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渡辺利彦議員 

第１標題「鐘山総合スポーツセンターの整備計画について」 

１回目の質問 

令和４年３月定例会において一般質問させていただきます。 

 まず初めに、新型コロナウイルス感染症対策に向き合い、日夜多忙を極めながら、

ご尽力を頂いております医療従事者の皆さまや、行政機関をはじめとする関係者各位

に対しまして、心より感謝と御礼を申し上げます。 

 また、若年層の感染拡大防止に万全を期してご尽力頂いております、小中学校教職

員や保育園、幼稚園等の職員の皆様方に対しましても、敬意と感謝を申し上げるしだ

いであります。 

 更に、十分な感染対策にも関わらず、新型コロナウイルスに感染された方々並びに、

濃厚接触者として不自由な生活を強いられている方々に対しまして、心よりお見舞い

申し上げます。 

 現在進行している防災ラジオ設置事業についてですが、地球温暖化による異常気象

により、大雨や台風が多発することや、防音性の高い高機能住宅の普及などにより、

防災ふじよしだの情報が、難聴地域だけでなく聞きづらく、中には放送が流れている

こと自体に気づかないなどの事例を耳にすることが多くありました。 

 災害時に最も大切な初動情報をすべての市民の方々に迅速に伝えることができるよ

う、私は、以前より防災ラジオの全世帯への設置を、様々な場面において強く訴えて

まいりましたが、本年度 9,000 世帯を皮切りに、来年度、再来年度の 3 か年計画で防

災ラジオの全世帯設置事業が展開されていることに対し感謝申し上げます。 

 すでに設置している世帯の方々より、災害情報やあらゆる緊急情報等が確認しやす

く、はっきり大きく聞こえ、聞き漏らすこともなく、とても安心感があると歓迎の言

葉もいただいております。 

 引き続き、予定通り全世帯設置が完了できますよう、順調な事業進捗を図っていた

だきますようお願いさせていただきます。 

 それでは第１標題、「鐘山総合スポーツセンターの整備計画について」質問をさせて

いただきます。 

 令和２年３月定例会の奥脇和一議員の一般質問の中で、市長のマニフェストに位置

づけられた、新総合体育館の整備構想について、縷々質問をされています。 
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 市長は、新総合体育館の整備についてはスポーツの楽しさ、子供たちの体力向上、

市民の絆づくり、健康寿命の延長、イベント開催による地域の活性化につながるもの

であり、市民の皆様や地域にとって元気の源となるスポーツ拠点であり、また鐘山体

育館メインアリーナは昭和 56 年に整備されたものであり、老朽化や現在のニーズに

一部対応していないことから、利用団体から要望もいただく中で、新たな総合体育館

の整備が必要と考えマニフェストに位置づけたとご答弁されております。 

 今後、具体的には鐘山体育館の在り方も含め、設置場所や規模、整備計画や財源の

確保などの方向性を、令和３年度に立ち上げる庁内検討組織にて決めていくこと、ま

たその方向性が決まりしだい、その後、幅広い視点から意見を聞くことのできる外部

委員による検討組織を設置し、さらに多面的、総合的な検討を進めていくこと、との

お考えをお聞きしましたが、すでに令和 3 年度末を迎えておりますが、庁内検討組織

の立ち上げは計画通り行われ、具体的な事柄に対して組織内にて充分に検討され、方

向性の決定に至っているのか、現在の進捗状況についてご答弁を頂きたいと思います。 

 また、令和３年９月定例会の一般会計補正予算（第６号）に提案された市民体育施

設管理事業委託料 3,245,000 円について、新総合体育館整備に関わる調査委託費と理

解しておりますが、現在の状況と併せてご答弁頂きたいと思います。 

 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 

 渡辺利彦議員の鐘山総合スポーツセンターの整備計画についての御質問にお答えい

たします。 

 最初に、渡辺利彦議員の防災ラジオの必要性及び重要性についての見識に敬意を表

すとともに、防災ラジオ設置事業への激励のお言葉、深く感謝申し上げます。 

 防災ラジオの設置につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け若

干の遅れもございますが、順調に進んでおり、令和３年度から令和５年度までの３か

年事業として確実に各世帯への設置を進めてまいります。 

 引き続き、市民の皆様の安心・安全を確保するための施策につきまして、御支援を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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 それでは、御質問の庁内検討組織の進捗状況についてでありますが、令和３年２月

