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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 9月 4日（月）18時～20時 10分 

場所 鵜住居地区生活応援センター 

参加者数 20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、この説明内容について、ご質問がある方は挙手をお願いしたいと思います。 

 

【Ａさん】 

 市民体育館の建設についてですけれど、まちづくり協議会で一生懸命、鵜住居に誘致する

ためにいろいろな団体とかに声を掛けて陳情をしたんですけれど、一向に埒が明かなくて、

平成 27年度に鵜住居地区スポーツ施設整備検討委員会。そこから２年くらいの間、空白の

期間があるんですね。それが、なんでこういうふうに一気に決まったのか、その辺の事情を

説明してもらえないですか。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 まず、鵜住居駅前に決まってからの期間のところがあります。一番は、いろんな競技団体

さんの方から、市民体育館であるけれども、県民大会だけではなくて、東北大会とか、その

ような大きな大会を開けるようにと要望を出された関係がありまして、そういうのの調整

等が入ったところがありました。という中で、いつごろまでに造れるかという大きな問題が

ありましたし、あとは駅前に造るのであれば、既にある程度広さが決まっておりますので、

祈りのパークとか、交流施設等の建物の大体の大きさが出てきた時点で、広さ的には前の体

育館の大きさで、駅の北側のところに造るしかないというところが、ある程度計画として出

されてきました。私たちとすれば、前の小川にあった体育館の規模でしか造れないという形

で進んでいかなければ、ラグビーワールドカップ前にはできないし、もしかしたら、ラグビ

ーワールドカップ終わった後でなければ、工事の発注が進められないという、きりぎりのと

ころにまいりました。とにかく、今決めないとラグビーワールドカップ前には造れないし、

復興が終わっていない形になってしまうので、補助金の関係等もありまして、国との調整も

付いたということで、ワールドカップに合わせて設計に入ろうというところで、前の大きさ

でどうにか協力をお願いしたいということで、各団体さんに話をしてある程度了解をもら

ったと。時間がちょっと、あと 1年ぐらい前に進んでいれば良かったんですけれども、急に
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進み始めたというところが実態でございます。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 よろしいですか。他に何かございますか。 

 

【Ｂさん】 

 宅地造成の進捗状況と復興公営住宅の進捗状況を見ますと、平成 30年度で全部完了する

と予定されておりますけれども、実際の仮設住宅が、鵜住居にも仮設住宅があるわけですけ

れども、30年の３月なのか、31年の３月なのか、仮設に入っている方々が全員移転できる

ものなのかどうか、その辺を確認したいと思いました。 

 

≪竹澤復興管理監≫ 

 仮設住宅の集約時期ということだと思いますが、復興公営住宅の整備と併せて、今、仮設

住宅に入っている方々の意向調査を行っております。それによりまして、特定延長という手

続きがあります。延長する理由がない方につきましては、ある程度期限を定めて、仮設から

出ていただくということになりますが、ただ、復興公営住宅の遅れですとか、区画整理事業

の遅れ、そういった理由がある方に関しましては、そういった事由が解消するまで仮設に留

まってもいいですよというのが特定延長の制度でございますので、住宅や区画整理が完成

する前に仮設住宅が無くなることはない、というところです。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 宅地造成の完成時期が 30年なのか 31年の３月なのかというところは。 

 

≪竹澤復興管理監≫ 

 宅地造成の最終的な完了の時期は、それぞれの地区によって違いますが、概ね鵜住居・片

岸に関しましては、一番遅いところで 30年６月頃には完成する予定となっております。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 全市内の完了時期は 31年の３月には終わるということでよろしいですね。 

 

≪竹澤復興管理監≫ 

 そうですね。一番遅いところがですね、東部地区の浜町、東前が 30年度の後半までかか

るということになっています。 

 

【Ｃさん】 

 そうすると、両石地区も大体同じくらいの時期には、仮設がなくなるということですか。 
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≪竹澤復興管理監≫ 

 両石地区の宅地は 30年３月に完成する予定でございます。そのあと、皆様にお引き渡し

をして、それから住宅着工に入るということになります。 

 

【Ａさん】 

 今の質問だけれども、電気工事とか、下水道工事も全て含めてですか。 

 

≪竹澤復興管理監≫ 

 はい、それぞれの地区ごとに完成する時期は違いますが、一番遅いところでも 30年の６

月ころまでには、電気、道路を含めて終わるということになります。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 はい、よろしいでしょうか。他に何かございませんでしょうか。 

