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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 28日（水）18時～20時 

場所 釜石市民体育館 

参加者数 44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、ご意見、ご質問等あ

ればお受けいたしますが、いかがでしょうか。 

 それでは「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。 

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

 

【Ａさん】 

 今まで使っていた施設は、当然不要になるわけですよね。そうした場合にそれをどう使う

のか、処理するのか。もし、解体するとなった時にどのくらいの事業費がかかるのか、その

辺をお伺いします。 

 

＜藤井新市庁舎建設推進室長＞ 

 現在の庁舎が、新しい庁舎が出来た場合にどうなるのか、というところでございます。こ

ちらにつきましては、第 1、第 2、第 4、第 5 庁舎。今申し上げました庁舎については解体

の予定でございまして、第 3庁舎については倉庫として使わせていただければな、というふ

うに思っているところでございます。 

 第 1、第 2、第 4、第 5 の庁舎の解体でございますが、こちらも概算ではございますけれ

ども、大体 3億 5千万円という状況でございます。なお、こちらの修繕をして使うとなりま

すと、大体 9億から 10億くらいかかるというところで、現在はそのような検討とさせてい

ただいておるところでございます。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 それでは「第六次釜石市総合計画について」というところで、どうぞ、ご意見等ございま

したら承ります。 
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【Ｂさん】 

 新たなまちづくりに向けてという中で、人口減少の問題や少子化の問題を取り上げてい

ます。私は、市政の最大の課題は、一向に止まらない人口減少。若い方々が釜石を出て行く。

高齢化は当然進んでいくものだと思うんですが、国が少子化対策を 30 年取り組んでいて、

全く結果が出ていないわけですから、なかなか難しいかもしれませんが、何かしらの歯止め

をかけるような取り組みをしない限り、迫ってくる危機がひしひしと感じられるわけです。

このままでいくと間違いなく危機は訪れる。市政の活力も失われ、あるいは地域も消えてい

ってしまうところも出てくるだろうと、そのように感じます。市長は十分にこの辺は理解さ

れていると思います。市の職員、あるいは市民の皆さん一体となってこの問題に取り組んで

いくべきではないかと思います。 

 それから、特にもお伝えするのは若い方々なんですが、若い方々に「今、市がこのような

取り組みをやっているんです。あなた方はぜひこのことを考えてやってほしい」という気持

ちを伝えるのには、学校現場等々が非常に大事ではないのかな、と思います。ぜひ市政のこ

とについて、学校現場でしっかりと理解させるように、そういう取り組みも大事ではないの

かな、と意見として申し上げておきます。 

 

＜藤井総合政策課長＞ 

 まさに今回の計画に当たりましては、人口減少対策ということは最重要課題ということ

で位置付けて検討を重ねております。これまでも国の施策につきまして、総合戦略を定めま

して人口減少に取り組んでまいりましたが、芳しい成果が出ている状況ではないというこ

とは理解しております。そうしたことから、より一層、どういう形で取り組んでいったらい

いのかということにつきましては、まさに検討を重ねているところでございまして、皆さん

の意見を伺いながら、若い方が地元に定着していただくと。移住していただくということに

向けた施策については、重点施策に掲げていますとおり、力を入れて取り組んでいく必要が

あるというのはそのとおりだと思ってございます。 

 

＜髙橋教育長＞ 

 学校現場の部分が出ましたので、学校のほうでは今、釜石の小中学校で絆会議というもの

を組織しております。これが昨年度のラグビーワールドカップでも子どもたちの取り組み

の土台になった部分であります。昨今、夏休み中ですが、8月でございますけれども、未来

づくり委員会に、各小中学校の代表の子どもたちと大人、それから高校生と集まって、これ

からの釜石のまちづくりをどうしていったらいいのかな、課題に対してどのように対応し

ていったらいいのかな、というふうなことで一緒に協議をする場を設けていただきました。

そういうふうなことを通して、子どもたちに釜石のまちづくりについても興味を持たせな

がら、今後も取り組んでいきたいと考えております。 

 また、第六次釜石市総合計画においても子どもたちと地域との関わりを大事にしながら、
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子どもたちがより地域に目を向けて地域の課題だったり、そういうふうなことに目を向け、

関心を持ちながら地域の方々と学校が一緒に課題解決に向けた取り組みをより一層進める

ということが目標に掲げられておりますので、そういった部分で学校としても取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

 

