閖上地区まちづくり協議会
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世話役会(140)

議事録

平成 30 年５月 29 日（火） 18:30～20:45
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）阿部ひで、今野義正、（事務局長）今
野慎介、宇佐美久夫、南部比呂志、千葉洋子
(事務局)コンサルタント２名
市職員震災復興部３名、仙台高専 学生 2 名
０．事前確認
１．情報共有
２．今後について
３．その他
資料-0 次第、第 139 回世話役会議事録案
資料-1 第 4 回通常総会議事録案、第 7 次提案書市長提案報告
資料-2 ニュースレター第 36 号案
資料-3 区画整理通信第 11 号

○ 協議要旨
０．事前確認について
＜議事録確認＞
・第 139 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＞
・区画整理通信が配布され、現在の事業進捗、市有地の販売状況などが説明された。
＜世話役からの情報提供＞
・事業進捗状況やスポーツエリアに対する住民意向があることなどが報告された。
＜前回からの動き＞
・市長提案や復興促進イベントの結果を来年のまちびらきに生かすため、次回まちびらきについ
て重点的に検討することとなった。
＜今後の動き＞
・宮城復興連携センターからヒヤリング要請があり、6 月 5 日に代表世話役と事務局長が対応す
ることとなった。
・水辺で乾杯は、詳細が決まり次第、どのような対応するのか検討することとなった。
２．検討事項
・ニュースレターは掲載内容を再考し、整理するため、6 月 19 日に検討することとなった。
・会員登録の再確認と再建者が多くなってきていることを踏まえ、会員の募集にも取り組むこと
となった。
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３．その他
・2 週連続で世話役会を開催することとした。
＜次回世話役会＞
・次回世話役会は 6 月 12 日（火）とする。
次回予定：世話役会（141）６/12（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 139 回世話役会議事録案
＜議事録の確認＞
・第 139 回世話役会議事録は、一部修正して、確定した。
１．情報共有
＜名取市情報提供＞
→区画整理通信を配布、見開きに復興事業の図面が入っているのでごらんいただければと思う。
宅地 35 件と公民館の宅地も 6 月に引き渡す予定で、夏には工事着工となる。加えて、県道東側
の交流活動の PR も進めていきたい。県道西側の交流活動には、小中学校のミーティング室を使
っていきたい。市有宅地の 7 区画のうち 5 区画うまった。学校の近くから埋まっている。（市）
・小中学生のいる世帯はいるのか？
→抽選段階なので、今後確認する。（市）
・閖上の人なのか？
→閖上で被災された方が多いが、一般の人もいる。（市）
・離れた人も閖上に戻ってくる人もいるのだろう・
→土地を一旦手放した人が購入している例もある。震災メモリアル公園の平板ブロックは 70 枚
販売で、今後もできるかぎり多く販売したい。5 月 27 日の復興促進イベントは 5000 人来場、ル
ープバスは 140 名乗車している。（市）
→土地を今日引き渡した方は、小学校に入学するお子様がいる世帯である。平板ブロックについ
ては、購入者の写真もとっているので、HP で紹介していく。（市）
・集会所の立面はどこの？
→県道東側の集会所のものです。（市）
・西側も集会所の検討をして欲しい。
・公民館は、結果的に図面は前のもので進んでいるということ？決まっていないと聞いていたが、
最後の図面で実施するということか？
→その通りである。（市）
＜世話役情報提供＞
・区長会、市長懇談会などで事業進捗を聞いた。市民墓地整備事業は平成 32 年に開始予定、高
柳地区等の用水路等整備は平成 31 年、32 年で完了、閖上四郎丸線は完了しており、閖上港線は
全線で 12 月開業、港北線は 32 年 3 月完成予定、閖上小塚原線は平成 32 年 3 月整備、河川敷の
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多目的広場は平成 32 年 3 月までに完成予定で、その目的は半分が芝、半分が土、サッカーや野
球等のスペース、グランドゴルフも使えるとのこと。狭いとかやりづらいとの話もあるので、多
目的広場で対応できると聞いている。建物は建てられないので、バックネットもできないし、ト
イレも簡易だそうです。
・多目的広場かスポーツエリアについて、グランドゴルフへの要望が高く、どっちかで試合でき
るようにして欲しいとのリクエストがある。高齢者のためにも。
・どんなスポーツも共有していくしかない。つなぎをどうするか？健康とコミュニケーションの
ためにも、重要な要素だ。
・スポーツエリアの南側での整備は重要だ。
・申し入れするなら、書面でやるべきだろう。
・スポーツエリアの計画は、市長としては決まっていないとしていたが、内容的には決まってい
るとの受け取りもある。
・検討の余地があるなら、文書が必要だろう。協議会と町会の連名もありえる。
・グランドゴルフは中央公園でもできるが、それが出来るまでの第 2 仮設グランドで対応してい
る状況だ。
・平日はグランドゴルフ、休日はサッカーなどで対応している。
・1 年我慢すれば試合もできる中央公園もある。
・協議会でどのような整理すべきか？
・近々の話として試合ができないということと、最終的な施設整備でどのように対応すべきかを、
リサーチもして、整理して意見として市へ提示すべきだろう。
・やれる場所がないわけではない。
・我慢する時期ではないか？
・いまのままではダメだとなれば対応するべきで、今は住民の声があるという認識だろう。
・スポーツエリアの使い方がどのように決まるのかを注意深く見ていきたい。区画整理課で意見
の反映ができるのかどうか確認して欲しい。予算確保できることにより、要望対応した施設整備
が可能かどうかを、確認してほしい。
→予算措置の問題がある。（市）
→あおい地区は資金も住民が用意して実現している。閖上にはないことに配慮すべきだろう。
（事
務局）
・閖上の場合、いままでしてもらっているので、なぜしてもらえないのかと言う意見になる。
＜前回からの動き＞
① 市長提案
・住民目線で、今後も中央緑道や公園について、新たな提案もしていきたいのでということを市
長に伝えた。
②

