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市長挨拶

本日はお集まりいただきありがとうございます。

一言みなさまにご挨拶申し上げます。

日頃から、陸前高田市の情報発信などのご協力をいただきまして心より感謝申

し上げます。

さて、当市の今夏の状況ですが、気候や新型コロナウイルス感染症第７波など

の影響などからか、海水浴客数は見込みよりかなり少ないという印象でした。時

代の移り変わりでしょうか、昔は暑いと「海水浴行こう」となりましたが、今は

そういう時代ではないのかなとも感じています。

一方では、行動制限がなかったこともあり、ある程度我々の期待したとおりの

数字、予想した流入人口かなと認識しております。

気候はすっかり秋めいてまいりました。

陸前高田市におきましては、今月末、いよいよ、きょうされんの全国大会、ま

た、三陸花火大会等、大きなイベントが続けて開催されます。このコロナ禍が少

しでも収束して多くの方々に陸前高田市に訪れていただけるようにと願っている

ところでございます。

本日は、明日開会の市議会定例会の内容等につきましてみなさま方に話をさせ

ていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。



３ 会見項目

⑴ 令和４年第３回市議会定例会について

担当者）

「令和４年 第３回 市議会定例会」について、総務部長よりご説明いたします。

「会期」につきましては、９月２日から９月２２日までの２１日間で、「一般質問

通告件名」につきましては、１４名から通告を受けております。

「提出案件」でありますが、報告が２件、提出議案が２５件であります。

案件の内容につきましてご説明をいたします。

はじめに報告であります。

報告第１号及び報告第２号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規

定により、令和３年度の健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の

意見を付けて議会に報告するものであります。

次に提出議案であります。

議案第１号は「教育長の任命について」でありますが、教育長の任期満了に伴い

その後任を任命しようとして提案するものであります。

議案第２号は「教育委員会の委員の任命について」でありますが、教育委員会の

委員の１名の任期が令和４年９月３０日をもって満了するので、その後任を任命し

ようとして提案するものであります。

議案第３号は「損害賠償の額を定めることについて」でありますが、民間車両に

損傷を与えた事故について損害賠償の額を定めようとして提案するものであります。

議案第４号は「陸前高田市社会教育施設整備基金条例を廃止する条例」でありま

すが、社会教育施設整備が完了したことに伴い陸前高田市社会教育施設整備基金条

例を廃止しようとするものであります。

議案第５号は「下水道事業等の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整理に関す

る条例」でありますが、下水道事業等の地方公営企業法適用に伴い所要の改正等を

行うものであります。

議案第６号は「陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用

自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する

条例」でありますが、公職選挙法施行令の一部改正に伴い選挙公営限度額を改定し

ようとするものであります。



議案第７号は「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」でありま

すが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う育児休業の取得回数

制限の緩和等に係る所要の改正であります。

議案第８号は「陸前高田市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例の一部を改

正する条例」でありますが、セカンドオピニオン相談料の設定に伴う所要の改正で

あります。

議案第９号は「陸前高田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部を改正する条例」でありますが、消防団員の定数の見直し及び総務省消防庁が