【Ｃさん】 

 このような膨大な資料と流れるような説明で、圧倒されているんですけども、その中で 2

点ほど質問させていただきます。 

 当初はスマートコミュニティということで旗揚げされて、素晴らしいアドバルーンが上

がったんですが、今、鵜住居のまちの中に地中埋設ということで電線が埋設されております。

そうすると当然そこには渦電流が発生するんで、熱が出てくると思うんですよね。この熱を

利用してどういうふうにするかということと、それから震災で電気の大切さというのを

我々、個人で把握しました。それで多くの方々が屋根に太陽光パネルを設置しました。それ

で太陽光発電をしていくわけなんですが、これが 10 年前は東北電力さんが 48 円で買い取

りました。これが 10年後、今、10円以下で買い取っております。当初は 15万円から 25万

円、屋根の上で働いていたわけなんですが、今度はそれが無くなってくると。そうすると余

剰電力というのが出てくる。だから各家庭の電力と、地中埋設された電線の渦電流から発生

される熱量。これを上手く活用して鵜住居のまちづくりに何か光を灯していけないのかな、

というところで、もし、スマートコミュニティという流れがまだどこかにあるのであれば、

その辺の知恵を我々、鵜住居の住民に教えていただければな、というふうに考えております。 

 それから 2点目は、本当に立派な説明の中でこういう質問は大変恐縮なんですが、公共ト

イレについてです。私、朝早く、特に土日祝日は朝早く散歩をしてますと、遠方から来るお

客さんが結構いらっしゃるんです。ラグビー場を見に来たり。そうすると、釜石道、三陸道、

ご存じのとおりトイレがありません。やっと片岸から下りて鵜住居に着いたと。それでトイ

レというふうになったときに、ラグビー場にいっぱいトイレはあるんですが使えないんで

すね。駅の売店を案内すると、それも閉まっていますと。それで、公園がありますが、これ

も使えません。遠方からせっかく来てくれたお客さんに、我々鵜住居の住民は犬猫のように、

外でしなさい、というご案内はとってもできません。このことをどういうふうに考えていら

っしゃるのか、ちょっとご指示いただければ幸いです。 

 

＜平松産業振興部長＞ 

 スマートコミュニティ構想については、平成 24年度から 5年ほど取り組みまして、平成

28年度をもちまして只今、取り組みを休止した状態になってございます。ただ、平成 28年

度までに整備したものについては、維持管理、省エネ対策とかを行ってございますが、新し

い事業の導入については、平成 28年度で休止した形となってございます。この中で、先ほ

どのご提言のありました太陽光パネルの関係と、地中埋設物の余熱による活用が考えられ
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ないかといったことでございますが、まず、太陽光の関係は、FIT（固定価格買取制度）の

制度がどんどん毎年変わってまして、確かに今、以前の、震災直後のようなことはのぞめな

い状況ではございます。逆にパネルの料金も安くなってございますので、そういった意味で

は、まだ太陽光パネルに、余剰電力の利用というのは十分、期待できる分野だと思っており

ます。実際、おそらく今日お集まりの方の中にも屋根に乗せていらっしゃる方がおられると

思うんですけども、余剰分は自動的に東北電力に売るようになっている方が多分、多いと思

います。そういったような取り組みを、実は市でも復興住宅の上にパネルを乗せて、それを

売電したり、非常時に使えるようにした取り組みもモデル的にやったことがございまして、

可能性としてまだあるのかな、と思ってございます。ただ、その地中の熱の利用につきまし

ては、理論的には熱が発生しているのかもしれませんが、そこを取り出して利用するといっ

たことは、正直申し上げまして、ちょっとこれまで検討した結果はございません。したがい

まして、ちょっと簡単にはご返事を申し上げられませんけれども、事実関係を確かめた上で

でございますが、非常に活用の可能性ということに関しては、厳しいのかなと直観的には思

ってございます。 

 トイレの話でございますが、鵜住居のトモスの鵜の郷交流館のトイレは、真ん中の入り口

を 24時間開放してございまして、トイレをお使いいただけるようになってございます。看

板も電気が点くようになってございまして、実は私、今ここに来る前に行って来たんですが、

夜でも一応使える状態になってございます。周知が足りなかったのかもしれませんので、観

光案内の際のトイレの周知の仕方については、検討させたいと思います。 

 

＜本間都市整備推進室長＞ 

 私のほうからも公共トイレのことについて、ご説明を申し上げます。今、片岸あるいは鵜

住居の公園の中でトイレ等を整備しているところがございます。遊具等の整備もしてござ

いまして、遊具の整備が終わった所につきましてはお盆前にその部分について供用を開始

したところなんですけれども、トイレにつきましては、公園の整備が全て終わった後に供用

を開始したいというところで、現在、12 月末に公園の整備が終わった後に公共トイレのほ

うを開放したいと思いますので、今しばらくお待ちいただきたいと思います。 

 

