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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 7月 6日（金）18時 30分～19時 

場所 中妻地区生活応援センター 

参加者数 37人 

 

■開会 

＜関広聴広報課長＞ 

 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でもテーマと

いたしました防災市民憲章、そして新市庁舎の建設についての 2項目をテーマとして、進め

させていただきます。本日は市長以下、副市長、関係各部長、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。 

 それでは開会にあたりまして、市長の野田がご挨拶をいたします。 

 

＜野田市長＞ 

 復興事業（宅地造成）につきましては、この秋に片岸と鵜住居が完成する予定です。そし

て遅くなりますけども、浜町、新浜町、東前と東部が最後になりますが、こちらの宅地の造

成が来年の 3 月に完成するということでございます。震災から 7 年半経ちました。釜石市

には約 4,000 世帯の被災世帯がございますけども、その中で 700 世帯ほどがまだ不自由な

生活をしているということでございます。いずれ宅地の造成、復興住宅の建設が進みますと、

それぞれの住まいの再建に向けて、いろいろと取り組んでいただけるだろうと思っており

ますので、まずは、今年度は復興の完遂を目指す年にしていこうということで、取り組んで

いるところでございます。 

そういう中でございますが、今日は市政懇談会ということで、2つほどテーマを絞らせて

いただきました。1つは防災市民憲章の制定。それから市役所の建設ということでございま

す。 

テレビとか新聞でご承知の方も多いと思いますが、鵜住居の防災センターでたくさんの

方が犠牲になり、その件について裁判がございました。仙台高裁で和解の提案がされました

ので、釜石市としてはそのまま和解を受け入れることにしました。市議会におきましても、

多数でもって了とされたわけでございます。それでもって 7 月 3 日に相手方と協議をした

結果、双方合意をいたしましたので、和解でもって裁判は終結というかたちになりました。

詳しくは広報等でこれから述べさせていただきたいと思っておりますが、いずれ釜石市と

しては、平成 25年の 8月でしたね。防災センターを解体するに当たりまして、市民の皆さ

んに行政としての責任。それから教訓をしっかりと胸に刻んでですね、二度とこうしたこと

が起こらないようにということで、5 つほどお約束したことがございます。平成 25 年の 8

月の広報でございますが、そこにきちんと載ってます。その 1 つ 1 つを今実行してるわけ
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でございますが、その中の 1つに、この「防災市民憲章」というのがございます。これは行

政だけがつくるのではなくて、市民の皆さんと一緒につくるんだということをお示しさせ

ていただいておりました。幸い市民有志の皆さんに市民会議というものをつくっていただ

き、取り組んでいただきました。今日は、その市民会議の皆さんが先頃私の方にお届けに来

た草案を、私どもとしてはそれを了として、そのままでいいかどうかということについて市

民の皆さんにお諮りをさせていただきまして、最終的にはこれは議会案件でございますの

で、9月議会にかけたいと思っております。現在、市内 8カ所で開催している市政懇談会で

皆さんにお示しし、ご意見をいただくということでございます。今日は市民会議の代表幹事

であります市川さんがおいででございます。後ほど、(防災)市民憲章を朗読していただきま

して、皆さんからご意見を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。 

 それからもう 1つは、新しい市役所の建設の件でございます。これについても何度か地域

会議等でもご説明してきた経過がありますが、前回市政懇談会で天神町の旧釜石小学校跡

地に造りたいんだということをお示しさせていただきました。その際に庁舎建設検討委員

会というのがございまして、そちらの方から「場所はここでいいかもしれないけど、課題が

あるぞ」と。「その課題を解決してから、前に進めなさい」というようなご提言をいただき

ましたので、その課題について解決の糸口を探ってまいりました。その結果、警察とか公安

委員会がございますので、明確には言えないわけですが、いろいろと協議をした結果、何と

かそれが実現できそうだというところまでまいりました。今日はそのことについてご説明

いたしまして、次の段階に入って良いかどうかということを皆さんからご意見をいただく

ということで、今日はこの 2つについて市政懇談会を開催させていただきました。この後、

地域会議ということで市政について、さまざま課題について説明があろうかと思いますが、

どうぞ時間の許す限り、皆さん方の貴重なご意見、忌憚のないご意見等をいただきますこと

を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。本日はどうぞよろし

くお願いいたします。 

 

