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平成 29年度釜石市市政懇談会会議録【概要】 

 

日時 平成 29年 8月 31日（木）18時～20時 30分 

場所 青葉ビル 

参加者数 17人 

 

【市からの項目説明】 

～省略～ 

 

【質疑応答】 

＜熊谷広聴広報課長＞ 

 それでは、ご質問をお受けしたいと思いますので、どなたか挙手をお願いしたいと思いま

す。 

 

【Ａさん】 

 本日は、市長さんをはじめ、皆さん大変ありがとうございます。有意義にこの会を進める

意味におきましても簡便に尋ねていきたいと思います。 

 それでは、61と 62ページの庁舎についてお尋ねしたいと思います。あの場所（天神町の

旧釜石小学校跡地）は、釜石の教育界の発祥の地だといわれております。あそこの釜石小学

校は、再建するということが事実だったんです。ところが、野田市長さんが当選したすぐそ

の暁に、市長さんの報告があるということで青葉ビルに多くの皆さんが集まりまして、市長

さんのお話を聞いているときに、旧市民会館で教育長が中心になって廃校の会議を開いて、

野田市長さんも知らない中で廃校が決まったということでございます。そのとき、市長さん

も青葉ビルでびっくりしたような形になりました。しかし、廃校は決まって、それで、旧大

渡小学校のところにいって、こちらに再度再建をして、戻って来るという条件があったのが、

ついに戻ってこないまま現在に至っている。これは、私が言うまでもなく皆さんもご存知で

すよね。釜石の現在でいえば高等学校ですか、旧制中等学校並びに女学校、全ての学問関係

はあの学校から発祥しているのでございます。それで、小さいながらも学校の名を残す意味

の小公園を造らしていただいたことは、改めて感謝を申し上げながら、皆さんにも報告して

おきたいと思います。 

 それで、そこにある校門と、さまざまな学校のしきたりのものが、まずいくらかでも残っ

たというのが現実でございました。 

 本題に入りまして、そこに庁舎ということでございますが、庁舎に行く前に、一段下の旧

釜石第一中学校のところに、隣にありました公園と幼稚園について関係するからお尋ねを

するんです。ちょっと、質問、お尋ねが長くなることをお許しください。皆さんにも関係が

あると思うから聞くんです。 
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 そこには、国の法律に基づいた、公園法に基づいた公園があったんです。それがいつの間

にか解体されて無くなってしまいました。次には、３階建ての公立幼稚園があったんです。

津波も何も受けない幼稚園が、これもいつの間にか解体されてしまいました。どちらも解体

されてしまって跡形もございませんが、これをどのように処分したのか、どのくらいの面積

をいくらの金額で売却したのか、その売却した資金が庁舎の建設資金にも入ってくるのか

どうか、ということを尋ねたいな、と思います。 

 国の指導に基づく公園が釜石市の、多分、市だけの権限で解体されてしまった。解体のと

きに来ておった市の職員の方に尋ねたんですよ。「公園が無くなってどうするの」と言った

ら「上の広場の方に行きますから」と回答されたんです。上の広場ということは、今度市役

所を建てようとしている所のどこかに国で指定している都市公園が作られるんだろうと。

これは考えすぎでしょうか。それとも、釜石は国の法律に違反して、都市公園を潰してしま

ったのでしょうか。これが１つ目。 

 ２つ目は、その都市公園を解体したところと市立幼稚園を解体したところに、別の私の幼

稚園ができております。最初は釜石市の幼稚園だと思ったら、そうじゃなく、私営の幼稚園

です。そこに公園と、前にあった幼稚園の両方の土地を使用させていますので、売却したの

か、貸与してるのか。売却した場合はいくらで売却して、それが新庁舎の建設資金に編入さ

れるのか、貸したのであればいくらの地代で貸してるのか、これが２つ目のお尋ねです。 

 ３つめは、実を言うと、あの幼稚園は市が土地代を無料で貸していると風評が出ているん

です。これは本当かどうか分かりません。本当に無料で貸与してるのか。釜石の中に土地が

ない、ものがないといわれているときに無料で貸すような、裕福な釜石でしょうか。まして

や私の企業ですよ。私の企業たるものや、租税は納める。建物は建てる。土地は自分で取得

するか、借りた場合は地代を払うのが社会的に常識です。それが無料だというような風評が

世の中に伝わったら、ちょっと行政に対する不信とまでは言いませんが、お尋ねが出るので

はないか、と。 

 ですから、都市公園を造るというのが１つ目のお尋ね。２つ目は無料で使わせているのか

どうか。３つめはいくらで売却したのか。売ったんではなく、やっぱり貸しているのか。そ

の辺を明快に担当からよろしくお願いしたいと思います。 

 

