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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 29日（火）18時～20時 30分 

場所 小佐野コミュニティ会館 

参加者数 36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、どなたかご質問のある方は挙手をお願いしたいと思います。 

 

【Ａさん】 

 長々と説明を伺って、バラ色の市政だなあ、ということを感じました。 

 鵜住居に造られる仮称で祈りのパークという施設がございますけども、これは住民のご

理解を得てのこれは設計なんでしょうか。 

 それからもう１点ですが、いろいろと体育館を造った、ラグビーのグラウンドを造ったと

ありますけれども、市長が先ほどおっしゃった一人当たりの市債は 60万以上にはならない

よ、というその根拠は何なのか。箱モノに対してのメンテナンス、復興住宅に対しても、建

物のメーカーさんは 10年保障だといいますけども、10年後のことを考えるとかなりメンテ

ナンス費用というのも、今のうちから計画を立てていかないとアップアップになるんじゃ

ないかな、ということがあるんですけれども。若い人たちの将来のことを考えると、そうい

うことも兼ねた考え方をもたないと大変じゃないかなと思いますけれども、いかがなもの

でしょうか。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 はい。まずは、祈りのパークについてですけれども、平成 24年の 12月から委員会を設置

して検討をされてきたということで、これまで約５年間、３つの委員会を開催して検討して

いるという中で、鵜住居地区におきましても復興まちづくり協議会でありますとか、地権者

連絡会とか、地域会議、そして全市的な総合振興審議会こういったところで繰り返し説明を

行いながら、住民の皆様のご意見を聞きながら今回の計画にまとめてきているということ

です。これから鵜住居の市政懇談会でも説明しますけども、いずれ、各地区で説明を重ねて

説明を深めて、住民の皆様の意見を基にここまでまとめてきたというふうに考えておりま

す。 

 もちろん祈りのパークにつきましては被災された方々のそれぞれの思いがございますし、
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その思いも深まったり、変わったりということで、なかなかみんなが全て同じ方向、同じ形

ということは難しいんですけども、とにかく、議論を深めながらここまでまとめてきたとい

うことで、多くの皆様の意見を反映してきているというふうに考えております。 

 あと２つ目の一人当りの市債の残高が 60万円未満という根拠ですけれども、これについ

ては、今後とも健全な財政運営を進めるという上で一つの目安ということで、一人当りの市

債の残高が 60万円を超えないようにという目標を設定しております。併せて、今後いろい

ろな公共施設ができてきますので、公共施設等総合管理計画という市全体の計画を策定し

まして全庁的に施設の維持管理については、十分検討し、新しく造るだけではなくて、施設

の統合とか廃止、集約とかそういったことも併せて進めながら健全な財政を維持してまい

りたいと考えております。 

  

【Ａさん】 

 私が何でこういう質問をしたかというと、ここに各地域会議の責任者の方もいらっしゃ

ると思うけど、お願いすると第一声が「検討します」じゃないんですよ。「予算が無い」な

んです。だから質問をしたんですよ。 

 

≪山崎副市長≫ 

 地域会議で地域課題に対して十分な回答を出せないということへのご指摘だと思います。

市の方としても、いろんな形の中で、もちろんハード整備をしながらまちづくりをどのよう

な形でしていくということの視点の中で、当然被災地中心の形から全市を挙げてのいろん

な形の中で皆さんの要望に応えていくというのが市の責務でございますので、地域会議等

を通じながらですね、皆さんの要望を聞きながら順次実現に向けて努力をしていくという

ことになろうと思います。財政計画なりそういうものを作りながらですね、市民の皆様に明

らかにしながらできることをやっていくということですので、ぜひ地域会議の方でいろい

ろと声を上げていただきながら、私たちの方も十分協議をしながらそれに応えていきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 はい、それでは他に何かございますか。 

 

【Ｂさん】 

 魚屋を 70 年やりました。今の水揚げでさっき計画を示されましたが、魚市場の関係で、

今の水揚げでやっていけると思いますか。 

 

≪似内産業振興部長≫ 

 水揚げについてですけれども、確かに過去、釜石で 100億円の水揚げがあったという時代
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から比べると、震災の前からも 30億円台で推移してきておりまして、震災後においては 20

億円を切るような水揚げ高になっております。だからといってしぼんでいくだけではなく

て、現在は前浜の水揚げ。漁師の方にも後継者不足を解消しながら頑張っていただきたいと

思いますし、一方で廻来船ですね。大型の廻来船の誘致にも力を置いてございます。たくさ

ん魚が揚がる釜石港というものを標榜しながらですね、進めてまいりたいと思っています

し、そのために震災後止まっておりました釜石の新魚市場も造りまして、釜石に欠落してい

た製氷施設。こちらも漁連さんの方で整備しまして、廻来船なども呼べる力も徐々について

くるのかなと思っております。あきらめずに魚のまち釜石の復活に向けで頑張ってまいり

たいと思っております。 

 

