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令和 2年度第 1回釜石市市政懇談会会議録【質疑応答・概要】 

 

日時 令和 2年 10月 26日（月）18時～19時 50分 

場所 甲子小学校体育館 

参加者数 38人 

 

■市長挨拶 ～省略～ 

■市からの説明 ～省略～ 

■質疑応答 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 それでは「令和元年度台風災害検証結果について」というところで、ご質問、ご意見等ご

ざいましたらどうぞ。何かございませんでしょうか。 

 「日本海溝沿いの最大クラスの津波による浸水想定について」というところについて、ご

意見、ご質問がございましたらどうぞ。 

 それでは「新市庁舎の建設について」というところで、何かございましたらどうぞ。 

 

【Ａさん】 

 新庁舎のところで、津波が、災害が非常に大きいものが来るということを踏まえて、新庁

舎のどこいら辺まで高さが来るのでしょうか。その対策は。かさ上げをするのか、それとも

そのまま造るのか。その辺を教えてください。 

 

＜藤井新市庁舎建設推進室長＞ 

 この日本海溝地震津波の浸水シミュレーションといたしまして、色塗りの図面が示され

ております。こちらの新市庁舎の建設予定地につきましても、色が若干塗られている状況で

ございますが、こちら津波の高さ、浸水高が 10メートルということで今、当方で確認して

おります。現在、この庁舎につきましては、１階の床の高さがちょうど海抜 10メートルと

いうことで、同じ高さではあるんですけども、実はこの日本海溝地震津波のシミュレーショ

ンにおきましては、地盤沈下が考慮されている状況がございます。80 センチほどでござい

ます。したがいまして、現在、新庁舎の計画を見直しておりまして、地盤高を１メートルほ

どかさ上げするような計画の変更の検討を行っておるところでございます。 

 

【Ｂさん】 

 第六次釜石市の総合計画についての保健福祉、医療体制の充実についてお伺いしたいと

思います。この中には、地域医療を充実し、病院施設の更新などについて、県立釜石病院の

充実と機能強化を図り、医療、医療スタッフ、看護師、医師を充実させると。充実を図ると

書いてありますけども、かつては釜石市民病院を廃止する時に、市で各地域を回って、市民
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病院をなくするんだけど、そのとおり県立病院に施設とか、医師とか、看護婦を動員して、

高度な医療を、機能を充実させるというように確か説明して歩いたんですね。だけれども、

今度県立釜石病院が 83ベッド、10月 1日から減らしたんですね。3分の 1が無くなったん

ですよ。そして、その内訳は、循環器の医師がいなくなったと。撤退した。結局は釜石の基

幹の総合病院といいながらも、今の県立病院の実態を見ますと、本当に循環器をなくしたと。

内科１本にすると。そして、婦人科も大船渡病院に引き上げて、今は助産婦さんがお産に対

応していますけれども、安心してお産もできない。産婦人科のお医者さんがいないからです

ね。異常があれば、大船渡病院に搬送する。そして、耳鼻科、眼科も前は毎日常勤の医師が

いたんですが、今は１週間に１回、日替わりですね。耳鼻科、眼科も。脳外科も今は手術も

できない。本当にこれで総合病院の機能を果たせるかどうか、果たしているんだろうかと疑

問に思います。そして循環器については、心筋梗塞、心不全の患者さんがいれば、県立大船

渡病院、県立遠野病院、あと盛岡の中央病院に搬送するといっているんですね。だから県立

釜石病院の前のお家の人が、急患であっても、目の前に県立釜石病院がありながらも、遠く

に搬送されると、そういう実態が起きているわけなんですよ。 

 本当にこれで地域医療を守れるんでしょうか。市としてはここに書いてあるように、医療

スタッフ、診療科の充実、病院施設の更新について、とても謳い文句は素晴らしいんですが、

本当に充実できるのでしょうか。よろしくお願いします。 

 医師が足りないと言っていますけれども、何も岩手医大に限らず、かつては東北大学は市

民病院でしたよね。県立釜石病院は自治医大からも来てましたし、慈恵医大から来たことも

あるんですよ。だから何も岩手医大に限らず、他にもあたって、ぜひとも増員を図っていた

だきたい。そう願って発言をいたしました。 

 