復興促進イベント

・細かい結果を集めてもらいたい。来年のまちびらきの実行委員会を設立したい。閖上に関連す
る人を募って、まちびらきに準備したい。住民などの工夫、市と協同しつつ準備したい。
・行政にまかせればいいのでは？意見を取り入れるために、実行委員会は必要だが、主催は名取
市だろう。
・いまからやるべき、段取りをしていく必要がある。
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→部内でスケジュールを作っているが、7,8 月に意見を募ると思っていた。予算を確保するため、
協議を進めていきたい。（市）
・やや遅いのでは？
・体制作りは必要だが、遅いか早いかはいろいろあるだろうから、まかせればいいのでは？
・任せると遅くなる。
・市で意見を聞くとすると、やりたいことは多様である。まち協の準備会と同じような体制作り
が必要だろう。
・促進イベントの反省を踏まえ、呼ぶ対象をどう決めていくのかなどのことがいろいろある。
→予算はほぼ決まっている。呼べない人を呼ぶなら、どのように資金を集めるのかも合わせて考
えないといけない。（市）
・実行委員会がないと、その算段も出来ない。
・今回は住民抜きの話だったので、商工会の会長も呼ばれていない。呼ぶべき人が呼ばれていな
い。地元をよんでいないこともあり、式典と水産加工祭りのイベントの同時進行も違うと思う。
・案内をもらっている人しか知らない。住民も知らない人はしらない。ちらしだけではわからな
い。
・メモリアルブロックのことについても周知ができていない。戻らない人にも購入を促すことが
必要だろう。
・住民、事業者、行政の 3 者で進めていくべきだろう。
・落ち度なく成功すればいいが、翻って反省する点と、生かすべきところもあることから、まち
開きに生かしていくことが必要。まち協、名取市単独でやるべきではないので、やるべき方向性
を共有すること、ありがとうの声を伝えること。来年にむけて何をポイントとするのかというこ
とを共有する必要がある。様々な人の応援に対して答えるためにも、様々な団体からの意見を共
有するためにも、準備組織をつくるべきだろう。
・早急に対応していきたいので、今回の情報を提示してほしい。
＜今後の動き＞
① ヒヤリング
→宮城連携復興センターからヒヤリング要望がある。来週の火曜日 18:30 にある。（事務局）
・代表と事務局長が参加する。いままでは助成金をもらってきたが、今年はない。助成金ではな
い協力の仕方を探るためのヒヤリングだと聞いている。
・まち開きの企画などへの要請なども、話は出来るのか？
→できる。（事務局）
・意見要望があるか？
・報告会のとき、助成金以外の事を探してみるとの話だった。
・できそうな話を聞いたら、報告できる。
→ないとおもう。（事務局）
・来年のまちびらきがあるので、協議会としては参加したいが、お手伝いしてもらえることはな
いか聞く。
→コーディネートのやり方を教授してもらうとか、まち協のメンバーが講師となるとかあると思
う。（事務局）
・お金をとれるかどうか？
・思いついたことがあれば情報をだしてほしい。
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② 水辺で乾杯について
・7 月 7 日 17 時から 19:30 までの予定で実施、次回の 6 月 6 日の会議で詳細を詰めることとな
っている。
・集まってもらった人たちにシリコンバンドを配布するということで、全国的な展開に乗って閖
上も開催するということである。
・国と県が寄り添ってきているので、育てる必要があるだろうと考えているみたいだ。
・かわまちテラスができればそっちに機能を移すこともありえるだろう。
・つなげることとして、活動に参加していくことも必要だろう。
・花火大会などの開催なども
・閖上での花火もできればいいのだが。
・水辺でやれないか？
・閖上大橋の袂あたりがいいのでは？
