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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 27日（金）18時～19時 30分 

場所 双葉小学校体育館 

参加者数 39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、ご意見、ご質問等お受けさせていただきたいと思います。 

 「令和元年度台風災害検証結果について」というところで、ご意見、ご質問があればと思

います。 

 それでは二つ目の「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

ころで、何かございませんでしょうか。 

 

【Ａさん】 

 源太沢親交会です。防災担当の方にお願いというか、検討してもらいたいんですけれども、

避難所が双葉小学校いうことは認知はされているんですけども、近頃うちの会員も 70、80

になってきたと。なかなかここまで来るのが大変だと。車の問題、足の問題、体力的にも大

変ですという意見が出ております。10 年も経つと会員が年を取り、行動に関して難しい問

題が出てきた状態です。それで、会員の要望としては、公営住宅。中妻の復興住宅の是非を

何とかお願いできないか。2階なり 3階なりで、してもらえればありがたいな、という意見

を持っています。以上、よろしくお願いします。 

 

＜佐々木危機管理監＞ 

 復興住宅の高いところを避難場所にということでよろしいですか。 

 

【Ａさん】 

 はい。源太沢地区は小さい沢からの災害、水害じゃないけども、いろいろな面、あとは土

砂崩れ。いろいろな問題の兼ね合いが多くなってくるんですよ。この間も、さもない小さな

わずか 1 メートルも満たない沢から結構な水が出まして、市道に氾濫してくる状況があり

ました。そういうことを踏まえてお願いできるかな、と思っておりました。 

 

＜佐々木危機管理監＞ 

 源太沢であれば、主には土砂災害と、洪水になると思います。基本的には、施設を管理し
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ている担当部長のほうに確認したらば、そこに逃げる事は全く構わない、と。ただ、部屋が

空いているわけではないので、一時的に多分、屋外というか、階段とか、廊下とかに居てい

ただくということになると思いますので、そういったことを予めご了承いただいた上で、避

難することは構わないということなので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

【Ａさん】 

 どうもありがとうございました。 

 