～項目説明～ 

 

■質疑応答 

＜関広聴広報課長＞ 

 それでは只今からご意見、ご質問をお受けしたいと思います。ご質問、ご意見ございませ

んでしょうか。 

 

【Ａさん】 

 新市庁舎の駐車場の件なんですけども、市の職員の駐車場でもあり、来庁者の駐車場でも

あり、両方を兼ねた敷地なのでしょうか。駐車場が職員用なのか、来客用なのかということ。 
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＜丸岡新市庁舎建設推進室長＞ 

 この絵なんですけども、大体ですね、駐車場としまして 100台以上を確保したいなという

ふうに考えてございます。この駐車場につきましては、あくまでも来庁者用の駐車場としま

して、職員用の駐車場は従来どおり、今借りている民間の駐車場を利用したいと考えてござ

います。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 その他、ございませんか。 

 

【Ｂさん】 

 新庁舎私は賛成です。その中で 2点ばかり聞きたいと思います。 

 新庁舎の今の時点でよろしいんですけども、いくらくらいの建設費を予定しているかと。

それに伴って、今後の市民の方々に市税等の負担が考えられるかということについてお聞

きしたいと思います。 

 

＜丸岡新市庁舎建設推進室長＞ 

 まず 1点目、建設費の関係でございます。本当の概算ですけれども、建物につきましては

大体 40億円くらいかなと考えてございます。あとは外構整備ですとか、今の庁舎の解体で

すとか、その他もろもろ含めますと、大体 53億円くらいになるんじゃないかなというふう

に現時点では考えてございます。 

 

＜菊池財政課長＞ 

 財政課の菊池と申します。建設にかかる財源とどういうお金を使うのかということにつ

いて、ご説明したいと思います。 

 庁舎を造るに当たりまして、全体で 53億円ほど計画しておりますが、今、造るための貯

金といいますか、それが大体 20億円ぐらい貯まっています。今年、来年でできればさらに

10 億円ほど貯金をしたいと思っておりまして、可能な限り負担をかけないようにしたいと

思ってます。さらに、庁舎を造る際には国からの支援というのはほとんど無かったのですが、

今回計画してる中で、国からの交付税があるんですが、その交付税をもらうかたちの起債と

いいますか、一部借金をさせていただきます。ただそれにつきましても、トータルで数億単

位のお金が国の方から来ます。大体借金は 20億～25億円くらいに抑えたいと思っているん

ですが、市全体の借金で一人当たりがいくらになるのかという中で、県内の 14市の中では

釜石は 5 番目か 6 番目に低い金額になっていまして、これからちょっと大きい事業等ある

んですけども、他のところより市民の負担は少なく済むと。今年度はですね。そういうかた

ちで事業費を組んでいまして、実際に庁舎の方でいくらくらいになるかというのはちょっ
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と計算してみなければならないんですが、事業が変わらなくても、人口が減れば変わっるも

のですから、市全体の借金の中では 1人当たり 60万円というのをベースにして、それを越

えないように財政計画の方は進めています。以上でございます。 

 

【Ｂさん】 

 ありがとうございました。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 その他、ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

