
1 

 

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 11月 2日（月）18時～20時 10分 

場所 チームスマイル・釜石 PIT 

参加者数 36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、ご質問のほうを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、ご意見等ございましたらどうぞ。 

 

【Ａさん】 

 今回の台風 19号、只越町、天神町、それを含めたところが、いつものとおり災害を受け

ます。最初は 11年前に 2回の土石流災害を受けました。それから、1年前にも台風 19号を

含めて 2回の災害を受けています。そういう中において今回検証を受けて、今、説明があっ

たわけですが、県の振興局のほうからも特別説明を受けていましたので、大体は分かります

が、沢が 4つあるわけです。そのうちの 3、4という沢のほうについては振興局のほうで砂

防ダム、それから斜面の土留め等を含めて用水路を造っていくという方向で示されていま

すが、何年度で終わる予定なのかをひとつ。 

それから、ちょうど庁舎の建設の部分の排水計画が既に工事が進められておりますけど

も、天神沢の東部と西部。1、2、3、4から流れる沢の水についても、庁舎建設の敷地内の排

水で受け止められる、受け止めるということになっています。前の説明では、時間当たり 50

ミリ以上の雨が降ると呑み込めないといったことも言われてまして、その結果、ちょうど汐

立川のポンプ場が出来たわけです。いみじくも台風 19 号の時には土砂とか、がれきとか、

いろいろな物の混合があったりして、水は高いところから低いところに流れるということ

で汐立ポンプ場で排水することが可能だったと思います。そういう中で、浸水時間が短時間

で済んだというお話も聞いてます。 

いずれにしろ、庁舎の建設があろうがなかろうが、我々天神町住民、あるいは只越町住民

にとっては、とにかく天神沢から来る水の災害を一日も早く排除して、安心、安全な生活が

できることを望んでいます。併せて市の庁舎の関係は当然結構なんですが、庁舎の建設に反

対するわけではないんですが、やはり地域住民の安心、安全が大事だと考えていますので、

その辺のことを 2、3お聞きしたいと思います。 

 



2 

 

 

＜熊谷復興管理監＞ 

 県の砂防事業について、いつ頃までに完成するのかという質問にお答えします。まず、こ

この右の所の沢につきましては、既に令和元年度に砂防ダムのほうは完成してございます。

今、その他に予定されているのが、この二つの砂防になりますけれども、いずれも令和 5年

度、これを完成年度として今県のほうで一生懸命、頑張っていただいているということにな

ります。なんとかそれまでには機能が発揮できるようなところまでは持っていきたいとい

う説明を受けております。 

  

＜菊池下水道課長＞ 

 排水の関係なんですけども、今、敷地内のほうで雨水幹線の整備をしておりますけども、

そこの排水区域としましては、沢で、1、2、沢の Cですか。そちらの分を見込んだ分です。

先ほどおっしゃったとおり、1時間 50.8ミリ呑めるという部分で整備を進めております。 

 

【Ａさん】 

 沢の排水のことなんですが、我々日常的に現場で見たりしておりますが、やはり庁舎の敷

地内の排水であれば時間当たり 50.8という最大の中で処理できるような感じがするんです

が、この間の台風 19号の写真を見ると、その水路が溢れて、川のようになって市道のほう

に全部出て行った。そういう過程を見ると、果たしてその中で左右の水路で呑めるかどうか、

ちょっと心配だし、住民としてはそういう感じを持っていますので、大丈夫だと言うのであ

れば、再度点検しながらそういったものが起こらないようにしていただきたいと思います。 

 もう一つ、庁舎建設計画の中で、汚水処理は単独でやられているのか、それとも既設管に

接続するのか。なぜかといいますと、市長さんにもいろいろとお願いしをしておったんです

が、たまたまこの間、只越 3丁目地内だけで下水の溢れるトラブルがありました。アパート

の人たちが大変で、何とか集会所を開けてくれということで、24 時間、5 日間開放しまし

た。今後、そういうことが無ければいいんですが、その原因と対策について概要は聞いたん

ですが、もう一度ここで皆さんにお知らせしておきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

＜菊池下水道課長＞ 

 その際は、本当にご迷惑をおかけしまして、誠にすみませんでした。トイレの開放につい

て、本当にご協力ありがとうございました。排水の関係なんですけども、新たに入れるわけ

ではなく、既設管に接続という形になります。使えなくなった原因というのは、上流部にあ

る古い管、昭和 30年代に布設した管なんですけども、そちらに侵入水、地下水からの水が

入ってしまいまして、下流のほうの只越の住宅のほうで水が満杯になって流れなかったと

いうことになります。 
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 現在、マンホール関係の水が入ってきているところは全て止めましたし、管渠 80メート

