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国保匝瑳市民病院建替整備基本構想・基本計画（案）のパブリックコメントについて 

提出者 42名 

№ 意見 

1 市民病院は、建物の老朽化と医師不足と財政赤字で長い間様々な委員会などを設け検討して

きましたが、行政のトップ以下市民総力をもっても解決できずに今日に至っております。 

現在は、検討委員会という組織で「新改革プランと建替え整備」が議論されております。最

も最近の状態では、建替え整備基本構想・基本計画（案）でぬくもりの郷東隣案が内定され

たときいております。 

でも、良く考えてみると少しおかしいので、ここで意見します。 

まず、改革プランの一位項目である建て替えがなぜ先行されているのか？ 

そして、その予定地にぬくもりの郷東隣に内定するのか？ 

①医師不足は解決したのか？ 

②恒常的な赤字はどうか？絶対売り上げが伸びないのは人口減少があり、経費では圧倒的に

人件費が高すぎです。現在病院は地方公営企業法の全適を受け、運営は市から分離しており

ます。職員一人でいくら稼いでいるのか、モチベーションの問題はないのか？ 

③内定地に関して、複数の案が出ていますが、市民の声も含めてそれに時間をかけて様々な

場所で議論して、それからすべてに関して同基準の見積もりが出て、さらに精査することが

必要です。サポーター会では院内検討委員会が素案を作り、そのうち 2 件の物件だけ見積も

りが提示されましたが、ほかの分はどうしたのですか？不十分です。 

4 万人に満たない街で、しかも人口減少に歯止めがきかない状況下で 50 億もの事業をするの

に、上物だけでソフトが無いがしろにされている印象が強く、ここでは「じっくりと時間を

かけて」最初の 3項目ともども並行して進むようにお願いします。 

2 匝瑳市民病院には、毎回お世話になっています。市内に救急対応の病院があるのはとても安

心して暮らせます。 

5年前は、父が見つかりにくい胃癌を発見して頂き無事手術で摘出してもらいました。その時

感じたのですが、ICUが手術室の近くでなく病棟にあるのは急変の場合困るのではないかとい

うことです。 

救急扱いで救急処置と ICU、手術室が同じ階の近隣にあった方が安心できます。 

手術を待つ患者のプライバシーに配慮して控え室や病状の説明室などの完備してもらえると

有り難いと思います。 

さらに、数日付き添い等で病院に通いましたが 4 人部屋が基本で部屋が狭いため話し声を抑

えないといけないということです。付き添いや、お見舞いの人への配慮も欲しいと思います。 

また、食堂もあるにはあるのですがメニューが多くなく飽きてしまいます。売店も、狭く、

入ったら何かしら買わないと気まずい雰囲気で入りにくいです。 

3 ・建設場所は、もっと国道、駅近くにしたほうが便利だと思う。 

・市役所、消防署、病院、保育所など一体型の複合施設にしてほしい。どれも建物が古いし、

一体化する事で、色々と書類手続きや市民に対してのメリットが大きい。将来的に考えると、

利点（市民目線）が大きいと思う。前例がなくても、前例を作るくらいにして、市のアピー

ルも兼ねたりもできると思う。 
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№ 意見 

4 ・交通不便な姥捨山病院はご免だ。 

・天神山公園は、姥捨山公園だ。又、二つ目の隔たり病棟の如き場所につくるのはやめてほ

しい。 

・医者もこない、不便さ。 

5 ・素人には、現状規模との比較で説明してもらわないと分かりにくい。患者数→建物のスケ

ール→病床数→等 

・病院経営の通例が赤字による存続問題が社会現象化しているが、赤字をどう乗り越えるか

を徹底的に突き詰めておかないと、後の祭りになる懸念がある。 

・市民病院ではあるが、市民は年々減少している。必要来院患者数の見込み、見積もりは現

在から将来に亘って確保されるのか。 

6 ①一般病床を 70 床、地域包括ケア病床を 30 床としているが、医師数の問題、現在の入院ベ

ッドの稼働率を考慮すると、病床区分に対する病床数は、逆転させるべきではないか。 

②急性期医療は期待していない。1次救急の充実、2次、3次救急への紹介を望む。 

③診療科について、神経内科、心療内科、精神科（認知症）、小児科の追加をできるよう努力

すべき。 

④建設候補地について、ぬくもりの郷への医師配置が不要になることは、良い面となる。 

⑤病気で通院される方は、ぬくもりの郷へ道路から入る場合、急勾配の上り坂があり、バス

停から徒歩は大変。 

⑥不採算地区病院補助金について、交付されなければ常に赤字と受けとれますが、他の場所

では交付金はもらえないのか？ 

⑦一般会計等からの補助金、出資金は市の財政を圧迫しつづける。収益的収支が黒字になる

可能性はあるのか、開院後 9 年目以降は 3 千万円から 4 千万円程度の赤字になることが見込

まれているということからすると、黒字は期待できないのではないか。 

・２次救急対応の運営面では、手術関係機材、高度治療関連の機材に支出が多く必要で、赤

字経営を助長してしまうので、２次救急は必要でなく、１次救急対応で良いと考えます。 

・一般病床を減らし、地域包括ケア病床を増やすことで人件費の削減ができると考えます。 

・市民病院としての維持、経営は財政上難しく、負の遺産を残すなら、民間委託の方向を望

みます。 

7 これからの匝瑳市を背負っていく子供を育てる家庭が多くあるはずです。大きな病院なのに、

小児科がないことはとても不安であり、不便です。ぜひ小児科を復活して欲しいです。よろ

しくお願い致します。 

8 国保匝瑳市民病院移転の件でペンをとりました。山の上での移転ではなく、出来る事なら町

中に建てて頂ければ街の発展にもつながり、現在シャッター通と化した商店街も長い目で見

れば活気を取り戻すのではないでしょうか。折角合併した野栄町の方々も多分望んでいると

思います。金銭面でなかなか厳しいとのことですが、場所が良ければ医療関係の方も揃うの

ではないでしょうか。私は 40年ほど前に此の地に縁あって参りましたが、気候温暖で災害も

今の所殆んどない場所に立派な病院が将来できることを心より願っております。 

9 ・そうさぬくもりの郷と医療と介護の連携と有りますが介護される人がどれだけ医療が必要
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№ 意見 