【Ｄさん】 

 大変申し訳ありませんけれども、私、最初の質問のところで席を外しておったもので、質

問しかねたんで、よろしいですか。 

 箱崎半島線のことなんですけれども、検証結果（4）のところを見ると、「設計・施工上の

問題はない」と書いてあるんだけど、素人考えで、設計に入る段階の調査。要するにボーリ

ングとか、その地域の住民からの聞き取りとか、どうなんだと。学者さんでは分からないも

のがあったと思うんですよ。設計・施工に問題がなくて、なんで事故になったのか、起きた

のか、疑問に思うわけです。だた、市当局の話を聞いていると、設計等がこれから始まるよ
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うです。あの道路は、半島の住民の安全を確保するために造った道路なはずです。ましてや

津波の話題が今日はありました。今、通っている道路は浸水区域に当然なります。その中で、

必要に迫られて造った道路なはずなんですが、私から言わせると、大震災で痛いほど痛めつ

けられた半島の住民が、ましてや 2年足らずです。道路がああいう状態なんで。1年も放っ

たらかし、ようやく検証の結果が出てきた。これから設計に入る。果たしていつまで半島の

住民が待てばいいのか。最初の理念があったら、こういう状態がそんなに長く続くはずがな

いと思うんですけども、いくら頑張ってもそう早いうちにはできないのか。それとも、頑張

って、頑張ってやれば 1年以内にできますよ、と。私は現場説明には行かなかったんだけれ

ども、今日の図面を見たりなんかすると、地域の声を調査の段階で聞いたのかどうか、大変

疑問に思っております。いくら設計・施工が問題ないと言っても、設計・施工に入る前の調

査が果たして十分だったのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。それから今後の見

通しを、よろしくお願いします。 

 

＜菊池建設部長＞ 

 地域の皆様には、本当にご迷惑をおかけしております。改めておわびを申し上げたいと思

います。 

 今、ご質問のございました半島線の当初の目的というのは、大震災があって、孤立を解消

をする、または津波を防ぐという部分で計画をさせていただいて、施工をさせていただいた

という形でございます。 

 今、おっしゃられました、施工する時の地域の方々のご意見とか、地形的なものを踏まえ

て調査を行ってきて、設計・施工をするに当たりましては、いろいろな基準とか、そういう

ものがございまして、それに沿ってやってきたというふうに思ってございます。今回、説明

差し上げたとおりに、想定以上の雨が降ったということに一言では片付けられませんけれ

ども、一応、それに沿って施工をしてきたという形になってございますので、それを今回の

検証を踏まえてそういうところを見直しながら、復旧をしていくという形になってござい

ます。 

 時期につきましては、なるべく早くとしか言いようがございません。今のところ、設計を

進めながら、国との協議を進めながら、実際にやっているところでございます。いつまでと

いう形でお示しできればよろしいのですが、そこのところ、今、明言できないというような

状況でございます。大変申し訳ございません。日程等決まりましたら、また皆様にお知らせ

をさせていただきたいと思いますので、お許しをいただきたいと思いますし、皆さん、ご協

力をよろしくお願いしたいと思います。 

 

【Ｅさん】 

 この前、22 日に説明会に参加したんですけれども、その時もお話ししたんですが、その

時は市長さんはお忙しくて来られなかったということで、全部の方が参加したかどうかは
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分かりません。復興住宅 2号棟の 4階からあそこが見えるんですよ。そのときに、今日も誰

も何もやっていない、というふうにしか見えないんです。この前の 22日の質問でも、せめ

て歩道として、歩く人たちが通れるような形にできないのかという質問をしましたら、それ

も含めてまだ予定は立ちませんということでした。スタッフの方では、その程度の考えしか

出て来ないのかな、と思ったんですが、今日は市長さんがお見えになっていますから、せめ

て歩道的なもの、私も仕事柄、根浜の地域から片岸から全部歩きます。それぞれの地域の

方々からもいろんなお話を聞きます。例えば根浜の方から「あそこはいつ通るんですか」と

質問されるんです。「まだ分かりません」という程度しか言えないです。ですから、歩いて

来る方もいるんです。根浜から。その方がいちいち海岸のほうのコースもあるけれども、せ

っかく造った道路ですし、津波が来た時、また利用したいと思うんだけど、それすら歩道と

しても利用できない状態というのは、情けない感じだというように言われます。ですから、

今後の計画の中に歩道として、あそこ 20メートルなんです、僅か。あの間隔がですね。一

つ渡しただけでもできると思いますから、ぜひ早く何らかの回答が出るようにお願いした

いと思います。 

 

