閖上地区まちづくり協議会

世話役会(150)

議事録

日 時
場 所
出席者

平成 30 年 10 月 2 日（火） 18:30～20:40
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、（世話役）千
葉洋子、宇佐美久夫、出雲隆、南部比呂志
(事務局)コンサルタント２名
オ ブ ザ 市職員 震災復興部２名
ーバー 仙台高専 坂口先生 学生 3 名
議 題 ０．事前確認
１．情報共有
２．秋祭りに向けて
３．閖上地区のまちびらきに向けて
４．その他
資 料 資料-0 次第、第 149 回世話役会議事録案
資料-1 まちびらきプレゼン大会関連資料
資料-2 秋祭り出店計画資料
資料-3 第 2 回まちびらき実行委員会開催概要
資料-4 中央集会所開館お披露目会 開催報告
資料-5 閖上西地区第 1 回住民顔合せ会 開催報告
資料-6 第 2 回閖上西集会所 WS 開催案内
○ 協議要旨
０．事前確認について
＜議事録確認＞
・第 149 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＞
・県道の開通に伴う渋滞対策と用途地域及び地区計画の変更について説明したいとの話があった。
＜視察受け入れ＞
・神戸と気仙沼からの視察要請について、受けることとした。
＜世話役からの情報提供＞
・国交省の河川局から堤防利用によるランニングコース設置について意見交換があったことが報告され
た。・
＜前回からの動き＞
・閖上中央集会所の開所式があったことが報告された。
＜今後の動き＞
・閖上西集会所のワークショップの開催、かわまちテラスの起工式の話があった。
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２．秋祭りについて
・復興事業の動向で気になる施設の立地情報をできるだけ提供したいとの話があった。
３．まちびらきに向けて
・市からまちびらきの基本的な考え方の説明があり、メインの企画を何にするか、インパクトのある人
を招聘したいなどの点で、今後も実行委員会で検討していくとの話があった。
・プレゼン大会の会場、進め方、プレゼンターへのプレゼン後の対応、提案内容の権利扱いなどの話が
あった。
・以上を踏まえて、プレゼン募集の資料を修正することとなった。
＜次回世話役会＞
・次回世話役会は 10 月 16 日（火）とする。
次回予定：世話役会（151）10/16 （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 149 回世話役会議事録案
＜議事録の確認＞
・第 149 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＞
⇒区画整理工事班より、県道が開通し、閖上港線東方の名取方面について、右折レーンがないため、渋
滞が発生している点について、警察と調整しつつ、信号現示の修正で対応していく予定だが、信号修正
で状態が改善しない場合は、市のほうで渋滞緩和策をとる予定である。全線開通の 30 年度末まで半年
あるので、なんらかの対策をする予定である。警察から回答がきたらまた報告する。（市）
⇒次回の世話役会で用途地域と地区計画の変更について 16 日に説明したい。商業地区関連の案件であ
る。（市）
＜視察受け入れ＞
・神戸まちづくり研究所の方が 10 月 12 日に来訪予定なので世話役で対応する。
⇒立正佼成会の助成金活動関連において、南気仙沼のまち協が閖上地区と同じ区画整理の地区であり、
先行事例として視察したいとの話がある。設立経緯や検討経緯などを説明する機会を 11 月後半の週末
で予定している。プレゼン大会などの時期に来るとか、別に直接聞く日なのか、今後調整する。視察対
応することでよりか？（事務局）
・了解である。
＜世話役から情報提供＞
・河川国道事務所から、防災ステーションから黒原観測所まで、ランニングコースとするための意見聴
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取があり、閖上小中学校長、公民館長、世話役で国交省と話をした。堤防を使って距離のポストを設置
したり、路面標示などをして整備していきたいとの話だった。ｍ表示なども施す予定で、早い時期に整
備したいとの話、自転車とのすみわけなど、安全性の確保についてお願いしたが、国交省は自転車道路
は、仙台側を考えており、名取側はランニング対応とし、路面の色分けするなどの対応も考えるとのこ
と。メーカーとの協賛などもあり得るとの話をした。防災ステーションには、シャワールーム、ランニ
ングポイントも作りたいとしている。将来的には仙台空港にもやりたいとしていた。前向きな話だった。
・トレイルセンターとの関係も重要だ。重複している感もある。
・防災センターを拠点としてつかうと聞いている。