ルほどなんですけども、工事発注しておりますので、12 月までに完成予定となっておりま

す。その間、協力のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 

【Ａさん】 

 さっき話しましたが、新庁舎の建設の中で汚水がどれくらい発生するのか、そして今、説

明があったように 60年前の管も入っているようなので、そういった既設管に接続した場合

に同じようなオーバーフローになって使えなくなるということが心配なんで、庁舎の汚水

排水がどれくらいあって、現在の管の接続で問題ないのかどうか、お伺いします。 

 

＜菊池下水道課長＞ 

 管の接続に関してを先にお答えします。前回、不明水の関係で流れなかったということで

すので、そちらのほうを全て止めますと、新庁舎の分の排水が流れて来ても全く問題はあり

ません。 

 

＜藤井新市庁舎建設推進室長＞ 

 1日当たり、お一方 30リットルを排出するということで、420人分を想定した下水、排水

となっております。 

 

【Ｂさん】 

 先ほど来、砂防ダム 2カ所計画しているということでありましたけども、この間も県に行

ってお願いしてきましたけども、この周辺はほとんどが保安林になっております。保安林と

いえども、いつかは伐採するし、山主はしたいと思っていると思います。ですので、この砂

防ダムを沢の入り口にどでかいのを造られては困ります、と言ってきました。でも、反対す

るつもりはありません。ただ、この砂防ダムによって、後背の山林から木を出す時に、また

工事する道路も造られると思いますけれども、その際に、後背から出る森林からの木材を出

せるように道路を、工事用の道路でいいですけども、残してほしい。また、行けるようにし

てほしいということをお願いしてきました。市のほうでもよろしくお願いしたいと思って

おります。このとおり、砂防ダムの後ろにもスクリーンとか、いろいろな土砂留めとかを造

る予定があるようですけども、これを管理するにしても人が歩いて行くにはとても遠いと

ころまでにスクリーンが出来ております。スクリーンを沢いっぱいに造ると、道路はできま

せん。そういうふうなことをいろいろと考えて造ってもらいたいと思っています。どちらに

しても、後々まで管理できるように、また、台風が来る前にパトロールができるように、こ

の沢々にそれなりの道路。一般道路は必要ありません。林業でいうならば作業道程度でいい

んですけども、それなりに整備してついでにやってもらいたい。これは要望です。お願いし

たいと思っております。よろしく県のほうと折衝してもらいたいと思います。 
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＜熊谷復興管理監＞ 

 要望ということですけども、改めて、県のほうに砂防事業を行う際、もちろん市も一緒に

取り組んでいかなければなりませんので、そういったご意見もお伝えして、なんとか皆さん

の使い勝手のいいような形で整備していただくように要望してまいります。 

 

【Ｃさん】 

 これだけの資料をある時間に説明されて「何かご質問はありませんか」と言われても、即

質問できるくらいの能力は私にはございません。説明したから、それで終わりではないと思

います。一般住民が理解したかどうかが大事なことだと思います。住民が理解しなければた

だの画餅にすぎないのではないかと、これを先に申し上げます。 

 天神沢についてお尋ね申します。天神の沢から処理場まで、距離として約 300メートルし

かないんです。300メートルの中で山から木の葉とか、木の枝が流れてくるものは、さまざ

まの防御、スクリーンという横文字でいいますが、そういうものがどれだけ設置されるのか。

これを強力に進めてほしい。 

 次には、NHK テレビで約 50 億という大金を注ぎ込んだ釜石市の処理場が全国放送されま

したね。これについて、この計画案を NHKのほうと話し合いをする必要があるのではないか

と。前回はあのように 50億の大金というものを批判やら、周知をされましたけれども、今

後はこうするから、そういうところから解決がされるということで NHK と対談をする必要

があるのではないかと。これが二つ目です。 

 次、三つ目は、天神の沢のところは、あれば山の地肌で積もってある土砂じゃないんです。

鳥谷坂トンネルを国道化した時に、その掘った時の土砂を山の沢に捨てたんです。きちっと

防災という形の中で積んだのであれば、積んだと言えるんですが、ただ捨てるような状態で

したから、地震が来たり、大雨が来れば、必ず流れるわけです。山が落ち着いていないんで

す。今回、さまざまな学者の方のお話が出たようですが、事情を理解した上での調査だった

んでしょうか。地山の調査とそういうふうに自然界と違うものを途中から投入した場合の

調査というものは、当然、違いがあるはずです。それも下は沢です。その沢に上から捨てた

ものですから、上から見れば平らに見えるかもしれませんけど、地下は水が流れております。

その他に伏流水が来ます。季節によっては雪解けの水も来ます。下が流されてますから、必

ず地すべりが起きるわけです。再三、災害が出た都度、写真に撮って役所のほうには届けて

いるからあるはずですが、そういうことを踏まえてこの計画、この測量の実施は進んだのか

どうか。県のほうで担当者が何度か来ましたけれども、一向に地域住民にはそのお話がござ

いません。最初の時だけ調査させてくださいと言いましたけど、私はその時言ったのは、「調

査は調査でいいけれども、個人の所有地ですから、所有地主の了解を得てから山に入ってく

ださい」と。というのは、釜石警察から再三「見慣れない人とか不審なことがあったら、警

察にすぐ通報してください」と言われているんです。そういう時に、いくら県の職員であろ
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うとも、地主の了解を得て進めたのかどうか、それから、トンネルを掘った土砂が地盤に密