なのか分からない。医療が必要な時は病院から医者が行くか、介護者が病院にいけば済むこ

とだと考える。他の高齢者を無視してそうさぬくもりの郷だけを優遇するのでしょうか。 

・あと数年で 60 歳以上が 6～7 割になると言われています。高齢になり運転免許証の返納な

ど動きが取れなくなる中で、駅からバスで行くような所へ病院を作るべきではない。駅の近

くに作るべきである。病人には自然環境の良さよりも利便性です。 

10 １安全性、ぬくもりの郷との関係を考えて隣接地が望ましい。 

２千葉大、又医大等との連携を密にして欲しい。 

３地域の機関との補完関係を密にして欲しい。 

４基本構想に賛成です。 

11 市民病院の建替計画は良いことなので、計画（案）どおりに、ぬくもりの郷の東側に早く建

築をして欲しい。そして、建築の時は、新病院の正面玄関を北側に向けて建築をして欲しい。 

①新病院は、ぬくもりの郷と一体的な運営を図るとしていることから、新病院の正面玄関入

り口は、ぬくもりの郷の正面玄関に一番近い、北側に向けた方が良いと思う。行き来が最短

で出来ることから。 

②主な駐車場は、新病院の北側に作られるので、新病院の正面玄関が、南側になると、お客

（患者）は、新病院の裏口（通用口）から病院に入るか、又は、足や目や耳の悪いお年寄り

他（患者）が、病院の横を１００ｍ以上も歩いて、病院の南側正面玄関入口から入ることに

なるが、このようなことは、考えられないことであると思う。 

③新病院の正面玄関入り口が、北側になれば、南側に計画している新病院への取得が難しそ

うな進入路の用地取得は、必要がなくなる。 

以上の理由から、新病院の正面玄関の入口は、必ず、主な駐車場と向き合うよう、北側に向

けて、建築をすることを強く要望する。 

12 この案はあくまで素人の素朴な思いなので、回答は不要です。でも責任は意見を出したこと

から、住所氏名は記載しますが、無回答でよろしいです。 

1-（2）ニーズへの対応今後の老人化現象に沿った対策老人家庭の一方または相方が疾病を抱

え、老々介護に対応可能な包括ケア対策を希望します。 

3-経営形態、地方公営企業法に沿わないことは無理かもしれませんが、現況と法律策定には

差異があり、それには法整備も必要と思料されるが、県民、市民のニーズを全面的に取り入

れるには要望書、市町圏の合意等により議員を動員して規制の緩和（試行的）に実施方向と

してはいかがか？また、医師の確保についても何故確保できないかはご周知のとおり規制緩

和のあおりを受け、社会の変貌は著しいものになっております。これも時代の変更（化）は

認めますが、市内及び隣接市町には開業医が多く？存在しておりますので、協議申し入れ等

により週 1 回の出向医の確保による訳にはいきませんか？また、なぜ確保できないのかは魅

力（報酬、技術、宿舎）が二の足を踏むことになっているのでは？と思います。房州の病院

では報酬より技術を高める為の希望が多いとも聞いております。当院は、外科医の口コミも

高評価を受けていることを聞き及んでいます。売りの医科も必要に感じます。 

4.新病床の区分開院まで新病床は不安なく迎えられると思いますが、それは当市及び近隣市

町が現状のまま発展が望めないことを視野に入れているからでは？病床不足は人口と比例。 
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経済も含め増床可能性を踏まえた計画も必要であろう。その為には病院のみの関係者の計画