定めた非常勤消防団員の報酬等の基準に基づき、消防団員の処遇改善を図るための

所要の改正であります。

議案第１０号は「令和４年度 陸前高田市 一般会計 補正予算（第３号）」であり

ます。

一般会計 補正予算（第３号）の内容でありますが、新型コロナウイルス感染症対

策に係る関連事業費、令和４年７月豪雨災害に係る災害復旧事業費、令和３年度決

算の確定に伴う財政調整基金積立金及び原油高騰に伴う各公共施設に係る電気料等

の補正を計上しているところであります。

歳入歳出予算の総額にそれぞれ、５４億２，９０５万８千円を追加し、総額をそ

れぞれ、２２６億９，６５８万円とするものであります。

事業の主な内容につきましては、補正予算説明書の２ページ以降に記載しており

ますので参照願います。

議案第１１号から議案第１６号までは「国民健康保険特別会計」から「水道事業

会計」までの補正予算でありますが、説明は割愛させていただきます。

議案第１７号から議案第２４号までは、令和３年度の一般会計及び特別会計並び

に水道事業会計の決算についてでありまして、審査をいただくこととなっておりま

す。

議案第２５号は、令和３年度陸前高田市及び大船渡市営林組合会計歳入歳出決算

について審査をいただくこととなっております。

以上で「令和４年第３回市議会定例会について」の説明を終わります。



【質 疑】

質 問）

補正について、非常に大きい額となっているが主な要因は何か。

財政課長）

財政課長からお答えする。

今回の補正予算について、総額で５４億という大規模な補正額となった。

主な要因としては、令和３年度決算が確定したことに伴い令和３年度の繰越、

実質収支額が大きく出た。４０億を超える額が出ているので、その分を一部財政

調整基金に積み立てるべく補正予算を今般計上しているもの。

質 問）

主なものとしては財産管理事務費か。

財政課長）

財政課長からお答えする。

それも要因の一つ。

合わせて、今般の新型コロナウイルス感染症対策事業費（コロナ対策臨時交付

金の活用事業）として、１，３１１万円を９月補正予算として計上した。

質 問）

議案４の社会教育施設整備基金条例を廃止する条例だが、これは市民博物館を

含む施設の復旧等に充てられた基金か。

条例の廃止ということは、既に基金自体は終了ということか。基金の原資はど

うか。

教育次長）

教育次長からお答えする。

社会教育施設整備基金について、充当した事業は、博物館・図書館・市民文化

会館・総合交流センター。今般、令和３年度に市立博物館が完成したことで、復

旧復興に係る社会教育施設整備が終わり今回廃止とするもの。これで基金も残高

ゼロ。寄附金が主な基金の財源だが、金額については資料を持ち合わせていない

ため改めて教育委員会にて回答する。

質 問）

３点質問。１点目は財調について、今回財調に積み立てる金額と残高を教えて

いただきたい。

２点目は電気料の増について、一般会計で見た場合の電気料の増はどれくらい

か、トータルの額を教示いただきたい。行政庁舎は法人契約的な対応かと推測す

るが、契約の幅でも吸収しきれないような状況になりそれでも電力会社から支払

いを求められているという理解でよろしいか。

３点目は防災課予算について、津波ハザードマップの作成委託費の内容と発行

などのスケジュール感を教えてほしい。



財政課長）

財調の部分と電気料の部分について財政課長よりお答えする。

財調基金は令和３年度決算に伴い、財政調整基金の積立金４２億２，９３９万

２千円を計上するもの。

これまで本市において、復興交付金、震災復興特別交付税等の復興財源という

ものを活用して、まちづくり、復旧復興事業を進めてきたが、令和３年度をもっ

て、ハード事業等に係る整備については概ね完了した。

その復興財源の余剰分である執行残を、今般、財政調整基金に一旦積立し、国

との調整後、国庫返還金が確定した段階で財政調整基金から取り崩して返還しよ

うという趣旨の積立金。そのため、今回の補正の額が非常に大きくなった。

次に、財政調整基金の残高見込みについてお答えする。

令和３年度末で６３億円の基金残高となり、さらに、今回４２億加算されるの

