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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 30日（水）18時～19時 50分 

場所 中妻地区生活応援センター 

参加者数 21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、どなたかございますでしょうか。 

 

【Ａさん】 

 市民体育館のことですけれども、19 億って総工費のことですか。設備とかそういう兼ね

合いのものを全部入れての 19億なんでしょうか。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 前の体育館と大体同じ規模で設備費を含めて造る形で 19億で考えております。備品とか

はまた別になりますけれども、建物造って、フロアを造って、観覧席とかシャワー室とか、

更衣室とかそういうのをつくって 19億ということで設計しているところでございます。 

 

【Ａさん】 

 市役所の庁舎のことでよろしいでしょうか。市長さんの説明を聞いてましたけれども、大

分、財源が膨らむような感じがするんですが、何十億、下手をすると 100億近いような感じ

がして、一般市民としては心配なんですけども。そして、その資金は復興資金から出るので

しょうか。その復興資金が 30数パーセント減らされたとか、いろいろな問題が新聞等で報

道されておりますので、その辺をお願いしたいと思います。 

 

≪菊池財政課長≫ 

 最初の方からご説明いたします。全体事業費。新しく建てる、そして現在の庁舎の解体等

を含めて、全体でも約 50億弱の金額になるんではないかと。正確には、きちんとはじき出

していかなきゃないんですが、一応、そういうことを考えてございます。 

 あと、財源の話なんですが、基本的に復興交付金等ではなくて、今年度から新しく国の方

で作っていただきました市町村役場機能緊急保全事業というのが新しくできまして、それ

に伴う一つは借入金、それから市の方で積み立てております貯金といいますか基金、それを
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使って整備する予定でございます。 

  

【Ａさん】 

 ありがとうございました。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 それでは他に、どなたかございませんでしょうか。 

 

【Ｂさん】 

 今回は市政懇談会を開いていただきましてありがとうございます。一般市民として公の

場で意見を述べる機会というのは、これまであまりありませんでした。公式の場で述べると

いうことも、地域会議とはまた違った意味で大事だと思います。 

 質問に入りますけど、先ほど市長がハードが主体でソフトは後とおっしゃいましたけれ

ども、ハードをつくってソフトで運用するという意味であれば、どう使うんですかというこ

とが建設のコンセプトにも入ってくると思うので、コンセプトの部分を言わせてもらいた

いな、と思います。 

 身近な話なんですけど、このセンターの川岸に駐車場があります。これは昨年度３月には

完成していました。もう、半年使ってません。お盆のときも使ってませんでした。私、お参

りに来ましたけれども、ここも塞がっていて苦労しました。直接、懇談会は関係ないんです

けれどもね。ものを造って半年使わないというのは、個人であれ事業をやっている者であれ、

信じられない話ですよね。市民サービス、あるいは有料であればいくらかでも市の収入を上

げると。そういう観点から考えてもこれは何なんだと。それは、造ったのは都市計画、管理

はここのセンター。復興住宅があるからここが絡んでいるかどうか。要するに主体が分から

ないと。これが釜石市の全体。今日も個々の提案がありますけれども、それぞれは立派なん

ですよ。ただそれがもうちょっと話を広げた時に、なんでこうなるの、ということがありま

す。だからもうちょっと、軍隊でいえば参謀本部みたいな進行を管理するポジションという

のを、きちんと作らなきゃいけないんじゃないかと。 

 もう一つは、半年使わない施設を誰も何も言わない。それは知らないから言わないわけで

すよね。だから、やらないこと、実施しないこと、やらないことを言わないから誰も気が付

かない。いざ使い始めたときになんでこうなるのと。知らないよ、こうじゃなかったはずだ

よねということが多々あるし、今回のこの市政懇談会に出されている内容にもたくさんあ

ります。 

 ちょっといいますと、鵜住居の祈りの施設と体育館。これはそれぞれ立派な計画です。た

だ、祈りの施設の丘から体育館が邪魔になって海が見えないと。これは私が気が付いたんじ

ゃなく、市議会で議員の方がおっしゃったのを聞いて、この小さい図面を組み合わせてみる

と確かに海は見えないよね、と。海が見えるか見えないかが絶対条件かというと、いろいろ
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あるんだと思いますけれども、海面を見るんじゃなく、海の方向に祈りたいのにそこに壁が