でなく、市全体の各部署が関わりを持つことが必要です。言われた事、なすべき事のみの考

え実行で上司他部署が満足している様では、夕張市の二の舞で破たんの道を進むのではと危

惧しております。妙案は有りませんが、総合的推進が必要と思います。 

6．形態（病室）個室の増加、4 床から 3 床への変化に問題ありますか？当院の特徴は何もな

い事から、収益を求めつつ患者の希望病床を考察してはいかがでしょう。 

7．建設整備について利用者視点とは、確実な治療、待ち時間の減少、信頼できるＤｒの招へ

いです。（他の病院はこれが多い。当院はこれまで通りで良いと思う） 

8．建設候補地は、ほぼこれで決定と思います。今から予定地をと言っても最善を尽くした物

件と思います。パブリックコメント等していたら何も決まりません。ただ、老人世帯の増加

が見込まれ将来他県等から移住対策を考慮しては。先の御宿町、鴨川、岬町のように。※推

測で申し訳ありませんが。当院の各先生方、看護師さん等、当院を目指して職員になったと

は思えません。縁故関係、先輩知人等に頼まれ、または上司から半強制での配置の様にさえ

思います。 推測 

これも回答は不要です。細かい（詳細）事項について無知な為思いつきなものですから！ 

・規制緩和による弊害と思いますが、しがらみを解除する為に緩和したことが返って弊害を

もたらし医師の自由化を不自由になったものと推察しています。良かれがもたらした現状か

とも思っています。 

・新病棟は高台にあり、かえって自然が残っている事を利点として、シンボル的建造物、電

力の確保を目的とした風力発電（採算は不明）ソーラーパネルの設置（駐車場を２Ｆ～３Ｆ）

に加えて有料駐車場の増設等の考慮。 

・有名医師の引抜き（高額報酬）は赤字を視野に入れて実施※行政機関の発案は難しいと思

いますが！無知は承知です。特に内科不足は致命的です。首都圏の定年退職者の農業住宅あ

っせん、安心した街づくり廃校の再利用（利益をもたらす売却）千葉県保田小学校の活性化

（将来性不明） 

・利用者の利便（道路の整備）快適者の確保、老人の安心感の強化、老人の不安の除去・市

部署の連携（単なる委員会の設置にとらわれないグループの作成） 

・時代の変遷を見つめた策定に期待したい。 

・市民の活性化、市民の本市以外の入札参加、不参加申請・原野の整備再開発産業の誘致・

厚生労働省の利活用した現在の規制の打ち破り・自然の利用、建設、定年退職者誘致・交通

網の再点検整備・アウトレット的設備の検討・議員との融和施策が必要（正論対正論な不一

致の元） 

前例踏襲は無難かも知れませんが、前例をつくる事に恐れず考慮も必要では？ 

・現在の当院の勤務医師は僅少（勤務医師は院長他６名、非常勤２８名）これが現状です。 

・内科に至っては２名（小児科を含む？）市民の要望厚い議員の陳情、行政庁での要望につ

いて強力にすすめる必要があります。何とか近隣病院との協力合併により、総合病院設立に

向けて当市のシンボル的な病院を望みます。 

・更に医師の魅力ある優遇、報酬、技術の向上、最新技術の取得等、莫大な費用が必要、か
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つ水面下交渉となろうが？将来を見こした意識改革により打破してほしいものです。 