【Ｃさん】 

 2つほど質問させてください。1つは市政懇談会の持ち方ですけど、昨年度も開催されま

した。昨年度 2時間の時間で開催されまして、議事録もホームページに掲載されているんで

すけども、打ち合わせしたわけではないけども、各地区で出た意見というのは、大体同じな

んですね。だから各地区でそれぞれにいろいろと思ってるというのは、市民として共通なん

だなと思うところです。今回 2時間から 30分になりました。30分で懇談会というのは長い

とは言えません。大体説明して、ちょっと質問して、終わりです。このあと地域会議あるん

ですけども、その中の説明事項を見ても、じゃあなぜこのテーマが懇談会で、何でこのテー

マが地域会議なんだという基準点が無い。限られた時間の中で行うわけですから、それなり

の考えがあると思うんですけれども、一言で言えば、市政懇談会をするのであれば、時間を

充分にとって、地域会議ばかりじゃなく、市民が来て、お話をして、いろいろと直にやる。

そういうのが大事なんじゃないかなと。市政懇談会の持ち方も、今後どのように考えている

のか、ひとつその辺お願いします。 

 

＜熊谷総合政策課長＞ 

今、ご指摘がありました市政懇談会のもち方ということで、今回は、最初から 30分と決

めているわけではございませんけれども、地域会議との同時開催ということで、そんなに時

間が取れないんじゃないかというご指摘がありました。本当にそのとおりだと思っており

ます。 

今回説明でもありましたとおり、6 月 22 日に防災市民憲章の提案がございまして、9 月

の議会定例会に諮るということで、その前にどうしても市民の皆様からのご意見をいただ

く機会を設けなければならないという中で、地域会議と市政懇談会を別日程というような

大変調整が難しいところで、やむをえずこうしたかたちで同時開催というふうにさせてい

ただいた経過がございます。 

 本来であれば、市政懇談会といいますのは、市にとって大きな今後の方針を決めていく、

市民にお諮りする大事な場であるということは、重々承知しておりますけども、そうした理
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由で今回は同時開催とさせていただいたということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

【Ｃさん】 

 どうもありがとうございました。2つ目ですけども、釜石市の防災市民憲章なんですけど

も、今日のテーマは憲章の文言についてどうですかという投げかけなんですか。それとも市

民憲章自体こうであるかということのどちらなんですか。 

 

＜臼澤震災検証室長＞ 

 今日の説明の趣旨ということでございました。先ほど説明したとおり、市民会議で草案を

いただきましたので。 

 

【Ｃさん】 

 簡単にお願いします。文言なのか、どうなのかちょっと。 

 

＜臼澤震災検証室長＞ 

 文言を皆さんにお示しして、それについて意見をいただきたいということです。 

 

【Ｃさん】 

 朗読もされまして、中身を見て、素晴らしいことだとは思います。ただ、頭に「釜石市防

災」というのがあって、中身を見ますと、これ津波ですよね。震災。 

ホームページにも載ってますけども、ここに甲子川水系甲子川浸水想定区域というのが

あって、2日間で 300㎜降ると、ここに堤防決壊が無くとも浸水すると。もちろんここも入

ってます。浸水区域の場所に。 

災害というのはいろいろあるわけなんですけども、釜石市防災と謳って、津波がほとんど

です。であれば「釜石市震災何々憲章」とした方が分かりやすいと思うんですね。それは制

定の中でいろいろと話し合って、私も不勉強で知らないのかもしれませんけども。やはり災

害の津波と、例えば洪水、山火事。その他いろいろ、やはり違うわけですよ。「早く逃げな

さい」でもないし、「高いところへ逃げなさい」ばっかりでも。水平移動もありますからね。

そういうものがひとつあるので、タイトルと中身がちょっと。包括的なタイトルだけど、中

は震災だけだという意味で、どこかに刻むというのも、ちょっと無いかなと。 

 もう 1つは、「備える」「逃げる」というのがあるけども、なんでこういうふうに謳うかと

いうと、なかなか実行できないわけですよね。逃げるにしても、戻らないにしても、避難す

ると辛いことがあるから、やっぱりなかなか避難しないわけですよ。だから、こういう宣言

というか、憲章をつくるのはもちろん大事で意識付けも大事ですから、これに謳われている

ことがなぜできないか。できなかったらできるだけやれるように、物理的に設備なり、いろ

んなかたちでのフォローというのを、行政はしっかりやっていただきたいなと思うわけで
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す。とりとめないんですけれども、よろしくお願いします。 

