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             開 会  午前１０時００分 

○議長（小松則明君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は12名であります。定足数に達しておりますので、令和２年第

７回大槌町議会臨時会を開会いたします。 

  これより、本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小松則明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、議長において指名いたします。

３番、佐々木慶一君及び５番、澤山美惠子君を指名いたします。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第２ 会期の決定 

○議長（小松則明君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日１日限りとしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたし

ました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第３ 議案第８１号 災害の記憶を風化させない事業基金条例の一部を改正する 

              条例について 

○議長（小松則明君） 日程第３、議案第81号災害の記憶を風化させない事業基金条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。 

ただいま議題に供されました議案について、当局からの提案理由の説明を求めます。

総務課長。 

○総務課長（三浦大介君） 令和２年第７回大槌町議会臨時会における議案１件につきま

して、提案理由を申し上げます。 

  議案第81号災害の記憶を風化させない事業基金条例の一部を改正する条例については、

当該基金の設置目的の見直しに伴い、所要の改正を図るものであります。 

  以上、提案理由を申し上げました。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 
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○議長（小松則明君） 提案理由の説明は終了しておりますので、直ちに内容説明を求め

ます。企画財政課長。 

○企画財政課長（藤原 淳君） 議案第81号災害の記憶を風化させない事業基金条例の一

部を改正する条例について、御説明申し上げます。 

  新旧対照表をお開きください。 

  改正前、第１条中、下線部分「観光船「はまゆり」復元」とあるものを、改正後は、

第１条中の下線部分「被災した「民宿あかぶ」と「観光船はまゆり」による津波伝承事

業」に改めるものです。 

なお、附則により、本条例は公布の日から施行するものとしております。御審議よろ

しくお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。菊池忠彦君。 

〇１番（菊池忠彦君） 条例改正に関して、幾つかお尋ねいたします。 

  まず、町長にお尋ねいたしますけれども、今回条例改正に至るまでの間に、様々な議

論が交わされてきたわけなんですけれども、これまで先輩議員などの指摘があったよう

に、やはり条例改正を議論せずに、いわゆる「民宿あかぶ」の解体を決議したことにつ

いて、まさにイレギュラー感が否めない、そのような感じがしております。 

そこで、町長に伺いたいのは、この条例改正が後回しになることについて、町長の側

近の方あるいはこの条例に関係する方々の中から、順番が違うのではないかとか、ある

いは筋違いではないか、そのように町長に進言なされた方あるいは御意見なされた方は

いらっしゃったのかいらっしゃらなかったのか、その辺をまず伺いたいと思いますが、

いかがですか。 

○議長（小松則明君） 町長。 

〇町長（平野公三君） この改正につきましては、「はまゆり」全体の復元につきまして

は、議論の中ではありましたし、私自身も感じるところはありましたし。そういう意味

では様々な視点で、今回先に予算、そして条例という形になって、イレギュラーであっ

たことは確かだと私自身も感じております。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

〇１番（菊池忠彦君） いらっしゃったということで、少々ほっとしている感がございま

す。条例の重さというものを、これもこれまで先輩議員からもいろいろお話があったよ

うに、改めて条例の重さというものを私も今回考えさせられた、そういった感じがして



3 

 

