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第２回大船渡市防災学習ネットワーク運営協議会  議事要旨  

 

開催日時  令和４年５月 31 日（火）午後２時 00 分～午後３時 20 分 

開催場所  大船渡市防災観光交流センター  多目的室  

出 席 者 11 名 

（柴山明寛会長、佐々木康人委員、金野律夫委員、齊藤賢治委員、首藤

進悟委員、鈴木満広委員、管野賢委員、江刺雄輝委員、松川伸一委員、

阿部博基委員、遠藤和枝委員）  

欠 席 者 ２名（鈴木弘委員、今野勝則委員） 

事 務 局 防災管理室（佐藤室長、山田次長、清水主幹、今野係長、吉田主事） 

議題（案件） １ 開会  

２ あいさつ  

３ 協議  

(1) 令和４年度事業（案）について  

(2) 大船渡市防災学習アーカイブスへのコンテンツ登録について  

(3) 今後の運営体制について  

（4）その他  

４ その他  

５ 閉会  

資  料 ・次第  

・設置要綱  

・委員名簿 

・資料１ 令和４年度事業（案）について  

・資料２ 大船渡市防災学習アーカイブスへのコンテンツ登録について  

・大船渡市防災学習アーカイブス  管理サイト操作マニュアル  

・第１回大船渡市防災学習ネットワーク運営協議会議事要旨  

１ 開  会 

２ あいさつ（柴山会長）  

  午前中に東日本大震災津波伝承館の運営協議会が開催されたが、本日までに 52 万人の

来場者があったとのことである。また、ゴールデンウィークには 13,000 人くらいの来場

者があったとのこと。岩手にある伝承館の中で１番来場者が多い館となっている。  

  統計データとして、岩手県の観光客の入れ込み数があるが、令和元年と２年を比較し

たとき、岩手県では約４割観光客が減っている中、陸前高田市は約７％しか減っていな

い。大船渡市は、約 45％の減となっており、沿岸部の中でワースト２である。  

  大船渡で行われている防災学習が市外、県外に伝わっていないので、その状況をいか

に打破するか、どのようにして防災学習を広げていくか、活発なご意見をいただきたい。  

３ 協議 

◆協議事項（ 1）令和４年度事業（案）について  

 事務局から説明  
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○金野委員  

 ・防災学習館の運営方針についてだが、見学者が多い場合は複数人での対応が必要であ

り、協力してくれる人がいるので、できるだけ早く、その人たちと具遺体的な話をす

る場を持ってもらいたい。  

→事務局  

 ・金額的な部分については９月補正での対応となるが、そういったことも含めて、でき

るだけ早めに話をしていきたい。  

 ・事務局では、協力していただける方を語り部やガイドとして、きちんと委嘱をして責

任のあるかたちでお願いするという案を持っている。委嘱もするし、その分の対価も

お支払いすることで考えている。協力者の方たちとは、近いうちに懇談の機会を設け

させていただきたい。 

→柴山会長  

・協議会に関わる人たちに対して委嘱することはできると思うので、そういったことに

ついても検討してほしいい。  

○齊藤委員  

 ・インドネシアには、津波の伝承だけでなく、遊ぶ場所や食事ができるなどの総合的な

施設がある。大船渡市には、遊びに来るような施設がないので、そのような施設が大

船渡にあれば良いと思う。協議会から、このような提案を市、県、国にお願いするこ

とはできないか。是非叶えてほしいと思っている。  

 ・会長のあいさつで市の観光客が減っていると言っていたが、そういう施設がないから

だと思う。  

 ・７月に他県の学校から 200 人あまりが私の話を聞きに大船渡市に来ることになってい

るが、リアスホールが工事中で使用できず、収容施設がないため、陸前高田で行うこ

とになり非常に残念である。  

→事務局  

 ・施設の整備については即答できかねるが、将来の課題として位置付けさせていただき

たい。また、そういった働きかけがあった場合については、市としてもできるだけ協

力させていただくので、民間の活動団体で困っていることがあれば防災管理室までお

声がけいただきたい。  

→柴山会長  

 ・200 人規模に対応出来ないのは大きな問題であり、修学旅行などの受け入れができな

い場合もある。 

○齊藤委員  

 ・アーカイブスについてだが、東日本大震災規模の災害の資料や写真、映像などは大変

貴重なデータだと思っている。隠れた資料などを掘り出すには、報奨金のようなもの

が必要ではないか。  

→事務局  

 ・今年度は初年度として、当面取り組む事業内容を示したが、２年目、３年目とステッ

プアップして活動の幅が広がっていくことが想定される。貴重な資料を借り受けるた

めの報奨金などについては、今後検討していきたい。 
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○柴山会長  