【Ｂさん】 

 あのね、今、魚市場の従業員、何人いるか分かってる？  

 

≪似内産業振興部長≫ 

 従業員については、把握しておりませんでしたけれども。 

 

【Ｂさん】 

 そんなことも分からないで、じゃべれないべ。何十億だなんて。私から言えばね、10 億

もいかないと思うよ。今の水揚げで。魚屋、魚無いって困ってんだ。漁師から聞けば、釜石

はサービスが悪いから宮古さ行く。この際、市場の従業員の改革をして、釜石に来たいとい

う気持ちを漁師の人たちに持ってもらわなければ、そういうふうな港にしなければ、廻来船

も何も来ないんだよ。私たち魚屋やったあたりなんか、本当に大船渡とか宮古なんか目じゃ

なかったんだ。釜石でなければ駄目だって。それが今、地元の船が釜石のサービスが悪いか

らって宮古に行く。そんなこと続けたら船は来ない。せっかくこれだけの計画を立てて、成

り立つの？ 果たしてこれが実現できるのか、私は非常に疑問に思っています。だからもう

少し、市場に行ってどれだけの水揚げがあって、職員の対応がどんなもんだかをもっと把握

しなければ、全然前に進みませんよ。俺も魚屋やって、本当に魚が揚がらないのは悔しい。

その当時、60軒から 65軒あった魚屋が、今、何軒ある？ ５軒くらいしかない。津波で流

されたから廃業したのもあるけれども それでも、魚が揚がれば自然とやる者は増えてくる

んですよ。だから、とにかく魚を揚げるように。提案だけれども、水揚げ手数料を半分にす

るとか、その半分は市で補てんするとかね、市長。そうして、漁師たちが釜石に行っていが

ったというような魚市場にしてくださいよ。いつでも私は聞かれればしゃべるし、だからも

う少しきちっと把握してください。お願いします。 

 

≪似内産業振興部長≫ 

貴重な意見として承りたいと思います。ありがとうございました。 
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≪熊谷広聴広報課長≫ 

 他に何かございませんでしょうか。 

 

【Ｃさん】 

 今までの話を聞いて非常明るい釜石が見えてきたと。20 年若かったら素晴らしい釜石で

生活できるんだろうなという期待がもてたお話しを聞きました。 

 スポーツ関係者として市民体育館を６年ぶりに鵜住居の方に建てるという話もお聞きし

て非常に嬉しく思っております。鵜住居ということですけども、私個人としてはちょっと残

念な結果に終わってしまったなと。できれば市内に設置してほしかったなと。交通のアクセ

ス。甲子の奥の方の方であれば非常にアクセスが悪いんじゃないかなというところから、も

っともっと多くの市民に活用される市民体育館であれば、市内の方に欲しかったなという

ところが本音でございます。 

 この市民体育館ですけれども、旧小川体育館と同じ規模という話で今お聞きしました。公

認の試合、県の大会、東北大会、全国の大会を誘致できるようなコートじゃなければあまり

意味がないので、旧体育館の広さであればちょっと厳しいかな、と思っております。バスケ

ットであれば、逆にサイドコートを広く取ってですね、試合できるような施設でなければ意

味がないな、と思っております。いろいろ予算もあると思いますけども、その辺をもうちょ

っと考えていただきたいということが一つと、もう一つ質問ですけど、広域での使用という

ものは委員会の中で話が出なかったのか。具体的には大槌との広域で体育館を使うという

話は出なかったのかな、ということをお聞きしたいと思います。 

 大槌からはアクセス的に古廟坂トンネル一つで行けると思いますので、10 分もかからな

いで行ける。大槌の人が利用するには使い勝手がいいかな、と思いますので、大槌町の町民

の方が多く利用するはずです。そういったことを考えれば、広域での釜石・大槌体育館とい

うふうな名称もあるのではないかな、と思っております。その辺をちょっとお聞きしたいと

思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 今度の新しい体育館は、従来の小川にありました旧市民体育館と建物自体の広さは同じ

広さでしか造れないというのが一つあります。 

公認の大会とかができるコートの広さ、サイドが広いとかそういうのでなければ大会は

できないということでありました。今、各競技団体さんの方からいろんな意見をいただいて

おりました。一つは、小川の体育館にはステージがありました。ステージ部分は移動式のス

テージにして、開会式等のときにだけ組み立てて使うようにすればステージ部分を使って

その分広くできるんじゃないかとか、あとは観客席。観客席が結構広くありましたので、前

は 1,000席くらいありましたので、その部分がどの程度必要なのかを含めまして、できるだ
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けアリーナの部分が広く使えるような、競技ができるような形での設計を進めていきたい