に関係部署による「新総合体育館のあり方検討委員会」を立ち上げ、現状把握と課題

抽出を行う中で、新たな体育館に求められる規模、改築又は新築の選択、建設候補地

について検討を重ねてまいりました。 

 現在の施設は、建設から 40 年が経過していることから広範囲に劣化がみられ、メイ

ンアリーナにおいてはシャワールームが使用できないことやトイレが和式のみであり、

また劣化が著しいこと、施設全体がバリアフリーに対応できていないことなどが大き

な課題として抽出され、これらの課題については幾つかのスポーツ団体から改善の要

望が挙げられております。 

 新たな体育館の施設規模につきましては、検討委員会において、建設時の費用とそ

の財源の確保、ランニングコストにおける収入と支出の見込みなどを勘案し検討する

中で、現在の施設と同規模が望ましいとの結論が出され、その結論を踏まえ政策決定

に至りました。 

 また、時代のニーズに合わせた大規模改修を含めた長寿命化工事に伴う費用は、新

築した場合の建設費用と同等程度であると見込まれ、社会や時代の変化に合わせた機

能向上が必要であることからも、大規模改修等を行うのではなく、新たな体育館を建

設することがふさわしいとの結論に至っております。新たな建設場所につきましては、

市内数か所を候補地として調査いたしましたが、立地条件や費用などの面を比較検討

し、現在鐘山総合スポーツセンターが所在する鐘山エリアを新総合体育館の候補地と

いたしました。 

 次に、新総合体育館整備に関わる調査委託費についてでありますが、渡辺利彦議員

御発言の市民体育施設管理事業委託料につきましては、現在、新体育館建設基本構想

に伴う基礎調査業務として業者に委託し、実施しているところであります。 

 この基礎調査業務の内容につきましては、市内スポーツ施設における現状調査や、

利用状況、維持管理運営における課題等の整理を始め、近年における類似スポーツ施

設の建設状況の調査、さらには建設候補地エリアについても敷地条件や法規制等の確

認、課題の抽出などを行っております。 

 今後につきましては、この調査業務の成果をベースにした上で、令和４年度及び令

和５年度において新体育館建設基本構想・基本計画の策定を予定しております。 

 以上、答弁といたします。 
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２回目の質問 

第１標題 「鐘山総合スポーツセンターの整備計画について」２回目の質問をさせ

ていただきます。 

 今年度「庁内関係部署による新総合体育館の在り方検討委員会」を立ち上げ、現状

把握と課題抽出を行う中で、規模、改築新築の選択、建設候補地等の検討を重ねてき

たようですが、市長がおっしゃる通り、現施設は 40 年が経過し、劣化や時代のニーズ

に合わない構造が多々見受けられ、構造自体大きく段差があり玄関ロビーからバリア

フリーでアリーナへ入ることはできないなど、健常者のみを対象とした施設として建

築されたものだと思われても仕方のない状況です。 

 また、現施設は昭和 56 年に整備されましたが、昭和 61 年かいじ国体開催の際には、

観客席が足りず東側を改築し観客席を増築しました。そのため、東側観客席には太い

柱が残り、客席から観戦すると、プレーヤーが柱の陰に入ってしまいます。 

 更に、開館当初は暖房設備がありましたが、ボイラーの撤去がなされ使用できない

状況です。 

 加えて、玄関ロビーとアリーナエリアが扉で仕切られていないため、寒冷地である

富士吉田の寒さがより増して感じられ、体育館での運動は危険を伴うかと思うほどで

す。 

新たに体育館を建設する結論に至ったとのことですので、しっかり未来を見据え、後

に不便や使いづらさが生じない完璧な新総合体育館を目指すことが必要ですので、慎

重にご検討をいただきたいと思います。 

 体育館の規模は、財源、ランニングコストなどを勘案する中で、現在の規模と同規

模が望ましいとの結論に至ったとのことでありますが、市内の小中高校生はもとより、

広く年代を問わず一般市民に本物のスポーツ文化を直接見てもらい、技術や迫力を感

じていただき、一流スポーツの感動や素晴らしさを身近に感じていただくため、バス

ケットの公認大会の基準を満たすことで、バレーボール、ハンドボール等のプロリー

グを誘致することができるよう、アリーナのバスケットボールコートを２面から３面

に広げ、シャワー室、更衣室を完備し、観客席を現在の 1,200 席からパイプ椅子を含
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め 3,000 席規模に整備することなどを検討していただきたいと考えますが、市長のお