・規制法の研修研究により、技術の探究、部門を超えた施策展開を推進して欲しいものです。 

基本構想に追加 

７．建設項目５項目について、達成する為に実現して欲しい事項 

施設内の共用部（廊下、ロビー各部屋への通路、職員通路への監視カメラの設置、防犯カメ

ラ）患者、見舞いの区別がつかない現状から来客の安心感（置き引き）等の窃盗。職員への

暴力行為、急患の察知等について安心感を持たせ不審者への警戒感に寄与することと思いま

す。世界ではテロの活発に伴う日本での模倣犯防止等に十分役立つと思います。費用の問題

が生じますが、長期リースや大量購入、機種等で考慮して欲しいものです。 

※総じて、魅力が持てる医療職員の育成獲得に力を入れてください。 

13 今の駐車場は狭く、坂道が多いし、また今は高齢者の運転者が多いので、平らな所に駐車と

歩く所が玄関に近いと良いと思います。市役所裏の埋め立てたところのように、平地であた

りを見渡せるような所にしてほしい。病床数は多いほうが良い。入院時の設備を揃えて頂き

たい。毎日診療が出来る医師、看護師を増員していただきたいと思います。 

14 駅から徒歩で通院できる場所に新設してほしいです。人間ドックの公費負担を 8 割に引き上

げること。予防医療に力を入れる事。 

15 八日市場駅の南口のほうに建設をお願いします。 

16 八日市場の駅の南側に建てて下さい。 

17 駅の南側にという意見もありますが、はす田を買うとなると、地所を買うだけでも大金です

し、相当の土を入れて固めなければならないのを考えると、ぬくもりの郷のほうがいい様な

気がします。 

18 建替えは現在の駐車場含む病院敷地内が望ましいと思います。 

理由１、費用面で用地費等がいらない。 

理由２、改革として何でもかんでも新しいものにするのではなくて、やりくりして頑張る姿

勢も市として大事だと思います。 

19 入口近くに障害者用駐車場（１Ｆ）通常車は２Ｆとし、料金制にしても不平は当初のみで終

わります。 

病室は個室４人部屋に固定せず３、４、５、６人部屋等を組み入れ。患者の希望とする。 

※何よりも最新の設備、技術、医者を導入して口コミを含めた優良病院を確立すべき 

前述（基本）にも書いたが、医師は自ら当院を選んで来たのではなく、規制緩和での不成功

の結果かえってしがらみによる配置に逆戻りしています。医師及び家族が家ぐるみで勤務で

きる環境づくりは基本構想の委員会のみに作業させるのではなく、市ぐるみ、市職員ぐるみ

で考え実行に向けた取り組みが必要と思います。 

※上記については、既に実行していることと思いますが、市民にはそれが伝わってこないの

で記述してみました。 

※建築にあたり市経済を活性化するには、本市及び関連する市町に本社を持たない会社の入

札を規制することで、経済効果も期待可能です。他市では実行中。県議、国議員は何をやっ

ているのか。 
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20 現病院隣地は交通不便この上なし。一時間に一本の電車を降り、またバスでは？医者も来な

