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平成 30年度釜石市市政懇談会会議録【概要】 

 

日時 平成 30年 6月 25日（月）18時 30分～19時 30分 

場所 青葉ビル 

参加者数 35人 

 

【開会】 

＜関広聴広報課長＞ 

 それでは予定の時間となりましたので、只今から市政懇談会を開催いたします。 

 本日は昨年の市政懇談会でもテーマとさせていただきました防災市民憲章、そして市庁

舎の建設についての 2 つの項目について、昨年以降の動きも含めての説明をさせていただ

きます。それでははじめに市の出席者を紹介いたします。 

 ～ 出席者紹介 ～ 

 それでは開会にあたりまして、市長からご挨拶をいたします。 

 

＜野田市長＞ 

 皆さん、おばんでございます。大変ご多用のところと存じますが、今日は市政懇談会とい

うことで、たくさんの方々にお越しいただきました。本当にありがたく、厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、震災から 7年が経過したわけでございますけれども、まずは被災された皆さんの住

まいの再建ということで、いろいろと取り組んでまいりました。お陰さまで、復興公営住宅

の建設・宅地の造成の方も順調に来ておりまして、鵜住居それから片岸が、この秋に完成す

ると。そして東部地区の浜町・東前・新浜町。こちらの方はちょっと遅くなりますが、いず

れ来年の 3月までには、完成をするというところでございまして、なんとか、着実にここま

でやってきたなという感じでございます。地域の皆さん、市民の皆さんには大変ご協力をい

ただきました。その点について、厚く御礼申し上げたいと思います。 

 さて、昨年の市政懇談会では鵜住居に建設中の体育館のこととか、メモリアルパークのこ

ととか、フロントプロジェクト 3とか、市役所とか、さまざまなことについてお話をさせて

いただきまして、皆さんからいろんなご意見をいただいたところでございます。その後、市

政懇談会で示させていただきました計画どおりですね、今事業を進めているわけでござい

ます。その中で、今日特に 2点ほど、皆さんのご意見をいただきたいということで今回市政

懇談会を開催する運びとなりました。 

 １つは防災市民憲章のことでございます。先日 6月議会がございまして、鵜住居の防災セ

ンターにおける訴訟問題でございますけども、裁判所の方から和解の提案がございました。

市としては以前から我々がお示している考え方と等しいということで、なんとか和解に向

けて協議をしたいということで、まずは議会の方にお諮りをさせていただいたところ、多数
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決でもってこれが認められたということでございます。今度 7 月 3 日でに裁判所におきま