・船着場は活用できないかとか、ジェットスキーの団体とのタイアップとかできないものか。
・舟運事業はどうなっているのか？
・先々はどうかわからないが、水辺という限り、水に親しむアクションがあったもいいような気
がする。
・川床もいいのでは？
・次回の会議でいろいろ意見を出してみる。
＜その他＞
・6 月 30 日に閖上地区の防災避難訓練がある。小中学校と協賛し、絆実行委員会で進めている。
具体的な内容は今後煮詰めていく予定。
・避難階段を実際上るということを実施予定。
・8 月 11 日ライトアップ日本の花火大会が開催予定、19:30 からとは決まっているが、場所を消
防と協議中とのこと。
２．今後について
→ニュースレター案を作成してきた。（事務局）
・スポーツエリア、水辺で乾杯なども入れるべきだろう。
・まち協の提案達成度も記載できるのでは？
・総会では出せていないので、ニューレターと一緒に送ればいいのでは？
・情報は会員にわかる範囲で周知すべきだろう。
・教育委員会に確認して記載したらよい。
→スポーツエリアの提案反映状況を記載してみる。まち協の提案が生かされたことを発信するこ
とも重要だろう。（事務局）
→前回お出しした資料を基本にまとめて行きたいと思っている。提案に対して出来ていないとこ
ろをどうするべきかやこれだけ提案がまちづくりに反映しているってことを示したほうがいいの
ではないかと思う。まち協の努力が目に見えるように整理したほうがいいのでは？まち協の提案
は詳細な話もあり、受け取る住民側はもう少し大雑把なことを示してもらうほうがわかりやすい
のではないかと思う。定住促進なども踏まえた、より良いまちとなるような取り組みを目指して
いることを周知することが必要だと思う。（市）
・明るい未来、戻りやすくなるような、わかりやすい結果の整理が必要。成果として住みやすく
なるということや交流人口拡大への貢献なども必要だろう。
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→閖上小中学校への期待から、他の場所からも人が閖上に住み始めている。（市）
・会員を増やす、募集することも記載したほうがよいのでは？
・今はより多くの方にまちづくりに参加してもらうことが必要だ。
→現在の会員登録の見直しなども必要だろう。（事務局）
・どれくらい戻ってくる？
→70 は戻ってくるので、伝わっているのは 300 ぐらいだと思う。（事務局）
・一部の住民がまち協を構成しているという概念を払拭していきたい。募集も進めたい。
・いずれやる必要もあり、やり方を検討しよう。事務局で方針を示して欲しい。
・事務所の変更もあるが、それと一緒に新たな住所と同時に発行していく必要がある。
→6 月中に検討する。（事務局）
・会員との意思疎通をとるうえで、周知の書き方や返信のやり方の検討も必要である。
・300 世帯の意向確認とそれ以外の方の募集も必要。
→まとめた内容を提示するので、検討してもらう（事務局）
・まち協で検討してニュースレターに掲載する必要がある。
→提案の反映状況については、まち協でまとめていただいたものを、もう少し再整理していく必
要がある。（市）
・町会でも周知していきたい。県道東側は自治会や組織なども踏まえて周知していきたい。
→提案内容をまとめて、結果的にどんなイメージになるのかを示したほうが良いと思う。
（ 事務局）
・6 月 19 日に原案を提示し、検討する。
・まちびらきの準備は、6 月中が必須だ。
３．その他
・次回世話役会は 6 月 12 日でまちびらきについて検討し、6 月 19 日はニュースレター、提案内
容の反映状況及び会員勧誘の方法を検討することとした。
＜次回世話役会＞
・次回世話役会は６月 12 日（火）とする。
次回予定：世話役会（141）６/12（火)18:30〜
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名取市震災復興部会議室