い。昔の結核病棟の如き在所だ。ロケーションも悪く気分も晴れない。 

駅南口に建替えすべし。南口なら現商店街にも良いし、人の流れも変わる。患者にも便利、

従事者にも良くなり、街の活性化にも良く、経済効果第と思うが。 

政府の政策であるコンパクトシティーにも乗れる。制度資金も出る投資効果で考えれば南口

だ。道路も出来る。八日市場のゲートウエーは今後南口だ。近代の文化、知力は南、西方面

より来た。南バンザイだ。現在の跡地は、花と桜の山、講演として近隣より人の呼べる設備

を造れば良いと思うが、一考下さい。 

21 旭中央にかかっても次回は近くの医療機関にまわされるので、是非住民として、総合病院は

地域になくてはならないと思います。是非お願いします。 

1年ごとに病院に行く回数も増えたり、救急病院も地元にないと心細いので、よろしくお願い

します。 

22 「市民病院建替整備事業への意見」：（有力な建設候補地の近隣住民として） 

①環境影響評価（アセスメント）について 

 環境影響評価（アセスメント）は、法律や条例等で実施義務はないようですが、周辺環境

への影響が見込まれるような大中規模医療施設の場合、近隣環境（地盤・景観・騒音・交通

量・臭気・地下水等）に与える影響を予測する環境影響調査（簡易アセスメント）の実施を

要望します。また、その結果を公表してくださるようお願いします。 

②近隣住民への説明会の開催について 

 建替整備検討委員会において、有力な建設候補地になったことについて、近隣住民及び中

央地区田町区への説明会を早期に開催してくださるようお願いします。 

23 旭中央病院による運営。場所は市の案どおり。 

24 市民病院建替えについて要望としては市の中央部で平坦地に土地を確保し、なるべく鉄道駅

に近い場所で徒歩や自転車でも老若男女が不自由なく往来できる場所を望む。そうすること

によって、患者や家族の負担も減るし、駅に近くなれば、近隣の町からも来院される患者も

増えるかもしれない。現在の山坂（山奥）では、車でないと診療に行けない状況では、高齢

者は家族の手（車送迎）が必要になる。市は現在の財政状況で計画判断するのではなく、将

来を見据えて状況を深く読み取り、計画を検討されることを切に希望する。 

25 市立病院の建設に当たっては、これまで建設委員会に於いて協議されていますが、協議内容

は形式的なもので、大局的に将来を見据えた内容となっていないような気がします。 

どうしても、税金を使う以上、仕方のないことと思いますが、「安物買いの銭失い」・「老朽化

に伴い仕方なく現状維持程度の建設」と言ったように感じられます。 

10年後、20年後・・・と、将来への展望が見えません。 

是非とも展望のある匝瑳市を掲げて、英断していただきたいと思います。 

結論を申し上げると、次の理由から駅の南側に建設した方がいいと考えています。 

・今後の長寿社会を見据え、高度な医療機関のニーズは今まで以上に高まる。 

・市民がより利用しやすい場所に建設する。 

・医療（介護）の進歩に対応して拡張しやすい場所に建設する。 
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・医療機関を中心に経済の活性化を図る。 

