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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 23日（水）18時～20時 

場所 松倉地区コミュニティ消防センター 

参加者数 25人 

 

【市からの説明項目】 

 ～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が、どなたか。 

 

【Ａさん】 

 冒頭で市長がご発言されていた市内の公共施設の維持管理に関するご発言について、念

のためご確認いたします。市長は、新聞報道されたような小中学校の老朽化した建物の建て

替えを早々にするものではなく、新聞報道をされたような赤字の数字はありえないので安

心してほしいとおっしゃっていましたが、そのことについて、市の財政は安心であるという

ような印象を受けかねなかったと思います。これについて、ご発言内容と見解をお願いした

いと思います。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 今現在の公共施設を今のような状態でずっと維持していくためには、今後維持管理費が

26 億円ほど不足するんじゃないかという新聞報道がありました。現在、非常に厳しい財政

状況にあることはそのとおりでございますけれども、こうしたことは市長がお話ししたと

おりありませんし、今後スクラップ アンド ビルドということで公共施設の見直しとか集

約、統廃合、そういったことを計画的に行っていきながら、厳しい財政状況の中にはありま

すけれども、公共施設をきちんと維持していきたいというように考えております。 

 

【Ａさん】 

 市長のご発言で、ここにお集まりの釜石市民の皆様が釜石市の財政が安全で安心である

と思っていらっしゃる方はいないと私は思います。今後 40年間で公共施設の維持管理に 48

億円かかるという数字があって、市が 19.8億しか支払う能力がないという数字を出したわ

けで、それが、マスコミの新聞報道に鵜呑みにされずバンバン新しいものを建てても大丈夫

だという印象を持ってはいけないと思いますので、一言申し上げさせていただきました。 
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≪熊谷広聴広報課長≫ 

 他に何かございますでしょうか。 

 

【Ｂさん】 

 祈りのパークのレイアウトについてなんですが、被災者の方が大分反対されているとい

う意見がちょっと出ていましたけれども、これがどのように反映されているのか、また、こ

れからどのように反映していくのか、その辺をちょっとお聞きしたいなと思います。被災者

から反対されると、できあがった後にいろいろと問題がありそうな気がするんですが、その

辺をぜひお聞かせください。 

 それからもう一つは新庁舎の位置なんですが、これは、一応は天神町ということなんです

が、ここへ造った以上は津波の他に山崩れとかですね、山火事。そういう災害に対して対応

をちゃんと。新庁舎が孤立しないようにアクセスとかをちゃんと考えてほしいんですね。や

っぱり、津波とかを考えたら鈴子がいいんだろうと、私も鈴子に造る時にいろんな提案をし

た経験があるんですけども、今度天神町にいったら孤立しないように、どういう対策を取る

のかということをお聞かせいただければと思います。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 はじめに祈りのパークのレイアウトの関係ですけれども、41 ページにレイアウトのイメ

ージ図というのがあります。これにつきましては、平成 24 年 12 月からメモリアルパーク

の整備検討委員会を立ち上げて、はじめに基本構想を作って、次の委員会で基本計画を作っ

て、そして現在の委員会で議論を重ねて積み上げて来て、このように祈りのパークのイメー

ジができたということです。その中で一部の委員からは、基本計画ではこの慰霊の場がすり

鉢状のものではなくて、丘の状態になったものの上に慰霊と祈りの場を設置したいという

意見もございましたが、多くの委員の皆さんはこちらの案がよろしいのではないかという

ことで、結果としてこのような案がでてきたということでございます。もちろんその中でも

反対意見もございました。反対意見があったということは委員会の中でも把握していると

ころでございます。これまで、３つの検討委員会で被災者の方々の意見を聞きながら、十分

に議論を深めながら積み上げてきたと考えておりますので、これについては市政懇談会な

どでもですね、多くの皆様の意見を取り入れながら、ぜひ良いものにしていきたいと考えて

おります。 

 それから、市役所の庁舎の関係でございます。場所につきましては昭和 61年からの検討

の結果を踏まえまして、天神町の旧釜石小学校跡地が望ましいという話になってきたわけ

ですけれども、それについても入り口の面ですね、安全対策とかをしっかりしてほしいとい

う意見もありますし、あとは災害時に孤立しない庁舎とするようにちゃんとした安全なル

ートを確保してほしいというような意見も出されております。これについては三陸縦貫道

の釜石両石インターチェンジも活用できるように関係機関との調整を行ってほしいという
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意見もありますし、あとは天神町の国道側と反対側に市道があるんですよ。そちらの市道の

