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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 26日（火）18時 30分～19時 10分 

場所 松倉地区コミュニティ消防センター 

参加者数 31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始めさせていただきます。

本日は、昨年の市政懇談会のテーマといたしました防災市民憲章、それから新市庁舎の建設

について、2つの項目を説明させていただきます。 

それから野田市長の他、副市長、関係部長、関係各課長が出席しておりますので、よろし

くお願いいたします。それでは開会に当たりまして、市長の野田がご挨拶を申し上げます。 

 

＜野田市長＞ 

 皆さん、おばんでございます。今日は市政懇談会、それから地域会議ということで、この

ように大勢の皆さんのご出席をいただきました。誠にありがたく、厚く御礼申し上げるとこ

ろでございます。 

 震災から 7 年と 3 カ月が経過したわけでございますが、この間、皆さんのご協力をいた

だきながら、まずは被災された皆さんの住まいの再建と復興ということで努めさせていた

だきました。まだ仮設にお住いの方もおられますが、復興公営住宅の建設が間もなく終わり

ます。それから宅地の造成、こちらの方も順調に進んでおりますが、片岸、鵜住居がこの秋

に完成します。最後は東部地区の東部。東前、浜町、新浜町、少し遅くなりますが、来年の

3月までにはこちらの方の宅地の造成も、ほぼ完了するということですので、今年度は復興

完遂の年にしていこうということで、鋭意、努力をしているところでございます。なんとか

スケジュールどおり、工事が進めるよう引き続き努力をしたいと思いますし、また市民の皆

さんにも、よろしく後押しのほどをお願いしたいと思っております。 

 さて、今日は 2つのテーマで、皆さんのご意見をいただきたいということで、ご説明をさ

せていただきたいと思いますが、その中の 1 つが防災市民憲章でございます。多分、皆さ

ん、テレビとか新聞とかでご承知のことと思いますが、先ごろ釜石市議会の 6月定例会が開

催されました。鵜住居の防災センターでたくさんの犠牲が出たわけございますが、その裁判

の案件がございまして、市が控訴されていたわけでございます。仙台の高裁の方で今、裁判

が進められておりますけれども、裁判所の方から和解の案が出されました。それについてい

ろいろと協議をした結果、市としては和解を受け入れた方が良いのではないかという結論

にいたしまして、6月議会で議会にお諮りをさせていただきました。その結果、多数でもっ

て了解されたということでございますので。この 7 月 3 日なんですが、相手方の方と協議
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をします。相手方がおりますから、どのようになるか分かりませんが、いずれ釜石市として