して当事者の控訴人と協議をさせていただきまして、最終的なかたちになるということで

ございます。相手方もあることでございますから何とも言えませんが、今のところは双方が

合意に向けて協議ができる状況にあるのではないかと思っているところでございます。 

実はこの鵜住居の防災センターで、さまざまなご意見等いただいた時に、市としてこの防

災センターの出来事を契機といたしまして、防災の意識を高めるために、さまざまな取り組

みをしたいということで、市民の皆さんにお約束してきた経過がございます。平成 25年の

8月だったと思いますが、防災センターの解体の前に、そのことを市民の皆さんにお約束を

させていただきました。その中の一つに防災市民憲章をつくりたいということで、お示しを

してきたところでございます。その後、市民の有志の皆さんにこの憲章をつくるために、市

民会議を結成していただきました。やっとこの間、草案ができたということで、市長室の方

にお持ちいただいたところでございます。今日はその草案を皆さんにお披露目をさせてい

ただきまして、まずは市民の皆さんから改めてご意見を聞くと。これを市内 8カ所の市政懇

談会の中でこのような形でお示しをさせていただいて、意見をいただくと。そして最終的に

は 9 月の議会で議決をいただいて、来年の 3 月に完成予定のメモリアルパークの石碑とい

いますか、それに刻みたいという計画で今進めているところでございます。今日は市民会議

の委員で幹事の市川さんがおいででございますが、後ほど朗読をしていただくことになっ

ております。今日は防災市民憲章についてぜひご意見をいただいて、ご理解をいただければ

ということでございます。どうぞひとつよろしくお願いいたします。 

 2つ目でございますが、市役所ですね。これも何度かこちらの地域会議の方でもお話をさ

せていただきました。天神町の旧釜石小学校の跡地に、市役所を建設したいということで、

お話をさせていただきました。新市庁舎建設検討委員会というのがございまして、そちらの

方でも何度となく協議をしてきたわけでございますが、最終的にはあそこで良いと。ただし、

課題があると。その課題をちゃんと解決しなさいという提案がございましたので、市として

は去年の市政懇談会以降、その課題についていろいろと検討をしてきました。 

 あとで担当の方からお話があろうかと思いますが、新しい市庁舎を造るのはいいんだけ

ど、国道から市役所に安全に出入りができるのかということが示されておりました。それか

らもう 1つですね。表の道路だけではなくて、非常時に、ちゃんと別なルートがあるのかと

いうことで、サブの道路もちゃんと確保しなさいと。こういった課題が提起されたところで

ございましたので、その後ですね、警察の方とか関係機関と協力をさせていただきまして、

まだ最終ではないのですが、警察の方の理解が得られるというところまできましたので、今

日はそのことをお話させていただきまして、最終的に天神町に市役所を造るんだというこ

とを、確認をさせていただければなと思っているところでございます。 

 そういうことで今日はこの 2 点に絞らせていただきまして、皆さんのお話をお聞きした

いということで開催する運びとなりましたので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

その後に、今度は地域会議ということで計画をされておりますけれども、どうぞこの市政懇
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談会はどなたでも参加でき、どなたでも意見が述べられるということでございますから、ど

うぞ忌憚のないご意見をいただきながら、これからの釜石市の市政のありようについて、い

ろいろと取り組ませていただければと思っているところでございます。どうぞよろしくお

願い申し上げまして、開会のご挨拶に代えさせていただきたいと思います。本日はよろしく

お願いいたします。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 それでは各項目につきまして、担当の方からご説明をさせていただきます。2つの項目を

説明した後に、一括して質問等お受けしますのでよろしくお願いいたします。 

 

～項目説明～ 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 それではご質問等受けたいと思いますが、地域会議のお時間、若干、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。それでは、防災市民憲章と新市庁舎の件につきまして、一括してご

質問を受けたいと思います。 

 

【Ａさん】 

 私たちのみなとかまいし地区会議の中で、運営委員会という、ものを決める組織、決定機

関がございまして、この件について相談をいたしました。当初の事務局からの説明ですと「2、

3分の説明で 30分くらいで終わりますよ」というお話でございましたが、当時から私は「こ

の案件については、その程度で終わるような筋合いのものじゃないよ。なんでこんな時間帯

に、会議の中にこれを入れるんだ」というきついお話をした経過がございます。これは市長

さんの挨拶の中にもあったとおり、かなり大きな課題ですよね。皆さんがこういう集会に出

てきて質問をしないと、「分かったよ」という意思表示だというふうに決めつけられる形が

多かったものですから、そういう不安を一蹴するために、運営委員会でそういう話をいたし

ました。 

心配なんですよね。どれくらいの時間を費やそうとしているものか。市長さん、これは大

事な会議ですよ。この時間配分について最初に市長さんの気持ちをお伺いしながら、具体的

な質問をしていきたいものだなと。とりあえず、時間配分と内容について、市長さんのお考

えをお伺いしておきたいと思います。 

 

＜佐々木総務企画部長＞ 

 時間が足りないというふうに思われたことに関しまして、まずは時間設定のまずさとい

う部分に関しましては、お詫びいたします。申し訳ございませんでした。 

その上で、この 2つの議題に関しましては、非常に重要なものだという認識は市側も持っ
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ていますので、十分な時間を確保して討議したいというのはそのとおりなんですが、一方で

限られた時間の中で分かり易く簡潔に説明した上で、市民の皆様に理解をいただくという、

そういう努力も必要だというのが我々のスタンスでございます。一旦は、ある程度の時間で

区切って、市側で分かり易くできる限り説明して理解していただく努力をしようというこ

とで、今回の会議の設定をさせていただきました。まずはご理解いただけるように努力しま

すので、よろしくお願いします。 

 