≪竹澤復興管理監≫ 

 それでは、私の方から天神公園の廃止の件についてお答えいたします。天神公園につきま

してはですね、都市計画の手続きに則りまして、都市計画審議会等開きまして廃止の手続き

を取ったわけですが、その際に当然、単なる廃止ということではなくて、それと相当の面積

を同じ東部地区の中で代替えとして新たに設けるということで説明をしております。ただ、

その時点におきましては具体的にどこの場所に代替え公園を造るという説明までは、至っ

ておりません。これにつきましては、今後復興事業の進捗の中で、新たな場所については検

討していきたいというふうに考えてございます。 
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≪千葉保健福祉部長≫ 

 質問が２つございました。 

 かまいしこども園に対して、市が土地を売却したのか、貸与したのかということが１つ目

でございますが、これは売却はしておりません。無償でお貸しをしております。 

 ２番目の質問が無償で貸与しているのかということでございますので、同じ答えになり

ますけれども、無償でお貸しをしているということでございます。その説明も今、してよろ

しいでしょうか。 

 皆さん、ご承知のことと思いますけれども、大震災の大津波で釜石保育園が全壊いたしま

した。旧釜石警察署跡地でございました。全壊でございます。東部地域でございますけれど

も、商業施設もございますし、これからますます働く人たちも増えてまいりますので、東部

地域に何としても保育施設が必要であると釜石市は考えておりました。働く人たちのため

にも子育て環境を整備する必要があると考えておりました。釜石保育園の法人の方々は東

部地域に再建したいという意向を持っておりました。やっぱり子どもを預かる施設でござ

いますので、被災した地域でない所に再建をすべきであるというのが法人の考え方であり

ましたし、私どももそのようにした方がいいと考えておりました。被災していない土地がな

かなかこの東部地域でないという中で、第一幼稚園のあった所に釜石保育園をその付近に

建てたらどうか、という話がその時に出てまいりました。その一方で、釜石市の方針として

幼児教育振興計画という計画がありまして、公立の幼稚園を今後整備する際には、こども園

化していこうという方針を市で決めておりました。こども園化というのは、幼稚園の機能と

保育園の機能とを併せ持った子どものための施設をつくろうと決めておりました。その理

由は、例えば、保育所に入っていた子どもの親が働かなくなった場合、子どもは保育所に居

られなくなるんです。幼稚園に行かなければならない。そうすると転園しなければならない

ということが、実際に起きてまいります。子どもにとっては、保育環境、教育環境が変わる

ということはとっても大変なことでございますので、釜石市の方針としては、幼稚園機能と

保育園機能を併せ持った施設があれば、親が働かなくなったという実態に至っても、施設を

変わらなくていいということになります。子どもにとってはとってもいいことです。ですか

ら、釜石市ではそういう方針を立てておりました。そういった中で、釜石保育園が被災して

再建場所が天神の地区となった時に、釜石保育園はこども園化するという前提で再建を希

望しておりました。そうすると第一幼稚園はありましたけれども、幼稚園とさらにもう一つ、

幼稚園の隣に幼稚園機能と保育所機能を持つ別な子どもの施設が必要かというと、やはり

一つでいいんじゃないかという話が出てまいりました。経営的にも子どもを奪い合うとい

うことがないようにですね、そういう経過があったときに第一幼稚園は廃園という形にし

て、新たに釜石保育園を幼稚園機能と保育園機能を併せ持つこども園として整備しようと

いうのが市の方針となりました。これは、今後の第一幼稚園の整備はこども園化するという

市の方針があったものですから、その方針に沿った形で釜石保育園がしてくださるという

ことになりました。それでは、土地は市が無償で貸与しますから、そこに再建をしていただ
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きたいということで議会の承認をいただいて、協定を結んでその上で無償でお貸しをして

いるということでございます。ちょっと長くなって申し訳ございません。 

 