あったんじゃやっぱり駄目ですよね。祈りの施設は防災センターの跡だと決めるのであれ

ば、体育館をどうするか。視界を妨げないかということはもうちょっと広範に考えなきゃい

けなかったんだと思うんですよね。あるいは祈りの施設をちょっとずらしても。それはいろ

んな検討の中で決まることでしょうからね。 

 あとＦＰ３ですけども、魚河岸地区のにぎわいといったって、今出ているのは一つの施設

を造るというだけの話ですよね。いろんな後背地の水産施設とか、新浜の廻来船の市場の関

係とか、完全に密閉されて市民が入れない魚市場の関係とか、トイレも使えないとか、魚河

岸の食堂も廃止されたとか。一番の問題はこの図ですね。28 ページに図があるわけですけ

れども、なんか岸壁にきちんと観光施設がすらっと施設が建っているようだけれども、実は

これ、3.8 メートルの防潮堤に囲まれて、水門を通らないと海側に行けないわけですよね。

だから、海の傍に海産関係の観光施設を造るのになんで防潮堤の内側なんだと。説明がない

ですよね。で、防潮堤の中だから安全なんですと。台風くらいじゃびくともしないから、全

天候型で観光できますよというのを逆手にとって言うくらいならいいんだけど、それもな

いと。あと、委員会があっていろいろ検討して、24 時間トイレをつくって釣客にも使って

いただきたいし、夜もデッキとかで楽しんでもらいたいという話もあったんだけど、建物の

構造を見ると 24時間使えないんですよね。事務室の前に設置しますから。海の駅にもしな

いと。海の駅にすると、最低トイレはつくらないといけないですよね。 

 あとこの中で物を売るというのをきちんと書いていないんですよね。商業テナントスペ

ースを設置とある。しかも生の海産物を売らない。海の傍に観光施設を造って地場の魚市場

が傍にあるのに新鮮な海産物は売らないと。何を考えているのかな、と私は思うし、この建

設工事。５億円上限とあるけれども、一切合切を５億円で賄えるような設計を行うというこ

となんでしょうけれども、この施設じゃ儲からないと思う、私は。シープラザみたいになっ

てしまうんじゃないかと思う。なんで５億円が出てくるのか。５億円が６億円になったらも

うちょっとお客が来れる施設になるのか、ということです。例えばデッキにも屋根も付けな

いと。小雨なり、雪なり、夏の日差しなり、全ての人に観光で海を見てもらいたい、市場を

見てもらいたいというのはやっぱり必要ですよね。それがそのお金の関係と、費用対効果で

どうするかというのをもうちょっと総合的に考えなきゃないんじゃないですか。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 それでは今、この裏の駐車場の件、それから祈りのパークと体育館の関係、それからＦＰ

３の防潮堤、トイレの設置、海産物を売らないというご質問がありましたので、それぞれ担

当の方からお答えをお願いします。 

 

≪正木総務企画部長≫  

 はい。何点か質問がございましたけれども、私の方からは祈りのパークと市民体育館の関
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係ということでお答えしたいと思います。 

 祈りのパークから海が見えないというお話でございました。これにつきましては、メモリ

アルパーク基本計画策定委員会におきまして、体育館や防潮堤、水門などの配置や高さ、そ

ういったものを、シミュレーションを提示してですね、協議検討してきたという経過がござ

います。水門、防潮堤が 14.5メートルの高さでできますし、海の方向に体育館を設置する

というシミュレーションを基にですね、メモリアルパークの検討を進めてきたという経過

がございます。そうした中で、祈りのパークを盛土として高さを確保するという形のもので

すけれども、海が見えるようにするためには相当の高さが必要になるということと、傾斜を

確保するためには相当の面積が必要になるということ、あるいは周りの住宅への見下ろし

の関係とかそういった問題も生じるんじゃないか。 

 

【Ｂさん】 

 すみません。私は海面とは言っていないですよ。海の方向と言っているんです。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 それで、海が見えないけれども、海の方向ということで十分配慮して、検討してきたとい

う経過にございます。その結果、海の方向に向かった祈りの場を設置するとか、そういった

ふうな配慮をした上で、海が見えない前提でもこのような計画にまとめてきたという経過

がございます。 

 あと２つ目のところで役所の総合調整能力が不十分ではないかというお話でございまし

た。これにつきましては、庁議等で、これは毎週月曜日に開催してますけれども、市政運営

に関わる基本方針の決定とか、あるいは重要な施策、基本的な執行計画に関してはですね、

毎週の庁議で意志決定を図っております。さらに、重大な問題については、政策会議という

ものも行って重要課題の解決に向けて意思決定を行っているという状況にはございますけ

れども、先ほどご指摘のありましたとおり、施設を造った後の部分とか、そういった部分で

目の届かない部分とか、不十分な部分もありますので、こうした部分も今後把握できるよう

に検討してまいりたいと思います。 

役所として、できないとか、やらないということも周知する必要があるのではないかとい

うお話もございましたが、確かにいろいろな要望等を受けましても、できないこととか、や

らないこともありますので、そういったことについても検討の結果できないということも

しっかりと情報発信していく必要があるのではないかと改めて認識しておりますので、よ

ろしく対応してまいりたいと思います。 

ＦＰ３については、産業振興部長からお答えいたします。 

 

