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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 11月 9日（金）18時～19時 35分 

場所 釜石・大槌地域産業育成センター 

参加者数 45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。 

 

【Ａさん】 

 市は、どの箇所が危険なのか把握していると思うが、原因となるところの事前のチェック

はできないものでしょうか。 

 

＜菊池建設部長＞ 

 市と県とあわせて 3 年に 1 度の割合で釜石市内を回っているということでございます。

ただ、事前チェックという部分で、回っていったときにここの部分は危ないな、という部分

については対応しているところですけれども、全てのものを常にというわけにいきません

ので、本当に危ないな、という部分については対応していくという状況で今進んでいるとこ

ろです。 

 

【Ｂさん】 

仕事を離れて散歩する時間がありまして、平田の中をいろいろと回って歩くんですね。気

付くところが結構ありまして、例えば、沢の清掃とかどういう基準で、あるいはどういう計

画でやっているかというのがちょっとと、市民の中からの情報を絶えず吸い取るような形

の窓口だとか、どういう状況になっているかという情報を住民から容易に吸収できるよう

なシステムに。それに対してどのような対応をしたらいいかということを迅速に行えるよ

うな態勢を構築していただきたいな、と思っています。 

 例えば、平田の国道 45号線のところの交差点、ニュータウンと佐須地区のほうに行くと

ころ、あそこは降水量が多いと氾濫した沢なんです。台風の時でもそういう状況がありまし

て、確かに流木だとか何かという原因だというのは分かるんですけども、それは何回も繰り

返されてきたわけですので、それを防ぐために住民からの情報をもっと受け入れるような

形にしてもらえたら、密度の濃い対策が取れるんじゃないかな、と思っております。 
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 それからもう一つ。先ほどの陥没の半島線ですか。浸透水が処理できなくなって陥没した

というような話ですけれども、岩大のほうではそれをシミュレーションとか何かやって、示

したんでしょうか。 

 実は盛土の部分の排水の能力だとか何かというのは、あそこの箇所だけじゃなくて、至る

所盛土で造った道路があると思うんです。たまたまあそこが特殊な状況で浸透水の排水を

処理できないような状況に陥ったというシミュレーションがあれば納得できるかと思うん

ですけども、もし、そうでなかったら釜石の中の道路に関してもチェックする必要があるん

じゃないのかな。 

 

＜菊池建設部長＞ 

 先ほどの住民の皆さまからの窓口ということでございます。まずは一番身近なところは

各応援センターになりますので、そちらのほうにまず伝えていただければ、後は担当にほう

に来ます。応援センターでも結構ですし、市であれば建設課、県のほうは土木部署という部

分を活用していただければな、と思います。 

 2点目の検証結果。箱崎半島線のその部分でございますけれども、それこそ建設する者に

おいては、さまざまな基準というものがございます。雨の降り方、土の固め方という部分で、

検証結果においては当然、土質であったりそんな部分も含めて検証いただいております。当

然、その分のチェック、水の沁み込み方、使っている材料、そんなものまで含めて検査をし

ていただいたという結果でございます。 

 先ほども検証結果のところでお話しさせていただきましたけれども、私たちはいろいろ

な設計とかの基準があってこういう部分で整備をさせていただいているところですけれど

も、今回の部分についてはそれ以上の雨が降ったという結論になってございます。予算的な

こともございますので、基準を超えて設計するわけにはいきませんけれども、国から示され

た基準を満たしていた結果であって、今回の部分については能力を超えた雨が降ったとい

う形になってございます。今後につきましてはこの箇所だけではなくて、他の部分につきま

しても、検証結果に基づいてチェックはしていきたいというふうに思っております。 

 

【Ｃさん】 

 この台風の災害エリアの示された所から外れた部分なんですけれども、旧石塚峠の砕石、

土砂を置いている所の上のほう、県なのか、市なのか。市であればどの課が所管するのかと

いうのを、災害が出た場合の対応を決めていただきたいな、と思います。そうでないと、平

田川本流の上の平らな所に人工河川の暗渠等があって、そこに土砂とか流木とか詰まって

ダム状になったときに、ダムを沢に造ると言っているけれどもそれ以上の被害が出てくる

んじゃないかな、という気がしますけれども、そういう意味で、そこを担当するところをよ

ろしくお願いいたします。 
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＜熊谷復興管理監＞ 

 場所的に板木山の上のほうになりますでしょうか。 

 

