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第３回宮古市東日本大震災復興計画検討委員会議事録 

 
１ 開催日時 

  平成２３年９月１３日（火）午後６時００分から午後８時１５分 

２ 開催場所 

  陸中ビル ３階大会議室 

３ 出席委員等（２３名） 

 【委員】佐藤雅夫、葛浩史、香木みき子、小口幸人、大戸浩委員、舘崎浩昭、佐々木良一郎、 

伊藤隆一、小林昭榮、花坂康太郎、田鎖巖、澤田克司、多田秀彰、新谷元彦、山崎時男、 

木村彩子、佐々木りほ子、植田眞弘、南正昭 

【オブザーバー】村上明宏、花山智行、坂本晋、加藤郁郎 

４ 事務局出席者（１４名） 

  名越副市長、坂下総務企画部長、金澤市民生活部長、小野寺保健福祉部長、熊谷都市整備部

長、下澤危機管理監、上屋敷田老総合事務所長、佐藤教育部長 

（復興推進室）滝澤室長、山本副主幹、川原主査、木村主査、加藤主事 

（危機管理課）長沢課長 

５ 傍聴者 

１７名 

６ 議事等 

 

午後６時、坂下総務企画部長が委員会の開催を宣言し、会議に入る。 

 

（委員長）会議に入ります。前回委員会での、委員の皆さまからのご提言、ご意見に対する対応

について、資料説明をお願いします。 

 

（滝澤復興推進室長）第 2 回検討委員会で出された意見に対する対応について、資料により説明。 

 

（委員長）ありがとうございました。ただ今の説明について、ご質問等はありますか。 

 

（木村委員）検討委員の皆さんから提出された提案は、いつ反映されるのかという疑問がありま

す。資料を見ていると、発言に対しての対応表となっており、私の発言も補足として申し上げた

ことで、それが全てではありません。この提案事項はいつ反映されるのか、それとも反映されな

いのか、この委員会は語句を直す委員会なのか、それとも提案する委員会なのかわからないので

すが、教えてください。 

 

（委員長）私から答えることもできますが、事務局からお願いします。 

 

（滝澤復興推進室長）この委員会は提案をお聞きする委員会です。いただいた意見につきまして

は、できるだけ計画のなかに反映してまいります。前回、あるいは今回の意見につきましては、

次回の検討委員会の中でお示しします。全てを計画に反映させることができない場合も考えられ

ますが、できる限り意見を反映させていくということです。 

 

（委員長）必ずここで議論をします。反映するべきものは我々の判断で、盛り込むべきだという

判断をします。他に、ご質問はありますか。 

 

（委員）修正案について、商店街の皆さんから提出されたものを見ると、「グランドデザインの

一つに位置付けること」、という表現も見受けられますが、各団体から提出されたものも、こう

いう意見が出たのでこのように修正します、ということで計画に盛り込んでいくものと解釈して

よろしいですね。 
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（委員長）委員会での判断になります。この委員会の席上で出た委員の皆さんのご提言、ご意見

に対して、市の対応ということでご報告いただきました。文書で出された提言についても、議論

をしていきます。委員以外からの提言も届いているようですが、それについてもここで適宜ご紹

介いただき、この委員会で判断し、これは復興計画に反映させようとか、その議論もここで行い

ます。今後パブリックコメントを実施しますが、その時にも多くの意見が出てくる可能性があり

ます。それについても、ここで議論する場を設けます。委員以外の意見は一切取り上げないとい

うスタンスではありません。他に、ご意見等はありますか。 

 

（委員）資料Ｐ3の、2つめの修正について意見を述べさせていただきます。市の対応としては、

「生活困窮者も含めた求職者の就業を支援してまいります」という回答になっていますが、これ

については心配しておりません。困窮者に対しては保護費の関係もありますから、就職支援を実

施するのだろうと私も考えています。私の意見としては、この状況のなか就業支援を受けて、就

職活動を一生懸命にしても就職できない人が必ず生じます。10 月の中旪には失業給付が打ち切

られようとしていますので、その時点で相当数が生じると思います。その方に対し、生活保護と

いう制度をしっかりと説明し、その機会を保証するという、そういうセーフティーネットの記載

が重要です。そこの部分は通常の行政の中で見落とされがちなので、特に記載すべきだという主

旨での意見です。就業支援により支援するという市の対応では、私の意見に対する回答としては

不十分であると考えています。視点にずれがあると思うので、是非再検討していただきたいと思

います。 

 

（委員長）ありがとうございました。再検討をお願いしたいということですが、（資料中）基本

計画への反映として、「追加」「修正」「検討」とあり、丸がついている箇所といない箇所があり

ますが、当然「検討」のところに丸がつくのではないかと思うところにもついていない部分もあ

りますので、再度、検討をお願いします。例えば、Ｐ4の「産業・経済振興」の部分で、水産業

の振興・再生がありますが、これは尐なくとも検討のところに丸があって然るべきだと思います

し、あるいは、推進計画で盛り込むかを検討します、など、丸が全くついていない部分で、「修

正」あるいは「検討」に丸があって然るべき箇所がありますので、次回修正したものをお示しい

ただきたいと思います。復興計画のどこかに表現として盛り込むべきもの、あるいは推進計画の

中で、というのもあると思いますが、整理が必要だと思います。他に、ご意見はよろしいでしょ

うか。それでは、検討委員会の委員から文書で提出された提案について、資料の説明をお願いし

ます。 

 

（滝澤復興推進室長、熊谷都市整備部長）委員提案の内容及び市としての対応について説明。 

 