≪似内産業振興部長≫ 

 ＦＰ３について、いろいろご意見ありがとうございました。一つずつお答えしたいと思い
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ます。 

 まず、なぜ防潮堤の内側かということですけれども、津波等の災害を考えますと、やはり

防潮堤の内側に建設するのが安全であるという判断でございます。標高にすると６メート

ルですけれども、その部分に１階の部分は隠れてしまいますけれども、１階のそちら側には、

事務室だとか機械室だとかそういったあまり展望といいますか、見晴らしを期待しないよ

うな配置としまして、海鮮レストランとか食事をする所は２階部分、防潮堤の上に建設する

ということでございまして、海が見えるといった機能は確保したいと考えております。それ

と 24時間トイレでございますけれども、確かにお示しした概略設計、パースを描いたとき

にはちよっとその辺を配慮していなくて、今後具体的な設計をやっていく上では、ぜひこの

24時間トイレは前向きに考えてまいりたいと考えております。 

 それと海の駅にもしないということで、こちらもトイレをつけるためには海の駅という

ことかと思うんですけれども、海の駅なり、これ、運輸局の方の指定だと思いますけれども、

その他で、港湾の方で港オアシスといった冠もあります。何が一番優位なのかというような

ところをちょっと見定めながら、どんな称号、認定をもらうかは今後考えてまいりたいと思

います。 

 それと、海産物を売らないということですけれども、事前に、この施設を建設する際に市

内の海産物のお店の方にある程度お話を伺っております。その際に、シープラザとかサンフ

ィッシュでもなかなか苦労しているという実態がございまして、海の傍に来たからといっ

て魚が売れるとは考えられないといったようなお話もいただいております。ただそこに、フ

ロントプロジェクトの１であるイオンを中心にあの辺に集まった人を海辺に呼び込んだり、

そういった人の流れを呼ぶことで、海辺で海産物を買える状況というのは作ってまいりた

いと思っておりますけれども、そういった商店主の方があまり賛同できないというのであ

れば、常設の店舗ではなく、説明でもお話ししましたけれども朝市とかですね、週１回の朝

市ですとか。毎週１回、土曜日の朝に釜石に来れば新鮮な魚が買えるとか、そういった認識

を内陸の人や地元の人に持ってもらうとか、そういった展開はやっていきたいと思ってお

ります。 

 それと、デッキに屋根が無いということですけども、このデッキ、実は目的を言いますと、

デッキの下の部分の使い勝手を想定したりもしております。朝市をやるときに、屋根のある

ところでテント代わりにして使っていただくということもあって、２階部分は天気のいい

日に散策していただければ海が見えると。そういった使い勝手を実は期待しておりまして、

建物の海側には屋根のかかったテラスを用意いたしますので、そういった所をご利用いた

だければいいかなあ、と思っております。 

 ５億につきましては、従来の建築物、公共施設の建築単価でいうと、この面積であれば５

億というのが試算の根拠でございます。今後費用対効果等ありますけれども、厳しい財政の

中では、なるべくこの５億を上限に考えてまいりたいと思いますけれども、それ以上の効果

が見られる、もうちょっと背伸びをすればすごくいい施設になるというのであれば、改めて
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皆様にお示ししてご理解を得たいと、そういう場を考えたいと思います。 

 

≪竹澤復興管理監≫ 

私からは川沿いの駐車場の件でございますが、あの駐車場は上中島復興公営住宅の入居

者用の駐車場として整備したものです。本来であれば、復興公営住宅入居者の戸数の分全て

の住宅におきまして確保するというのが原則となってございますが、なかなか他の住宅に

つきましては、用地を確保する上で困難でございました。ただ、この上中島Ⅱ期の住宅にお

きましては、そういった住宅用地の確保ができたということで、公営住宅の戸数分を全て確

保できております。ただ、実際、使用の申し込みを取ったところ、そこまでは駐車場の申し

込みはなかったということで、今現在は空いている状況となっております。今後、世帯構成

等、入居者がかわったことによりまして、申し込みが増える可能性も残っております。また、

今後、今空いている駐車場をどのように活用していくかということに関しましては、これか

らいろいろ検討してまいりたいな、と考えております。 

 