【Ｂさん】 

 全般的な話、町内の話にもなりますけども、実は今年度の前期の懇談会といいますか、当

局が来て説明する会が例年開かれているわけですけども、今年はコロナということもあっ

て、そういうことがなかったわけです。私が一番お聞きしたいのは、新町地区まちづくり推

進室という組織があったわけですけども、4月に廃止されました。理由も一切示されていま

せんし、地元にも問い合わせもありませんでした。「廃止するけど、支障はないですか」と。

私見たところ、新町地区のまちづくりは、できていません。進んでいません。取り組んだ気

配も見えません。できたのは、道路だけです。高速道路だけです。これは市の条例条規の中

の規則で設置が決まっているわけで、移転する方を主に対象とする中でも、3項に「まちづ

くりに関すること」ということがあって、私も新町地区の町内会にも関係しておりますので、

期待しておりました。うちの町内は 60 戸の戸数が 45 戸に道路関連で減りました。新町も

まちの半分くらい、街並みが無くなったわけです。だから、いろんな意味で人的にも組織的

にも新町地区まちづくり推進室を、専従者を付けて組織したわけですれども、この間に、私

は担当者に「まちづくりをお願いします」と何度もいいました。でも、しまいには、訪れさ

えしませんでした。新町地区まちづくりといえば、高速道路の釜石中央インターを起点にし

たまちづくりなり、小佐野、中妻を含め、ここを核にまちづくりで栄えていくと、そういう

ものを期待して、建設に向けて町内でもいろいろと協力したわけです。 

関連して言いますと、釜石市の最近の行政の進め方、丁寧な説明をすると言っていますけ

ど、このように何も無く、関連のある地域にも説明もなく廃止する。今度小佐野に、中学校

跡地にセンターを造るというのがある。最初に何か造るとき、廃止になった学校があったら

学校の解体をする。更地になった土地を所有者があれば買う。その土地に住民の方と話をし

てこういう施設を造って住民のために使いたいというのが普通の流れだと思うんですけど、

今回の件はもう新たに土地に建てる建物のＡ案、Ｂ案までできていると。その後に校舎跡地

を買うのにいくらのお金を、予算を補正で付けてください。校舎の解体になんぼかのお金が

付きましたけども、これじゃ少ないと思ったらば、これは解体の設計というか、準備のお金

なんだそうです。流れが逆じゃないですか。土台を造らないでバルコニーをつくってどうす

るんですか。何かあったら元も子もないでしょう。流れが違っているような気がします。 

 話は最初に戻りますけども、確かに新町地区。災害も洪水、津波は来ないにしても、今度
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また岩手県が発表するというのは東日本大震災のアウターライズなんですかね。明治の津

波に対して 37 年後に昭和の津波がきましたけど、もう、大震災から 10 年経ちます。37 年

だとあと 27年しかないんですよ。そういったいろんな意味の対策というのをもうちょっと

住民と対話を深めてやっていただきたいな、と思うわけです。 

 特に新町地区のまちづくり。組織はなくなりましたけども、どのように考えているのか、

お願いしたいと思います。 

 

＜佐々木総務企画部長＞ 

 新町地区まちづくり推進室が廃止になった理由ということのご質問だったかと思います。

まず、新町地区まちづくり推進室に関しましては、三陸縦貫自動車道釜石山田道路の新町地

区における道路整備を円滑に遂行するために、同地区の住民が抱える移転への不安を解消

し、安心して移転でき、その後の生活の安定を図るためという目的で平成 21 年 10 月に設

置したと承知しております。その後になりますけども、住民の皆さんのご理解とご協力によ

りまして、それが大前提でございますけども、平成 31年 3月にその道路が完成したという

ことでございますので、一定の役割を果たしたという判断をいたしまして、今年度新町地区

まちづくり推進室を廃止したということになります。 

 ただ、もともとその地区地区のまちづくりに関しましては、それぞれの生活応援センター、

市内 8 地区においてその地区地区のまちづくりを行うということでこれまで進めてまいり

ましたので、これからも新町のまちづくり、あるいはもっと広く中妻地区のまちづくりに関

しましては、中妻の生活応援センターが担っていくということになるということでござい

ます。 

 

＜菊池市民生活部長＞ 

 小佐野コミュニティの関係についてご説明したいと思います。ご指摘のとおり、新しい地

域に施設等を建てる場合は当然十分に地域と協議してからやっていくということが本来の

筋でございまして、それからしますと今回の進め方は、その辺を十分に反省していかなけれ

ばならないな、と思っております。 

 その上で、実は地域の方々との話ということが抜けたままに進んでおったところは十分

反省しておるんですけれども、実は基本の構想の部分で、どういうふうにあそこを活用でき

るかというところは検討しておるんですが、これから実際に地域のほうに出向いて、具体の

計画のほうを進めていきたいと思っております。今ご指摘のありましたＡ案、Ｂ案、提案し

ておりますのは、あくまでもたたき台の一つということで、あのとおり造るということでは

ございません。これから地域の方々と一緒に造っていきたいということで、今後そういう流

れのことをどんどん地域のほうに説明した上で進めていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 
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【Ｂさん】 