【Ａさん】 

 産業とか、事業所を企業誘致したり、育成指導していくときには補助事業というのは永久

に無料ということはないと思うんですよ。ですから、少なくとも何年くらいの先、土地を無

料で。そして何百坪なんですか。それだけの坪数のところを、先ほど市長さんのさまざまな

ご説明の中でも財政が厳しいと言っている中で、いつまでも無料でいいというものではな

いと思うんですよ、基本論は。であれば、地代は地代として払っていただいて、補助事業に

するなら補助事業にする。頭から無料ということは、ちょっとものの考え方に矛盾があるの

ではないかと。どんな事業でも半永久的に無料で貸すというのがあれば、他の人から要らざ

る名乗りを上げられても困りますから、その辺のところを手短に。 

 それからもう一つ一緒に話します。やはり新庁舎の問題でございます。庁舎の建設には私

自身も有効、賛成と返事はしておりました。しかし、その中に 61ページにも書いてある今

後の対応というところ、釜石小学校跡地へのアクセス道の整備と書いてありますね。これが

現県道ですか、あのままで利用する意思なのか、少なくとも釜石から上って来る車よりは、

鵜住居から下って来る方の車が右折する場合には、二車線では大変な問題が発生するだろ

うと。当然、三車線、四車線にしなければ。それがこれから説明していただく幼稚園の問題

にも絡んでくるんです。 

 幼稚園には駐車場がないんですよ。現在、どうしていると思いますか。よく見て調べてい

ただきたいんですが、そういうことを踏まえてこの庁舎の問題に入っていかないとまた次

の問題が発生します。幼稚園児は相当な人数がおります。朝の登園と帰りは親がほとんど自

家用車で来ます。どこに車が止まっているかですよ。仮設の隙間のところにぎりぎり止まっ

ているんです。仮設の商店街の店の前にも止まっているんです。１分や２分なら誰しも「ま

あ」ということになるんでしょうけれども、子どもを置いて、先生方と打ち合わせをして戻

ってくると 15分から 20分くらいは続くんです。子どもは 70、80人いるはずですから、そ

の方々が使う駐車場を考えているのかどうか。新しい庁舎の中にこの駐車場を取るのかど

うかということにも波及してきますし、アクセスという国道からの三車線、四車線にする場

合の、市の用地でやればいいです。無料ですからね。個人の用地が関わる場合には、個人の

住宅を解体したり、強制的に取り上げるという強制執行まで考えているのかということを

お尋ねしたいと思います。「いや、俺の家を建てたばかりだから駄目だよ」という人がいる

かどうかは分かりませんけれども、もし、いた場合にどうなるのか。強制執行で執行権を持

ってこれを進めるつもりがあるのかどうかということをお尋ねしていきたいと思います。 

 

≪千葉保健福祉部長≫ 

 いつまでも無料なのか、それでいいのか、というお話でした。例えばですけれども、今、
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市内に中妻子供の家保育園もあります。小佐野保育園もあります。中妻子供の家保育園は民

間からお借りしている土地なんですけれども、そこの分は全額市で補助しております。小佐

野保育園は、市の土地を無償で使っていただいております。同じように子育て支援というの

が野田市長の第一の方針でございますし、とにかく子育て環境を整えるというために、幼稚

園、保育園経営というのもございますから、そういった意味でも他の園と同じように無料で

貸して使っていただくというのが今後の方針でもございます。今のところ有料にするとい

う考えは持ってございません。 

 それから、新庁舎ができた場合なんですけれども、朝夕ということになろうかと思います

けれども、それは新庁舎の駐車場を使っていただくということで庁内では考えております。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 それと新市庁舎の旧国道からのアクセスに課題があるというお話でございますけれども、

今現在、交差点の場所でありますとか、お話のありました右折レーンとか、信号機の設置と

か、安全性とか利便性の確保に向けてですね、さまざまな課題や可能性について検討してお

ります。その課題をクリアした上で、新市庁舎の設置に向けて取り組んでまいりたいと考え

ておりますし、今、強制執行とか収容とかお話がありましたけれども、最初からそういった

ことは考えておりません。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 はい。それでは、他にどなたかございませんでしょうか。 

 