も、和解で良いという立場で相手方と協議をしていきたいと思っております。中身について

はですね、以前から私どもが、市民の皆さんにもお話してきたとおりでございまして、何も

変わるものはございませんので、市としてはこれを受け入れても良いというような判断を

したものでございます。 

平成 25年の夏だったと思いますが、防災センターを解体しようという時に、その直前に

市民の皆さんに市としての考え方、あるいはお約束ということで広報を通じて、お示しした

ものがございます。その中にこの防災センターの教訓を生かして、2度とこうした悲劇を起

こさないために、防災意識の向上、あるいは市の防災の在り方についていろいろと取り組ん

でいくとか、5つの項目を掲げました。その中の 1つに、防災市民憲章の制定というものが

ございました。行政が一生懸命取り組む、これは当然のことではございますが、同時に行政

が一生懸命頑張っても、やっぱり一人一人の命は、市民お一人お一人が取り組んでいかなけ

ればならないのではないかということもございまして、改めて市民の皆さんも、あるいは次

の世代にもこのことを伝えていこうということで（防災）市民憲章をつくるという約束をし

たわけでございます。市民の有志の方々に市民会議というものを立ち上げていただきまし

て、今やっとですね、この草案までたどり着いたということでございます。先ごろ、市長室

の方にこの市民会議の方々がおいでになりまして、草案ができたということでお渡しをい

ただきました。 

 今日はそのことについて、皆さんにお諮りをさせていただいて、これでもし良ければ、9

月の議会にお諮りをさせていただき、議会でも了承されれば、鵜住居の防災センターの跡地

にメモリアルパークの工事が進められておりますが、来年の 3 月までにそのメモリアルパ

ークにモニュメントをつくってきちんとこれを刻みこんでいこうという計画でございます。

今日は市民会議の代表幹事をしております市川さんに出席していただいております。この

内容について朗読をしていただければと思っておりますので、どうぞ趣旨をご理解いただ

きまして、皆さんのご意見等お伺いさせていただければと思っているところでございます。 

 2つ目はですね、新しい釜石市役所の建設の問題でございます。これも震災直後からいろ

いろと、何度となくお話をさせていただいたわけでございますが、去年この市政懇談会の中

で、場所は天神町にしたいということを皆さんにお諮りさせていただきました。議会の方で

もいいということで、天神町に造ろうということで、スタートしたわけでございますが、具

体的には、庁舎建設検討委員会という委員会を設けまして、そこでいろいろと協議をしてい

ただいております。その中で、天神町でいいんだけれども、課題があると。その課題を解決

してから次のステップに入っていただきたいというご提言をいただきました。その課題と

いうのが 3つほどあるんですが、天神町の旧釜石小学校の跡地に車で入るには、入口が非常

に危険だという話がありました。じゃあその課題を解決をしたら、基本設計とか、いわゆる

建設のステップに入っていこうということで、前回お話をさせていただきました。1年かけ

ていろいろと協議をしてきたわけですが、やっと釜石警察署といいますか、公安委員会の方
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とまだちょっときちんとしたかたちで了解はとっていませんが、ほぼいいだろうという線

まできました。今日はそのことについて、お話をさせていただきまして、次のステップに入

ってもいいよという皆さんのお声を頂戴できればと思っているところでございます。もち

ろん具体的なことについていろいろとあると思いますが、それはまた別途、時間をとってで

すね、お話ができればと思っております。 

 今日はその課題の解決について、このような格好で今、話が進められておりますというこ

とを説明をさせていただければと思っています。いずれ基本的な考え方として復興のシン

ボルということで、釜石らしいまちづくりの拠点となる新しい市役所を造りたいんだと、大

きな方針の中で、説明させていただいているところでございます。今の市役所は昭和 29年

に完成したものでございますが、明治 29年。それから昭和 8年の津波で大きな被害を受け

た後に、新しい釜石の出発ということで造られたものでございます。浜町、新浜町、東前の

方々の避難道と市役所が結ばれておりまして、当時の方々がいろいろと反省を踏まえて、こ

ういう市役所を造ったんだなと感じているところでございます。ですから、市役所ができて

63 年になったわけでございますが、今度造る新しい市役所もこの東日本大震災の教訓を生

かして、次の世代の方々に「よくぞ、こういうものを考えてを造った」と言われるような、

そういう市役所にしていきたいものだ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 2つほど、テーマとして掲げさせていただきました。あとは地域会

議ということですので、この甲子地区のさまざまな課題等について、あるいはまた平成 30

年度の予算の中にこちらの地域の工事等について掲げたものについて、説明をしながら皆

さんからご意見を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、ご挨拶に代えさせていただきます。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 それでは 2 つの項目について、ご説明させていただきます。2 つの項目を説明した後に、

一括してご質問等、意見交換の場を設けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

～項目説明～ 

 

 

■質疑応答 

＜関広聴広報課長＞ 

 それではこれから、ご意見、ご質問をお受けしたいと思います。何かご意見・ご質問はあ

りませんか。 

 

【Ａさん】 

 新市庁舎に関して、私はいろいろ詳しいことが分からないので、概括的なことだけ言いま
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すけれど、やっぱり災害のときには電源確保ということが非常に問題になるはずなんです。

その時に例えば、再生可能エネルギーをどう活用するのかとか、あとは非常用の発電機をど

うするのか。要するに電源が遮断するという想定はされているのかという問題。それと通信

設備ですね。通信が遮断されるというケースが多かったはずです。衛星通信とかいろいろと

利用方法はあると思うんですけれども、そうものを含めた、高機能のものが必要ではないか

と思いますし、あとは排水と言っていますけれども、基本的に下水道とかそういうものは、

それも津波の時には結構破損しているわけですね。この間も。そうした場合に補充的な浄化

槽とか、そういうのを考える必要があるのかどうかという問題。危機時に、その周辺の人員

を収容するということについても、想定収容人数。それを踏まえた人員確保というのは、策

としては明確になっているのか、ということなんです。以上です。 

 