【Ｃさん】 

 自然災害に対して、それを守る努力を皆さん、一生懸命していただいて、一応は安心を得

たんですが、医療のことが私は高齢なものですからとても心配なんです。10月 15日のかま

いし広報を見ますと「県立病院内科の診療体制を変更しました」って出ていますが、具体的

にベッド数とか、患者数とか、お医者さんの数などは出ていません。15 年前に市民病院を

県立病院に統合したときの新しい県立釜石病院の体制として、中核病院としての目標とい

うことで、そのときは診療体制の充実ということで、18 科目をあげております。現在はど

のくらいの科が診療しているのか、その数、分かりますでしょうか。当時は 18科目ですね。 

脳卒中が岩手県は全国 1、ワースト 1なんですが、釜石がその中でどのようになっていま

すか。その二つをちょっとお聞きしたいんですが。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

 脳卒中の状況について、平成 29 年の数字になりますけれども、県内の 14 市と比較して

釜石が一番悪い状況ということになっております。なので、今回の総合計画のほうにも載せ
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ておりましたけれども、ワースト 1からの脱却を目指して、生活習慣病の予防、それから重

症化の予防、そういうところに取り組んでいきたいと計画しているところです。 

 それから診療科についてですけれども、今、手元に資料がございませんけれども、はっき

りとした数字はちょっと申し訳ないんですが、今分かりませんけれども、多分 13科か 14科

ではないか、というところです。 

それから医療についてのご心配があるということで、市民の皆さんには大変ご不便をお

かけしているところですが、10月 15日号の広報に県立病院の循環器内科のお医者さんが減

るということで、消化器内科と循環器内科を一緒にして内科ということで対応していきま

すというような記事を掲載させていただきました。 

 

【Ｃさん】 

 すみません。暖房の音が高くて、よく聞き取れないんですが。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

 10月 15日号の広報に県立病院のことについて掲載させていただきましたけれども、私た

ちのほうでも県立釜石病院のほうから説明を受けておりました。それで、10月 15日号の広

報に掲載させていただいたんですが、循環器内科のお医者さんが、応援に来ていただいてい

るお医者さんが来れなくなるということで、消化器内科と循環器内科を一緒にして内科と

いうことで、これから診療していくというような説明を受けました。実際に県立釜石病院で

救急の患者さん、心筋梗塞とか、狭心症の重症の方については、診れない場合もあるので大

船渡病院に搬送しなければならないケースもあるという説明も受けております。そのこと

によりまして、病棟も一緒にして、入院患者さんの診療をしていくという説明も受けました。

ベッドがいくつ減少になるかというところまでは、ちょっと説明を受けておりませんでし

たけれども、そういうことでベッドの減少というところが、起きているのかな、と考えてお

ります。 

 私たちのほうでもお医者さんの確保、それから県立病院の体制の整備につきましては、県

のほうにも働きかけを行っていきながら毎年、要望をしているところですけれども、県立病

院の建て替えも必要ではないか、機能を整備していくことも必要ではないかというところ

で、今、動いているところです。今後、この計画にも書いておりますけれども、できるだけ

地域の基幹病院として県立病院が残って行けるように私たちも県と一緒に頑張ってまいり

たいと思っているところです。 

 

【Ｃさん】 

 私が知っているところでは、18 科あるうちの 9 科しか診療していませんね。5 階の病棟

のベッドを無くしたようですけども。それから緊急の患者さんは、大船渡とか北上とかと言

ってましたけど、私は松倉に住んでいますけども、目の前に大きな病院があって、そこにか
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かれないというのはとても心配ですね。特に脳卒中は 65歳以下の方の死亡率が高いそうで

す。釜石はね。そういう人たちのためにも、やはり地元に対応できる病院がぜひ必要ではな

いでしょうか。それについて、具体的にお医者さんを増やすとか、そういうことをやってい

らっしゃるのかどうか。それまでにこれだけの人を用意しますとか、そういう計画はないん

でしょうか。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

 お医者さんの確保につきましては、県立病院に限りませんけれども、診療所を開設する場

合の補助金の申請とか、そういう制度とか、それからお医者さんの奨学金の制度にお金を出

していることとか、そういう形での釜石のほうでの制度はあります。実際に県立病院に関し

ましては、県のほうのことにもなりますので、釜石の場合は県でお医者さんを確保できるよ

うに、釜石市としてできることを働きかけたり、行ったりしているという状況ですので、そ

こは間接的なところでできることを今、行っているという状況になります。 

 

