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令和元年度第２回宮古市都市計画審議会 会議録 

 

１ 開 催 日 時  令和元年１０月２４日（木） 午後１時３０分から午後２時２０分 

２ 場 所 市民交流センター１階会議室１及び２ 

３ 案 件 

議案第１号 

 宮古都市計画公園の変更について（諮問） 

 〔宮古市決定〕 

 

４ 出 席 者  

〔審議会委員〕 

 宇佐美 誠史  （岩手県立大学総合政策学部准教授（会長）） 

 木村 誠    （宮古市議会議員） 

 畠山 茂    （宮古市議会議員） 

 小島 直也   （宮古市議会議員） 

 鳥居 晋    （宮古市議会議員） 

 佐々木 清明  （宮古市議会議員） 

 髙松 昭浩   （国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所長） 

   代理出席：松村 秀男（調査第一課長） 

 下澤 治    （国土交通省東北地方整備局釜石港湾事務所長） 

   代理出席：工藤 裕信（企画調整課長） 

 上澤 和哉   （岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター所長） 

   代理出席：下川 憲（沿岸広域振興局宮古土木センター主査） 

 花坂 康太郎  （宮古商工会議所会頭） 

 飛澤 教男   （宮古市農業委員会会長） 

 櫛桁 彩子   （公募） 

 戸田 麻子   （公募） 

 

〔事務局〕 

 佐藤 廣昭   （宮古市副市長） 

 去石 一良   （都市整備部都市計画課長） 

 平井 純    （都市整備部都市計画課管理計画係長） 

 金澤 利幸   （都市整備部都市計画課管理計画係主査） 

 

５ 欠 席 者   鴨志田 直人  （岩手大学理工学部助教） 

６ 傍 聴 人  なし 

７ 会 議 内 容  【別紙】のとおり。 
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【別紙】 

発言者 内  容 

 

 

事務局（都市計画課

管理計画係長） 

１ 開会 

 

 皆様、本日はご多忙のところ、宮古市都市計画審議会にご参集いただきましてあ

りがとうございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから、令和元年度第２回宮古市都市計画審議会

を開催いたします。 

 本日の会議ですが、現在、審議会委員総数１４名のうち１３名のご出席をいただ

いております。従いまして、宮古市都市計画審議会条例第５条第２項に定める定足

数に達し、会議が成立していることをご報告申し上げます。 

 なお、鴨志田委員につきましては、都合により欠席する旨のご連絡をいただいて

おります。 

 また、本日は、三陸国道事務所の髙松所長の代理として、調査第一課長の松村様

が、釜石港湾事務所の下澤所長の代理として、企画調整課長の工藤様が、宮古土木

センター上澤所長の代理として、主査の下川様が出席されております。 

 

 

 

 

事務局（都市計画課

管理計画係長） 

 

２ 挨拶（宮古市副市長） 

 

 それでは、開会に当たり、宮古市副市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

事務局（宮古市副市

長） 

 

 現在市長は災害対応中でございまして、私が代理でご挨拶させていただきます。 

 まず、今月１３日の台風第１９号による被害でございますけれども、本市にも大

きな爪痕を残したところでございます。亡くなられた方が１名あり、それに加えて、

住宅・事業所等の被害も発生しております。また、土木施設・水産関連施設・水道

施設などにも甚大な被害が発生したということで、市といたしましては、急ピッチ

で復旧作業を進めているところでございます。しかしながら、いまだに道路の寸断、

あるいは断水等が続いている地区もあり、市民の皆様には大変なご不便をおかけし、

お詫びを申し上げる次第でございます。 

 このように大変な時期にもかかわらず、本日は、令和元年度第２回宮古市都市計

画審議会にご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

 東日本大震災から８年半が経過いたしました。本市の復興計画は最終年度を迎え

ています。現在は、震災前よりも活力があり、魅力あふれるまちとして発展するた

め、様々な事業を展開しているところでございます。 

 本日ご審議いただく議案でございますが、震災により被災して災害復旧工事によ

り平成２９年７月に再開した宮古運動公園の区域の変更について、お諮りするもの

でございます。 

 赤前地区は、震災により被災した赤前地先海岸及び津軽石川防潮堤について、減

災効果を目的に、岩手県による整備が行われているところでございます。 

 これらの事業の実施に伴い、隣接する宮古運動公園の区域の見直しをしようとす

るものでございます。 

 本日の審議会におきましては、委員の皆様に忌憚のないご意見をいただきますよ
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発言者 内  容 