方も十分に通行ができるように拡幅とか、線形の改良とかそういった形で、ぜひ災害時に孤

立しないような庁舎にしたいと考えてございます。あと先ほど土砂災害とか水害の話もあ

りましたけれども、裏側に沢があるということで水路の整備についても災害につながらな

いような対策を図った上で、安全性を十分に確保した上で、新市庁舎を建設したいというふ

うに考えてございます。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 よろしいでしょうか。他に何かございますか。はいどうぞ。 

 

【Ｃさん】 

 この間復興釜石新聞（7 月 26 日号）ですか。それで祈りのパークのことで、防災センタ

ーで関連死を含めて 162 名が亡くなって、そして 117 名に案内状を出したと。たった 3 名

しか、7 月の会議に参加していないと。それで 11 月に会議したときの話を取り入れてない

ということが新聞に上がっていました。被災した、亡くなった方の遺族の意見をじっくり聞

いて、どういうふうに反映させているのでしょうか。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 こちらの 38ページの資料をちょっとご覧いただきたいんですけども、震災の翌年の 12月

からメモリアルパークについては検討を重ねてまいりました。もちろんこの検討委員会に

は、遺族の方々も入っておりますし、地域会議の方々とか、学校関係者とか防災関係者とか、

あるいは民生児童委員の方とか。そういった幅広い分野の方々の代表に委員になっていた

だきまして、かなり議論を積み重ねてまいりました。平成 24 年の 12 月に委員会を立ち上

げて平成 26 年の３月までその最初の委員会を開催して、約２年にわたって議論を重ねて、

基本構想というものを作りました。さらにその基本構想を具体化するために、２つ目の委員

会を平成 26年度の９月に立ち上げまして、こちらの方の委員会も、その遺族の代表の方と

か、いろんな代表の方に入っていただきまして、メモリアルパークの基本計画を策定したと。

さらにそれを具体化するために、今年の２月にですね、今現在のメモリアルパーク整備推進

委員会という３つ目の委員会を立ち上げてこちらの方にも、遺族の方々にも入っていただ

きまして、本当に十分に意見を聞きながら、この計画を積み上げてきたというところでござ

います。 

議論を尽くしたかと言われると、議論を尽くしてはいないと思います。というのは遺族の

方、議論が尽きることがないというか、思いが深まったり、変わったり。委員会をやるたび

にいろんな意見が出てまいりまして、議論が皆さん全員にまとまるということは、なかなか

難しいという中ではございましたけども、本当に議論を重ねて深めて、積み上げて、その結

果、現在のレイアウト案につながっていると考えております。必ずしも皆さんの意見の合意
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ということではないかもしれませんが、多くの皆様の意見を聞きながら、こういった計画に

積み上げてきたというふうに考えております。 

 

【Ｃさん】 

 それで進んできたということですね。私たちは新聞紙上でしか見ないんですよ。 

 