と、今、進めているところでございます。 

 それからあと、広域での大槌町との関係ですけれども、鵜住居にできますので、大槌町の

方も利用しやすい体育館であると思います。釜石・大槌地区では、定住自立圏構想というこ

とで、大槌と釜石はもともと経済圏が一緒で、小中学校も交流しておりますので、一緒にい

ろんな施設を造っていくのが大事でありますので、体育館を含めまして、そういう施設で一

緒にできるものは一緒にやっていこうということで大槌町役場と協議が今、始まっている

ところでございます。 

 大槌町には城山体育館というのがありまして、震災の影響を受けませんでしたので、そち

らの方を使って卓球協会などでは市民卓球大会を城山体育館の方を借りてやっているとい

うふうな状況でございます。大槌町と一緒になって大会を運営していくとか、一緒に使って

いくというのがこれからも必要になってきますので、各競技団体さんと協力しながら、そう

いう方向で進めていきたいと思っております。 

 

【Ｃさん】 

 大槌と一緒に使うというお話を今、お聞きしました。非常によろしいと思います。建設資

金の方は大槌町さんからもいくらかいただけるということでいいんでしょうかね。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 建設資金はこの 19億のほとんどが国の方からきますので、市の分はもちろん、備品とか

出てきますけれども、復興の財源で国の方のお金でできると思います。その後、使い方の部

分で大槌町さんから負担をどのくらいもらうかということはまだ。もしかして、使用料のと

ころで釜石市民は安くして大槌町は高くするとか、そういう必要があるのかどうか、それも

含めて考えていかなければならないと思います。今、城山体育館を使うのに、釜石市の人が

高くなるということはない形です。 

 

【Ｃさん】 

 もう一つだけ。維持費の方ですけれども、ラグビーワールドカップが終わった後の維持費

が年間いくらかかるのかと、市民体育館の維持費がいくらくらい年間で要するのかという

ことをお聞きして終わりにしたいと思います。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 新しい体育館の維持費の関係なんですけども、前の旧市民体育館はですね、維持費は年間

約 1,200万円。それは指定管理者にお願いする形を取っておりましたが、まず、冷房、暖房

が無かったものですから、1.200万円で済んでおりました。今度の体育館は年間 4,500万円

くらいになると思います。冷暖房も入りますのでかかると。さらに指定管理者が自分たちで
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計画をして維持管理をしながら、有料のイベント等をやるような形になるともっとかかる

かな、というところでございます。4,500万円くらいはかかるかな、という感じでみている

ところでございます。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 鵜住居のスタジアムにつきましては、常設部分の一般的に約４パーセントが維持管理費

ということで、大体年間 5,000万円程度と見込まれておりますけれども、さまざまな収入を

生む使い方をするとか、維持管理を工夫するとかということで、できるだけ維持管理の負担

を少なくするように有効活用を図っていきたいなと考えております。 

 

【Ｃさん】 

 ありがとうございました。くれぐれも税金の方に反映されないような運営マネジメント

をお願いしたいと思います。以上です。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 ありがとうございました。その他、何かございますでしょうか。 

 

【Ｄさん】 

 メモリアルパークの件、体育館の件、それと観光交流センターの件ですけど、前にも、説

明会のときにお話しした経過がありますけれども、まずは、メモリアルパーク整備計画等に

ついては感謝を申し上げたいと思います。そして、静かに祈るメモリアルパークの前に観光

交流センターができる。別な２施設を造ることはいいと思いますけれども、私とすれば、防

災センターで２人も亡くした場所です。お陰様で２人とも見つかって、１人は消防団か自衛

隊の方に見つけていただいたと思いました。当時６歳の孫については、息子が自分の力で毎

日行って探して見つけました。そういう場所です。その目の前に、にぎわいの施設ができる

わけです。私たちとすれば、ちょっと残念に思います。 

そしてまた、体育館ですけれども、私の仕事柄、全国いろんなところに行って仕事をして

きました。そして、そういう施設関係も見てきました。よそに行くと、そういうスポーツ施

設はまとまってあるんですよね。グラウンドから、体育館から。釜石は小川の体育館を製鐵

所から譲り受けて市民体育館ということでしてきたわけですけれども、今回、ラグビーの関

係でスタジアムができる。そういう場所で、隣り合わせで造った方が、いろんな意味で利用

するにしてもいいと思いますけれどもね。そういうふうにできなかったのかな、と。 

祈りのパークの周りにそういういろんな人の集まる施設。祈るために集まるのか、観光の

ために集まるのか、スポーツのために集まるのか分からないような雰囲気になるんじゃな

いのかなと思うんです。その辺をちょっとお聞きしたいな、と思います。 

 鵜住居のまちづくり協議会でもね、前の防災センターを造るときに大騒ぎをして造った
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わけですよね。造るときに「あの場所に防災センターを造っていいのか」と言った人もいた

