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令和２年８月定例記者会見 

■日時：８月３日(月)午後１時 30分 

■場所：イーストピアみやこ市民交流センター １階会議室１・２ 

 

会見項目 

 

≪新型コロナウイルス感染症暮らし・経済対策≫ 

１.地域内経済循環促進事業（プレミアム商品券）について 

≪その他催事など≫ 

２.第２回宮古市公式 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ フォトコンテストについて 

３.浄土ヶ浜ナイトウォークについて          

４.令和２年度宮古市総合防災訓練について 

５.みやこ寄席について 

 

会見内容 

 

  別紙資料１～５のとおり。 

 

 

記者との質疑 

 

≪１.プレミアム商品券 に関すること≫ 

 

読売新聞 

プレミアム商品券発行の目的を教えてください。 

市長 

新型コロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）の影響で落ち込んでいる地域内消費を喚

起させることが目的です。今回は、過去に実施してきたプレミアム商品券事業に比べ、飲

食関係の参加事業者が多くなっています。新型コロナにより特に影響が出ている飲食店の

支援になればと考えます。 

 

読売新聞 

子育て世帯へのプレミアム商品券配布の目的を教えてください。 

市長 

子育て世帯には非正規労働の方が多く、新型コロナの影響を受けていると考えています。

インスタグラム 
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そうした世帯への支援として、実施します。 

 

NHK 

プレミアム商品券の発行にあたり、市民に呼びかけたいことはありますか。 

市長 

５千円で６千円相当の商品券が手に入りますので、ぜひこの機会に、普段はできない買い

物やちょっと贅沢な食事などに使ってほしいです。宮古市民「ワンチーム」で、宮古の経

済を支えていきましょう。 

 

 

≪４.市総合防災訓練 に関すること≫ 

 

毎日新聞 

市民参加のない総合防災訓練というのは過去にも実施した年はあったのでしょうか。 

市長 

震災後は初となります。厳密には消防団員は参加しますので、まったくのゼロではありま

せん。今後、新型コロナの状況を見て、市民参加の訓練も実施できればと考えています。 

 

毎日新聞 

７月 27日の大雨の際は、避難所は開設していたのでしょうか。開設していた場合、新型コ

ロナ対策はどのように行っていたのでしょうか。 

市長 

27日は川井地域で６カ所の避難所を開設しました。新型コロナ対策として、各避難所に感

染症対策用キットを設置していますので、そちらを利用して、避難所運営を行いました。

キットには、マスク・非接触型体温計・消毒液などが入っており、市内 63カ所すべての避

難所に設置済みです。 

 

毎日新聞 

避難者の密集を避けるために、避難所を増やしたり、場所を変えたりといった対応はしま

したか。 

市長 

しておりません。過度な密集となるような避難所は、現時点では想定しておりません。新

型コロナの状況を見て、必要であれば他の公共施設を急きょ避難所として利用するなどの

対応も必要であると考えています。また２次避難所としては、グリーンピア三陸みやこの

利用も想定しています。 

 

 

≪その他：新型コロナ陽性患者の発生 に関すること≫ 

 

河北新報 

新型コロナ陽性患者（以下、陽性患者）等への誹謗中傷について、市にそうした苦情の電

話などはどれくらい来ているのでしょうか。 
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市長 

誹謗中傷というよりも、陽性患者の所在や状況などに関する問い合わせが、本日までに約

70 件ほど来ております。いずれも、個人の特定につながる情報には回答しておりません。 

 

河北新報 

陽性患者に対して誹謗中傷を行っている人達に対し、どのように対応してきますか。 

市長 

そうした誹謗中傷等は行わないよう、市ホームページや市公式 SNS、防災行政無線、ハー

バーラジオなどで伝えています。誰でも感染する可能性があるのだということをみんなに

理解してもらい、市民一丸となり、新型コロナ対策に取り組んでいくよう、呼びかけてい

きたいです。 

 

毎日新聞 

インターネットの掲示板などで、陽性患者の特定につながるような具体的な書き込み等は

確認していますか。 

市長 

現時点では確認できておりません。 

 

毎日新聞 

市内での陽性患者の発生を受けて、地域外来センターでの PCR検査の数を増やすなどの対

応は考えていますか。 

市長 

当初より市医師会へは、地域外来センターの積極的な活用をお願いしてきました。今後も

変わらず、検査を実施していきます。 

 