おります。 

  民宿の解体は既に議決されたことなので、それを今どうこう言うお話ではないんです

けれども、しっかりと今後に向けて総括していただきたいと、そのように提言させてい

ただきます。 

  改正後の条文には、「民宿あかぶ」そして「観光船はまゆり」による津波伝承事業と

あります。民宿解体が既に決議されているので、当然復元保存はやらない。しかしなが

ら、それに取って代わる何かしらはやりますよという含みを持たせた条文になっている

と思うんですね。これ、町長、本当に大丈夫ですか。やられるんですか。いかがですか。 

○議長（小松則明君） 町長。 

〇町長（平野公三君） 伝承ということになりますので、復元ではありませんけれども、

しっかりとその事実を伝えて、やはり「忘れない・伝える・備える」という中で、しっ

かりと進めていきたいと思っております。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

〇１番（菊池忠彦君） やるという御答弁でございます。何で私がこういうことを申し上

げるかと言いますと、この条例が制定されたのが平成24年です。それから３年後の27年

に事業見直し、評価がＣということで、そのまま水面下で、地権者の方であるとかある

いはＮＰＯ団体の方々と、民宿解体に向けてのいろんな交渉、協議がなされてきたと認

識しております。オフィシャルな部分では赤浜地域復興協議会に事業見直しの説明など

をしたというふうに伺っておりますが、その間もこの事業基金の寄附金の募集というの

はずっと続いてきたわけでございます。 

  その寄附金の募集ですが、これまでの議論の中でやはり御指摘があったように、ほと

んど何もやっていないではないかという指摘が現在までございました。それに対して町

のほうでは、いやホームページにずっと寄附金の募集はしていたんだと、お願いはして

いたんだと、そういう御答弁があったんですね。そのホームページを見ると、今現在も

そのままになっておりますけれども、「民宿あかぶ」に観光船が乗っかった画像と数行

にわたる寄附金のお願いだけなんです。たったそれだけです。その他の取組というのは

ほとんど見えていない。ないに等しいと私は感じているんですけれども。条例制定から

今日まで８年間大した取組も、言い方は悪いですけれども、大した取組もしていない、

いたずらに時間だけが経過しているわけなんですけれども。 

  これで本当に大丈夫ですか、町長。これ、少しきつい言い方しますけれども、この期
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に及んで話が進まないとなると、本当に町民の皆さんに「町長嘘つきだ」と、そのよう

に恐らく言われます。大丈夫ですか、これ、町長。これ３回目なので、言いっ放しで結

構ですので、町民の皆さんに向けて、本当にやるんだということを発信していただきた

い。いかがですか。 

○議長（小松則明君） 町長。 

〇町長（平野公三君） しっかりと取り組んでいくということでありますので、この「は

まゆり」を含めて、民宿を含めて、伝えるということになりますので、しっかりと取り

組んでまいります。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

〇２番（臼澤良一君） 菊池議員さんと重複する面がありますので、御承知いただきたい

と思います。 

この条例案は、「はまゆり」の復元を目的とする現条例を、「民宿あかぶ」と「観光

船はまゆり」による津波伝承事業に変更するということです。先月25日に、町民を対象

とした説明会で、町長は復元に対する取組が不十分であったと、そういうことをお話し

されました。どういう点が不十分であったのか、改めて御説明をいただければ幸いです。 

○議長（小松則明君） 町長。 

〇町長（平野公三君） 条例制定、先ほど御指摘があったとおり、その中では制定すれば、

それに向けた取組が必要だったろうと思いますけれども、様々に関係者とのすり合わせ

ができないままの条例制定であったというようなこと、そしてまた、制定しながら、な

かなか前に進めてしっかりと寄附金を集めるというような状況がしっかり取られていな

かったというようなことが、やはり十分な対応がなされなかったというふうなことだと

私は思っております。 

また、今回の件につきましても、先ほど菊池議員のほうからもありましたとおり、イ

レギュラーであったことは十分承知をしております。そういう中にあっても、やはり所

有者を含めて様々な関係者の調整を図る中で、イレギュラーになってしまったというこ

とになりますので、それはしっかりと反省をしながら、これからの部分については取り

組んでまいりたいと思います。 

重複しますけれども、やはり今回のことを踏まえながら、条例制定を踏まえて、また

これからの進め方についてもしっかりと「はまゆり」につきましては伝えていくという

強い意志は持っております。 



5 

 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

〇２番（臼澤良一君） ありがとうございます。実は、今回の臨時議会で条例改正案が可

決成立された後には、事実上「観光船はまゆり」の復元ができないわけです。ですから、

これには復元に取り組んできた関係者も、本当に残念な思いを抱いているには違いあり

ません。町長は、町民や寄附者それから関係者と検討し伝承活動を広げていきたいと、

常々こうおっしゃっております。保存会の方々とそれから募金に協力した方々に納得し

ていただけるような伝承の在り方をどのように現時点で考えておられるのか、お聞かせ

いただければ幸いです。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（藤原 淳君） 今後の取組なんですけれども、今後取組するに当たって

はやはり現在の「民宿あかぶ」さんの状況であったりだとか、「観光船はまゆり」の当

時の状況であったりだとか、そういった状況の写真であったりだとか、そういったもの

を活用いたしまして、最新の技術でありますけれども、ＶＲでそういった事実があった

ということを伝えていく伝承活動にするといったことと想定しております。活動するに

当たっては、住民の方々と意識を合わせた上で、どういった伝承の仕方がいいのかとい

うのを協議した上で進めていければというふうに考えておりまして、今後になりますけ

れども、そういった協議をする場であったりだとか設けながら、進めていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