着しているかどうか、一番地下が流れていますから、そこのところを二つ。そして NHKとの

その後の話し合いが如何になっているのか、以上、お尋ねしたいと思います。 

 

＜熊谷復興管理監＞ 

 沢のところの問題ということで、まず、スクリーン等についてはきめ細やかに設置してほ

しいということで、ご覧のとおり右の上のほうとか、緑ですとか、赤い棒線を引っ張ったよ

うなものが全て土砂を留めたり、というような対策工になります。あのとおり全て整備する

ということはまだ決定しておりませんけれども、１カ所だけじゃなくて複数のもので守っ

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

 また、先ほどご指摘があった鳥谷坂トンネルを掘った時の土を盛ったんだというような

お話は再三、いただいておりまして、それにつきまして、県のほうでも了解はしているとい

うようなことで説明もありました。砂防の建設に当たっては、そういうところも考えてから

対応しますという返事はいただいておりましたので、我々のほうとしてもそういったとこ

ろも含んだ上での検討をお願いするよう、改めて県のほうにも要請してまいります。 

 

＜菊池下水道課長＞ 

 先ほど言った処理場、汐立雨水ポンプ場の件だと思いますけども、NHKとの協議というこ

とに関しましては、まだ行っておりませんので、ちょっとこちらのほうもいろいろと内容を

確認しながら進めていきたいと考えております。 

 

【Ｄさん】 

 こういう機会に、めったにないので参加させていただきました。今日、ぜひともお話しし

たいなと思うことの一つは、10月 15日号の市の広報で「県立釜石病院内科の診療体制を変

更しました」というのが入っていますよね。 

最近、東京から釜石に来られたという話、浜町の重大ニュースに入るんじゃないかと思う

くらい本当にホットニュースなんですけど、今、いろんな計画が出てますけど、問題は釜石

が人口がどんどん減ってしまう、お年寄りの比重のほうがどうしても、私を含めて高い。釜

石に残って子どもをどんどん育てながら、釜石で一緒に生活できる人が、若い世代が増えて

いくということが私たちの最大の希望だと思うんです。この病院の問題というのも、合理化

の問題だとか、3.11 だとか、少子化がどんどん進んでいる中で、じゃあ、年寄りの人たち

は多くなっていったから、しょうがないのか、ということにならないように、私たちもでき

ることはなるべく協力し合えるような関係というのを作っていきたいものだと常々思いま

す。この医療福祉の問題は切羽詰まっているんですね。ひどいときは、１週間に 3人も 4人

も救急車で運ばれるような状態があるんですけど、これを見ますと、なんか、大船渡とか遠

野とか、盛岡のほうに運ばれるような感じになってしまいそうな雰囲気。県立病院の中身が
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ちょっと大変になっている様子を個々に聞いたりしておりますので、そこいら辺をやっぱ

り今後のまちづくり中で大きなウエイトを占めているんじゃないかと思って、そのことを

ぜひお話を聞きたいな、と思って来たんです。総合計画のほうじゃなくて申し訳ないんです

けど、それとの関わりでも私、やっぱり希望を持ちたいと思いましてお聞きしたいと思いま

す。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

 10 月から県立病院の循環器内科のお医者さんが減ってしまうということで、循環器内科

と消化器内科を一緒にして内科制ということで対応していくというようなお話を伺ってお

ります。そのことに伴いまして、10 月から変わったこともありますので、市民の皆さんに

はちょっとご不便をおかけしている点もあるのかと思いますが、救急に関しては、全て大船

渡病院とかに搬送するということではなく、軽症の方とか、中等度の方については、県立釜

石病院のほうで救急も対応するんですけれども、一部、循環器内科の先生が 1人では対応で

きないような重症の方については、大船渡病院等に搬送する場合もあるというふうに聞い

ております。全く県立釜石病院のほうで対応できないということではありませんので、その

点はご理解いただければと思います。 

 医療のことについては、今までも医師の確保について、私たちも県のほうに働きかけたり

してまいりましたけれども、その点についてはすごく大事なことだと思いますので、私たち

のほうも県や関係機関と共に地域医療を守っていけるように努力してまいりたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【Ｅさん】 