・愛島台で駅伝などもしているらしく、閖上との連携も模索できると考えられる。
・実際はどこを走るイメージか？
・堤防と河川敷などを利用する。河川敷は舗装するなどを対応するとしている。
・いろいろな施設が整備されてきているが、管轄が違うから仕方ないか？
＜前回からの動き＞
⇒閖上中央集会所の開所式が行われた。報告案の未定稿を説明。盛況な会議だった。（市）
・閖上中央第一団地の集合住宅の人や高柳の人も来ていた。顔合せもできて盛況だった。
＜今後の動き＞
⇒第 2 回西集会所のワークショップが予定されている。周知資料を説明、現場を見ながら意見をお願い
したい。電話連絡やポスティングもしている。西地区顔合せ会の報告資料も配布していく。（市）
・10 月 11 日にかわまちテラスの起工式がある。
２．秋祭りに向けて
⇒秋祭りの計画書、配置計画などを資料で説明（事務局）
・復興事業の資料は A３で配布してほしい。
・トレイルセンターの資料も欲しい。環境省に説明に来てもらうとか、また、温泉についての情報提供、
割引券などの提供は？興味があるので、聞かれるので、温泉の効能なども、成分表なども借りてくると
いいと思う。舟運事業の報告もあるのでは？来シーズンへの要望なども聞いてもいいのでは？
・伊藤チェーン、郵便局、コンビニ、交番などの場所と情報を提供したい。
⇒確認してみる。提供する情報が限定されるかもしれないが、外に出せるものあれば、探してみる。
（市）
・コンビニは？
⇒うわさだが、あると思う。（市）
・郵便局の近くという話もある。
・舟運事業の VR もあると聞いているが、
⇒ドローン撮影なども案としてはある。（事務局）
・何回が議論できる時間があるのでまた検討していく
⇒まちびらきプレゼン大会やまちびらきの情報なども提供していくべきだろう。（事務局）
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３．まちびらきに向けて
⇒お世話になった人への感謝と復興した街を見てもらう、子供たちが楽しめる場の提供も考えたい。お
もてなしは、地場産品、交流する場の提供、提供品の無料化は避ける方向としている。良いものを安く
提供したい。笹蒲鉾焼き、気球、凧揚げ、釣り大会、体験型イベント、閖上特産品の販売、閖上メニュ
ーの再現、地元団体の実演なども、加えて、自衛隊の楽団を誘致していきたい。砺波市長は、獅子舞を
するという話もある。チューリップの提供も考えられる。（市）
・なえは 11 月なので、プランターに入れる作業でもいいと思う。
⇒広報の 4，5 月表紙にまちびらき開催のお知らせを入れる。オリコミチラシも、物産協会、かわまち
テラスの代表が参加したので、HP への掲載などもお願いしている。協賛金としては、市全域でもらえ
ることを考えている。パンフレットへの広告掲載で協賛金を確保していく。今後もその仕組みができれ
ば閖上のイベントが定期的にできると考えている。バスの運行なども、シャトルバス、細かいルートの
バス運行など工夫したい。閖上小中学校の見学なども開催したい。緑道については、中央公園までの整
備を実現させたい。水産加工団地の若い人も次回から実行委員会に招へいする。記念品も心に残るもの
を検討していきたい。（市）
・実行委員会では参加者が増えたのでグループワークとなり、イメージについて意見交換した。決めた
かったのはメインの出し物だが、決まらなかった。東北放送としては、サンドイッチマンは前撮り、当
日主演は無理と回答が来た。メインをなにするかが問題であり、予算、協賛金による展開等、実行委員
会の中で検討していく。
⇒インパクトのある人の来訪を期待したい。（市）
・べガルダ、楽天、バレーボールなどの社長等で、そのバックを引き連れるような感じがいいのでは？
費用も安くなるのでは？見栄えはいい。
・歌手が震災直後に文化会館に来訪したとき、将来 TBS の番組でまた来るという話もあった。
・閖上地区の名物料理を再現するのもいいと思う。
・たこ焼き通り等の提案もある。
・メインがしっかりしないと人が来ない。著名人は早めのスケジュールでないと来れなくなる。
・有名な人はどんなひとなのか？
⇒多世代にわたる有名人はだれかということかと思う。NHK の取材などで番組収録をお願いすること
もできる。（事務局）
⇒プレゼン大会へコメンテーターで実行委員会メンバーは参加することは了承された。（事務局）
・締め切りを 11 月 12 日にしたらどうか？週末を有効に活用できるのでは？
⇒12 日とする。（事務局）
・説明会は平日の夜ならいいと思う。それ以外の 10 月は忙しい。
・16 日にしたらどうか？
⇒世話役会の冒頭で行う。18:30~19:00 とする。（事務局）
・団体へのプレゼン大会説明会について、説明の役割を決めた。
・マスコミは呼ぶべきだろう。小中学校の提案はぜひ世間にも聞いてほしい。まちびらきにむけての提
案なのでメディアに取り上げてほしい。
4