【Ｃさん】 

 市民病院をなくす時に新しい県立釜石病院ということで、市はこういうふうにしますよ、

と市民に約束したと思うんです。今いらっしゃる市役所の方たちは多分、これはご存じだと

思います。それを 15年で 9科になったということは「これから一生懸命やりますから、安

心してください」と言われても、今までの経過を見ますと、とても安心して暮らせないよう

な気がするんですけれども、この約束はどのように守ってくださるのか、これから具体的に

実行されるのか、その辺を聞きたいと思います。 

 

＜平松産業振興部長＞ 

 それでは、市民病院の統合の時のお話を少しだけしたいと思います。市民病院、平成 19

年 3月 31日をもって残念ながら歴史の幕を閉じたわけですが、その時には、直接的には会

社でいけば 40億円以上の赤字を抱えていました。事実上、倒産のような形で統合いたしま

した。本当に悲しくてつらい事でしたが、倒産ではなくて統合という形を取らせていただい

たのは、そうなる前に県と統合することによって少しでも地域医療を守ろうということで

ございました。その辺は皆さんも十分ご理解いただいたと思ってございます。 

その時に釜石市民病院は単年度でも 10億円以上の赤字がでてしまって、このままでは釜

石市そのものが危ないといった事態になったものですから、断腸の思いでそういった決断

をしたことによって結果的に地域の医療も、釜石市も、病院の皆さんのつらい努力によって

守られた部分があったと私たちは思ってございます。したがいまして、その人たちの気持ち

に報いるためにも、保健福祉部が中心になって、地域医療のために頑張ってきたというのが、

本当のところだと思います。ただ「約束したとおりになっていないじゃないか」と言われる

面も確かにあると思うんですが、あのまま、もし、決断しなければ、今、もっと大変な状況
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になっていると思うんです。その後、医者の免許の方法が変わったり、臨床検査が始まった

り、医局からの医師の派遣というのがなくなったことによって、状況が変わった面もありま

す。その中でも奨学金の制度を使ったり、さまざまなことを釜石市、医師確保を頑張ってご

ざいます。当時、統合には、ここにいる全ての幹部職員は関わりまして、確かにお約束した

面はあるかもしれませんが、いろいろ状況が想定と変わった中で、一生懸命頑張ってきたと

ころだけは何とかご理解をいただいて、これからも医師確保と地域医療の充実のために皆

さんと力を合わせて、数少ない医療資源を大事に使いながら、頑張っていくということなの

かな、と思ってございます。お答えになっていないと思うんですけども、そういった厳しい

状況の中にある、そういう中でも頑張っていかなくてはならないということで、ご理解をい

ただければと思ってございます。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 それでは、ちょっと戻りまして「新市庁舎の建設について」ということで、何かございま

したら、よろしかったでしょうか。 

 それでは「第六次の釜石市総合計画について」というところで改めて、何かございました

らどうぞ。 

 

【Ｄさん】 

 第六次釜石市総合計画の資料を見る限り、福祉の話が全く出て来ないなというふうに感

じました。私が見落としたのかもしれませんけれども、その辺どうなのかな、と。というの

は、2025年には 5人あるいは 6人に 1人は認知症を発症するというふうにいわれています。

それを支えるのはやはり地域。地域の互助であり、共助なりいうこともいわれています。そ

うなると、やはり地域住民を見守る場所ということが必要でございますので、これまでも何

度も言っていますけれども、地域の集会所をぜひ作っていただきたいな、と思っております。 

また、オープンシティとか、スクラムかまいしの取り組みをやっているはずなんですけれ

ども、その成果はどうだったのかな、というところも聞いておきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

＜菊池市民生活部長＞ 

 松倉地域ということでございましょうか。地域の人口が非常に急激に増えているという

中で、必要だということの認識は十分しております。ただ、集会所、各地域順繰りに整備計

画というのをやっておりまして、被災等もあって被災のほうの集会所の計画がほぼ今年度

で終わってきますので、その後、今度内陸地区の整備に入っていかなければならないという

ことで、いろいろと準備は進めていますけれども、今しばらくお待ちいただきたいと思いま

す。いずれ必要性に応じて集会所については、何とか対応していきたいと考えております。 

 