で、非常に大きい金額になる。しかし、先述のとおり、中身については将来国庫

返還する分が大きく占めている。

次に、電気料についてお答えする。

一般会計において、今回の補正総額は６，５２２万４千円を計上している。各

公共施設ごとに事業が異なることから、それぞれに対応した額の補正となるが、

合算すると６，５２２万４千円ほど。

電気料については、現在、全国的に値上げしている。電力会社さんと契約し供

給いただいているが、その燃料調整費つまり「発電に係るコスト」分の調整費が

電力各社とも上昇しており、本市の電気料にも跳ねてきている。

また、本市においては、大手電力会社さんではなく地域の電力会社さんと契約

であり、電気使用時の託送料や配電料を活用する料金が含まれることから、当初

の積算電気料より予算が不足する見込みとなり補正予算を計上した。

政策推進室長）

津波ハザードマップの作成業務委託料について、防災課長不在により政策推進

室長からお答えする。

現在、岩手県が津波防災被害想定を発表する話がある。恐らく９月予定かと思

われるが、市はその後津波ハザードマップの作成に入る。

当然、このハザードマップ作成にあたっては県による住民説明会等と合わせて

市でも説明会等を行いながらと想定している。作成については年度内。

質 問）

電気料について、９月時点の一般会計のみで、６，５２２万４千円。

今後、たとえば燃料高騰の情勢等があるとして、さらに追加補正をかけていく

のか、それとも、今回の補正であと半年くらいは抑えられる見込みなのか等、今

後の見通しを教えていただきたい。

また、ハザードマップに関しては基本的には県の被害想定をふまえての対応と



いう理解でよろしいか。

財政課長）

財政課長よりお答えする。

９月補正で計上した予算額については、あくまで現状から今後半年間を見込ん

で不足額を補正したもの。

そのまま推移すれば予算的には間に合う見込みだが、一部情報によると、燃料

調整費の上限撤廃の話も出てきている。撤廃後の調整費は電気料に付加するので

はと想定。今後、状況を見ながら積算を再度しつつ、予算の不足があれば、基本

的に既決予算内で補正予算によらず対応し、万が一そこからはみ出るような場合

には検討していく。

政策推進室長）

政策推進室長よりお答えする。

津波ハザードマップについて、県から被害が市側に示されていないため、その

確認後ということになる。

副市長）

副市長よりお答えする。

岩手県からは３月に浸水想定が出され、この後、被害想定が県から各市町村に

示され県から公表、という流れになる。それを踏まえ市のも検討していく。

⑵ 陸前高田市立博物館の開館について

担当者）

陸前高田市立博物館の開館について、教育長よりご説明いたします。

被災直後からこれまで、県立博物館等から多岐にわたる被災資料の修復作業を

手伝っていただきました。５６万点ほどのうち４６万点ほどレスキューし、これ

まで３１万点ほど再生しました。

市立博物館は昨年７月をもって完成したが、現在は枯らし期間としての空気環

境検査のため、建物内の有機酸（アンモニア等）を測定しながら２夏を経験した

ところです。この間、順調に測定値は推移し、今年の秋の開館を予定しておりま

す。

被災した資料についてはまだまだ再生事業が続いております。

この安定化処理は、世界でも例を見ないもので大変注目を浴びておりまして、

新しい博物館においては、安定化処理をした展示物と共に、実際に安定化処理の

作業工程をご覧いただくことを企画しております。

今後においては、総合博物館としての機能を果たすだけでなく、重要文化財等

も展示可能の公開承認施設の認定を目指してまいります。

現在は、展示する資料の搬入を終え展示作業に移っています。

１１月３日（火・祝）には開館記念式典を開催予定としております。これまで

大変お世話になった全国の関係機関のみなさまをお招きし、本市における最後の



公共施設の記念式典の実施となります。その後、１１月５日（土）には一般公開

に向けたテープカットを行ったのち、９時から一般公開・開館と考えております。

【質疑】

質 問）

開館日は、１１月５日（土）と捉えてよろしいか。また、３１万点修復済みの

うち実際の展示数はいくつなのか。

