
宮古市東日本大震災復興計画【基本計画】（案）に係る市民説明会質問・意見等発言要旨一覧

№ 質問・意見内容 説明会でのコメント（回答） 会場名 区分

1

・この計画書を見ると、力強さがないと感じる。市として、最初につくる文書としてはこ
の程度だと思うが、力強さがない。以前のまちに戻る、回復させるという手順しか感じられ
ない。この災害を通じて、震災以前より伸ばすところ、世界に誇るべきところがほしい。
・水産業については、特に意見はないが、観光の振興について、この程度でよいのか。いか
にして、この地を末永く維持していくか。そのためには、若い人をいかにこの地に残すかが
ポイントと考えるが、その部分が見えない。水産業は、以前のように復興しても、若い人が
漁師になるか疑問だ。今までのような養殖程度であれば、だいぶやめるという話も聞いてい
る。
・高速道路ができるので、それと結びつけた観光産業に力を入れてほしい。その中で若い人
も働けるサービス業を発展させることに力を入れてはどうか。世界遺産になった平泉への観
光客の中には、津波からの復興を見たいと思う観光客もいると思う。その観光客が宮古、宮
古の田老に流れるように、例えば田老に来れば津波の研究施設や卙物館があり、将来津波の
研究者になりたいというような子どもたちが田老にとどまるような、もう尐し科学的なもの
を作るとか、観光客を呼ぶような対策が必要だ。
・太陽光発電もやるようだが、県内被災地でどこでもやろうとしている。防波堤をどのくら
い嵩上げするのかわからないが、丈夫な防波堤にして、例えばそこで太陽光発電をし、そこ
で田老の一部のエネルギーをまかなうようにするなど、世界から注目される田老だろうか
ら、もう尐し何か力強く載せてほしい。回答は必要なく要望だ。

グリーンピア
三陸みやこ

計画全般

2

・これは復興計画ではないと思う。単に復旧するということが書いてあり。別紙の案のよう
なことを明確に書いてもらわないと、市民としてもどう考えればよいのか、どうすれば良い
のか見えてこない。
・地域ごとの懇談会があるようだが、自分はいつ行われたのか、誰が参加しているのかわか
らない。情報がこちらに回ってこない。情報の伝達をきちんとしてほしい。田老はインター
ネットの情報発信もできない。ホームページも見られない。

・基本計画は大きな意味でまちをどうするのかを記している。その中で、復興に向けた３つ
の柱を示している。まず、復興計画で、どういうまちづくりをしていくのか、あるいはそこ
の地区のまちづくりをどうするのか。被災者の生活をもとのように回復することと、産業を
再生することを進めながら、まちづくりを進めていかなければならないことから、まずは基
本方針を６月１日に出した。次に、復興に向けて、すまいと暮らしの再建と産業・経済の復
興と安全な地域づくりを掲げ、これに沿ってどのようなことを進めていくのかということを
この基本計画に示している。これと同時に各地区に伺って具体的なまちづくりを皆さんと
キャッチボールしながら作っている。
・情報発信については、月２回発行している広報であるゆる情報を提供するようにしてい
る。災害ＦＭを立ち上げ、ラジオでも伝わるようにしている。完全復旧していないが、防災
無線も使っているし、行政連絡員にもお願いして情報が伝わるようにしている。可能な限り
伝わるようにしているが、それでも伝わらなければ言ってほしい。できるだけ情報が伝わる
ようにしていく。大きなところから小さなところまで、各々のまちづくりや、全ての分野に
おいて、来年の３月までにしっかりした計画を作りたい。

グリーンピア
三陸みやこ

計画全般

3
・P11で一定程度予測される区域で土地利用規制をするとあるが、一定程度予測される区域
とはどのように解釈すればいいか。

・現在、県で防潮堤の高さを検討している。宮古湾の計画高は今8.5ｍだが10.4ｍへの嵩上
げが検討されている。田老地区は、明日、県で津波防災の専門委員会が開かれ、その中で県
の案が示される予定である。県の基本的な考え方とすれば、記録が残っている中で２番目の
規模の津波を抑えるような高さで防潮堤を整備することとなっている。おそらく田老の防潮
堤も嵩上げになる。嵩上げした上で今回の津波が来た場合のシミュレーションを行い、どれ
くらいの範囲、深さの浸水になるのか検討する。その場合、他の地域ではガイドラインとし
て、浸水の深さが２ｍ以下であれば、家はそれほど流されないのではないかという方針に
なっている。ただし、地域によっては波の強さが異なり、50㎝でも大きな被害が出るかも
しれない。それらを加味し、いろいろな専門家の意見も聞きながら検討していきたい。その
中で、防潮堤を高くしても今回のような津波では２ｍや３ｍの深さになってしまうようなと
ころ、波が強くなってしまうところは、住宅建築の規制を考えていきたい。

グリーンピア
三陸みやこ

都市基盤づく
りの方針
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4
・鍬ヶ崎では、２ｍ浸水しても住んでいるところもあるようだが、あの地域は今後どのよう
に規制するのか。

・もともと強固な建物で、流れてきた家屋が尐なかったなど様々なケースがあるので、いろ
いろな想定をしていきたい。鍬ヶ崎では新たに10.5ｍの防潮堤を整備したいとのことなの
で、かなり可住地として認められる地域が増えてくると思われる。現在建っているところ
も、そのまま住んでいただくことになると思う。仮に非可住になった場合は、移転してもら
うことになる。

グリーンピア
三陸みやこ

都市基盤づく
りの方針

5 ・田老は、小林から下町まで規制されないと考えていいのか。
・建物が残っているところは可住になることも考えられるが、いろいろな案を検討している
ので、皆さんと一緒にこれから考えていきたい。