≪野田市長≫ 

 今、担当の方から説明したとおりなんですけどもね。今のメモリアルパークも何回も何回

も会を重ねて、議論を重ねて、やっとある程度の形まで来たわけです。10人中 10人が賛成

したのではなくて、反対もありましたが、会としてはこれで良いのではないかという話にま

とまりました。これをもとに防災センターで亡くなった遺族の皆さんのご意見を聞くべき

だということで、今お話のとおり百何人の方々にご案内を差し上げたところで出席した方

が会長さんと、それから遺族ではないんですが、遺族の関係者がお一人で、あわせて２人。

残りの方々は直接遺族ではない方々が参加をしたということでございまして、その方々の

意見がですね、要はその人しか意見をお話しする人がおりませんから、結果として反対のよ

うな。反対という方もおりましたが、そうではない方もおりましたので、半々ぐらいだった

かと思うんですけども。出席しなかった方々はもしかしたら、賛成なのではないのかな、あ

るいは賛成とか反対ではなくて、それは市の方で決めたことでいいんだよと思っている方

も多いのではないかなと思います。遺族会の集まりで終わるわけではなくて、これから鵜住

居のまちづくり協議会とか地域会議とか、いろんな会を重ねてそこに参加した方々の意見

を。例えば今日のような市政懇談会も開催しますから、そうしますと遺族とか、被災者とか、

いろんな方々が参加して、また意見をいただくということになります。みんながそろって賛

成というのはなかなか難しいものです。それぞれ 1 人 1 人の思いがあるわけですよ。ただ

みんなで一つのものをまとめたものをつくるということになると、どこかで妥協していか

なければならないわけでございまして、それがこの形になっているということをご理解し

ていただきたいと思います。 

また、これをもって鵜住居の方々とか、被災された皆さんとか遺族の皆さんに、説明させ

ていただきたいということでございます。ある程度の形は決まってますが、皆さんの方から

いろんな意見があって、改善すべきものがあるのであれば、やっぱり改善したいと思ってま

すので、今日こうした形で、皆さんに説明してるということでございます。非常にデリケー

トな問題ですから、誰がどうとか、数がどうとか、少数意見だからどうとかっていうことは、

あんまり言いたくはございません。ただ市としてはですね、いろんな意見を聞きながら、あ

る程度のところで判断をしながら、進めていってますよということについては、ご理解をい

ただきたいと思います。反対がいっぱいあるのに、無理やり何かやるという、そういうこと

は絶対にないわけです。ただどうしても反対の方々の意見が大きく聞こえてくると言いま

すか、これは仕方がないですね。その辺、ご理解いただければありがたいと思います。 
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【Ｃさん】 

 分かりました。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 はい。ではどうぞ。 

 

【Ｄさん】 

 復興住宅について、完成したものについては何パーセント入居してるかお聞きしたいん

ですが。 

 

≪竹澤復興管理監≫ 

 正確な入居率は、ちょっと持ち合せておりませんが、まずほとんど入居しております。中

にはですね、辞退される方もおります。そういったときには、再募集という手続きをとって

おりまして、再募集しますとまた新たな申し込みがございます。ほとんど空きは出ていない

という状況でございます。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 はい。じゃあ、前の方のほうを先に。 

 

【Ｅさん】 

 釜石は「鉄と魚とラグビーのまち」といわれてましたけども、甲子にいるとどうしても魚

の話が全然出ないんですけども、魚市場の新しく建つところに今度お客さんを呼べるよう

な形のプロジェクトになりますけれども、魚市場に揚がっている魚の水揚げ推移というの

は、どんな状況なのか正直言って分からないし、それとどの港もそうですけども、競争で廻

来船の誘致やってますよね。ただそれがどの程度、効果を発揮しているのか。まき網が久慈

に水揚げしたとか。他所に揚げた話はよく聞きますけど。サンマ船が釜石に入らないとか。

何か結構悪い状況の話だけ私の耳に入って来るんですけど。その辺の具体的な話をもし教

えていただければ、お願いします。 

 

【Ｆさん】 

 関連で。先日実は魚市場に行ったら、出入り禁止だって言われたんですよね。市場の魚屋

さんたちにね。３日後にまた行ったら、また別な魚屋さんに入ったら駄目だと。私は船から

魚を揚げたり、セリをやったり、そういったところを実際に入って見て、遊び場みたいにし

て育ってきた人間なんですが。先日、友達の孫が夏休みの宿題にしたいから、市場を見学し

たいということで「じゃあ、市場に電話してみろ」と言ったら、断られたという話を聞いた

んですよね。29 ページには、立派なにぎわい創出施設の整備ということで並べられており
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ますが、そういうふうな現場の実態では、釜石から魚離れしていくということも懸念される

のではないかと危惧をもちましたので、あえて質問させていただきました。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 それでは水揚げの状況と施設の管理の体制ということで、産業振興部長の方からお願い

します。 

 