【Ｂさん】 

 すみません、全然認識が違います。中妻センター用の駐車場がありますよね。だから、今

のは全然、答弁になっていませんよ。設置条件を聞いたんじゃないんです。なぜ、前年度に

できたものが６カ月経っても使われないのかと。しかも、センターは今日見てきました。５

台止まっていました。センター用に４台、こっちに１台ね。だから、そういう答弁じゃなく

てさ、もうちょっと経済観念持ってよ。市民サービス考えてよ。 

 

【山崎副市長】 

 私の方から、その辺についてお話ししたいと思います。実は復興公営住宅を造って、普通

であればアパートを造る時に 1.5 台というのが基準で駐車場を造るというのが普通なんで

すけれども、復興住宅については世帯分を確保するということを基本にしながら交付金が

出ています。それでもってまず整備をしてするということをまずご理解いただきたいと思

います。 

 今の現状はどうなのかというと、釜石はあまり用地が無いものですから、民間の駐車場を

使っていただいていますけれども、例えば鵜住居とか、この上中島とかどうしても高齢者の

方が多いものですから、どうしても、駐車場の利用が復興住宅用には。例えばここでいうと

210戸造っていますけれども、44戸の分が余っているという状況です。 

そういう状況の中で、造ったはいいが結局、余っているんじゃないかというお話ですよね。

有効な活用ができるんじゃないのかということじゃないんですか。 

 

【Ｂさん】 

 センターの駐車場が専用で黄色いラインであるから、復興住宅用がいろいろな条件で使
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えないというのであれば、そちらは区切って使わないと。ただ、センターには、常にお客様

も来られるわけだから、ポールを外してセンター用という所は使えるでしょうと。状況を掴

んでいないの。都市計画だよね、あれは。あとでお願いします。 

 

≪山崎副市長≫ 

 ちょっとだけ。皆さん誤解を受けると思いますので。復興住宅用に整備したものがですね、

現実的に余っているという状況の中で、これ本当は民間にお貸しできればよろしいんでし

ょうけれども、それが制約されているということです。ただ、アパートを利用されている

方々に例えばいろいろなものを持って来たりとかですね、お見舞いや、親御さんに会うのに

いらっしゃったというときに、来客用の駐車場がないというのも現実ですので、その辺の運

用についてはですね、今後、要望もちょっと受けましたし、それらを踏まえながら検討させ

ていただきたいな、と思っております。 

 

≪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】 

 私はラグビーファンだったし、１から９年間行って楽しんできました。これがまた釜石で

できるなと楽しみにしています。ただちょっと寂しいのは、硬式野球をやれる場所が、平田

といっても社会人野球もできないような。ちょっとした野球しかできないですよね。プロの

人間は来れないですね。そういう関係で野球の方が寂しいなという感じでおります。 

そこで私一つ質問といいますか、新市庁舎。新しく建設するということで、中妻の人間か

ら見ると、「また東側に造るのか、やっぱりな」という感じは持っていたんですけれども、

今後、山田線が三鉄になって、鉄道を利用しながら市役所に来れるという場所だったら、も

っと三鉄も盛り上がっていくんじゃないかなという考えを私は持っていたんですね。だけ

ど、やっぱりあっちだということのようですから。 

 その新市庁舎について、今まで使っているいろんな施設ですね、その中で保健福祉センタ

ーの問題。以前、市民病院がなくなる時に結構市民ともめたと思うんですね。高齢者なんか

特にね。その解体費用もものすごい金額だと前に聞きましたけど。東部地区の人たちには、

病院がほとんどなくなるような感じですよね。今後、東部地区の人たちに病院とか、そうい

うものをどう考えているのか、そこのところをちょっと聞きたいです。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 保健福祉センターについては、解体するという予定はなくて、現在の建物を病院とか、関

係団体が入っていますので、引き続き活用する方向で検討しております。市役所の保健福祉

部の職員だけが、総合庁舎の方に移るということです。 
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【Ｃさん】 

 維持管理はどうなるんですか。その予算を心配しているの。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 市になります。今市役所の庁舎は第１から第５までかなり分散していますから、それを一

つにするだけでもかなりの維持管理費用を縮減できると考えておりますし。 

 

【Ｃさん】 

 建物はあるわけだから、建物全体を使っているわけだから、それを維持していくというこ

とはあるわけですよね。ボイラーだって、半分しか使わないということはできないでしょう。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 市の保健福祉部の職員が抜けたあとは、何らかの活用というものはさらに出てくると思