【Ａさん】 

 6月 25日、今日を皮切りに 8カ所でやられますよね。初っ端ですよ。初っ端を 30分ぐら

いで押し切ろうとする考えが、すごく甘いんじゃないかな。そういう気がいたしますよ。 

さらにもう 1つ。今まで議長会議 2回やっていますよね。最近もありましたよね。そうい

う中でどういう取り扱いをしているのかね。大事にしてるのであれば、もっと早めに取り組

んでいって、今日も見たら分かるでしょ。かなり大勢の方が興味を持って参加しているわけ

ですよ。そういう大事なものをなんでこんな時間でやってるのかなという、心配なんですよ。 

この庁舎の問題も防災市民憲章の問題も。防災市民憲章については、ワークショップにも

行きました。防災市民憲章についてはそうでしたが、残念ながら庁舎問題については、当該

地域であってもなかなか話をする術はなかった。これについてはなかなか触れ難い、まさに

難問でしたよね。そういうふうなものを軽々と短い時間の中にねじ込んでいって、発言が無

ければ皆さんが納得しましたよ、反対しているのは 2、3人ですよというような言い方では、

大変なことですよね。やっぱりそういったことを本当に反省してるのかなと。そういう気が

します。 

決意の一端をもう一回きちんと述べてくださいよ。じゃないと、話に持って行きづらいで

すよ。本当に大丈夫なのかな。 

 

＜山崎副市長＞ 

 今いろいろとお話がありましたけども、短い時間の中でなんとかしようと、行政の方もい

ろいろと時間がとれない中でセットしたということで、大変申し訳ございません。それで、

議長さんの方からもその辺ご指摘がありましたし、まずは、議論をするはじめをここでして

いかなければならないということと、それから市庁舎関係についても、防災市民憲章につい

ても、いろいろ積み重ねてきた流れです。多分今日いらしてる方々も、いろんなところで関

わりを持って来ていますので、ぜひ、そこの部分に立ち入ってですね、ご意見いただければ

良いなということで、今回の時間設定は大変こういう厳しい状況ですけれども、まずは議論

させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【Ａさん】 

 大勢の方がおりますから、2、3 簡単な質問をしたいと思います。庁舎問題ですけども、
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これについては議論百出ですよ。今、説明の中で平成 32年度に完成させたいと言ってまし

たけれども、財政問題とか地域の課題とかでは、私たちの目には全く解決しているようには

見えない。今日、この限られた時間の中で多くの方が参加してますので、私はその点に対す

る答えを求めません。ただ、この問題は他の地域会議が終わってから、もう一度この場所に

戻ってきて、お話をするその気持ちを持っていただきたい。このことを訴えておきます。 

 質問に入ります。まず市長さんが挨拶の中で言ったとおり、震災から 7 年と 3 カ月ぐら

い経ってます。平成 30年度には、東前、東部地区の方は一応完成するよと言ってましたけ

ども、残念ながら道路看板には、平成 31年 6月にならないと完成しませんよというのがち

ゃんと書いてありますよ。私たちが地域会議の延長線で懇談会を開いた際にも、土地の引き

渡し、工事の引き渡しについては、業者さんから「市の方にやってますよ」とそういう話を

いただいてます。しかし、市の方ではまだ、地権者さんとの詰めの話はされてないよと。そ

ういうことですもんね。ですから、遅れてます。そういうふうなお答えをいただいています。

大勢の方々は知ってますよ。進捗状況が進んでますよと言われても大変困るんですよね。こ

の件をもう少し、ちゃんと整理をして説明をしていただきたい。 

 それから防災市民憲章についてです。この件についても、しょっちゅうワークショップを

やってました。これも多くの方々がこのことに対する意見を示していると思うんですけれ

ども、私なりに心配な点はね、津波災害対策だけにとどまってるような気がしてならないん

ですよね。 

私たちは当初から、防災というのを旗印に活動してまいりました。松原地区の方々が、平

成 14年でしたか、大きな苦労をした経過を踏まえながら、その関係者もたくさんおります。

そういった事情を踏まえて、身近な問題を解決するには、防災が一番というふうなことから、

防災ということを旗印に掲げてきました。 

 そんな中での質問をしますけれども、問題がたくさんある中で、市民に明らかにしなけれ

ばならないものがいくつかある。例えば、庁舎の火災の問題がありましたよね。市民の間で

は風化してますよ。原因はどうだったんですか。議会では庁用車の交通事故の問題が多数出

てますよね。あれもひとつの災害ですよ。そういったものが市民の間に全く知らされてない。

面白おかしく敢えて言いますと、こういう防災市民憲章つくればいいんだっていうことに

はならないと思うんです。もう少しそういったものも含めて、私たち住民に対して丁寧な説

明というのをやるべきだというふうに思います。たくさんの方々が参加してますから、私は

これで終わりますけれども、皆さんから十分なご意見、お話を聞いていただくようにお願い

します。質問にだけお答えいただきたいと思います。 

 

