこの現況では、とても難

しいことです。そこでお尋ねいたします。本市の貯金である「財政調整基金」及びふ

るさと納税の積立金である「ふるさと振興基金」のここ数年の推移をお伺いいたしま

す。 
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 なお、ふるさと納税は非常に堅調な伸びを示しているとも伺っておりますが、本庁

舎建て替えに当たり、この基金を振り替えることができるのかどうか。併せて伺いま

す。 

 また、個人の家でも建て替えをする時は、数年前から計画し時期や予算そして部屋

のレイアウト等を検討して初めて取り壊しを始めます。 

 市では産業会館を耐震に耐えられないとして平成 28 年に解体しましたが、その産

業会館内に入っていた事務部署がそのまま NTT 富士吉田ビルに移転しており、令和８

年３月 31 日まで賃貸借契約がなされております。そして令和３年度までの６年間に

すでに賃料を約 4,460 万円支払っておりますが、今後何年賃貸する予定なのかお聞き

いたします。加えて、このように賃貸費用も莫大な金額になる中、一方では会議室等

が少なく市民は大変不便をしている状況です。 

 はじめに申し上げましたが、１回目の質問で、堀内市長は、建て替えによる更なる

機能強化を推進していくことも必要不可欠であると認識しているとの答弁がありまし

た。そこで、市では庁舎の建て替えのためのロードマップを作成する予定があるのか

お聞きします。 

 

 

２回目の市長答弁 

 藤原議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、大規模地震発生時等における本庁舎の危険性と災害時の対応及びＮＴＴ富士

吉田ビルの借用期間についてでありますが、本庁舎につきましては、平成 13 年度に耐

震補強工事を実施いたしましたが、震度７の地震発生時においても、建物の倒壊又は

崩壊の危険性は低いものの、老朽化により災害対策拠点施設としては機能が充分に発

揮できない状況にありました。 

 このため、平成 25 年度に大規模災害時における被災者対応や早期の復旧作業を実

施するための機能も担う拠点施設として、東庁舎の建て替えを実施いたしました。 

 その後、平成 28 年度には、耐震基準を満たしていない産業会館を取り壊したため、

ＮＴＴ富士吉田ビルを賃貸借する中で庁舎西別館として活用し、現在、産業観光部を

配置しております。 
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 また、昨年６月議会において、富士吉田市ワクチン接種センターが、その役割を終

えた後には、現在の富士五湖広域行政事務組合の敷地に建物を移設し、公共施設とし

て活用することをお示しさせていただいたところであり、現在の富士五湖広域行政事

務組合の敷地に移設後の建物は、市役所仮庁舎としての活用を検討しておりますので、

それに伴い庁舎西別館の賃貸借契約は終了する予定となっております。 

 次に、現在の本庁舎につきましては、老朽化し、経年劣化が見られるほか、複雑・

多様化する行政需要に対応できる執務環境になっておらず、使い勝手に支障が出てい

ることから、先ほど答弁申し上げましたとおり、20 年程度の長寿命化が可能であると

診断されておりますが、建て替えについては、更なる機能強化を図る上でも、長寿命

化期間の中で可能な限り前倒しをして建設を目指してまいりたいと考えております。 

 したがいまして、本庁舎の建て替えについては、早期に取り組むべき事業の一つで

ありますので、来年度実施する第６次富士吉田市総合計画の中期見直しにおいて、新

たに新庁舎建設事業を主要事業として位置付けるとともに、市の重要施策として進め

てまいります。 

 次に、「財政調整基金」及び「ふるさと振興基金」のここ数年の推移についてであり

ますが、財政調整基金の残高につきましては、私の市長就任以降、30 億円以上を維持

する中で、市政運営を行っているところであります。 

 財政調整基金のここ数年間の残高推移でありますが、平成 30 年度末では 42 億２千

万円余り、それ以降、令和元年度末では 47 億１千万円余り、令和２年度決算終了後の

現時点においては、歳計剰余金からの積立金と合わせ 40 億円余りであり、ここ 30 年

ほどの残高推移を見る中では、最も高い水準で推移しているところであります。 

 また、ふるさと振興基金につきましても、平成 30 年度末では７億８千万円余り、そ

れ以降、令和元年度末では 12 億３千万円余り、令和２年度末では 28 億６千万円余り

となっております。 

 なお、ふるさと振興基金を庁舎建て替えの財源に振り替えることができるかについ

てでありますが、ふるさと振興基金は、寄附者が使途を限定しない寄附金と、事業の

目的を明示して募ったクラウドファンディングによる寄附金を積み立てているもので

あります。 

 藤原議員御発言のとおり、市役所本庁舎は、市民の皆様や来庁者の安心・安全の司

令塔となる重要な役割を担うものであり、本市の防災体制の強化につながる庁舎の建
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て替えについては、ふるさと納税の寄附者に対し、寄附の使途を示すことにより、ふ