考えをお聞かせください。 

 また、新総合体育館の完成に向けた今後のスケジュールをお聞かせください。 

 次に、鐘山テニスコートは、平成 16 年に表層部分を改修し砂入り人工芝コートにし

ましたが、10 年の耐用年数を超え 18 年目を迎えており、５年ほど前から急激に劣化

が進み、人工芝の摩耗性が高まり、基布であるバッキング部分もすり減って剥がれて

おります。 

 令和２年度に一部修繕をしていただきましたが、新旧のジョイント部分や各ライン

部分の凸凹が激しく、イレギュラーバウンドが頻繁に起きてしまいますし、凹凸部分

につまずき転倒する危険性もあり、切迫した状態です。 

 また、平成 16 年以前と違い、硬式、軟式両テニスが利用する中、現在の４面では練

習や大会の開催を賄うことは到底できないそうです。 

 現鐘山テニスコートの西側フェンスを河川側に広げ、駐車場付近の河川を改修し、

テニスコートの並びを変えることで６面規模に改修することもできるようであります。 

 鐘山テニスコートの劣化の解消と６面規模への改修計画をご検討いただきたいと思

いますが、市長のお考えをお聞かせください 

また、総合グラウンドの東側と南側にトイレがありますが、西側のテニスコート付近

には緑地帯もあり利用者が多く、またテニス利用者は頻繁に着替えをする利用者もい

ますので、総合グラウンド西側にトイレと更衣室の新設も併せて、ご検討いただきた

いと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。 

 鐘山スポーツセンターの各施設が同時に利用される際は、圧倒的に駐車場不足とな

り、周辺の路上に隙間なく片側駐車されてしまいますが、総合グラウンド南側の温水

ため池は、昭和 61 年かいじ国体開催時には鐘山体育館が剣道会場となり、駐車スペー

スが足りず、温水ため池にスロープを設置して臨時駐車場として利用したそうです。 

 鐘山スポーツセンターに隣接する、温水ため池を有効に活用していくことが今後の

鐘山総合スポーツセンター構想の充実に対し、絶対的に必要であると考えますし、そ

れぞれの施設の点整備だけではなく、人や車の動線や障害者にも優しい全体的な面的

整備計画が必要であると考えます。 

新総合体育館のみの検討組織ではなく、「鐘山総合スポーツセンター全体の検討組織」

に変更して、ご検討をいただきたいと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。 
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以上、第 1 標題２回目の質問とさせていただきます。 

 

 

２回目の市長答弁 

 渡辺利彦議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、新総合体育館の規模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、本市の人口推移や財政状況を鑑み、現施設と同規模での建設とする方向性であり

ますが、観客席数などの具体的内容につきましては、令和４年度及び令和５年度にお

いて予定している基本構想・基本計画の中で策定してまいりたいと考えております。 

 また、その基本構想等においては、外部委員を含めた検討組織の立ち上げを予定し

ており、施設利用者の方々や関係団体等のニーズなど様々な声を踏まえた上で事業コ

ンセプトを取りまとめ、市民のためのスポーツ拠点施設としてはもちろん、多くの利

用する方々にとって魅力ある施設となるよう事業を進めていく必要があると考えてお

ります。 

 次に、新総合体育館の建設に伴うスケジュールについてでありますが、基本構想等

を策定後、基本設計、実施設計を経て工事を開始するという工程が一般的となってお

り、具体的なスケジュールにつきましては、基本構想等を策定する中で協議してまい

ります。 

 次に、鐘山テニスコートの劣化の解消と６面規模への改修計画及び総合グラウンド

西側へのトイレ等の新設についてでありますが、鐘山エリアを建設候補地として新体

育館建設の基本構想等を策定していくに当たり、既存のテニスコートや総合グラウン

ド等につきましても影響があるものと想定されます。 

 したがいまして、新体育館建設の基本構想等については、渡辺利彦議員御発言の内

容を含め、多くの課題の解消、利便性や快適性の向上など様々な角度から検討してい

く必要があると考えております。 

 次に、鐘山総合スポーツセンター全体の検討組織への変更についてでありますが、

駐車場の規模や動線を含めた利便性の向上、高齢者や障害者の利用に配慮した建設計

画とするため、温水ため池を含めた鐘山エリア全体を建設候補地として視野に入れ、

検討することも必要であると認識しております。 
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 つきましては、先ほど答弁申し上げましたとおり、外部委員を含めた検討組織にお