 医療に関しまして提案が一つ、要望が一つ。質問はございませんから、どうぞご安心くだ

さい。 

 実は、私の家内が今、県立病院にずっと定期的に通っております。大動脈解離という心臓

にいっている大動脈が突然切れるという、そういう病気になりまして、急患で県立病院にか

かりました。救急車を運転する方が非常に気を使って県立病院に行ったんですけれども、手

当てができないということで、岩手医大に。岩手医大のほうでヘリを用意するというふうに

言ったんですが、夜間であったがために、岩手医大の説明を聞きますと、釜石に関しては航

空路が設定されていないので、ヘリが飛ぶことができないというふうに説明を受けました。

航空路がきちんと設定されているならば、夜間でも飛ぶことができるんだけれども、釜石の

場合は無いので、有視界飛行になる。ですから夜間は飛べない。難しいということがあって、

消防署のほうにお願いして救急車で岩手医大のほうまで運んだんですけれども、当時の付

き添ってくれたお医者さんの意見であるならば、「こういう病気で 2時間もの間、車に乗せ

るというのは、正直、賭けだよ。この場で死んでもおかしくはありません」というふうには

っきり言われました。それを覚悟で運んで、今現在、元気でおりますけれども、大変、救急
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車の方々には、運転の方々には気を遣っていただいて感謝しかありませんが、航空路か設定

されているならばヘリで飛ぶことができるというのが岩手医大の見解でございました。な

ぜ、釜石にはないのかということをご質問するよりも、航空路の設定を県のほうに市からお

願いしてくださいという要望が一つでございます。 

 それと同時に、今、女性の方が病院のことを言いました。このままでは誰が見ても県立病

院、縮小でしょう。これより大きくなることはありえないでしょう。しかし、目を転じて見

るならば、地方の中核病院になっているはずの大船渡病院、宮古病院ですら全部の科がきち

んと稼働しているわけではない。医師の不足があって、1週間に 1回とか、そういう状況に

なっている。それが中核病院の在り方なんでしょうか。あと数年で釜石の県立病院は建て替

えになるんだそうですね。この際、市で一生懸命運動していただいて、中核病院は大船渡と

宮古ではなくで、両方を釜石に集約し、両病院をサテライト形式にして釜石に中核病院をと

いう運動をなさったらいかがかな、というふうにご提案させていただきます。総合計画の中

にも、若い人たちのとか、子どもたちのというふうにいっぱい書いてあります。しかし、そ

れに対する医療は整っているかといったら、小児科もない、産婦人科も常駐していない、婦

人科がない、これで総合計画が成り立つのかな。成り立たないと思います。成り立たない計

画を最初から考えるほどばかばかしいものはありません。成り立つようにするというふう

に市民全員で考えるならば、大船渡と宮古に中核病院で、医師不足のまま行うのではなくて、

釜石に集約して医師と科が全部揃うくらいの中核病院にしなかったらば、釜石どころか三

陸沿岸の医療は守れないというふうに私は考えております。ですから、県の考えることなん

ですけれども、市として一所懸命、声高に申し上げないと、県は取り上げることはないでし

ょう。市と県に対する提案として、何卒お取り上げいただいて、県のほうに強く言っていた

だければありがたいと思います。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 貴重なご提言、ありがとうございます。 

 

【Ｆさん】 

 ダムだのなんだのって、上のほうのことはしているけど、低い下のほう。要するに、バス

通り。そしてそこいらでかさ上げしますので、かさ上げもしないで現状の感じになってくる

と、水が溜まるのは下だから。そこいらのところをもう少し、流れがどうなっているのかと

か、商工会の所は上げることになっているでしょ。そして、今度はタカサゴさんの所でここ

から水が溜まりますと書いている。地盤の高さというのか、そこいらがなんか、ちゃんとさ

れていない感じがしますので、検証と対応をしてもらいたいな、と思います。 

 

＜本間都市整備推進室長＞ 

 低い部分の水路と排水の関係でございます。確かに当初より計画が変わって盛らなくな
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ったというところでございまして、ただ、排水の計画につきましては、基本勾配が無くなっ

ても、水路の中で勾配を取る方法もございますので、改めて水路の勾配等を確認しながら、

もし、土砂が溜まっているのであれば、土砂の撤去等も。一応、県のほうにも、台風 19号

の後に土砂が溜まっているのを現地確認して、撤去していただくように申し入れはしてご

ざいますし、あと、県道から外れた市道につきましては、改めて市のほうで確認して、もし、

溜まっているのであれば、市のほうで撤去したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 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」というところで、何かご意

見等ございましたら、よろしいでしょうか。 

 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、ご質問があれば。 

 

【Ａさん】 

 新庁舎建設について、ちょうど 3 度目の正直になるわけですが、最初は鈴子、そして只

越、そして天神町とこういう流れで来ておるわけですが、市民の間ではなぜそうなったのか

という疑問が大変多いんです。その答えには、なかなか私も答えられないので、新庁舎の建

設の責任者である総務部長さんが来ているのであれば、お願いしたいと思うんですが。それ

で例えば鈴子の場合、新庁舎を建設するということで 16億のお金を積み立て、あと 2年で

建設するところまでいったんですが、どういうわけか中止した。そういうことで、鈴子町内

の方々は、大変、当時協力していただいたんですが、今になってみれば民間の施設も、公共

の施設も、だんだん衰退していっている状況であります。そういったような状況を見ると何

かそれに代わるものはできないかということもありますので、その流れの中で、なぜ、どう

いう理由で次に移っていったのか、よろしくお願いします。 

 

