
日時：平成２５年９月５日（木）11：00～11：45 

場所：市役所第4会議室 

出席者：市長、副市長、企画部長、財政課長、防災対策室長、都市計画課長補佐、商工観光

課 

取材者：ＩＢＣテレビ、テレビ岩手、共同通信、東海新報、朝日新聞、河北新報、岩手日報、

読売新聞 

 

市長挨拶 

 日ごろより私どもの復興にご協力いただき、感謝申し上げます。本日は平成25年度第2回

の定例会見ということで、明日から9月議会が始まりますので、そのあたりを中心にお話を

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

（１）平成２５年第３回定例会について 

 

会期は９月６日金曜日から９月２５日木曜日までです。 

 

一般質問の通告件数は１０人の議員さんから通告をいただいている。9月10日から3日間の

一般質問が行われます。 

報告第 1号は、 防災集団移転促進事業上長部住宅団地整備工事、上長部住宅団地防災集団

移転関連道路工事及び防災集団移転促進事業双六第二住宅団地整備工事の変更請負契約に

関する専決処分の報告についてです。 

 

平成 25 年 2 月に議会の議決を得た、双六第二住宅団地整備工事の契約額を専決処分により

増額変更したので、報告するものです。 

 

報告第２号及び第３号は損害賠償の額を定め、和解することに関する専決処分の報告で、い

ずれも車両事故によるものです。 

 

報告第４号、第５号につきましては、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、平成２４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す。 

 

議案第１号は 教育委員会の委員の任命についてです。 

これは、教育委員会の委員１人の任期が、平成２５年９月３０日をもって満了することか

ら、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 二級河川気仙川水系川原川の指定変更に関する意見についてですが、 



これは、川原川の起点、終点位置の変更について、岩手県知事に異議がない旨の意見を述べ

ようとするものです。 

 

議案第３号は 市道路線の認定についてですが、 

市道３路線（荒沢３号線、長砂５号線、長砂６号線）を、新しく認定するものであります。 

 

議案第４号は 岩手沿岸南部広域環境組合規約の一部変更の協議についてです。 

これは、事務所の位置を改めるため、同組合規約の一部を変更しようとして提案するもので

す。 

 

議案第５号は 松原優良宅地用地不動産売買契約の変更契約締結についてです。 

これは、平成９年に土地開発公社と契約を交わしていた高田松原道の駅用地の取得に係る契

約を変更するため、議会の議決を求めるものであります。  

 

議案第６号は 災害公営住宅譲渡契約の変更契約締結についてです。 

これは、平成２４年９月に議会の議決を得た、下和野地区災害公営住宅の譲渡契約の変更契

約をしようとして提案するものです。 

 

議案第７号は 防災集団移転促進事業久保住宅団地整備工事の請負契約締結についてです。 

 

これは、広田町の久保住宅団地整備工事（Ａ＝７，９２０㎡、造成区画８区画）の請負契約

を締結しようとして提案するものです。 

 

議案第８号は 財産の処分についてです。 

これは、岩手県が実施する高田地区松原地区の防潮堤工事及び川原川河川災害復旧工事用地

にするため、高田松原地内の１０１筆の用地（面積：２０２，０７４．８２㎡）を岩手県に

売却しようとして提案するものです。 

 

第９号議案は 財産の取得についてです。 

これは、工場用地等として活用するため、陸前高田市土地開発公社が保有する滝の里工業団

地用地（面積：４５，４７１．４４㎡）を取得しようとして提案するものです。 

 

議案第１０号は 陸前高田市火災予防条例の一部を改正する条例であります。 

これは、消防法施行令が改正されたことに伴い、所要の改正をしようとして提案するもので

す。 

 

議案第１１号は 陸前高田市子ども・子育て会議条例についてであります。 

これは、子ども・子育て支援法の制定に伴い、陸前高田市子ども・子育て会議を設置するた



めに条例を制定しようとして提案するものです。 

 