開館に向けての今後のスケジュールや、営業時間、休館日などは。

教育次長）

教育次長よりお答えする。

開館日は、一般公開日の１１月５日（土）。

展示数について、館内においては被災資料含めて全体で約７，３００点。

最後に休館日及び開館時間については、開館時間は被災する前の時間帯と同じ

で午前９時から午後５時。

休館日は、１２月２９日から１月３日までの年末年始と毎週月曜日。

震災前は祝日も休館だったが、祝日は多くの来館者が見込まれると考え開館す

る。

質 問）

教育長がおっしゃった展示数をもう一度確認したい。

教育長）

教育長よりお答えする。

本市にあった文化財資料は５６万点。

内訳としては、市立博物館、海と貝とミュージアム、図書館の埋蔵文化財関係

の保存資料。

このうちレスキューされたのが４６万点で、これまで十数年かけて修復作業を

して終わったのが３１万点ほど。

質 問）

４６万点のうち１５万点が修復できていないものがあって、今後、それを安定

化処理を館内で行い、展示するということか。

教育長）

教育長よりお答えする。

おっしゃるとおり。加えて、館内での修復行程の一部を見ていただく計画。

質 問）

入館料について、無料というお話があったが、震災前は有料だったかと思うが

収入をどう補うのか。

教育次長）

教育次長よりお答えする。



入館料について、震災前は、一般が１００円、小中学生、子人が５０円の入館

料をいただいていた。今回はそれを無料とした。

市としては、多くの人に来ていただきたいという考え。親子連れであったり、

外から来る方々にも、博物館に来ていただくだけではなく周りの効果、立地は中

心市街地という部分もあり、そちらへの波及効果等も期待し、なるべく多くの方

に来ていただきたい。そして、震災のことも含めて学んでいただきたいいうこと。

また、県の伝承館ではあるが、そちらとも連携し、多くの方に来ていただきた

いというのが趣旨。

質 問）

今後、公開承認施設認定を目指すとのことだが、現状では重要文化財を所持し

ていても展示できないということか。

教育次長）

教育次長よりお答えする。

総合博物館と公開承認施設とでは、重要文化財等を展示する手続きを含め違い

がある。県内では、県立博物館と一関の博物館しかない。同様の施設を将来的に

は目指していきたいところ。

質 問）

実際の博物館での展示点数は７，３００点というお話だが、これは被災した資

料以外も含めてということか。３１万点修復済みの中の一部が展示の対象になる

とすれば、ローテンションで入れ替えるということか。

教育次長）

教育次長よりお答えする。

展示は、それを固定するというものではなく順次入れ替えて展示を行っていく

もの。

質 問）

展示方法について、これは被災後レスキューされ修復された等の表記はなされ

るのか。

教育次長）

教育次長よりお答えする。

博物館の展示においてコーナー化しており、その部分で被災した資料がわかる

仕様となっている。

報道の皆様には、開館前の予定として内覧をしていただく機会を設けたいと考

えており、その時期がきたらご案内できたらと考えている。

質 問）

博物館の果たす役割として自然、歴史、文化とあるが、当然、震災も自然に絡

むことですし、歴史上何回も津波も来てますし、文化にも影響を及ぼしていると



思う。

被災地にある被災から立ち上がった施設としてどんな役割を果たしていきたい

のか、改めて教育長の言葉で伺いたい。

教育長）

教育長よりお答えする。

陸前高田市の博物館は東北として初めて公認博物館という長い歴史があった。

当市は、歴史、文化、史跡等、大変豊富な地域であり、これまでも市民のみな

さんに知ってきていただいた。

そのことを受け継ぐということはもちろんだが、世界でも例を見ない安定化処

理という形で復元させた資料等を新たにみなさんに見ていただくことで、震災の

影響・それを通した当市の文化と伝えていく。

多くの方々においでいただくことで、合わせて陸前高田市の博物館を観光の拠

点として設定しく。

このことから、博物館だけにおいでいただくだけではなく、都市と文化財、そ

して歴史文化に関係するものを合わせて見学していただければ大変ありがたい。