〇２番（臼澤良一君） 企画財政課長さんがきちっとおっしゃったことを、ぜひ地域の

方々、関係者の方々とも力を合わせて履行していただければと。ありがとうございます。 

 それから、３回目になりますので、条例規則に準じて仕事をするのが行政の最たる責

任だと私は痛感しております。町長は、10月７日の全員協議会で、条例改正後に解体費

を計上すべきだったと述べられております。私もそれは本当に同感です。今回、条例が

改正されていない状況に関わらず、予算がもう既に可決成立されましたが、本当に今後

はこのようなことが起こらないように、条例の執行責任者、私は町長であると思います。

ですから、今後は条例規則にのっとった行政運営をしていただきたいと、そのように思

いますが、町長、コメントがあればお伺いいたします。 

○議長（小松則明君） 町長。 

〇町長（平野公三君） 過日の全員協議会でもお話ししたとおり、本来あってはならない
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ということは十分承知をしております。関係者の方々の調整がどうしてもならない状況

の中で、予算が先行した形になっております。今後につきましては、しっかりと条例の

趣旨を踏まえて、やはり制定も含めてそういう部分につきましては、やはりしっかりや

っていくということをお誓い申し上げたいと思います。 

○議長（小松則明君） 阿部俊作君。 

〇８番（阿部俊作君） この震災遺構については、前にも何度かお話ししておりました。

それで、町長、船の復元はなかなか進まないし、多少無理な面もあると私も感じており

ました。それで、復元に代わる遺構にもなり得るし、その建物の保存ということを訴え

てまいりました。ですが町長は、積極的に残す考えはない、こういうことをおっしゃっ

てました。当然寄附集めにも積極的ではなかったように感じておりますが、震災遺構に

ついて、この町から全てなくなるというような形になるとは思うんですが、町長はその

辺、震災遺構をどのように考えているかをまずお尋ねします。 

  それから、財政のほうでＶＲでも見れるということをおっしゃいましたけれども、そ

のまま、今まで金もかかってこなかったものを震災遺構とすることによって、ＶＲを使

わなくてもすぐ見えるじゃないですか、わざわざそういうお金をかけるよりも。そして

訴えていくことができるんじゃないかなと、私はそう思うんですが、その辺お尋ねしま

す。 

○議長（小松則明君） 副町長。 

〇副町長（北田竹美君） 震災遺構の考えについて一言述べますけれども、震災遺構につ

きましては、当然震災伝承、伝えていくという意味においては、非常なる力を持ってい

る意味を持っている、残すということは、というふうには思います。ただし、これは残

していくのかそうでないのかいうことに関しましては、行政をはじめ、それから町民の

皆さんの合意が必要でございます。町民にとって、町民の皆さんにとって、町にとって

どうなのかという議論が大変重要だろうと、その結果を真摯に受け止めて進めるべきが

基本だというふうに考えております。その結果、大槌町は震災遺構というものにつきま

しては、遺構を管理する管理者に委ねるという最終的な基本的な考え方にのっとってや

ってまいりました。しかし、それを伝えていくということに関しては、いささかも変わ

るものではございませんので、今後につきましては、この議会の後でもございますけれ

ども、これまで伝えてやってまいりました「忘れない・伝える・備える」という基本コ

ンセプトの下に、これから津波伝承の基本的考えから、今後具体的な展開をどうしてい
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くのかということにつきまして、震災伝承に関する全体的な方向性、方向性といいます

