閖上地区まちづくり協議会
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世話役会(132)

議事録

平成 30 年２月 13 日（月） 18:30～21:00
名取市復興区画整理課会議室（仙台法務局名取出張所２階）
世話役：(代表)針生勉、
（副代表）今野義正、
（副代表）阿部ひで、(事務
局長)今野慎介、千葉洋子
(事務局)コンサルタント２名
市職員 震災復興部復興区画整理課２名
仙台高専２名、傍聴者 1 名
０．事前確認
１．情報共有
２．検討事項
３．その他
資料-0 次第、第 131 回世話役会議事録案
資料-1 立正佼成会助成金報告会のお知らせ
資料-2 ニュースレター33 号案、スケジュール案
資料-3 まちづくりカフェチラシ、お別れ会横断幕案
資料-4 都市マスワークショップ参加依頼資料

○ 協議要旨
０．事前確認について
＜議事録確認＞
・第 131 回世話役会議事録は、一部修正して確定することとした。
１．情報共有
＜名取市からの情報提供＞
・街灯点灯、復興公営住宅の入居式開催の情報提供があった。
＜前回からの動き＞
・スポーツエリアの提案について、今後、どうなるか名取市で確認して、報告することとなった。
＜今後の動き＞
・都市マスタープランのワークショップには、世話役 4 名が参加することとなった。
・トレイルセンターの説明会は事務局が対応することとなった。
・公園緑地部会やなとり BA などの関連イベントには、誰かが参加することとなった。
２．検討事項
＜ニュースレター＞
・事務局で修正版を作成し、メール等でやり取りし、発行することとした。
＜掲示板＞
・運用について明確化することとなった。
＜スケジュール、合宿について＞
・日程を決めて、合宿を行うこととなった。
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３．その他
・水害のお見舞金が支払われたことや仙台高専の意向調査の結果を次回発表することとなった。
＜次回世話役会＞
・次回世話役会は２月 27 日（火）とする。
次回予定：世話役会（133）2/27 （火)18:30〜 名取市震災復興部会議室
以下、世話役会の主な意見について記載する。

０．事前確認
資料-0 第 131 回世話役会議事録案
＜議事録の確認＞
・第 131 回世話役会議事録は、一部修正して、確定した。
１．情報共有
＜名取市からの情報提供＞
・閖上地区の街灯について、2 月中に県道東側の防集団地付近などが点灯予定である。その後、3
月には第 2 期戸建復興公営住宅や県道塩釜亘理線の西側の閖上港線の南側も点灯予定であり、閖
上小中一貫校の開校後の通学に合わせて順次、点灯する予定である。通学できる道路については、
復興区画整理から教育委員会へ情報提供し、現在検討中である。
・第 2 期の戸建復興公営住宅の入居式が 3 月 10 日に開催予定で、20 世帯が入居する予定。それ
に先立って、3 月 3 日に見学会を開催する予定である。計画は２５戸だが、当面 20 戸が入居予定
である。
・入居式典の場所や参加者、招待者などは決まっているか？
→次回報告する。
・前回の公営住宅の共益費の問題は？庁内で話は進んでいるのか？
→今後、組合長、棟長などが集まる会合を設ける予定であり、そのときに話をする。
・対策は大丈夫な方向に進んでいるのか？
→大丈夫な方向と聞いている。
・街灯について、交差点角に設置することは聞いている。また、学校付近の交差点について、3
月中に横断歩道が設置予定と聞いている。現在、とても暗いのでどうにかしてほしいと思うし、
防犯上バス停付近の暗さやそもそもの位置についても問題だと思っている。街灯が少ないのでで
きるかぎり早急に街灯の設置について対応して欲しいとの話である。
＜前回からの動き＞
・スポーツエリアの提案書について、意見の反映や対応策の回答について、建設までの中でリミ
ットがあるのか？
→あるようだが、調べる。
・提案についての回答が事前にあればいいなと思っている。
→確認してみる。
・実施設計が 9 月までということなので、話し合いの場を設ける余地があるのかどうか？
→確認してみる。
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＜今後の動き＞
①