（委員長）ただ今説明がありましたが、いかかでしょうか。 

 

（委員）わかりました。 

 

（委員長）田老地区まちづくり検討委員会で今後議論していくときに、県の津波防災技術専門委

員会が作成したイメージ図や、市が示した案にしばられる形で、計画を策定していくということ

はない、ということです。委員のご懸念はもっともだと思いますが、田老地区で立ち上げて検討

しようとしているときに、県や市が決めた、既にある型をはめて、その中で議論をする、という

のはおかしいということですよね。そういうことはない、という明確なご答弁をいただきました。

これまで通り、まちづくり検討委員会が自分たち独自で、資料については提供いただきながら、

田老地区のまちづくりの計画、構想を策定していただきたいということです。 

 

（委員）津波防災技術専門委員会の委員を務めています。委員会の翌日、新聞報道を見て、私自

身も驚きました。イメージが出てしまうと、決まっているかのような印象を与えたと思います。
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市から説明のあった通り進んでおり、防潮堤の高さをどのくらいの高さにするのかについて、県

として早く決めたいという意向があり、できれば月内にも方針を決め、予算要求に盛り込んでい

きたいということがあったものですから、その意図が先走って、このようなかたちになったと思

います。地区の合意なくしてまちづくりは進みません。防潮堤の高さについて、取り急ぎ方針を

決めなければならないという事実がありますので、できるだけ早く、議論が落ち着くような方向

に進むといいと思います。 

 

（委員長）提案書を提出した委員の皆さまのなかで、補足等があればお願いします。 

 

（委員）市から示された素案に対して、文言面で提案をさせていただきました。今回作っている

のは基本計画の部分なので、例えば、Ａ・Ｂ・Ｃに配慮してなど、そういう概要をまとめたもの

ですから、あまり具体的なものはふさわしくないというのは十分に理解していますが、Ａ・Ｂ・

Ｃ・Ｄ…というように、ある程度増えるということはやむを得ないと思います。国が作った復興

構想会議の『復興への提言』がまさにそうですが、配慮すべき事項がたくさん書いてあり、こう

いう視点で取り組んでください、という内容になっていますので、宮古市の基本計画においても、

配慮すべき点、心配りをすべき点を抽象的でも、たくさんの視点が述べられる形になるのはやむ

を得ないことだと考えます。素案ということもあり、市から示されているものは、すっきりして

おり、わかりやすいとは思いますが、配慮すべき点は明記すべきだと考えます。是非、市でも具

体的に検討していただきたいと思います。具体的な話として、一つ述べます。「被災者情報の一

元的な管理」について、市では仕組みづくりを進めていて、一元的に管理しますということで、

前回の会議の際に、市だけで情報を持っていても仕方ないので、関係機関に提供し、ある程度共

有しなければ、市の力だけでは復興できないのではないか、と意見を述べました。こういう視点

は、基本計画に明記すべきだと思います。今回の未曽有の震災は、市の職員だけで何とかできる

ものではないです。そのため、集めた情報を必要に応じて団体にも提供する、そういう姿勢で臨

むという記載が基本計画では必要だと思います。是非、そういう視点を踏まえ、我々の提言を見

ていただきたいと思います。 

 

（委員長）基本計画にどこまで盛り込むのかという議論も含めて、この委員会で決めましょう。

ご提案いただいたものは、それぞれごもっともで、欠かせないと思うご提言ばかりです。ただ、

推進計画の中での検討かどうかという議論があります。例えば、Ｐ7以降の提言ですが、住居兼

店舗型の高層ビルを作り、それが中心市街地の再生に有効であろうという部分、基盤施設を整備

することが、業者の設備投資の引き金になり復興の原動力になっていくという部分、被災地ツア

ー、復興ブランド、あるいは全国各地の物産展に参加するなど、特区、規制緩和のことも記載さ

れています。高台移転の場合の土地調査、ライフラインも一系統ではだめとか、製氷工場の早期

復旧、宮古港の防波堤とか具体的な部分もありますので、基本計画か推進計画か、当然盛り込ま

れるべき項目もありますし、盛り込むべきかを検討する、そのような議論もここでしたいと思い

ます。委員のご提言を 1つの例として出しましたが、どう対応するのか、基本計画に盛り込むか

どうかを含め、これから議論していきたいと思います。他に、ご意見等ありますか。 

 

（委員）復興の計画は様々あっていいと思いますが、防災や減災のところを、もっと話を詰めた

ほうが、その後の復興計画が活きてくると思います。例えば、建築確認申請についても、建ぺい

率がどうだという話ではなく、宮古市としてのスタンス、建築確認の許認可を盛り込んで考えて

いかなければならないと思います。平成 2年に水害で会社がだめになりそうになった際に、市役

所からし尿の汲み取りをしてもらい、ありがたいと思いましたが、それだけでした。川のそばに

工場を建てたのが悪いだろう、の一言です。今回そういう反省があるかといえば、ないように思

います。手を差し伸べてくれ、の話ばかりが多いです。過去に遡って提案文を書きましたが、そ

のくらいの津波の被害があったという認識が、行政や住民にあったかといえば、弱いような気が

してなりません。水産は海の近くに、と言いますが、私からすれば何でだろうと思います。トラ
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ックに積んであと 5分走ってもいいのでは、と思います。津波が絶対こないところに住んでいる

人から見れば、何回も同じことをさせるのか、というのはたぶんあると思います。市役所も防災、

減災で今までもやってきたと思いますが、何が足りなかったのか、そういう反省を是非してもら

いたいと思います。ＰＤＣＡの「Ｃ」がどうしても弱いです。結局、税金をムダ遣いしたという

ことでもあると思います。防災、減災に時間を費やして議論をしていただきたいと思います。 

 

