
1 
 

令和４年度「まちづくり懇談会」開催報告書【室根地域】 

 

１ 会の概要 

日時 ８月 31 日(水) 19:00～20:45 場所 室根曲ろくふれあいセンター 

対象地区 全地区 対象者 
室愉会・青年ふれあい塾・農業経営者

会議・室根こども園保護者会 

テーマ 公共施設の利活用について 

参加者 11 人 

市出席者 室根支所長ほか ４人 

特記事項  

 

２ 会で出された意見等及び対応方針 

№ 区分 項目 内容 対応方針または回答内容等 備考 

1 意見 室根東小学校

について 

室根としてのグランドデ

ザインを描いて施設を活

用していくのであればよ

いと思う。 

室根地域は少子高齢化が進

んでいるが、移住を進めても

なかなか難しい。空家も増え

てくる。そういった中で地域

間交流で活性化させようと

いうのが前提にある。 

 

2 意見    〃 スポーツ合宿とのことだ

が年間を通して利用する

ようにすればいいのでは

ないか。体育協会の管理

とすれば使いやすい。バ

イオマスで温水シャワー

や温水プールも考えられ

る。 

気仙沼や地元のスポーツ少

年団の利用も含めてのスポ

ーツ施設の検討をしている

状況です。 

 

3 意見    〃 解体して体育館とグラウ

ンドを利用するのがよい

と思う。津谷川小学校も

使われていない。 

  

4 質問    〃 スポーツ施設は決定して

いるのか。 

決定してはいない。支所内の

案としての提案です。 

 

5 質問    〃 体育館は、床を抜いて運

動場にしてはどうか。 

  

6 質問    〃 合宿を受入れしている関

東方面の大学・高校への

アンケートの内容は。 

現施設での満足・不満、食事

の内容、小中学校との交流、

トレーニング施設について

聞いたもの。回答の中には心

身共に成長できる。手作り感

がある合宿である。保護者か

らの感謝が寄せられている

などがあった。個別には部屋
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が狭い、シャワーがない、ト

イレが少ないなどもあった。 

7 質問    〃 合宿所として津谷川小学

校ではだめなのか。 

東小学校は、気仙沼・陸前高

田に近く、震災学習もできる

ので活用しやすい。 

 

8 意見    〃 全国的にも廃校の利用は

難しい問題である。行政

が先頭を切ってやらない

となかなか進まない。駅

伝だけでなく年間を通し

て合宿施設に利用できれ

ばいいのではと思う。 

意見を取り入れながら、活用

できるものは早く進めたい。

スポーツだけでなく冬場の

ことも考えていきたい。 

 

9 意見    〃 レンタルスペースや宿泊

施設にリノベーションし

てはと思うが、24 時間対

応にした場合の課題はあ

る。 

  

10 意見 室根西小学校

について 

防音室にしてカラオケを

やるなどの活用も考えら

れる。管理はシルバー人

材を活用してはどうか。

  

11 意見    〃 室根の中心、利用価値が

あるので、町民が集まれ

る市民センターとしては

どうか。資源が集まる場

として段ボール・缶の回

収、食物工場などはどう

か。調理したものは道の

駅で販売してもよいと思

う。 

  

12 意見    〃 地元は園芸が盛んだが、

人手が足りない。４年制

大学で環境保全の学部を

誘致して、学生のアルバ

イトを募集することも考

えられる。そのような人

材があれば地域が活性化

する。 

  

13 意見    〃 子どもが室内で遊べる場

所がほしい。解体して商

業施設、遊べる場所、宿泊

できる場所としてはどう

か。 

  

14 意見    〃 ピアノ、英語、習字、そろ

ばんなどいろいろな塾を

集めて教室を貸し出して

はどうか。また子どもた

ちに自由に使わせる場も

あればいいと思う。 
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15 意見    〃 壁を取り払って広くし、

子どもが遊べる施設と

してはどうか。 

  

16 意見 その他 移住定住者を呼び込んで

はどうか。旧折壁小学校・

旧折壁中学校の敷地を分

譲するとか格安のアパー

トにし、企業や農業の体

験をするなど、お試し移

住としてはどうか。空家

の紹介やモデル住宅の建

設なども考えられる。 

  

17 意見 旧上折壁児童

館について 

上折壁地区農業法人の設

立を進めているので、事

務所として貸し出しをお

願いしたい。 

そのほかに使用することが

なければその団体と協議を

進めていくことになる。まだ

組織ができていないが、そう

いう要望はある。 

 