＜丸岡新市庁舎建設推進室長＞ 

 まず電源の確保ということでお答えいたします。電気が無ければ通信機器、事務機器、全

てが機能しないというところですので、まずは太陽光発電、再生エネルギーをひとつ検討し

ていかなきゃならないと思ってございます。1 系統だけでは不安なところがありますので、

これは設計の中での検討ですけれども、できれば 2系統。例えば自然エネルギープラス、デ

ィーゼルとか。プロパンの発電ですとか、そういうふうに組み合わせることによって、リス

クを回避できればなお結構なのかなというふうに考えてございます。これは検討の中で重

要視していきたいと思っております。 

災害時の人員の収容というところですけども、何人程度というのはまだそこまでの検討

には至ってございませんが、何かあれば一次避難ということで広い駐車場は確保できます。

体の弱い方、お年寄りの方、妊産婦の方の対応ということでは庁舎の中、例えば会議室です

とか議会室。広いエントランスホールをつくれれば、そういったところで対応可能かなとい

うところで考えてございます。 

 

【Ａさん】 

 分かりました。下水はどうですか。 

 

＜丸岡新市庁舎建設推進室長＞ 

 具体のことはまだなんですけども。一般的に地下に汚水タンクを埋めておいて、災害時は

一旦そこに溜めておいて、あとで汲み取りでやるとか、そういったものの検討ができるのか

なということでは考えてございます。 

 

【Ａさん】 

 それでね、せっかくお造りになるんだから、コンパクトシティとか、スマートシティとか

っていうふうな、もう少し 20 年後とか 30 年後とかになるほどな、と思えるようなもので
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あってほしいです。だから今のようなことを言ったんですね。そういうコンパクトシティと

かスマートシティというふうな、よく世に言われているようなものを具現化して、実行して

ほしいなと思っています。 

 

＜丸岡新市庁舎建設推進室長＞ 

 貴重なご意見としてお伺いさせていただきます。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 その他、ございませんか。 

 

【Ｂさん】 

 いろいろと検討する事項があって、それで走り出したということなんですが、本当にそれ

で事が進むかどうかなんですよ。検討したということは、ほとんどのことが OKだというこ

とで検討。それから市庁舎の建て替えを検討するということなんだけども、一向に検討、検

討ということで、何かおかしいなというふうに思いますが、どうですか。それと費用がどれ

だけ掛かるかというのも心配なんですが、どうなんですか。 

 

＜山崎副市長＞ 

 では、私の方から。建設検討委員会で具体的なご意見をお伺いしたり、あるいは皆さんの

方から地域会議をとおして、いろいろな意見いただいてます。したがって、それを今、大体

絞り込みができましたし、どれができるのかという最終的な形をこれから決めてくという

ことになりますので、その具体的な機能の話については、市の方の関係者と含めながら、庁

舎建設検討委員会でもって案を決めていくと。ですから市長が先ほどお話ししましたけれ

ども、最終的なものが決まった時点で、改めて皆さんの方にはお話をするということで情報

を出していきたいと思っていました。 

それからお金の関係については、市の方で庁舎建設基金の方を積み立てていますけども、

今の段階ですと、取り壊しなんかも含めて全体の事業費で 53億円。費用の大体半分くらい

を庁舎建設基金とするのが一般的な建て方なんです。その他の財源についてはですね、今、

震災の関係の有利な起債がありますので、そちらを使いながら、なんとかそういうものを使

っていきたいという形で今進んでます。 

 

【Ｃさん】 

 天神町に決めた根拠は何でしょうか。と言いますのはね、天神町といいますと海の方に近

いわけですよ。地震とかあった場合に、流される率が高いと思うんですけども。なぜ天神町

にお決めになったのか、その根拠をお聞きしたいんですけども。駅に近い方でもよろしかっ

たんじゃないでしょうか、ということなんですが。 
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＜山崎副市長＞ 