＜藤井新市庁舎建設室長＞ 

 先ほどお話のとおり建設場所については、そのとおり二転三転してまいりました。最初、

新しい庁舎というところで鈴子の、今、消防庁舎が建っている辺りでございました。あそこ

ら辺を新都市開発という形で整備を始めたということでございまして、実際に建てようと

基金の積み立てをしていたところでございます。その間に実は先ほど来、出ている病院の関

係で統廃合といいますか、なかなか経営が立ち行かなくなったというふうな状況がござい

まして、どうしてもそちらのほうを先に対応していかなければならないという中で、やむを

得ず、庁舎のほうに積み立てておりましたお金をそちらのほうに回しまして、病院の統合と

いうところで庁舎の建設は先延ばしになったというようなところでございます。 

 そこから今度は地域の活性化というところが、釜石だけではなくて地方都市、こういった

ところを経済的にも疲弊してきているという中で、中心市街地の活性化をなんとか図らな
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ければならないだろうというところが議論になってまいりました。ご多分に漏れずこの東

部地区につきましてもかなり商店街が寂しい状態になってきた中で、やはり活性化を取り

戻さなきゃないだろうというふうな話が出たところでございます。その際に、話し合われた

経過がございましたが、実際には鈴子町にはマイヤさんとか、岩手銀行さんとか、一定程度

安定した企業さんが貼りついているという中で、東部のほうはなかなかそういうのも難し

いということで、拠点的施設である庁舎をこちらのほうにという話になったところでござ

います。 

 それが 22 年 9 月でございまして、その後 23 年 3 月に、まさにその件を皆様にご説明し

ようとしている時に、東日本大震災が発災したというところでございます。そうした中では、

さらに被災地であります東部地区の再生、復興ということで、やはり庁舎が核となって進め

なければならないのではないかというところ。これが庁舎建設検討懇話会あるいは庁舎建

設検討委員会、それぞれの中で話し合われてまいりまして、やはり東部地区に庁舎。さらに

は現在の天神町のほうに庁舎。それとあわせまして鈴子のほうには消防庁舎というような

ことで変遷していったというところでございます。のちほど詳しいところを説明させてい

ただければと思います。 

 

【Ｃさん】 

 実は、釜石市の庁舎は 2度火災発生しておりますね。それは天神町にある庁舎です。つい

1年くらい前の時には近隣で山火事が発生したという形で消防、警察、さまざまな方が出動

しましたが、実際は山火事でなくて済んで良かったんですが、そのとき、国道 45号線は完

全に止まりました。釜石から行く人は、釜石の愛の鐘とか、消防のサイレンで分かっている

から止まることはできましたが、鵜住居のほうからトンネルを通って来る車は事実を知ら

ないままトンネルの中で大渋滞が発生してしまいました。ですから、私はこういう会の時に

本当は何度もお願いしているはずなんですが、1 本の道路でものを考えようという形より、

何とかもう 1 本道路というものを考えることによって、必ず何かの災害が出たときにはそ

の迂回路というものが必要になると思います。 

市長さんの公用車をはじめ、来客の方々がたくさん来ている、その他に新庁舎には地域住

民の車、それから復興アパートができたのでその住民の車、幼稚園ができたので、幼稚園の

園児は 100人くらいおります。みんな車で親が送迎しております。そこに市の関係の車がこ

この庁舎の辺りに入ったと仮定して、何か交通事故、国道 45号、大災害。大きな津波がま

た考えられているということですが、当然ここにみんな避難してくるわけです。私、庁舎に

は反対しません。賛成して、早期に完成を望んでおります。しかし、そのために 1本道路じ

ゃなく、迂回路というものを先にとって、これは検討委員会のほうでも周辺の環境整備をし

たならばという条件が付いているんです。環境整備を進めていると言うかもしれませんけ

れども、目に見えておりません。環境整備が無いままに庁舎のほうは、もう図面化されてき

ております。こうなると足の無い、画餅のものがここに写されている。当然、何かの災害を
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想定したならば、どちらかの道路が通れるように、先ほどどなたかが大きな病院のお話をさ

れましたが、それと同じです。庁舎というものは釜石市民全員の物です。3万人の命がこれ

にかかるわけですから。そういう形で考えた場合に、1本の道路で、そこにバスも入る。建

設は早期に進めて大賛成ですが、必ず迂回路を検討して、どちらかに進めていただきたいと、

ここのところ、よろしく関係者の方、ご回答をお願いします。 

 

＜藤井新市庁舎建設推進室長＞ 

 やはり、代替路線となるものがほしいということは、我々自体も同じ考えでございます。

ただ一方で、それが容易に確保できないというのも現在の状況でございまして、我々といた

しましても引き続きその確保については頑張って、やっていきたいというふうに思ってい

るところでございますので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 それでは本日の 4つ目の項目でございました。「第六次釜石市総合計画について」という