陸前高田市のまちの活性化に繋げていきたいと考えている。

質 問）

展示物７，３００点とのことだが、被災前の博物館の展示点数との比較は。

教育次長）

教育次長よりお答えする。

手元に詳細資料はないので大まかにお答えすると、被災前の海と貝のミュージ

アムと博物館をまかなったという形になるため基本的には同じくらいと考えてい

る。今手元に資料がないため、後ほどお答えする。

質 問）

震災前にあった施設等々を担った５６万点を、レスキューされたものを含めて

全てこの博物館に集約するといった理解でよろしいか。

教育次長）

教育次長よりお答えする。

被災資料の関係ということでよろしいか。

全てを新博物館の方には収納できない。現在、旧生出小学校にて安定化処理や、

修復を行っているが、そちらにも収蔵庫があり、ひきつづき保管・保存を行って

いく。

５６万点とは博物館に加えて旧生出小での保管数の総数。

質 問）

地元の子どもたちが非常に楽しめる、地元の人も楽しめる場とお見受けするが

そのあたり、博物館で地元の方々にどう使ってほしいか、市民の人にどう親しん

でほしいか想いを。



教育長）

教育長よりお答えする。

これまでの博物館と言えば、どちらかというと専門的なことをというイメージ

があったかと思う。

実は、博物館法は数年前に改正になった。これからの博物館はもっと広く市民

に親しまれる、いわゆる観光的要素をもった博物館であってほしいと法改正され

た。そのような中、当博物館は開館する。

したがって、法改正の趣旨を十分に活かすような博物館を作りたいと考えてい

た。具体的に申し上げれば、入館者が行って楽しむ博物館、特にこどもたちは、

現在市内で遊ぶ場所やくつろぐ場所が少ないものですから遊ぶ場所の要素も入れ、

子どもたちも楽しめる博物館というのを、一つを開館の趣旨にしたところ。

⑶ 令和４年９月から１１月までの行事予定について

担当者）

令和４年９月から１１月までの行事予定について、政策推進室長からご説明い

たします。

９月１８日（日）１４時４５分から Songs from singapore to tohoku2022 が開

催されます。このコンサートは、シンガポール共和国在住の日本人歌手 Sachiyo

さんによる東北復興支援の音楽イベントで、２０１９年から継続開催されている

ものです。今回、陸前高田市内で開催。開催日は９月１８日（日）で、第３０回

女性のつどいと同時開催で女性のつどいが１３時から、コンサートが１４時４５

分からです。会場はコミュニティセンターのシンガポールホール。主催は陸前高

田市国際交流協会です。

９月２４日（土）から２６日（月）に日本スポーツマスターズ 2022 岩手大会、

軟式野球競技が開催されます。岩手県沿岸６市町に全国から３２チーム、およそ

７００名の選手が集う予定です。市内では高田松原運動公園第一野球場「楽天イ

ーグルス奇跡の一本松球場」を会場として、市外では大船渡市ほか沿岸市町で開

催されるます。主催は公益財団法人日本スポーツ協会ほかです。

９月３０日（金）から１０月１日（土）、きょうされん第４５回全国大会 in 東

北・いわて、これは総合交流センター「夢アリーナたかた」で開催されます。障

がい者施設等の全国組織であります「きょうされん」の全国大会で、この大会は

開催地を変えながら毎年開催されており、障がいがある方や施設スタッフ、ボラ

ンティア等、全国から多くの参加者が訪れる予定です。会場は、総合交流センタ

ーのほか市民文化会館、コミュニティホール等５会場で各種イベントが分けられ



て開催され、参加者は自分の参加したいイベントを選んで参加します。主催はき

ょうされん、共催として陸前高田市、実行委員長は当市の戸羽市長が務めます。

１０月１日（土）から１１月３０日（水）第１１回ツール・ド・三陸 2022 サイ

クルラリー（仮称）が開催されます。これまで開催されてきたイベントを今年度

は一堂に会しての開催ではなく期間型のイベントとし、サイクリングアプリを使

って期間内に各参加者がコース上のスポットに立ち寄るイベントとなっています。

コースとして、夢アリーナたかたを発着点とする気仙管内２市１町を範囲とした