【Ｂさん】 

 新庁舎の件でお尋ねします。59 ページにもありましたけれども、孤立化しない庁舎とい

うことで、三陸道からの両石インターチェンジからの利活用とありますけれども、両石イン

ターというのは片側からしか乗り降りできないインターですよね。それでもって、港にも立

派なガントリークレーンも来ているし、港に行くのが合庁のところにあるインターからし

か出入りがスムーズじゃないとなれば、何かあったときに、まちなかで渋滞が発生しときに

港の機能というのは、自ずとまずいことになると思うんだけども、両石インター。要するに

水海の奥のインターですけども、なんとかそこを国に陳情なりして、普通のインターにでき

ないものかどうか。後になって、あそこをちゃんと整備しておければよかったな、とならな

いように今から手を打っていくというのは。もう既に遅いとは思いますけども、そんなのを

考えているのかどうかというのが１つ。 

あの、61 ページの市道天神町３号線。要するに前の中学校に行くときの細い路地をなん

とか、という話は聞いていましたけども、もう少し抜本的なまちからの道路というものを計

画があるのかどうかというところですね。 

それに関して、石應寺から東西に走っている道路。今、大分道路が良くなっているんです
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けれども、歩道ができています。縦横。新しく歩道ができたために道幅がその分狭くなって

いるんですけれども、車のスピードは変わらない。道路は狭い。特に東西の道路は、信号が

一つもないものですから、貫道になっているんですよ。抜け道といいますか、みんなとばす

んですよ。事故が発生しなきゃいいな、と思って見ているんですけども、そこに庁舎からの

道路もつなぐと。ますます渋滞がそこいら辺で発生するのではないか。今、天神町の我々、

軒数は少ないんですけども、朝晩混む時なんか裏通りですけれども、車が 1台来ればどっち

かバックしなきゃならない。そういうふうな状態になっています。もしくは一般の人の駐車

場に入って行って、こう、車のやり取りをして。そういうふうな部分を考えると抜本的な道

路をまちの方からも造ってもらいたいなと。今ならば結構空き地もあるようですから、お願

いをするなりして、いい道路を通してもらいたいな、と思っています。よろしく計画の方を

庁舎と一緒にお願いしたいなと思っています。お願いします。 

 

≪山崎副市長≫ 

 私の方からお話をしたいと思います。まずは、水海の、両石インターのフルインター化に

ついてのお話というふうに伺いました。これは、委員会の中でもいろいろお話があって、水

海のインターの有事の際の利用ということで、例えば、鳥谷坂を通って、西の方に抜ける道

路が今、インターにはないのですけれども、それを工事用道路とかいろんな形の中で、有事

の際は使えるような形で当面は働きをしましょうということが１つと、将来的に向って、フ

ルインター化についてはですね、皆さんのご意見をいただきながら、機運を盛り上げながら

国の方に要望するとか、そういう方向性でいきたいというお話。そういう要望を受けており

ます。したがって、それらを総合的に勘案しながらですね、水海のフルインター化について

は、何とか前向きに積極的な取り組みをしていきたいな、というのが 1点目でございます。 

 それから、２つ目の天神町の裏側の改良ということです。今の状態であると、下が見えな

い、前が見えないほどの急勾配ということでありますし、狭いということもございますので、

これについては予算化する予定になっておりましたけれども、事業化をしながらちょっと

勾配を緩くするということと、それから、ある程度の用地の確保をしながらちょっと広げる

予定でおりました。途中、途中のところでのすれ違いの場。根本的には、２つが十分にすれ

違うことができるということは確保できないんですけれども、ある程度のところで十分に

できるような場を作りながら、そこを利用していただくということで考えておりました。 

 したがって、旧国道 45号からのアクセスをどこにするかということと、それから、天神

の裏側のところの２つの道路を確保しながら庁舎の有効的な機能を持たせるということで

は考えております。さっきの交差点の話をしましたけれども、問題は交差点の勾配と、右折

レーンの確保という部分だと思います。それを確保するための詳細な設計あるいは、公安委

員会との話し合いに堪えれるような交差点改良はどういうふうにあるべきなのかというこ

とを今度の予算でもってですね、ある程度予算を通しながら、検討することにしまして、そ

れが出た時点でですね、皆さんの方にはそれをお伝えしながら交差点をどこにしたらいい
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のか。多分、下側。今の陸橋がある部分に信号ということが、一番強い考え方だと思います