・やるなら閖上のほうがいいのでは、中央集会所か学校の会議室、メイプル館、公民館などでは？
⇒学校の武道場は借りられる。（市）
・講堂は？
・入り口付近に朝礼などで使われるとこ。
・学校は、発表会があるらしく、子供が忙しいので提案自体を考えさせてほしいいとの話だった。出ら
れない可能性はある。
・学校の利用について市のほうで確認してほしい。
⇒確認してみる。（市）
⇒講評は主催者？（事務局）
・いろんな人からの意見を聞けたほうがいいのではないか？
⇒時間次第だが、講評の時間を取りたい。実行委員会の人が団体に対して 2 名ほど質疑応答させていく
イメージである。（事務局）
・決めた時間で回すしかない。
・発表は 6 分、質疑応答 4 分でよいはず。
・もしくは入れ替え含めて 12 分としてもいいのではないか？
⇒講評、採択、反映などの時期などが明確でないと提案者が困るのでは？アイディア出しだけなら、そ
ういうことも報告すべきだろう。（事務局）
・アイディアがよければ、実行委員会への報告と結果をお知らせするということでいいのでは？
・最終的な決済時期に、期限は書けないが、報告することを条件とすれば良い。
⇒各団体へのプレゼン大会後の取り扱いと提案内容の規模や内容を現実的なものとしてほしいとのはな
しもするべき。予算規模の提案も必須とすべきでは？（事務局）
・説明会の参加方法で説明する。
・予算を明示できない団体もいるので、書いてもよい。
⇒モチベーションは？手当をだすことを示したら？（事務局）
⇒フォローするとこまでまち協がやるなら、資料に記載すべきだろうと思うが？（事務局）
・フィードバックを報告会ということでやるのか、個別でやるのかということもある。
・個別だろう
・まちびらき実行委員会に発表し、その結果を団体にフィードバックすることが重要だろう。
・まちびらきイベントに採用されたかどうかが、部分的な反映などでも、フィードバックする。
・まちびらき実行委員会への参画もあり得る。提案の一部の反映や工夫での活用も検討できる
⇒実行委員会もプレゼン大会と同日にしたらいいのでは？その場で評価してもらうなどの工夫が必要。
（事務局）
・自由な発想、提案であるべきだろう。
⇒権利の帰属についても重要。ほかのイベントでの採用もあり得る。他の使い方もありえるので、権利
を明確にしておくべき。（事務局）
・権利はまち協に帰属してもらうべきだろう。
・以上の内容について、資料に記載すべきだろう。
・団体への案内は、各担当が資料を配布する形で伝える。
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４．その他
・スポーツエリアについて、どこまで進んでいる？
⇒パークゴルフはなくなりそうである。（市）
・そういう情報が入ってきていない。何に変えていくのか教えてほしい。計画を見直ししているらしく、
その後情報がないので、意見をちゃんと提案したので、計画見直しの内容を示してほしい。乱立してい
るパークゴルフを踏まえて見直そうとしているので、早めに内容を教えてほしい。
⇒検討し直しているので現在報告できる内容はない。（市）
・内容を聞かないとわからない。
・意見を踏まえて内容が変化したら、その理由と何になったのかを教えてほしい。提案内容に近ければ
いいのだが、全く違えばそれは問題。
⇒話せる段階になったら、説明していく。（市）
・時間が迫っているので速やかに情報を提供してほしい。
・下増田公民館のイベントにまち協の名前を入れてほしいといわれている。
・JAST とは？
・精神カウンセラーでやっている。世話役が参加する予定なので、できれば入れさせてほしい。
・共催として了解する。
・仙台高専のイベントについて、11 月 23 日に実施確定、午前はテラリウム作成、午後の内容を検討中、
次回世話役会で説明できる。告知、周知などを相談したい。
・ＰＴＡの会議に相談内容を説明して、お手伝いをお願いする。
⇒不達者のリストを示すので、知り合いがいたら教えてほしい。（事務局）
以上
＜次回世話役会＞
・次回世話役会は 10 月 16 日（火）とする。
次回予定：世話役会（151）10/16 （火)18:30〜
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名取市震災復興部会議室