（委員長）ありがとうございました。私も三陸大津波の時の復興計画を、市役所の奥の書庫に眠

っていたものを見る機会がありました。今、我々が議論しているようなことが全部書いてありま

した。高台移転についても書いていますが、結局それはできなかったわけですよね。まさにＰＤ

ＣＡ。何か計画を立てて、それを実施するけれども、それを 1回どうだったのか、どこまで達成

したのか、あるいは、達成できなかったとしたらその理由は何なのか、その反省に立ってまた計

画を作っていくという視点ですね。我々が復興計画を作る時も、宮古市はこれまでの防災、減災

の取り組み、考え方がどうであったのか、反省すべき点はどこにあるのかということを、この検

討委員会でも示していただきたいです。それらを参考にし、活かしていきたいと思います。これ

までの防災、減災の取り組みのどこがまずかったのか、我々が知りたいのは反省すべき点という

ことですので、この委員会でもお示しいただきたい、というご意見ですが、次回お示しいただけ

ますか。 

 

（長沢危機管理課長）大きなテーマであり、これまでの防災の施策がどうであったか、どこまで

過去に遡って検証するのかということもありますので、次回までというのは時間的に難しいと思

います。 

 

（委員長）こういう方向で資料をまとめたい、ということで結構です。このように考えて防災、

減災のプランを作ったけれども、こういうところに欠陥があった、という部分など、市としても

反省しなければならない点について、項目だけでも結構ですので、可能な範囲で次回お示しいた

だければと思います。他に、提案書についてのご意見等はありますか。 

 

（委員）私は弁護士で、防災や減災、まちづくりについては専門外なので発言を控えてきた部分

ですが、ただ今の話で違和感があります。過去の復興計画、先人たちが議論をした時の資料があ

るのであれば、我々はもう一度見て、同じ過ちを踏もうとしていないかということを再確認する

必要があると思います。私は東京出身ですから、私の目から見れば正直、津波が尐しでも来た地

域に今も市役所があって、商店街があって、そこを中心に復興していこうという計画をここで議

論しているのには違和感があります。もしも先人たちが同じようなことをしていて、同じような

ことが起きていたのであれば、もう一度考える必要があるのではないかと感じています。市に、

そういう貴重な資料があるのであれば、是非それを拝見したいです。先人たちのよいところは取

り入れ、失敗したところは検証して同じ過ちを犯さないようにする責任があるはずです。その検

証は不可欠ですし、この土地にずっと生活している人にとっては厳しい話もあるかもしれません

が、ここで見直さなければ、同じ失敗が繰り返されるだけだと思います。大変な作業だと思いま

すが、必要不可欠な作業だと思いますので、検討していただきたいと思います。 

 

（委員長）過去の復興計画を全員に配布するかどうかは別として、ご希望があればお示しするの

は必要だと思います。田老の高台移転の部分を読みましたが、大体同じような内容でした。だん

だん漁業関係者の強い意向があって、元のところに家を建てていく過程など、そういうのを読ん

でいると、同じ轍を踏まないほうがいいと思いますが、三陸大津波の時の計画はすばらしいです。

我々が今議論していることがずっと前にも議論されています。計画それ自体がまずいというので

はなく、計画を実施する過程で、色々な住民の要望などがあって、計画通りにいかないというこ

ともあるわけです。防災、減災のこれまでの市の取り組みについて、ここは甘く考えていたとい

う部分とか、ここは反省して活かしていきたいということを、項目の一部でも結構ですので示し
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てもらえれば、我々が復興計画を作っていく時に役立つと思います。よろしくお願いします。前

回はＰ30まで議論をしましたが、本日はＰ31以降に移ります。Ｐ31以降の部分について、ご意

見等があればお願いします。 

 

（委員）Ｐ31 農業の復興・再生の、復興に向けたねらいの部分を見て、被災前と同じだな、と

思いました。素案を見て、市民が元気になるような素案でなければいけないと思います。あと一

歩前に進むため、若い人たちの組織づくり、魅力ある組織づくりを一言添えてほしいです。後継

者不足はずっと続いている問題なので、担い手の確保育成とありますが、商品開発を含めた農業

プロジェクトなど、若い人たちに魅力ある農業にしてもらいたいということです。復興に向けた

取り組みに、「除塩」についての記載がありますが、これも必要ですが、逆手にとって塩害に強

い作物づくりも取り入れた方がいいのではないかと思いました。農業に従事していませんが、一

般主婦としての考えです。 

 

（委員長）ありがとうございました。Ｐ31 の復興に向けたねらいの部分ですが、具体的にこう

いう内容が入った方がいい、というのがあればご発言いただけますか。 

 

（委員）農業プロジェクトチームの組織づくりとか、若い人たちに興味を持ってもらうような、

素案を見たときに元気になるようなものがあればいいと思います。 

 

（委員長）ありきたりの文章ということですよね。復興に向けたねらいの部分がそれぞれにあり

ますが、震災前にどう戻すのかということがメインになるのかもしれませんが、項目によっては

新たな発展軌道に乗せていくという内容にもなっています。農業のところでも、ただ元に戻すだ

けではなく、それをより活力あるものに生まれ変わる、創造していくような内容にした方が夢が

持てるというご意見に受け取りましたが、復興に向けたねらいの部分なので、躊躇するところも

ありますが、もう尐し夢の持てるというか、ただ元に戻すことだけではなく、というご意見です

が、この点についていかがですか。 

 