いては、喫緊の課題となっている新体育館建設の基本構想等の策定を通じて、エリア

全体が時代のニーズに沿ったスポーツ拠点となるよう総合的に検討してまいりたいと

考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

第２標題「市役所庁舎の建設について」 

１回目の質問 

 第２標題、市役所庁舎の建設について、１回目の質問をさせていただきます。 

 本市の庁舎は、昭和 33 年に完成しており、今年、築 64 年を迎えます。 

 多様化、複雑化する市民へのサービスにしっかりと対応するために、その時代時代

で適宜改修や改築を重ね、耐震工事も施されていますが、全体的には老朽化が進んで

いると言わざるを得ない状態かと思います。 

 庁舎をはじめとする公共施設の老朽化の問題は、本市だけでなく全国で大きな問題

になっており、国も対策に乗り出していますし、本市周辺の自治体でも喫緊の課題と

なっているようです。 

 そのような中、大月市の庁舎の老朽化が、昨年 12 月５日の新聞で大きく取り上げら

れていました。 

 その２日前に発生した東部・富士五湖を震源とした震度 5 弱の地震を受けて、「老朽

化した庁舎ではいざという時に頼れない」と市民から不安の声が上がっており、小林

市長は、多額の経費がかかるため頓挫していた庁舎の建て替えを、再検討することに

したと報道されていました。 

 また、隣の西桂町も、庁舎の老朽化を受け、山崎町長が建て替えの方針を示し、令

和５年度中の完成を目指して計画が進められているとも新聞報道されています。 

 東日本大震災や熊本地震、また、西日本豪雨など、大規模な自然災害が続く中、防

災機能の面からも市役所庁舎の重要性が再認識されており、南海トラフ地震などの大

規模災害だけではなく、近年頻発しているゲリラ的な豪雨や強風等による災害時にも、

行政サービス機能を継続するとともに、被災対応・復旧作業の拠点、いわば「市民の
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砦」となる市役所庁舎を整備しておくことは、住民に最も身近な自治体として重要か

つ不可欠ではないでしょうか。 

 本市では小中学校の庁舎をはじめとする教育施設やコミュニティセンターなどの改

修や改築を優先的に実施しており、市役所庁舎は後回しにされているように思われま

すが、大月市役所庁舎より古く、老朽化している現在の市役所庁舎の建て替えについ

て、その位置付けは、どうなっているのか、ご答弁をいただきたいと思います。 

 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 

 市役所庁舎の建設についての御質問にお答えいたします。 

 老朽化している現在の市役所庁舎の建て替えにおける位置付けについてであります

が、渡辺利彦議員御発言のとおり、本庁舎は、昭和 33 年に建設され、築 64 年を迎え

ます。その間、庁舎の維持管理のための耐震補強工事や改修工事を行ってまいりまし

たが、経年劣化に伴う本庁舎の老朽化が全体的に進んでいる状況にあります。 

 近年、全国各地で大規模な自然災害が発生しており、自治体等の庁舎が被害を受け

たことにより、災害対応にも支障をきたす状況も発生しております。 

 本市においても様々な自然災害の際には、市民の安心・安全を守るとともに、被災

した方々の対応と早期の復旧作業を実施するための拠点施設として、市役所庁舎の役

割は非常に重要なものと考えております。 

 これらのことから、防災拠点施設としての機能を強化するため、東庁舎につきまし

ては、平成 25 年に震度７の大規模地震においても庁舎機能を維持できる建物への建

て替えを実施いたしました。 

 また、老朽化する公共施設の改修等については、平成 25 年に国が策定した「インフ

ラ長寿命化計画」に基づき「富士吉田市公共施設総合管理計画」を策定し、小中学校

及びコミュニティセンター等を始め、市民生活に欠かせない公共施設やインフラ資産

等の整備等を行うことは、行政機能を維持、充実する上で最重要施策であることから、

市役所庁舎を含めた公共施設やインフラ資産等の新設及び改修を進めるなど、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。 
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 いずれにいたしましても、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 