 何回かここの地域会議で同じ質問をいただいているんですけども、その度にお話してる

ことは、庁舎の建設場所をどこするかと検討してきながらも、震災になって、新しい復興計

画をつくりました。その際に、釜石の庁舎をどこに造るのかという議論をしまして、実際問

題として、東部地区のある程度拠点性を保ちつつ、市役所を東部地区に造りましょうという

合意を、皆さんの方からいただいた経過にございます。今ご指摘の例えば安全性とか、そう

いう部分でご意見はそれぞれあるんですが、そこの部分を確保しながらの天神町というこ

とでの用地の選定ということで、まずはご理解いただければなというふうに思います。 

駅前の脇のところに、今は消防庁舎が建っています。そちらの方に庁舎を建てるための用

地を取得したという経過がございますけど、東部地区の中での天神町の今の市役所周辺か、

あるいは鈴子か、という流れの中で検討をした経過がございまして、結果的には天神町のと

ころに造るということで、今の結論に至ったというところでございます。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 よろしいですか。その他ございませんか。 

アンケート用紙もお配りしておりますので、後日、生活応援センターの方にお届けいただ

いても結構ですので、ご協力をお願いいたします。それではこれをもちまして、市政懇談会

を終わらせていただきます。ご協力ありがとうございます。 

 

 

■まとめ ～全体（地域会議）終了後～ 

 

＜野田市長＞ 

 今日は市政懇談会ということで、2 つテーマを出させていただきました。（市庁舎を）天

神町に造るんだということで、次の段階では基本設計とか業者さんを決めなければなりま

せん。今日はその次の段階に入ってもいいですかということで、ちょっと確認したかったわ

けでございますが、「本当に天神町でいいのか」とか「甲子に造るべきだ」とかいろいろな

意見を持っている方もたくさんおられると思います。どうぞ遠慮せずに機会ごとにお話を

していただければと思います。唐丹に行けば「唐丹に造ってほしい」、鵜住居に行けば「鵜

住居がいい」とか、いろんな意見があるわけですけれども、この市役所については、私が市

長になってから 10年になるんですが、10年間この話をずっとしておりまして、最初はさっ

きお話のありましたとおり、今の消防署。駅のところですね。そこに市役所を造るんだとい

うことで、何十年か前にその計画を立ててお金を積んできたわけです。ちょっと取り崩しは

しましたけれども、それが 19億円まで積んでおります。いろいろと地域の皆さんからお話

を聞きましてですね、最終的には駅のところは防災の拠点にしようと。市役所の方は東部地
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区。東部というのは鈴子町から新浜町までなんですけども。東部の中の東部地区の方に造ろ

うということで計画を立てさせていただきました。じゃあ、東部のどこなんだということで

いろいろと時間をかけて決めた結果、天神町の旧釜石小学校跡地ということになりました。

なぜそこなんだということですが、簡単に言ったらやっぱり釜石の中心街というものをき

ちんと確保していかなければならないと。この震災で、東部地区が壊滅的な状況になったと

きに、あらためて拠点ということが身にしみたわけでございます。そのことからやっぱり釜

石は東部地区がしっかりしていかないと、全体のまちの活性化に繋がらないというふうな

ことを、我々としてはまとめさせていただいたというのが 1つ。それから 2つ目は、やっぱ

りある程度の規模の土地がないんですね。甲子地区だろうと、唐丹地区だろうと、鵜住居地

区だろうと。どこを探しても無いです。もちろん、山を削って建てればいいじゃないかとか、

他人の土地を買って建てればいいじゃないかとか、いろいろとあるわけでございますけれ

ども、持っているお金の中で、できるところはやっぱり釜石市が持ってる土地だと。西部地

区の上中島の人たちからも、上中島がいいんじゃないかという声が結構強かったわけでご

ざいますけども。でもあそこは市の土地が無いんですね。全部民間の土地で、民間の土地を

購入してとなると、また何十年とかかるということもございます。そういうことから 100点

ではないですが、いろんな条件を考えていくと天神町が最良だということで、結論を出させ

ていただいたということです。甲子地区の皆さんにはですね、毎回、地域会議で必ずこのご

質問をいただきますので、ぜひご理解をいただければと思っておりました。今日は、一応、

公安委員会の方の話が大体まとまりつつあるということで、出入りの安全性がある程度確

保されてきたということと、バスが市役所まで入って、市民の皆さんの利便性を十分確保で

きるというところまで見通しが立ちましたので、いろいろとご不満な方もおられるかと思

いますが、次の段階に入りたいということを、まずお願いしたいと思います。 

 あと防災市民憲章でございますが、（防災）市民憲章を今日初めてお聞きになって、ピン

と来ない人も中にはおられると思います。これも、本当に市民の有志の方々が何回も何回も

回を重ねて、議論をして、やっとここまでたどり着いたものでございます。いろんなことを

考えながらここまで来たんだろうなと思って、そのプロセスを大事にしていけばいいのか

な、と受け止めたところでございます。そうはいっても市民憲章ですから、市民の総意と議

会の議決というハードルがありますので。もし何かお気が付いたところがございましたら、

遠慮せずどうぞ出していただければ。今日はアンケートがあると思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