か具体的な進め方について、トータルで大槌町はこうしていきたいんだということを、

皆さんにお諮りをして進めてまいりたいと思います。その上で、今回の「民宿あかぶ」

につきましても、単にＶＲ等の映像等で表現するんだという話がありますけれども、そ

れはあくまでも例でございまして、いかに伝えていくかということを基本にして考えた

場所にしていきたいという考えでございますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 阿部俊作君。 

〇８番（阿部俊作君） 私がずっと申し上げてきたのは、やっぱり本物の迫力は違うとい

うことです。それは、今テレビでもいろんな昔の掛け軸とか、それで様々偽物になった

り本物になったり、それで価値をつけたりしておりますけれども。 

まず、今の小学校の低学年は津波を知らないんです。一目見て、津波とはどういうも

のかというのが分かる施設、それで私はずっと言ってきたんです。そして、この町の中

でやっぱりしっかり自然と向き合う、この町は自然の中で育つ、それを伝えるために大

事な施設と言ってきました。 

それから、過去の人たちがいろんな津波の中で石に刻んできたんですけれども、それ

を見ようとしていなかった、それは私たちもそれを反省しなければならないと思います。

ですが、今はわざわざそういうものを本を開いたり見なくても、字が読めないです、昔

の字なので。そういう字を読まなくても見て分かる、これは大事だと思うんですが、そ

の辺はどのように考えていましたか。 

〇議長（小松則明君） 阿部議員。今言っているものに対しては、解体のものが成立にな

っているものに対して、またそれを残すべきという発言の捉え方に聞こえてきましたけ

れども、そこの言い直しをちょっとお願いいたします。阿部俊作君。 

〇８番（阿部俊作君） 伝承の在り方として、ただ単に後から作るのではなく、どういう

形で残すか、本物がそこに何かなければならないということなんです。その辺はどのよ

うに考えていますかということです。どのように本物を表現するか。 

〇議長（小松則明君） 副町長。 

〇副町長（北田竹美君） 本物をどのように表現するかということについては、本物の持

っている意味というのは大変大きいという認識はございます。ただしながら、私もここ

に来て５年間震災伝承に関わってまいりました。様々なソフト的な事業をしてまいりま

したけれども、特にハードによって残すことに関しましては、これは町民の皆さんのそ
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の建物、残された物に対する思いというものが那辺にあるのか、いかにあるべきなのか、

あるいは賛成ができるものなのか、そうでないのかという、そういうことがやっぱり大

事だと思います。つまりは、その物に対する思いというものが、やはり町全体のコンセ

ンサスの下に残す残さないという議論になりませんと、極端な言い方をしますとハード

はハードでございますので、それに意味を与えるのは、私は人の心だと思っております。

その辺につきまして、大槌町がどういう、大槌町の行政も含め、あるいは町民も含めま

して、どのようなコンセンサスが得られるかという観点で決められるべきものだと認識

をしております。 

○議長（小松則明君） 阿部俊作君。 

〇８番（阿部俊作君） 私もそう思います。ですが、当局とすれば、そういうふうな行動

をとってこなかったんですよね。私はそのように感じております。別な面で遺構に関し

てはいろんな話はありましたけれども、私自身が一番最初に、もう震災直後ぐらいに遺

構として条例をつくったわけなんですよね。その条例に対して動きが全然なかった、そ

れ以前にもう解体のほうが出されてきた。だから今言ったとおり条例が先だったという

ことになれば、さきの解体の部分は保留にしてももう一度考え直すという部分があって

もいいんじゃないんですか。私はそのように感じますけれども。この条例、津波をどの

ように伝えるか、そういう話をしっかりしていかなければならない、そういうふうに受

け取れますけれども、今後そういう活動をきちんと起こしていくんですか。解体してし

まってじゃなく、それを含めても大事だと私は思うんですが、いかがですか。 

〇議長（小松則明君） 副町長。 

〇副町長（北田竹美君） 今後どのように震災伝承を進めていくかというトータルの御質

問だと思います。これにつきましては、先ほども申し述べましたように、今後の大槌町

の震災の伝承の進め方につきまして、別の場を設けまして皆さんに御説明をしたいと本

日思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（小松則明君） 金﨑悟朗君。 

〇11番（金﨑悟朗君） 私はこの件については発言しないことにして、この間の集会にも

参加しませんでした。今日でまず決着がつくと。ここで一言申し上げます。 

  大変残念なことには、恐らく役所で殉職なされた方、またいろんな家屋にて父さん母

さんを亡くされた方、いろんな友達から全て亡くされたこの町において、今同僚議員が

津波の遺構について云々かんぬん言ってきたと。私もそう思う。ここの町でこのくらい
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の同じ町にするのなら、よその市の割合を考えたら、このぐらいの人数が亡くなった中