第２標題 「市役所庁舎の建設について」２回目の質問をさせていただきます。 

 市民目線で施策を考えると、どうしても建て替えや改修の優先順位が低くなってし

まいがちな、市役所庁舎ではありますが、自治体のランドマークであり、市民が安心

して活用できるよう、建替えにより機能強化を進めていくとのご答弁をいただきまし

たので、市長もご理解いただいているかと思いますが、実は来庁され、利用している

方々は市民のみなさんであり、その市民の方々にとって、親しまれる庁舎であるとい

うのはとても大切であると思います。 

 しかし、庁舎１階の福祉課や国民健康保険の担当フロアーは、大きな不安を抱えて

藁をもすがる思いで相談にやって来る市民にとって、じっくりと親身に相談できる場

所だとは思えません。 

 また、エレベーターは東庁舎にはあるものの正面玄関から訪れるほとんどの市民は

利用せず、車椅子や体の不自由な来庁者の方に対して十分な対応が取れておらず、障

害に応じた誘導案内機能も不足していると感じます。 

 専用の授乳室やキッズスペースも、子育て支援センターにはありますが、本庁舎に

はない状況です。 

 このように、全体的にバリアフリーやユニバーサルデザインへの対応が不足してお

り、子どもから高齢者まで、障害の有無や性別に関わらず、誰もが利用しやすい、市

民の方々に寄り添った庁舎であるとは言いにくい状態です。 

 さらに、庁舎で働く職員の方々にとっても、とりわけ本庁舎の事務スペースはとて

も狭く窮屈な状態に感じられ、お世辞にも快適な職場環境であるとは言えず、スペー

ス不足に直面しているように思えます。 
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 また、産業会館の取り壊しにより、大きな会議室がなくなってしまい、自治会や消

防団をはじめ、市が最も密接に連携を取るべき団体との会議も庁舎から離れた場所で

行われていたり、様々な会議を行う上で慢性的な会議室不足になっているのではない

でしょうか。 

 更に、電気、空調、衛生及び給排水などの基本的な設備の老朽化が進み、照明設備

の LED 化もほとんど進んでおらず、省エネルギー性能も低く、市役所庁舎全体の印象

も暗く重たいものとなっているように思われ、光熱水費、維持管理費の増加要因とも

なっているのではないでしょうか。 

 市長は、SDGs の考え方に前向きに取り組む姿勢を示されており、また、新型コロナ

ウイルスによる新しい生活様式にも積極的に対応していく意思を強く持っていると感

じておりますが、建替えによる機能強化を推進していく中で、市長の強いリーダーシ

ップを発揮していただき、一日も早く市民の方々にとって、そして職員にとって、利

用されやすい「おもてな市ふじよしだ」のランドマークとなる市役所庁舎となるよう、

建替えに向けてどのようなスケジュールをお考えになっているのか、また、他の公共

施設の建て替え等もある中で財源をどう捻出していくのか、ご答弁をお願いします 

 以上、２回目の質問とさせていただきます。 

 

 

２回目の市長答弁 

 渡辺利彦議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、庁舎建て替えに向けてどのようなスケジュールを考えているかについてであ

りますが、現在の市役所本庁舎は、渡辺利彦議員御発言のとおり、建物の老朽化に加

え、市民のプライバシーに配慮した対応が可能なスペースや市民が安心して相談でき

る受付窓口、気軽に利用できるスペースが少なく、会議室等も不足している状況とな

っております。 

 また、行政需要は複雑・多様化しておりますが、現在の庁舎はこれら行政需要に対

応するための執務スペースが不足しており、さらに本庁舎、東庁舎、西別館、子育て

支援センターに分散していることから、市役所を訪れた誰もが利用しやすい施設配置

や環境とは言えず、市民の皆様を始め、多くの来庁者の皆様に、御不便をお掛けして

いる状況であります。 
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 市役所本庁舎につきましては、これまでも維持管理のための耐震補強工事や外壁塗

装工事、屋上防水工事等を行っており、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、適正な改修工事を行うことで最長 20 年程度の長寿命化

を図ることが可能であると診断されておりますが、本庁舎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の建設を目指

してまいりたいと考えております。 

 なお、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。 

 そのためにも、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。 

 また、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。 

 次に、他の公共施設の建て替え等がある中での財源の捻出についてでありますが、

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。 

 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。 
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「締めの言葉」 

多くの市民に夢や感動を与えてくれる市民選手を多数搬出できる競技力の向上、及

び市民の健康維持のためのスポーツ環境づくり、また、市民生活に直結する市役所庁

舎の建設と、どちらも窮屈な詰込み型ではなく、市民の気持ちに余裕が持てるよう、

また働く人にも高環境となるよう、未来を見据え慎重に、かつ大胆に計画してゆくこ

とが、幸せを実感できる未来都市富士吉田に結び付けられるものと考えます。 

以上、一般質問といたします。 