【Ｃさん】 

 そうですね。 

 

＜熊谷復興管理監＞ 

 あの辺は、市の管理するところと県の管理するところが入り混じっております。沢ごとに

ちょっと違うということもありますので、改めてその辺のところを県と調整させていただ

いておりましたので、今後とも両方で話をしながら対応してまいりたいと思います。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 それでは 2つめの「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、ご意見等ございましたらどうぞ。 

 

【Ｄさん】 

 平田小学校は震災時も昇降口の手前まで津波が迫り、津波浸水区域に建つ釜石で一番危

ない学校だな、と認識しております。非常時には子どもたちの安全を確保するために非常に

心配している点が 2点ございます。 

 1点目は、津波指定避難場所の君が洞広場という広場があるんですが、ここは校舎裏側に

なります。この君が洞広場は長時間滞在するには適さない場所でして、しかもこども園さん

と一緒にたくさんの人数を収容できる場所でもない。2 次災害の心配もある。となれば、2

次避難を考えなければいけないんですが、ここから避難する避難道がない状況にございま

す。聞くところによると、平田ニュータウンのほうに抜ける貫道が前あったというふうなこ

とを聞いてありますので、ぜひ 2 次避難ができるルートの確保をお願いできればと考えて

おります。2次避難によって、子どもたちの命をつなぐことができるというふうに思います

ので、ご検討をお願いします。 

 2 点目は平田小学校への侵入口が１カ所しかないという点です。昨年の台風 19 号でも校

門前の水路が詰まって、水が溢れたということを聞いております。ここが通行不能になると

土砂災害の際の住民の方の避難もできなくなるし、保護者の方が学校のほうに来て児童を

引き取ることもできない、道路は渋滞して避難もままならない、ということになると思いま

すので、何とかもう１カ所侵入口の確保、または現在の侵入口の拡張をお願いできればな、

と考えております。 

 平田小学校の安全を考える上で今後の必ず課題となってくる事項だと思いますので、ぜ

ひご検討をよろしくお願いしたいと思います。 
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＜佐々木防災危機管理監＞ 

 1 点目について、おっしゃっているとおりだと思います。今後平田地区だけではなくて、

他の地区についても、今回だけではなくて、来年度出てくる最大クラスの津波浸水想定を勘

案しながら 2次避難だったり、横軸の避難路だったりというのを、対策を考えていかなけれ

ばならないというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 現状、まだこれが最大クラスではないと思われますので、それらを勘案しながら次のこと

を考えていきたいと思います。 

 

＜板澤教育部長＞ 

 教育委員会ですが、侵入口を増やすというのはちょっと難しいかと思います。昨年、侵入

口が詰まって通行不能となったというのは、現場を確認したんですが、詰まったところはき

ちんと取り除いて、今はそういった形で、水は浸水しないような形になっているということ

です。定期的にその辺を確認しながら対応した上で、まず、現状をもうちょっと確認しなが

ら対応していきますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜丸岡広聴広報課長＞ 

 それでは 3つめの項目でございました。「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、お受けいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは 4つめの項目の「第六次釜石市総合計画について」というところで何かございま

せんでしょうか。 

 