でいろんな教訓として残すべきものもなくなったと。町が新しくなったのがこれは新し

い遺構かも分からないけれども。だけれども、やはり百聞は一見に如かずという言葉も

昔からある。そういう言葉もある中で、子供たちがすぐ見ただけで、あっ津波ってこん

なにすごいものだ、大変なものなのかというのが分かるのが本当は一番大事で、そして

国内国外にまでニュースも配信された、どこも釜石の隣だと言えば、「ああ釜石の隣で

すか」と言うけれども、大槌は知らなかった。出張していったときね。ただ、釜石の隣

で観光船が民宿の上に上がったところだと言えば、それはみんな知っていた。そして前

町長はこれを何とかやろうとして条例までつくったと。ということは早く言えば、前町

長の総括しているんだけれども、あなた方は。私とすればそのように見える。 

  どれだけ条例というものが大事なものなのか、私はそこだけ言いたい。自分たちの都

合のいいように条例変えられるのでは、町民はたまったものじゃないですよ。私はこの

期に及ん……どんなことがあったってこれは賛成できないけれども、あなた方の考え方

一つで条例をころころと変えられたのでは、町民はたまったもんじゃないと。それは、

町民がこの裏の体育館だか集会場に千名も二千名も集まった集会じゃない。しかしなが

ら、やっぱりこういう大事なことは、残すのは残さなければならないんですよ。町長と

すれば、同じ殉職した人たちがいっぱいいるから、ならばこういう津波の遺構をなくし

てしまいたいという気持ちも、心のどこかにあるかもしれない。全部がないとは言わな

い。どこかにはあると思うんですよ。もうこうなったら、精神論も信心も関係ないけれ

ども。いずれにしても、条例の重さというのはあなた方は本当に感じていますか。そこ

について、町長から一つ。 

〇議長（小松則明君） 町長。 

〇町長（平野公三君） 条例制定含めて大事なことだと私、十分承知はしております。し

かしながら、やはり、状況においては変更することはやぶさかではないと思います。や

はり状況というのは、やはり町民含めて様々な方々の意見を聞きながらということもご

ざいますし。条例については制定はもちろんしますけれども、あらゆる条例の中では一

部改正はやられるわけですから、決して堅硬に確実にそれを履行するということではな

いだろうと思います。先般も話したとおり、震災の状況を踏まえて事業見直しをする中

で、これからの大槌町の中で何をすべきかと、あとは経済的な財政的なものも含めてト

ータルで考えたということになります。 
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  今回の条例の修正点につきましては、震災の直後だったということもあります。やは

り、遺構を残すという部分もあった。そういうこともありますけれども、この10年の長

きの中で、やはり状況が変わってきているということになりますので、もちろん制定時

における思いというのをしっかりと捉えて住民の方々に説明をしていく、その責任はご

ざいますけれども、10年の中で町が変わっていく、状況が変わっていく中では、やはり

そのままにしておかないで、やはり一部改正でも、その方向性を決めていくことがすご

く大事なことではないかと思います。やはり、制定時における様々な要素とかその状況

等をしっかりと捉えて、条例をつくるということが必要だったと、それは思います。条

例制定はすごく大事なことですし、その条例を制定した趣旨をしっかりと行政が進めて

いくということも大事だと思います。つきましては、今回の条例制定を変えていくとい

う部分につきましては、やはり反省しなければならないことだと思いますので、制定に

つきましてはしっかりとこれからも取り組んでまいりたいと思います。 

〇議長（小松則明君） 金﨑悟朗君。 

〇11番（金﨑悟朗君） 方向性は方向性としてそれは認めます。条例についても、国県か

ら変わってきていればどんどん変えることも知っているし、町内の条例だとこれはみん

なが賛成してできることであってね。だけれども、例えばそこの中に賛成多数でこれが

可決されたとしても、反対した人間もどれだけいたかということを心に留めておく必要

が、これ絶対ある。その中において、例えば財政課の課長の言ったことと副町長がいや

それは一つの例だとかと、同じ職員の中でそういうことをやっている。それでは駄目な

んですよ。だから、条例変えるといってもこういう状態でしょう。例えば、今度やると

いえば、ＶＲでやると言えば、いやいやそうではない、それは一例だとなるから。やっ

ぱりこれだけ問題になって、条例変えなければならないんだとやるんであれば、その後

どのようにやるかというのが、たとえば財政課長が言ったら副町長はそのとおり進めて

いきますでもいいよ。それが話が変わるんたら。それだけあなた方も凸凹になっている

んだよ。それについて、副町長どうお考えですか。 

〇議長（小松則明君） 副町長。 

〇副町長（北田竹美君） 私の発言が内部でのそごがあるように聞かれたことについては、

申し訳ございませんでした。そういう意図は全くございませんで、ＶＲとかという話が

出ているのは一つの考え方としてもあって、いずれそういうことも含めてトータルであ

の場所をいかに効率的に伝えていくかということの中での議論の一つであって、それを
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否定するものではございませんので、内部で私と課長の間に認識のずれがあるというこ