と、そういう話も聞いているんですよ。そして、ましてや訓練関係もやって、結果的にはあ

あいう悲惨なことになった。だけれども鵜住居の自主防災組織の人たちも震災の後に防災

センターに来て、あそこの仮設の祭壇の掃除をしてくれたり、何かしてくれたんですか。200

名相当の人が集まって、亡くなって、見つかった人もいれば、まだ見つからない人もいる。

大勢が集まってそういう悲惨なことがあった場所ですよ。もうちょっとそういうことを真

剣に考えていただきたかったな、というふうに思うんですけれども、まちづくり協議会だっ

て、にぎやかな街にしたいとは誰でも思いますけれども、ただ場所が場所なだけにですね、

その辺、どういう話で盛り上がってそうなったのかをお聞きしたいな、と思います。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 メモリアルパークの検討の経過について簡単に説明させていただきます。鵜住居駅前地

区はですね、防災センター跡地を含む場所に静かな空間を整備して祈りをささげる場とい

うことで、メモリアルパークを整備しようということで話を進めてまいりました。それで、

その面積を確保しているということでございます。 

 一方では、鵜住居駅前ということで鵜住居の方々が今後とも生活していく暮らしの場で

もあるといったことを踏まえまして、さまざまな観点から鵜住居駅前地区の整備について

検討してまいりまして、鵜住居地区の復興まちづくり協議会、地権者連絡会をはじめ各地域

での地域会議とか、あるいはメモリアルパーク整備検討委員会、さまざまな場で検討を重ね、

検討を深めてこのような形で整備するのがいいんじゃないかというような形で、この計画

をまとめてきたということでございます。 

 にぎわいと両立するのかという話も確かにございましたけれども、鵜住居駅前という場

所でもありますので、駅の待合機能や、あるいは休憩できるスペース、そういったものも一

体的に整備することによって震災の教訓、そういったものをより多くの方々に伝えていく

こともできると。そして同じような悲劇を二度と繰り返さないまちづくりにもつなげてい

きたいということで総合的にですね、検討調整しながらこのようなレイアウトが出てきた

ものと考えております。 

 

【大久保市民生活部長】  

 体育館が総合的なスポーツ施設になっていなくて、駅前にあるという関係でございます

けれども、他の市町村を見てみますと、スポーツ施設がまとまってあります。例えば北上市

であったり、花巻市であったり。スタジアムがあって、陸上競技場があって、体育館があっ

て、野球場があって、駐車場も広く取れてというところで、ある程度広い土地を取れるとこ

ろは、総合的に総合運動公園として整備していこうというのが全国的な流れだと思います。

釜石市の場合は、甲子川沿いに小川の体育館にかわるところと見たときに、なかなかそうい

う土地が無くて、また、復興道路の代替え地の関係があったり、昭和園グラウンドが警察の
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用地になったりということで、なかなか無いということです。最初、ラグビーワールドカッ

プのスタジアムの横に体育館を造るということだったんですけれども、ラグビーワールド

カップ自体では体育館は必要なくて、サブグラウンドが必要だったり、体育館は必ずしもス

タジアムには要らないという話が出てきたものですから、駅前にぜひにぎわいを作ってい

ただきたいという地元からの意見もありまして、鵜住居地区施設整備検討委員会の方から、

駅前に造ってほしいという提言が出されました。１年かけて鵜住居の駅に造っていって、交

流施設とか、祈りのパークを含めまして、イベント等何かあった時に体育館を含めて、にぎ

わいも出していくことができるんじゃないかということで、駅前のところに造る。広さはあ

まりないのですけれども、そこに造っていこうということで作ったところでございます。他

の市町村と比べると、釜石市はスポーツ施設分散しています。土地がなかなか無いものです

から。そういう意味では、他のところと比べるようなものにはならないのですけれども、体

育館は前の体育館と比べたらいいものができると思いますので、そういう形でぜひご利用

いただきたいと思います。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 よろしいでしょうか。他に何か。 

 

