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宮古市田老総合事務所跡地整備計画(案)に対する 

パブリック・コメントの実施結果について 

 

１ 実施期間    令和４年２月１日（火）～２月２１日（月）まで 

２ 実施方法 

（１） 周知方法 宮古市ホームページへの掲載、次の施設での閲覧 

  イーストピアみやこ１階正面玄関横、各総合事務所・出張所、市立図書館、 

市民文化会館、総合福祉センター、地域創生センター（うみマチひろば）、中央公民館

分館、市民総合体育館（シーアリーナ）、田老公民館、新里生涯学習センター、田老・

新里診療所 

 （２）提出方法 閲覧場所に備え付けの提言箱への投函、郵送、FAX、電子メール 

３ 意見提出件数  ６通（投函：５通、電子メール：１通） 

４ 意見概要と回答 別紙のとおり 

          ※ご意見は、意見の趣旨を損なわない程度に要約しました。 

          ※固有名詞などで個人名などが特定される記載や情報については、公

表を差し控えます。 
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別紙 

宮古市田老総合事務所跡地整備計画(案)へのパブリック・コメント概要と回答等 

１．意見概要等 

No. 意 見 概 要 回 答 等 

1-1 第３章 整備方針 

 1.整備方針（P.6） 

 新しい施設は避難ビルの役割を考

慮してください。 

 

現地は高台であり、この場所その

ものが避難ビルと同等の役割をはた

していることから、計画施設に避難

ビル機能は持たせないこととしてお

ります。 

1-2 第６章 事業実施に向けて 

 1.資料収集・整理について(P.13) 

 洋野町から陸前高田までの津波の

状況を水彩画で描いたものが１２点

ある。資料館に展示してほしい。 

 

 施設設置の趣旨を踏まえ検討いた

します。 

1-3 第３章 整備方針 

 2.施設のコンセプト(P.7) 

 資料館の運営に大学の災害を専攻

する大学生などに協力いただきなが 

ら、津波学者として育ててはどうか。 

 

 事業運営の参考とさせていただき

ます。 

2-1 第３章 整備方針 

2.施設のコンセプト(P.7) 

津波災害の過去の記録等の展示に

留まらず、多くの災害からの復興の

様子が分かる資料を収集・展示した

方が良い。 

特に、3.11以降のまちづくりへの 

東日本大震災の教訓の活用内容など。 

〔例〕防災集団移転促進事業、漁業

集落防災強化事業、防潮堤・乗越道

路・人口地盤・水門・陸閘の建設や

災害危険区域の設定など 

 

 資料収集に努めます。 
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No. 意 見 概 要 回 答 等 

2-2 第４章 諸元 

1.導入機能(P.8) 

 震災伝承の機能について、収集・

保存・展示・公開する資料は、学習

や研究等に役立つものとする。 

 津波のほかにも豪雨水害、フェー

ン大火災等の被害の歴史もあり、併

せて展示を希望するが、計画する施 

設では収まり切れないのではないか。 

 

 市内の災害全般の膨大な資料につ

いて、デジタル化したうえで展示・

公開することを計画しています。 

 津波災害を主として、その他の災

害分も取り組むことを想定していま

す。 

2-3 第４章 諸元 

2.想定する諸元(P.9) 

 津波に関する学習等の活動を行う

方々に配慮した静かな環境や、動画 

等、視聴覚体験ができる設備を望む。 

 

 資料については、デジタル化した

うえで展示・公開することを計画し

ています。 

 学習環境の整備については、可能

な限り考慮いたします。 

2-4 第４章 諸元 

3.整備イメージ(P.10) 

 エリアＡはロータリーより、資料

保管庫や、利用者等の交流の場が必

要。 

 

 資料保管庫は、実施設計で適正な

面積を確保します。 

 利用者等の交流の機能を有するこ

とができるよう考えてまいります。 

3-1 第４章 諸元  

1.導入機能(P.8) 

・明治２９年三陸大津波 

・昭和８年三陸大津波 

・平成の東日本大震災 等から学ん

だ対策と街並みのわかるジオラマを

展示するなど、３度の津波を経験し

た田老の町並みの変貌がわかるジオ

ラマ、宮古市全体の被災状況の分か

る展示 

 

３度の津波の経験が活かせるよう

な展示を検討してまいります。 
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No. 意 見 概 要 回 答 等 