【Ｅさん】 

 53 ページに県立病院の充実という部分がありますので、そこについて、少し言わせてい

ただきます。市政懇談会が今まで何カ所が行われて、いろいろな問題が検討された中で、各

所で県立病院の問題が取り上げられたと聞いております。それは結局、住民の中に今回の県

立病院の循環器医師の減少が命に直結するとの危機感があったからだろうと思います。9年

半前の 3.11を生き延びた人々が、亡くなった人の分も頑張ってきたそれぞれの時間の経過

の中で、さまざまなストレスを抱え、病気になった方も少なくないだろうと思います。10月

15 日の広報で、循環器内科の医師減少のために、循環器と消化器を統合して内科として対

応していくという紹介がありました。皆さん、ご覧になったでしょうか。 

実際は、外来だけじゃなくて、県立病院の 3 病棟、4 病棟、5 病棟、6 病棟と 4 つの病棟

があるんですけれども、5病棟が閉鎖状態になっています。つまり、県立病院では 272ベッ

ドあったのが、5 階の 76 床と 3 階、4 階、6 階の 6 床ずつが減って全部で 84 床が減ってい

ます。多分、このことは皆さんご存じないかと思います。人口が減ったから仕方がないとい

う見方もありますけれども、果たして本当にそれでよいのかな、というふうに思いました。

私はかつて県立病院で働いた経験がありますので、経験を持つものとしては、この問題を
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「仕方ないよね」と知らんぷりはできないと考えました。広報に同じように心筋梗塞とか心

不全の患者さんについては治療体制の整っている岩手医大、大船渡病院、遠野病院などへ搬

送となっています。看護師の私としては、心不全の病名を見た時に「えっ、心不全も」とい

うふうに思いました。非常に驚きました。この体制には問題がいくつかあると思います。 

一つは、救急体制に負担をかけることだと思います。現在でも橋野とか、箱崎とか、大槌

の金沢なんかは現地から県立病院に行くまでに 30分以上かかっています。これは消防署の

ほうで確認したので、ほぼ正確な平均の時間です。それが例えば大船渡に運ばれるとなると、

さらに 30 分。いくら高速が通っても 30 分かかかるんじゃないかと思います。患者さんの

リスクが増大することと、救急隊員の拘束時間が増えることで、救急車の回転という問題も

出てくるかな、というふうに思いました。 

二つ目は動いている病棟が 3 カ所になっていますから、ベッド稼働率は今までは低かっ

たのがみんな 80％以上に上がっていますけれども、ベッドのやり繰りの移動時間が増えて、

非常に非効率的であるという話を現役の看護師から聞きました。現役の看護師たちは「5病

棟に患者さんを戻せばいいのに」というふうに言っているのも、これも現場の声です。 

3点目は、このまま行ってしまうと、来年の 4月時点で年度が替わる時に、職員の定数が

減らされるという結果が出てきます。釜石の人口減が取り沙汰される中で、これは貴重な人

口を減らしてしまうことにもなってしまいます。 

4点目は、県立病院が 5カ年計画で 2019年から 2024年までで示されている地域の基幹病

院、ニ次救急病院としての役割が十分果たせなくなるんじゃないか、というふうに危惧して

います。 

5点目に、結局、心不全も外に行く、心筋梗塞も外に行くなら、看護師が経験できる経験

値が非常に少なくなってしまいます。勉強できなくなってしまいます。これも非常な人材の

ロスかな、というふうに思います。 

最後に釜石は開業医も決して多くはないと思います。比較的年齢も、皆さん高くなってい

るんじゃないかと思います。後継者がいるのかいないのかも、その存在も不確かです。 

この状況で基幹病院としての県立病院が果たす役割は非常に重要だと考えます。市の方

たちも一生懸命、県のほうにやっているというふうには聞きましたけども、住民が一丸とな

って循環器だけでなくて、例えば泌尿器科も 2人いたのが 1名に、脳外科も 2人いたのが 1

名に、というふうに市民病院の統廃合から見ても、かなりその機能が低下してきていること

は確かです。なんとかここに住んでいる、釜石大槌圏内に住んでいる人たちが他の病院に行

かなくても済むように、ある程度地元で医療が完結するというような体制づくりに力を貸

してほしいな、というふうに思います。以上です。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

今、お話がありました県立病院のことにつきましては、私たちも地域の基幹病院として重

要な役割があると、そこは同じ考えでございます。10月 15日号の広報に、循環器内科と消
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化器内科の患者さんを内科ということで集約して、対応していくということで、救急対応に