グリーンピア
三陸みやこ

都市基盤づく
りの方針

6
・この辺はほとんどインターネットを使えない状況。光ケーブルも崎山までしか来ていな
い。無線ＬＡＮなどでこちらまでとばせないのか。早めのネットの改善をお願いしたい。

・丌便を掛けて申し訳ない。ＮＴＴ等には、市からもお願いしていきたい。
グリーンピア
三陸みやこ

安全な地域づ
くり

7
・情報を徔ることも、発信もできない状況。いろいろ取り組みをしているようだが、もっと
早く情報を徔たいし、広く情報収集をしていきたい。できるだけ早めに進めてほしい。

・ＮＴＴから「局舎を復興したいので、適地がどこか示してほしい。」ということも言われ
ている。協議しながらできるだけ早い段階で再建されるよう協力して進めていきたい。
・現時点で一番早いのは、携帯だと思われる。スマートフォンなどでは見ることができる。
局舎を早く整備するよう話をしているが、相手があるので難しい。
・検討委員会は、まずは、まちづくりの会を開催している。これについては広報で開催日を
お知らせした。この中で検討会を立ち上げることの確認と、復興パターンのたたき台を示し
説明した。その内容については、10月15日の広報に折り込んでいる。

グリーンピア
三陸みやこ

安全な地域づ
くり

8

・携帯で見るために必要なスピードもわかっていないのではないか。市の動きが見えてこな
いし、地区の検討会もわからない。ここにきていない人はわからないと思うがどうか。今日
の説明会の開催もそうだが、話し合いをするときに前日に知らされても無理だと思う。尐な
くとも自分は、昨日掲示板で見て知った。もう尐し情報の伝達がましになるようにしてほし
い。

・どのような情報の伝え方をすればよいか、教えてほしい。今回であれば10月１日号発行
広報など、開催日前に広報でお知らせしている。広報は全世帯に配られるはず。それが配ら
れていないなら知らせてほしい、どの地区に配られないのか。
　昨日、掲示板に開催周知を行ったのは、最終的な手段として行ったもの。広報、見れない
かもしれないがインターネット、コミュニティ放送で周知し、さらに、こちらの仮設住宅に
漏れがあってはいけないので掲示板に掲示、それでも丌足であるというのであれば、ご要望
を伺いその実現を図っていきたい。

グリーンピア
三陸みやこ

その他

9 ・災害ＦＭはここでは聞こえない。磯鶏からではないか。 ・災害ＦＭは田老でも放送している。
グリーンピア
三陸みやこ

安全な地域づ
くり

10 ・それは知らなかった。通知も何もない。知っているのは役所だけではないのか。
・災害ＦＭについても広報等でお知らせしている。インターネットでも聞けるシステムも実
施しているし、かなりの方が聞いていると認識している。田老でも放送しており周波数は７
７．４メガヘルツだ。

グリーンピア
三陸みやこ

安全な地域づ
くり
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11

・堤防から避難所まで、歩道橋などを整備するのはどうか。立体駐車場も一時的な避難場所
になる。そこから避難所までの避難ルートの整備、市役所前の歩道橋を生かしそのまま市役
所に入れるようなものも良い。
・各事業所で災害時のマニュアルを強制的に作らせるようにするべきではないか。かなり大
きな地震があった時でも、愛宕の坂を下りていく車が多く、市内に向かう車も多くあった。
今回のように津波が来ることを分かっていない人達（警報を聞いていない）が、かなり危険
箇所に向かうのではないか。各々の会社で災害マニュアルを作ることが死者を尐なくするこ
とにつながると思う。
・嵩上げした場合の工事期間はどのくらいになるのか、高台移転する場合、借家やそこに土
地のない人の分まで代替地などがあるのか、非居住地域になったところに土地を持っている
人たちへの補償などはどうなっているのか教えてほしい。

・人工地盤のようなものを生かした避難経路と会社のマニュアルについては、非常に良いご
提案をいただいた。歩道橋などについては市内の既存施設の利用や新たな人工地盤などにつ
いて、検討課題として提案を受け止めさせていただく。会社の避難マニュアルについては、
防災計画に位置づけることも検討する。
・嵩上げする場合、その高さで工事期間はかなり異なる。１、２ｍであれば２、３年と考え
られるが、地盤も調査する必要があるので一概には言えない。そこのところの情報が分かれ
ばお知らせしていきたい。高台移転の場合、借家や土地をお持ちでない人の分までの土地の
確保については、想定している現制度の防災集団移転の中にはないが、市で宅地造成をしそ
れを売却するということも考えらえるので検討していきたい。非可住になった土地の買い上
げについては、非可住になっても倉庨や工場、商店などが建てられるので補償や買い上げは
できないが、住んでいる方が集団移転し、全ての人がそこを売るという場合には買い上げす
る制度もある。このことについては、計画が詰まってきたらその都度お知らせする。また、
いま国のほうで制度を検討しており、新たなものも出てくると思うので、それについても情
報を流していきたい。

グリーンピア
三陸みやこ

安全な地域づ
くり

12

・防災の町宣言に「町民一丸となって津波に挑戦し」とあり、旧田老は防災の考えがあっ
た。合併して宮古市になって、減災の考え方に変わったのならそれを取り払っても良いので
はないか。市長は発災当時、「宮古市は津波に負けません」と言っていたように思うが、最
近聞かれないがどうか。