ところで、ご意見等ございましたら、どうぞ。 

 

【Ａさん】 

 ちょうど震災復興から 9年が過ぎまして、釜石管内だけでも 22億円という税金が投入さ

れております。もちろん、国、県、市含めてですが、そういった中で、やはりこれまで例え

ば天神復興住宅とか、あるいは市民会館とか、あるいは市民体育館とかそういった大きい公

共事業がある程度入札が不調に終わる中で、一括買い取り方式ということで、設計から工事、

完成買取まで一括して業者に委託する。そういう形で震災当時の技術屋不足、そういう面で

もやむを得ないかな、と思ってきたんですが、今回第六次の計画の中でぜひ考えてほしいの

は、例えばかつては 9 万 2 千人いた人口が今は 3 万人ちょっとですね。それから収入も大

分落ちてきている。そういう中でこれから行政を進めていくためには、一つの法律に基づい

てやる事業があるわけです。例えば、都市計画事業とか、あるいは都市景観事業、あるいは

区画整理、一団地事業、そういうのが今回の復興の中では数進められてきたわけですが、や

はりかなりのお金をかけて整備した住宅地。ぜひ戻って来てほしいと、皆さんが親子連れで

来ればなおいいという感じのイメージの言葉が常に出されております。したがって、そうい

ったことを踏まえて実際、そういう都市公園的なものをどんどんつくらないと、住宅だけ、

住宅が密集してもやはり本当の環境整備には当たらないと思います。そういう意味からい

って、国においても都市計画法とか、都市公園法とか、区画整理法とか、そういうものが出

てきたと思います。そういう中で千年に 1回の大震災が起きて、法律が変わったのかという

ことを私も調べてみましたが、一向に変わっていません。変わっているのは、中番庫。製鉄

所の一部に商業施設を可能にするということだけが一部緩和されただけで、あとの法律は

変わっていないわけです。したがって、そういった面も含めて、公務員の先輩である副市長
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さんに、ぜひその辺の今後の指導についてご助言をいただければ助かります。 

 

＜本間都市整備推進室長＞ 

 都市計画法、区画整理法の話が出ましたけれども、公園の整備につきましては、土地区画

整理事業の中で法律に基づいて区画整理の面積の 3％ということで整備のほうを今進めて

いるというところでございます。ただ、東部地区につきましては、東部全体での公園の整備

というところで、今回、浜町、東前のほうに整備しました住宅地の中には、公園の整備はな

ってございませんけれども、尾崎公園ですとか薬師公園、全て含めた東部地区の面積で公園

のほうの計画がなっているというところでご理解願えればと思います。 

 

＜窪田副市長＞ 

 いろいろと整備しなければならない課題等々あると思いますけれども、私自身だけでは

なくて、地域の皆様のお声をいただきながら、役所だけではなくてさまざまの方のお知恵と

かお声とか、いただきながら進めていければと思っておりますし、何か私が上から助言をす

るとかいうものではございませんので、ぜひそこのところ、ご一緒にやっていければと思っ

ております。 

 

【Ｃさん】 

 再三、大変申し訳ございません。皆様のご苦労には感謝しております。総務企画部長に回

答をお願いしたいと思います。市の広報で、町方地区、この東部地区の空き地というのはい

けない言葉ですが、未だ家の建っていない所を、売却の広告が再三出ます。これは皆さんも、

広報だから見ていると思います。今、東前、浜町地区では約 70区画くらいがその印に表示

されております。それでどのくらいの人がその空地を買い求めてそこに戻りたいとか、そこ

に家を建てたいという希望があるのか。なければそのまま空き地になって、東部地区が大変

な状態になっていくだろうと予想されます。そして、市のほうの話、広報の中でも、次は只

越地区を売却に出すということが載っております。只越地区はこの写真に写っていますが、

高架橋の右左が只越地区ですが、ここだって 70、80は空いております。役所のほうでどう

いう感覚で判断しているのか。「ただ空いているから売るんだ」「欲しかったら買ってくださ

い」。誰も買い手がないからいつまでも空きにしておくのか。それでは東部地区の発展、復

興、それがすなわち釜石市の中心街。ここは釜石の千代田区だと私は感じております。そこ

のまちの中心というのは千代田区だと思います。盛岡でいえば内丸です。釜石でいえば、市

の庁舎がある只越地区。この辺が中心なのに空地ですが、この穴埋めをどう考えているのか。

果たして広報に出したから、で済む問題じゃないと思います。どれだけの理由があるのか。

そういう今後の釜石の発展。そこから民間が建ち、ご商売の方が入り、まちがにぎやかにな

れば市役所のほうにも租税という収入が出てくるわけです。市役所といえども事業です。収

入のない事業はやれないはずですから、収入を上げるためには地域住民に安心して住める
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場所を提供する。そしてそこで働いていただく。そして誰かさっき発言しましたが、そこに