うお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 

事務局（都市計画課

管理計画係長） 

 

 続きまして、会長にご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

会長  いつもお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

 今の副市長のお話の中にもありましたけれども、先日の台風第１９号で宮古市も

かなり被災したということで、実は、午前中、テレビ局の方と三陸鉄道の被災現場

をいろいろ見て回りました。うちの大学の駅の近くにある踏切をはじめ、被災箇所

も７０～８０箇所くらいはあると聞きました。これをどうしていったらいいのか考

えながら視察させていただきました。 

 関係者の皆様は、災害関係で忙しくされていると思いまして、いつもこういう方々

のおかげで市民生活が成り立っていると思っております。 

 ちなみに、庁舎の入口のところにボランティアセンターがありましたが、県立大

の社会福祉学部の卒業生ががんばっているはずで、うちの大学も 20年以上経ってや

っと地域で活躍してくれる人たちが出てきてくれていると感じ、すごくうれしく思

います。私も宮古に何かできないかと思い、７月からですが、宮古商業高校の商業

科と流通経済科の１年生の70数人を対象として、毎月１回くらい、テーマはいくつ

かあるのですが、宮古の将来をどうしていこうとか、宮古から人が出ていかないよ

うにするにはどうしたらいいかとか、これを少なくとも３年やって、今１年生の生

徒たちが卒業する頃にどのようになっているか、市長や皆様に成果を届けていきた

いと思っています。 

 本日は、宮古運動公園の話が出てきますが、いつもと同じように活発な議論をし

ていただければいいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（都市計画課

管理計画係長） 

 

 

 ありがとうございました。 

 なお、副市長は別用務のため、ここで退席させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

事務局（都市計画課

管理計画係長） 

 

 

３ 議事 

 

議案第１号 宮古都市計画公園の変更について（諮問） 

      〔宮古市決定〕 

 

 それでは議事に入らせていただきたいと思いますが、これからの進行は、都市計

画審議会条例第４条第２項の規定に基づきまして、会長に議長をお願いいたします。 

 

議長（会長） 

 

 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 当審議会の審議に関しましては、「宮古市審議会等の会議の公開等に関する規程」

に基づきまして、原則として公開することとしています。 

 案件によっては、例外的に非公開とする場合がありますが、本日の案件が公開に

適する案件かどうかについて、事務局から説明をお願いします。 
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発言者 内  容 

 

事務局（都市計画課

管理計画係長） 

 

 今回の案件は、審議会等における公正かつ円滑な議事運営に対して著しい支障を

生ずるおそれが予想される案件ではございませんので、会議を公開すべきものと考

えております。 

 

議長（会長） 

 

 本日の会議は事務局から説明があったとおり、全部公開といたしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

 

 

 （「異議なし。」という声あり。） 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 本日の会議は全部公開することに決定しました。 

 それでは、本日の議案である、議案第１号「宮古都市計画公園の変更について（諮

問）〔宮古市決定〕」の審議に入ります。 

 資料について、事務局より一括して説明をお願いします。 

 

事務局（都市計画課

管理計画係主査） 

 

 （議案第１号について説明。） 

 

議長（会長）  ありがとうございました。 

 ご質問、ご意見はございませんか。 

 どうぞ。 

 

委員（委員）  議案書の５ページです。 

 新旧対照表で、旧の方には、テニスコートや池があるのですが、新の方にはそれ

らがなくなっています。公園区域縮小のためにテニスコートや池がなくなったので

しょうか。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 東日本大震災の後、宮古運動公園を復旧させる際に、テニス協会さんと教育委員