6 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

 福祉のことについてでございますけれども、総合計画の第 1章が「あらゆる人の幸せを皆

で考えるまち」ということで、46ページから 56ページまでございますけれども、46ページ

には「地域で支え、子どもが安心して生活できるまちづくり」ということで整理しておりま

す。その次に「みんなで健康になれるまちづくり」ということで、福祉の関係の整理もして

おります。次のページの 3のところに「高齢者の生活機能維持と介護予防の推進」のところ

を掲載しておりましたし、53ページの 3番に「保健福祉サービスの充実」というところで、

サービスの充実を図っていくというようなことを記載しております。 

 それから 54ページから「共に見守り支え合い、包括的支援によるまちづくり」というこ

とで、認知症のことについてとか、孤立リスクの高い一人暮らしの高齢者の把握等をしてい

くというような取り組みを記載しておりまして、次のページに主な施策として包括ケアの

推進、総合相談等の構築とか強化、それから地域における拠点づくり、56 ページのほうに

は障がい者のことを中心にした施策になっておりますけれども、ここまでのところで福祉

のところは記載しているところでございます。 

 

＜佐々木総務企画部長＞ 

 今、お話があった二つのプランに関してのご質問にお答えします。スクラムかまいし復興

プランに関しまして、この第六次総合計画の 10ページからになりますけれども、震災以降

10 年、このプランに基づきまして取り組んでまいりました。その実績、あるいは反省点を

このページから触れております。先ほど総合政策課長が申し上げましたとおり、18 ページ

にその辺を書いております。一応の復興は達成したんだけれども、未だに例えばストレスを

感じていらっしゃる方がいる、心のケアが必要な方もいらっしゃる、また、人口減少、少子

高齢化も進んでいるというような、そんな総括をしているというのが、このスクラムかまい

し復興プランの総括でございます。 

 それからもう一つ。オープンシティのお話がございました。こちらは地方創生の総合戦略

ということになりまして、今、地方から首都圏へという人口の流れにストップがかかってい

ないので、そちらに歯止めをかけましょうというプランになります。こちらのほうは 8ペー

ジ、9ページにその辺、触れております。プランに基づいていろんな少子化対策やら、定住

推進策やら取り組んでまいりました。例えば、婚活の取り組みとか、そういったことをやっ

てきたんですが、残念ながら人口減少には歯止めがかかっておりません、という状況です。

なので、こちらに関しましては、引き続き強化して、重点施策として取り組んでいきたいと

いうふうにこの六次の総合計画の中でも触れているという、そんな状況でございます。 

 

【Ｅさん】 

 総合計画の中の 9ページ。人口ビジョン目標値というのが載っているんですけど、見てい

ると、2010年の推計のほうが現実的にあっているんじゃないか、という感じがするんです。
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それで、これ、いろいろな問題に影響すると思うんですけども、新庁舎の建設の人口、平成

31年 3月に作った基本計画ですか、それにも 2025年が 3万 2,388人って載っているんです

よね。実際、2010年の推計からいくと、2万 9,000人という 3千人くらい減少する感じにな

るんですけれども、その辺の差をどういうふうな形で埋めようと思っているのか、ちょっと

聞いてみたいなと思いました。 

 

＜藤井新市庁舎建設推進室長＞ 

 確かに今、おっしゃるとおり、10 年ほど前のビジョンのほうが今の傾向から見ると、大

体そのくらいに下がっていきそうだな、というふうな感はあろうかと思います。ただ一方で、

本日ご説明申し上げました総合計画等々、あるいは復興のまちづくりの中で、やはりこのま

まじゃいけないと。人口も増やしていかなければならないということで、オープンシティ戦

略ですとか、例えばそういうふうなものをしながら、人口を増やしていこうというふうな政

策も改めてやっているところでございまして、いうなれば努力目標という形の中でみてい

るところでございます。 

 人口ビジョンにつきましても、改めて昨年策定させていただいたところございますが、そ

ういう施策展開のなかで、人口減少に歯止めをかけていくというふうなイメージで進めて

おるというところでございます。 

 