＜佐々木総務企画部長＞ 

 庁舎の問題ですけども、もう一度というお話がありましたので、まずは全地区を回らせて

いただきまして、その後、日程を調整させていただいて、また再度というふうにお願いした

いと思います。 
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 それから庁舎の火災、あるいは庁用車の事故が多い。その説明というお話でございます。

もちろん今日は内容としてお話できるような準備をしていませんので、そちらも機会があ

れば、説明する準備をしたいと思います。 

 

＜竹澤復興管理監＞ 

 復興工事の工期の表記の仕方につきまして説明いたします。正確に申しますと、全ての復

興工事が終わるのは、東部地区では 31 年の 6 月ということでございまして、3 月というの

はその中で、宅地が完成するのが 3月ということでした。ちょっと説明が不正確であったと

いうことで申し上げます。 

 

＜臼澤震災検証室長＞ 

 私の方から、津波災害だけの憲章じゃないかというご質問について、お答えしたいと思い

ます。確かにこの憲章は、東日本大震災、この教訓を伝えるというのが中心になります。た

だし、この市民会議の中でもあらゆる災害に、津波以外にも対応するような教訓を記録する

という話で、この大震災で得られた教訓の中から、全ての災害を網羅するような、そんな教

訓を 4つ挙げまして、全ての災害に対応するような教訓、構成としております。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 その他、ご質問はございませんか。 

 

【Ｂさん】 

 この市政懇談会の資料の 3ページですか。ここの左側のところに、三陸沿岸は津波の常襲

地。良い見出しを明快に記載してあるところでございます。明治三陸地震津波とか昭和の津

波の内容が書いてありますが、ここに「全人口」という言葉が使われております。この「全

人口」というのはどこまで含めた「全人口」なんですか。これは少なくとも、明治の場合は

旧釜石村とか。釜石町とか。昭和 8年の場合には、釜石町とか。「全人口」というのは、ど

ういう意味なのか。ここがちょっと理解できないです。よろしくお願いします。 

 

＜臼澤震災検証室長＞ 

 「全人口」の考え方ですけれども、今の釜石市内の地域。これを基準にしまして、それぞ

れ明治、昭和。その時の人口ということで、この表現を使わせていただいております。 

例えば明治。その時には今の市町村の範囲と違うわけでございまして、釜石町とか唐丹村

とかがありました。その範囲をですね、今の釜石の区域の。旧釜石町も入りますし、唐丹村

も入ります。今の行政区域のところを合計した人口という内容でございます。 

 

＜関広聴広報課長＞ 
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 よろしいですか。その他、何かございませんか。 

 

【Ｃさん】 

 15 ページの新庁舎のイメージ図なんですけれども、これがイメージですと言いながらも

不安なものですから質問しますけれども、天神町の庁舎の裏に住む私たちとしては、今現在

公道である道路を通って旧 45号に出るんですけども、できれば今のように公道から駐車場

に入ることなく、独立して公道から公道に出るように、配慮をお願いしたい。 

 それと今もそうなんですけども、市街から上がってきますと、坂なものですから、後ろか

らみんなアクセルをふかして来るんですよね。私たちは左折する時に、庁舎に入る時におっ

たてられると。鵜住居から来る方は、右折レーンがと書いてありますけども、まちから上が

ってくるときにも、左折レーンをつくってほしい。短くてもいいから左折レーンをつくって、

庁舎なり公道に入れるように配慮してほしい。 

 それと天神 3号線。クランク等を和らげるようになっていますけれども、実際道路幅はほ

とんど変わりないと。車がすれ違えないという道幅ですので、そこをどういうふうにすると

ころなのか、それを聞きたいです。以上です。 

 

＜丸岡新市庁舎建設推進室＞ 

 まず、公道を残してほしいというところでお答えいたします。これはまだあくまでもイメ

ージ図ですので、道路の交差点の位置と、サブアクセス道路と、それから排水の線。これは

確定しておりますけれども、その他のことについては、これから設計に入ってからの検討と

なります。今の旧国道 45号の下の方に市道がございます。この道路は、現段階では残すと

いうことで考えてございます。ただ、上の方から降りて来て、新しい市道の取り付けになる

のかなというところがですね、これは外構工事の中の位置付けで、また改めて検討したいと

いうところでございます。 

 