 私ばかり申し上げて申し訳ございませんが、総務企画部長のそのような答弁であれば、も

う少し突っ込んで質問をします。新町地区まちづくり推進室というのは、副市長が室長で、

そこに総務と建設の副室長がついていたわけです。建設部門は高規格幹線道路対策室とい

うのもありますから、一応、建設に向けて仕事をしたと思っています。まちづくりをしてく

ださいと言っても、高規格道室と同じだからね、という返事くらいで過ごしてきたわけです。

じゃあ、総務系は何をしたかと。総務系というのはまちづくりそのものですよね。企画です

よね。あるいは移転された方のその後の生活がどうなっているかとか、何年にわたるか分か

らないけど、平たく言えば面倒をみる、あるいは状況を把握するというのが、いわゆる事務

系の総務系の仕事だと思うんです。仕事ぶりが見えないから、公文書請求をしました。新町

地区まちづくり推進室の総務系の発足から廃止までの業務について公文書を提示してくだ

さい、と出しました。回答ありました。文書はありません。十数年組織があったのに、役所

ですから文書がないということは、どのような仕事をされているんですかね。地区センター

がこれからも面倒をみます、じゃないでしょう。もうちょっと寄り添って釜石中央インター

を核にして栄えていくと、そういう方向性を示せないですか。地元がいくら犠牲を払って、

いくら協力したと思っているの。国がいくら技術と金を持って工事をしたって、地元の協力

がなかったらこの短期間にこの立派な道路はできなかったんですよ。みんなが一生懸命努

力をしたから。それを言っているのに、地区のセンターが今後もやります。地区のセンター

がやれるわけがないでしょう。細かな道路の接続とか、あるいは歩道一つにしたって未完で

すよ。小川地区もいろいろとバスの問題とか、店とか、婦人の家が無くなるとか、いろんな

インフラがタイトになってくる中で、やはりこちらとの接続が大事になるわけでしょう。ち

ょっと広めに見て、大きい意味での新町地区まちづくりというのを期待していたんだけど

も、今のような答弁じゃ、期待も何も持てないじゃない。もうちょっと考えてください。 

 何項目か他にも質問があるんですよ。台風、洪水についても、津波についても、いろいろ

あります。市役所のインターネットのホームページも先ごろ変わったけど、問題があるから

どうなんですか、と言うと経過の説明もできない。そんな市役所ですよ。よろしくお願いし

ます。 

 

＜佐々木総務企画部長＞ 

 まずは、寄り添ってという部分ですね。寄り添ってないように感じられるということだと

思いますので、まず、そこは真摯に反省したいと思います。これまで以上に寄り添ってとい

うことを意識しながら、まちづくりに取り組んでいきたいというふうに思います。 

 それから先ほど申し上げましたように、住民が犠牲を払ってという部分に関しましては、

住民の皆さんの理解と協力でもってこそ、この道路ができたという意味で先ほど申し上げ

ました。心からその点に関しましては感謝していますし、本当に住民の皆さんの協力がなけ

れば、理解がなければこの事業は完成しなかったろうなというふうに思っております。 
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 それから、全体を見るべきという話。まさに総合政策課、あるいは総務企画部の役目って

そういう部分です。ですので、今回、今まさに第六次の釜石市総合計画を策定中であります

から、それを説明しているということになりますし、その中ではいろいろな政策を統合した

り、連携したりして、住民の皆さんがその地域地域で安心して暮らせるようにという意味で、

頑張っているつもりです。これからも、全体で見るとというところと、その地域地域に暮ら

す住民の皆さんがどういうふうに暮らせるか、幸せに暮らせるかという両方を見て、まちづ

くりに取り組んでいきたいというふうに考えます。 

 

【Ｃさん】 

地区別計画について一つ質問があります。私たちの地域の地区計画ですけど、他所の地区

に比べますと非常に内容が薄いような気がしてなりません。地域による取り組みが少ない

のは、実感しているところでありますけども、何か理由などありましたらお聞きしたいと思

います。 

 

＜正木中妻地区生活応援センター長＞ 

 内容が薄いということですが、これからも皆さんの意見を伺いながらこの内容のほうを

構築させていきたいというふうに考えております。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 他に何かございませんでしょうか。 

 それでは、最後に本日のまとめといたしまして、市長のほうから改めてお話をさせていた

だきたいと思います。 

 

■まとめ 

＜野田市長＞ 

 ちょっと意見が少なかったような気がしますが、本当によろしいですか。何かまだ聞きた

いとか、ご意見とか、ご提言とかございましたら遠慮なくお話ししていただければと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 それでは、今日は長時間にわたりましてご苦労様でございました。急に厚い資料を持たさ