議案第１２号は 平成２５年度陸前高田市一般会計補正予算（第３号）であります。 

今回の補正の内容につきましては、東日本大震災の災害関連事業費、７月の大雨による災害

復旧費等を計上しているところであり、歳入歳出予算に、92 億 5781 万 5000 円を追加し、

1330億 2741万 9000円とするものです。 

 災害復旧事業以外の主なものとして、松原地区および滝の里工業団地の用地取得が、２億

９４００万円、津波復興拠点事業高田東地区の造成工事費が、２１億９９００万円、小友地

区のグランド整備工事費が５８００万円などとなっております。 

 

次に議案第１３号から、議案第１８号までは下水道事業特別会計から水道事業会計までの７

特別会計の補正予算であります。説明は割愛させていただきます。 

 

議案第１９号から議案第２４号までは、平成２４年度の一般会計及び特別会計、並びに水道

会計の決算についてでございまして、審査をいただくことになっております。 

 

以上で議案の説明を終わります。 

 

【質疑】 

質問）議案第 9 号の財産の取得についてですが、具体的にどこか企業が入るということが決

まっているのか。 

市長）現在土地開発公社が取得している土地を市が正式に購入するものです。現在すでに企

業が使用している土地であります。 

 

9 月から 10 月の行事予定 

 

日時 行事 会場 概要 

9月 9日(月) 
ヤマト運輸との災害協定調

印式 
4－4会議室 11：00～ 

9月 11日(水) 
コカ・コーラ支援自動販売

機除幕式 
物産協会前 

12：30～ 

みちのくコカ・コーラ

ボトリング主催 

9月 12日（木） 

社会福祉法人典人会地域密着

型介護老人福祉施設「陸前高

田」敬老会 

地域密着型介護老人 

福祉施設「陸前高田」 
10：00～ 

9月 13日（金） 

介護老人保健施設気仙苑等

敬老会 

介護老人保健施設気仙苑

２階多目的ホール 
10：00～ 

医療法人勝久会松原苑敬老会 松原苑２階多目的ホール 11：00～ 



特別養護老人ホームすみた荘

敬老会 

特別養護老人ホームすみ

た荘食堂、談話室 
11：00～ 

社会福祉法人高寿会敬老会 高寿園本館食堂ホール 11：00～ 

9月 14日（土） 

特別養護老人ホーム富美岡荘・養

護（盲）老人ホーム祥風苑合同敬

老会 

養護（盲）老人ホーム祥

風苑集会室 
10：00～ 

9月 14日(土) 

15日（日） 
IBCまつり（一本松の根展示） アピオ（滝沢村） 9：30～ 

9月 15日（日） 

広田地区敬老会 広田小学校体育館 9：00～ 

矢作地区敬老会 気仙中学校体育館 10：00～ 

生出地区敬老会 生出コミセン 10：00～ 

竹駒地区敬老会 竹駒小学校体育館 10：00～ 

長部地区敬老会 気仙小学校体育館 10：00～ 

米崎町敬老会 米崎小学校体育館 10：00～ 

平成 25年度小友町敬老会 小友小学校体育館 10：00～ 

9月 21日(土) 

  22日(日) 
東北復興祭 2013in陸前高田 高田小学校体育館 10：00～ 

9月 29日(日) 戦没者追悼式 高田小学校体育館 10：00～ 

10月 5日(土) 平成 25年度ふれあいまつり 竹駒地区コミセン 10：00～ 

10月 5日(土) ツール・ド・三陸前夜祭 
第一中学校仮設グラ

ウンド 
15：00～ 

10月 6日(日) ツール・ド・三陸本大会 
第一中学校仮設グラ

ウンド 

開会セレモニー 

7：00～ 

10月 13日（日） 
第 57回陸前高田市青年団体

協議会「青年芸能祭」 
高田小学校体育館 13：00～ 

10月 20日（日） 
平成 25年全国太鼓フェステ

ィバル 
第一中学校体育館 10：00～ 

10月 20日（日） 
棋士会・岩手将棋フェステ

ィバル in陸前高田 
横田地区コミセン 10:00～ 

10月 26日(土) 福祉まつり 小友小学校 10：00～ 

10月 27日(日) 
在京陸前高田人会第 28回ふ

るさとのつどい 

東京都：ホテル・ラン

グウット 

12：00～ 

 