ついても治療体制が整っている病院にというような掲載がありましたけれども、全ての患

者さんを大船渡とか、医大のほうに救急で搬送するということではなくて、軽症の方とか中

症の方は釜石病院のほうでも対応できるということです。そこは救急のほうで病院間の先

生方の話し合いをして、どちらに搬送するかということを決定するというふうにお話を聞

いております。重度の場合には、大船渡病院とか医大のほうにも搬送せざるを得ないという

ようなふうにお話を聞いておりますので、そこについてはご理解いただければと思います。 

私たちのほうでも医師をどのように増やしていくかということで、いろいろと対策をし

てきておりますけれども、これからも県への働きかけを行いながら、医師会と連携を取りな

がら、地域医療の充実、維持していけるようにということで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】 

 この問題があって、非常に心配になって、いろんな方にお話を聞きました。市民の中には

「じゃあ、釜石市民は、そういうことになったら死ぬしかないの」というふうにおっしゃる

方もいたし、非常に不安を強く訴えられました。 

 どうしても県立は、新患が予約、あるいは紹介状が基本なので、市民の中には「県立病院

になかなか診てもらえないよね」というような不安を持っている方もいらっしゃいます。確

かに、岩手県には岩手医大しかないので、なかなかそこから広い県に医師を配分するという

のは大変なことはよく分かるんですが、秋田の鹿角の病院で精神科医が岩手医大から来て

いたと。それが切られたときに、住民の人たちが一つの方法として、全国の道の駅に「鹿角

に来てください」とチラシを置いてもらって、今は常勤医を 2人確保できた。それは年数が

かかっているんですけれども、そういう手法もあったということです。岩手医大だけに求め

るのはなかなか難しいので、全国にドクターの枠を広げて来ていただくというか、そういう

方法はできないのかな、というふうに思います。 

 

＜水野保健福祉部長＞ 

 市民の皆さんには、不安があったり、ご不便をおかけしている点もあると思いますけれど

も、私たちのほうも、今までやってきた方法とは別な形で、どういうふうにして確保してい

けるかというところも検討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。 

 

■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誠にありがとうございました。台風の件でご

ざいますけども、各地区回りながら話をさせていただいております。今日も何点かご意見が
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ございましたけれども、やはり震災 10 年の間に大きく物事が変わったのが、3 つほどござ

います。 

 一つは魚なんですけれども、震災後、サケが取れないというので、我々も復興が進んだら

元のとおりに戻るだろうと思って期待をしておったんですが、残念ながらサケも取れない、

サンマも取れない、よくよく専門の話を聞いたら、やっぱり温暖化でですね、海流の流れが

変わっている、あるいは水温が高くなったりということがあって、魚が南下しないんだとい

う話を聞いております。当初は津波のせいにしておったんですが、そうではないということ

が明確になりました。 

もう一つ、雨ですよね。ここ 4、5 年ですよね。大きく変わりました。台風 10 号でした

か。あの時は、大雨特別警報が初めて県内に出されて、なおかつ台風が岩手を直撃するとい

うかつてない歴史的なことがあったわけです。あれ以来、雨が局所的に降るようになりまし

た。今は、気象情報は非常に精度が高くなって、限定した形で情報を提供していただける。

前は、釜石なら釜石全域でしたが、今は釜石の中のこのエリアが非常に今、雨が降っている

とか、こういった情報を出していただけるようになりました。我々としてもそれを見ながら、

地域の皆さんにいろいろと情報を提供できるようになったんですが、雨の量が極端に多い

ものですから、如何せん、どうしようもないという状況になっております。先ほどお話があ

ったとおり災害復旧はします。あるいは県のほうでもダムを造る、いろいろなことをしてく

ださるんですが、それで完全に対応ができるとは誰も多分考えていないだろうと思ってお

ります。ある程度は防げるとは思うんですが、そこにどれだけの雨の量が降るかによって、

全然違ってくるわけでございます。先ほど半島線の陥没のお話がありましたけれども、ああ

いう状況になる。至る所で起きる可能性は十分にあると言っても過言ではないと思います。

ですから、その点、ぜひ地域の皆さんにはご理解をいただきながら、共に、行政も市民の皆

さんも一緒になって、その地域の情報、連絡があれば我々としてもそれに対応するという形

では進めていきたいと思いますが、そこには限度がありますので、ぜひみんなでそのことを

気を付けていただければと思っております。 

ケース 1、ケース 2、ケース 3と 3つの形が示されましたが、市としては、ケース 1につ

いてここ 4、5年の間に事業を進めていきたいと思っております。適宜、地域会議等々で町

内会の皆さんにも一緒になって進捗状況を見守っていただければと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