・自分も田老の人間である。その時々そこに住んでいた人々が、津波が来る度どういう思い
で取り組んできたのかということだと思う。昭和の津波の時は、防波堤を作って守ることを
考えたと思う。津波に負けないといった意味は、例えば防波堤を20ｍにしてでも食い止め
るという意味ではなく、津波にあった後でもここで生きていかなくてはいけないという決意
の表れ。発災後ある人から言われたのは、自分達が住んでいるところに津波が来たのではな
く、津波が来るようなところに自分たちが住んでいるということ。また、どこまで防波堤を
大きくしていくのか、それで防げるのか。今回の津波もあの10ｍの防波堤があれば田老は
大丈夫だろうと、自分自身も役所にいながら思っていた。まず、一番は人の命を守る、２番
は住んでいる家を守ることだと思っている。その意味で、防波堤だけでなくいろいろ方法を
使って、田老なら田老に住んでいる人たちの命を大事にしていきたいという思いでいる。そ
のためには、いろいろ前向きな意見を出し合って、知恵を出し合いながら、みんなで住んで
いく気持ちが大事だという思いでいる。皆さんの意見や考えをぶつけ合いながら、みんなで
考えて結論を出していきたい。

グリーンピア
三陸みやこ

都市基盤づく
りの方針

13 ・防災面について、個別無線機についても取り入れてほしい。

・現在でも防災無線の聞こえの悪いところには、個別無線機で情報が伝達するように取り組
んできた。今後田老の無線をデジタル化する計画もある。その際、現在各家庩にお持ちの個
別無線機はアナログなので使えなくなる。いずれ情報が皆さんに確実に伝わるような取り組
みについて、この計画に取り入れるかどうか課題としていただく。

グリーンピア
三陸みやこ

安全な地域づ
くり

－3－



宮古市東日本大震災復興計画【基本計画】（案）に係る市民説明会質問・意見等発言要旨一覧

№ 質問・意見内容 説明会でのコメント（回答） 会場名 区分

14

・壊れているところを見ると人工物が壊れている。自然のものは木が倒れていたりするが、
地形は変わっていない。津波の来ないところに住むところをつくることが第1選択としてあ
ると思う。次善の策として嵩上げするとか人工物を作るとかが入ってくると思うので、地形
を利用した、過去の歴史を踏まえた安全なまちづくりを進めてほしい。（要望であり回答丌
要）

グリーンピア
三陸みやこ

安全な地域づ
くり

15
・復興まちづくり検討会が開かれたならその結果、まだならいつ頃何回くらい開催するのか
知らせてほしい。

・復興まちづくり検討会は10月25日に田老総合事務所で開催する。市の提案では４回程度
開催となっているが、地区ごとの状況を見て納徔いくまで検討を重ねていきたい。

グリーンピア
三陸みやこ

地区復興まち
づくり

16
・長内川の堤防の反対側の嵩上げ、あるいは水産加工センター両側の嵩上げ、北高の河川の
嵩上げはあるのか。

・河川については、今回の津波で様々な川で遡上があり、溢れたところ溢れないところが
あった。今後、水門のことなども含めて河川堤防のあり方について検討を進めていきたい。

グリーンピア
三陸みやこ

安全な地域づ
くり

17

・今日配られた資料の3ページから15ページ、すまいと暮らしの再建で、高齢化社会に伴っ
て高台移転みたいなことが書いてある。そこで、コンパクトに集積した、安全で快適、そし
て歩いて暮らせるまちづくりという件が何か所か出てくる。そういう方向なのか。

・「高齢化社会の進展を踏まえた生活の諸機能がコンパクトに集積し、安全快適で歩いて暮
らすことのできるまちづくりに留意しつつ、安心して暮らすことのできる住まいを確保しま
す」という部分についてだと思うが、これについてはできるだけコンパクトなまちづくりを
進めていくという方向性を示しているもので、今着手としているということではない。今後
各地区における復興まちづくり検討会等を通じて、皆さんと意見交換をしながら、どのよう
なまちが住みやすいのかということを考えていく中で、このようなコンパクトなまちづくり
についても検討していこうという意味で記載している。

グリーンピア
三陸みやこ

すまいと暮ら
しの再建

18

・今日は基本計画の説明会と意見交換だが、地区住民にとっては、地区復興まちづくり検討
会のやり取りが一番重要。まちづくり便りで報告と意見募集を予定しているが、検討会メン
バーに意見を伝えるにはどうすればよいか。どこに、どなたに聞けばいいのか解らない。メ
ンバーの名前はわかるが、連絡先もわからず、委員長もわからない。市が取りまとめている
のであれば教えてほしい。

・まちづくり検討会は田老では10月25日に開催する。これが１回目の会議で、座長も25
日に決定したいし、検討会の開催日も公表していく。総合事務所と連携して進めていくの
で、問い合わせは総合事務所や都市計画課にお願いする。

グリーンピア
三陸みやこ

地区復興まち
づくり

19 ・検討会の事務局はどこか。 ・事務的なことは、市役所の都市計画課が行っている。
グリーンピア
三陸みやこ

地区復興まち
づくり

－4－
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20

・高台移転や浸水区域には住めないというような方向を田老では出しているが、高台移転の
用地について、テレビで国は土地収用法の適用も出しているようだが、このような動きの
中、田老での移転候補地が内部では決まっているのではないか。市長は一人でも反対があれ
ば、かけないようなことを言っていたが、国ではかけると言っている。市長はどのように考
えているのか。

・移転候補地については可能な限りいろいろなところを見て回っている。ただし、田老の検
討会でも４パターン示したが、それは住民の皆さんが話し合う参考資料として提示してい
る。防潮堤がどの高さなのか、浸水深がどうなるのかもあわせて、「もし高台移転する場
合、開発できそうなところは」ということで見ているもので、決定ではない。皆さんが考
え、どうするか決めてもらって、その方向性でまちづくりが進んでいく。収用法について
は、お話しのようには理解していないし、決まっているわけではないと想定される。
・国の制度が一部報道されているが、正確な動向についてはこちらにも情報が来ているわけ
ではない。近日中に、３次補正やそれに関連した制度改正について説明会が行われるような
ので、そこで正確な情報を徔てから情報を流させてもらったほうがいいと考えている。