 

【Ｄさん】 

 ラグビーのワールドカップについて、質問をさせていただきます。ラグビーワールドカッ

プをやるまでのご説明は聞きますけれども、開催後、このラグビー場、並びに維持するため

のメンテナンス等の経費がどのくらい、今、算出が予想されているのか、市民一人当たりい

くらになるのか。それからラグビー場の利用方法について、具体的な案がありましたら、お

伺いしたいと思います。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 67 ページに資料がございましたけれども、維持管理費の関係ですけれども、常設スタジ

アム部分の約 4パーセントくらいといわれておりますので、大体、5千数百万円程の維持管

理費がかかるんじゃないかと想定しております。 

それから、大会後の活用の関係でございますけども、市民県民が集って広くスポーツを楽

しめるような使い方をしたいと思っておりますし、あとは国際的なスポーツ大会、国内の大

きなスポーツ大会をはじめ、さまざまなスポーツ大会。大学生等の合宿にも使いたいと考え

ておりますし、スポーツだけではなくて、例えば音楽のコンサートでありますとか、そうい

った使い方もしたいと考えております。あるいは、近くの高齢者の方々の健康、体力作りの

施設としても有効活用したい。あるいは、震災の記憶とか、防災の知恵を伝承していきたい

と思いますし、ラグビーワールドカップを開催したということや、新日鐵釜石のⅤ７。そう

いったレガシー、遺産なども伝えてまいりたいというふうに考えております。そして併せて、

維持管理費にお金がかかるわけですけれども、いろんなスポーツ大会とか、音楽コンサート

とか、そういった収益を生む事業を積極的に開催していきながら、収益も生み出しながら維
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持管理できればというふうに考えております。 

 

【Ｄさん】 

 ラグビー場として、そのままラグビーオンリーで行くということじゃないわけですね。芝

でもなんでも関係なく、いろんなスポーツ。例えば、陸上も考えるということになりますか。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 ラグビーはもちろんですけれども、サッカーですね。先日、グル―ジャ盛岡が使いたいと

いう話もありましたから、ラグビーとかサッカー。陸上についても、６レーンのコースを設

置できるスペース確保しておりますので、大会終了後に向けで具体的に検討しなければな

りませんけれども、そういった多目的な活用ができるのではないかと考えております。 

 

【Ｄさん】 

 そうするとですよ、ラグビーが終わった後にそういったものに改修する工事。その工事費

用は市の方の負担になるわけでしょ。それとも、寄付金を余らせておいて、それを使うとい

うことですか。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 基本的には、活用の方法によって何か使える補助メニューがあれば、探したいとは思いま

すけども、今、ラグビーこども未来基金ということで寄付もいただいておりますので、もし、

そういった部分でもですね将来的な活用の方にも使えればと思いますし、今後さまざまな

有利な方法を考えていきたいと思います。 

 

【Ｄさん】 

 私はですね、もうラグビーは決まっていることなので、これはしょうがないです。ただ、

オリンピックが終わった後のあの惨めな、経済が停滞してですね、それでいろんな施設が有

効的に活用できない。ブラジルも、リオデジャネイロも今そのような状況。その心配をして

いるわけでありまして、みんなで知恵を出し合ってこれを乗り越えなければいけないんだ

ろうと考えております。66 ページにあったように 100 万人都市が名乗り出て、これをやる

ということであれば１億、２億とメンテナンスがかかるものもなんとかなるにしても、５千

数百万でも、２万人台になるかもしれない都市。さっき市長のご説明からすればですね、３

万人のところで何とか維持、というところがあってもですよ、この５千数百万の重みという

のは、かなり厳しいんだろうと思います。だからそのときに、これをやった人間が悪口言わ

れるのは不本意でありますから、今から、どんどん知恵を集めて、どんどん出して、市長は

一生懸命先頭に立って旗を振っておられます。そういった知恵をやるべきだろうと考えて

いるわけであります。６年半もやり続けてきて、体力も気力もよく続いていると思っていま
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す。ここはでも、20年も 30年も釜石の人たちにとって重荷になる大きな施設です。何とか

知恵を出し合っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

はい。最後はご意見ということで承ります。他に何かございませんでしょうか。 

 

