
３　分野別意見等一覧
（産業・経済復興）

№ 意見・質問内容 懇談会でのコメント（回答） 会場名 意見区分 備考

1

・我々漁師は、漁船がないと仕事ができない。漁船につ
いても県の補助がいただけると聞いている。ただし、支
援を頂くにはいろいろな書類が必要だとのこと。しか
し、捨てていたような船など、ほとんど使えないものを
修理し使えるようにしている。これらは書類もないし販
売証明もないので、これに対しては補助がもらえない。
古かろうが新しかろうが、書類があろうが、なかろう
が、県からの補助をいただけるようにお願いしてほし
い。

重茂漁協 産業・経済復興

2

・また、市が援助してくれるということであるが、漁港
はご覧の通りであり、沖のほうで出入りができないとも
聞いている。宮古や山田の水揚げがなされたとのことだ
が、早くやっていただきたい。

・漁港については、県が管理しているものと、市が管理
しているものがある。すべて被災しているので、使える
ところを使えるように整備を進めている。県に対して
も、宮古は水産業がしっかりしないとダメですよと訴え
ている。養殖に関しては、市としては補正で精一杯やっ
ているつもりであるが、国や県の動向を踏まえつつ、ま
た、全部一度に実施すると、市の財政がパンクしてしま
うので、順次取り組んで行く。もう少しお時間をいただ
きたい。

重茂漁協 産業・経済復興

3

・市長に伺いたい。産業は何を重点にしていくのか。漁
業なのか工業なのか、商業なのか。宮古市は漁港として
は古く、東北でも５本の指に入る。鮭の帰る川として日
本でも有数の津軽石川がある。これが震災により痛んで
いるようだが、どのように考えているのか。

・私はこれまで１つの産業に偏るのではなく、すべての
産業を発展させていきたいと考えてきた。農林水産業、
商工業などすべて大事だと思う。また、各々の産業を振
興しながら６次産業化を宮古市は目指してきた。しかし
ながら、今回、水産業は大打撃を受けており、喫緊に対
策をしなければいけない。ある程度それが落ち着いてく
れば、すべての産業が発展していくよう対応したいと考
えている。

赤前小学校 産業・経済復興

4

・観光の振興に関わって、マリンスポーツなど遊べると
ころを作って欲しい、浄土ヶ浜はただ通り過ぎるだけ、
見るだけの観光地は誰も来ない。温泉も復活して欲し
い。そうすれば観光客はいっぱい来る。

赤前小学校 産業・経済復興

5
・観光に関わり、宮古市では被災地ツアーの誘致は検討
していないのか。

・現時点で市の事業としての計画はない。 赤前小学校 産業・経済復興
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6 ・宮古市は漁業が盛んだが、農業についてはどうか。
・先ほどもお話したが、全ての産業に力を入れていく
が、今回の災害で一番被害を受けた水産業をまずは喫緊
に力をいれるべきと思っている。

赤前小学校 産業・経済復興

7
・宮古は漁業、水産業が市の重要な産業だから、その被
災に伴う復旧は非常に大切だと思うので、そちらは全力
でやっていただきたい。

・産業については、全部の産業について、仕事をしてい
る方がいるので、市の総合計画の中にはすべての産業を
等しく発展させて、それらが連携して6次産業化するよう
な内容で謳っている。しかし、今回の震災で一番ダウン
したのは水産業だ。緊急的には一番ダウンした水産業
（漁業だけではなく加工業も含め）に力を入れていく。
農林業は、これまでどおり取り組んでいく。

津軽石小学校 産業・経済復興

8
震災に伴って被災した工場とかもあるし、仕事を失った
方もあろうかと思うが、失業に対する対策を市ではどの
ように考えているのか。

津軽石小学校 すまいと暮らしの再建

9
　市内の遊休農地とか、整備されていない山林とか、そ
ういった場所を雇用対策として活用させてはいかがか。
失業者の雇用に活用することが可能ではないか。

津軽石小学校 産業・経済復興

10

・産業に関わってきたものとして、宮古市は漁業が振興
しなければ復興しない。
・宮古市の海をどうするかということをぜひ取り上げて
いただきたい。
・漁業の経営の効率化。採算の取れる効率の良い事業展
開が望まれる。

高浜小学校 産業・経済復興

11
・7月20日になると、わかめの種付けがはじまり船も増
えてくる。地盤沈下した状態では船が係留できない。対
策について至急願いしたい。

・なるだけできるように努力していく。 グリーンピア 産業・経済復興
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12

・さきほど、努力していくという回答だったが、努力し
ていくという回答では前に進まない。漁にも時期があ
り、生活がかかっているので、仮にでもスケジュールを
示すなど、柔軟に対応していただきたい。
・何か一つでも、やることの具体的な方針をいただきた
い。希望を持たせていただきたい。

・今取り組まなければならないものもあるので、それは
見える形でやっていきたい。
・まちづくりについても、計画がなければ全て進まない
ということではないので、街灯の設置など、少しでも前
進が見えるようにやっていきたいい。