います。 

 

【Ｃさん】 

 その活用については具体的に何か。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 今入っている利用施設は残りますし、あとは社会福祉関係の団体も入っていますし、そう

いったものに加えて今後さらなる活用ということで、調整検討してまいりたいと思います。 

 野球の関係で情報提供ということですけれども、７月に東京ドームで巨人・ヤクルト戦の

関係でラグビー釜石デーというイベントをやらせていただきましたが、その関係もありま

して今度の９月 30日にですね、巨人の３軍ですけれども、平田に来て試合を開催するとい

う話も聞いていました。プロ野球の３軍の選手も入ってということですね。 

 

【Ｃさん】 

 私、小佐野球場ができた時に、巨人と横浜。あの時は大洋ホエールズでしたか、見ている

んですよね、小学校の時に。小佐野球場でプロ野球。２軍なんかよく来て試合していたんで

すよね。そのようにして野球を子どもたちに見せたいですよね。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 それでは、一般の質問もお受けしたいと思います。はい。 

 

【Ｂさん】 

 ラグビーワールドカップの話、よろしいですか。先日、市役所のある会議を傍聴しまして、
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試合が始まったら、チケットが必要になるわけですけれども、それについて「市民として何

か優遇がありますか」というような話が出たわけですけども「ない」と。世界の人はみな平

等に抽選でお買いくださいというような答弁だったんですけど、じゃあ、私たち釜石市民の

メリットってなんなの、と。例えば子どもたちのためにラグビーワールドカップをやりたい

とか、そういうのがあれば、自分たちには無くても子どもたちとか、地域優遇。主催地優遇

とかそういうものは考えられないんですか。それも含めて釜石市民のワールドカップのメ

リットは何ですかと。将来的に考えた場合に、私、ワールドカップ反対していませんからね。

終わった後、松倉にもラグビー場がある。鵜住居にもある。それを 2万 7,000人の市民が支

えると。悪い意味じゃなく、やらなきゃならないから、そういうのも釜石市だけではできな

いと思うから、支援体制を今のうちから考えていかなければ大変だと思います。 

 それと昭和園の関連で、昭和園が無くなって、ワールドカップが終わったら陸上競技施設

をつくりますと、あるいはサブグラウンドに野球場じゃなく野球ができるようなスペース

をつくりますという回答を、私、もらっているんですけれど、その辺の進み具合はどのよう

なものでしょうか。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 はじめに、ラグビーワールドカップの開催の意義みたいな質問が出ましたので、ラグビー

のまち釜石で、震災を経験した釜石で世界的な大会を開催するということが大きな意義で

あるのではないかと考えております。ワールドカップを開催することによって、震災の復旧

を加速するということにも実際につながっております。道路とか港湾、水門、防潮堤等復興

事業もララグビーワールドカップを意識して加速されていると考えております。また、子ど

もたちとか市民の皆さんの未来への希望とか、人材の育成、そういったものにもつながると

考えておりますし、震災に際して世界中からさまざまな支援もいただきました。そういった

支援に感謝して復興を遂げた姿を世界中に発信するということでも大きな意義があるのか

な、と。 

 それからもう一つ、大会後の有効活用ということでお話しがございましたけれども、大会

後もさまざまに活用しながら、市民、県民、広域でですね、健康づくりやスポーツ、交流の

場、さまざまな活用を考えながら末永く活用して、地域の活性化につなげてまいりたいと考

えております。 

 それから、チケットの関係とメリットはというご質問については、担当の方からお答えし

ます。 

 

≪増田ラグビーワールドカップ 2019推進室次長≫ 

 チケットについては全てワールドカップリミテッドという、主催をしているワールドラ

グビーが委託した普通の株式会社が扱います。そこが、世界中に売るものだからだれでも平

等に、チャンス機会均等に買えるようにということでウェブでしか買えないようになって
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います。ただ、開催地だけそれが先に買えるようになるというシステムはあります。もう一

つ、2015 年にイギリスの大会がありましたよね。あの大会のときは開催地ごとにチケット

が割り当てられました。それは、自治体がコントロールしていいことになっていました。た

だ、非常に枚数が少なくてですね、何百枚もないような感じの。例えば 100枚とか 150枚と

かなので、それをどう扱ったかはそれぞれの開催都市ごとに違って、ラグビースクールに配

ったところもあれば、学校に配ったところ、あるいは抽選したところ、何かのプレゼントに

したところもありますので、おそらくこれから組織委員会の方でどういうふうにチケット

を割り当てるかというのが決まると思います。我々もそこに働きかけていきたいですし、被

災地なので、いろんな意味合いを付けて、チケットを優遇してもらえるような活動はずっと

続けていきたいと思っています。これからもよろしくお願いいたします。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 私の方からは昭和園の関係です。昭和園グラウンドを警察署、それから沿岸運転免許セン