グリーンピア
三陸みやこ

安全な地域づ
くり

21

・推進計画の方が重要ではないか。想像がつかないようなお金がかかるので、財源が問題
だ。絵に描いた餅ではなく、実効性のある推進計画を策定してもらいたい。情報についてだ
が、スマートフォンでも時間がかかる。市として事業者に１年でも２年でも早く復旧するよ
うに働きかけてほしい。もうひとつ、この計画の期間が９年間となっているが、１年でも早
く実現できるよう尽力いただきたい。（意見であり回答丌要。）

グリーンピア
三陸みやこ

計画全般

22

・住民は、これからの田老地区がどのようになっていくのか非常に関心が高いし、検討会メ
ンバーの話し合いがどのように進むのか関心を持っている。検討会メンバーの方にお願いし
たいが、会長が率先し、頻繁に随時地区の人々と話し合いをするようにしてほしい。市では
なく、メンバーが主導する形でやってもらいたい。（意見であり回答丌要。）

グリーンピア
三陸みやこ

地区復興まち
づくり

23
・市長は、住宅建築を規制する条例を施行しないと表明しているが、資料には住宅等の建築
を制限するという文言が入っている。どういう方法でやろうとしているのか。

・被災直後は、私権の問題もあり、また浸水した区域に住宅を建てる人はいないだろうと思
い、住民の良識を信じ規制をかけないこととした。今後、まちづくりを進める際、防波堤を
嵩上げしても、津波で浸水深が深くなると予想されるところは、人命確保を尊重しなければ
いけないので、建築規制をかける場合もあるというように理解していただきたい。

グリーンピア
三陸みやこ

都市基盤づく
りの方針

24 ・そうすると法律の根拠はないが、住民の理解を徔ながらということでよいか。

・はじめは条例を定めないで進めたい。自分たちの住むところがきちんと確保された上で、
ここは絶対住んだらいけないということがわかるならば条例を制定する場合もある。建てる
人がなければ条例にしないかもしれないが、奥尻などでは、年数が経過するとば元に戻って
しまうこともあった。みんなで話し合って、「危険なので、ここには住まないようにしよ
う。」となれば、条例の制定を行う場合もある。

グリーンピア
三陸みやこ

都市基盤づく
りの方針
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25

・用途地域規制に基づき建築可能ということで、産業用地などへの活用も考えているようだ
が、漁業、商業、観光など企業活動の基本となる建物について、既にプレハブなどが建ち始
めているが、事業所等の整備、住宅以外の産業用地としての施設建築はいつごろから可能
か。

・建築確認をしていただければと考えている。ただ、地区によっては、防潮堤の高さや整備
に伴う裾の部分の拡幅もある、また、まだ防潮堤が倒れているということもあるので、もう
尐しお待ちいただきたいところもある。しかし、ぜひ建てたいという相談であれば建築住宅
課に来ていただきたい。すべて規制しているわけではない。ただ、危険な地域なので、従業
員やお客の安全確保などもあわせて考えていただくこととなる。

グリーンピア
三陸みやこ

都市基盤づく
りの方針

26

・杭もなくなり、土地の境界があいまいになっているところもある。住宅ならば、以前の基
礎などで判断できるところもあるが、畑などはほとんど杭もない。また、地震によって地盤
が動いた結果、測量の基準となるものが移動しているのではないか。今後、畑や住宅地の範
囲を確定する作業が出ると思われるが、以前の国土調査のような形で再測量や隣地所有者と
の協議などの手続きが出てくるのではないかと考える。今後、境界についての手続きについ
て、市としての考え方はどうか。

・基準点がずれているという話もあり、国土地理院で対策を検討しているようだ。田老の国
土調査は、一部25年度にずれる部分もあるが、大半は平成24年度に優先して実施する方向
で考えている。

グリーンピア
三陸みやこ

すまいと暮ら
しの再建

27 ・地区の整備がどのようになるのか、平面図のようなもので説明してほしい。

・鍬ヶ崎地区のまちづくりの具体的な平面図等については、鍬ケ崎小で４つの復興のパター
ンの図面を渡し示している。それをもとに地区代表者で立ち上げる検討会で、具体的な検討
を進める。その平面図については、会議に参加できなかった方にもお知らせするよう工夫し
ていきたい。

第二中学校
地区復興まち

づくり

28 ・会議に参加できない人もいる。図面などあれば、広報などで示してほしい。 ・参加できない方にも、わかりやすく提示できるように方法を考えていきたい。 第二中学校
地区復興まち

づくり

29
・P8で発展期までにずいぶん年数がある。もう尐しスピードアップできないか。
・各官庁からいろいろな方が来ていると聞いているが、どのようなことを話しているのか。
また市からどのような要望をしているのか教えてほしい。

・復興事業のスピードアップについては、元に戻すというような復旧に係る事業はすでに始
まっている。また、様々な事業を進める必要があるが、優先順位をつけて、早くやれるもの
からどんどん着手をしていきたい。ここに書いてある３年ごとの期間はあくまでも目安と考
えてほしい。
・要望の内容は多岐にわたっており、例えば国土交通関係であれば、JRや三鉄の早期復
旧、厚生労働関係であれば被災者支援、平野復興担当大臣が来たときは、復興に係る広い項
目で要望した。例えば、補助金に伴う地元負担の軽減など、幅広く要望している。また、被
災12市町村で組んでいる同盟会でもあらゆる要望を出している。

第二中学校 その他
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30

・P72に、「本市の中心地域として宮古地域の復興事業の実施にあたっては、地域の立地
的、歴史的特性を活かし、都市機能の集積や賑わいの形成を図るとともにコンパクトで、」
ということが書いてあるが、今後も被災した市内を盛り上げていく方向と捉えていいのか。
その場合、また津波が来ると想定されるのにそのまま考えていいのか疑問だ。また、盛り上
げていく具体的なビジョンがわからない。案の一つとして、魚菜市場を中心に持って行って
観光にも活用することも考えられる。実際どのように商店街を盛り上げていくのか。高台移
転については、具体的にどの場所を指しているのか教えてほしい。