 ・佐々木委員に聞きたいが、事業内容にパンフレットを作成し、学校にも配布すること

としているが、作成に当たっての意見はないか。  

→佐々木委員  

 ・小学生の目線で作成してほしい。小学校の高学年がわかるようなパンフレット作成が

良いのではないか。大船渡小学校では５年生が防災学習を行っており、施設やパンフ

レットを充実してもらえればありがたい。  

→柴山会長  

 ・小学校高学年向けのパンフレットだと分かりやすく説明できると思うので、大人だけ

がわかるようなものではなく、子どもたちが興味を引くようなものを目指して作成し

てほしい。  

→事務局  

 ・現在イメージしているパンフレットは、地図上に津波伝承施設等を表示し、こういう

ことが学べるというようなものを考えていた。次世代の子供の教育用にも生かせるよ

うなパンフレット作成について、ゼロベースから検討したい。  

→遠藤委員  

 ・学校では、ギガスクールということで、教育現場でタブレットを使用しており、パン

フレットやアーカイブスなどについてもタブレットで見ることができれば、市内だけ

でなく市外においても活用できると思うので、ネットにあげてもらえれば活用も深ま

ると思う。  

○松川委員  

 ・コーディネート業務については、それなりの人でなければできないと思っており、結

構ハードルが高いと思うが、その辺の見通しはどうなっているのか。  

→事務局  

 ・指定管理者である観光物産協会と話をしているが、観光物産協会でも人の確保が一番

の課題と捉えていると話している。当面は、請け負ってもらえるものから段階的に移

行することを検討したいと伝えており、そこに費用が発生するのであれば、お金もつ

けて移行すると伝えている。  

 ・再三、人材の確保が一番の課題と言われているが、お互い出口が見えていない状況で

ある。将来的に全部移行した場合には、一定程度の仕事量が生まれると思うので、そ

の分も配慮する必要があると考えている。  

○鈴木（満）委員  

 ・アーカイブスの利用については、誰を想定しているのか。  

・博物館にはいろいろな資料や映像などがあるが、それらを見るために博物館のホーム

ページに飛ぶような作りになっているのか。  

 ・津波に関する石碑については、博物館で把握しているものでも 100 個以上あるが、そ

れぞれの施設が、それぞれの判断で載せていくのか、協議会として一定の方針のもと

に載せるのか教えてほしい。  

◆協議事項（ 2）大船渡市防災学習アーカイブスへのコンテンツ登録について  

 事務局から説明  
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補足（事務局） 

 ・資料には、構成団体が自分たちで載せるコンテンツを作成して、防災管理室に申請し

て許可を出すこととしているが、アーカイブスに載せるための操作についてもハード

ルが高いので、載せたい情報を防災管理室に伝えてもらえれば、事務局で作成したい

と考えているのでよろしくお願いしたい。  

○鈴木（満）委員  

 ・震災に関わる様々な情報を記録し保存するためのサイトという考えで良いか。地図上

に写真や映像が載っていて、それをクリックすると映像が流れるような作りなのか。  

→事務局  

 ・地図上から選択するものではなく、関係する町などを選択すると登録しているものの

一覧が表示され、そこから必要な情報を選択することとなる。  

○鈴木（満）委員 b 

・博物館を選択すると、次の段階で写真や資料が見られるようなイメージなのか。  

→事務局 

 ・アーカイブスの中に登録するイメージである。  

○鈴木（満）委員  

 ・何を載せるのかは、事務局と相談しながらやっていくことで良いか。  

→事務局  

 ・そのとおりで良い。 

○柴山委員  

 ・魚市場や消防署は、どのような情報を載せればいいか、事務局の考えはあるか。  

→事務局  

 ・各団体に対して事務局から提案したいと考えているが、施設等からの掲載情報の提案

があればありがたい。  

○管野委員  

 ・消防署には活動写真が多数あり、これまで誰にも見せていない状況なので、公開でき

るものは載せたいと考えている。  

○首藤委員  

 ・魚市場では、震災に関することだと展示室や展示スペースなどについて載せるくらい

である。  

→柴山会長  

・復旧・復興に関することなどについても載せていただいて良いので、漁港の再開や船

舶の復旧などについて載せていただきたいと思う。  

○柴山会長  

 ・さきほど話にあったが、ＵＲＬをクリックすると、そのホームページに飛ぶことがで

きるのか。  

→事務局  

 ・サイト内から別のホームページに飛ぶことができるのか確認する。 

○柴山会長  

 ・アーカイブスを広げていく案についてどう考えているのか。  
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→事務局  