・農業後継者が少ない中、駅南側を有効活用する。 

・優秀な医師を招聘する体制を整える。 

26 高齢になり、交通手段が限られる中、病院の建設場所については、駅南側にお願いしたい。

せっかく南口を作ったのに、いかさないのはもったいない。活性化につながると思う。 

旭中央病院は、他市町から受診する場合、色々と制約がある。新病院については、だれでも

いつでも利用しやすい充実した病院にしてもらいたい。 

27 建設予定地は基本方針（案）である、ぬくもりの郷東側で計画を進めるべきと思います。た

だし、必ず総合病院としての機能を持たせ、医師、看護師の増員を図ること。これらが不可

能な場合は、中途半端な病院は作らず、旭中央病院の地域ケア病院として、当面は市民の病

気養生に徹することが賢明であると思います。その後、計画を煮詰め、より良くするため総

合病院をめざしてほしいと思います。（案）として、現状維持があるようではより良くなると

は思えません。 

28 ・期待される役割に急性期医療（2 次救急）、回復期医療、在宅医療とありますが、他市にあ

る休日夜間急病診療所がない匝瑳市の夜間の 1次救急対応は役割に入りませんか。 

・眼科で白内障の手術はやれるようになりますか。 

・診療科構成に小児科は増えませんか。 

・平成 28年度病院事業会計決算の状況について、病院事業、介護老人保健施設事業において、

給与費の増加が赤字に繋がっているようですが、加計学園の実習や市内外の小・中・高校生

の体験学習に、常に担任者がついていると聞きますが、そのような対応は必要なのでしょう

か。また、担当者を含め役職付の方が多くいるとも聞きますが、そんなに役職付の方が必要

ですか。 

・看護の日のイベントや秋のコンサートをやっているようですが、赤字の原因にならないん

ですか。なにか利益がありますか。 

29 市民病院の建替えにあたっては、八日市場駅周辺に建設してください。 

30 匝瑳の将来のまちづくりを考えた場合、病院は若い人を受け入れられる産科、小児科がどう

しても必要です。他市からの移住を決める時（私も横浜から移ってきました）やはり病院、

学校、買い物などの条件を考えます。循環バスが必ず通る八日市場駅、病院に寄ったついで

に利用できるお店、病院が建つことで駅周辺（匝りの里も）の賑わいも…30年、50年先の匝

瑳を思い描いた病院作りを期待します。駅南のロータリーも活用できるようになるのでは？ 

31 ・場所が不便、駅海側あたりは？ 

・眼科、皮膚科の毎日診療。 

・産婦人科設置。 

32 市民アンケートの結果にあるように、婦人科、産科、小児科の充実を目標に持ってください。

匝瑳市で安心して子育てができるような市民病院を希望します。旭中央病院が三次救急を中

心に行うためには、市民病院が二次救急などで一定の役割が必要です。また、建設場所は通

院しやすい駅周辺も検討願います。 
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33 ・今後の人口の老齢化を考えたら、「通いやすい」「運転免許がなくても行ける」という条件

は必須項目であり、最重要事項であると考えます。 

・30年～40年にわたって使うものであるから、建設のための当初予算が多少余計にかかった

としても、駅周辺に建設すべきである。 

34 大方決めておいて、今更意見をというなんて市民の声を、建前だけですか。建替用地も市民

の意見を取り入れて下さった様には受け取れませんけれども、税金を沢山かけるわけですか

ら、もっと広く市民の方々にわかりやすい説明会等を開催して頂ければと思います。用地に

関するアンケート、署名等々まわっていたようですが、市民第一に考えて下さい。 

35 作業時の騒音には十分に配慮して頂きたい。 

新設道路の場合、民家から可能な限り離して建設してほしい。現在の静かな環境から交通量

が多くなるような状況にはしたくない。 

病院周辺の環境の整備をあわせて実施していただきたい。 

36 ・健康のため自転車を利用したいが、今の病院のほうでは車で行かなければなりません。バ

ス利用でも便利なところへ建てて下さい。 

・ＭＲＩ検査が市民病院の機械では精密な検査ができないので、今回直接行ったら、保険以

外に 5,400円も取られました。是非いい機械を入れてほしいです。 

37 ・診療科の増設、医師看護師の増員を行わなければ、建替の意味がないのではないか。 

・利便性を考えると、駅周辺に建築した方が良いと思う。（診療後の買い物等） 

38 （１）市民病院建設場所は、駅前の匝りの里のある市有地（土地購入費不要）とする。現在

の基本計画（案）によると、建築面積は約 3,700 ㎡とあり、その他はロータリーや駐車場と

のこと。駅前の土地は 3,948 ㎡あり、建物だけだと建てられないことはない。建築面積を縮

小し、計画の 3階建てではなく、4階建てにしても構わないのではないか。更に計画を膨らま

せ、その上をぬくもりの郷にし、回復期医療及び在宅医療病棟を作る。更なる夢は、その上

に一般住宅を造り、分譲し、病院建設費用の一部にすれば、費用削減になるのではないか。 

 ロータリーについては、駅前のロータリーを利用する。客待ちタクシーやバス停は移動し

てもらう。駐車場については、駅南側にある使われていないロータリーは、道一本残して病

院の駐車場に変える。また、駅前には民間の駐車場が沢山あり、それを借りれば良いのでは

ないか。現在の病院でも借りているようだから。なお、新病院の１階は駐車場や救急車の進

入口としての空間とする。 

（２）夢想 

 八日市場駅舎の上に病院建設 

 ＪＲはエキナカを作り、世界の超一流ブランドが軒を争う。市は病院を造る。患者は駅舎

から直接病院に通える。買い物の楽しみもある。 

（３）市民は市民病院に何を期待するのか知る由もないが、私は最新の医療機器を備えて貰

いたい。本当にここしかないというような物を。然為れば他の病院からそれは八日市場に行

けと紹介され、他市からの入院・通院患者が増え、病院の増収に寄与することになる。しか

し、機器の価格は高くて手が出ないでしょうね。残念です。しかし、最先端の機器が設備さ

れれば、全国から医師も来るのではないかと思われる。医師も料理人やケーキ、パン職人同
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様上昇志向が強いので、色々と渡り歩く傾向が強い。とにかく医師を増やすことと定着を図