【Ｅさん】 

 釜石市はどんどん高齢化が進んでいるわけです。というのは、高齢者の健康管理、健康増

進の面から２点ほど要望したいと思います。 

１点はですね、今、高齢者の中でグラウンドゴルフが人気で、流行っているんですけれど

もね、なかなか広場が無くて思うようにできないというのが現状なんですね。今度、どんど

ん復興住宅等が整備なってくると、公園等のスペースができとるような感じがしますので、

ぜひ公園等整備するときはグラウンドゴルフが十分できるようなスペースを取るようによ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それからもう１点はですね、グラウンドゴルフと並行して高齢者の健康づくりで多くや

っているのがウォーキングなんですね。今、工事中で、車が多くて道路も思うように歩けな

い状態です。野田界隈の甲子川の河川敷の堤防。県の関係があるのかもしれないですけれど

も、あそこが整備できるのであれば、あそこを健康ウォーキングコースとして整備してもら

いたいと思います。 

 それから、さきほど言いましたように釜石市にはなかなか広場が無くて、市外にグラウン

ドゴルフに行きたいなあという話が出るんですね。そうすると一番先に何が引っ掛かるか

といえば、足なんですね。輸送。高齢化してくるので。車の関係もあります。そういうこと

でですね、例えば学校にあるスクールバスを空いている時間に使えないかどうか。いろいろ

担当が違って、難しい面があるかもしれませんけれども、なんとかお願いすれば、スクール

バスを空いている時間に使うことができないかどうか、要望を含めてよろしくお願いした
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いと思います。以上です。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 高齢者のグラウンドゴルフ。広場が無いというお話がございました。今、復興の関係で市

のグラウンドを含めまして公園等に仮設住宅が建っているところがたくさんありますので、

仮設住宅に入っている方が復興住宅に入居したり、自力再建をしたりすると空いてきます

ので、それに基づいて公園を元に戻していくという仕事ができます。その中でまたグラウン

ドゴルフができるような広場をそこで見つけていくというようなことが大事かなと思いま

す。また、学校開放の方を利用しながら、ということができるのかなと思います。新しい広

場を造るということは、釜石のまちの中ではなかなか難しいところがありまして、代替え地

になったり、復興の関係で新しい土地になったりしております。 

河川敷の関係は県の方の担当になりますけども、河川敷の堤防等を歩いている方々はた

くさんおりますので、ウォーキングコースとして見晴らしもいいですし、すごくいいのかな、

と思っております。その辺のところを、市の方としても県の方に要望する機会がありますの

で、河川の使い方も含めまして、ウォーキング等ができるように、皆さんが歩けるような形

にできないか等の要望を、懇談をしていきたいと思います。 

 

≪教育委員会事務局 山田総務課長≫ 

 スクールバスの使用ということなんですが、やはり児童生徒を乗せるというスクールバ

ス本来の目的がありますので、今すぐに対応できるかというと、内部で検討しなければなり

ません。現在、仮設住宅等からの通学する児童生徒がございますので、震災以降、かなりの

数の子どもたちがスクールバスを利用している状況にありますが、来年度以降は、スクール

バスの台数も徐々に減っていく予定であります。台数の関係もありますので、今すぐに対応

できるかどうかはちょっと難しいのですが、いろいろな法的な問題もあります。高齢者の皆

さんのスポーツをする際の足の確保というのは重要な問題だと思いますので、今後検討し

ていきたいと思います。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 よろしいですか。他に何か。 

 

【Ｆさん】 

 一つお聞きしたい件があるんですけれども、旧小佐野中学校ですね。あそこの体育館、遺

体安置所になっていたんですけれども、今、市の倉庫みたいになっているんですけれども、

そしてグラウンドの方には仮設住宅があるわけですけども、あそこは将来どのようになっ

ていくんでしょうか。 
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≪正木総務企画部長≫ 

 小佐野中学校の体育館と校舎の関係でございますけれども、小佐野地区の公共施設の再

編の関係等も含めましてですね、さまざまな観点から検討しております。まだ具体的に、ど

うというのは決まっておりませんけれども、持ち主の関係もございますし、市としての考え

方も整理しながらですね、調整検討していきたいと思います。 

  

【Ｆさん】 

 先ほど言った体育館なんかも、ああいう場所を利用できれば、まだいいのかなと思います。

小佐野中学校も古い建物で、ああいう場所でもって、子どもたちも通って歩いて、あんまり

雰囲気も良くない感じがするんですけども、だから、ああいう所も早く整備して、そういう

のができればという感じは持っています。危険なんですよね。そういう認識を持っていただ

ければなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 ありがとうございます。ぜひ検討したいと思います。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 それでは、時間がきてまいりましたので、今回の説明だけじゃなくて、どうしても聞きた

いということがあればお伺いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

 