それから、平田小学校さんの話がありまして、これは以前から指摘されている課題でござ

います。なかなかすぐに対応ができなくて、ご不満をいただいているところかと思いますが、

先ほど管理監が言ったとおり、今回は日本海溝ということで最悪の状況といいながら、釜石

にとってはまだ最悪のところにない。来年、また岩手県のほうで東日本大震災クラスのシミ

ュレーションを出すというふうに言っておりまして、こちらのほうが今回よりももっとシ

ミュレーションのエリアが広がる、あるいは津波の高さが高くなるということが想定され

るところでございます。ですから、今回のシミュレーションの中で、最悪、最大といいなが
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ら、震災のエリアに入っていない地域もありますよね。そこがちょっと危険だなと思ってお

りまして、エリアに入っていない皆さんにこそ、注意をしていただきたい。今回は特に中妻

までシミュレーションがなったいうことで、中妻地区の皆さん、すごく危機意識を持ってい

ただいております。これはいいことだと思うわけですね。逆に安全だというふうなシミュレ

ーションを出されている方々のほうが、危険だと思っております。最悪、最大というのは、

まだまだシミュレーションによって違ってくるんだということを皆さんにお伝えしなけれ

ばならないと思っております。いずれ、平田小学校さんですが、切迫性があるという情報で

すので、我々としてもできるだけ早く対応ができるようにしていきたいと思います。 

それから、県立病院の話がありました。県立病院は先ほど話がありましたとおり、広報に

掲載したわけですけれども、我々としてはこれを一時的なものとして受け止めたいと思っ

ております。これがずっと長引くようだと大変なことだと思いますので、できるだけ早くこ

れを改善してもらえるように県のほうには伝えておりますが、近々医療局のほうにも出向

いて、要望活動を展開していきたいと思っております。県立病院は震災後一生懸命対応して

いただきまして、大変ありがたく思っておりますが、徐々に医師数が減少しているというこ

とは先ほど指摘された通りでございます。その中で、岩手県の各市町村がお金を出して、医

師の奨学金制度というのを作って、お医者さんを育ててきたんです。ここ 3 年くらい前か

ら、その方々が医師になって、岩手のほうに戻って来ていただいています。その方々が各病

院に配置になってきたんですね。ところが、その方々の配置が県北とか、中部のほうが大変

だったものですから、最初にそっちのほうに行ってしまって、釜石のほうになかなか。当時

はまだ、釜石はそれなりに安定していたということもあって、今、こういった状況になって

います。ですから、医師の偏在を戻してもらって、今までどおり対応していただけるような

ことを要望していきたいと思っておりますし、今、県立病院の建て替えの話もあります。こ

こ数年後には、新しい病院に建て替えてもらわなければなりませんので、その要望も一緒に

しているところでございます。 

先ほどお話がありましたとおり、今はなんとか仕方がないなと思っていますが、これがず

っと継続しないように、できるだけある時期になったらまた戻してもらうというところに

力を入れて頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひ市民の皆さんもそういった声を

一緒になって高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。 

ということで、まだまだいろいろとご意見があるかと思いますが、この後、地域会議もご

ざいます。また、第六次の総合計画については、いろんな機会を捉え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、今日、いただきましたご意見については、市政運営に

必ず反映させるように努力をさせていただきたいということで、この市政懇談会はここで

締めくくらせていただきたいと思っております。いろいろなご意見をいただきましたこと、

重ねてではございますが感謝を申し上げで終了とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 