【Ｅさん】 

 ２点ほどお聞きしたいと思います。まず、１つ目は新庁舎ですけれども、ご存知のとおり

釜石市は、いろんな庁舎がいっぱいあって、いろんな催し物の案内があっても、どこさ行っ

たらいいか分からない感じのところがありまして、そういったところを含めて、復興もある

程度目途が立ってきた中で、新しい市庁舎も必要だなあ、と私は認識をしております。ただ、

財源については、先ほどの説明でも、新しい事業とか起債とかを充てていくという説明でし

たけども、これから基本設計に入ると思うんですが、どういった規模的な財源で、市の財源

がどのくらい必要なのか、説明をいただきたいと思います。 

 もう１点ですが、メモリアルパーク。鵜住居はこのとおり防災センター。大きな被害が、

亡くなった方も多くあります。そういった中で、釜石市の祈りのパークを鵜住居の駅周辺に

造るということで進めてまいったわけですが、当初の説明では鵜住居駅のところの交流セ

ンターの隣にという説明もありましたけども、今日の説明でもお分かりのとおり祈りのパ

ークのすぐ身近な所に資料館をつくるということです。具体的にはいろいろ検討委員会な

り、学者さんなり、遺族会も含めて少数意見もあるという話もありましたけれども、それぞ

れ祈るということは、やっぱり静かに祈りたい方も、十人十色だと思うんですが、やっぱり

ある程度時期を早くしてこの中身で完成を早くしていただいて、また、完成後、やっぱりこ

ういう所にはこういうものがあった方がいいね、とか、意見があればその時の議論でいいと

思うんですが、いずれなんでもかんでも 100 パーセント満足するというのはなかなかない

と思うんですが、いろいろ遺族会とか、いろんな検討委員会の意見を尊重しながら、この中

身で早期に予算を付けていただいて、完成していただければと願っていますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 

≪菊池財政課長≫ 

 財政課の菊池と申します。私の方から庁舎の財源の件でお話ししたいと思います。一つめ

は、庁舎の件はこれまでもずっと検討してきたんですが、国の方で今年度、29 年度から新

しい制度として庁舎を造るための起債。借金には変わりないんですけれども、非常に有利な、

国からの交付税が入って来るというような起債の制度ができたことが一つございます。併

せて、借入の金額についても制限が非常に緩和されたという中で、全体事業として、造る方、

そして今の既存の方を壊すので、詳細ではないんですか概算で約 50億弱くらいかかるだろ

うと見込んでおりまして、今、基金。持っているお金と、起債の方を合わせて財源をある程
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度確保できるという見込みになっている状況です。 

 

≪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でしょうか。 

 

【Ｆさん】 

 実は今日、あるところで、大槌の方と面会する機会がありまして、先ほどの概略説明あり

ましたけども、大槌町との懇談会をやられたとお聞きしましたんですが、私ども鵜住居の人

間は常に釜石市内もそうですけれども、大槌町方向についても関心を持っていますので、釜

石の現状を多分に説明等されての大槌町との懇談会と思いますが、どのような反応であっ

たのかということをお聞きしておきたいな、思います。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 大槌町とは定住自立圏構想ということで、隣り合っている市町村がお互いの自主性と自

立性を尊重しながら、役割分担し連携協力すると。それでその必要な生活機能を確保しなが

ら定住を促進しようということで、相互に連携してやっていきましょうと。この定住自立圏

構想の推進に向けて大槌町と協議を進めております。定住自立圏を推進することによって

国からのさまざまな支援、特別交付税の措置があったりとか、あるいは関係省庁の優先的な

事業の選択が行われるとか、有利な起債を活用できるとか、さまざまな支援策を受けられる

ということで、これらを最大限に活用しながら釜石市と大槌町の連携事業に取り組みたい

と考えております。今も産業の振興でありますとか、交通の関係とか、医療とか、福祉とか、

介護、さまざまな課題とか一緒に取り組んだ方がより効率的にできると考えられることが

ありますので、そういったことをぜひ一緒にやっていきたいということで、定住自立圏構想

の推進に両市町、積極的に、前向きに取り組んでいるという状況でございます。上手くいけ

ば、今年度中に何らかの動き。例えば、具体的な定住自立圏構想の推進に向けた中心市の宣

言とか、協定の締結とか、そういった取り組みを今後協議しながら進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 

【Ｆさん】 

 そうしますと、かつて大槌町との合併の話なんかがありましたけども、現時点では時期尚

早かもしれませんが、そういう機運というのは、みられるように感じましたでしょうか。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 今回の定住自立圏構想にあたりましては、合併を前提としないということで、お互いの市、