けども、それらを踏まえながら、あとはさっき言った駐車場の確保、あるいは交差点の正式

な公安委員会に堪えれるような形にしていければいいのかなというふうな思いを今、して

おります。 

 それから抜本的な改良ということで、道路の整備を今、復興の方でしていますけど、道路

の幅が狭いということは皆さんからお話をされています。これは、大通りから２番目のとこ

ろを整備したときも同じようなお話がありまして、それと同じようにまた石應寺側の東西

に行く道路とか、狭い部分が感じられますけど、そこの皆さんの利用に仕方についてもです

ね、十分に安全運転の担当の方からいろんな標識の関係とか、そういうものを踏まえながら、

安全運転をしていただくような運動もしていきたいなと思っておりました。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 よろしいですか。それでは他に。はい。 

 

【Ｃさん】 

 時間も押してまいりましたが、簡単に申し上げます。先ほど市長さんが最初のあいさつの

ときにこのメンバーを見て「大勢ではないな」というイメージのお話をしておりましたけれ

ども、かえって、大勢じゃない方がこういう濃密な話ができるので、いいんじゃないかなと

いうふうな思いで質問するわけでございます。 

まず最初に庁舎の関係でございます。２人の方がお話ししたとおり、今後の対応について

ですね、アクセスの問題については、庁舎建設と道路というお話をしていましたけれども、

これは私たちは以前からアクセスの問題も水害対策も先にやるべきですよというお話をし

てきましたんでですね、これと庁舎建設は別格で考える必要があるんですよね。ああいう土

地の使い方については、道路ということは先んじて論議されなければならない問題だとい

うふうに思います。これに対する見解をひとつ。 

２点目でございますけれども、いずれ、どこかに建設するわけでございますけれども、そ

の時点での人口推計をいくらくらいに見ているのかな。一般的な言い方をしますと、市の職

員というのは人口の約１パーセントぐらいを想定しているわけですから、そうすると立派

な庁舎。人口の多い時代じゃなくて、少ない時代になってくるわけですから、そういった推

移をどういうふうにして考えてきたのかな、というのが２点目。 

３点目でございますけども、財政の問題でございます。これは、今年度から国の方の制度

でもって起債が使われるようになったわけですから、大変ありがたい話だと思うんですけ

れども、この起債の償還というのは、時限立法ではなくてずっと使えるようなものなのかど

うか。私たちは財政については素人なものですから、起債というのはどういう意味を持って

いるのか、借りた場合はどれくらいの年月で返済していくのか、もらいっぱなしでいいのか

どうかということを、この機会にやさしく説明していただきたいな、というふうに思います。 
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ちょっと飛びますけれども、財政の問題で、さっきどなたかがおっしゃっていましたけれ

ども、ラグビーの問題で８億円くらい持ち出しが必要だよ、というふうな話をしていました。

ラグビーに関して一つだけ市の職員の皆さんにお伺いするんですけれども、鉄と魚とラグ

ビーのまちと市長さんがあいさつしていましたけれども、ラグビーに対してどういうイメ

ージを持っておられるんだろうかな、と。釜石市の職員の皆さんね。これが非常に不思議で

ならないんですよね。ラグビーというのはずっと昔からやられてきているわけですから、な

んで今頃になって、釜石がラグビーのまちだ、ラグビーのまちだと。７連覇しているからラ

グビーのまちだということですけれども、７連覇を応援したことのある市の職員の皆さん、

ちょっと手を挙げてみてくれませんか。はい。はい。半分くらい。試合をご覧になりました

んですね。７連覇したのは、もう 30年も 40年も前の話ですね。私も端っこに居ながらもラ

グビーのファンなんですよ。一般人たちにはそういった思いがあまりないような気がして

ね。非常に残念な思いで。 

ただ、ここで申し上げておきたいのは、復興途中で前期、中期をやって後期の２年目でラ

グビーが釜石で行われるわけですよね。財政の市の持ち出しが多いよと言われているわけ

ですけれども、そういった意味でラグヒー前後のまちづくりにどういう関わりを持ってい

っているんだろうかな、とこういう機会にお伺いしておきたいと思います。 

魚の問題もありますけれども、今日はこの程度でお願いいたします。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 以上４点につきまして、お答えをお願いいたします。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 はい。まず、庁舎の関係ですけれども、アクセスとか、水害対策は庁舎建設以前の問題だ