３つのコースを予定し、主催はツール・ド・三陸２０２２実行委員会です。

１０月８日（土）三陸花火競技大会 2022、高田松原運動公園を会場に開催され

ます。東日本太平洋沿岸唯一の花火競技大会であり、昨年１０月に初めて開催さ

れ、今回、第２回の開催です。今回は１５，０００発以上の花火を打ち上げる予

定です。会場は運動公園ですが、１２時から２１時を開ける予定で、花火の打ち

上げは、１８時から１９時３０分を予定しています。観覧席は全席有料２０，０

００席を予定とのことです。

１０月１４日（金）午前１０時から市の戦没者追悼式が行われます。会場はコ

ミュニティホールで、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため規模を縮小して、

ご遺族による献花のみを行う予定です。開催時間は午前１０時から午後３時まで

の献花を予定しています。

１０月２２日（土）から１０月２３日（日）市の産業まつりが中心市街地周辺

で開催されます。産業まつりは、令和２年度、３年度中止のため、３年ぶりの開

催です。両日とも開催時間は午前９時から午後３時、開会式は２２日の午前１０

時からで、農業まつり、林業まつり、水産業まつり、商業まつり、ステージイベ

ント、交流都市等の出店及び特産品の販売が行なわれます。交流都市としては、

名古屋市、武雄市、松阪市等を予定しています。

１０月２９日（土）１０時から川崎フロンターレ「陸前高田ランド秋」が予定

されております。川崎市営等々力陸上競技場で開催で、第１部は試合開始前の午

前１０時から午後１時３０分、第２部は試合終了後から午後５時３０分を予定し

ております。市内の飲食店事業者、生産者等による出店が行われます。

１０月３０日（日）８時３０分から復活の道しるべ 2022 陸前高田復興応援あり

がとうマラソンが開催されます。市内の特設コースとして高田松原運動公園とそ

の周辺にて行われる予定です。今回のありがとうマラソンにつきましては、新た

に２１㎞のコースが設定され、スタート方式は感染防止対策としてウェーブスタ

ート方式を導入します。８時３０分の開会、雨天決行。コースは、先述の２１㎞

コースのほか、１．３㎞、２．６㎞、１０㎞の４つのコースを予定しています。



募集期間は、９月３０日（金）の午後５時まで。特別協賛として、アディダスジ

ャパン株式会社様の協賛をいただいています。

１１月３日（木）、１１月５日（土）については、会見項目でご説明した市立博

物館の開館の行事となります。

以上で、行事予定についての説明を終わります。

４ その他

【質疑】

質 問）

本日から高田松原津波復興祈念公園で電動バスの試験が始まったかと思う。公

園の設置者が県、市、国で、生みの苦しみは大変だったと思うが、副市長にお伺

いするが、どういう想いで今日という日を迎えたのか。

副市長）

副市長よりお答えする。

これまで復興祈念公園が開園されてから、やはり広大な中に震災遺構が点在し

ていて、奇跡の一本松まで行きたいが足が悪くて行けないという方もいらっしゃ

たり、どんな方であっても、公園内を気軽に散策したり、震災遺構を見学された

り、そういった想いがあって、なんとか移動手段を構築したいということから検

討が始まった。

昨年の国の事業にも認定をいただいたので、国、県、市で連携した上で、そう

いった来訪者に気軽に見学できる機会を提供したいということで今日に至った。

ぜひ、多くの方に足を運んでいただき、移動手段をご利用いただいて、移動し

やすい環境にしていきたいと考えている。

質 問）

地元報道機関２社さんによると、来年の市長選挙の出馬の意向を固められたと

報道されている。議会も明日から開会だが意思表明等について教えていただきた

い。

市 長）

地元の新聞社の方は、きっといろんな取材のなかでそのようなご判断をされた

というふうに思うが、私の口から具体的に、出る、出ないはこれまでも申し述べ

たことはない。

また、前回の記者会見で申し上げたが、９月の議会でとお話をさせていただい

て、実際に一般質問の中で伊藤明彦議員さんから事前通告をいただいており、そ

の中で、私の現状及び考えについてお話をさせていただきたい。

以上