町が存在した上で連携協力を深めていきましょうということを確認しております。合併あ

りきとか、合併を前提にしたものではございません。あくまでも連携協力を深めながらまち
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づくりを進めていくと、そういうものでございます。 

 

【Ｆさん】 

 本音としては、お互いに合併を希望しているという感じはございましたか。 

 

≪正木総務企画部長≫ 

 合併については、検討した結果、上手く実を結ばなかったということを踏まえまして、今

は合併ではなくて、お互いの連携、協力を深めましょうということでやっておりますので、

この定住自立圏構想を結んで、一緒に取り組む中で、将来的にどうなるか分かりませんけれ

ども、とりあえず、今は合併を前提としていないということでございます。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

他に何かございませんでしょうか。 

 

【Ｇさん】 

 メモリアルパークが着工するのはいつごろなんでしょうか。工事の着工です。 

 

≪臼澤震災検証室長≫ 

 着工の時期ということで、秋ごろには着工はしたいということでは予定しております。今

後しかるべき時期に議会等の方にも諮っていきたいと考えております。 

 

【Ｇさん】 

 素人っぽい質問で恐縮なんですけども、今から議会にかけて、今現在から１年５カ月しか

ないわけですよね。完成予定まで。工事の規模からして間に合いますか。間に合うからおっ

しゃっているんだと思いますけれども。もし、鎮魂とか、慰霊とかそういった理念のもとに

やるのであれば、普通の建物などとは違って早くやるべきではないか、というふうに考えま

すが、いかがなものなんでしょうか。 

 

≪臼澤震災検証室長≫ 

 工事につきましては、今までの意見等によって見送って来たという経過がございます。そ

れを踏まえまして、間に合うかということでございますが、絶対に 31年の 3月には完了さ

せるということで準備を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【Ｇさん】 

 よろしくお願いします。 
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≪Ｈさん≫ 

 先ほどの体育館の件なんですけれども、話を聞くとワールドカップに合わせるために無

理矢理、体育館の完成を間に合わせるように聞こえたんですけれども、例えば、ワールドカ

ップが行われることによって宿泊施設が増えると思います。それによって体育館の利用も

増えてくると思います。そうなるとその体育館を、何をメインにして造るのか。今の小学校、

中学校の体育館を見たら「えっ」と思うような体育館なんですけども、ああいう体育館を造

るのか、それとも、何をメインにした。卓球をメインにするのか、バスケットをメインにす

るのか、何の種目をメインにするのか、その辺の構造、考えはあるのかね。例えば、中総体

を持ってくるにしても、高総体を持ってくるにしても、鵜住居小学校・中学校の体育館、そ

れから市の体育館、大槌の体育館の３つを合わせて考えれば、いろいろな大会は持って来れ

ると思います。その中でどういう大会を持ってくるか、その辺も一つ入れて考えれば、体育

館の構造というのは出てくると思いますけども、釜石は何を狙っているの、というような考

えがあるのかないのか、もし、あるんであれば教えてもらいたいな、と思います。 

 

【大久保市民生活部長】 

 体育館ですけども、バレーボールだと２面、バスケットボールだと２面ということで、広

さ的には前のと同じということで、多目的に、卓球だったら 16面、バドミントンだったら

８面という感じで室内競技がある程度できるように造る予定で、今考えているところです。 

 

≪Ｈさん≫ 

 観覧席は？ 

 

【大久保市民生活部長】 

 観覧席をどうするか、今、検討しています。小川の前の体育館は 1,000席ありまして、平

たい長椅子だったわけですけれども、そのぐらい必要なのかどうか、できるだけ２階の観覧

席を少なくして、その分１階のフロアを広くする。あとは、ステージが前ありました。ステ

ージは必要ないんじゃないかという意見が出ておりまして、組み立て式のステージとか、出

して台にして使うステージを開会式なんかでは使うようにして、できるだけフロアを広く

する。フロアを広くすることによって、もっと、もう１面バレーボールが使えないかとか、

競技の方を中心にできるだけ考えていきたいと思います。 

 前の施設の分しか、実は国からはお金が出ないんです。復旧の関係でですね。ですから、

冷暖房だけは認められているんですけれど、その他に例えはトレーニング施設をつくると

かというのは対象外ということになっておりますので、前の小川の体育館を同じように造

るということを基本にお金を使いながら、できるだけ競技団体の希望を入れながら、多目的

に使えるような体育館を造りたいということで今、設計に入っているところでございます。 
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≪熊谷広聴広報課長≫ 