毎日新聞 

市民への活動自粛要請や行動制限などを設ける予定はありますか。 

市長 

現時点では予定していません。新型コロナに関する対応は予測が難しいので、今後の状況

を見て判断していきたいと考えます。 

 

毎日新聞 

新型コロナの影響で、災害公営住宅で暮らす高齢者への見守り活動や被災者サロンなども、

活動しにくい状況にあると聞きます。この点についてはどのように考えますか。 

市長 

新型コロナ対策を徹底するあまり、一人で閉じこもってしまったり、運動不足になったり

してしまい、体調を崩してしまうケースもあると思います。マスクの着用やうがい・手洗

いの徹底、三密を避けた環境作りなどに注意すれば、コミュニケーションの場を設けるこ

とは可能です。個人が求める新型コロナ対策はそれぞれ異なると思うので、様々な意見を

聞いて、対応方法を検討していく必要があると考えます。 
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NHK 

従来より「岩手や宮古は人柄が優しい」という言われ方をしてきましたが、今回の陽性患

者発生をうけ、やはり誹謗中傷を行う人も出てしまいました。このことについてどう思い

ますか。 

市長 

地域柄か、決められたことに真面目に取り組む、従順な性格の人が多いように思います。

その分、今回の陽性患者発生を受けて、皆さん緊張状態にあったことも、そうした誹謗中

傷につながったのではないかと感じています。過度な不安を感じさせないように、市民に

正しい情報を速やかに発信していけるように心がけていきたいと思います。 

 

 

≪その他：浄土ヶ浜遊覧船の廃止 に関すること≫ 

 

NHK 

岩手県北バスから浄土ヶ浜遊覧船事業廃止の発表がありました。このことについて、今後

の市としての関わり方などについて教えてください。また、遊覧船の運営を続けるため、

別の民間事業者を探したり、第三セクターなどを立ち上げたりする考えはありますか。 

市長 

廃止は非常に残念に思いますが、企業として採算が取れない事業は撤退せざるを得ないと

いう点も理解できます。しかし、海上の交通ルートを持っているということは、市として

も非常に有益ですので、何らかの形で改めて作り上げていければと思っています。やり方

や方向性は、できるだけ早く決めていきたいと考えています。 
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地域内経済循環促進事業（プレミアム商品券）について 

 

１ 内容 

■ 販売価格   １セット 5,000円（500円×12枚、6,000円） 

■ プレミアム率       20％ 

■ 販売数      50,000セット       

■ 販売（流通）総額    ３億円 

 

２ 日時 

  発売期間 令和２年８月１日(土)から 10月 31日(土)まで 

利用期間 令和２年８月１日(土)から 11月 30日(月)まで 

 

３ 販売店・利用店舗 

 （販売店） 

市内郵便局 21 ヶ所（簡易郵便局を除く）、キャトル宮古（スタジオ３１０）、 

リラパークこなり、小成園末広町店、中屋米穀店、健康堂薬局本店、シート 

ピアなあど、市職員生協、宮古商工会議所（本所、田老・新里・川井支所） 

                               計３２箇所 

 （利用店舗） 

  市内 401 店舗（7/19 現在） 

※のぼりやポスターの掲示がある店舗で利用可能 

 

４ 主催 

 宮古商工会議所・宮古市 

 

５ その他（子育て世帯への商品券配布事業） 

  ■目 的 地域経済循環と子育て世帯への経済的支援のため 

  ■対 象 平成 14年 4月 2日以降に生まれた約 6,600人（高校生以下） 

  ■配布額 子ども 1人あたり 5,000円分 ※8月 3日から対象世帯に発送 

 

６ 問い合わせ 

  宮古商工会議所  （☎62-3233） 

市産業支援センター（☎68-9067）、市こども課（☎68-9088） 

  

 資料 １  
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第２回宮古市公式 Instagram フォトコンテスト募集要項 

 

１ 目的 

 新型コロナウイルス感染症対策で、各種イベントが中止となっています。第２回宮古市公

式 Instagramフォトコンテストを開催することで、宮古市を少しでも明るくすることを目的

に実施します。 

 

２ 募集テーマ 

「“森・川・海”（宮古市を表す）と“幸”」をテーマとし、次の要件①、②を満たす写真を 

募集します。 

（１）宮古の物、場所、人など宮古を感じさせるものが写ったもの 

（２）見ると幸せを感じさせるもの、笑顔になってしまうもの、元気になるもの、ほっこり

するものが写ったもの 

※撮影場所が宮古市内でなくても、宮古を感じさせるものが写ったものであれば可とします。 

 