（委員）専門分野ということでお話をさせていただきます。今回については基本構想という形に

なると思いますので、文言的には昔と同様、と言えばそれまでですが、今度の震災で被災した地

区の農地は、小規模農家がほとんどで、担い手育成につながる農地面積がある地域は 1地区か 2

地区しかありません。基本計画に入れると、将来、行政としてもプロジェクトを組まなければい

けない場合が出てきますし、大きな農地としては宮古市では赤前地区がありますが、プロジェク

トを組むとなった際に、市で農地の住宅への転用も出てくると思うので、農業がどうなるかまだ

見えない状況です。そういう中で、農業の再生のためにこうします、と基本計画で謳ってしまう

のは、難しい部分があります。今後それぞれの分野で推進計画が出てくると思いますので、そこ

で細部にわたって一次産業をどうするかを考えてもらえればと思います。担い手不足の問題は十

何年も前からの懸案事項で、解決していないというのが実態です。基本計画については、このま

までいいのではないか、というのが私の意見です。 

 

（委員長）基本計画で具体的な内容を盛り込むよりも、基本計画では大きな方向性を示して、推

進計画のなかに盛り込んでいければよい、というご発言ですが、Ｐ31、Ｐ32 の内容については

いかがですか。これ以上は具体的にしないほうがいいでしょうか。 

 

（委員）Ｐ32 についてですが、宮古市の復興計画の前段として、国から示された農業再生の取

り組みのとおりだと思います。宮古市以外の振興局や山田町とも話をしていますが、沿岸地域の

農地再生に関しては、農業で生計を立てている農家の数が尐ないです。農地の復旧をかけた後で、

農地の集約をした方がいいというような、抽象的ですが、今後の動きによって農業再生が大きく

変わると思いますので、この書き方でいいのではないかと思います。 
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（委員長）ありがとうございました。基本計画のところでは具体的な方向性を示さないで、型に

はめない方がいいということでありました。他に、ご発言があればお願いします。 

 

（委員）Ｐ56の取り組みの表について、「防災行政無線のデジタル化」とありますが、防災行政

無線はデジタル化されていたと思っていましたが、違うデジタル化なのか、新たに同じようなデ

ジタル化をするのか教えてください。デジタル化をしたものでも、停電や被災を受けると今回の

ように情報が伝達できないという状況になり、同じことが繰り返されるのではないかという疑問

がありますが、いかがですか。 

 

（長沢危機管理課長）平成 17年 6月 6日に合併し、昨年 1月には川井村と合併して現在の宮古

市となりました。合併以前に、それぞれの市町村で防災行政無線を整備しており、その時は全て

アナログでした。国の方針もあり、デジタル化の整備を進めておりますが、現在、デジタル化の

整備が済んでいるのは、旧宮古市と旧新里村を併せたものです。旧田老町と旧川井村はアナログ

のままですので、これについてデジタル化を実施するということです。停電時につきましては、

バッテリーを備えておりますので、一定時間は対応できることになっています。 

 

（委員）課題と現状のところで、情報伝達手段を補完するものを確保する必要があると書いてお

り、Ｐ56 の市民への情報伝達手段の再構築のところで、ＩＣＴ、情報通信技術の活用などによ

る情報伝達の充実・強化を図るというところがありますが、復旧期というところまでしか「ＩＣ

Ｔの活用などによる情報伝達の充実、強化」が盛り込まれていませんが、継続していかなければ、

補完する情報伝達手段が賄えないと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（長沢危機管理課長）これは復旧期に取り組むということで、取り組み、持続していくという意

味です。 

 

（委員）宮古市としての情報伝達、地域の情報の展望など具体的なものが示されないと、誤解を

与えるところがあるのかなと思って見ていましたが、ＩＣＴの活用や情報伝達を補完するものに

ついては、これから先も続いていくという考え方でよろしいでしょうか。 

 

（長沢危機管理課長）その通りです。 

 

（委員長）Ｐ57の復旧期の部分ですが、平成 25 年度まででは、全面的なデジタル化が達成でき

ないという計画ですね。平成 28 年度までかけて、デジタル化するというロードマップでしょう

か。 

 

（長沢危機管理課長）旧田老町はアナログのままで、まちづくりに併せて整備していきますので、

平成 24年、25年頃からの取り組みになる予定です。 

 

（委員）ＩＣＴの活用などによる情報伝達の充実・強化というのは、発展期まで延ばすべきもの

ではないかと思います。そこで終わるものではないように思いますが、いかがですか。 

 

（危機管理課長）その通りだと思います。 

 

（委員長）防災行政無線のデジタル化だけではなく、ＩＣＴの活用を含めて、矢印が長くなると

いうことですね。その部分については、ご検討ください。 

 

（委員）今の話の続きですが、津波のＧＰＳ波浪計が釜石の 20 キロ先に設置されていて、その

データが気象庁にいくわけですが、実際に機能が停止したのは陸にあがってからだという話を聞
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きました。情報通信機能について、明確に出す必要があると思います。反省からどう具体策に結