会との間で協議の機会を持ちました。その際、テニス協会さんから、「宮古運動公園

は、気候の面から、テニスをする場所としては適さない。」「海に近いため、風の影

響が強い。」というような話があり、「宮古運動公園のテニスコートを復旧するのな

ら、小山田のテニスコートに手をかけてほしい。」との話があったと聞いています。

このような経過から、テニスコートは宮古運動公園の復旧後はなくなりましたので、

この度の都市計画変更で公園施設から除きました。なお、テニスコートだったとこ

ろは、現在は駐車場となっています。 

 池についてでございますが、津軽石川付近に親水エリアのような形であったもの

ですが、実際には、橋物川という名称の川、水路のような川ですが、その一部とな

っていたものです。池及びその周辺も東日本大震災の津波により壊滅的に被災しま

した。震災後の復旧に当たり、橋物川と津軽石川の接続部付近にはポンプ施設が設

置されることとなっており、池としていたあたりは、池というより水路的な役目が

主となることから、今回の変更で、池は公園施設から除きました。 
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発言者 内  容 

 

議長（会長）  池は、陸上競技場の西側にあったということですね。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 

 そのとおりです。 

 

議長（会長）  テニスコートは、どこにあったのでしょうか。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 

 野球場の東側です。 

 

議長（会長）  ほかはありませんか。 

 どうぞ。 

 

委員（委員）  図５です。 

 左側の防潮堤は今つくっているものだと思います。その中の方にかさ上げをして

防潮堤をつくるために土地が必要となって公園区域が減るということなのかと思っ

ていますが、どうなのでしょうか。 

 新防潮堤の高さが 10.4ｍとなっていますが、現在、湾内はもう 10.4ｍとなってい

ます。中の方にさらに防潮堤ができるとなると結構高くなるな、と思うのですが、

どうなのでしょうか。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 図５は、色分けをしています。青色の線が古い防潮堤で、赤色の線が新しい防潮

堤となります。赤色の線の部分の青色が２段になっている部分の２段目、上の方は

撤去され、赤色につくり替えられます。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

委員（委員）  わかりました。 

 防潮堤などができた場合に、内水面の対策が重要だと思っています。ポンプの話

が先ほどありましたが、どうなのかと思います。あそこはあのあたりで一番低いと

ころなので、大雨になるとすぐ水が上がります。車等も走れません。 

 また、図には新しい主要地方道重茂半島線が示されていますが、運動公園を復旧

整備するときに、車いすでもその道路に上って行けるようにするという話があった

のですが、それはどうなっているのでしょうか。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 避難道路の件だと思いますが、これについては、今、改良工事を進めています。 

 

 

議長（会長）  どうぞ。 
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発言者 内  容 

 

委員（委員）  ポンプはどのようなものが付く予定なのでしょうか。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 

 申し訳ございませんが、岩手県事業で行っているものとなっており・・・。 

 

委員（委員）  今、藤原とか旧市役所庁舎の近くにポンプ施設を作る工事をしていますが、そう

いったものをつくるとなるととんでもない金額がかかります。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 

 道路の冠水を防止する機能分ということで聞いておりますので、周辺一帯の排水

をするためのものではありません。 

 

委員（委員）  あのあたりを通る人は大変です。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 

 今回の台風の雨量を基準として整備されているかといえば、そうではなく、定め

られた整備する際の基準で整備されています。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

委員（委員）  テニスコートは、若い頃に私も使っていました。テニス協会との話し合いも行っ

たうえで、テニスコートは運動公園には整備しなかったというのは、それはそれと

して、海水浴場やキャンプ場はないということでよいでしょうか。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 

 今回、宮古運動公園として整備するものは、新旧対照表のところに記載のとおり

で、今おっしゃったものについては、運動公園の施設としては整備いたしません。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

委員（委員）  ここの指定管理者は体育協会でしょうか。 

 

事務局（都市計画課

主査） 

 

 宮古運動公園については、指定管理の手法はとられていません。 

 

委員（委員）  運動公園の運営に当たって、審議会等は設けているのでしょうか。 

 まだ新しい施設なので、まだそこまでニーズを聞く体制と言いましょうか、そう

いったものはできていないのでしょうか。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 

 大変申し訳ございませんが、今回は都市計画区域の変更についてでございまして、 

施設の運営については教育委員会で行っております。 
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発言者 内  容 