ることが肝要で、それなくして、病院の黒字化は非常に難しい。それと同時に休日や夜間の

救急診療体制が確立できない。いざという時に頼りになる。それが病院の使命だと思います。 

39 現在の場所は坂道等不便。ＪＲ駅の南側に広い場所があるのに、移転しないのはどうだろう。 

40 市南側の開発、駅南口の開設にはどうしても病院を新たに駅南側に建設すべきです。他地域

からの人の流れを可能にし人口増加の可能性も考えられます。市の発展、将来の子供達のた

め、利権に左右されずにお願い致します。 

41 建替の必要性は十分理解しているつもりですが、結論が早急に必要とは思われません。構想・

提案の内容はもっと市民に知らしめる方法あるのではないでしょうか。市長さんが就任当時

タウンミーティングをされました。あのような方法もありではないでしょうか。構想（案）

の提示場所も限られており、なかなか見る機会も少ないと思います。（インターネットなどの

利用は老人にはＮＧ、もちろんＯＫの方も多々いるが）小生サポーター会の一員になってか

ら半年以上経過。最初で最後？の会議に出席。既に敷地も絞られている（決まっている）印

象大。市議会でも決定していない土地のボーリング調査を実施しているとの質疑もあり。

（諸々の部分で見切り発車の印象あり）市民住民に直結した案件であり、理想を言えばスイ

スのような直接討議（タウンミーティングなど）は非常に重要かと改めて思います。 

立地条件：八日市場駅南側は市の中心であり、駅前までアクセスもいいです。現在地は高齢

化社会ではマイカーも難しい。現在でもアクセスが良いとは思えません。市内循環バスも便

数少なく乗客数少。バス停に行くまで段々難しくなってくる。この件は別途また提言したい。

デマンドバス、デマンドタクシー（乗合タクシーなど）50 年 100 年の計に立ち、孫子の代に

まで負の遺産を残さない姿勢で計画を立てるべきかと思います。 

42 医療費にかかる経済的なこと、農地にかかる法的なこと、雇用問題、色々な制約はわからな

いので、これらを無視して私の思いを書かせていただきます。 

一大ヘルスタウン 

健康に関する複合施設の拠点として病院を整備し、病院の周りにリハビリ施設、子供や高齢

者の施設、スポーツ施設、宿泊施設など、子供を安心して育て教育できる地域として、発展

ができるように病院を整備してはどうか。 

私の父は脳梗塞になり、旭中央病院へ入院しましたが、退院してからリハビリが受けられず、

九十九里病院で週に２回程度受けています。毎日のように受けられるリハビリの施設が欲し

いと思います。早く自由に動ける身体になったら、スポーツ施設に行って体力をつけるとい

ったことが出来ると思います。市内の整形外科では自力をつけるリハビリではなく、痛みを

取る、器具により温め伸ばすといったことでなかなか体力がつきません。高度な医療のリハ

ビリ治療を受けられることで、世間の注目を受け患者数も増加すると思います。 

交通 

 八日市場駅南側に建設すれば、今はほとんど使われていない南口も利用でき、循環バス路

線も利用でき、電車利用で市外からも患者が来易くなるのではないか。近年は皆車通勤です

が近くに子供、また高齢者の施設があると送り迎えがしやすく遠方まで通勤できるようにな

るなど、人口増も期待できるのではないか。空家対策、宅地の造成、市の中心となっている
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商店街、このようなタウンが出来ると市の新しい核となるのではないでしょうか。 

発展 

 山の上では発展はないのではないか。地価の違い、利権等ではなく市の後々残る財産とし

て、また小さなことですが、ふるさと納税を利用するなどしてはどうか。様々な公共施設等

旭市になり、歴史ある匝瑳としては残念です。 

 