よろしいですか。はい。 

 

【Ｄさん】 

 それに関連して。高総体でも、中総体でも、それはやはり国際規格に合ったコートを確保

できるかどうか。鵜住居は、にぎやかになっていかなければいけないわけで、人が集まると

いう場合には、公の試合、そういったので人が集まるわけですから、そうでなければ、前の

小川体育館。あれは体育室と言われていますよ。なんとかね、国際規格に合致する体育館に

して人を呼ぶということが望ましいと思うんですね。これは意見ですけれども。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 国際規格ということだと、バレーボールの試合だと、後ろが何メートルあってとか。 

 

【Ｄさん】 

 そうです。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 そこができるかどうかは、ちょっと、今私もすぐには分からないんですが、普通に国際大

会ができる… 

 

【Ｄさん】 

 いや、国際大会をやる、ということじゃなくて、今そういう所じゃないといろいろな団体

が集まりません。それで、公の、例えば県のバスケットの大会とかが行われません、という

ことを申し上げているわけです。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 はい。各協会さんの方から、要望が出されていまして、この要望をできるだけ入れながら

設計しようと考えているところでございます。前の体育館だと、バスケットだと、後ろがす

ぐ壁だったので、あのままでは駄目だということでバスケットボール協会さんからは要望

が出されておりまして、そういうのを考えながらやりたいといいますか。いずれ、全体の建

物の大きさの分しかありませんので、その中で室内のアリーナをどのくらい広げれるかを

入れながら、できるだけ希望にあいながらも設計に入っていこうということです。 

 

【Ｄさん】 

２年前に中越にまいりました時にね、小地谷市の体育館。中越の震災の後に造られた体育

館。当時、１年に 40回もの利用回数だったと。ママさんバレーとかそういうのでね。だか



10 

 

ら、今度、鵜住居もね、そこに集まる人でにぎやかになる。地元の人たちの願いが通るよう

なものを考えていただきたいと思いますけれども。つまり、逆の立場もあるわけですよ。（場

所が）はずれですから。大橋や唐丹から来るのかどうか。そういったことも心配されるわけ

ですから、やっぱり人が集まるようなものがいいんだろうと思います。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 市民体育館ということで造りますので、市内全域の方々が集まれる体育館ということで、

いろいろな競技ができて、結果、人が集まってにぎやかになる事業等も進めていくというこ

とで、そういう形でできるような体育館を造っていきたいと思います。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 それでは、他に何かございますでしょうか。 

 

【Ｉさん】 

 今度、建設する体育館は、前の体育館と大体同じ規模とおっしゃっていますが、今、いろ

いろお話が出ているように、試合の数を多くするとか、人を多く呼ぶためには、更衣室とか、

トイレとか、シャワー室とかそういうことをやっぱり今までとは違ってもう少し充実した、

完備したものに考えておかなければならないんじゃないかな、と思ったのですが、設計の段

階で、多分、そういったものも考えてはいると思いますけど、ちょっと心配になりましたの

で、お聞きましす。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 会議室とか、ロッカールーム、シャワー室、用具室等はこちらの設計に。前の体育館と同

じような規模で、冷暖房についても認められるということで国の方と協議しておりますの

で、一般的な体育館で使うものは整備された体育館で設計しております。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 時間も押してきましたので、ここからは今回の説明だけじゃなくて、他の質問についても

お受けしたいと思います。 

 

【Ｊさん】 

 鵜住居地区施設配置計画のところに、鵜住居駅と書いてあるんですが、これは鵜住居駅舎

ができるということなんでしょうか。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 図面の方を見ていただきまして、駅前の観光交流施設のところに駅の待合機能を兼ねた
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施設をつくりたいと思っていました。駅の線路上のところに、駅舎ではないのですけれども、

線路の前に階段があって覆うような形で。待合室はホーム上にはできます。駅舎という形に

はならないですけども。 

 

【Ｊさん】 

 観光交流施設が駅舎の代わりになって、そこから上がって、ホームの上に待合室ができま

すよ、と。大槌で「ひょっこりひょうたん島駅」に決まったという話を聞いたんですが、大

槌駅を改名してですね。ワールドカップ 2019年までの間に列車ダイヤが今から考えられて

いる中で、駅名の改名を決めたということを大槌町の関係の方からお聞きしたんですが、鵜

住居駅の改名については考えられていますでしょうか。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 まだ、駅名の関係とか、その辺のところは検討していないところでありますけども、その