・宮古地区の今後の方向性についは、ご指摘いただいたような考えを基に進めたい。具体的
な内容ついては、市内33地区個々に素案を市で示し、地区内で意見交換をしており、浸水
した中心地区でも進めている。商店街の意見も聞きながら、中心地の機能についてもその中
で相談して進めていきたい。市では宮古駅を中心とした市街地は大事にしていくべきだと考
えている。ご意見を伺いながらプランを策定していきたい。
今回の規模の津波を防げる防潮堤などの整備は現実として難しい。したがって減災という考
えの中で、避難を含めたまちづくりを市民の皆さんとの意見交換の中でまとめていきたい。
高台移転の具体的な場所など、検討会を立ち上げてまちづくりを検討するのは10地区あっ
て100戸以上の被災地区が対象。それぞれで地区の方に集まっていただいて、そこで市が例
として考えたパターンを示している。高台移転の場所は、検討会の中でいろいろな候補が出
てくると思うので、その中で具体的な検討に入る。

第二中学校
地域別復興ま
ちづくりの方

向性

31
・案では具体的な候補地が出されていないのか。
・いつ頃はっきりするのか。

・交渉とかはしていない。浸水区域以外で開発な可能なところとして、いくつか候補地をあ
げているが、具体的なものはない。
・地区の話し合いにもよるが、規模の大きな地区は時間がかかると思われる。ただし、２月
ごろまでには候補地も含めて計画の検討に入りたいと考えている。ただ、候補地が出た場合
の交渉など、具体的に動くのは来年度以降。

第二中学校
地区復興まち

づくり

32
・市民文化会館は、現在の位置で復旧していくと理解していいのか。具体的にどのように実
現するのか。

・現在、現況で復旧する場合の貹用の調査をしている。今の場所でいいのかも含めて、推進
計画の中で示していきたい。できるだけ早く考えたいと思っている。

第二中学校
すまいと暮ら
しの再建

33
・下町から港町、日立浜に電柱が立っているが、復旧のためなのか、それとも復興のための
ものか、解れば教えてほしい。復旧ということであれば、改めて張り替えるのか。無駄に思
えるが。

・（復旧のもと思われる。）現在住んでいる方のために電気が必要で、そのための電柱と理
解している。また、鍬ケ崎地区の復興については、地区住民からも防潮堤や、浄土ヶ浜まで
の道路、地区内の避難道路などの整備要望をもらっている。整備にあたっては、まち全体の
整備が必要となる場合もあり、その際は移設ということになるが、現時点でそれを見越した
配置は難しいので、復旧のために電柱を立てているものとご理解いただきたい。

第二中学校 その他

34 ・エネルギー対策については、どのように計画を進めるのか。
・宮古市で有力なのは風力と太陽光。大規模な太陽光発電などもあるが膨大な貹用や、企業
との協議なども必要。市の事業としては太陽光発電に対する補助がある。それら現実的な部
分から考えていきたい。

第二中学校
復興重点プロ
ジェクト
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35

・金浜地域は、堤防が壊されて流された。市ではどのように評価しているのか。津軽石は宮
古湾の中ではなべ底にあたる。赤前などからなぜあんなに水をもらわなければいけなかった
のかが大きな問題。
・避難道路の問題がある。この地区は、山を回って花輪地区まで出ていかなければならな
い。

・今回の津波の検証としては（被害が大きくなった原因）、津波の高さが今の防潮堤では抑
えきれないということで、湾全体があふれた。そして、高さが増して引き波と押してきた波
が重なったということだと聞いている。また、現在県で今回の津波を検証（水門の部分も含
めて）しているということなので、その結果が出たら皆様にお知らせできると思う。
・２つ目の道路整備については、金浜も高浜も山に适げる避難路ではなく、それを結ぶ避難
路、また、他地域につながる避難路について要望があるので、それを含めた形で検討してい
きたい。三陸縦貫道についても、非常時には乗り入れできないのか国と協議していきたい。

津軽石小学校
安全な地域づ

くり

36 ・33地区ということだが、法之脇はどこに入るのか。
・法之脇は津軽石地区に拢らせていただいている。まちづくり検討会でも、津軽石に含めて
検討を進めていきたい。

津軽石小学校
地区復興まち

づくり

37
・細かい地域別の懇談会は開くことはあるのか。
・地区の代表は、いつ、だれが選んだのか。
・27日に決まったのか。

・津軽石では検討会の立ち上げや市が考える復興パターンの案について、津軽石中学校で開
催し、説明した。他地区でも、まちづくりの会に参加できなかった人が、市が示した復興パ
ターンを知る手段がないとして指摘された。今後、検討会の状況とあわせて、市の示した案
も皆さんの目に触れるようにしたい。今後、津軽石でも、検討会を進めていくが、その内容
をお知らせするとともに、ある程度案が固まったら、場所を設定し１週間程度皆様に見ても
らう機会も考えている。その場で皆様の意見をいただいてどのようなまちづくりを進めてい
くか検討していきたい。津軽石の個々の地区での説明会は考えていない。
・９月27日、18時半から津軽石中学校に集まっていただいき、検討会を立ち上げその中で
具体的な検討をしていただきたい旨了承を徔た。メンバーについては、町内会の会長に相談
したうえで、消防団員などを加えたメンバーが決定された。
・正式に皆様にこれでよろしいでしょうかということで了解を徔た。