＜菊池建設部長＞ 

 2 点目のまちなかから来て、庁舎に入る時の左折レーンということですけれども、一応、

道路幅は広げる予定ですので、左折レーンという形で取れるかは、詳細な中で検討していき

たいという部分でございます。もう 1点、天神町裏の方の道路の改良の部分でございますけ

れども、こちらの方で丸が付いているところは現在の道路で大体 4ｍくらいなんですが、こ

このところを 5.5ｍ～6ｍに幅を広げるということで、こちらのところですれ違いとか、待

避とかのかたちを取るということで考えているところでございます。よろしくお願いいた

します。 

 

【Ｃさん】 

 あとこの図の中に、路線バスの乗り入れを検討しているという項目がありますけども、路
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線バスを入れるとなるとそれなりの幅が取られます。それでなくとも仮設というか、復興住

宅の人たちが駐車場がなくて、今、大分不満があるようですけども、そういう路線バスを入

れるような大きい道路が必要なのかどうか。また、バスを入れる必要があるのかどうなのか、

それをちょっと聞きたいですけれども。 

 

＜丸岡新市庁舎建設推進室長＞ 

 路線バスの関係でございますけれども、バスにつきましては、この間の検討委員会の中で、

庁舎を利用に来る方の利便性を図るべきだというご意見もありまして、ぜひ中に入れたい

と思ってございます。ただ、今のバス停。旧国道 45号にあるバス停は今のところは残した

形で、新たに整備をするということで考えてございます。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 その他、ございませんか。なかなかこの場ではご意見、発言ができないという方もいると

思いますので、アンケート用紙がございますので、帰りに提出していただくか、7月の末ま

でに生活応援センターにお持ちいただくか、どちらかの方法でご意見をいただければ、あり

がたいです。 

 それでは地域会議の方、ちょっとお時間いただいて大変申し訳ないんですけども、市政懇

談会は、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 

～全体終了後～ 

 

＜野田市長＞ 

 今日の案件はですね、1つは防災市民憲章でございました。それからもう 1つは新しい市

役所の進捗が、やっと天神町に造れるところまできたということの確認でございました。地

元ですから、地域の皆さんはもっといろいろなことをお話をしたり、あるいは改善していた

だきたいということがたくさんあるんだろうと思っております。具体的には庁舎の検討委

員会の方で、いろいろと議論はしておりますが、引き続き地域の皆さんからのご意見を聞き

ながら、建設に向けてもう一歩、歩みを進めさせていただきたいということでございます。

また機会を作って、皆さんの意見に対応できるようにさせていただきたいと思っておりま

すので、まずその点よろしくお願いしたいと思います。今日の目標の 1つは、今ここまで来

ましたけども、基本計画、基本設計までこれで入っていいでしょうかということでございま

したので、その点についてはよろしくご理解をいただければと思っておりました。 

 それから防災市民憲章は、朗読をしたわけでございますけども、１回聞いて意見を言うこ

とはなかなか厳しいものでございますので、ぜひ 1回持ち帰ってですね、検討していただい

て。アンケート等もございますので、ぜひ何かご意見があれば、申し出ていただければと思
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いますし、また市政懇談会は 8カ所でやってますが、他の地区でもどこでも参加できるとい