 

＜臼澤震災検証室長＞ 

 それでは今のご質問 2 つにお応えしたいと思います。まず 1 点目ですけども、タイトル

と中身が違うんじゃないかというお話でした。確かに防災市民憲章の策定のきっかけは、今

回の東日本大震災。これをきっかけとしております。ただしこの市民会議の草案の中でも、

これをきっかけとしまして、あらゆる災害に対応する教訓を作ろうと、こういった議論にな

りました。そういったことから、全ての災害に共通するように、備える、逃げる、戻らない、

語り継ぐと。こういった共通する教訓を掲げたというところでございます。 

 次に教訓を生かして、しっかりと行政も対応してほしいというお話でございました。もち

ろん防災につきましては、さまざまな政策等やってきたところでございます。ただし、今回

市民憲章ということで、これは市民がお互いに誓う約束事でございます。市民のそういった

約束事と、行政の政策。こういったもので災害から身を守る。こういった取り組みができた

ら良いかなというふうに考えております。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 はい、その他ございませんか。 

 

【Ｄさん】 

 ちょっと良いですか。これはあくまでも東日本大震災を主とした市民憲章なんだよね。甲

子川の氾濫とかって言ってましたけど、それとはまた別の問題でしょうか。そこをちょっと。 

 

＜臼澤震災検証室長＞ 

 説明が不十分で申し訳ございません。先ほど説明したとおり、今回この制定にいたった経

過、これにつきましては東日本大震災、この津波で大きな被害を受けましたので、この悲劇

を繰り返さないようにしよう、これが制定のきっかけ、趣旨でございます。ただし、その内

容につきましては、津波を含むあらゆる災害。こういったものに対応するような教訓の内容

になっていると。憲章の内容、組み立てとしております。 

 

【Ｄさん】 

 2011年 3月 11日に発生した東日本大震災。これをメインに出しているので、山側、甲子

川、ちょっとここら辺は思い浮かばなかったので、ちょっとそれを確認したかっただけです。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 ありがとうございます。その他、ございませんか。 
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【Ｅさん】 

 これってホームページとかに載るんでしょうか。見ることができるようになったとして、

例えば著作権とか、改ざんですよね。インターネット使えますから。それに対する対応とか。

噂では、インターネット。ちゃんと使える人が市にいなくて、結局インターネットで改ざん

されて、文言とかいろいろ変わったりして、それを担当者が気付いた後から変えたりする。

聞いたところによると、担当者がよく知らないから、上に説明しても分からない。結局その

ままになる。業者に発注するにも予算が付かないから、インターネットのホームページがで

きなくて、閉鎖したと。嘘か本当か役所は言わないですから、当然我々がそのことを知るよ

しもないんですけども、そういうふうな噂をたまに耳にします。「改ざんされました」「ホー

ムページを閉じます」「業者に発注しなきゃいけない」「予算が無い」「議会で可決しないと、

予算が付かない」って、たった数十万～数百万のものができなくて、噂では数万だという話

もあるぐらいなんですけど。そういうふうなものに対して対処は、考えているんでしょうか。 

インターネットというのは、乗っ取りもあるわけです。やろうと思えば不可能じゃないわ

けです。それを防止する方法もある程度あるわけです。著作権で、例えばお金が掛かるとい

うような噂もありますから、そこら辺も含めて全部考えて、対応できるのでしょうか。よろ

しいですか。 

 

＜臼澤震災検証室長＞ 

 防災市民憲章はホームページに載るのかと、そういったことの観点からご説明したいと

思います。この(防災)市民憲章が制定された折には、先ほどご説明しましたとおり、モニュ

メントを作って広く周知したいと思いますし、また、ホームページ等、またその他にもパン

フレット等作りまして、周知したいというふうに考えてございます。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 防災市民憲章を今日は直接説明する機会を設けさせていただいたんですけれども、その