閖上小中一貫校関連

・予定されている閖上小中一貫校の保護者説明会において、交差点の横断歩道設置、通学路のル
ートなども懸案事項として話があると思うが、残存家屋の問題もあり、通学路を教育委員会と復
興部の復興区画整理課の工事班と協議すると聞いている。
・4 月までにできるのは、どの部分なのか？
・残存家屋の移転先が整備できていないので、残存物件が残ったままとなり、道路の整備に着手
できないということか？
→その通りだ。移転先が完成すれば、速やかに道路整備に着手する。
・安全な通学路の確保が必要であり、当面、横断歩道の設置だけとはなるが、速やかに信号機も
追って設置できるという話を聞いている。開校と同時に横断歩道は設置されると聞いている。
・町内会、PTA で旗振りを行う予定と聞いている。
・学校開校に伴い、上町町内会での役員会の話の中では、仙台市方面から学校の西側の道路に通
過交通が流入しており、危険性が危惧されている。鍋沼掘の脇の交差点が渋滞する。仙台方面か
らの交通で渋滞しているようだ。四郎丸線ができると尚のこと交通量が増加しそうなので、対策
が必要と考えられる。学校の近傍道路で朝のピーク時など、生徒への影響を心配している。朝の
ピーク時間に警察などに見てもらえればいいと思う。
・整備後も通過交通が継続的に通行する可能性があるので、スクールゾーンなどの設置について
も検討が必要あるかもしれない。
・通学路や通学実態が読めないので、どうなるかわかりにくいのは確かだ。
・学校の東側の道路がメインとはなると思うが、開校時については、西側の道路も注意が必要。
・誘導員の設置が必要だが、まだ、人が戻ってきていないので、十分に人が配置できない可能性
もある。
・誘導員は町会や PTA などへ協力要請はしているようだ。
・共働きなどが多いと難しいかもしれない。
②

なとり BA

→なとり BA は、ぜひ参加をお願いする。
③

トレイルセンター

・トレイルセンターの事業説明会への参加について、周辺の他機能との調整の話も含めて興味が
ある。宿泊機能としてはシャワー設備、キャンプがあると聞いている
→地元の人の考え方なども反映していきたいとの話らしい。
・建物と施設は発注された。ソフト部分が必要だということらしい。
・設計も終わっている。パースもでてきているようだ。
・市と環境省との共同運営ということなので、いろいろ検討課題はある。
・当日参加は事務局で対応できるかどうか？
→検討してみる。
④

都市マスタープランワークショップ

・都市マスタープランの参加者は、代表、事務局長、副代表、千葉さんも参加することになった。
→言葉をまとめて、文面を取りまとめるので、できるかぎり意見を言って反映してもらったほう
が良い。
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・無電柱化の話と一緒に街灯の話は議論していきたい。
・街灯は交差点の角しかつかないとの話なので、より明るいまちを作るためにも検討が必要。
→防犯灯は、民間でも設置が可能なものもあるので、道路照明等は区分けして検討する必要があ
る。
・降雪時の明るさ確保についても、現在の状況では問題はある
⑤

公園緑地部会

・公園緑地部会については、総会を控えて、緑道等のまとめをどうするかが必要なので、ぜひと
も参加していく。
・部会の雰囲気は、お茶っこのみであるが、女性で話ができる人が参加するといいかもしれない。
⑥