それからそのあと地域会議でいろいろと話がありました。釜石は応援センターが 8 カ所

あるというのが他のまちにない、大きな特徴でございます。応援センターの所長さんが公民

館の館長も兼ねて、生涯学習といいますか、いろんな講演会、講習会とか、イベントとかや

っているわけでございまして、特に甲子地区の方々の活動というのはすごいですね。いろん

な事業をしています。これは全国に誇ってもいいくらい素晴らしいことなんです。当たり前

のごとくやってるものですから、これが当然と思っていると思いますが、他の市町村では無
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いです。ですから今この地区で取り組んでいることを、もっと誇りを持って、自慢してもい

いんじゃないかなと思っています。所長は、市長の代理だということで、何でも注文して。

できないものもたくさんあるかと思いますが、そういうつもりで。さっき市民生活部長に電

話するにはどうしたらいいんだという話がありましたけども、部長に電話をする前に、とり

あえず所長さんにお伺いしていただければと思っているところでございます。応援センタ

ーの所長が甲子地区全体を見回して、その中で大きな課題等、危険性があったり、何かあっ

た時はすぐに市役所の方に伝えていただいて、早急に対策を講じると。こういう流れになっ

ておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 あと、いろんな事業がございました。29 年度に大畑の林業センターのトイレの改修をさ

せていただきました。旧大松小学校のトイレの問題とか、それから砂子渡の公民館の整備と

かですね、いろいろと地域から何年にもわたって要望されてきたものですが、一回で全部で

きないわけでございますが、一つ一つ解決させていただければと思っております。ぜひ引き

続き、皆さんのご理解をいただければと思います。 

 最後になりますが、バスの件は本当に申しわけございません。ただ釜石の人口がたくさん

あった時は、バス会社もかなり儲けたのではないかと思いますが、今はそのとおりでござい

まして。バス停でたくさんの人が待つわけなんですが、雨とか雪が降ると大変だというので、

バス停の屋根を全部市がつくっているんですよ。これも一回に全部はできないので、少しず

つ。この間は、釜石高校前のバス停（の屋根）をつくりました。あれもね、何年も言われて

おったのですが、やっとつくりました。こんな感じで少しずつやっています。本来であれば

これは民間のバス会社がやるべきことですが、バスを運行しているので精一杯と。しかもそ

の本数も年々、減らされているという状況でございます。何とかこれを考えていかなければ

ならないということで、31 年度からいろいろな方法を考えていく。バス会社が赤字を出さ

ないで、運行できるところはちゃんとバス会社にやってもらうと。そのかわり、どうしても

赤字になる支線といいますか、そこは釜石市が何とか支援を出してやっていこうと。基本的

にはこういう考え方でございます。箱崎とか室浜とかのあっちの方は、もう既に何年も前か

らデマンドバス「にこにこバス」をやってます。徐々に徐々に市内全域で、それが良いかど

うかは別として、地域の実態とあわせて進めていかなければならないと思っております。小

さな集落だと誰がバスを利用するかというのは、大体見えてきています。その方々とお話を

しながら、何とか病院に行ったり、あるいは買物をしたり、必要最小限のことをちゃんと受

け持つという形で運行ができるようにしていきたいものだなと思っております。 

サルとシカの話もそうですが、こちらの方もぜひ地域の皆さんのお知恵をいただきなが

ら、進めさせていただければと思っております。釜石のどこに住んでいても安心して暮らせ

るまちづくりということを、基本モットーにして今進めているところでございますから、ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。いろいろとラグビーの話とかしなくちゃいけない

ところなんですが、もう時間もございませんので、今日はこの辺にしたいと思いますが、ど

うぞラグビーの方もよろしくご協力のほどお願い申し上げまして、御礼のご挨拶とさせて
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いただきます。本日は長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

 