【Ｆさん】 

 しつこいようで申し訳ないんですけど、なんか都合のいい数字。やっているというのは当

たり前のところで、誰もやっていないとは言っていないんですよ。要は、この数字だけが高

い人口の数字を使って、実際は少なくなっているわけだ。2千人とか 3千人とか少ないわけ

でしょう。そういう使い方をされると、本当にやっているんだべかと、に思うんですよ。い

ろいろなことをやっているというのは、私もいろいろ聞いていましたので分かりますけど

も、具体的にこれだけ成果が上がりましたよ、ということを言わないと、そんな大きい新庁

舎を建てる必要があるのかということになりますよね。だって現実的に 5 年の数字だけで

もこれだけ違ってくるんだから。それで本当に大丈夫ですか。私はそう思います。 

 

＜藤井新市庁舎建設推進室長＞ 

これまでも議会等におきましてもそういうご指摘は受けてまいりました。そうした中で

は、施策を今現在も進行中というところもございまして、そういう点で、これから一足飛び

にその成果が出るという形にはなかなかなっておりませんけれども、今現在も努力してい

るということで、ご理解をいただければと思います。 

 庁舎のサイズにつきましては、人口もさることながら職員数というところの中で、現在、

正職員数 290 名というところで整備をしている。もちろん職員数についても人口に対して

の適正化というところを進めていくということにはしておりますので、そちらも同様に目
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標に向けてやっていく前提で今のところは、させていただきたいと思っているところでご

ざいます。 

 

【Ｃさん】 

 お願いなんですけども、この立派な資料ですね、たくさん今ここでいただいても説明を受

けるのにそのページを開くのだけで精一杯なんです。せっかくこんなに立派な資料をお作

りになったのだから、この会場に来る前に目を通して、検討できるようにしていただきたい

んです。この場でいただいても目を通し切れないですね。こんなに立派な資料を作られたん

ですから、一応、目を通して、それから協議に入らせていただければ、もっと有意義なあれ

ができるのではないかと。 

 それからもう一つ、老人には、夜出るというのはとても大変なので、できれば土曜、日曜

日の昼に開催していただければありがたいと思います。勝手なお願いかもしれませんけど

も、よろしくお願いいたします。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 資料配布の件ですけども、事前に配布できれば本当は一番よろしいんですけども、なかな

かこのくらいのボリュームのある資料になってございますし、準備するほうも手が追い付

かないところもございます。検討していきたいとは思いますけれども、現実的に現場でお渡

しするというのが、今のところ精一杯のところですので、ご理解いただければと思います。 

 

＜佐々木総務企画部長＞ 

 少し補足しますけども、先ほどの資料の最後にスケジュールが載っていると思うんです

けども、計画策定に係る今後の予定という部分になります。これからパブリックコメントを

行いますと書いてありますけれども、意見募集を手順として一つ踏みますし、また、2回目

の市政懇談会もやります。今回で終わりというわけではございません。今後の意見をいただ

く場は設定していきたいと考えておりますので、その場、その場でおっしゃっていただいて

もよろしいですし、市のホームページのほうに投書してもいいですし、あるいは手紙で出し

ていただいてもいいので、何らかの方法で意見をいただくと、ということでお願いしたいと

思います。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 もう一つございました。土日開催というところでございますけれども、実際、他の箇所で

は、日曜日、土曜日開催している場所もございます。ですので、もし、そういったご意見が

ございましたら、生活応援センターのほうと相談していただいて、地域会議の開催の関係も

ございますので、そちらも日中開催がいいのか、平日夜間がいいのかというところを併せて

センターのほうと相談していただければ、それに合わせて対応させていただきたいと思っ
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てございますので、よろしくお願いします。 

 

【Ｂさん】 

 先ほどの県立病院の循環器のお医者さんのことなんですけども、市としては循環器のお

医者さんをどんなふうに働きかけて、増やしていくおつもりなのか、その辺のことを具体的

にお聞かせいただきたいと思います。何といっても県立病院が今、3分の 1に減らされたの

は、循環器の医者がいなくなったというのが一番の大きな原因ですので、ぜひよろしくお願

いします。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

 市としてはどういうふうにというところでしたけども、市としては、県のほうに働きかけ

ていくという要望をしていくということになります。 

 今、私たちのほうで説明を受けているのは、循環器の先生は今お一人ということで聞いて

おりました。それから消化器の先生がお二人で、それから元院長先生が内科ということで、

その 4名で診療をしているというふうに説明を受けておりました。 

 