よって結婚する人が出たり、子育ての人が出たりという、釜石の人口増にもなっている第一

条件の場所がこの東部地区だと思います。ですから、空き地対策をどう考えているのか、そ

してどのくらいの人が戻るか、どのくらいの数が土地を求めて入って来るのか。被災者でな

い人も結構ですというような文章が広報にたまたま載ります。ここが大きな課題です。 

 そこで、もう一つだけ言います。これは副市長さんから回答をお願いします。東北、北海

道の知事会というものがつい先日開催されました。そこで新聞の見出しに、復興が最優先、

そして北海道、東北は国にこれを要望するということが載っております。岩手県の知事もこ

れに付随してさまざま談話が載っておりますが、副市長さんとして、当然国から来ているわ

けですから、国家的考えの中からご回答をお伺いしたい。以上です。 

 

＜本間都市整備推進室長＞ 

 まず、はじめに私のほうから、空き区画のご説明をいたします。国道 45号から東側、東

前までの間ですけども、今回の津波拠点整備事業で、数字についてはちょっと今回資料を持

ってきていませんので約なんですけども、約 80区画ほど整備を行ってございまして、その

うち、約 70 区画ほど空きがあったと。ということで、8 月から 9 月にかけまして公募をか

けたところでございます。公募の条件といたしましては、被災者以外の一般の方もというこ

とで幅広に募集をかけたところでございます。その中で、約 7人の方から申し込みがあった

というところでございます。それにつきましても、まだ空きのほうがあるというところで、

今後はさらに公募条件を緩和して、例えば、不動産会社のほうにも買い取りのほうを広げて、

できれば市有地のほうをいくらかでも減らして、皆さんにご利用をいただければというと

ころで考えておりまして、できれば第 2弾を 1月ころに公募をかけたいと考えております。 

 

＜窪田副市長＞ 

 国から来ているということで、私にお話しということですけれども、国の役人として私が

いろいろ経験してきた中では、震災からの復興、あるいはまちづくりと全て共通しているん

ですけれども、基本的に国が何をやって、地方が何をやるかという役割分担と、あとは一番

大事なのは地域の人の言葉だったりとか、都道府県、市町村の意見をちゃんと聞いていきな

がら、実際の施策を進めることが大事だと思います。なので、私が今、市役所の職員という

立場で仕事をやっている中で、国に対していろいろ考えるところももちろんありますし、県

に対して考えるところももちろんあります。そういったところは、皆様方から今日いろいろ

ご意見をいただいている中でもそうですけれども、しっかりとそれは釜石の声として伝え

ていく一方で、じゃあ、実際国はどういう考えをしてるのか、あるいは県はこういう考えを

しているのかというところですね。私自身の経験からこういうふうに今後動いていくんだ

な、というところを予測しながら、今、職員として私、動いていますけれども、釜石市民皆

様方にも還元して、良いまちづくりができるように頑張っていければと思っているところ
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でございます。 

 

＜Ｃさん＞ 

 副市長さんの場合には、そういう事情の中で国のほうとの関係で、分かります。しかし、

部長さんはずっと釜石のために残られる方ですので、職員を代表して、釜石 3万人口のため

に、そして釜石千代田区、これをどう考えるか。釜石千代田区の再生、そして釜石の発展。

そこに新しい人が入り、市民が復興、復旧に努められると。その結果、釜石の財政がいくら

かでもゆるやかになるのではないかと。こういう形の中で、総務企画部長として、職員の最

高権威者としてご回答をお願いします。 

 

【佐々木総務企画部長】 

 庁舎を東部地区にという部分に関しては、これまでの釜石の発展の歴史を踏まえて東部

地区には引き続き、まちの中心市街地としての拠点性を持たせようという方針の下で、庁舎

を東部地区にしたというのが一つあります。ただ、当然、庁舎を東部地区に建てたから拠点

性が保たれるかというとそうではないと思います。今、おっしゃったとおり、人に住んでい

ただくというのも非常に大事なことだと思います。先ほど、復興のほうからありましたとお

り、宅地が空いているという状態は、そういうことからいうと好ましい状態ではないと思い

ます。ですので、まずは、空き宅地に関しまして、市民の皆様に公募をかけて住んでいただ

く方がいないかどうか、それをいったんやった上で、次は輪を広げるといいますか、例えば

一つの案で言うと市外の方から、移って来て定住してくれませんかといったような、そんな

ふうな政策も取っていく必要があるんじゃないかなと思います。そうしたことによって、庁

舎だけではなくて、宅地としての活用も進めて、この東部地区を中心市街地として引き続き

釜石の中心として置いていくというような、そんなまちづくりが必要となってくると思い

ます。それによって、おっしゃるように、税。固定資産税が上がるとか、市民税を徴収でき

るとか、そんなことになってくると思いますので、大事なことだと思っております。努力し

ます。 

 

 