ということで、全くそのとおりでございまして、こうしたアクセスとか水害対策、安全対策 

そういったリスクをクリアできるということを進めながら庁舎の建設に結び付けていきた

いというふうに考えてございます。 

 ２つ目の人口の見通しでございますけれども、釜石市では、先ほど市長からも説明ありま

したが、総合戦略ということで、オープンシティ戦略を立てております。これでいきますと、

釜石市の人口見通しということで平成 32年度は、3万 4,500人ほど。そして 2030年、平成

42 年になりますけども、3 万 400 人程度。そして 25 年後の 2040 年は 2 万 7,000 人くらい

の人口を維持したいと考えております。国の機関であります国立社会保障人口問題研究所

というところの推計で、今の状態でいくと 25 年後の 2040 年には 2 万 1,000 人ほどの人口

になるのではないかという予測もある中で、釜石市におきましてはオープンシティ戦略と

いうことで 2万 1,000人との予想人口を 2040年には 2万 7,000人程度に維持したいという

ことで、さまざまな施策を展開するということです。もう一つ人口ビジョンに基づく人口推

計に基づいて庁舎の規模を検討しているということでございます。具体的には 32年度の人



9 

 

口が 3 万 4,500 人ほどと言いましたけども、正規職員の見通しとしましては 345 人程度と

いうことで、そういった規模で、考えているところでございます。 

 それから次の質問は…。起債の関係については、後から財政課長から詳しく説明を行いま

す。 

 ラグビーの関係ですけれども、私も昭和 57年に釜石市役所に入りましたけれども、まさ

にⅤ７の真っただ中という中で、Ⅴ５、Ⅴ６、Ⅴ７ということで、国立競技場に毎年応援に

行ってまいりましたので、釜石は鉄と魚とラグビーのまちだと実感しておりましたし、今で

もそう思っていますし、この思いは、釜石シーウェイブスの活躍への期待につながっている

のではないかと自分では思っております。 

 起債の関係は財政課長から。 

 

≪菊池財政課長≫ 

 財政課の菊池でございます。それでは、起債の方の関係をご説明したいと思います。端的

に申し上げまして、庁舎を造る際には、基本はこれまでは普通にお金を借り入れて、自分の

貯金といいますか、基金を使って造るのが一般的でございます。 

 今般、国の方で市町村役場の緊急整備事業ということで新たな起債の制度を作っていた

だきました。これは平成 29 年から平成 32 年までの間に整備して、その時に借り入れをし

た場合につきましては国から交付税という形で庁舎を造る、あるいは併せて現在の庁舎を

壊す等にかかった経費について交付税ということで国からお金を出しますよという、これ

までにない制度を作っていただきましたので、できれば、その期間に庁舎を整備したいとい

う思いがございます。これから具体の計算をしませんとお金の借入額は出てこないんです

が、仮に 30億借りた場合には、20年あるいは 25年の償還になるのですが、20年で返すと

なった場合に、利息は別にして年間大体１億 5,000万円を払っていく格好になるんですが、

そのうち概ね 4,000 万円くらいは国の方からお金が来る。これまでは全部市の方の単独の

お金で払っていたんですが、そういった面で非常に国の方のバックアップ体制が増えてお

ります。また、借り入れの範囲につきましても、これまでは非常に厳しい制限のあった起債

だったんですが、今回、それでも緩和されておりますので、この機会にぜひ有利な条件での

庁舎建設を考えているという状況でございます。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 他に何かご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。それでは、Ｃさんの方でもう一

度。 

 

【Ｃさん】 

 起債でしょ。国から交付金が来ても借金ですよね。借金。 
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≪菊池財政課長≫ 

 借入金でございます。 

 

【Ｃさん】 

 このことは、なかなか一般市民では理解しがたいはずです。ラグビーの問題でも、財政の

問題はそうです。これを今日のメンバーは分かると思いますが、一般市民はなかなかこうい

うことについては理解しがたいはずです。そのことを、こういう濃密な会合のときにこそ素

直にお話ししてもらいたい。市長さん、こういうことですよね。本当に膝を交えてお話しす

る大切さ。終わります。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 それでは、市長の方に。 

 