とは決してございませんので、それは御理解をいただきたい。思いは一緒で、あの場所

も含めまして、大槌町の伝承をいかにあるべきかということについては真摯にお互いに

議論を尽くしてまいりたいと考えておりますので、御理解を願いたいと思います。 

〇議長（小松則明君） 金﨑悟朗君。 

〇11番（金﨑悟朗君） 実は、副町長おしゃっちにいる頃から、あそこにいた人間がこの

中に入ってきたと、中に入ってきた以上はもう少し外からの力が中に多分にでも強く入

ればいいと思っていたんですけれどもね。ただそこの中において、中に入れば行政人だ

からそういう方向に進んだのは分かります。ただ、あくまでも我々もそうだけれども、

船を元に戻そうとしてつくったときの考え方の議員とすれば、全員が賛成したのだから、

ここにいた人たちはね。だから、それだけあのものを世の中に残して、これからの子供

たち、孫子の代まで津波の恐ろしさというのを覚えていていただきたい、そういう気持

ちでその条例が通ったんですよ。それだけは絶対に忘れないようにしていただきたい。

以上です。 

○議長（小松則明君） 質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。阿部俊作君。御登壇願います。 

〇８番（阿部俊作君） この震災遺構条例について、本来この項目であれば私は賛成でそ

のまま進むつもりではおりました。ただ、当局の答弁をお聞きいたしまして、遺構に対

するものの考え方と条例に対する考え方が私とちょっと違いますので。 

まず、この条例は町民に向けただけでなく、全国に、世界に向けて発信した条例であ

ります。条例そのものを決めて、そう発信している中において、やっぱりこの条例は世

界の人たちが納得する、そういう部分も含まれてあると思うんです。そういう面で、寄

附者に対してどのような対応をしてきたかというと、私は不十分であったと思います。

そういう不十分があることで、改正しましたから、はいそれで進みます。それではいか

ないと思います。それから、順番が間違いでしたと言いました。では、条例を改正すれ

ばそれで済むか、そういう問題でもないでしょう。私たちはもうちょっとしっかり考え

なければならない、時間を置いて考えなければならない、こういう事態だと私は思って

おります。 

  それから、この震災遺構というのは、ただ単に津波が来たというものではないんです。

このまちづくりの中でどういう位置を占めるか、そしてこの地球上で暮らす私たちは、
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どのように自然と向き合っていくか。震災遺構の中でも大槌のこの赤浜の観光船が乗り

上げた建物は教材なんです。自然と向き合う学習の教材として、そういう資料なんです。

これを残すことによって、この町の文化レベルも向上すると、そういう遺構であると私

は思っております。そういうことを皆さんにも知ってほしい、そのように思います。お

金は人間がつくってどうにでもなります。ですが、自然のこの造形はなかなか人間では

できません。自然と向き合うということの大事さは、今COVID-19、ウィルスのパンデミ

ックを見て分かるとおり、人間の経済活動とかそういうことだけが中心になったために

そういうことも起きてきました。私たちは改めて自然と向き合う、そういう教材がこの

町にある、これをむやみになくしたり壊したりしないようにしてほしい、そういう思い

もあります。 

  それから先に、本来必要な条例なんですけれども、私はなぜここで反対討論をするか

と言いますと、当局の今までの姿勢を見ると、とてもではないが、自然に向き合う姿勢

が見えないんです。ですから、もうちょっと皆さんと話し合い、しっかり考える。そし

てこの町の未来をどのように考えるか、そういうことを当局あるいは町民等多くの方々

と話をしていきたい。時間稼ぎみたいに思われるかもしれませんけれども、まずこの条

例をしっかり見ながら、この町をどうするかということを皆さんと共に考えるために、

もうちょっと、今ここで条例を改正しました、はいすぐ解体です、そういう方向になら

ないように、しっかり考えることが必要なことです。何年かかっても。私たち人類がこ

の地球上で長く暮らすためにはしっかり向き合う、そのために、今、昔の、過去の人た

ちがこのまちづくりの中でどのように伝えてきたか、それを見ながら私たちもどのよう

に伝えていくか、それをしっかり考えなければならないと思います。そういうことで、

この条例改正はまだ早いです。終わります。 

○議長（小松則明君） 討論ほかにありますか。討論を終結いたします。 

  これより議案第81号災害の記憶を風化させない事業基金条例の一部を改正する条例に

ついてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  
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○議長（小松則明君） 以上で本日の日程は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。 

  令和２年第７回大槌町議会臨時会を閉会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

             閉 会  午前１０時３８分 
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