■まとめ 

【野田市長】 

 今日は本当に皆さんからさまざまなご意見を頂戴いたしました。それぞれ最もなことで

ございまして、頭が下がる思いでございますけども、何点か私のほうの思いも伝えさせてい

ただきたいと思いますが、一つは台風の検証結果ということで、先ほど説明がございました。

今回は岩手県も非常に一生懸命協力するということでございまして、ダムの建設にも、東部

だけではなくて、市内で台風第 19号で被災した各地区にダムの建設について積極的に考え

ていただいているところでございます。本当に感謝しているところでございます。ただ、こ
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れからですから。これから山の所有者の皆さんといろいろとご意見をいただきながら進め

ていくことになると思いますし、先ほど林道の話もありました。スギとかマツとかいろんな

木を植えているわけですから、その搬出に当たってもどうしたらいいかということも、今後

の大きなテーマだと思っております。ケース 1、ケース 2、ケース 3と 3つあるわけですが、

その中のケース 1 については令和 5 年を一つの目標にしながら、何とかこれを実行にして

いきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それと関連して、新しい市役所の建設に向けて一歩一歩前に進んでいきたいと、こう思っ

ているところでございます。まず、場所の問題については、天神町の旧釜石小学校跡地。こ

こまで至るのも 10数年かかってきたわけですが、その度にこうした市政懇談会等で皆さん

に何度か説明をしたり、あるいは皆さんからご意見をいただいたりということで進めてま

いりました。庁舎建設検討委員会というのがございまして、そちらのほうで特に詳しく協議

をしながらこの計画を作って来たということでございます。いずれ我々としては、精一杯皆

さんの意見を聞きながら悔いのない市役所をつくろうということで今、頑張っております

ので、どうぞひとつよろしくお願いしたいと思います。そのためにも道路の問題とか、さま

ざまな課題については、１回にはできません。すぐにはできないかもしれませんが、将来展

望も含めて、この市役所の在り方については今後も検討させていただきたいと思っており

ます。 

 それから、第六次の総合計画ということで、今日も人口減の問題とか、あるいは移住、定

住の問題もございました。そのためにも病院の問題とか、下水の問題とか、公園の問題とか、

とにかく住んで良かった、あるいは子どもたちにも、次の世代にもこの場所で住み続けられ

る釜石市にしていこうという思いは一つだと思います。ぜひそういった形で進めていきた

いと思います。 

 その中でも特に病院の話がございまして、先ほどうちの部長のほうからもお話がありま

したけれども、本当に残念ですが、今、循環器の先生がいなくなったということで県立病院

のほうでは内科という形で統合しているということでございます。我々としては、これは一

時的なものだと。このままずっとこの状態にはしないようにしていかなければならないと

思っておりますので、県のほうには何度かお願いはしていますが、引き続き医療局をはじめ

関係するところにはお願いに参っていきたいと思っております。実は、岩手県の 33市町村

でお金を出して、お医者さんを確保するための奨学金制度というのをつくって、ずっとお医

者さんを育ててきたんです。お医者さんになったら各市町村、病院に配置をしてもらおうと

いうことで進めてまいりまして、3 年くらい前から年間 10 人くらいずつ戻るようになりま

した。これで少しは良くなるかな、と思って安心をしておったんですが、やっぱりなかなか

大変な様でございまして、例えば、県北とか中部のほうは我々よりも大変だったんですね。

今回、そちらのほうにお医者さんが回っていしまって、結局、釜石のようなところが空席が

出るということでございます。お医者さんにはどんどん釜石にも来てもらわなければなり

ませんから、そういった運動を展開していくということでございますが、結局、岩手県内の
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各病院が大変な状況にあると。お医者さんが来てもなかなか定着しなかったり、別なところ

に行ってしまったりというふうなことがあって、今こういった状況にあるということをぜ

ひご理解していただいて、みんなでなんとか県立釜石病院を守っていきたいなと思ってい

ました。 

 あわせて先ほどお話がありました県立釜石病院の建て替えの問題もございます。もちろ

ん建て替えは、明日、明後日すぐにはできませんから、これから何年かかるか分かりません。

その建て替えの要望と併せてその病院の中身について、役割としても要望していかなけれ

ばならない。先ほど、どなたかお話しがありましたけれども、ぜひ、宮古病院とか、大船渡

病院に負けないような立派な病院になってほしいな、と。そうなるように頑張っていかなけ

ればならないということを改めて決意をしたところでございます。いずれ、医療関係は非常

に切迫した状況にございます。そのためには、我々も頑張りますが、市民の皆さんにおかれ

ましては、健康には十分にお気を付けていただいて、今 100歳体操をしていますから。100

歳まで元気に健康で暮らしていけるようにしていただければありがたいと、こう思ってお

ります。 

 今日は本当に長時間にわたりましてありがとうございました。今日いただいたご意見に

ついては改めて市政のほうに反映されるよう全力を尽くさせていただきたいと存じますの

で、どうぞ今後ともよろしくご指導の程お願いを申し上げたいと思います。本日は誠にあり

がとうございます。 