他、7月 1日の広報に意見募集の記事を掲載させていただいておりますし、あとはホームペ

ージの方でも、意見募集の掲載をさせていただいております。 

 あともう 1つ、ホームページの運用の件ですけども、市のホームページなりインターネッ

トにつきましては、非常に情報セキュリティを厳しめに設定しておりまして、今の、どちら

かといえば市の課題としては、時間軸。ちょっと情報の出し方が遅れる場合があるとか、そ

っちの方もちょっと課題でございます。今後、いろんな市職員を含めて、情報の在り方とい

うのをいろいろ検討していかなければならないなと思っているところでございます。よろ

しいですか。 

 

【Ｅさん】 

 検討していただくということは、それはできないという意味にとっていいのでしょうか。
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要は、予算を付ければ簡単なんですよね。我々は民間会社にいるので、そこら辺の趣旨を。 

 

【Ｆさん】 

 ちょっと懇談会の趣旨から別な方向に行ってるんですよ。言ってる意味は分かりますけ

れども。ちょっと違うんじゃないんですか。 

 

【Ｃさん】 

 セキュリティの信頼性があるかどうかでしょ。市のホームページのね。あるわけでしょ。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 ございます。 

 

【Ｃさん】 

 自治体として、自信を持って。だって信頼無かったら行政成り立たないでしょ。 

 

【Ｅさん】 

 対応の問題で、要は予算を付けてすぐ対応できるかどうかというその姿勢を知りたいん

ですよ。今言ったように、物は壊れるし、改ざんできますし、対応の一つだと思うんです。

だからその辺の対応がちゃんとできるんでしょうか。「改ざんされました」「閉じました」「あ

と予算付かないからできませんでした」という噂ですからね。 

 

【Ｆさん】 

 ちょっと質問。個人的な思いとか、いろんなのがあると思うんですが、ちょっと新庁舎の

ことで質問したいことがあります。簡単ですが、復興事業も大分進んでおりました。新庁舎

のこの絵を見させていただきますと、非常にきれいで大きな庁舎になるんですが、ここに教

育委員会、それから福祉関係、全部ここに集合になるんですよね。そうした場合に、職員の

数はどのくらいなんですか。 

 

＜丸岡新市庁舎建設推進室長＞ 

 大体の大きさを決めるのに、何人くらいの職員が入るのかなというのが一つの基準でご

ざいまして、今とすれば、かなり多くの職員がおりますけれども、まず建てるにあたりまし

ては、大体 290人程度の職員数ということで想定しまして、この規模を決めさせていただき

ました。 

 

【Ｆさん】 

 それから 1日の来庁者は、どの程度になるんですか。 
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＜丸岡新市庁舎建設推進室長＞ 

 来庁者の数までは、ちょっと把握してないです。 

 

【Ｆさん】 

 ということはですね、嫌味を言ってるわけではないんですが、アクセスでいろいろ問題が

あります。袋小路的なところもありますので、その辺をちょっと把握してもらって。反対じ

ゃなくて、その辺を把握していただいて新庁舎に取り組んでいただきたいと思います。 

 

＜丸岡新市庁舎建設推進室長＞ 

 はい。ありがとうございます。 

 

【Ｇさん】 

市役所が本当は鈴子に来るというので大変喜んでいたんだけど、ちょっと中妻に来るん

じゃないかなって思った時期もあったんだけど、やはり昔からあるところが良いという人

たちが多いので、あっちに行ったかなあと。我々の年代からいえば諦めればそれで済むんだ

けど。 

ただ一番私が思っているのは、今まで中妻に立派な支所を造ってもらって、ここでいろん

なものが取り入れられて、我々が、高齢者でもすぐ来れるようなところで、もっともっとで

きるようにしてもらえるのか。(庁舎を)あっちに持って行ったから、バスで来いと言われな

いようなかたちでやってくれるのか。それが一番私としてはお願いしたいです。 

 

