総合病院誘致に向けて！ これまでの取り組み

2022年2月
議会報告号

連絡先
〒249-8686 逗子市逗子5-2-16
逗子市役所内 議会事務局
自民党逗子市議団
TEL & FAX：046-872-8141

市議会議員として5期目、総合的病院誘致に向けて議会
で積極的に取り上げ、一般質問での質問回数は最多です。
詳しい質問内容は逗子市議会ホームページ 逗子市議会
会議録検索システムをご覧ください。
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進出断念となった葵逗子病院のイメージ図

実現の近道は逗葉医師会の求める病院を誘致すること
令和3年 第4回定例会 一般質問から
菊池： 私は2002年の初当選以来、市議会議員として総合
的病院進出断念を3回経験してきました。
2005年の「国家公務員共済組合連合会の逗子共済病
院の断念」、2009年の「聖テレジア会の逗子聖ヨゼフ病
院の断念」、2020年の「葵会の葵逗子病院の断念」であり
ます。
この3回の総合的病院誘致については地元逗葉医師会
が計画途中に反対を表明し、結果進出断念の大きな理由
の一つとなりました。
一方、
2018年に逗葉医師会は「市民のニーズに応えられ
る病院であれば賛成という立場です。」と表明し、
「大きな
プロジェクトである病院誘致に関しては、改めて市民代表、
医療福祉関係者からなる誘致委員会を立ち上げ、10年20
年後の医療環境を見据え本当にどのような機能の病院が

市民にとって必要かを十分に検討したのち広く病院を公募
してからでも遅くありません。
」と公式に述べられています。
総合的病院誘致実現の近道は、医師会と市民と行政が
地域医療について話し合う場など設置せずに、
その権限全
てを逗葉医師会に与える事だと思います。
総合的病院は、逗葉医師会が求めている市民のニーズ
に応えられる病院を誘致することこそ、実現の近道と考え
ますが、
市長にご所見を伺います。
市長： 医師会の意向というよりも、市の考えで必要とする
病院誘致を進めてきたことが失敗の一つであった
と考えている。
この地域の医療現場の現状や見通しをよく知っている
医師会と市民と行政が病院も含めた地域医療について共
有することが、
まず大事だと考え、
話合いの場を設けたい。

逗子市議会議員
き く

い ち

プロフィール

昭和45年2月6日
昭 和 5 1 年 3月
昭和57年3月

現在の総合病院建設用地

逗子小教室に壁を！児童が集中できない！

令和3年 第4回定例会 一般質問から

令和2年 第3回定例会 一般質問から
菊池：

JR逗子駅前（出典：Google マップ）

しゅん

菊池俊一

逗子駅前整備計画の進捗は？
菊池： 現在、JR逗子駅周辺ではJRと民間事業者によるビルの
建て替え計画が進行中。JR逗子駅前周辺の再開発・再
整備について逗子市の考え方と、現在の進捗状況は。
市長： 開発区域内に公共空地を設けて、駅前にゆとりと歩国
空間を確保することを考えている。両ビルをつなぐデッ
キを整備することにより、回遊性の向上、交通環境の改
善の検討している。
この機会に駅前周辺の様々な課題
が解決に向かうことを期待して、推移を見守っている。

ち

逗子小の壁の無い教室、オープンスペー
スの問題点については、既に認識してい
ると思うが、児童たちの教育環境を考え
れば、
コロナウイルス収束後、直ちに教室
の壁を設置すべきではないのか？
教育長： 遮音性と熱効率は改善の余地があり、試
行的に一部の教室に壁を設置するなど、
学校や保護者の声を十分に聞き、検討を
続けていきたい。
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逗子で生まれる A型
逗子幼稚園 卒園
逗子小 卒業 少年野球/逗子オリーブス
ミニバス/ファミリーズ
久木中 卒業 陸上競技部
追浜高 卒業 ラグビー部
日本大学生産工学部機械工学科 卒業
夏は3年間、葉山の海岸監視員を経験
関東自動車工業
（株）入社 開発設計
労働大臣 甘利明 秘書
逗子市議会議員 初当選
逗子市議会議員 2期当選
逗子市議会議員 3期当選 副議長
逗子中PTA会長（2期）
逗子市PTA連絡協議会会長
逗子市議会議員 4期当選
議長就任
逗子市議会議員 5期当選
逗子小PTA会長
逗子市PTA連絡協議会会長
逗子葉山ラグビースクール 顧問
逗子海岸ウォーターパーク実行委員会 顧問
湘南獣医師会 顧問
逗子小PTA会長 2期目
逗子小学校150周年記念事業実行委員長
735style 顧問
逗子7丁目東自治会 顧問