＜菊池建設部長＞ 

 今、歩道にというお話がございました。現場を見る限りは迂回路的なものもというご提言

をいただいたところもございますけれども、そこを造るためには、また周りの調査とかが必

要になってまいりますので、今のところは、歩道だけという部分での考えは持ってございま

せん。これから復旧を進めていくに当たって、そこのところを危険性も含めて考えさせてい

ただいて、もし、できるようであれば当然対応したいと思いますけれども、その可能性も含

めて、今後いろいろと設計をしながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 

【Ｅさん】 

 そういう意味では、フリーハンドでもいいから、スタッフの方々が提供する方法もあると

思いますから、それぞれの関係者の方々が。その中で考え方だけでも採用して早く進めるよ

うにしてほしいな、と思います。 

 

＜菊池建設部長＞ 

 ご意見、ありがとうございます。いずれ、通れるというふうな形で進めれるのであれば、

進めたいと思いますけれども、今のところはちょっと、歩道だけという部分の考えは持って

ございませんでしたので、今後進めていく中で、可能であればです。あくまでも可能であれ

ば、それは思いますけれども、今のところはちょっと考えていないというところで進めさせ

ていただきたいと思います。いずれ、早期の復旧という部分に向けて進めさせていただきた

いと思いますので、ご理解のほど、よろしくお願いしたいと思います。 
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【Ｆさん】 

 まちづくりの展開の中で「誰もが安心して暮らせるまちづくり」というのを掲げておりま

すが、医療についてお尋ねしたいと思います。皆さんもご存じのとおり、県立釜石病院は医

師不足のために消化器内科と内科が、今まで分かれていたのが一本化になりました。それに

よって病棟などの縮小とか、さまざまな現象が起きております。高齢化する中で一番不安に

思っているのは、本当に市民だと思うんです。それで、医療局のほうはもちろん、医師の確

保やそういうことで奔走しているのはもちろんだと思いますが、その件に関して、今後、市

のほうはどのような考えを持っているか、お尋ねしたいと思います。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

 県立病院の、今回、循環器内科と消化器内科が一緒になって、内科ということになったこ

とについては、医師の不足ということで 10月 1日から今のような形になっております。そ

の点については、市民の皆さんの不安ということもありますし、ご不便をおかけしていると

ころで、私たちもそのように感じているところです。 

 県立釜石病院のほうに関しましては、医師の不足に関しても毎年、私たちも県のほうにも

働きかけ、要望も行ってまいりましたし、これからも続けてまいります。奨学金を受けなが

ら研修医として働くということを県のほうでもやっておりますので、市のほうといたしま

してもそういうところにお金を出したり、それから医師の確保についても県外から、それか

ら地元出身の先生を県のほうでも探しておりますけれども、私たちも一緒にそこを探して

いくというようなこととか、行ってまいりたいと考えております。関係機関、それから県と

一緒に地域医療を守れるように、私たちも努力してまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

【Ｇさん】 

 今、立派な公園を工事中なんですけども、公園の真ん中にですね、盛土かな、と思ってお

りましたらば山の形になって、せっかくの広い公園が山になった部分で遮られてもったい

ないような感じがするんですよ。今、川のほうは民家が無いものですから、あれだと防犯の

面でも、裏になると防犯面で怖いなと、そういうふうに思ってますけれども、その辺を、ど

ういうふうな形で公園をつくるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

＜本間都市整備推進室長＞ 

 公園を整備するに当たりましては、ワークショップという形で地元の方からも意見伺い

ながら、「この公園は、こう整備していきましょう」という形で進めてまいりました。その

中で、今、多分言っているのは大きな公園、4号公園のところですかね。ここだと思うんで

すけど、よく他の地域でもあるんですけども、小高い丘みたいな形で、その周りに芝を植え
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て今整備しているというところで、その高台からターザンごっこみたいな形で来るような

遊具も今、考えておりまして、一応、地元の意見も聞きながら整備の方針を進めてきたとい

うところでございます。 

 

【Ｇさん】 

 ちょっと大きすぎるものですから、つくるのであれは、もうちょっと小さめに。公園の真

ん中にあるものだから狭く感じるんですよ。せっかく椅子なんかもいっぱい並んでいるん

ですが、座ってみると向こうが見えない。片岸側から、新田側から、南、学校を見てもあれ

が邪魔になってね、あまり良くないな、と。そういう思いで聞きたいと思って、今日。 

 

＜熊谷復興管理監＞ 

 あそこの築山を整備した時に、いろいろと何回も協議をしまして、今の計画の中では、下

にトンネルを通して子どもたちが行ったり来たり、かくれんぼをしたりできるようなとこ

ろになるかな、と。また、冬になって雪が積もれば、そこをソリで滑って来れるような環境

になるんじゃないかな、と今まで釜石に無かったような使い方ができるかな、ということで、

各幼稚園にもどういう公園がいいですか、ということもお伺いしながら、アイデアの中で、

ああいうところを整備したところでございます。その辺のところ、出来てみてまたご意見が

あれば、今後また、何かの時に役立てていきたいと思いますけれども、今はそうした考えで

進んでいるということをご理解いただきたいと思います。 

 