＜野田市長＞ 

 大事な課題ですので、お話しをしておいたほうがいいと思うんですけれども、今日初めて

来られた方もいると思うんですが、当初はですね、鈴子の土地を買収してそこに市役所を建

てるということを計画したわけでございます。その後、ちょうど震災の時ですね。3月 11日

に総合計画をつくって、それを議会にお諮りをして審査する日だったんですよ。その総合計

画の中に、市役所については、東部地区の。東部というのは、鈴子も東部なんですが、東部

の中の東部の方にということで計画を盛らせていただきました。残念ながら 3月 11日に震

災が来てその総合計画は水に流してしまったんですけど、そのあと復興計画をつくること

になりまして、再度、市役所の問題についていろいろと協議をさせていただきました。復興

計画ができたのは 12月でした。今進めているいろんなことは、全部復興計画の中に盛られ

ております。それを今実現しているところなんですが。その復興計画をつくるときに、また

各地区からいろんなご意見をいただきながら東部地区の東部。しかも、鈴子ではなく、今の

天神町付近と、あるいは今の市役所の建物の辺りと、あの近辺を候補にしようと。鈴子につ

いては、防災の拠点にしようということで方向性として決めさせていただきまして、これも
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議会でそれで良いということなものですから、どんどん話を進めてきたわけです。 