辺も近づいてきましたら、また、いろんな支援団体さんなり、装飾するとか、こういう形で

はどうかといた提案も出されておりましたが、まだ、考えていないところです。 

 

【Ｊさん】 

 大槌町さんが今の段階で駅名を変更したのは、列車のダイヤを組む時に今から動くとい

うことだと思うので、それに合わせて駅名も募集しながら決めたと。タイムスケジュール的

なところで募集したとお聞きしていますので、せっかくなので、もし、鵜住居がですね、こ

れは提案なんですが、ちょうどホームがですね、鵜住居スタジアムとまっすぐになる。高さ

も、それからまっすぐ正面になるところですので、「鵜住居スタジアム駅（世界遺産 橋野

鉄鉱山入り口）」とかですね、日本中の皆さんがこの鵜住居を目指して電車に乗るという、

目的が分かるような駅名の改名を提案させていただきたいと思いますし、これについては、

時間が迫ってきていると思いますので、よろしくご検討と、時間、タイミング等を調べてい

ただいて、お決めになっていただければと思います。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 只今のは、ご意見として、提案として承っておきたいと思います。他に何かございません

でしょうか。 

 

【Ｆさん】 

 昨日、実はトライアスロンの協力をしてきたんですが、何人くらいでああいう状態になっ

たのか分かりませんけども、トイレがすごく問題がありましてですね、抜本的な対策が必要

と感じました。その辺のところは、原因が何なのかということをよく調べていただいてです

ね、これからもそういうことが、何百人、何千人という人が来ますので、根本的な対策を練
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っておいていただいた方がいいと思います。個人的な感じ方としては、根浜のトイレの設備

の機能が不十分だということを感じましたし、それは担当者から専門的にお聞きすれば、何

が原因かが分かると思いますので、これからはそういうことが起こらないようにお願いし

たいと思います。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 昨日のトライアスロンの大会で、常設のトイレが溢れたということがありました。水洗な

んですけども、汲み取り式の浄化槽となっておりますので、どうしても溜まってしまうとい

うのがあります。事前に点検をして大会に臨むというのが大事ですし、もしかすると他の方

から雨水とか入っている可能性もありますので、点検をしながら。管理自体は県の方の施設

となりますけど、その辺のところは連携しながら進めてまいりたいと思います。 

 

【Ｆさん】 

 槽が小さいのであれば新たに作ってもらった方がいいと思います。建屋まで含めて考え

ると大変問題が出ると思いますので、空き地のところにそういう槽を作ってですね、替えて

いただいた方が容量が大きくなると。 

 

≪大久保市民生活部長≫ 

 そういうところも含めて、県の担当と協議したいと思います。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 他に何かございますでしょうか。 

 

【Ｅさん】 

 時間もあれですので、簡潔に質問させていただきたいと思います。まず１点は、９月１日

に防災の日ということで、釜石市内で津波避難訓練が実施されまして、鵜住居は通常の、新

川原は２カ所の避難訓練でしたけれども、いつもと違うのは、学校をメインにして、特に東

中学校の生徒さんがそれぞれ高齢者の車椅子の受け入れとか、身障者の受け入れ、それから

ごはん作りとか、けが人の処置、心肺蘇生法とかいろいろ全学年一生懸命取り組んでいまし

た。鵜住居はこのとおりですから、家はこの辺には多く建っておりませんけれども、ここの

集合住宅の方が中心になって参加されていました。私も地域の避難訓練がありましたので、

10 時半過ぎに来たんですけれども、こういった取り組みを内輪の訓練だけじゃなくて、中

学生。入学する方も、卒業する方もありますし、地域一体となったこういった取り組みを今

後も継続的にお願いしたいと思います。 

 もう１点は、この前の地権者の会のときにも申し上げたんですけども、今日は教育長が来

てますから、鵜住居小・中学校は新しくなりまして、それによって日向と新川原の児童、生
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徒が徒歩通学しています。特に日向の地域はご存知のとおり、狭いところを１年生が５、６

人とか、低学年が毎日歩いている状況です。私もスクールガードをやっているんですが非常

に危険です。子どもたちが歩くところに白線があったんですね。せめてその白線をきちんと

引いてもらいたい。そういうところをよろしくお願いしたいと思います。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 はい。教育次長の方から。 