家
族／４人家族（妻・長女・次女）
趣
味／自動車・SUP・ガーデニング・DIY
スポーツ／ラグビー・ライフセービング・短距離走

池子の森自然公園の返還に向けて！これまでの取り組み
私の国会議員ルートを通じて市が国との交渉を進め、2014年から米軍との共同使用が始まった池子の森40ヘクタールは、今では多くの

市民が利用し、
その自然を享受しています。

しかし、完成から27年経った運動施設は老朽化が目立ち、国の財源による改修や、水・土・日・祝に限定されている緑地エリアの平日開園、

小学校の林間学校としてのキャンプの実施、小学生向けホタルの観察会の実施、
そして返還に向けた国との更なる交渉が必要です。

池子の森の歴史

平日開園の実現に向けて

緑地エリアで林間学校を！

小学生向けホタルの観察会を！

オムニコートで改修を！

令和3年 第4回定例会 一般質問から

令和2年 第4回定例会 一般質問から

令和3年 第3回定例会 一般質問から

令和3年 第4回定例会 一般質問から

菊池： 池子の森自然公園は条例通りに開園すべき。
平日開園の取り組みは？
市長： 来年度以降も水曜日の開園は継続したい。

池子の森自然公園緑地エリア開園時間
水、土、日、祝 8時45分 〜 17時00分
皆様の議会報告に対するご意見をお聞かせください。
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ブログもご覧ください。

菊池：

コロナで修学旅行・林間学校が中止。池子の森
自然公園での1泊2日のキャンプの実施は。
教育長： 要望があれば関係機関に働きかけたい。

令和3年 第4回定例会 一般質問から
菊池：
市長：

キャンプの許可、
火気使用の許可は。
学校行事のデイキャンプはルールの中で利用して
いくことは可能。宿泊を伴うキャンプは国や米軍と
調整したい。

池子の森自然公園

菊池： ホタルが夜に発光し活動する5、6、
７月限定での夜間
の開放なども逗子の残された貴重な自然を市民が体
験する良い機会。
夜間開園に向けて今後どう取り組んでいくのか。
市長： コロナ前は観察会を実施していた。安全面、
コストを
踏まえて検討したい。

令和3年 第4回定例会 一般質問から
菊池： 小学3年生への理科の学習一環としてホタルの観察
会の実現は。
市長： ホタルの観察会をはじめ、体験的な学習を実施して
きた。
これからも機会を提供したい。

市役所前に信号機設置を実現
交通整理員の廃止に伴い、以前から要望の
あった市役所前横断歩道への信号機設置。
逗子小PTA役員の皆さんと協力し、逗子市長
へ要望書を提出し、逗子警察署に働きかけを
行った結果、2019年3月に信号機が設置されま
した。児童の通学時の安全に寄与しています。
逗子市役所前信号機

菊池： 逗子市は防衛省へ「テニスコートを補修したい」との要望
を出している。
池子の森自然公園のテニスコートの一番の弱点は水溜ま
りが出来ること。ハードコートのまま補修しても水溜まり
の問題は解消されない。問題点を解決するオムニコート
で改修すべきと考える。
テニスコートの改修について、
どういった方法があるのか。
市長： 全部を掘り起こし、
もう一度フラットなハードコートをつく
るか、現在のコートの上にオムニの人工芝を引き、砂を
入れるやり方がある。ハードコートはお金がかかる。今後
検討したい。

逗子海岸花火大会は休止
逗子市観光協会は、2022年の逗子海岸花火大会について
新型コロナウイルス感染症の状況が不透明な中の感染拡大
防止策の徹底は困難を極めるため休止する、
と発表しました。
2023年の花火大会は、コロナ感染症対策
を含め、安全安心を最優先に、皆様に喜んで
頂けるよう、開催に向けて検討していくとの
ことです。

逗子市観光協会

2017年逗子海岸花火大会