るさと振興基金を本庁舎建て替えの財源として振り替え、活用することは可能なもの

であると認識しております。 

 さらに、庁舎の建設費用の財源の一つとなる基金への積立てについては、これまで

市役所庁舎を含めた公共施設の建設に係る財源とするための公共施設整備基金を積み

立ててまいりましたが、今後につきましては、本庁舎の建て替えを見据えた上で、公

共施設整備基金に積み立てるのではなく「庁舎整備基金」の計画的な積立てを行い、

「財政調整基金」や「ふるさと振興基金」さらには一般財源を含めた中で建設費用の

財源としたいと考えております。 

 次に、ロードマップを作成する考えがあるかについてでありますが、本庁舎建て替

えのロードマップの作成については、藤原議員御発言のとおり、当然、庁舎の機能強

化を推進する上でも必要なことであると認識しておりますので、まずは、建設する場

所や本庁舎の配置、建設規模、財源等の基本的な事項を調査するための庁内検討委員

会を設置し、基本構想、基本計画等につながるスケジュールについて準備を進めてま

いります。 

 さらに、基本構想等の策定につきましても、有識者や市民の皆様から意見を聞く機

会を設けるため「庁舎建設検討委員会」を立ち上げるとともに、市民の意見等が反映

された新庁舎の建設スケジュールを考えており、基本構想、基本計画、基本設計及び

実施設計を経て、工事着手という手順で進めてまいります。 

 いずれにいたしましても、市民の安心・安全を守り、市民が利用しやすく、親しみ

と誇りが持てる新庁舎の建設に向けて、できる限り早期の完成を目指し、鋭意努力し

てまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

第２標題「明見湖の保全について」 

１回目の質問 

 第２標題の「明見湖の保全について」について、質問いたします。 

 ご承知のとおり、明見湖は周囲を里山に囲まれた閑静な場所にあり、湖面に蓮が植

生していることから通称「ハス池」とも呼ばれ、清流と沼の多種多様な生き物が同居
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し、多くの水鳥が羽を休め、春は桜、夏は蓮やあじさい、秋には紅葉が楽しめるなど