【Ｇさん】 

 一番心配なのは、市役所の立地の今の状態で、果たして車の出入りができるのか。どうい

う構想を持っているのか。私が今までやって来た仕事の関係上、どうしても聞いてみたくて。

まずそれが一つです。 

 それから、高速道路が広域振興局前にインターが出た場合、何車線になるか分かりません

が、小川に入っていく車線を越えているところ、将来的にはジョイスの方に入っていく土手

のところの道路がどうなっていくのか、信号が付くのか。小川に入っていく車の人は、一時

あそこでとストップ。先頭の車が入らないと後続の車が入って行けない。そうすると 283号

線に高速から来る車がはみ出してしまう。これではちょっと危ない。 

 ちょっと先に行って姉帯商店の前、あそこもかつて事故があって死者が出たことがあり

ます。これから、すごく危険だと思います。 

 それと駒木道路を通っていつも思うのが、すれ違いです。マルエホテルの前から、いろい

ろ道路を知っている人は、あっち回り、こっち回り、すごいスピードで通っていきますけれ

ども、あそこのアパートの前なんかはお互いに譲って、譲って、遠慮して通っている状態で

すけれども。これから表道路が混むようになると、ますます全部駒木道路を通っていく。そ

して、電柱のところから曲がって、中妻北商店街のところに入っていきますが、これから、
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そこも大変だと思います。 

 それから、事故が起こるとすれば、マイヤの前。製鐵所の正門前は信号があるからいいで

すけど、マイヤの前からケーズデンキのところ。右折するのは非常に危ないですね。五の橋

から来る車は 60 ㎞、あるいはそれ以上のスピードで来て、一瞬ちょっと踏み間違えたら、

まず完全にあそこはぶつかりますからね。 

 あと、平田から大平の道路。そこから嬉石のトンネルまで一本道路。一回、駅前で交通事

故があれば大変です。地元の人は駒木周りで行けますけども、知らない人は 1 時間も待っ

て。２年前にあそこで事故がありました。私は駒木を通りましたけれども、知らない人はず

っと待っている。それが製鐵所の東門のあたりまでずっと続くんです。その辺が、今回の復

興を含めてどういうふうになるのかをちょっと、できれば聞きたいですね。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 それでは、市役所前の道路と市内の道路の関係。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 新しい市役所庁舎の出入り口、道路の関係でございますけれども、現在、入り口の場所で

ありますとか、右折レーンでありますとか、信号機の設置とか、さまざまな課題とか可能性

について検討を進めているということで、その課題をクリアした上で、皆さんが不安だと思

われないような形でですね、市役所の新しい庁舎の建設につなげていきたいというふうに

考えております。 

 

≪岩崎高規格幹線道路対策室長≫ 

 新町のインターの出入りの関係でございますが、裏の市道の方からの出入りというでは

なくて、全て国道 283号からの出入りとなります。今、ちょっと図面が無いのですが、三車

線になっていたかと思いますが、それに合わせた出入りになっていたと思います。今、詳細

な図面を持ち合わせていなくて申し訳ありません。 

 

【Ｇさん】 

 職業安定所の方から振興局に向かって行って、小川に入っていく人が右折で、あそこで列

車が来たりすると、あそこが渋滞になるんですよ。それで、その続きが姉帯さんの方に行っ

て右折すると、あそこは信号が無いでしょう。ちょっと弱気な運転手はあのまま止まってい

るんですよ。釜石造園の方から入って来る車はずーっと止まらないから。渋滞になると、振

興局の前の高速の出入り口と重なってしまう。そういうのもあります。 

 

≪岩崎高規格幹線道路対策室長≫ 

 現在、いろんな復興工事、いろんな業者の方が入ってきています。車の台数が多くなって
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きておりますけれども、高速道路が開通する頃には交通の方はだいぶ分散されると思いま

すので、そのように少し変わるのかなと思っておりましたけれども、その辺は、様子を見な

がら対応してまいります。 

 

【Ｇさん】 

 ちょっとお願いしたいんですけれどもね、釜石高校前のバス停に、帰り生徒さんがバスを

待っております。この間の土砂降りの中 10数名、どこにも寄るところないですよ。あそこ、

なんとかならないですか。高校生がかわいそうです。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 交通の関係は、市民生活部の生活安全課が担当しておりました。まず、市内の交通の関係