≪似内産業振興部長≫ 

 はい。まず最初のご質問ですね。水揚げの状況ということで。現在ですね、震災前の水揚

げ量に対して７割程度の復旧具合です。額にすると、額はまあ大体震災前には戻ってはきて

はおります。ただ、まだ全部は戻ってきていないという状況にあります。これは世の中的に

だんだん漁業資源が枯渇してきて取れなくなったということもありますし。海象というん

ですかね、水温が高くなったとか、いろんな要素が複合的にあるのかなと思っております。

今年の５月に新しい魚河岸の魚市場をオープンさせました。震災前からの工事がやっと今

回出来上がったというところですけれども、それをきっかけにですね、今後の魚の水揚げの

確保には努めていきたいと思っております。  

それとご意見のありました廻来船でございますけども、他の港も確かに皆さんやってお

ります。釜石市も従前から廻来船の誘致はやっておりましたけれども。釜石に廻来船が来れ

なかった理由の一つとして、製氷施設が思うように使えなかったというのがあるようです。

こちらの方につきましても、漁連さんの方で、今回震災の交付金を利用しまして、機能の大

きい製氷場を造っております。これによって魚を揚げて帰りに氷を積んで帰れば、効率的に

漁場の方に出かけれますので、そういう点では、氷を積める釜石港というのはこれから注目

していただけるのかなと思っております。誘致の方も一生懸命進めておりますので、少し長

い目で見ていただければと思っております。 

 それと市場の方への出入り禁止と言われたということに関してですけれども、実は新し

い魚市場ですけれども、ＨＡＣＣＰ機能といいまして、高度衛生管理を謳ってですね、品質・

衛生的な魚市場の運営をこれから目指していきたいと考えております。まだＨＡＣＣＰの

認証は取れてないんですけども、昔の市場と違って、壁が四方八方についております。中が

見えないように。これはカラスや鳥などが入らないとか、そういった衛生に考慮した構造に

なっております。したがってですね、一般の方も簡単に中に入れないようになっております。

入るためにはきっちり入り口のところで長靴の下も菌を除菌、消毒したりですとか、そうい

う手続きのもとに入っていただくことになるんです。新しい市場の運営をこれから考えて

いかなければないんですけども、実は先般７月末の日曜日に市場を一般公開しました。約

400人の方に見ていただきました。こうしたことを常にできればいいんですけれども。もう

本格運営していますので、なかなか市場の方に負荷をかけて、こういったことを毎週やると

いうのもちょっとあれですので、手としましては、市場の中をガラス越しにはなるんですけ
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ども２階のウッドデッキから見れるような構造にはしております。こちらの方を一般の方

用に見学で使えるように、もし魚市場さんのご理解をいただければ、そういったこともこれ

から考えていきたいなとそういうふうに思っております。 

 

≪山崎副市長≫ 

 私の方からは廻来船の話をさせていただきます。他の港でも一生懸命やってるというこ

となんですが、私も先週 18、19日と釧路と根室の方に行ってきましたけども、ちょうどサ

ンマ船が出てる時期で船造さんの方々、あるいは船主の方々とお話をしながら釜石の入港

の PRをしてきました。したがってサンマの水揚げ量がどのようになるのか。それは動向が

ありますけども、それらの関係とそれからまき網の話されましたね。サバとかの船団が久慈

沖とか、あるいは三陸沖に来てます。そちらの方については、それこそ山陰の境港の方の業

者さんとかいろんな船団が入ってまして、そちらの方にも私も一緒に廻来船誘致しており

まして、去年１回入ってます。今年についてもそういう信頼を重ねながらですね、先ほどお

話しをした氷の関係の供給もできるようになって、それが実現に至ってくるということに

なれば、前浜物も含めて釜石の水産加工、大槌の水産加工にかなりの効果を及ぼすんじゃな

いかな、と思っております。前浜物自体も釜石の人たちの目に触れない。例えば定置も不漁

だというふうに今は言われてます。そういう中で釜石のものを食べれるような環境づくり

をしたいというふうな思いはあります。例えば給食の関係についても、釜石のものを子ども

たちにぜひ食べさせたいなという思いもございますので。ぜひ魚の復活と言うんですかね。

釜石の魚のまちとしての振興については、市をあげていろんな形で努力していきたいなと

思っております。よろしくお願いします。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 はい。他に何かございますか。それではここからは、今回の課題じゃない部分でも結構で

すので、何かご質問等があればお伺いしたいと思います。 

 

【Ｆさん】 

 運動場のことについて、ちょっとお伺いしたいんですが。私はシニアソフトボールをやっ

ているんですが、平田公園が仮設の場になった。昭和園も仮設の場になった。そういうこと

で、山田とか宮古はまちの中に立派なグラウンドができて、仲間たちと一緒にやってるわけ

なんですけども。現在、前の大松小学校のところを使わせていただいているんですが、場所

的に狭いということもあります。またちょっと休むとすぐに草が生えてくるというふうな

ことで、草むしりやると、市では待ってたように申し込んでくださいと広報に上げるという

ふうなことです。共用してますから、仕方ないんですけども。要はどこか早くグラウンドを

確保していただけないものかというふうなことで、お伺いしたいと思います。 
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≪大久保市民生活部長≫ 