 

≪村井教育次長≫ 

 はい。私は実際には、鵜住居の訓練は見ていないんですけれども、話を聞いて、中学校の

生徒が一生懸命頑張っているという話でありました。今回の避難訓練は、９月１日という日

程が早い時期に決まっていたものですから、学校の方も取り組みやすかったと。前もってそ

ういった日程をつけることができまして、唐丹の方でも同じような避難訓練をやっていま

すし、内陸部の津波には関係のないところでも避難訓練をやっているということで、子ども

たちが自ら考え、地域の方々のご協力を得ながら、訓練をやっていったというところがござ

いますので、この傾向はこれからも続けていきたいと思いますし、教育委員会といたしまし

ても各学校と協議しながら、地域の方々と協力してやっていくんだということを、これから

も続けていきたいというふうに思っております。 

 あと、通学路の関係ですけれども、建設課とか、警察ですとか、さまざまな方々と通学路

の点検というのをやっておりますので、ただ、歩道が舗装になっていないところ、舗装にな

っているところがございまして、どういったことをやっていくのかというところを建設の

方とかと協議していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【Ｊさん】 

 すみません、あと１点。水門についてなんですが、当初、鵜住居の復興計画の集まりがあ

った時に「水門の上を散歩道のように、遊歩道のようにしてくださいませんか」と質問をさ

せていただいたことがあったんですが、今の水門ができましたら、人が歩けるところとして

活用できますでしょうか。 

 

≪竹澤復興管理監≫ 

 水門につきましては、県の振興局が工事の担当部署ということです。おそらく、水門の上

を歩くというのは管理上、ちょっと難しいのかな、と思っておりますが、直接の担当は県に

なりますので、そちらを確認したいと思います。 

 

【Ｊさん】 

 ぜひお願いします。水門計画が発表されたときに、宮古の方はジオパークのところに水門
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ができるので、水門の上をジオパークの一つの施設として散歩道のようにするというのが

宮古の方の希望で、そういうことが進んでいるというのをお聞きして、それでは釜石市はど

うでしょうかという質問をさせていただいたときに、当時の業者の方は「それは可能なこと

かもしれません」と全体の会議のときにおっしゃっていたように記憶しておりますので、 

ジオパークの中の鵜住居の水門ということで、片岸川までの大防潮堤も散歩道のように歩

ければ、ジオパークの一つの景色の構造物になると思いますので、ご確認をお願いします。

希望としては、水門の上を散歩道のように歩けることを希望します。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 確認と意見ということで承りたいと思います。 

 

【Ｋさん】 

 時間も無いんだけれども、１点お願いします。この前もお聞きしたんだけども、現在は農

林課さんの協力を得て取り組んでいるということでございますが、日ノ神橋の、鵜住居川の

土砂をどういう方向にやるのか。あとは現在、片岸に田んぼが無くなって、やるかどうかは

分からないけれども、特別使用しないような、そんな感じを持っています。鵜住居において

は、農業を営む人は１人だと。それだけで農業というのが軽視されてくるのかな、という感

じがしないでもないのですが、現状の農業用水の取水の状況をご覧になった方は分かるか

と思いますが、あのままでは、川から自然に水を頂戴しているものが、頂戴できないという

結果でございます。関そのものも無くなって、破壊されたという状況でございますので、一

つ、県の方とも相談しながら整備していただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

 

≪似内産業振興部長≫ 

 用水路の取水口のところというと、台風５号で壊れた取水口のところと思うんですけれ

ども、そこは復旧いたします。復旧した上で、用水路として水を引けるように整備はいたし

ます。 

 

【Ｋさん】 

 ありがとうございます。そのようにお願いします。ぜひ。 

 

≪熊谷広聴広報課長≫ 

 他に何かございますか。それでは時間になりましたので、最後に市長の方で最後にまとめ

をさせていただきます。 

 

≪野田釜石市長≫ 

 それでは、長時間にわたりまして、いろいろとご意見、ご提言をいただきましてありがと
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うございます。 