けれども、やっぱり西部の方に来ますと「なぜなんだ」というご意見。そんなふうな意見

は、まだ市民の皆さんにありますので、ぜひこれはご理解をいただきたいと思っています。

震災を契機にさらにまちの人口が減っていくということが想定されますので、釜石の発展

を考える上で、やっぱり拠点の地域をしっかり持たなければならないだろうと。そのために、

このいわゆる天神町付近。今の旧釜石小学校ですね。この辺り役所を置いて、東部地区の拠

点性というのをしっかり確保していくんだと、こういう考え方を持たせていただきました。

一方では津波とか、災害においては脆弱なところもございますので、そういったところをい

ろいろ考えた結果、百点ではないんだけども、まず優先的にいえばここしかないということ

で、天神町の旧釜石小学校跡地に決めさせていただきました。西部についても検討させてい

ただきましたが、なぜこの場所が選ばれなかったかといいますと、やっぱり土地ですね。土

地の確保。これが非常に難しかったんですね。鈴子もそれなりの土地はあるんですけれども、

やはり消防署を建てて市役所を建てるとなると、やっぱり足りないと。そこで、消防署の方

の防災拠点にしたわけでございます。 

ですから、市役所を建てるということになりますと、そりなりの土地が必要ですし、また

利便性も必要なものですから、いろいろと取り組んだ結果、やっぱりそこだというふうにな

りました。ただ西部地区も非常に利便性は高いわけですし、市民の皆さんにとっては、非常

に使い勝手がいい場所だということについては十分理解しています。ですから、市役所が全

てではないわけですから、これからいろんな施設を造る上で、この西部地区の開発というこ

とも考えていかなければならないということは、我々も十分承知しておりますので。その点、

ひとつご理解いただきたいと思います。 

 それから天神町に造る上で、先ほど、それぞれの応援センターの機能というものはどうな

っているんだという話がございました。この応援センターがあるから、逆にいうと、あそこ

でも良いのではないかという考え方を私は持ってます。全てを釜石市役所でやるのであれ

ば、もっともっと利便性の高いところでなければならないと思うのですが、今、釜石におい

ては応援センターがあって、あらゆる行政的な登録とか届け出等が、ここでも大概やれるよ

うになりました。ですから、あえて本庁に行かなくても、大概のものはそれぞれの地域の場

所でやれるようになりましたし、これからもっと時代が進んでいきますと、コンビニとかで

印鑑証明を取ったり、税金を納めたり。今でも税金は納められますが、便利になっていきま

すが、もっともっと機能が分散されていくだろうと。どこでもいろんなことができるように

なるだろうと思います。そうすると市役所の機能というのは、今まで以上に小さくなるとい

うふうに思ってます。ですから、あまり大きなものは要らないというふうに思いますが、た

だ東部地区に造るということの大きな意味は、やっぱり地域の拠点。それから防災の拠点と

いうことが挙げられると思いますので、そこはしっかりと押さえてですね、釜石の市民の皆

さんの考えの部分ということについては、これからもしっかりしていきたいと思っており

ます。 
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ということで、他の地域と違うのは、釜石は 8カ所の応援センターを持っている。そこで

いろんな行政の手続きができるということは、他のまちではないことです。それぞれの応援

センターに公民館があって、公民館活動も積極的にやられていると。これも他のまちと比較

すると、住んでいる方はあまり気にしていないかもしれませんけども、すごいことですよ。

釜石の公民館活動って、全国で見ても誇れるものだと思っています。これがセットになって

あるということは大変なことです。ですからなんとかこれを維持しなければならないと思

ってますが、維持するためにはお金が掛かると。どこか 1カ所に集約してやるのと、分散す

るのとでは、分散した方がお金がかかるわけですよ。人の数もかかりますし、お金もかかり

ます。そこをうまく整合性を図っていくというのが、我々に求められている知恵だと思って

いますが、いずれ現時点ではそれが稼働しているということですから、何とか維持しながら

市民の皆さんの期待に応えていくというふうにしていきたいと思ってました。ですから場

所についてはですね、天神町でぜひ了解していただいて、今日は最終的な確認の場でござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

＜関広聴広報課長＞ 

 はい。それでは若干時間も押しているんですが、最後にもうひと方。 

 

【Ｈさん】 

 ちょっと聞きたいのは、庁舎の建設に私は賛成なんですけども、教育センターとか、保健

福祉部の集約というのを含みまして、今の建っているものの利用ですね。再利用をどのよう

に考えてるか。解体を含めてどのような方向で考えているのかをお願いします。 

 

＜丸岡新市庁舎建設推進室長＞ 

 本庁の周りに、本庁舎から第 5庁舎までございます。まずこれをほぼほぼ解体ということ

で考えてございます。教育センターと保健福祉センター、こちらにつきましては、民間です

とか、あとは保健福祉センターであれば、医療機関が入ってございますので、そういった

方々に引き続きお使いしていただきたいというふうに考えてございます。 

 

＜関広聴広報課長＞  

 それではこの辺で、市政懇談会を終了させていただいてもよろしいでしょうか。ご協力あ

りがとうございました。 

 

■まとめ ～全体（地域会議）終了後～  

 

＜野田市長＞ 

 はい。今日は長時間にわたりまして、いろいろご意見をいただきました。ありがとうござ
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いました。 

 最初に市政懇談会ということで、2つのテーマをお示ししたわけでございますけども、ま

ずは市役所の問題につきましては、大変いろいろとご意見はあろうかと思いますが、次の段

階に、基本設計ですね、それに入っていきたいということで、その確認をさせていただきた

いと思っております。 

 それから(防災)市民憲章でございますが、 (防災)市民憲章は先ほどもいろいろご意見が

ございましたけども、災害については当然行政がいろいろと取り組んでいかなければなら

ないことがたくさんありますが、行政だけでは、市民一人一人の命を全て守るということは

なかなか不可能だと。ぜひ市民の皆さんもそのことについて自覚をしていただいて､市民と

してやれることは自ら行動していただきたいということでございます。そのことを(防災)