津軽石小学校
地区復興まち

づくり

38 ・災害シミュレーションは、どのように行ったのか。
・今の防潮堤の高さが8.5ｍの計画なので、それを嵩上げしたと想定し、今回と同様の津波
が押し寄せた場合の浸水の区域とその深さについての予測したもの。まだ結果は出ていない
が、結果がでれば検討会で示しながら、検討の材料にしたい。

津軽石小学校 その他

39
・市長に聞きたい。震災の前の12月、津軽石の公民館の改築の要望書を出した。公民館は
地区の核をなす施設。前は、他の施設と併設という話であったが具体的には何かあるか。

・このような災害が起こったことから、あの位置での公民館整備は難しい。他にも浸水が
あった公共施設等が多々ある。それらを含めて推進計画の中で取り上げ計画していきたい。

津軽石小学校 その他
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40

・確実に避難することができる避難経路の確保が期待されるが、今回ほとんどの道路がつぶ
された中で、生き残ったのが三陸縦貫道。今後の道路整備にあたり、平地が尐なく、急こう
配で山にすぐぶつかる宮古の現状において、お年寄りも安全に避難できる避難経路の整備に
ついて、どのように考えているか。三陸縦貫道に関しては、インターチェンジを増やすより
も、緊急車両の出入り口を増やして、みんなが入れるようにしてもらったほうが良いと考え
る。

・避難経路については、まちづくりの会で避難路をどのように位置づけるか話し合っていた
だきたい。それをまとめる中で復興パターンが出来上がっていくと考えている。三陸縦貫道
も、緊急時は避難として乗り入れできるよう、インターチェンジを増やすなどの考えもあり
要望もしている。車で适げている人にとっては、高規栺道路等が适げる場所となると思われ
る。

津軽石小学校
安全な地域づ

くり

41

・９月27日に中学校で話し合った時、津軽石の中の各地区でも検討したほうがいいという
ことになった。このことから、「地区の人がどの仮設住宅に入っているか教えてほしい。」
との要望に、「個人情報の関係でその情報は出せない。」と言われた。それでは困るので提
供策について検討をお願いをしたが、その検討結果はどのようになっているか。

・個人情報で教えることはできないが、地区の代表の方の了解があれば市の方から該当する
方に連絡し、本人から移転先をその代表者に連絡するようお願いするという方法もある。

津軽石小学校 その他

42
・それでは時間がかかる。例えば駒形なら駒形地区の大半の人はこの辺りの仮設住宅にいま
す程度で教えてくれてもいいのではないかと言ったが、検討していないのか。

・個別にいつどういう会議があるかということを、都市計画課のほうで打ち合わせいただい
て、我々の方からその方に送付する。そして、もし了承を徔られたら誰々さんにご連絡いた
だけますかというペーパーを作ればどうかと考えている。いつでも対応するのでよろしくお
願いしたい。

津軽石小学校 その他

43 ・シミュレーションを終わらせる目標はいつか。 ・１回目のまちづくりの検討会には持っていきたいという目標で動いている。 津軽石小学校 その他

44

・基本計画には数字も何も入っていない。活字のみで推測しなければならず面白くない。そ
のようなものが尐しでも入っていれば、もっと活発な意見が出てくるのではないか。国の報
告で防潮堤の高さが10.4ｍに設定された。しかし、宮古地域、宮古湾は極端な言い方をす
れば、入り口が狭く奥に行くほど津波も高さを増して防潮堤を乗り越えた。その点から考え
ると10.4ｍという高さは、地域性、環境をきちんと掌握していない数値だと思っている。
リアス式海岸の性質を理解した計画を立ててほしいと思っているし、それを国へ要請すべき
だと考える。

・いろいろな意見をここで聞いたうえで、それを枠づけしないと推進計画を立てる時にバラ
バラになる。したがって、ここで復興に向けた３つの柱をしっかり認識しておく必要があ
る。その際、皆さんのご意見は、個々の問題がいっぱい出てきていい。それをきちんと集約
して指針を作っておかないと、まちづくりがバラバラになってしまう。しっかりしたまちづ
くりを継続するために基本計画を作る。すべての津波をカバーする高さの防潮堤を作るのは
現実的ではない。ある程度の高さは必要なので要望していくが、我々が考えなくてはいけな
いのは、多重防災型。ある程度の高さの防波堤も必要、避難路も必要、いろいろ工夫しなが
ら、このリアス式海岸の中で生きていかなければいけない。そこのところをご理解いただい
て、防波堤の高さだけではなく、他の要素も加えながら、我々が津波や災害に対して、自分
たちの命と住居を守るということを進める必要がある。

津軽石小学校 計画全般
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45

・避難路の件だが、まちづくりの計画をみると、工業高校付近を嵩上げして、その周囲をつ
なぐ避難路のイメージ図があったが、現在ある避難路を拡幅して、藤畑のほうに抜けるよう
にすべきだ。橋も拡幅の必要がある。もう一つは払川のほうに橋をかけることにより、もう
一つ南側に45号へのアクセスができる。今回もヒロセから藤畑のほうに抜ける道路での避
難は困難であった。

・考え方としてはあると思う。どれが早くでき効率的なのかも含めて考えていきたい。 津軽石小学校
安全な地域づ

くり

46
・まちづくりの会の時に10名ということが示されたが、堀内には10名はおらず、話になら
ない。

・防災集団移転の対象戸数のことだと思うが、現行10世帯、現在は５世帯への緩和を国で
進めている。そのような方向になると思う。

津軽石小学校
地区復興まち

づくり

47 ・赤前地区とあわせて、10軒か15軒でまとめる方向性で進んでもらいたいがどうか。 ・手法としては赤前地区と拢る方法もあると思うので、一緒に考えていきたい。 津軽石小学校
地区復興まち