助成金報告会

→立正佼成会の助成金報告会でまちの PR を 5 分で行う予定となっており、その後植樹などもあ
るようだ。次回までに参加者を検討して欲しい。
⑦

都市計画課からの要請

→今回のワークショップでは、地域別構想作成のための意見反映を行っていく予定。女性、男性、
様々な世代などの参加をお願いしたい。方向性を見出していきたい。
・参加者数は？
→いまのところ 1 名しかないので、多くの人が参加してもらえればうれしい。
・世話役は 4 名ほど参加することとした。
→6,7 月に報告会をしていきたいとしている。その後パブリックコメントを予定している。
・いつごろまでに作成？
→来年度の 11 月までに策定し、議会へ上程していく。具体的には、閖上では復興事業終了後、
なにをどうして行くのかを示すことで、掲載されてないものはできないことになる。基本方針は
大事なこととなる。
・計画と実施をしていくための土台になるものと理解してよいか？
→方向性があってればいいが、それ以外はできない。
・マスタープランにのっていれば作れるということか？
→事業を進めるということまでは表現できないが、方針を示していくことになる。
・閑静な住宅にはラスベガスはできないということだろう。
・人集めがなかなかうまくいかないので、違う集め方はできないのか？意見を掘り下げる方法も
ないのか？自由参加だからこの方法しかないってことなのか？
→地域によって差がある。まち協へのお願いということで今回はしている。
・その場合、まち協の意見しかないということはいいのか？意見を討議しあうことはできないの
で、他の人からも意見を伺うことなども検討すべきではないか？
→ワークショップの参加率は低いので、人数が多ければいいとは思っていない。
・幅広く人を集めることは必要ではないか？
・意見を言う人が参加することでいいのでは？
・一本釣りするなどの参加者増加をする方法を探して欲しい。元閖上地区でもいいのでは？
→働いている人も対象としているが、なかなか参加まではお願いできない。
・第 1 回のワークショップの結果概要をみると、身近な話が多いが、大きなゾーニングなどもあ
ったはずだが、進め方を考えないといけないのでは？閖上にしかないもの、他地区と違うこと、
似たようなものが多くなるというイメージになっている。
→閖上は独自性が高い言葉が多くなっている、観光地として大きな位置づけをもっているので、
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地域別の基本方針についても独自なものができてくると思う。長期総合計画を今後、作成予定で
あるが、都市マスタープランのほうが先に策定することになっており、長期総合計画にリンクす
ることとなる。今後、政策企画課と調整していく予定。長期総合計画は２０１１に策定しており、
近々改定予定であり、来年度から進める予定となっている。
・仮設に住んでおり、増田西のほうにも参加できる？
→人数にもよるが、参加は可能である。
２．検討事項
＜ニュースレター＞
・関連情報については、誰がどうなったのか伝わらない内容となっている。
・まち協の運営を支援してもらっている仙台高専がコンペの最優秀賞を受賞したということを示
すべきだろう。
・授賞式の写真でいいのでは？
・詳細な内容はアドレスで示すとかでよい。
＜掲示板＞
→内容も吟味して掲載したいが。
・掲示板のありがたみを与えることにしたい。
・掲示板の維持対応をしていく。
→メールで確認し発行段取りにする。
・掲示板に関連するニュースレターの写真を差し替えることとする。
＜スケジュール、世話役合宿＞
・ところで震災メモリアル公園のその後は？どこの部署？WS もしているがその後のリアクショ
ンが何もない。
→政策企画課、復興調整課に担当が変わるかもしれない。確認する。
・庁内で調整して欲しい。
・合宿はなんのために行う？
→集中的にテーマを決めた勉強だったり、情報を集める時間としたい。
・まち協の組織、運営などをじっくり考える場ということか？
→そのとおりだ。来年はイベントを中心に動きが激しいし、その次の年にまちびらきがある。し
たがって、その後のまち協の対応を議論する時間をとりたいのでということである。町内会が決
まった後のまち協の役割なども、町内会と名取市との立場を個別で調整するのか、連合会機能を
まち協が担うとか、協議会自体が仲介する機能としていろいろ立場を作ることがありえる。また、
助成金について情報を集めているが、方向性がないと受けることができないので、検討項目を検
討する時間もとりたい。
・町内会は時間がたつとできる可能性は高い。考えなくてもできること、連合的機能も昔と同じ
ように進めることは可能だろう。よりいっそう具体的に検討することはのぞましいが、今かとい
うことはある。
・名取市がこまらない？
→特に困らない。
・震災前の町内会と震災後の町内会と比較すると、丘区との意識のずれが大きくなっている、差
別感がより一層大きくなっているかもしれない。それを調和する機能が必要ではないかと思う。
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→住民同士で話し合う場面をつくり、住民がうまくいけば問題ない。大きな問題が生じた場合に
客観的に評価しつつ、意見の交換が必要な場面において、協議会の役割があるということではな
いのか？
・震災後と違う意味もありえる。まち協が筋道を提示できれば、発展的解消であってもよい。
・復興事業に関することは終われば、その後の話として展開できる。
・テーマを絞ってやらないとばらばらになる。
→分野が広くなると、専門的な人も呼ぶ必要がある。
・特定日だけで終わらないはず、方向性を確認しつつ、はじめないといけない。
・半日合宿で通常総会で 2018 年度のまち協がどのようなことをするのか、今後、3～5 年間でど
うするかなども含めて検討したい。
・日付を決めて、場所は段取りを事務局で行う。
→日程、場所について、決まれば通知する。
・閖上小学校のお別れ会の横断幕については、内容を確認した。
・復興公営集合住宅等へのボランティア団体が支援活動をしていくと、在宅被災者への支援に差
があるということが表面化し、いろいろ意見が言いたくなる。
３．その他
・10 月 23 日の水害について、補償としてお見舞金を西松 JV から支払うということで合意して
いる。
・対象世帯数は？
→9 世帯程度
・年内に 1 回も参加できていない人については、他推薦者が必要ではないか？定期総会までに世
話役の候補なども、準備してもらえるといい。女性がいいのではないか？
・関心があって、参加できる人がいいと思う。
・意向調査の報告が次回できると思う。（仙台高専）
・名取市の市制６０周年のマークを高専が受賞したようなので、機会があれば見てほしい。
＜次回世話役会＞
・次回世話役会は２月２７日（火）とする。
次回予定：世話役会（132）２/２７（火)18:30〜
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名取市震災復興部会議室