について、先ほど大渡川の河川のところの通りが非常に危険だということ、駅前マイヤから

283号甲子方面に出る所が非常に難しいというお話がありました。その辺の状況は私たちも

分かっておりまして、警察の方とも話し合いはしているところです。 

 道路の規制については、市の要望、関係団体の要望をしながら実際に県警さんの方で、一

時停止にするとか、一方通行にするとか、停止線を入れるとかをすることになっておりまし

て、市としてはその辺の要望を出していくという活動をしているところでございます。 

 駅前マイヤのところですけれども、原則、警察さんとしてはできるだけ交通渋滞にならな

いように、信号をできるだけ少なくするというのが、まず基本になっております。ですから、

同じ距離間の中に同じような信号が何カ所かあるというのは非常に問題があるということ

で、今、駅前に一つありまして、その次に新日鉄の正門前、その次にマイヤの前ということ

になりますと信号が多いので、渋滞が多くなるということがあって、難しいな、という話を

されておりました。ですから、できるだけ信号のあるところから甲子方面に出る車は右折し

てもらいたいというお話があったということでございます。 

それから、今もお話ありましたけれども、釜石高校の前のバス停に、バスの待合所、屋根

が無いということですが、バス停は、本来はバス会社さんが設置するものなんですけれども、

県交通さんもなかなか予算等がありまして難しいところで、市の方でいろんな補助事業を

もらいながら、設置していたりしているところであります。 

 駅前マイヤさんの裏側の方に昨年、バス停を作りました。一つ作ると結構な金額になりま

す。製鐵所側の方にも作りたいと思っておりまして、また、甲子の釜石高校前。非常にいっ

ぱい高校生さんがおります。あと、中妻の釜石中学校の前のところとかも生徒さんが待って

いるということで、要望を受けておりましたので、それらの方もいろんな事業を使いながら

ですね、屋根のあるバス停を作っていきたいと考えております。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 まだまだご意見、あるのかもしれませんけれども、予定の時間をオーバーしてしまいまし
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たので、質問の受け付けはこの辺とさせていただきたいと思います。それでは、最後に市長

に本日のまとめをさせていただきたいと思います。 

 

≪野田市長≫ 

 いろいろと熱心な議論をいただきましてありがとうございました。冒頭の私のあいさつ

がちょっと長すぎてですね、皆さんからご意見をいただく時間が減ってしまいまして大変

申し訳ございません。せっかくの機会ですから、最後に今までいただいた議論について、長

くなってしまうかもしれませんが、お答えしたいと思います。 

 まず、今日説明した大きな趣旨はですね、これから人口が減少してくる、高齢化が進んで

くると大変な時代になって来る。しかも国際的には北朝鮮からミサイルがいつ飛んでくる

か分からないと。どこを見ても大変な状況なわけですが、そういった状況の中で釜石の将来

をどう考えるんだといったときに、金もなくなるから、あれもいらない、これもいらない、

そういうまちにしていくのか、あるいは、せっかく道路がこうしてできるのだから、国から

支援がいただけるのであればそれを最大限活用して、もちろん維持管理はちゃんと負担の

ないようにしていかなければなりませんが、そういう前提ではありますが、少し背伸びをし

ながら将来に挑戦をしていくそういうまちにしていくのか、という２つの選択が今あるの

ではないかと思います。そういう中で釜石は、少し背伸びをしながらですね、次の世代に明

るい見通しを作っていくという、そういうまちづくりをしていこうというのが、我々が今、

取り組んでいるところでございますので、まず原点はそこにあると。今、いろんなものを建

築しておりますが、そのほとんどは国からの財源でございます。この国からの財源をいただ

くのに随分苦労をしてしまいました。 

 ですから、先ほど財源の話がありましたけれども、ほとんどは国の財源を活用できるもの

を優先的にやっているということでございまして、スタジアムができるのであれば、先ほど

のバス停の屋根ように、すぐに解決できるのではないかというように思っているかもしれ

ませんが、残念ながら金の出処が違うということをご理解いただきたいと思います。 

 その中でも市民の皆さんの身近な課題については、少しずつではありますが、実現できる

ように努力をさせていただきたいと思います。先ほどのバス停も、待合所なんかも本当は民

間ですからバス会社がやるべきところなんですが、なかなかそうもいかないので、１年に１

カ所か２カ所くらいずつしかできませんが必ず作っていきますよとか、そういう感じで、今

頑張っているということをご理解いただきたいと思います。 

 それからなんといっても最大のテーマはメモリアルパークですね。たくさんの方が防災

センターで亡くなったということで、メモリアルパークをどのように造るかというのが最

大の議論だったわけです。今日は、簡単にこうやって説明していますが、この形に持ってく

るまで６年かかっているわけでございます。先ほどお話がありましたとおり「いや、たくさ

んの方が亡くなった場所だから、静かに手を合わせるような場所にしたい」という意見もあ

りました。一方では、「あそこで我々は生活していくんだ。生活の場であるということも考
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えてくれ」「今の人は手を合わせるかもしれないけど、10年後、20年後、あるいは 50年後、