【Ｈさん】 

 日本の国はこのとおり災害の多い国ですけれども、釜石、鵜住居についても昨年、大きな

台風がありました。それでいろいろ短時間で説明をしていただいたんですけれども、一番目

の台風の検証結果については対策も出ているようなので、二度とこういう死亡災害事故、そ

ういう事故が起こらないように要請をしておきたいと思います。 

 それから日本海溝・千島海溝についても、今後、東日本大震災は千年に 1回とか、そうい

う話で来たんですけれども、400年に 1回来る地震、あるいは津波も、今回改めて強烈に聞

いたわけですけれども、これも県のほうでまた指針を出すようなので、その時点でも考えて

おきたいと思います。津波もそうですけども、鵜住居では釜石市で亡くなった人の 3分の 2

くらいいます。あと、昨年の 10月の台風 19号でもいろいろとありましたけども、私、1点

だけ聞きたいのは、こういう災害の時に東日本の大震災もそうですけど、自主的に逃げなか

った人、大したことないんじゃないかという人もいたと思います。気象庁の当初の津波の発

表は 3メートル程度と、そういうことがありました。これは訂正されましたけども、この 3

メートルの話が無ければ、もっと考えが変わった人もいると思います。それで言いたいこと

は、逃げたくても逃げれない人がいます。それは寝たきりの人とか、あるいは歩くのにも不

自由な人。これから高齢化社会です。そういう方々を釜石市のほうではどのくらい把握して
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いるのか。災害基本法というのができて、行政は把握しなさいというのがありますけども、

いずれ町内会としても辺り近所そういう人は何名かいます。そういう人たちを洪水とか、大

雨とか、津波のときに誰が助けるのか。確かに民生委員の方とか、あるいは福祉の関係の人

もいると思いますけども、とっさのときに助けるといったら近所しかいません。だから、私

も町内会の会長をしていますけども、こういった場合は、誰が車さ乗って逃げるとか、この

人を誰が責任を持ってやるとか、そこまで考えていかなきゃ、これから大変だと思うんです

よ。10年、20年のうちに私も含めて、もう高齢者いっぱいです。その辺、市のほうは今後

の話だと思いますけども、災害に対する弱者をどういうふうに考えているのか、そういう意

見があればお願いしたいと思います。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

 今おっしゃるとおり、寝たきりの方とか、自分で逃げることができない方については、周

りの方だったり、協力できる方にご協力いただきながら避難するということも大事になっ

てくると思いますので、そこは一人一人個別に、どういうふうな形で避難したらいいかとい

うところを事前に計画をするということが大事になってくると思います。 

 その方々がどのくらいいるのかというところで、400名ほど今、登録している方がいらっ

しゃいます。その方々について、個別にどのように避難したらいいかという計画を策定しな

ければいけないところですけれども、その点については、地域の方々のご協力、それから専

門職の方のご協力とかも必要になってくるのかな、と思いますので、その地域ごとに皆さん

のご協力をいただけるように説明をしながら、それぞれの地域で順次計画を作っていける

ように努力してまいりたいと思っております。 

 

【Ｉさん】 

 病院の問題は本当に深刻だな、と私は思っています。市民病院をなくする時にも、いろい

ろな約束があったと思うんですよね。ところが、次から次へと医療が縮小されているという

ことは非常に深刻に考えています。医者の確保というのは市にとっても重要な課題だと思

うので、例えば大きな運動を起こすとか、そういった取り組みを、目に見える、本当に頑張

っているというのが見える施策を取っていただきたいというのが一つです。 

もう一つは、今、鵜住居地域は下水道工事が進んで受益者負担ということで、お金は当然

払うわけですけども、その時に市民の公平さを確保するためにということで、350円×宅地

の面積で負担してもらいますと。なぜ受益者一人一人が同じ負担金ではできないのか、と。

宅地にかけなければならないのか、その積算の根拠を教えていただきたい。その辺をよろし

く説明していただきたいと思います。 

 

＜菊池建設部長＞ 

私のほうからは下水道のお話をさせていただきたいと思います。今回、この震災に伴いま
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して地区の整備をさせていただいて、鵜住居地区にも下水道を入れさせていただくという