 

 

 

 

 



【質疑】 

  なし 

 

災害時における物資輸送及び拠点の運営に関する協定について 

 

１ 災害協定の締結式について 

 ヤマト運輸(株)岩手主管支店と陸前高田市で災害協定を締結します。 

日時 平成２５年９月９日(月)午前１１時～ 

場所 市役所４号棟３階第４会議室 

 

２ 災害協定の内容 

 市からの要請に基づき、次の項目を対応する。 

防災備蓄品の避難所への配送 

支援物資拠点から避難所への配送 

支援物資拠点の運営 

物資の一時保管 

 

３ その他 

ヤマト運輸(株)は岩手県で最初の災害協定締結 

平成２４年度公益財団法人ヤマト福祉財団助成による竹駒保育園落成 

２５９，０００，０００円 

震災後の市の災害協定締結状況 

・社団法人 岩手県高圧ガス保安協会 

・岩手県生活衛生同業組合中央会 

 

【質疑】 

 岩手県では初だという事だが、県外ではどこか事例があるのか 

【防災対策室長】 

 秋田県で事例があります。 

 

つづいて、「奇跡の一本松」支援自動販売機第１号機設置披露会開催について 

 

みちのくコカ･コーラボトリング株式会社（本社 岩手県矢巾町、代表取締役社長 谷村邦久）

のご協力により、東日本大震災の大津波で甚大な被害を受けた陸前高田市の復興シンボルと

して、本年７月に復元された「奇跡の一本松」の維持管理を支援する取り組みとして、自動

販売機の売上金の一部を寄附する支援自販機を企画していただきました。 

 

このたび、支援自販機第１号機を「陸前高田市観光物産協会」に設置する運びとなり、設置



披露会を下記のとおり執り行うことをお知らせいたします。 

なお、支援自動販売機のデザインについては、市公認ロゴマークを活用したデザインとなっ

ており、当日お披露目させていただきます。 

日時：2013 年 9 月 11 日（水）12 時 30 分～ 

場所：陸前高田市観光物産協会前 （陸前高田市役所 駐車場内） 

 

【質疑】 

第１号機ということは、今後 2 号機などの予定があるのか。 

【まちづくり戦略室】 

  2 号機は一本松の駐車場に設置するように計画しております。 

 専用デザインは 2 台のみです。ステッカーで対応する自動販売機は今後調整いたします。 

 

ツール・ド・三陸～サイクリングチャレンジ 2013～について 

 

 昨年約５００名の参加を得て開催したツール・ド・三陸を、市立第一中学校仮設グラウン

ドをスタート地点として、１０月５日・６日に開催いたします。今年は、ツール・ド・フラ

ンスを３度制したグレッグ・レモン氏が参戦や、コースの新設などの新たな魅力も加わり、

よりパワーアップした大会となる見込みです。前日祭では、高田高校吹奏楽部の演奏や、当

日も子供自転車教室やダンス教室、大阪の箕面自由学園吹奏楽部のマーチングなどサイクリ

スト以外にも楽しめるイベントを行います。前日当日ともに、気仙管内の物販コーナーも用

意され、様々な産品が販売されますので、多くの方々の参加・来場をお待ちしています。 

 

 参加者 健脚コース７００名、ファミリーコース１００名、計８００名を予定。 

 参加申し込みは、９月２３日まで 

  