 はい、生涯学習文化スポーツ課の方が対応してますけども、まず運動場とか広場の関係。

まずは震災の関係で市の土地がなかなか無い中で、公園とか体育施設、グラウンド等が、仮

設住宅の用地になったというのがあります。特に平田のグラウンド等もまだ仮設住宅が建

って、一番最後まで残るというかたちになります。野球場の方は仮設は無くなりましたけど

も、下の方のグラウンドは、まだグラウンドに戻るというのはちょっと難しいかなと思いま

す。 

 それから昭和園につきましても、まちの中にあるグラウンドということで、非常に貴重な

グラウンドだったわけですけども。今回釜石警察署と沿岸免許運転センターと交通機動隊

の３施設ということで、それを岩手県警さんの方に譲渡すると、売却するということになり

ました。昭和園グラウンドが使えないということで、それに替わるものとして、旧二中跡地

の方に仮設の警察の庁舎がありますが、そちらが新しく昭和園の方に移ってきた時に、二中

の跡地をグラウンドにしようということで考えております。 

 大松小学校のグラウンドにつきましては、小学校が無くなった後のグラウンドというこ

とで、体育館も含めまして、そのままになっていたところを甲子地域会議の方に管理をお願

いするという形で利用させていただいているところでございますけども、なかなか市内の

施設、グラウンドを含めまして、少ないというのが前からの課題でございます。ある中で使

っていくということ。それから空地とか公園を元に戻していく。または河川敷とか、そうい

うところも含めて新たな小さなグラウンドでも造っていくというのが大事ですので、その

辺の予定も含めながら、仮設住宅の撤去に合わせながら元に戻していくということで進め

ていきたいと思います。また学校開放と、学校の施設を一般の方が使えるようにというのを

進めていくという形で進めていきたいと思います。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 はい、よろしいでしょうか。はい、他に何かございますか。 

 

【Ｇさん】 

 今、シカの有害を県とかがいろいろとやってるんですけども、シカの食用とか販売とか。

そういうふうなレストランとか。ヘルシーということでどこの県だかがアピールしてるみ

たいなんですけども、こういうことを釜石でも考えたらどうかと思いまして、一応聞きたい

と思います。 

 

≪似内産業振興部長≫ 

 シカはですね、たくさんまちなかに出て非常に困っているわけなんですけども、議会の方

でも同じような質問をいただいております。今岩手県においては、野生のシカとかそういう

ものについては、放射線の関係があって出荷を認められてないという状況が続いていまし
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て、その辺に出没してるシカを食肉にしたりとか、今できない状況にあります。ただ、これ

はいずれ解消に向かっていくと考えれば、早いうちから野生のシカ。ジビエ料理ですね。そ

ういったものを考えておくということも必要じゃないかというご意見を議会でも質問をい

ただいて、それについては一応前向きに考えていきたいなと思ってございます。 

 

【Ｇさん】 

 放射線の含有量というのはやっぱり、月に一回やってたりするんですか。 

 

≪似内産業振興部長≫ 

 放射線の確認等ですね。これも岩手県の方で全体的に、県一斉にかけているので、ちょっ

と地域ごとにやってるかどうか私も詳しく分からないんですけども、県の方で毎月確認を

しているということでございます。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 はい、それでは後ろの方どうぞ。 

 

【Ｃさん】 

 ７月ですか。高レベル放射性廃棄物。それが沿岸地区全部が適していましたよね。それで、

海から 20㎞離れたところというようなことが新聞上がってまして、そして青森の六ケ所村

に再処理工場があるので、世耕経済産業相があそこには高レベルは置かないと。そして福島

ですか、それも置かないってあったんですけれども、釜石は前に原位置試験をやっているも

のだから、もしかしたら来るのかなって個人的に心配しているんですけども。今、達曽知事

さんは岩手県には持って来ないということを言ってましたけども。新聞見てちょっと心配

しているんですけども。10 万年も保存するようなことなんですけどね。我々は関係ないと

思っても、我が子の孫の代があるからね。心配なんですよ。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 釜石市におきましては、平成元年の９月に釜石市議会で、放射性廃棄物の持ち込み等に関