議長（会長）  どうぞ。 

 

委員（委員）  災害復旧後は、競技場的なものになってしまって、災害復旧前は、市民の皆さん

が散歩をしたり、陸上競技場を練習に使ったりしていたのですが、復旧後は市民の

皆さんが簡単には利用できないような施設に感じるので、市民の皆様から話がある

のは、皆さんが遊べる場がほしいとか、高齢者の方が散歩する場がほしいとか、そ

ういったことなので、その辺も検討していただければいいな、という意見です。 

 

議長（会長）  どこのまちでもそうだと思うのですが、都市計画公園としてどういうものがあっ

て、それ以外のところとしてどういうものがあって、ということについて、バラン

スを見ながらと考えていくことになると思います。都市計画公園としてあるべき姿

というのは、いろいろ議論されてこういう形になっていると思います。 

 ところで、防潮堤はどの程度できているものなのでしょうか。 

 

事務局（都市計画課

長） 

 防潮堤につきましては、海側は完了しています。津軽石川沿いの方は、防潮堤本

体については来年３月に、取り付け水路工事等が来年６月頃の完成予定と聞いてお

ります。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

委員（委員）  土木センターです。 

 防潮堤については、10.4ｍまでコンクリート被覆が終わっております。その他の

細かい部分について、今年度いっぱいで完成する予定で進めております。 

 

議長（会長）  ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。 

 

委員（委員）  今ご説明のありました防潮堤、今回の山からの水の被害はなかったでしょうか。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

委員（委員） 

 

 県の管理している防潮堤については、特に被害はありませんでした。 

 重茂半島線など、復興事業で行った道路については被害を受け、今復旧に向けて

動いているところでございます。 

 

議長（会長）  どうぞ。 

 

委員（委員）  この度の台風で、運動公園の駐車場のところに土砂がたまっていました。今は、

自衛隊の方々の拠点として使用されており、自衛隊の方々にはそこから重茂や白浜

などで活動していただいております。自衛隊の方々の活動について、いつごろまで

という目途はあるのでしょうか。 

 いつごろから運動公園が使えるというお知らせを市民に対して行うことは、まだ

できないものでしょうか。 
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発言者 内  容 

議長（会長）  どうぞ。 

  

事務局（都市計画課

長） 

 今、自衛隊の皆様方に作業をしていただいております。いつ頃それが終わる見込

みかというのは、まだ確認できておりません。 

 駐車場にたまっている土砂についても、最終的には片付ける予定ですが、駐車場

の土砂撤去よりも、生活に関わる作業等を優先して進めているところでございます。 

 

議長（会長）  今回は、宮古運動公園の区域変更の件でございますので、その関係の質問等がな

ければ、ここで一度決めてしまいたいと思います。その後、区域変更の件以外につ

いて意見交換等を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  

 （「はい。」という声あり。） 

 

議長（会長）  区域変更に関わる部分での意見等はありませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 

 （「はい。」という声あり。） 

 

議長（会長）  では、議案第１号「宮古都市計画公園の変更について（諮問）〔宮古市決定〕」に

つきまして、案のとおりに認めることとし、答申することとしてよろしいでしょう

か。 

 

 （「異議なし。」という声あり。） 

 

議長（会長）  議案第１号「宮古都市計画公園の変更について（諮問）〔宮古市決定〕」について

は、案のとおりに認めることといたします。 

 なお、答申につきましては、会議終了後、本日付けで答申書を作成し、私から市

長に答申したいと考えておりますので、ご一任をお願いします。 

 以上で本日の議題はすべて終了しました。委員の皆様には、審議会の円滑な運営

にご協力いただきありがとうございました。 

 会の進行を、事務局にお返ししたいと思います。 

 

 

 

 

事務局（都市計画課

管理計画係長） 

 

４ 閉会 

 

 宇佐美会長ありがとうございました。 

 これをもちまして令和元年度第２回宮古市都市計画審議会を閉会させていただき

ます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 