 ５日 12：00 物販コーナースタート 

    15：00 前日祭イベント 

        高田高校吹奏楽部演奏 

    17：00 終了 

 ６日 7：00  スタート直前開催イベント 

    7：30  各コーススタート（順次） 

    9：00  ステージイベント及び物販開始 

         ダンス教室 

         箕面自由学園吹奏楽部演奏 

         バンド演奏 

        物販（商工会、広田湾漁協） 

    12：00 グレッグ・レモン氏を交えたトークイベント 

    15：00 イベント終了 



【質疑】 

大阪の箕面自由学園の演奏があるが、どういう経緯でなのか。 

【商工観光課千葉】 

振興局のほうで気仙管内や釜石あたりで演奏会をしたいという意向があったので、このイベ

ントをご紹介させていただいた。 

【市長】 

箕面市については、青年市長会で倉田市長とも親しくさせていただいておりますので、我々

としても歓迎したいと思っております。 

 

その他について副市長よりご報告があります。 

【副市長】 

検証の報告書の件について、報告させていただきます。検証報告につきましては、これまで

3 回の委員会、そして 8 月には市議会の議員の方々、また市民の皆さんからの意見募集を行

ったところでございます。さまざまな意見をこれまでいただいておりまして、たとえば、避

難行動についてより詳細な検証が必要ではないか。あるいは、避難所設定の経緯。あるいは、

震災直後の直近の対応についてより詳しく記述するべきではないかとのご意見をいただい

た。そうしたものを踏まえまして、私どもの中でも協議を行いまして、今後、避難行動につ

いての追加調査、これは、検証委員会の中に牛山先生という静岡大学の防災センターの所長

にも入っていただいているわけですが、静岡大学の協力を得て追加的な調査を行う予定とし

ております。避難時設定についてですが、これについても市民体育館等についてはかなり古

い時期から使用されていたということもありまして、どこまで辿れるか、記録が残っている

かわかりませんが、もう尐し追加調査をさせていただきたいと思っております。そういった

ことを行いますので、年度末までにそういった作業を行い、報告書をまとめたいと思ってお

ります。年明けになろうかとは思いますが、再度意見募集を行おうと思っております。正式

には次回の検証委員会。これは議会後になるかとは思いますが、その場で報告させていただ

きたいと思っております。以上です。 

【質疑】 

8 月の意見募集の時には何件ぐらいの意見が届いたのか 

【副市長】 

議会からの意見も含めて 24 件です。 

【質疑】その中で先ほどのような意見が出たということですか 

【副市長】避難所のことが多かったです。あと、女性会の方々が震災直後の炊き出しとかい

ろいろな支援を行っていただいたんですが、その情報もいただいた。 

【質疑】 

追加調査の内容と規模は 

【副市長】 

基本的には仮設住宅にお住まいの方を対称に行う予定ですが、それが、全体なのかどうかは

これから検討です。これまでの調査はヒアリングが多かったので、エピソードなどの情報は



入りやすかったのですが、避難行動の何割がこんな行動をとったのかなどの、定量的な情報

が集まりにくかったのでそこらあたりを補完する内容になると思う。 

【質疑】 

当日どんな行動をされたかなどの内容ですか 

【副市長】 

基本は避難行動についてと考えています。 

【質疑】 

全体として年度末まで調査してどういった報告書になるのか。 

【副市長】 

やはり、これだけの大きな被害が出たわけですから、今後そうならないために何ができるの

かなどを考え、詳細にまとめた報告書を作成していきたい。 

【質疑】 

追加調査ということでこれまでの足りなかったものをするのか、ひとつのテーマ設定を教え

てください。 

【副市長】 

主に避難行動についてある程度のサンプルを得たいと考えている。また、それとは別に避難

所設定の経緯なども調べたい。 

【質疑】 

再度の意見募集は年明けですか 

【副市長】 

おそらく年明けになると思うが、日程はまだ。 

 