うのが、この市政懇談会でございますので、次回、他の地区でございましても、同じお話を

するわけですから、ぜひそちらの方にも参加していただければというふうに思います。 

 今日はいろいろなご意見がありましたが、まずは東部地区の東側の地区は、何とか形が見

えてきたとはいうものの、まだまだ課題が山積しているということを、改めて認識させてい

ただきました。先ほどのお墓の件も含めてですが、もう 1回現場を見ながらですね、それか

ら工場の臭いの件も含めてですね、もう１回よく検討をして、地域の皆さんが安心して暮ら

せるように努力したいと思っておりますし、また町内会さんとは引き続きいろんな面でや

り取りをしながら、進めさせていただければ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。 

 それから、釜石まちづくり株式会社の話がございましたけれども、震災後に設立させてい

ただきました。これはタウンポート大町、釜石市民ホール、情報交流センター、それから市

の駐車場ですね。こちらの方をまちづくり会社にお願いをする。私が社長でございましたが、

この間 6月 18日でもって社長を代わっていただきました。それから取締役に、副市長と産

業振興部長が新たに就任したということでございます。大体 2年近くなりましたが、順調に

進めさせていただいているということでございました。そもそも、このまちづくり会社は、

民間の方々の活力を活用しようという趣旨でつくられたものでございますから、民間の方

に社長に就任していただいたということでございます。 

 もう一方、この間、釜石の観光に力を入れようということで、株式会社かまいし DMCを設

立させていただきました。こちらの方に私が社長に就任したものでございますから、今のま

ちづくり会社は民間の方にお渡しをさせていただきました。こちらの DMCの方ですね、ある

程度順調に当初の目的どおり動き始めましたら、また民間の方にお願いをして、民間の活力

を上手く活用させていただければなと思っております。 

ただ先ほどお話がありましたが、釜石はサンロックの件がございまして、本当に頭を悩ま

させられたわけでございます。ですからその反省は十分に持っているわけでございます。サ

ンロックも市がかなり負担をしたわけでございます。最終的には何とか民間の方で継続し

てやっていただくことになったんですが、残念ながら、この 3.11でそれが上手く継続でき

なくなったということで、非常に申し訳なく思っております。これは経営というよりは、天

災と思いますので、その点についてはご理解いただければと思います。 

 いずれサンロックの最大の教訓というのは、行政が会社の経営をするというのは、いろい

ろと課題があるということでございます。民間で、自分で利益を出してその利益の中で事業

を継続するというのが、鉄則中の鉄則でございますから、やっぱり親方日の丸の精神では、

会社の経営は上手くいかないんだということが明らかになったと。それを踏まえて、今回震

災を受けてこうした会社をつくっているわけでございます。ぜひ地域の皆さんにおかれま

しても、そういった意味で厳しい目でご覧になって、ご指導していただければと思っている

ところでございます。今のところは順調にきているところでございます。 
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 先ほどフロントプロジェクト 3 の話がありましたけれども、お陰さまでこちらの方は順

調に来ておりまして、29 日でしたか。着工式を行うことになっております。地域の皆さん

のご出席をお願いしてるところですので、ぜひフロントプロジェクト 3 を盛り上げていた

だきたいと思っているところでございます。 

先ほど副市長がお話ししたとおりでございますが、復興が終わった後の釜石のまちづく

りということを視野に入れながら進めていかなければならないと思っております。少なく

ともこの東部地区は、釜石の中心街ということでございますから。鈴子から東前、新浜町ま

でですね、まちの中心部だということで、いろいろと地域の課題はあると思いますが、少な

くとも小さな集落から見れば、まだまだ条件は良いところだと思っております。漁村集落で、

漁業を継ぐ後継者もいない。あるいは山間部で農業を継ぐ方もいないという地域がたくさ

んございます。そちらの方にいきますと、60 代後半の方がですね「この地域で私が一番若

いんだ」というんですね。これが大きな課題だと思っております。そういうところにバスが

なかなか行けなくなってくるわけですから、そういった地域の方々も安心して暮らせるに

はどうしたらいいかということが、次の大きな課題となっているところでございます。 

今、オープンシティということで、交流人口とか観光に力を入れますという話をしていま

すが、地域においてはそういう課題もありますから、地域世話焼き人ということで、地域の

課題は地域の皆さんでできるだけ取り組んでいこうと。もちろん行政も取り組むのは当然

でございますが、地域の活力も必要だということで進めております。今年度ですね、お互い

さま推進員という新たな制度をつくりました。先ほど民生委員の方のご発言もありました

けれども、民生委員だけではやっぱりもう、にっちもさっちもいかないというそういう状況

がございますので、民生委員の方もお助けをしながら、同時に地域の皆さんが一緒になって

取り組んでいこうということで、そういう仕組みをつくっていきたい。まだ完成ではござい

ません。そのために、協力できる方々、お一人お一人が参加していただければと思っている

ところでございます。 

 地域の皆さんがどこに住んでいても、安心して暮らせるまちづくりにこれからも邁進さ

せていただければと思っております。そのためにも地域会議の役目は大きいものがあろう

かと思いますので、どうぞ引き続き地域会議の役員の皆様方、そしてまた、地域の皆さんの

ご支援とご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 そういうことで、今日の市政懇談会はさまざまな反省点はございますが、それも踏まえて

次回、皆様の期待に応えられるようにいたしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。ありがとうございました。 

 