【Ｆさん】 

 うちでは県立の循環器にかかっていたんですけれども、病状が安定しているから、個人病

院を見つけて来てくださいと。そして今、そこの近くの病院にかかっているんですよ。「何

かあったらば県立のほうに来てくださいね」と言われているので、何かこういう話を聞くと

ね、不安で、不安で。これからどうしようかと思ったりしてね。年も取っているから恐いん

ですよね。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

 お医者さんが減って、診療ができなくなるということで紹介されたりということになり

ますと、やはり皆さん不安になる事もあると思いますけれども、循環器の先生がお一人しか

いないということで、2人体制にしていただくとか、そういう形にしていかないと、専門的

な診療とか、治療とかが、お一人の先生では難しいというところも出てくるようなんです。

なので、そういう点で複数の体制にしていただくということが大事になるのかな、と考えて

おります。そういうところを働きかけていければいいかな、と思っております。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 それでは、本日のまとめとしまして、市長のほうから改めてお話しさせていただきたいと

思います。 
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■まとめ 

＜野田市長＞ 

 今日はいろいろとご意見をいただきまして、ありがとうございました。何点か気になると

ころがございましたので、私のほうからも少しお話をさせていただきたいと思います。 

 まずは新しい市役所の庁舎を建てる場所が、今回の津波の発表の、どうなんだというご指

摘かと思いますが、これは小佐野のほうで市政懇談会を行った時もその話がありまして、ま

た議会でもご指摘をいただいているところでございます。先ほどもお話ししたとおり、当初

は防波堤、防潮堤を造って、そして安全な場所を確保する。そしてそこに市役所を建てると

いう考え方だったわけですが、その後、国のほうから先ほど申し上げました防波堤も防潮堤

も壊れたらば、どのようになるんだと。そのシミュレーションを出すから、それに沿ってい

ろいろ考えてくれ、と。こういう話が突然、来たものですから、今、こういった形で議論し

ているところでございます。先ほどお話ししたとおり、今回の日本海溝・千島海溝の津波の

シミュレーションでは天神町も 10メートルです。ただ、津波が来たときは地盤沈下がする

ので、その分足りなくなるという話なわけですけども、実は来年度、岩手県のほうが東日本

大震災クラスの津波のシミュレーションをすることになっております。これも防波堤や防

潮堤が壊れた時にどうなるか、というシミュレーションでございまして、今回は中妻のほう

まで来ますよ、という話をしているわけですが、来年度の発表ではもしかしたら、もっと影

響が大きくなる可能性がございます。そういう情報もありますので、それも踏まえながら、

今後の対応を考えていかなければならない。先ほどかさ上げの話もありましたけども、そう

いった部分を今後検討して、来年の 3 月までにはもう 1 回市政懇談会をやりたいと思いま

すが、それまでの間、議会でもいろいろと協議をして最終的な判断をしていきたいと思って

おります。その点はぜひご理解をいただければと思います。 

 併せて職員の数とか、規模。今日もその話がありましたが、今大体職員が 400名くらいい

るわけですが、これは減少していかなければなりませんので、今、職員のスリム化、これを

検討しております。いずれ市民の皆さんの思いといいますか、期待に応えられるような形に

していきたいと思いますので、その点もお願いをしたいと思います。 

 それから県立病院の話がありまして、確かにそのとおりですよね。県立病院と市民病院が

統合して、もっと規模が大きくなるというふうに市民の皆さんも期待したと思います。私も

期待した一人ですけども、ただ、それから年月が経って統合というよりも、その後の医療の

さまざまな課題があって、要はお医者さんの確保がなかなか難しくなってきて、結果こうい

った状況になっていると。特にこのごろは、奨学金でお医者さんになってもらうという取り

組みをしてまいりました。岩手県と、岩手県の市町村がお金を出し合って、そして育ててき

たわけです。そのお医者さんが毎年 10名ぐらい増えるということで大いに期待したところ

ですが、その方々が実は他のほうが大変だということで、他のほうに行っています。これは

毎年増えてきますから、ぜひ、釜石にも来ていただけるように、今後働きかけをしていきた

いと思っております。今までは、岩手県の県北とか、あるいは中部とかそちらのほうが大変
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な状況だったんですね。もちろん釜石も良かったというわけではないんですが、それでも岩