3-2 第４章 諸元 

2.想定する諸元(P.9) 

①資料室の規模が小さいのではない

か。 

②デジタル化できない資料があるの

ではないか。 

③劣化防止管理面で自家発電施設は

必要ないのか。 

 

 

① 資料収集を進めながら、資料の保

管に適正な面積を確保します。 

②デジタル化が不可能な資料につい

ては、保存に配慮します。 

③再生可能エネルギーの活用につい

て検討を進めてまいります。 

3-3 第４章 諸元 

3.整備イメージ(P.10) 

エリアＡＢＣを繋ぐ道路は狭くない

のか。 

 

エリアＡＢＣを繋ぐ道路について

は、必要な幅員を確保するよう検討

します。 

3-4 第３章 整備方針 

2.施設のコンセプト(P.7) 

伝承だけでなく、未来へ夢を繋げ 

るための提案型展示等もできない

か。 

 

検討してまいります。 

4-1 第２章 跡地活用の視点 

1.跡地の概要(P.3) 

旧事務所は丹下健三氏門下生の設

計した由緒ある建築物であり、津波

遺構として１，２階まで埋め、３階

を残し、津波資料館として裏の空き

地と一体で整備する。 

 

旧事務所は、耐震性能不足及び老

朽化のため、解体することとしてい

ます。 

 

 

4-2 第３章 整備方針 

1.整備方針(P.6） 

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地

震、津波避難場所としても有効に活

用整備すべき。 

 

現在公表されている浸水想定及

び、今後の想定をみながら適切な対

応をしてまいります。 
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No. 意 見 概 要 回 答 等 

4-3 第２章 跡地活用の視点 

4.史実の伝承と資料の保管(P.5) 

資料室として 60㎡が予定されてい

るが、歴史的に貴重な資料等を多く

有しており、保管のための大型倉庫

が必要。 

 

実施設計で、適正な面積を確保し

ます。 

4-4 第３章 整備方針 

2.施設のコンセプト(P.7) 

 「津波・歴史」の学習、伝承施設

をコンセプトとしているが、田老は

「津波防災の町」として世界のモデ

ルとなってきたことや、津波伝承施

設は 289施設もあることから、津波

常襲地区の未来もコンセプトに含

め、「津波・歴史・未来」の学習施

設として、他の施設と区別し、選ば

れる施設としてほしい。そのような

構想を展示する施設として考えてほ

しい。 

 

検討してまいります。 

4-5 第４章 諸元  

1.導入機能(P.8) 

跡地利用構想の学習・伝承施設は、

宮古市の世界的施設として発信し、 

インバウンド観光施設としても取

り組み、宮古市民総意の下で整備し

てほしい。 

 

津波の歴史を伝承する施設として

整備してまいります。 

4-6 

 

第２章 跡地活用の視点 

3.津波に関連する歴史的資料(P.5) 

旧田老総合事務所と海を臨む防潮

堤を繋ぐ乗り越し道路は、田老の津

波防災まちづくりの変遷を伝える貴

重な建築物である。 

この乗り越し道路の有効利用とし

て、乗り越し道で避難した車両の避

難先を跡地に確保すると共に、避難

しやすい道路の整備を行うべきであ

る。 

 

この資料館と津波防災とは分けて

別に検討してまいります。 
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No. 意 見 概 要 回 答 等 

5-1 第２章 跡地活用の視点 

1.跡地の概要(P.3) 

 伝承館は津波遺構近辺に建設する

ことがふさわしい。合理的である。 

  

津波遺構付近は東日本大震災の浸

水範囲であるため、後世へ引継ぐべ

き貴重な資料を保管する場所として

適切ではないと考えます。 

5-2 第３章 整備方針 

1．整備方針(P.6) 

 子どもたちの発達を促す施設にす

べき。図書館機能も併せ持った、親

も子も活用できるものにすること。 

  

ご意見として承ります。 

6 第３章 整備方針 

1.整備方針(P.5) 

千島海溝・日本海溝を震源と想定

される巨大津波から、市民・県内外

の観光客の皆さんの「いのち」を守

るため、津波資料館予定地エリアＡ

（P.10）の上側にある市有地を利用

し、避難所を併設してほしい。 

 

 ご意見として承ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