市民憲章の中にお示しをさせていただいているというふうに私は理解をしておりますので、

これは行政というよりも市民の皆さんが自分の事として考えていただける(防災)市民憲章

であるかどうかということの確認でございます。これは市民の総意ということでございま

すから、ぜひそのことをご理解いただきまして、何かご意見があれば、アンケート等で対応

していただければありがたいと思いますし、それ以外にも、ホームページでもお示ししてい

るわけでございますから、お時間がありましたら、そちらの方もご覧になっていただければ

と思います。 

 それからこの中妻地域のさまざまな課題について、今日は警察署からもおいでいただき

まして誠にありがとうございました。来年の 3月までには、大体完成を見込まれるものでご

ざいます。先ほど道路の話もありましたが、道路についても、これは 7月ですね。吉浜から

荒川まで完成します。荒川からこちらのジャンクションまでが来年の 3 月までに完成する

と。それから花巻から釜石間でいいますと、今遠野から遠野住田というところを工事してい

まして、これが来年の 3月に完成します。それから仙人峠道路から新町のジャンクションで

すね、これも来年の 3月。ただ、片岸から大槌までが 6月でしょうか、7月でしょうか。た

だし、ラグビーワールドカップまでには間に合わせるということでございました。それから

大槌から山田も来年の 3 月には完成するということでございますから、来年の 3 月には、

ほぼ大体このジャンクションを中心とした道路ネットワークが完成するということでござ

います。その交通の状況は大きく変わるだろうと思います。できるだけ我々は、市内にたく

さんの方々においでいただきたいわけです。頭の上を行ったり来たりされても困るので。や

っぱりまちの中に来ていただきたいと思うわけですが、それでも今よりは交通が少なくな

るだろうと。市内の中のですね。いずれ、取り巻く環境が大きく変わりますので、ぜひご理

解いただきたいと思っております。 

 最後になりますが、ラグビーワールドカップ。先ほどもお話がありましたけども、（スタ

ジアムオープニングイベントを）8 月 19 日にやることになりまして。ちょっと大変申し訳

ないです。目論見が外れてしまったんです。チケット販売はネット販売なんですよ。ネット

販売がある程度終わったらば、次は市民に販売しようと。その時は大分余っているだろうと
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こう思っておったんですよ。そしたら、ネット販売の方が大分売れてしまいまして、残りが

わずか 300枚しかなかったんですね。それで 6月 24日、取り急ぎ窓口でなんとか 300枚を

確保して市民の方に販売したという経過でございまして、本当に申しわけなく思っており

ます。そうは言っても、ある意味でそれだけの全国の方々に興味をもっていただいていると

いうことですから、反面ありがたい部分もあるわけでございますけれども、市民のためのワ

ールドカップにならないわけですので。さっきお話がありましたとおり、テレビとかパブリ

ックビューイングとか、そういったところで、ぜひ応援をしていただければと思っておりま

す。8月 19日の前日も岩手県で、昨日知事が発表したと思いますが、8月 18日は TETTOホ

ールで、岩手防災復興プロジェクトというイベントが開催されます。平原綾香さんが歌を歌

ったりしてくれますので、こちらもネットですかね。 

 

＜正木ラグビーワールドカップ 2019推進本部事務局総括部長兼事務局長＞ 

 はがきでも。 

 

＜野田釜石市長＞ 

 ぜひ早くハガキで申し込んでいただいて。ワールドカップに行けない方は、TETTOホール

で歌を聞けるようにしていただければと思います。これは無料ですから、ぜひお願いをした

いと思っております。いずれ来年の 9月 25日、それから 10月 13日。これが本番ですので、

今回チケットを買えなかった方は、ぜひ来年のチケットを早めに購入をして、みんなで応援

をしていただければありがたいなと思っております。 

 そういうことでいろいろとご意見がありましたけれども、改めましてそちらについては、

持ち帰っていろいろと検討させていただきながら、中妻地域の安心、安全の確保のために、

また全力を尽くしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げまし

て、総括ということでのご挨拶に代えさせていただきます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 