市民はもとより多くの来訪者でにぎわっています。また、かつては、富士八湖の一と

して、富士山信仰の禊ぎの場であったとも伝えられています。 

 こうしたことを受け、市は平成 12 年から明見湖周辺の整備事業を進め、同 19 年に

は総面積約 3.4 ヘクタールの明見湖公園を完成させました。公園は「里山」「体験学

習」「親水」「ビオトープ」「ひろば」「サンクチュアリ」の６エリアに分けて整備を進

めたほか、湖の周囲に遊歩道を設け、自然観察やウオーキング、農作業体験、釣りな

ど自然との触れ合いに主眼を置いた憩いの場として生まれ変わったところです。 

 一方、明見湖の水質悪化やブラックバス及びブルーギルといった外来魚が繁殖する

中、在来生物のホトケドジョウやメダカ、ホタルなどの絶滅が危惧されるに至ったこ

とから、環境の保全・保護を求める声を受け、堀内市長は、平成 22 年８月に市制 60

周年記念事業として明見湖の水を抜く一大プロジェクト事業を挙行し、明見湖におけ

る一斉清掃を有史以来、初めて実施され、外来魚の駆除や湖底にたまったヘドロ、ご

みの除去を行ったことは、正に、堀内市長の自然環境の保全に対する並々ならぬ、深

い見識とご理解の賜物であると市民を代表して感謝申し上げる次第です。 

 ところが昨今の明見湖は、この様な堀内市長のご尽力もむなしく、明見湖のほぼ中

央に位置する場所では葦が蓮を駆逐し、葦の根の上にまた葦が生えております。今や

明見湖には新しい島が生まれ、日に日に増殖・拡大し、このままでは明見湖が葦池と

なり、さらには葦ヶ原になってしまうのではないかと地元住民はもとより来訪した

方々から心配の声が上がっております。 

 明見湖はこれまで申し上げたとおり、当市が誇る唯一無二の由緒ある歴史的景観を

残した自然湖であります。そして、市民を始め多くの来訪者の憩いの場ともなってお

ります。 

 そこで、大変お忙しいとは存じますが、私が市長をご案内いたしますので、一度明

見湖の現状を視察していただきたいと思います。そして、視察されてからで結構です

ので、もう一度、市制 60 周年記念事業を実施したときや池の水を全部抜くテレビ番組

のように、大々的に市民一体となった掻い掘りと浚渫事業を計画・実施していただき

たいと思いますが、見解をお聞かせください。 

 

 



8 
 

１回目の市長答弁 

 明見湖の保全についての御質問にお答えいたします。 

 藤原議員御発言のとおり、明見湖は四季に応じて様々な動植物が生息する貴重な里

山であり、私自身も機会がある度に明見湖公園を訪れております。特に夏場の明見湖

の湖面に咲くハスは見事であり、明見湖のハスの便りを聞くたびに、夏の到来を感じ

ております。しかしながら、近年の著しい自然環境や生活環境の変化などによりハス

の生育や在来生物の生息に悪影響を及ぼしている状況には、私も心を痛めております。 

 このことから本市では、平成 22 年度及び平成 27 年度に明見湖の湖水を排水し、外

来種であるブラックバスやブルーギルなどの駆除を行いました。 

 また、平成 29 年度にはハスの生育不良が認められたため、明見湖のハス保全に対す

る調査業務委託を平成 30 年度からの２か年において実施いたしました。 

 この調査業務委託の内容につきましては、文献などの既存資料の調査研究や地元住

民など関係者からのヒアリング、さらには明見湖における生態系や水質、水量など様々

な角度から調査、検討を行い、他市町村の事例なども参考とした上で、報告書がまと

められました。 

 この報告書によりますと、ハスの生育不良の要因として、ハスが過剰に繁殖し、湖

底の環境が悪条件となったことによる生育阻害や、明見湖周辺の市街地化による明見

湖への雨水等の流入路や流出路のコンクリート化など、流動環境の変化と明見湖内の

有機物の蓄積により葦が形成されることなどが挙げられております。 

 また、これまでと同様に明見湖の湖水を排水した場合につきましては、湖底の環境

改善や外来魚の駆除等一定の効果が認められるものの、湖水内を形成している生態系

のバランスを崩し、かえってハスの生育にも悪影響を与えてしまうことがわかりまし

た。 

 さらに、葦を形成しております浮島の除去には、明見湖の地形の影響から、湖水を

全て抜くことは困難であり、湖底は泥が堆積し足場が悪く、重機等が使用できないた

め時間や費用などの面で多くの課題があります。 

 これらのことから、明見湖の環境保全につきましては、様々な要因が絡み合ってい

るため、単年度での根本的な解決は難しいものであると認識しております。 
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 したがいまして、令和４年度におきましては、葦で形成されている浮島について、

湖岸から葦の形成されている浮島までの水路を確保し、ボートで往来しながら葦の除

去作業を、年間を通して行うことで明見湖の環境保全に努めてまいります。 

 いずれにいたしましても、明見湖公園は豊かな水辺の自然環境を保全し、身近な自

然とのふれあいを通じて、自然の大切さを体験できる施設ですので、これからも市民

と自然とが共生できる憩いの場所の創生を市民の皆様や指定管理者と共に尽力してま

いります。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

「締めの言葉」 

市長の答弁でも、できる限り早期の完成を目指し誠意努力をして参りますと答弁を

頂き、有難うございます。市民や職員が安心安全に利用できる新庁舎を一日でも早く

建設できるよう、お願い致します。 

「自然を愛し、美しいまちをつくりましょう。」と市民憲章にあるように、素晴らし

い自然と歴史のある明見湖を後世に残すことは、市長の手腕にかかっております。 

以上で私の一般質問を終わります。ご清聴有難う御座いました。 