れて、何かご意見といわれてもなかなか出て来ないと思います。いずれ今日がスタートと思

ってもらえればと思います。持ち帰ってまた良く資料を見ていただいて、何かまた聞きたい

ことがあったら遠慮なく、この市政懇談会は今日で 3 カ所目ですので、あと 5 カ所ありま

す。ですから、何もここに住んでいるからここだけということではなくて、他の地区に出向

いて同じ事、同じ話をするわけですが、もう 1回聞きたいというのであれば、どうぞ出席し

てご意見をいただければ思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 一番今日、皆さんにお伝えしたかったのは、津波のことでございました。冒頭でお話しし
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たとおり 10月 5日に千鳥町と中妻の地区の皆さんには、津波と台風の検証委員会の話はさ

せていただきました。当日は 30人くらいしか来ていなかったと思いますので、もっともっ

と多くの方にこのことをお伝えしたいと思っておりました。そういうこともございますの

で、今日は皆さん、お聞きになったと思いますが、そうじゃない方もおられますので、どう

ぞ知り合いの方がおられましたらお伝えしていただきたいと思いますし、機会を見つけて

また、このような説明をさせていただきたいと思います。また、広報等にも記載をして引き

続き危機意識を持っていただけるようにしていきたいな、と思っておりましたので、よろし

くお願いいたします。繰り返しになりますが、これは来るかも分からないし、来ないかもし

れませんが、国が切迫性があるということですから重く受け止めて、常日頃そのことについ

て気を付けていただきたい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。 

 それから先ほどは新町のまちづくり推進室のお話がありました。新町の地域の皆さんを

はじめ、高速道路の建設に向けて、いろんなことがございました。実は震災の復興、津波と

併せてこの高速道路がはじまったものですから、役所のほうも津波のほうに行っては復興

の話をしたり、新町のほうに来ては高速道路の話をしたりということで、本当に我々も大変

だったし、市民の皆さんも大変だったと思います。特に高速道路に該当になった所有者の皆

さんは、本当につらい思いをしながら、釜石に住めないというので他の地区に移った方もお

られます。釜石では新町、小佐野、甲子のほうも、唐丹のほうも、合わせて大体 100世帯が

該当になりました。この方々が本当に大変な思いをしながら、新しく土地を見つけて移転し

たりということがございましたので、去年、高速道路ができた時に完成式をやらせていただ

きました。その時に約 100世帯の方々にご案内をして、一緒に完成を祝しながら、あるいは

今後のまちづくりについていろいろとお話をできればというふうなこともさせていただき

ましたが、結果、皆さん揃うことはなかなか難しかったわけでございます。改めまして道路

で大変ご苦労をなされた方々に、この場を借りて改めて御礼を申し上げさせていただきた

いと思います。その方々のご恩に報いるためにも、新町、小佐野、住吉町も含めてですが、

こういう方々に報いるためにもきちんとしたまちづくりをしてほしいと、こういうことだ

と思います。そういった意味で、なかなか皆さんの期待にお応えできない部分があったとい

うことについては、おわびをしながら、せっかく、高速道路ができたわけですから、貴重な

土地を提供していただいて造られたものですから、これを最大限活用しながら地域のます

ますの安心安全なまちづくり、そしてまた釜石全体が発展できるように努めていきたいと

思っておりますので、どうぞ引き続き、ご意見、ご提言をしていただければありがたいとこ

う思っております。 

 それから、釜石市役所でいろんな取り組みがあるということについて、その手順といいま

すか、説明の仕方が悪いんじゃないかというお話がございまして、それもそのとおりだろう

と思っております。できるだけ、計画を皆さんにお伝えをしたいわけですが、伝えるに当た

りましていろいろと関門といいますか、取り組んでいかなければならないものがございま

して、なかなか一緒に全部できないです。そこが我々にとってももどかしいところがあるわ
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けでございます。例えば小佐野のコミュニティの改築の件だったわけでございますけれど