ことで今、進めさせていただいて、ようやく稼働したところでございます。 

下水道の負担金の考え方につきましては、これは一度に払うものではなくて分割して払

っていくという形でございます。下水道につきましては、恩恵を受けられる方、または下水

道が行っていなくて浄化槽で整備している方という形で、さきほど公平性という話があり

ましたけども、使っている方々に施設を整備するためにいろいろ負担をしていただいてい

るという元の考えがございます。宅地の大きさによって、施設で使っている量とかがいろい

ろ変わってくるんだと思います。それを一つの基準として、宅地の面積、広さによって平米

数をかけていくというのが今、条例といいますか、全国的な基本となってございますので、

あくまでもこれは施設を維持する、施設を整備するという部分での最初の負担というふう

にお考えいただければ、というふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 

【Ｉさん】 

維持するために負担するのは、分かります。ただ、例えば、宅地が広いからといっても、

実際には１人しか住んでいない人もいる。宅地が狭くても 5人も 10人もいるところもある

わけですよね。受益者負担がそこで違ってくるということは、私としては納得できないんで

すよ。宅地が広ければ家が小さくても、家族が多くても全部それだけで計算されるのが私は

理解できないので、私たちが理解できる説明をしていただきたいな、と思います。私が担当

に最初に説明を求めた時には、便利性が上がりますからよろしくお願いします、と言う。仮

に便利性が上がったとしても負担は逆に公平じゃないのではないか。受益者負担という考

え方で、公平な負担ということでいえば、私は下水道を使用した時の使用料は別に払うわけ

ですから、受益者負担は均等でも良かったのではないのかと私は思うのですが。 

 

＜菊池建設部長＞ 

下水道の負担金につきましては、当初にもらうだけで、これが永年続くわけではございま

せん。負担金については分割して払っていただいて、その後は使用に基づいて支払っていく

というような形になりますので、最初の部分の整備、あとは今後の皆様の使っていく施設の

維持という部分でご負担をいただいているところでございますので、すみませんがご理解

のほどを宜しくお願いしたいと思います。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

医療のことについてなんですけれども、先ほども申しましたとおり、私どもも地域医療を

守れるようにということで、県のほうと、それからそれこそ医師会とか、協力しながら取り

組んでもらいたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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【Ｊさん】 

私、震災後、初めて参加したんだけども、聞きたいことがいっぱいあるんです。かつては

地域に入って、地域の住民との懇談会もあった時代もあるんだけども、震災後、そういうこ

とは無くなった。そして来れば説明は 1時間、質問は 30分。これじゃあね、市民をないが

しろにするような行事なんですよ。形式的なことをやろうとするような気がするんですよ、

私は。それで、事前調査は問題なかったですか、と聞いている意味は、根浜寄りの西の沢と

いうところがあるんだよ。あそこに道路を造る時に、山に入る林道があったわけですよね。

それがなくて、私は指摘をして、造った道路が今回、傷んだ。設計だけで、本当に調査した

のかどうか。素人から見てもいかがなものかな、という工事なんですよ。最初から調査して

いれば山に通う道路がある。そこに行くにはどうしたらいいかといったら、最初から造って

いるはずなんですよ。それが事前調査なんですよ。 

 あと市長さんがあいさつの中で、ラグビーの関係でめでたくも表彰されたと。確かにめで

たい話ですね。だけれども、私は最初からラグビーには賛成はしておりません。それで、果

たして釜石市にもたらした経済効果はどうだったのか。もろもろの調査があると思うんで

すよ。それをなされたかどうか。私の認識の中ではあまり記憶がないんだけれども、大事な

ことだと思うんですよね。それが聞きたい事の一つ。 

 それから釜石市民は 3万 3,000。2,000いくらですか。その中にラグビー場は大小 3個あ

るんです。松倉、スタジアム、根浜にもできた。これはサッカーにも併用はできますけども、

だけども、釜石製鐵所が 7連覇したときは陸上競技場と兼用だったんですよね。そのラグビ

ー場が 3 カ所もある中で、陸上競技場はないんですよ。将来的にこのラグヒー場 3 つを維

持するかどうかをお聞きしたい。 

 それから今スタジアムをちょこちょこ工事しているんだが、これは最初の工事費の中に

入っている工事なのか。それとも新たに行われた工事なのか。もう少し、我々が納得までは

いかなくても、ある程度、ああそういうものか、と思えるようなものを市民に知らせること

があってもいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。 

 

＜佐々木文化スポーツ部長＞ 

 ラグビーワールドカップの経済効果については一応、指標が出ておりまして、105億円で

すか。それ位の効果があったということで示されております。あとはそれ以上に釜石の名前

が上がったり、あるいは子どもたちに勇気を与えた、元気をいだたいたという声、ラグビー

のまち釜石というのに向けてこれからも取り組んでいく弾みになったな、というふうに思

っております。 

 それからラグビー場に関して、確かに松倉と鵜住居にスタジアムと、もう一つ根浜のほう

にもあるんですけれども、これはラグビーに限らずスポーツ大会を誘致するということ、そ

れから今、合宿誘致というのに取り組んでおりまして、いろんな社会人、大学、高校などの

ラグビーチームに限らずスポーツ団体に来ていただいて、有効に活用していただきたいな、
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というふうに考えております。 