する宣言ということで議決してございます。これはその放射性廃棄物の持ち込みについて

は、いかなる場合であっても反対して、最終処分地については一切受け入れないことを決意

して、現在まで受け継がれてきているという状況でございまして、このたび国の方でマップ

が公表されましたけども、釜石市におきましては、こうした議決宣言に基づきまして、今後

とも最終処分地につきましては、一切受け入れないということで、市長も７月にコメントを

出していますので、そのとおり対応してまいりたいと思っております。 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 他に何かございますか。お時間が近づいてきたようですけども、あとお 1人くらいは大丈
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夫かと思いますが。 

 

【Ｈさん】 

 1人なら最後に。なんか今日回答が出てない気がしてね、例えばさ、Ｆさんがグラウンド

の件について申し上げたんだけども、何かその辺で一つくらい「分かった」と。「大松小学

校のグラウンド直してけっからよ」と言うのかなと思ったら言わないし。さっき大久保部長

さんの方は、昭和園の方の二中に直して。何年かかんのよ。俺たち年なんぼだと思ってんの。

その辺も考えてさ、グラウンドの手入れくらいさ、やってもらいたい。ここで回答を出して

ほしい。「やるよ」と。そうしたら、みんな盛り上がると思うよ。全部、全部、鵜住居。ま

ち方面に持っていってさ。その辺、回答を一つくらい出してくれないかな。「よし、大松グ

ラウンドやる」って。 

 

【Ｉさん】 

 関連です。あそこの施設ね、いろんな人が来て利用しているんですね。今草ぼうぼうです。

２カ月前に地域会議で草刈り、環境整備もしている。体育館の一番上の窓ガラスも割れてる。

台風が来ると風が吹く。我々はみんなで掃除しながら我慢しているんです。何回もスポーツ

課の方にお願いして、トイレの問題も話してます。全然いい回答来ないんですよ。来ない中

でみんな利用しているんですけど、やっぱりそういうことも考えて、もっとしっかりした回

答をお願いしたいと思います。 

 

【野田市長】 

 今のお話は地域会議で以前からいろいろと指摘されてきたとおりでございますし、我々

もなんとか皆さんの利便性を高めるような方向にしたいと思って、いろいろと苦慮してま

す。しかしながら、必ずやりますから。結論から言えばやりますが、明日すぐということが

できるかということですね。よく検討しながら進めたいと思っておりますけども、さっきお

話がありましたとおり、運動場が足りないというのはそのとおりでございまして、お陰さま

で学校の校庭だけは仮設を造らないでなんとかやってきたというのは、これは被災地の中

で釜石だけなんですね。それだけは威張って言えるわけなんですが。一方では狭い土地の中

で、やりくりしながら仮設を造ってきたために、やっぱり運動場が少ないというのもそのと

おりでございます。 

一方では医療費が高い。それから三大疾病で亡くなってる方も多いと。ですから健康チャ

レンジポイントなんかもやりながら進めてるわけでございまして、健康チャレンジポイン

トをやってもやる場所が無いという話になってますから、なんとか対策を考えていかなけ

ればならないと思ってます。大松小学校の校舎、トイレ、それと校庭。これについては、ち

ゃんとやります。やりますが、いつどのようにするかというのは、次の地域会議の時にちゃ

んと答えをできるようにしたいと思います。やるということについては、お約束をさせてい
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ただきますので、よろしくお願いします。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 よろしいでしょうか。それでは市長の方から最後のまとめをお願いしたいと思います。 

 

≪野田市長≫ 

 それでは今日は本当に長時間にわたりまして、ご意見、ご提言いただきまして、本当にあ

りがとうございました。冒頭の私の挨拶がちょっと長くなりすぎまして、皆さんの意見の時

間が、ちょっと少なくなったということでお詫びをしたいと思います。しかしながら、本当

に今日貴重なご意見をいただきました。財政の問題から始まって、高レベル放射能の話から

広範囲にわたって意見がありましたけども、今日は皆さんからいただいたご意見、ご提言を

もう 1 回我々も検討しながらですね、皆さんのご期待に応えられるような市政運営をして

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

冒頭で申し上げましたとおり、今市政懇談会やってまして、明日はないのですが、明後日

は栗橋でございます。いずれ、どの時にも、どこの会場でも参加できるということで開催を

しております。どうぞ皆さんも声をかけて、ぜひいろんな市政懇談会の方に顔を出していた

だければありがたいと思っております。本日は長時間にわたりまして、ありがとうございま

した。 

 