グリーンピア 産業・経済復興

13

・各漁港とも多大な被害を受けているという状況で、漁
港の復興が急がれる。死活問題である。
・日出島漁港の復旧にあたって、現在の漁港への道路の
幅員が狭く、大型車がすれ違うのが困難である。工事に
も支障がでるのではないか。

・漁港の復旧については、いま災害査定を受けている。
途中で止まっている道路整備については、漁港の整備と
併せて、水産担当などに提案したい。

崎山小学校 産業・経済復興

14
・漁港を使って養殖しているが、瓦礫がまだ撤去されて
いない。早急にやっていただきたい。

・なるべく早くやるよう努力する。 崎山小学校 産業・経済復興

15
・外来船（秋刀魚船）を迎えるような風呂がなければい
けない。なあどの施設に、公衆浴場のようなものを考え
られないか。

・銭湯については、水産担当課が、仮設で対応するなど
の検討をしている。

崎山小学校 産業・経済復興

16

・採介藻漁業について、現在船が足りず、共同でやるよ
うな話になっている。共同でやった場合、配分方法につ
いてなかなかうまくできない状況なので、個別にできる
よう、船の手配などを宮古市で考えていただきたい。

・船に対する支援については、国のほうでも予算化して
いるようであるが、宮古市でも追って予算化していきた
い。
・今の意見について、漁協のほうにも伝えておく。

崎山小学校 産業・経済復興
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17
・地盤沈下により船が流されるのをどう考えればいいの
か。
・邪魔にならないところに垣根を置いたらどうか。

・今回の津波で地盤が宮古では40cm～50cm下がった
という速報値を国土地理院からいただいている。ただ、
具体的に地点ごとに計測したデータはまだいただいてい
ない。
・仮復旧という手もある。鍬ヶ崎の場合は、県の港湾な
ので、そちらでの対応になるが、要望としてはあげてい
きたい。

鍬ヶ崎小学校 産業・経済復興

18

・商店街について、店舗兼住宅が多くて、大きな被害を
受けた。今後、波が来ないような堤防を高くするなり、
経済を守れるように、末広町大通りをもう一度再興して
ほしい。

・商店街については、宮古の中心というか、賑わいの場
所だと思うので、どうしたら、津波の浸水から守れるか
ということを検討していきたいと思っている。その時
に、防波堤をあげるのか、嵩上げするのか、いかに安全
性を確保するかは検討したい。

宮古小学校 産業・経済復興

19
・市として、商店街の復興についてお考えがあれば教え
ていただきたい。

・賑わいなどのまちづくりは、市単独でがんばってもで
きないので、みんなで夢を持ちながら一緒に考えて行き
たい。

宮古小学校 産業・経済復興

20
・漁業の復興に関して、風評被害というものをどう考え
ているのか。

・風評被害については難しくて、我々ができることは、
そういう話を聞いても、話題に出したり、伝えたりしな
いということが大切であると考えている。

宮古小学校 産業・経済復興

21

・宮古の産業を復興させようということが書いてある
が、水産業のことばかり。商業や商店街がどうなるの
か。市のほうに義援金が来ているのであれば、市のほう
でも、店をたたまずに続けられるような支援はできない
のか。
・半壊の方々で、自力で家を直して、電化製品を買って
戻った方々がいる。努力した方々が、なんの支援もな
く、暮らしている。仮設に入った方が、電化製品をも
らっている。

・国、県の規定があり、これを崩すのが難しい。市にも
義援金が来ており、日赤のような大きなお金ではない
が、今話されたような方についても、市に集まった義援
金からいくらか出したい。

宮古小学校 産業・経済復興
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22
・風評被害について、宮古市でも安全だということを全
国にわかってもらうような情報発信をしていただきた
い。

・放射能に関しては、測定器を準備して、いろいろなと
ころを計って、HPにアップするようにしている。

宮古小学校 産業・経済復興

23
・住宅兼店舗に住んでいたが、借金を返すので手一杯で
あり、なんとか市のほうで支援策など考えていただけな
いか。

・産業支援センターでいろいろ考えているところだが、
国や県であてはまるものがあれば、それを活用していた
だきたい。

宮古小学校 産業・経済復興

24

・今産業の復興といっているが、これからの宮古の産業
は何なのか。宮古の水揚げ高は75億円程度だが、一方で
瓦礫の撤去では1000億円かかる。この見通しはどうな
のか。

・瓦礫の処理は、宮古市だけでやるのではなく、国がや
るので、それと水揚げ高は関係ない。
・水産業が盛り上がっていくかどうかは、みなさんのが
んばりによるもの。それをいかに引き出すかが市の仕事
と考えている。

宮古小学校 産業・経済復興

25

・国や県の補助金がでているが、情報が遅い。また、採
択されるためにはしっかりした計画がいる。商店街は小
さな個店も多いのでそういう計画づくりをバックアップ
する人を、市のほうでつけてほしい。

・国の制度、県の制度などいろいろ出ているが、内部で
は調整をしているので、お知らせしていく。

宮古市役所 産業・経済復興

26
・観光について、新しい観光資源というものを発掘して
ほしい。

宮古市役所 産業・経済復興
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