 それから松倉の陸上競技場ですが、こちら、震災後にいろんなところから支援をいただき

まして、球技場ということに生まれ変わって、今サッカーのほうの団体も毎日のように使っ

ているというところでございます。その反面、陸上競技場が無くなってしまったんですが、

これをどのように再生するか、今それについては検討をしておりまして、スポーツの関係者

の皆様との話し合いを続けているところです。それで、震災前のような第三種の公認という

ことで陸上競技場を整備した場合の概算ですが、トラックをしてスタンド無しの陸上競技

場を整備するので大体 8 億円くらいかかるんじゃないかという試算をいただいて、頭を悩

ましているところです。ただ、陸上競技場は必要だと考えておりますので、それをどのよう

な形で整備するかは今後の検討課題だと思って取り組んでいきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 スタジアムの工事を行っているのは、あのとおりオープンなスタジアムで、出入りが自由

になっているのは、防犯上まずいということでフェンスを回す工事を行っておりまして、大

体 11月いっぱいで工事が終わる予定です。これは最初の予定にはなかったんですが、防犯

上よろしくないということで、追加工事という格好で今回、予算措置をして実施させていた

だいたものです。 

 

【Ｊさん】 

 ラグビーの経済効果がいくらかというところがはっきりと聞こえなかったけど、それは

専門家がはじいた数字なんでしょ。 

 問題は、釜石に関係をしている商売をしている人たちがどれだけ恩恵を受けたかという

ことなんですよ。それを調査していますか。「ありがたかった」「こんなに潤った」そこが大

事なところなんですよ。専門家の調査なんか、どこをどう基準にして計算しているのか、あ

なた理解できます？ 言われて、はじめて「そんなもんか」というくらいなものです。果た

して肝心なのは市民、そしてそれ以上に商売している人たちがどれだけ恩恵を受けたかと

いうのが、一番大事なんですよ。ここを大事にしないで、どこを大事にするんです。その調

査をしていますか。 

 

＜佐々木文化スポーツ部長＞ 

 ご指摘のとおりだというふうに考えております。はやり地元への波及効果というのが一

番大事なところなんですが、さきほどの 105億円というのはもちろん、専門の機関に積み上

げていただいた数字ですので、例えば、スタジアムを造るのにいくらとか、内訳が示されて

おります。ちょっと今日、資料を持ってきておりませんので、細かいところまでは説明がで

きないんですが、そういった形で積み上げた結果ということだと思います。ただ、今回のワ

ールドカップ、国際大会ということでいろいろな制約もありまして、例えば市民ホール

TETTOでファンゾーンという形で営業しておったんですが、セキュリティが厳しくて地元の
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業者さんが入りづらかったという声も聞きました。そういう難しいところもあったんだな、

と思って、我々の反省材料だなというふうに思っております。 

ただ、今このコロナ禍の中で、東京方面に行けなかった修学旅行の子どもたちが釜石のほ

うにまで、東北各地から来ていただいて、たくさん震災のこととか、ラグビーのことを学ん

で帰っていただくというような効果も出ております。いずれ、この立派なスタジアムを今後

とも有効に活用していきながら、にぎわいとかそういったほうに進めていきたいなと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 短い時間で、多い項目を詰め込んでしまって申し訳ないと思ってございますが、何かあり

ましたらですけれども、もしなければ、市長から今日のまとめのほうをお話ししていただき

たいと思ってございます。 

 

■まとめ 

＜野田市長＞ 

説明の時間が長くて、皆さんからご意見をいただく部分がちょっと少なかったというこ

とで、大変申し訳なく思っております。もっと早くこうした場を設ける必要があったんです

が、残念ながらコロナのこともありまして、やっとこうして皆さんと話し合いをできる場が

できたということでございます。今日だけで終わるということではございませんので、市政

懇談会は他の場所でもありますので、ちょっと場所が遠くなるかと思いますが、もし、もっ

と聞きたい、もっと意見を述べたいということがございましたら、どうぞ他の場所でも来て

いただければと思っております。あるいはまた地域会議もございますし、これからもっとも

っと、コロナとの兼ね合いがありますからここでははっきりとは言えませんが、できるだけ

もっと町内に足を運んで、皆さんといろいろと話をしながら今後の地域づくり、あるいは将

来の釜石についていろいろと話をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いを

したいと思います。 

何点か私のほうからもお話をさせていただくことがございますので、少しお話をさせて

いただきたいと思いますが、一つは半島線を早く復旧してほしいと。これはもちろん皆さん

もそうですし、我々もその思いで今日まで来ておりました。単なる災害で道路が陥没したと

いうのであれば、すぐに工事もしたいわけでございますが、そこは皆さんご存じのとおり、

尊い命が失われた現場でございますので、すぐにそういうことができない。今言ったとおり、

検証委員会を立ち上げて検証しながら、手順を踏んでできるだけ早く対応していくという

ところで、今進めておるところでございます。これもコロナが無ければ、もっと早くできた

かと思うんですが、残念ながらそういった状況でございますので、その点はこういう集会を

開きながらご理解をいただければと思っております。できるだけ早く道路ができるように

今後努力をしていきたいと思います。 
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それから、病院の話もありました。そのとおりだと思います。先ほどうちの部長のほうか