手県の各県立病院からするとまあまあそれなりに対応してきたところだったわけですが、

残念ながらそういったほうに今、お医者さんが回っています。結果、釜石に、先ほど循環器

の先生が来れなくなったということが今回、急に決まりまして、今、こうやって皆さんから

いろいろと不安な声を出していただいているわけでございます。ですから、これを一時的な

ものとして、またこれが元のとおり復活してもらえるようにしていかなければなりません

ので、その運動は、先ほどうちの部長が話をしたとおり、これから県のほうに今までもやっ

てきていますが、さらに力を入れて戻すようにしていきたいと思っております。 

 併せて県立病院の建て替えの時期をここ数年の間に決めてもらわなければなりません。

そのことも併せて今、県のほうにお願いをしているところでございます。 

 いずれ、命ですね。安心、安全を確保するのはやっぱり県立病院が中心になってこの医療

の資源を、きちんと守っていかなければなりませんので、精一杯努力をしていきたいと思い

ます。ただ、皆さん、ご理解をいただきたいのは、釜石は県立病院だけじゃなくてのぞみ病

院とか、せいてつ記念病院とか、大きな病院があるということが、実はある意味では地域の

医療の特徴になっていまして、他には無い部分なんです。そういったところも考慮して県立

病院がいろいろと今、対応していかなければならないということになっているわけでござ

いまして、釜石全体の地域医療というのも合わせて見ていかなければならないと思ってい

ます。 

 いずれ、県立病院に関して、今市民の皆さんからいろいろと不安の声が出ていますから、

できるだけ早く、この対応をしていきたいと思っております。併せて、脳疾患、心疾患、が

ん。釜石は三大疾病が死亡率が高い。大分改善されてきている部分はありますが、まだまだ

予断を許さない状況でございます。市民の皆さん、一生懸命減塩運動をしていますが、それ

からチャレンジポイント。運動をして健康を目指していくと。これにぜひ取り組んでいただ

いて、今、100歳体操をしていますから、100歳まで病気にならないで健康でいてもらうと。

市民の皆さんの健康のほうにもぜひご協力をお願いしたいと思います。 

それから第六次の総合計画。先ほども申し上げましたとおり、若い方々が実は原案を作っ

ていまして、ですから、もしかしたら高齢者の目線で見ればここがおかしいというふうなと

ころがあるかと思います。そこは、我々のほうでも埋め合わせをしながら、こうした原案を

今作っていますので、ぜひ、もっと大きな声を上げていただいて、市民の皆さん、若い方も

お年寄りの皆さんも、この計画でいいというふうなところまで持っていきたいな、と思って

おります。まだまだ時間はありますから、さっきお話がありましたとおり、いろいろな機会

を通じて市のほうにお伝えをしていただければありがたいと、こう思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

この市政懇談会は、甲子は今日で終わりですが、8 カ所でやることになっておりまして、

今日で 2 カ所目です。まだ 6 カ所ありますから、他の場所に行ってはいけないということ

ではないので、甲子の方々が鵜住居のほうに行ってもいいですし、唐丹のほうに行ってもい
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いわけでございまして、どちらでも結構でございます。今日、もしかして足りない部分があ

ったらば、もっと言いたいことがあったらば、別な会場でも結構でございますので、ぜひ来

ていただいてご意見をいただければありがたいと思っております。 

この後、地域会議もございますし、あるいはまた他の機会でこういったことを議論する場

もできれば作っていただければと思っておりますので、どうぞ今後とも、皆さんの貴重なご

意見をいただけばありがたいと思っております。 

さまざまな課題がありますけども、我々も精一杯頑張りますから、どうぞ皆さんもご支援

をいただきますことをよろしくお願い申し上げまして、これをもって締めのご挨拶に代え

させていただきます。本日は、長時間ご苦労様でございました。ありがとうございます。 

 

 