びつけるかということで、委員長からは基本計画なので、具体的なものはいいのだという話もあ

りましたが、その視点を明確にしたなかで反省し、どう対応すべきかを考えることが大事だと思

います。気象庁からの情報を市が受けて、どのように市民に伝達されたのかというのが一番の反

省点ではないかと思います。情報を一箇所だけではなく、市民の末端までわたる方法をどのよう

に構築していくか、その視点が弱いと思うので、再考をお願いします。もう一つは、自然エネル

ギー、代替エネルギーを宮古で地産地消するくらいの夢がないとおかしいと思います。国の施策

の中にありますが、環境未来都市に応募するくらい、せめて宮古エリアでは代替エネルギーで賄

うというのがあって然るべきだと思います。地方自治と言われて 10 年経ちますが、宮古市らし

さがどこに出ているのかという疑問があります。域内のエネルギーは自分たちで賄えるというよ

うに、誘致でも結構ですし、民間の力も活用しながら、官民一体となってエネルギーの創出を図

るべきです。エネルギーを検討します、と基本計画にありますが、夢を語ってほしいです。葛巻

町はエネルギー自給率 150 パーセントということで、風力や太陽光を組み合わせてやっているよ

うですが、150パーセントはすごいと思います。それに倣うわけではありませんが、宮古域内で

の自給率を高める、あるいは原子力に頼らないエネルギーを皆で分かち合うことが大事だと思い

ました。 

 

（委員長）今のご意見の後半の方は、Ｐ60 の（3）を具体的にしてもいいのではというご意見と

承ってよろしいでしょうか。私も重点プロジェクトの（3）の部分に違和感があり、他の項目と

質が違うと感じています。具体的に、実施主体がどこで、どういうことを市は考えているのかを

伺いたいと思います。官民が一体となってエネルギー自給率を高めていくのか、環境未来都市を

つくるのか、どのようなイメージでしょうか。 

 

（滝澤復興推進室長）プロジェクトが 6つありますが、3点目については、実施主体が宮古市に

なり得るか、微妙なプロジェクトだと思っております。再生可能エネルギーについては、自治体

が直接実施するのは難しい部分があります。市がどのような形で関わり、あるいは民間の力を借

りてどのように開発ができるのかを調査研究したいということで、プロジェクトに掲げました。

話題となっているスマートグリットなど、導入可能であるのかを調査研究したうえで、具体的な

取り組みができるのであればやっていきたい、という主旨のプロジェクトです。 

 

（委員長）防災のための情報伝達のシステムの部分で、私は経営情報学科の教員ですが、従来型

の、震災前の情報伝達のシステムのどこに問題があったのか、不十分であったのか、あるいは今

回の震災で何がわかったのか、そういう反省に基づいてより強化されたものに再構築していくと

いう流れの中で、Ｐ56、Ｐ57 が書かれているというように読みましたが、従来型のどこに問題

があり、今回どのように改善しようとしているのか、尐なくても基本計画の中にはしっかり示す

べきだということですが、いかがでしょうか。もちろんそういう視点で書いていると思いますが、

その部分が見えるようにすべきではないかというご発言ですが、いかがでしょうか。 

 

（長沢危機管理課長）Ｐ56 の現状と課題の 3 番目に、当時防災無線がどうであったかを書いて

います。その反省に基づき、同ページ下部に取り組み内容を書いています。表記については、も

う一度検討したいと思います。 

 

（委員長）補完する情報伝達手段を確保する必要がある、とありますが、補完する情報伝達シス

テムというのが、このページを見てわかるようにしてほしいということです。具体的には、補完

する情報伝達手段については、どこに書いてありますか。 

 

（長沢危機管理課長）想定しているものは、ＩＣＴと、コミュニティＦＭとの連携という部分が

そうです。 
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（委員）今回の震災を受けて変わった一番の点が、「防災」から「減災」へという話だったはず

です。減災を実現するには情報伝達がものすごく重要です。津波が来たという情報を、一人ひと

りに提供するという部分は、減災実現の核にもなるべき話で、この記載では全く不十分だと感じ

ています。例えば、停電がなかったら、防災無線を聞いて皆さんが本当に逃げたでしょうか。津

波の高さとして受けた情報など、それらを受けた反省がこれで足りているのか、疑問に思います。

減災を実現するためには、今回の反省にプラスして、減災を実現するための情報伝達手段という

のを具体的に考えなければ、反省が活かせないと思います。補完するものが何なのか、というこ

ともそうですし、実際に足りているかという検証、訓練をするのもそうですし、津波をより早く

知るすべがあれば、それを取り入れるのもそうですし、総合的に取り入れて津波が来たというこ

とを皆に知らせない限り、防潮堤がより高くなり、より津波が来たことがわからなくなるので、

減災は実現できないと思います。この部分は重要ですので、再検討が必須だと思います。 

 

（委員長）ありがとうございます。停電したらＩＣＴも活用できないのではないでしょうか。停

電によって、不通になった場合に、それを補完するものとしてＩＣＴというのは違うのでは、と

思います。インターネットが全然使えなかったです。携帯電話も使えなくなり、携帯電話で電話

をするために川井まで走りました。情報伝達手段を反省のうえにどう強化していくのかというこ

とをわかりやすくすることと、何がどう変わるのか、どう良くなるのかを明確に見える形でご検

討いただければと思いますが、基本的な方向性はこの委員会で決めますので、具体的な意見をも

らえればと思います。 

 

（委員）緊急地震速報はすごく便利です。市でできること、できないことがあると思いますが、

国や県に対しては、津波が発生した時にいち早く探知するシステムを構築するようにということ

は強く働きかけるべきだと思います。そこから得た情報を市民に送る、パイプの部分については、

複合的に市民にあった形で提供するという、二段構えだと思います。探知の部分と情報を送る部

分です。国や県に要求すべき部分は要求して、複合的に作る部分は作り、そしてうまくいってい

るかを実際に検証する、例えば電気を止めて検証するなどを考えたほうがいいと思います。ＧＰ

Ｓで津波を探知できるシステムがあるのなら、それから情報伝達で届くようにすればいいだけで

すから、宮古市が考えるべきことですし、こちらから提案をあげていく話だと思います。 

 