らも話がありましたが、市民病院と県立病院が統合して、いい病院ができると思っておりま

した。私もそう思っておりましたが、医師の確保が難しくなって、結果なかなか期待どおり

にはいかなかったわけです。ただ、医師確保ということについては、岩手県も一生懸命努力

をしておりまして、毎年、奨学金のお医者さんが年間 10人くらいずつ岩手に来ていただい

ておりまして、それぞれ配置になるわけですが、残念ながら辞められる方のほうも多くて、

結果、なかなか追いついていかない。しかも県北や中部の病院が非常に大変だったんですね。

そちらのほうに今、回っておりまして、結果、今まで何とか守ってきた病院のほうが大変な

状況になっているということで、先ほどお話があったとおりでございます。我々は県立病院

の建て替えの問題もありますから、それと一緒になって、医療局を含めて、いろいろと要望

活動を展開しているところでございますので、引き続きここには力を入れて地域医療を守

るということをもっと強く発信するように努力をさせていただきたいと思います。 

それから津波の話がありまして、先ほど、体の不自由な方とか、そういった方をどうする

んだという話がありました。全くそのとおりでございます。自主防災組織、鵜住居のほうは

やっと今、復興で家を建てたばかりの方々が多くて、なかなか町内活動とかそういった活動

が難しいところがあるかと思いますが、改めましてそうした組織の見直しをしていただき

まして、ぜひ町内で、地域でそうした相談をしながら対応していただければと思っておりま

す。もちろん、我々も応援をします。今後の大きなテーマでございますので、各町内の皆さ

んにはそのことをよろしくお願いしたいと思います。 

それから最後になりますが、第六次の総合計画の一番のテーマはやっぱり人口減だとい

うお話がありました。全くそのとおりでございまして、そのために我々も一生懸命今までも

努力をしてきたわけでございますが、特にこの復興期間中は被災した地域の復興に全力を

尽くしてきたわけでございまして、結果、なかなか人口減対策に十分に力を入れることがで

きなかったと思っております。今後は復興が終わりますので、この復興でいろいろな方々と

の連携ができたところがありますので、それを最大限に生かして人口減対策に向けて取り

組んでいきたいと思っております。今、取り組んでおりますのは、当然、働く場の確保、企

業誘致です。それをやってまいりました。あるいは岩手大学の水産学部を誘致して、今大体

年間 50人くらいの方が、釜石にいるわけでございまして、こういった学生をもっと増やし

ていくとか、いろんなことをこれからも考えてかなければならないと思っております。だか

らといってすぐに人口が増えるわけではなくて、どうしても人口減はなかなか歯止めがか

からないというところも考えていかなければならないということで、釜石の場合は「つなが

り人口」ということで交流人口の方々にもう少し力をいただこうという取り組みもさせて

いただいているところでございます。そういったところをもっともっと市民の皆さんにご

理解をいただきながら、市民が総力を挙げて連携しながら取り組んでいくことが必要だと

思っております。、役所だけ一生懸命頑張ったってこれはどうしようもないわけですから、

市民との連携がもう少し密着になれるような、そういう仕組みをつくっていきたいな、とこ



15 

 

う思っているところでございますので、その点もよろしくご協力のほどをお願い申し上げ

たいと思います。 

冒頭申し上げましたけれども、今日からスタートでございます。今日、急に分厚いものを

預けられて、これで何か言え、と言われても難しいわけでございますので、どうぞゆっくり

ご覧になっていただいて、また次の機会に皆さんのご意見をいただいて、最終的には来年の

3月までにはこれを完成し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。 

それから新しい市役所についても、これも来年の 3月にもう一回、最終的な形をお示しで

きるようにしていきたいと思っておりますので、どうぞその点も忌憚のないご意見をいた

だきたいと思っております。 

今日は、本当にさまざまな視点から、さまざまなご意見をいただきました。最もなご意見

ばかりでございます。改めて今日いただきましたご意見につきましては、市政運営のほうに

反映させるよう努力をさせていただきたい。こう思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

それでは、これをもって市政懇談会は終了させていただきたいと思います。長時間にわた

りまして誠にありがとうございました。 

 