ター、交通機動隊沿岸分駐隊の３施設を一体にということで県警さんの方に売却した形に

なっておりまして、そのあとスコアボードとか三鬼像の移設とか、仮設の集会所が今の警察

の方に動いたりしておりますけど、そのあと、工事がちょっと止まっているような形になっ

ておりました。その辺のところを聞いたところ、予定どおり 31年の 3月までには新しい施

設ができるということで伺っております。県警さんに方に確認したところ、９月の県議会が

終わった後、10 月の末頃から本格的な新設の工事に入っていくということを確認しており

ます。31 年３月に新しい建物ができて、今、旧二中にある仮設の庁舎が昭和園の方に移っ

て来くる。31年の４月以降、31年度になりますけれども、旧二中跡地が空いてきますので

そちらの方に、新たに多目的のグラウンドを整備したいと思っております。計画では、球技

スポーツができるように防球ネットなどを張りながら、長さとすると、ライト側 70メート

ル、レフト側 80メートルくらいの、大会ができる野球場にはならないんですけれども、そ

のような野球とかができるような多目的な広場ができるのかな、というところで、今後また

詳しくは計画していきたいなと思っておりました。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 ラグビーワールドカップが終わった後の、陸上競技場を整備するというお話を前に聞い

たということで、その隣にまたグラウンドを整備するということだったがというところは。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 はい。ラグビーワールドカップのグラウンドにはですね、ワールドカップ開催後に陸上の

トラック６レーンほどとれるスペースが確保されているということで、今のところ具体に

どのような形で陸上に使うかという話は詰まっておりませんけれども、本当のグラウンド

と仮設グラウンドの方もございますので、両方を含めて有効的な活用方法について、今後関
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係者と調整してまいりたいと考えております。 

 

【Ｂさん】 

 サブグラウンドは、芝は張らないんですよね。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 張りません。 

 

【Ｂさん】 

 野球場になる可能性はあるんですか。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 可能性ということであれば、あるかもしれませんが、今はまだそういった議論はしており

ませんので。 

 

【Ｂさん】 

 まだ、詰まっていないという話ですか。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 まだ、詰まっていません。 

 

【Ｂさん】 

 分かりました。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 お時間の都合もありますので、お一人。 

 

【Ｄさん】 

 新庁舎、天神町に決まったということで、これはこれで決まったことなんでしょうけれど

も、アクセスに非常に苦労しているんですね。それから、市民の足ですか。バスを使って行

かなければならない。電車からは遠い。車の出入りも大変だというところで、どうしても天

神町なのかな、という声が私のところに来ているものですから、ここでお話しさせていただ

きたいと思います。 

 これから釜石は若干、アクセスが変わると思うんですよね。45 号が住吉町と小佐野付近

が出入り口になりますよね。ということは、まちを通る人よりもこの道路を通る方の方が便

利になるんじゃないかというふうに考えております。そこで、庁舎であれ、なんであれ、有



12 

 

力な地権者はおりますけれども、結構土地があります。ここの有効活用も一つ考えていただ

きたいとそう思います。これから何年か、まだ時間があるようですので、中には、ちょっと

反対を唱えたいと言う方も出てきております。決まったことです。ですけれども、そういっ

たこともあるということをちょっと認識していただいて、検討に入れていただきたいとそ

う思います。 

 それから、その他の話なんですが、前々から出ている平田と中妻の道路という話があって、

陳情に行ったわけなんですが、なかなかその話も実らない。これは予算の関係もありますか

らやむを得ないと思うんですが、源太沢の橋が老朽化していると。それから礼ケ口の橋も老

朽化していると。そこで、そこのローソンのところから、トンネルは別として新たな橋を架

けて、安全な橋と浄化槽、これができるんですかね。源太沢とか礼ケ口、水洗になっていな

いですよね。ということで、これも含めて橋を現実化していただきたいと、そう思います。

ちょっとお願いになってしまいましたけれども、私からは以上です。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 それでは、庁舎の関係からお願いいたします。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 はい。庁舎の関係についてお答えします。庁舎の場所につきましては、いろんなご意見が