も、これも地域の皆さんといろいろと協議をしながら、そしてある程度の形になって、皆さ

んにお示しするのが一番いいんですが、土地の問題とか、いろんな課題があって、その都度、

その都度、解決しないとお話をできないというふうなことがございます。結果、どこかで思

うようにいかない部分があれば、先ほどのご指摘のように、なんだか分かったような、分か

らないような話になってしまうということになるんだろうと思っています。できるだけ市

民の皆さんに分かり易くご説明ができるようにしていきたいという思いはございます。そ

ういった意味で、反省しなければならない点はたくさんございますので、改めてその辺、き

ちんと精査しながら取り組んでいきたいと思っております。 

 小佐野コミュニティについては、議会でもいろいろと議論がありまして、建て替えの話で

ございますが、土地の購入については、いろいろと議員の皆さんからもご指摘がありました

が、購入をするということまでは決定しました。後はどういう建物を造るかということにつ

いて、いろいろと地域の皆さんと協議をしていかなければなりません。これは小川地区との

関係もございますので、小川地区の皆さんとも協議をしていかなければなりません。最終的

には中妻とか、新町とか、この辺の方々にも確認していくことでございますので、改めてこ

うしたこともお話をしていかなければならないと思っております。ただ、現時点では、まだ

そこまで至っておりませんので、これからこういう場をつくって意見をいただきながら最

終的な形にしていきたいということでございます。 

 今の時点では、市役所は令和 5 年の 4 月から新しい市役所にして、仕事ができるように

したいという予定でございます。小佐野のほうも大体それにあわせながらと思っています

が、財源の問題もありますから、もしかしたら、年度がずれるかもしれませんけども、いず

れそういったことをよく検討しながら進めていきたいな、と思っております。いろいろと役

所がやろうとしている事についての説明とか、手順、それはもう一回、我々も反省しながら

進めていきたい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。 

 そういうことで市役所の新しい施設については、今日はここまで説明がつきましたが、実

は他の市政懇談会では、今回の日本海溝の津波では浸水する可能性があるんじゃないか、そ

ういう場所に建てていいのか、というご意見もございました。これについても、いろいろと

役所のほうでも検討しているところですが、場所としては、現時点ではあそこの場所しかな

いと、こう思っております。なぜあそこなのか、ということなんですが、我々としては、釜

石の中心街はやっぱり東部地区だということで震災直後からあそこをできるだけ早く再建

できるように努めてきたわけでございます。あそこは防波堤、防潮堤も造ってきましたが、

実はかさ上げをしていない部分なんですね。ですから、浸水の可能性が高い場所でございま

す。今回の日本海溝では、東部だけではなくて中妻までというふうなことが指摘されており

ますから、そういった意味では、そこに住めるのかという話になるわけでございます。我々

としては、そこに住み続ける場所にしていきたい。そこは釜石の中心街でこれからも拠点と

しての位置づけをしていきたいと思っております。ですから、避難する場所もきちんと確保
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して。小佐野のコミュニティの新しい改築の問題もその一環でございまして、あそこまでは

津波は現時点では来ないというふうになっていますが、甲子川の洪水ですね。そういった意

味で土砂災害等では、あの近辺でも浸水する可能性が非常に高いといわれております。釜石

のまち全体がそういった意味では、どこに住んでいても同じような状況になっております。

要は、問題なのは、避難する場所があるのか、ないのか、どこに避難したらいいんだという

課題になるわけでございますので、1カ所でも 2カ所でもそういう場所は作っていかなけれ

ばならないと思っているところでございます。そういった意味で単に市役所としての機能

だけではなくて、避難の場所、あるいは地域の振興の場所としての位置づけをしていかなけ

ればならないということを、ぜひご理解をしていただければありがたいなと思っておりま

す。いずれこの問題につきましては、また来年、もう 1回、市政懇談会を開催したいと思っ

ておりますので、その際は先ほど説明した六次の総合計画、例えば中妻地区、もっといろん

な地域づくりをしたいとか、そういったものをどんどん言いながら、直せるものは直して、

もちろん議会の議員の皆さんの指摘もいただいて、最終的には、また 3月に皆さんのところ

にお持ちをして、また見ていただくと。そして市役所のほうも最終的な形の案をまた皆さん

にお示しすると。こんなふうな考え方をしております。今日がスタートだという意味でござ

いますので、ぜひ、もう 1回よく考えていただいて、ご意見をいただければとこう思ってい

るところでございますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、今日はこれを持って市政懇談会のほうは終了させていただきます。長時間にわ

たりまして、ご協力、ありがとうございました。 

 

 

 

 