何点か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けれど

も、今日は、復興公営住宅の着工、宅地の造成が今年度で大体 90パーセント、30年度で 100

パーセントだというお話がありましたけれども、まず、そのとおりなわけですが、ただ、市

の防潮堤とか県の防潮堤もありますし、全ての事業が終わるのが平成 30年度だということ

ではございませんで、あくまでも復興公営住宅の工事と宅地の造成ということでございま

す。全体の工事の進捗についてはですね、何かの機会を見つけて、県の方と相談しながらい

つか説明する機会を設けたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。宅地

の造成が終わっても、今度は家を個人個人で大工さんにお願いして建てるわけなので、そう

しますと、一人一人が違ってくるということになりますから、仮設の集約の方もなかなか簡

単にいかないということでございまして、仮設も集約するところは集約をしますが、仮設に

お住まいの方々には、長期間仮設を残すところに移動してもらってですね、そこで生活をし

てもらうというふうなことで、今、計画をしておりますので、どうぞひとつよろしくお願い

したいと思います。 

ラグビーのスタジアムとか体育館とか、ハードの施設を造るわけでございますか、造るに

あたっても随分苦労するところですけれども、造った後もどうやって維持管理をするかと

いうことについては、今日、いろいろご提言をいただきました。まさにそこが一番大事なと

ころだと思っておりますので、あらゆる知恵を出して、その維持管理費の削減、逆にまた、

維持管理をするために少しでも収益が出るような取り組みをしていかなければならないと

思っています。 

ただ、ラグビーのスタジアムに関しては、岩手県の沿岸部にはこういった施設はないんで

すね。内陸には何カ所かありますけれども、沿岸部にはこれがはじめての施設ということに

なりますから、そういった意味では、岩手県の沿岸部では、これをもっともっと活用する方

向は出てくるのではないかと思いますし、そうなるように努力をさせていただきたいと思

っております。 

最後になりますが、今日の大きな目標の一つはメモリアルパークについてご意見をいた

だきたいな、と思っておったわけでございます。この間も鵜住居地区のまちづくり協議会で

もお話をさせていただきましたけれども、市内８カ所で今、こうやって市政懇談会を開催し

ておりますが、ご意見はございますが、もっともっと皆さんからご意見をいただきたいな、

と思っていたところです。ちょっと少ないような感じがいたします。なぜなのかということ

はちょっと分かりませんが、多分、例えば、鵜住居以外の地域の方々からするとですね、鵜

住居にできるんだろうから、それは鵜住居の方々が良ければいいんじゃないかとかね。その

ような雰囲気をちょっと感じるところでございます。鵜住居に来ますと、遺族の皆さんが良

ければいいのではないかという思いを持っている方もおられると思います。結果として、あ

まり意見が出ないということなのかもしれませんが、ただ、今日説明したとおり、検討委員

会というのを設けて、何回も議論して最終的にこういう形でよろしいのではないかという
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ところまで来ました。それをもってまちづくり協議会、地域会議、そして市政懇談会という

ふうなことで、各地区でこうやって説明をさせていただきまして、絶対反対だという意見は、

私の耳にはちょっと入って来ないような気がしております。いろいろとご意見はありまし

たが、全体としてはこれでいいというふうに受け止めさせていただいて、今日が最後の市政

懇談会でございますので、私としては、今日でももって、市民の皆さんからはご意見を聞い

たという形になるわけでございますので、今日までの経過を見ますと、特に大きな反対はな

かったのではないかと思います。ただ、何点かは意見がございましたけれども、そのことを

次の検討委員会に報告させていただいて、なるべく早く工事ができるように進めさせてい

ただきたいな、と思っているところでございます。ただ、細かいところではまだまだ議論を

していかなければならないところもございますし、また、メモリアルパークそのものの名前。

何という名称にするかということもまだ決まっておりませんので、引き続き、検討委員会の

皆さんのご意見を聞きながらですね、そして、折に触れて地域の皆さんのご意見を聞かせて

いただきながら、取り入れながら、最終的には議会の議員の皆さんの承認をいただいて、実

際の工事に入っていくと。こういう形で進めさせていただきたいと思っておりますので、ど

うぞひとつよろしくお願いしたいと思います。 

今日は本当に長時間にわたりまして、ご意見をいただきました、誠にありがとうございま

す。まだまだご意見等いただきたいと思いますが、今日のところはこれで締めさせていただ

いてですね、冒頭で申しあげましたが、市政懇談会は９年ぶりなんですね。震災の復興まで

まだ時間がありますから、できれば１年ごとにですね、こういう機会を設けながら広く市民

の皆さんのお話を聞く場を作らせ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。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

本日は、長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

 