３ 募集部門 

（１）一般の部 

（２）高校生以下の部 

  ※保護者の同意を得た上で、ご応募ください。作品が入賞した場合、保護者に個人情報

の詳細を確認する場合があります 

 

４ 応募資格 

 宮古を“想ってくれる方”ならどなたでも応募できます。 

  

５ 応募方法 

(１)Instagramをインストールして、宮古市公式アカウント「＠tokoton_miyako」をフォ 

ローする。 

(２)スマートフォンなどを利用し、写真を撮影する。 

(３)応募用のハッシュタグ「#ミヤハピ」を付けて写真を投稿する。なお、投稿写真のタ 

イトル（キャッチコピー）、撮影日、説明文を明記して投稿する。 

 

６ 応募規定 

 (１)概ね過去１年以内に撮影されたもので、未発表の作品に限ります。（他のコンテスト

に応募していないものを指す） 

 (２)１人、３点まで応募できます。（審査は１作品ごとに行います） 

 

７ 応募作品の使用方法 

 応募作品は無償で市ホームページ、市公式 Instagram アカウント、市公式 Facebook ペー

ジ、広報紙、市が関与するイベントでの展示などで利用する場合があります。また、入賞作

 資料 ２  
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品は副賞として、広報みやこ１月１日号（2021 年１月１日号）に掲載し紹介。また、

入賞作品は拡大プリントし、市民交流センター２階運動スタジオに展示する。 

 

８ 留意事項 

（１）入賞作品の権利（版権、所有権、使用権）は宮古市又は正当な権利を有するものに帰

属する。 

（２）出演者や第三者の肖像権、プライバシーの権利を侵害することのないよう注意してく      

ださい。被写体に人物が含まれている場合は、本人の了承を得ること。 

（２）万一、応募作品に関して第三者の権利の侵害が認められた場合、応募者本人がその責  

任を負うこととし、市は一切対応しません。 

（３）応募作品が入賞した場合は、応募者の作品画像及び投稿者のアカウント名を市ホーム 

ページなどで公表します。 

（４）入賞者には個人情報を確認することになりますが、個人情報は厳重に管理し、報酬な 

どの支払い・郵送以外の目的のために利用しないものとします。 

（６）応募者の年齢は問いませんが、未成年者の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。 

（７）応募するアカウントが公開設定になっていること。 

 

９ 禁止事項 

（１）法律、法令等に違反する内容、または違反するおそれがある投稿 

（２）著作権、商標権、肖像権など、市又は第三者の知的所有権を侵害する投稿 

（３）広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とする投稿 

（４）人種、思想、信条等の差別又は当該差別を助長させる投稿 

（５）公序良俗に反する内容の投稿 

（６）虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂と考えられる投稿 

（７）本人の許諾なく個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを侵害する投稿 

（８）他人への誹謗中傷、脅迫、いやがらせなど、名誉・社会的信用を毀損する投稿 

（９）有害なプログラムを使用若しくは提供するもの又はそのおそれのある投稿 

（10）わいせつ、児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長する投稿 

（11）本コンテストのテーマ・意図と異なる投稿 

（12）本コンテストの運営を妨げ、信頼を失墜させるような行為を含んだ投稿 

（13）その他、宮古市及び運営者が不適当と判断する投稿 

※入賞が決定した後であっても、留意事項、禁止事項などに違反する作品であることが判 

明した場合は、受賞を取り消す場合があります。 

 

10 募集期間 

 令和２年８月１日㈯～９月 30日㈬ 

 

11 審査方法・審査基準 

 １次審査、２次審査は市職員および各界から選定した委員による採点および協議により決

定します。また、最終審査は投票による市民審査で決定します。 

 Instagramフォトコンテストのため、一般的なフォトコンテストとは一線を画すため、美

しい写真、きれいな写真が評価されるとは限りません。 
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12 審査結果の公表 

 最終審査の結果は、市ホームページで発表する予定です。受賞者に Instagramのダイレク

トメッセージで通知します。 

 