ございました。東日本大震災で復興まちづくり基本計画という全市的な計画を策定したわ

けですけども、この検討の中でもですね、さまざまな意見、各地区での懇談会とか、いろん

な検討委員会を開催しまして意見をまとめてきたということで、結果的に平成 23 年 12 月

に復興まちづくり基本計画を議会の議決を得て策定いたしましたけれども、この中で東部

地区についてはですね、これまで当市の中心的な都市機能を担ってきた歴史性を踏まえて

復興の象徴的な取り組みとして引き続き拠点性を有するまちづくりが望まれるということ

で、こうしたことを踏まえまして市の庁舎については東部地区に建設しましょうと決定し

てきた経過がございます。そうした中でも建設候補地へのアクセスの仕方、安全の確保、こ

れが非常に大事な課題であるというご意見もありました。今回の庁舎建設検討委員会でも

この点が非常に大切だという話をされております。また、災害時に孤立しないこととか、ア

クセス道路だけではなくて、裏側の市道の整備も必要だということで、今こうした課題をク

リアすべく、さまざまな取り組みを進めておりますので、アクセス道路と安全の確保という

ことをぜひ実現、クリアした上で、新市庁舎の建設につなげてまいりたいと考えております

ので、ご理解をいただければと思います。 

 橋の関係は、最後にまとめて市長の方から。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 約束の時間になってまいりましたので、最後に市長の方からまとめをさせていただきま
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すので、よろしいでしょうか。お願いします。 

 

≪野田市長≫ 

 いろいろとご意見、ご提言をいただきましてありがとうございました。ちょっと説明の時

間が長くてですね、皆さんからいただく意見の時間が少なかったということで、大変申し訳

なく思っております。 

 何点か私の方からお話をさせていただきたいと思いますが、まずは、最後の源太沢の橋の

件でございますけれども、平田源太沢線、この道路については以前からこちら側の方からも、

それから平田側の方からも要望をいただいておりまして、市としてもぜひ造りたいと、議会

でも造るべきだということで、市全体としては一致しているわけでございますが、残念なが

ら財源が、市道で、市が造るとなるとこれはとんでもない金額。道路自体はいいんですが、

住宅の移転等も入ってきますので、かなりのお金になるということで、今は県の方で、県道

として造っていただきたいということで要望しておりますが、なかなか県の方も、あれもこ

れもというわけにはいかないぞというようなことで、もうちょっと時間が必要だぞ、と思っ

ております。ただ、将来のことを考えますと今のうちから橋の建て替えをしていくというの

であれば、将来の道路の構想に沿ったものを前もって造っておくべきだという考えかと思

いますが、まさにそのとおりだと思います。ですから、もし、今点検をしながら建て替えが

必要であれば、その時期を示しながら工事をしていくことになりますが、その際にはそうい

うふうになるように、努力をさせていただきたいと思います。 

 それから市役所の問題もありましたが、これは以前からずっと議論されてきたところで

ございますが、震災後、先ほどお話のありましたとおり、東部地区に造ろうということで話

がまとまってきたものでございます。ですから、中妻がいいんだ、甲子がいいんだ、唐丹が

いいんだ、いろいろな意見がある中で、集約されて、私が言うのは総合的にということでお

話しさせていただきます。道路とか利便性とかということになれば、あっちがいい、こっち

がいいということになるわけですが、釜石全体のまちづくりの中で総合的に考えるとやっ

ぱり東部地区がいいのではないかという結論に今、達しているところです。先ほどお話があ

りました天神町の旧釜石小学校の跡地では、孤立する可能性があるのではないかとか、道路

の利便性が非常に悪いのではないかという意見がありますので、その点については、最大限、

今そうならないように可能性を検討させていただいております。道路の利便性が駄目だと

いう中であそこに役所を造るということにはなりません。98 パーセントくらいまではあそ

こでいいんじゃないかと思っていますが、0.1パーセントでも、もし駄目だということにな

れば、これはまた白紙撤回をして、新たな場所を考えていかなければならないと思いますが、

現時点ではそれらについても十分大丈夫だという前提の中で今、話を進めていただいてお

りますので、まず、その点、ご理解をいただきたいと思います。じゃあ、中妻はどうするん

だという話もあろうかと思いますが、中妻の振興開発については、別途検討していかなけれ

ばならないと思っております。 
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 先ほど病院の話もありましたけれども、県立釜石病院だってずっとあそこでいいのか、あ