≪野田市長≫ 

 本当に今日は、皆さん、長時間にわたりましてありがとうございました。前段の説明の時

間が長くてですね、皆さんからご意見をいただく時間が少なかったと、ちょっと反省をして

いるところですが、先ほどお話がありましたとおり、少人数の方がかえっていいんだという

ときもあるというお話がありましたので、今日はそういうことでご理解をいただければと

思いますし、また、今日、たくさんご意見をいただきましたけれども、もっともっと聞きた

かったという方もおられると思いますので、今度は９月４日に鵜住居の方で最後の市政懇

談会を開催する予定となっております。市政懇談会はだれでも、どこでもということでござ

いますから、もし、今日、足りない部分がありましたらどうぞまたおいでになっていただけ

ればありがたいと思います。また、先ほどお話のありました、具体の。例えば、財政問題な

ら財政ということで、ちょっと膝を交えてお話しする機会をこれから設けていきたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 今日はいろいろとございましたが、気になったところがございますので、ちょっとお話し

させていただきます。市の土地を幼稚園、一般企業にタダで貸していいのかという話であっ

たと思いますが、幼稚園、保育園、それから老人ホームとかですね、社会福祉法人が経営す

るそういった施設については、それなりの配慮をしながら、利益を追求する組織ではないと

いうことから、そういった対応をさせていただいております。 

 保育園によってはですね、いろんな寄付をもらって自分たちでやれるというところもあ

るわけでございますけれども、必要があれば市はそういった対応をしますよ、という前提で

そういう連携の中で進められているということについては、まずご理解をいただきたいな

と思ってございます。 

 それから、今日一番の課題は市役所の問題だったと思いますが、この問題は震災前からず

っと継続してきたテーマでございまして、現時点では天神町、旧釜石小学校跡地に造っては
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どうかという委員会の提言をいただきまして、私としてもそれを了として、じゃあここに造

るにはどうしたらいいかということで、再度今、委員会を立ち上げてですね、検討させてい

ただいているところでございます。その委員会の中から、先ほどお話がありましたアクセス

道路の問題とか、いろんな問題を解決しないと駄目ですよとご指摘がございましたので、そ

れでは本格的にアクセス道路の検討にこれから入っていきますよという段階でございます。

最終的にこのアクセス道路、例えば警察の方からですね、そこに交差点をつくってはいけな

いとか、あるいは我々が希望するようなものができないということになれば、条件を満たさ

ないことになりますから、この話はまた白紙に戻してどこか別の場所にということになり

かねない、ということを含んでいただければありがたいと思います。現時点では、なんとか

対応できるんじゃないかということでございますから、引き続きその対応をさせていただ

きます。 

 先ほど両石インターのフル化というのもありましたが、これも国の方と継続してやり取

りしているところでございますが、現時点では冒頭でお話ししたとおり、10 年でこの道路

を造ると約束しておりましたので、まずは最初のこの計画した道路を造っていただくとい

うことを、今前提にしております。途中からああだ、こうだというと国の方との関係がやや

こしくなりますから、大変申し訳ないんですが、最初の 10年で造るという計画のところで

造ってもらうと。その後については、また協議をしていくという段階でございます。ただ、

その必要性については、先ほどどなたかおっしゃいましたけども、まさにそのとおりです。

インターチェンジのフル化というのは必要になると思いますので、ぜひそういった対応を

させていただきたいなと、こう思っているところでございます。 

 そういったところで、財政の方の問題も含めてですね、課題が山積をしているところでご

ざいますが、震災から６年と５カ月を経過してですね、なんとかやっとここまでたどり着い

たといっても過言ではないかと思います。先ほど申し上げましたとおり、復興公営住宅の建

設、宅地の造成も来年度でほぼ完成しますので、あとは被災された皆さんに何とか元気を出

していただいてそれぞれ再建の道を選んでいただくと。こういうことをまずは最優先にし

ながら進めていくと。同時に釜石の未来も作っていかなければならないということでござ

いますので、さまざまな取り組みをさせていただくと。その中で、直近はラグビーだと。ラ

グビーをなんとか成功させていただきながら、その力でもって、次の時代を切り開いていく

と。こういう大きな考え方の中で今進めさせていただいているところでございます。皆さん

のご理解をいただきながら、引き続きこの釜石の発展のために市の職員も頑張っていきま

すから、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 今日はこれをもって終了させていただきますけれども、また地域会議とか、まちづくり協

議会、さまざまな会でこうした市の取り組みについてお知らせをさせていただく機会が

多々あるかと思いますから、どうぞ引き続き忌憚のないご意見をいただきますことをよろ

しくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。  