13 各賞・賞金 

 各賞と賞金は以下のとおりです。部門別毎での入賞となります。 

(１)最優秀賞＝３万円（１点） 

(２)優秀賞＝２万円（１点） 

(３)佳 作＝１万円（１点） 

  ※入賞は 1人 1点となります 

※入賞作品は副賞として、広報みやこ１月１日号（2021 年１月号）に掲載し紹介。 

また、入賞作品は拡大プリントし、市民交流センター２階運動スタジオ前に展 

示します 

 

14 問い合わせ 

 宮古市 企画部 企画課 広報係（市役所４階） 

 住所＝〒027-8501宮古市宮町一丁目１番 30号 

 電話番号＝0193-68-9065（直通） 

電子メール＝info@city.miyako.iwate.jp 
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浄土ヶ浜ナイトウォークについて 

 

１ 日 時 

  令和２年８月８日（土） 午後７時 30分から午後９時まで 

 

２ 会 場 

 浄土ヶ浜ビジターセンター（集合） 

 

３ 主 催 

 宮古市三陸ジオパーク推進協会 

 

４ 内 容 

 19：30  浄土ヶ浜ビジターセンター 集合・開会 

 19：40  浄土ヶ浜ビジターセンター 出発（ガイド：佐々木 洋介氏） 

 20：10  浄土ヶ浜 到着 

       星空等観察・集合写真撮影 

 20：30  浄土ヶ浜 出発 

 20：50  浄土ヶ浜ビジターセンター 到着 

      アンケート記入・回収 

 21：00  解散（浄土ヶ浜ビジターセンター） 

 

５ その他 

  定員（30名）に達したため、参加申し込みは締め切り済み 

 

６ 問い合わせ 

  観光課ジオパーク推進係 植田 ☎６８－９０９１ 

 

  

 資料 ３  



 

10 

 

令和２年度宮古市総合防災訓練について 

 

１ 日 時 

 令和２年８月 30 日(日) 午前６時～午前７時 

２ 会 場 

 市災害対策本部室（市役所４階）、岩手県水門・陸閘自動閉鎖システムにより自動 

閉鎖する市内の水ひ門等 

３ 主 催 

 宮古市 

４ 内容 

◆訓練想定 

午前６時、緊急地震速報が流れ、直後に強い揺れを感じ、東北地方の太平洋沿 

岸部に大津波警報が発表された、という想定で行う。 

◆主な訓練内容と場所 

   【災害対策本部設置・運営訓練】：宮古市役所 

【水ひ門閉鎖訓練】：田老 2 号陸閘、女遊戸陸閘、藤原 1～9 号陸閘、神林水門、 

神林 3 号陸閘、高浜 1・2 号陸閘、高浜 2・3 号ひ門、津    軽

石水門、堀内ひ門、堀内陸閘、小堀内陸閘、里陸閘） 

※各水ひ門は、閉鎖後安全を確認しつつ、順次開放作業を 

行う。 

           ※田老 2 号陸閘、藤原 1 号・7 号陸閘、里陸閘は最長でも 

            10 分程度で通行可能とする。 

５ 特記事項 

  ・藤原 1～9号陸閘の自動閉鎖を実施。 

  ・津波避難訓練、避難所開設訓練は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のた 

め、実施しない。 

６ 問い合わせ 

  市危機管理監危機管理課防災係（電話 68-9111） 

 

 

  

 資料 ４  
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みやこ寄席について 

 

１ 日 時 

  令和２年９月 13日(日) 午後２時開演 午後４時終演 （午後１時開場） 

２ 会 場 

 宮古市民文化会館 大ホール 

３ 主 催 

 公益社団法人落語芸術協会 

４ 共 催 

  宮古市・宮古市教育委員会 

特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター 

５ 内容（出演者） 

◆桂歌春【落語・真打】 

◆三笑亭可龍【落語・真打】 

◆桂鷹治【落語・二つ目】 

◆立川幸太【落語・前座】 

◆山上兄弟【奇術】 

６ 入場料（全席自由席） 

  前売・当日 一般 1,000円、高校生以下 500円 

７ チケット取り扱い店舗 ※８月５日(水)から販売開始 

 宮古市民文化会館、リラパークこなり、マリンコープ DORA、かんの書店本店、 

宮古市役所生協 

８ その他 

◆広報みやこ８月１日号に開催について掲載。 

◆新型コロナウイルス感染症対策のため、入場は収容人数の 50％以下（500人） 

に制限 

９ 問い合わせ 

宮古市教育委員会 文化課 文化係（☎65-7526） 

 資料 ５  