るいは移転する時はどこに行くのか、あるいは釜石ではなくてどこか別のところに持って

行かれるのか、いろんな課題がございます。図書館もそうですし、公的な施設はまだまだた

くさんございますので、そういった配置のときに中妻の振興開発と併せて考えていかなけ

ればならないと思っておりますので、今、直近では、まずはそういったところで考えをまと

めているということについてご理解をいただきたいと思います。 

 陸上競技場のグラウンドについては、これは約束した事項でございまして、私が陸上競技

会の皆さんと約束をしましてですね、松倉の球技場からグラウンドがなくなりました。です

から、鵜住居にラグビーのスタジアムを造るにあたりまして、必ず造ってくださいね、と約

束をいただいてそうしますと言明させていただいております。ただ、ラグビーが終わった後

のことでございますので、造る予定でそのスペースも取る予定でございますか、今ここで、

どうのこうのというところは決まっておりません。ただ、約束だけはしているということは、

ご理解はいただきたいと思います。 

 それから、駐車場の利用促進と併せて、市の参謀本部どうなっているんだというお話があ

りまして、これは全く適切なご提言かと思います。私がいつも気にしているのはまさにそう

いうことでございまして、それぞれ担当の部署が今一生懸命やっていましてね、さまざまな

ところを作り上げているところでありますが、やはりどこかで見落としがありますし、一つ

一つはいいとしても全体で組み合わせた時にどうなんだと。そこでもまた見落としが出て

くるわけでございます。出来上がった後も利用の在り方について、片方では分かっているつ

もりでも、片方では分かっていない。そういった縦割り行政の一つの大きな弊害がそういう

ところにも現れてきているんだと思います。正直言って、私は今日、初めて聞きましたので、

そういった空いている駐車場の利用の在り方。もっともっと市民にサービスを提供するよ

うな利用の在り方が考えられないのかということは、まさにそのとおりだと思っておりま

す。全体を見ながら市民の皆さんのサービスにつながるようなそういう行政であるべきだ

ということについて、改めて痛感したところでございますので、これは全てにわたって言え

ることだと思いますので、今回の復興に当たりましてですね、最大限ご提言を生かして運用

をさせていただきたいと思っているところでございます。 

 まだまだたくさんお話をしなければならないことがあるかと思いますが、最後に一つだ

け。今日の大きな目標の一つに祈りのパーク、メモリアルパークのお話もございました。実

はこれ、いろいろと意見がありましてですね、遺族の皆さんとか、いろいろと話し合いをし

ながらある程度の形地に収まったというところで、皆さんにお話をさせていただいている

ところでございます。新聞なんかを見ると反対意見もあるんじゃないかと、皆さん、思われ

る方もおりますが、まさにそのとおりでございまして、10 人皆が揃ってこれでいいという

ことではなくて、もちろん中には、いや、こうした方がいいんじゃないかとか、いろんな意

見があるかと思います。ただ、検討委員会では一定の方向性の中で、こうした形でどうぞ造

ってくださいということで、ご提言をいただきましたので、私たちとしてはこれを良しとし
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て皆さんにお伝えをさせていただいているところです。これは、たくさんの犠牲のあった鵜

住居地区防災センターの跡地に建てますが、これは鵜住居の防災センターで亡くなった方

だけではなくて、3.11 で犠牲になられた方々全体の追悼の施設であるということでござい

ますので、鵜住居の方が良ければいいと、あるいは防災センターで亡くなった方のご遺族の

方が良ければいいというものではなくて、広く市民の皆さんにこれでいいんだという総意

の中でメモリアルパークを建設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。そして防災市民憲章をきちんと作ってですね、次の世代にも教訓を残していこうという

ことでございますので、二度とこういったことを起こさない自覚といいますか、そういった

ものをこれから作り上げていくという非常に大事なものだと思っております。なかなか、鵜

住居にできるものだから言いずらいよ、という方もおられるかと思いますが、そういう趣旨

で説明をさせていただいておりますので、これからもいろんな場で、このメモリアルパーク

の話をさせていただきますので、どうぞ忌憚のないご意見をいただきながらみんなでなん

とかこの施設を造っていただければありがたいなと、こう思っているところでございます。 

 市政懇談会も今日で６回目になりましたから、残すところは東部地区と鵜住居と２カ所

になりました。これは市政懇談会ですから、市民であればどなたでも、どこでも出席できて

ご意見は述べられるということでございますから、今日もし、まだ質問したいことがあった

という方は、どうぞ出席していただければありがたいな、と思っているところでございます。 

 今日いただきました意見、提言につきましては、きちんと重く受け止めながら、政策を精

査しながら次の政策運営に反映をさせ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。 

長時間にわたりまして誠にありがとうございました。ご苦労様でございました。 

 