そのほかご意見は 

【岩手日報】 

ＪＲ大船渡線の復旧について、ＪＲから移設のルートが出されましたが、それについてご意

見を。 

 

【市長】 

具体的に出していただいたことは、これまでよりも議論が行われていたんだと思いますが、

ただ、この路線がどこまでつめて示されたのかわからないが、基本的にはあまりルートを大

きく変えるとなると、費用もかかるので、意見として受け止めさせていただきたいが、感想

についてはちょっと難しい。 

 

【岩手日報】 

ＪＲとしては自治体の意見を聞いてといっているが 

【市長】 

現行のままとは行かないが、一方的に示されるのではなく、我々の意見も踏まえていただか

ないと、認識がずれていくのではないかと思う。 



【共同通信】 

ＢＲＴを導入するかどうかについて、市では沿線の方とかに意見を聞いたりとかがあったと

思うんですが、今回の件で意見をうかがう場所を設ける予定はあるのでしょうか。 

【市長】 

今回のご提案が、どこまで具体的なものかわからない。正式な具体案であるということで提

案があれば当然問いかける必要があるが、今の時点ではそこまで精度が高いものとは認識し

ておりません。 

 

【東海新報】 

今、古川沼で捜索が行われているが、それについて市長のご意見を。 

【市長】 

古川沼の潜水捜索についてはとりあえず終わったと伺いました。非常に思いを持っていただ

いておりますし、松原近辺で工事をされている企業さんも非常に協力的で、非常に連携が取

れているということで、感謝の言葉もいただきました。また、これから海のほうに捜索を行

っていくということで、水産課や漁協の皆さんとも協議をしていただいております。216 名

の市民の皆様が行方不明ということですので、このような活動を行っていただくことは大変

ありがたい。感謝したい。 

あわせて、パクトさんが一般のボランティアさんとで捜索も行っていただいている。職員も

有志を募りボランティアで捜査を行う予定である。 

【岩手日報】 

先日区画整理の説明会が行われましたが、具体的な高台のスケジュールが示されたわけです

が、やはりまだまだ時間がかかるという住民の意見もあったと思いますが、具体的に区画整

理を進めていく上で、どこを考えればスピードアップが図られるのか。 

【市長】 

昨日も復興庁の新しい統括官ともお話をさせていただきましたが、かさ上げされることはわ

かっていることだし、反対者もいないのに、何で始まらないの？という意見をいただいた。

まさに、これは法律上の問題で事務手続きが必要であるという説明をさせていただいたが、

皆さんは一日でも早い復興を願っているわけですので、法律を変えることができるかどうか

はわかりませんが、事務的手続きが支障になっているということは強く訴えていかなければ

ならないと思う。また、あわせて地域のかたがたにもさまざまなご理解をいただかなければ

ならないといけませんので、民間の方々と協力してやっていただきたいという話をさせてい

ただきました。 

【朝日新聞】 

先日宮古市のほうで学校の校庭に立っている仮設で、空きが出てきているので、段階的に縮

小するとの発表がありましたが、陸前高田市の現状ではまだそこまでには行かないと思われ

ますが、将来的な課題として仮設住宅の集約というのはお考えでしょうか 

【市長】 

どこかの時点ではやっていかなければならないと思う。特に学校の校庭については 1 日でも



早い復旧が望まれている。ただ、集約といっても、いろんな仮設の方をまとめさせて頂くと

いうことはなかなか容易ではないと思う。しかし、本格的な議論はそろそろ必要ではないか

と考えている。 

【読売新聞】 

9 月 10 日気仙未来大学の案内をいただいているんですが、来賓の中には市長の名前もある

んですが、市のスタンスを教えてください。 

【市長】 

民間の方々が立ち上げられた会ですので、我々も情報が多くは入っていない。ただ、取り組

み事態は非常によいことですので、行政として協力できることがあればサポートさせていた

だきたいと考えている。 

 