（オブザーバー）ＧＰＳについては地元の消防団と相談しながら、データを各防災活動にどう活

用できるのか、設置する段階から調整をしてきました。今回の場合は、到達する 10分前に沖合

で波高を観測しました。データは気象庁にリアルタイムで流れています。気象庁は当初、岩手沖

は 3メートルの大津波と出しましたが、釜石のＧＰＳの波高計を見て情報を修正しました。予報

が届いて、直接、データを各一般市民に提供することは今の段階ではできません。提供の仕方に

ついては前から議論していますが、例えば、ＧＰＳの場合、陸上で 1メートルくらいの津波が発

生した時に、沖合の水深 200メートルでは数十センチしか変動がありません。沖合で 30センチ

の津波を観測していたと言った瞬間に、皆さんは大したことはないと思います。沖合で 1メート

ルの津波と言っても、ここに来たらどうなるかというのはまだ市民には理解されておらず、大体

3メートルくらいにはなります。情報が錯綜すると混乱を招くということで、整備局としても検

討していたところです。今回の一番の反省は、停電が起きて、ケーブルが遮断され、第 1波が来

た段階で通信機能がだめになりました。観測所としてはバックアップ電源がありましたので、2

時間観測でき、沖合での 7波目くらいまではデータが取れました。シミュレーションをする段階

では貴重なデータになると思います。国としても、今回の教訓を踏まえて、情報通信の多重化を

早急に検討しなさいという指示が出ていますので、2 重、3重の通信網を検討しながら、県や市

町村との通信網と併せて、防災時の情報伝達の改善が出てくるものと思います。 

 

（委員長）今回の反省に立って、体制を強化して再構築していくというときに、Ｐ56、57 の表

では「強化と再構築に取り組みます」となっていますが、具体的にこういうことをやって強化し、
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こういう方向で再構築します、というのが明確にわかるように修正をお願いしたいと思います。 

 

（長沢危機管理課長）ご意見を参考にして見直します。緊急地震速報については、Ｊアラートと

宮古市の防災行政無線が連動しており、自動的に立ちあがって、防災行政無線で市民の皆さまに

情報を流す仕組みになっております。 

 

（委員長）そういう方向での修正でよろしいでしょうか。委員の専門性を活かしていただければ

と思います。その他、ご意見等はありますか。 

 

（委員）水産業の復興再生についてですが、「一体的」というのは、水産加工業まで含めて言い

ますが、水産加工業は工業の部分に書いています。復興計画においては、水産業の復興再生の部

分に、水産加工業まで含めて一体的な復興を図ってもらいたいと思います。産業全体の話ですが、

復興計画の中での欠点は、新設や設備を導入する際の支援や補助が全然ありません。いつになっ

たらできるのかなと思いますので、支援の部分を入れてください。商業観光については提案書で

出しました。Ｐ41 に取り組みの記載がありますが、二重債務問題の取り組みについても、金融

系支援の中に入れていただきたいと思います。 

 

（委員長）水産加工業は製造業に分類されますが、ここは一体化という時には魚を捕るところか

ら始まり、出荷し、水産加工までを一体化させた再生、というように私は読みましたが。 

 

（委員）被災状況の部分についても工業分野の方に書いてあるので、できれば水産加工業の部分

だけは水産業のほうに含めて、一体的にやってもらえればと思います。 

 

（委員長）Ｐ35、Ｐ36 では、一体化というのは水産加工業が含まれた書き方にはなっています

よね。 

 

（委員）工業の分野のほうに製造業として入っているので、できれば水産業の中に加工業も独立

して記載してもらい、一体の中に水産加工業も入るべきではないかと思います。宮古の場合は基

幹産業として水産業というのは別にあるという考えですよね。そういう意味であれば、水産加工

業までが一体だと思います。Ｐ36 に流通加工体制の整備、再生が大事とありますが、この文言

だけでは、加工業に対してしっかりした支援があるのかがわからないです。 

 

（委員長）Ｐ35 の復興に向けたねらいの部分でも、明確に姿勢が出ていると思いますが不十分

でしょうか。 

 

（委員）被害状況の中でも、Ｐ35 の水産施設等への被害にプラスして、水産加工業の被害状況

とか、水産業と加工業が一体となった復興ということを、当然あわせて謳っていかないとだめだ

と思います。商工会議所でも、水産部会は水産加工業までが、水産部会です。要望するときには

あくまでも、生産から、冷凍・冷蔵、加工、販売、流通まで、加工業も必ず水産という部分に入

れています。 

 

（委員長）水産施設等への被害という部分に、水産加工業者の被害の実態も入ってくるべきだと

いうことですが、その点についてはいかがですか。 

 

（滝澤復興推進室長）分類の中で、水産加工業が製造業に入っており、重複しますがこちらにも

入っても問題はないと思います。施設の被害状況につきましては、巻末にもっていくことも検討

しておりますので、表記の方法については調整をさせていただきたいと思います。 
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（委員）水産加工業の被災状況がここに入っているとかではなく、水産業の復興といった場合に

は、水産加工業まで含めた一体的な復興再生という文言にした方がいいということです。 

 

（滝澤復興推進室長）主旨はわかりました。表記についても、表現が弱いのかなとは思いますが、

Ｐ36 の流通加工体制の整備のところで、水産加工施設の再生についてもふれており、一体的な

早期復旧を支援します、という表記にさせていただいておりました。この表現をもっと強いもの

にした方がいいということであれば、そのように検討します。 

 