 ・今後の運営協議会の運営体制が流動的な部分があるが、それによりコンテンツの登録

者が増える可能性はあると考えている。現在、具体的には考えていない  

○柴山会長  

 ・東海新報などは情報を多数持っていると思うので、そういった情報を掲載すると情報

として深くなっていく。そこまで考えていくのか、協議会だけで進めていくのか、そ

の点についてはどう考えているのか。  

→事務局  

 ・現在は、協議会内のメンバーで進めることを考えている。入力に当たって課題等も出

てくると思うので、課題を解決しながら次の手を考えていきたい。  

→柴山会長  

 ・東海新報が多数の情報を持っているので、そういったところをうまく活用し、特に子

どもたちに見ていただく機会を増やしていきたい。  

○柴山会長  

 ・資料の実施主体には大船渡市とあるが防災管理室ですべて行うのか。  

→事務局  

 ・防災管理室で行うことで考えている。防災管理室でイニシアチブをとりながら、各部

課等を巻き込んだかたちで進めていきたい。  

→柴山会長  

・予算がつかなかった場合の代替案についても考えてほしい。  

○齊藤委員  

 ・未就学児や小学校低学年に対する防災学習が、生涯、イメージとして残ると思ってい

るので積極的に防災教育をなすりつけていく活動が必要だと思っている。  

・パンフレットを持って、直接学校にお願いするようなことをやれば活発化すると思っ

ており、回る人がいないのであれば、自分も行って活動するがいかがか。  

→事務局  

 ・教育委員会や生活福祉部などに協力をお願いしながら、学校等へ対応していきたい。

委員の皆さんのご協力が必要であれば、別途お声がけさせていただきたいと思うので

よろしくお願いしたい。 

→教育次長  

 ・前回の会議資料「施設・団体の紹介について」を教育委員会では、４月の校長会議で

配付した。新たに大船渡市に配属された先生方については、防災学習館に研修に行っ

てもらっている。  

→柴山会長  

 ・未就学児の防災学習を実際にやっているところは、多賀城市、大和町があり、子ども

がいる親に対して講話などの防災学習をするという試みを行っている。未就学児に対

し、お父さんお母さんも災害に対する不安が大きく募ると思うので、そういうところ

を緩和させることも必要であるので検討してほしい。  

◆協議事項（ 3）今後の運営体制について  

 事務局から説明  
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○柴山会長  

 ・委員には大船渡市の中心にいる人達が多いが、ネットワークについては、もっと広い

範囲で行っていきたい。委員にしなくても良いが、オブザーバーで越喜来や吉浜など、

様々な地域の人を積極的に呼んでいただきたい。  

→事務局  

 ・協議会で予算を執行することになると、会計や監事を置くなど、組織を改めることに

なる。それらを含めて新体制について検討させていただきたいと考えている。  

◆協議事項（ 4）その他 

 特になし  

４ その他 

○事務局 

・追悼施設の整備について、令和５年度の完成を目指して、庁内検討委員会を設置し検

討を進めることとしており、整備方針については、庁内検討委員会での検討を踏まえ、

多方面からご意見をいただくこととしている。  

・整備方針の決定については、市が行うこととしているが、運営協議会においても、追

悼施設が津波伝承に関わることから、進捗状況を報告しながら整備方針についてご意

見を伺いたいと考えている。  

→柴山会長  

 ・庁内検討委員会はどういった組織なのか教えてほしい。運営協議会以外にも意見を聞

く場があるのか。  

→事務局  

 ・庁内の関係部課長 17 名で構成しており、委員長は副市長、副委員長は教育長である。 

 ・意見を聞く場であるが、秋頃に遺族等へのアンケートを考えているほか、市議会への

説明、パブリックコメントの実施などを考えている。  

→柴山会長  

 ・追悼施設はとても重要なものであり、半永久的に残るものなので、多方面からの意見

を取り入れる中に、有識者からの意見も入れた方が良いのではないかと思う。 

→事務局  

 ・運営協議会は、多方面から意見を聞くうちの一つであるが、この内容については公表

していないので、ここだけの話にしていただきたい。整備場所や氏名掲示など、すご

くデリケートな話に及んでいくので取り扱いには留意してほしい。  

→柴山会長  

 ・追悼施設の整備については、他自治体でも問題になっているケースがある。デリケー

トな部分もあると思うが、早い段階で流れを公表しないと揉めることになりかねない  

→事務局  

 ・時期をみながら、議会や報道には説明しなければならないと考えている。  

８ 閉 会 

以上 