18 意見    〃 障がい者施設で利用を要

望したが受入れられなか

ったようだ。タイミング

の問題なのかわからない

が、子ども用の施設なの

で子どもが遊べる施設と

してはどうか。 

  

19 質問    〃 上折壁児童館と西小学校

は工場等の誘致、民間活

用ということだが、改造

してでも地域の人たちが

使える場所にすることは

できないのか。 

民間活用とは上げています

が、活用方法がすぐには見当

たらないので、皆さんからの

ご意見の中で活用できそう

なものがあれば検討してみ

たいと思っている。 

 

20 意見 その他 検討した結果は参加者に

フィードバックしてほし

い。 

機会を捉えてフィードバッ

クしたい。 

 

21 意見 旧上折壁児童

館について 

花泉のぼたん園の遊び場

は、町内の保育士を集め

て意見を聞いたとのこ

と、同じように意見を聞

いてみてはどうか。 

雨の際に屋内で遊べる施

設がないので、そのよう

な施設としてはどうか。

子ども用の建物なのでも

ったいないと思う。 

昨年も公園や遊び場などの

話が出て、屋内ではないです

が遊具を活用できれば集ま

りやすいということで検討

した。遊具は古くて危険であ

り、公園の整備も都市整備課

とも協議したが簡単にはで

きない。いずれ子どもの遊び

場がほしいということは理

解しています。 

 

22 意見    〃 上折壁児童館は建物が

狭いので小学校を使用

してもいいのではない

か。他市からも来るよう

な施設としてはどうか。

  

23 質問 室根保健セン どういうビジョンで建て 室根村時代に保健・福祉・医  
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ターについて たのか。社協だけが使う

ことで建てたのか。 

療の丘として建設した。検診

や各種講座を実施してきた。

合併後は保健福祉課も入っ

ていたが、現在は社協だけが

入っている状況です。 

24 意見    〃 道路が行き止まりとなっ

ており立地が良くない。

バイパスに抜くとか、利

用しやすい道路環境を整

えたほうがよい。 

  

25 意見    〃 市民センターの移転は無

駄ではないか。現在の市

民センターも空くことに

なる。市内の新しい団体

に貸すなどしてはどう

か。 

  

26 質問    〃 今の市民センターはいつ

まで使えるのか。 

現在 40 年ほど経過している

が、施設の修繕を行いながら

進めている。保健センターは

今の市民センターよりはる

かにいい施設なので、活用し

たらいいのではないかとい

う案です。 

 

27 意見    〃 いずれ市民センターを解

体することになるのであ

れば、保健センターに移

転することもよいと思

う。 

  

28 意見    〃 まとめることによる弊害

というか、発展性が乏し

い。独立してまち協が活

動しているから良いので

はと思う。その辺が懸念

される。 

一緒になることの弊害とい

うことでご意見として承り

たい。住民懇談会でも市民セ

ンターの移転の意見が出た。

社協はデイサービスで利活

用していますので、協議を進

めた上で、弊害をなくして進

められるように今後の協議

をしていくことになる。 

 

29 意見 その他 経過を知らないままに集

められて意見を出しまし

ょうというよりも、これ

からでも構わないので、

市の広報などで出された

意見をお知らせしてほし

い。 

参考にしながら進めていき

たいと思います。 

 

30 質問 その他 利活用の検討をかなり長

い間しているようだが、

最終決定はいつになるの

か。 

市民センターは40年経っ

学校は複式の解消として平

成 21 年に２校にし、さらに

今年１校となったもので、老

朽化で統合したものではあ

りません。 
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ているということだし、

東小学校も30年近くにな

ると思う。老朽化の線引

きはどうなっているの

か。 

市民センターは利用できる

年数が 60 年となっています

が、保健センターの活用策に

対しての案です。それを住民

懇談会や今日の懇談会で意

見をいただきたい。 

 意見 室根保健セン

ター 

幼児の健診は川崎や千厩

に行かなければならな

い。地元で受けられるよ

うにしてほしい。 

  

 意見    〃 市民センターの移転はい

いとは思うが、地元の人

が歩いていけない。デマ

ンド交通も利用しづら

い。市民センターの利用

者のアンケートを取って

みてはどうか。 

  

 意見    〃 幼児の検診はお昼寝の時

間と重なりぐずったりす

るので、朝からやってほ

しい。 

ご意見として承る。  

 意見 その他 全体的に縮小するのでは

なく、前向きなビジョン

で行ってほしい。 

  

 