（委員長）水産施設等の被害というところに、水産加工業の被害が入っていないと、水産業には

水産加工業が入らないのかな、という誤解を招くので、ここにも入っていれば、まさに水産加工

業も入っているということが明確になるということだと思います。Ｐ36の部分で、「しかし」か

ら先の 3行目にかけての文章について、実態はこうだとしても、表現の仕方はちがうのではない

かと思います。あまりにも被災規模が大きいから、一度にはできないということで、できるとこ

ろからやるというのはその通りですが、被災した方に不快感を与える表現に見えるので、ご検討

いただければと思います。 

 

（委員）Ｐ43 の観光の復興と再生について、津波の被害にあった浄土ヶ浜レストハウスの復旧

が検討されていますが、安全面を考慮すると、津波が到達しない場所に同じ機能にプラスアルフ

ァした施設を作るとか、ターミナルビルのところとか、そういう場所に作ることを検討した方が

いいと思います。170、180 万人の方が宮古市に来るので、施設の安全面についても考慮したほ

うがいいと思います。 

 

（委員長）ありがとうございます。市のほうから何かありますか。 

 

（滝澤復興推進室長）浄土ヶ浜レストハウスを含め、現地での復旧、再生がよいのかを検討しな

がら、観光施設の再生をして参りたいと思います。安全面も勘案しますが、ターミナルビルにつ

いては、現在位置に新たな観光施設を建てるのかを別にしましても、空いた場所、高い場所に建

てるということも 1つの選択肢になろうかと思いますが、具体的には今後、検討をさせていただ

きたいと思います。 

 

（委員長）浄土ヶ浜レストハウスやシートピアなあどを、全く同じ場所に再建するとは書いてい

ないですよね。シートピアなあどは検討中ですか。 

 

（名越副市長）公共施設につきましては、「復旧」といえばその場に建て直すとか、修理するの

が原則ですが、今回の災害の性格からすれば、それが適当かどうかを含め、考えていかなければ

いけません。他の公共施設についても、個別具体に検討していかなければと思っています。ここ

での記述につきましては、現地建て替えとか現地での復旧に限っているわけではなく、また、そ

れを排除したものではないということで、含みを持たせた表現で記述しています。 

 

（委員長）Ｐ43 の観光施設等の復旧のところで、早期復旧に取り組みます、とありますが、含

みを持たせた表現ということです。早期復旧という言葉で含みを持たせているというお考えが示

されましたが、誤解を招かないかなということも含め、検討が必要かもしれません。他に、ご意

見等ありますか。 

 

（委員）Ｐ36 について、漁港の整備については、岩手県でも 108 箇所の漁港を全て復旧させる

という方針があります。「優先順位を定め」とありますが、このことは推進計画で謳っていただ

いて、「復旧する」ということを書いてもらえればありがたいと思います。堤防や集落道と記述

していただいていますが、漁港関連道も主要な部分です。大きな時化のため壊れたり、復旧には
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大変だというのがあると思いますが、漁港関連道という字句も入れていただければと思います。

流通加工体制の整備のところで、施設の再生とありますが、これは既存の場所をイメージします

が、加工団地の造成が必要なとこもあるのではないかと思います。衛生的で集約した加工施設が

作れるような、団地造成という方針も書いていただければと思います。 

 

（委員長）どこにつくるのかの検討も含めて、早急に復旧するという中身になればわかりやすい

ということですよね。漁港関連道という文言を加えるということは問題ないですよね。「優先順

位を定めて」という記述についてですが、基本計画では全てを復興させる、と書けばいいと思い

ます。ここだけ具体的な言い方をする必要はなく、全て元に戻す、ということで書いた方がいい

のでは、というご意見でした。他にご意見等はありますか。 

 

（委員）観光の部分で、復旧ならこれでいいと思いますが、この際、まちなか観光とか、観光施

設をどうするのかという新しい視点を植え付けなければならないと思います。まちなか観光をや

る場合、バリアフリーやユニバーサルデザインとか、障がい者にも優しいような、例えば、公共

施設のトイレは配慮したものを作るとか、そういう地道な作業から新しい考え方をもっていかな

ければならないと思います。復旧すればいいという考え方ではなく、尐子高齢化で立ち行かなく

なっていく際に、交流人口を増やすしかないと思います。全国から来る人に、どうすれば宮古の

印象を高められるかとなった場合、誰にでも優しいまちづくり、リゾートにある公共施設も含め

て配慮し、徹底したバリアフリー、あるいはユニバーサルデザインについては日本一だというく

らいの発想でやらないと本当の意味での再生にならないと思います。根底にあるまちづくりをど

うするのかを、もう尐し考えていただき、明記することが必要ではないかと思います。 

 

（委員長）バリアフリーやユニバーサルデザインを核にした、宮古らしさということについての

ご意見でした。ただ元に戻すのではなく、新しいものに作りかえる時に、バリアフリーのものに

絞るというのも一つの考えで、的確なご指摘だと思います。提案をいただいておりましたが、文

章でもお示しいただければと思います。他に、ご意見等はありますか。 

 

（委員）Ｐ55 の地域防災力の向上について、今回の震災を受けて消防団員の活動が一番の初期

対応だったと思います。消防との関わりが薄いような気がします。消防力の回復に関しては、屯

所の復旧だけではなく、市長が団長であったと思いますが、宮古市の防災能力の向上という際に、

消防との関わりを明記してもらえればと思います。 

 

（委員長）消防との関わりをもっと強調するような内容になったほうがいいのでは、というご意

見でしたので、ご検討をお願いします。他に、ご意見等ありますか。 

 