づくり

48
・10人10軒は丌可能だということで、自分の土地を提供する気持ちがある。その件で、市
役所の５階で話をしたら、10名でなければ何もできないと言われた。

・個々に話し合いをして対応したいと考えている。 津軽石小学校
地区復興まち

づくり

49 ・避難道路と車の問題。緊急手段として車での避難も対象とすべきではないか。

・国の中央防災会議の中にある調査会が９月末調査結果の取りまとめを行った。この中で避
難手段の基本は徒歩となっている。ただし、高齢者、赤ん坊や小さな子供のいる方などが、
車で适げて助かったケースも見适せないとしている。避難の時は原則徒歩、その上で、宮古
市での車を利用した避難の経路については十分な検討が必要。実態として、車で安全に避難
できるところはそう多くない。車で避難できるとなった場合、多くの車が収容できるような
高台で避難場所になるような場所が宮古市にはない。車を用いて避難する仕組み、場所につ
いて簡単に答えは出ないと思われる。したがって、いつ来るかわからないということを考え
ると、避難行動の基本は徒歩と考えている。

津軽石小学校
安全な地域づ

くり

50
・例えば、山の上などに、防災センターを作って広い駐車場を設け、そこに車で駆け上がる
というのも一つの手だと思う。また、今回の津波でも、堤防があることによってかなり勢い
が止まり堤防は大事だと思っているが、２重堤防などは考えていないのか。

・道路や線路を利用した２重堤防という考えもあり、その考えを取り入れたパターンも赤前
や金浜では示している。道路を二線堤とする場合、道路を防潮堤と同じような構造にしなく
てはいけない。金浜地区からは45号の嵩上げの話が出ており、国道の担当に話していきた
い。

津軽石小学校
安全な地域づ

くり

51
・今、土地だけ残っている。そこに家の再建ができるものなのか。もしくは市や国などが買
い上げてくれるものなのか。

・可住地として再建できるのか、構造を規制して再建できるのか、非可住地となるのか等に
ついては、シミュレーションを行い、その結果を基にしたまちづくりの検討の中で詰めてい
くので、今の段階では話せない。仮に住めない地域となった場合、皆さんで移転し、皆さん
全員がそこを売却するとなった場合には、市が買い上げるような制度がある。ただし、この
制度もどのように変わってくるかわからないところもあるので、新たな制度ができた段階で
お知らせしたい。

津軽石小学校
すまいと暮ら
しの再建

－10－
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52
・今、自分は盛岡にいるがテレビや新聞などを見ると、仮設住宅や賃貸にいる方のほうが待
遇は良いと感じる。私たちには何も届いていない。どこまで平等に援助してもらえるものな
のか。

・市でどこにどなたがいるのか調査しているが、どうしても漏れる部分があり、情報も流す
ことができていない。もしそういうことがあれば、被災者支援室にお伝えいただきたい。対
応していきたいが、調査がうまくいっていない部分があるので、申告制ではないが、教えて
いただければ対応しやすい。なるべく平等になるよう一生懸命やっているが、それでも若干
漏れてしまうことがあることはご理解いただきたい。

津軽石小学校
すまいと暮ら
しの再建

53 ・仮設住宅は案内板などつけてもらわないと、どこから入っていいのかわからない。 ・確認してできるところからやらせていただく。 津軽石小学校 その他

54 ・堀内は防波堤の高さが６ｍあるが、防波堤を超える道路を作ってほしい。 津軽石小学校
安全な地域づ

くり

55
・45号線は、現状の中で考えているのか。あるいはルートや高さを変えることを想定して
いるのか。

・大きなルートの変更はお願いしていないが、部分的には高くすることをお願いしなければ
いけない部分が出てくる。個々のまちづくりと合わせながら進めていく。

津軽石小学校
安全な地域づ

くり

56 ・防潮堤の上に道路を乗せて、津波を見ながら适げるようにするという考えはないか。
・一つのアイディアだと思うが、その場合乗り入れる道路も高くなるし、周囲の盛土の問題
もある。今の防波堤と並んでいる部分は、どのようになるのか関係機関と話しを進めるが全
てが堤防というのは難しいと思われる。

津軽石小学校
安全な地域づ

くり

57 ・公営住宅整備事業とはどういうものか。高台移転の先が公営住宅になるということか。
・自力で住宅を再建できず公営住宅を希望される方が多くいるので、それに合わせて市営ま
たは県営の公営住宅を整備するもの。高台の移転先とは限らない。

津軽石小学校
すまいと暮ら
しの再建

58
・藤原地区の歩道橋の辺りや市役所の近くも、満潮になると冠水して危険な状態だが、どの
ような対応を考えているのか。

・震災で地盤沈下しているところ、防潮堤なども機能していないところもあり、冠水などご
迷惑をおかけしている。市としては、全体的には内水面での対応、道路や宅地の嵩上げ等ま
ちづくりの方向性を総合的に考えなくてはいけないと思っている。該当箇所については、関
係機関と協議をして対応策を検討しているので、もう尐しお待ちいただきたい。

宮古市役所
安全な地域づ

くり

59
・計画の実行には予算が必要。具体的に細かい予算付けはいつごろになるのか。
・具体的には、いつごろか。例えば24年度とか。

・今後個別の事業計画策定を進めていこうと考えている。かなりのボリュームになるので、
国や県の支援を取り込んでいかなければならない。現在、国で3次補正や24年度の事業を検
討しており、その内容を見てから具体的な予算を検討していくことになる。
・復旧については、国の予算化がされ、既に事業を進めているものもある。３次補正が見え
てくれば、それを取り込んで新年度の予算化を検討していきたい。

宮古市役所 計画全般
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60
・P13に関する防災手法として、特に避難訓練が必要と考える。しかし、避難訓練のことは
ひとつも書いていないのではないか。