100年後、本当に人が来て手を合わせるのか」と、こういった意見もありましたね。静寂な

場所にすべきだという意見と、人がたくさん来て手を合わせる場所にすべきだという、極端

にいえばこの２つの意見がなかなかかみ合わないで、来たわけでございます。最終的には、

両方のところを取って静寂性を保ちつつ、なおかつ多くの方が手を合わせるようなそうい

う場所にしようということで、意図的に伝承館とか観光交流館とか、体育館とかを、それな

らばそういう場所に集めたほうがいいのではないかということから、これは鵜住居の地域

の方々のご意見があってですね、こんなふうな形にさせていただきました。 

しかしながら、今でも静かな場所にしたいという方の意見もございます。ですが、今まで

積み重ねてきた話でありますので、釜石市としてはぜひ、今計画を立てているような形で造

らせていただいて、そういう方々のためにはそういう場所としてきちんと確保しますよ、と

いうことをお約束されていただきながら、ご理解をいただくということで説明させていた

だければありがたいと思っております。 

過日、鵜住居地区でまちづくり協機会というのを開催しました。そのときも説明をさせて

いただきましたが、鵜住居地区まちづくり協議会は鵜住居の方々がほとんど参加するわけ

でございますが、そこでは特に異論はなかったと受け止めさせていただいております。ただ

誰でも自由参加できますよという市政懇談会は、９月４日に開催する予定でございますの

で、そこで大体の最終的な意見のとりまとめをさせていただきたいな、と思っているところ

でございます。 

現時点では、市政懇談会を５カ所で開催してまいりましたけれども、まずはほとんどの

方々にご理解をいただいたと、私どもは理解をさせていただいているところでございます

ので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

私の方としては、あそこが 3.11への本当の想いが込められている場所であるということ

は決して忘れてはなりませんし、そのことをちゃんと次の世代にも教訓として残していく

んだとそういう場所であると。だからこそ、そこに防災市民憲章を。さきほどちょっと説明

がありましたけれども、（防災）市民憲章というものを作って設置させていただきたいと思

っているところでございます。よろしくお願いしたいと思います。 

それから、小佐野地区のこれからの展開ということになるわけでございますが、先ほども

小佐野中学校の体育館をどうするんだとか、いろいろな話がありました。このコミュニティ

会館も大分古くなっておりまして、今、小佐野小学校の生徒が増えたということで、校舎の

増築をしています。学童保育もできました。残っているのは、小佐野保育園をどうするか、

それから小佐野の消防署ですね。小佐野の消防署は廃止しましたけども、小佐野の屯所を造

っていかなければなりませんので、その計画を今作っていますが、将来的にはコミュニティ

会館をどうするかということと、小佐野中学校の跡地をどうするかということですね。これ

は検討をさせていただきたいと思います。ほとんどが製鐵所の土地なものですから、こちら

が勝手にお話しするわけにはいきませんので、そこは相談しながら、もちろん地域の皆さん
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のご理解をいただいて進めさせていただきたいと思っているところでございます。 

最後になりますが、高齢者の皆さんの閉じこもり予防をしようとお話ししております。実

はサロンといいますか、お茶っこ飲み会をやったりですね、グラウンドゴルフをやったり、

さまざまなことを皆さん取り組んでいるんですが、やっぱり足がなくて行けないという方

がだんだん増えてきました。さっきスクールバスという話がありましたが、スクールバスは

学校の生徒のためですから駄目なんですよ。大人が乗るためではないので。ですからこれは、

教育委員会の問題というよりも、釜石市としてそういう課題にどう取り組むかという新た

な課題でございます。これからそういう方々はたくさん増えてくると思いますし、そういう

新たな課題にどう取り組むかというのが、我々に突き付けられた大きなテーマでございま

すので、今ここですぐ答えを出すわけにはいきませんが、いずれ協議をしながらみんなで楽

しくお茶っこを飲んだり、運動をしたり、家庭菜園をやったり、あるいはみんなでお湯っこ

に浸かってみたりいろいろなことをやって、100歳まで生きなきゃいけないですよ。そうい

う環境をどう作るかというのを皆さんと協議しながら進めていけるような、そういうまち

づくりをし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。 

いろいろとまだまだお聞きになりたいこともたくさんあるかと思いますが、時間の関係

でこれで終了したいと思いますが、いずれ市政懇談会、今開催しております。小佐野の方々

が鵜住居に行ってもいいわけですから、これから残るところあと３カ所ございますから、ど

うぞ皆さん参加をしていただいてまたご意見をいただければありがたいと思います。 

 本日は大変いろいろな意見をいただきました。重く受け止めて、政策に反映させるよう

に努力をさせていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。 