（委員）観光地の話がありましたが、バリアフリーやユニバーサルデザイン化は防災のまちづく

りにつながります。お年寄りの避難、障がいを持った方の避難の問題も出てきますので、まちそ

のものをユニバーサルデザイン化し、観光地も含めて、まちづくりを進めていくうえで一体的に

考えていいただければと思います。一歩進んだメッセージ性を計画に入れてもらえればいいと思

います。その点については、改めて意見をさせていただきたいと思っていました。 

 

（委員長）提案書にまとめてもらえればと思います。貴重なご指摘をありがとうございました。

他に、ご意見等ありますか。 

 

（委員）Ｐ37 からＰ38について、私は中心市街地に住んではいませんが、例えば、現状と課題

の「衰退に拍車がかかっています」など、現状を述べているとは思いますが、もう尐し不快感を

与えないような表現にした方がいいと思います。それも含め、具体的に提案いたします。Ｐ38

についての質問ですが、商業の復興再生の取り組みで、中心市街地の復興・再生の 3つある取り



 

12 

 

組みについて、再生期のところで止まっているのはどうしてでしょうか。意図があって再生期で

止めているのでしょうか。 

 

（委員長）衰退に拍車がかかっているという表現は不快感を与えるのではないかというご意見で

したが、事実に反すると言えないところもあります。矢印が再生期で止まっているというご指摘

ですが、いかがでしょうか。 

 

（滝澤復興推進室長）委員ご指摘のとおり、再生期で止まるものではないと思いますので、発展

期まで伸ばします。随所に見直しが必要なものがあると思いますので、文言の修正と併せ、不快

感を与えないような表現を考えてまいります。 

 

（委員長）矢印をどこで止めるのかについては、あくまで素案ということでしたので、委員のご

指摘等を含めた修正案が今後、出てくるものと思います。他に、ご意見等ありますか。 

 

（委員）復興に時間がかかっています。仮設住宅に皆さんが住み始めて、住宅の再建の見通しが

立たないということで、不安を抱えています。安全な地域づくりにも関わりますが、まちのプラ

ンを作っていくのにも、非常に時間がかかります。その中でキーとなるのが、公営住宅の整備だ

と思います。プロジェクトにも「すまいの再建支援プロジェクト」を掲げていますが、住宅再建

の話を先行して進めていくという意図の現れかなと思っていますが、まちの復興にあわせて、順

次整備されていくというのでは遅いと感じていまして、公営住宅はある程度先んじて作っていく

という意図があるのか、むしろ、そうしていただきたいと思いますが、その部分をお聞きしたい

と思います。 

 

（熊谷都市整備部長）県が候補地を先駆けて検討していくということで、用地についても県と市

で協議しながら、先んじて進めます。自己再建できる方と、公営住宅を求める方がいますが、災

害公営住宅については、着手できるところから進めたいと思います。必要数をつかむことも肝心

で、建てた後に負担になることもありますので、調整が必要です。高層住宅、戸建て、高齢者を

対象にしたもの、民間住宅の借り上げ、優良民間賃貸など様々な手法、ニーズがあると思います

ので、それらを含めて検討していきます。 

 

（委員長）様々な課題がありますが、公営住宅の整備は先駆けて取り組んでいくというお答えで

した。他に、ご意見等ありますか。 

 

（委員）国の復興計画が復興構想会議で出ています。色々な産業をみると、復旧で止まっている

ものが多いと思います。復興計画なのに復旧で止まっているのはもったいない、と思っています。

その点は、国で作った『復興の提言』に、参考になる記載もありますので、参考にしてもらえれ

ばと思います。もう 1つは減災の話です。国で減災の考えについて書いている部分がありますが、

一番最初に挙げているのが防災教育です。防災教育に関する記載が宮古市では何があるのかとい

えば、Ｐ58 に「防災教育の充実」という部分で尐しあるだけです。小・中学校、高校、地域、

自主防災組織等と連携し、防災教育の充実を図ります、とここに凝縮されているとは思いますが、

ここの強化が必要だと思っています。私の考えとしては、復興重点プロジェクトの方で、災害記

憶の伝承プロジェクトというのがあります。ここの部分で、伝承の部分もそうですが、教育につ

いても記載が必要だと思います。学校の生徒だけではなく、地域に移り住んでくる方々、卒業し

た方々を含め、一体として防災教育を充実させる、ということです。そうでなければ、減災は実

現できないと思います。この減災の部分の、ソフト面での検討が尐ないと思うので、復興重点プ

ロジェクトの中の、防災拠点の形成プロジェクトでも、災害記憶の伝承プロジェクトのどちらで

も結構ですので、防災教育の観点のプロジェクトを含めていただければと思います。 

 



 

13 

 

（委員長）防災教育の充実の部分は、もう尐しボリュームがあってもいいのではないかというこ

とで、ハード面も大切ですが、減災ということを考えた時は、教育も大事というご意見です。宮

古市の基本計画の中でも防災教育の部分を、もう尐し強調するような、中身としてはもっと長く

てもいいのではないでしょうか。それでは、その他に移りますが、事務局から何かありますか。 

 

（滝澤復興推進室長）次回以降の日程について説明。 

  第 4回目  9月 28 日（水） 18:00～ 陸中ビル 3階大会議室 

  第 5回目  10月 28 日（金） 時間、会場は未定 

 

（委員長）次回以降の日程の提案でしたが、よろしいでしょうか。委員の皆さんから何かありま

すか。よろしいようなので、以上で終わります。ありがとうございました。 