・避難訓練については、計画に記載しており、内容とすれば「今後は防潮堤などハードだけ
に頼ってはいけない。とにもかくにも避難が一番」ということを書いている。P12では2種
類の津波を位置付けているが、「いずれも避難を基本とし、」とある。今後、防災教育は、
子どもだけでなく大人も対象として取り組んでいく。避難訓練は、各地域や自主防災組織で
も自発的に取り組むことは、大いに結構であり、今後、避難訓練、避難行動を身近に浸透さ
せていくように取り組んでいきたい。

宮古市役所
安全な地域づ

くり

61 ・宮古市の中心を流れている山口川の改修はどのように考えているか。

・地盤沈下部分もあるので、今後は内水面の取り扱いが重要になってくると思われる。これ
は市全体で考えなくてはならない。中心市街地の復興について、立ち上げていただいた検討
会の中でも山口川に関するいろいろな意見が出てきたので、検討会の意見も踏まえながら、
今後の方向性を一緒に考えていきたい。

宮古市役所
安全な地域づ

くり

62

・末広町では多くの人が自分の金で修理をし、被災の翌日から泥のかきだしからはじめ、自
力で家を建てている。ただ、復興計画が決まらない。工業地域では建築基準法によって、工
場は建てられないとの話もされた。４、５カ月たってまだ修理をしている人もいるが、やる
気の問題だと思う。過去幾度も災害にあっているが、今まではすべて自力で建てた。仮設住
宅に入っている人だけでなく、こういった人達の家はどうしたらよいかということも考えて
貰いたい。

・なるべく早くまちづくりを進めたいと思っている。ただ、前の状態に戻すのではなく、こ
れを機に今までよりも活気のある宮古市、そしてみなさんが住みやすい宮古市を作りたいと
いう思いで計画策定を進めている。住むところ、そして経済活動、これらは市としても最大
限支援していきたいし、関係部課には、この２点だけはしっかり進めさせながら、新しいま
ちづくりを行いたいと思っているので理解していただきたい。

宮古市役所
産業・経済復

興

63
・花輪地区の長沢に住んでいるが、こういう、復興に向けた集まりはなかった。これからも
ないのか、説明してもらいたい。

・このような意見交換会は、被災地区を中心に開催しているが、どなたが参加してもいいと
いうスタンスで開催している。意見交換会のみならず、パブリックコメントなどで幅広く意
見募集できるようにしている。今後、花輪地区での開催は予定していないが、新里地区、川
井地区でも明日、明後日に開催する。どの地区でもいいので、ご参加いただきたい。

宮古市役所 その他

64
・商店街のほとんどの方が被災した。事業所、店であり、居住していないことから補償、保
護がないように聞いた。かなりの方が自分の資金だけで復興に取り組んでいるみたいだが、
そこのところはどうなのか。

・市の商業を中心とした支援スタイルは大きく二つある。日本政策金融公庨とか岩手県の災
害復旧融資などで、１千万円までは、信用保証協会の保証なしで借りることができる。市で
は３月31日の段階で、これについて１千万円までは全額市で利子補給する制度を作った。
国では３年間までは面倒を見る制度を作ったが、今のところ他の地域で全額を市でみる制度
はない。７月25日の段階で定めたのが修繕貹の補助。県の補助制度は、修繕貹が商業であ
れば百万円以上、サービス業百万円だが、製造業は１千万円以上。これに対して県が４分の
１、市が４分の１補助する。ただ、市としては製造業だけ１千万円はひどいので、製造業も
百万円以上とする特別な制度を作った。このように拡大したのは県内で宮古市だけ。これに
ついては８月10日から９月30日までの間、申請してもらい、現在のところまだ確定ではな
いが、約200社、補助金の金額で５億円が決まっている。よく皆さんから質問されるのは、
建物が流されてしまい、これから新しく建てようとする人、あるいは借りていたテナントが
被災して別のところに行って頑張っているような方に対してはどうかだが、これも国の3次
補正の動向を見ながら、何とか支援できるようにしたい。

宮古市役所
産業・経済復

興

－12－
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65

・市で考えているコンパクトシティは、概ね、例えば半径何ｋｍぐらいとか想定しているな
ら教えてほしい。その対象になるかならないかでまちづくりの方向も決まってくるし、家の
建築などにも関わる大きな話だと思うがどうか。
・歩いて行ける距離というのは、どれくらいの範囲なのか。

・一箇所に集めるだけがコンパクトシティではないと思う。皆さんが使いたいと思う公共施
設などが現在ばらばらにあるので、どう集めれば、使いやすくなるのか。どのような形にす
れば、皆さんがそこに通いながらいろいろなことができるかなど、効率の良いまちの作り方
を皆さんとともに考えていきたい。推進計画の中で話し合いながら決めていきたい。
・歩いて行ける距離というのは、自分の住んでいるところから歩いて行ける距離ではなく、
公共交通機関を使いながら、歩いて行けるところと考えている。範囲を区切って、ここまで
と決めているわけではない。

宮古市役所
都市基盤づく
りの方針

66

・被災した方々の意見は大切にしなければいけないが、宮古市全体の復興計画を作るのだか
ら、被災していない方々の意見も聞いてもらいたい。集会への参加は拒まないとされている
が、遠くからの人はさっぱり参加していない。単なる復旧ではなく、前よりも良くなったと
いうまちを作るには、市役所と個々人ではなく、市民と市民のつながり、地域のつながりを
前よりもつくっていくことが、復興への意欲を高めていくことだと思う。八木沢団地は、意
見交換会を持ちたい。意見を言う場がない人がいるから。その場を作ることが町内会、自治
会の役割だと思う。自発的に集会を持つが、その時市から１名でも来て説明してくれるもの
か。

・市民の皆さんからたくさんの意見をいただきたい。それを反映させたいと思って取り組ん
でいる。そのために、このような意見交換会だけではなく、パブリックコメントも実施して
いるし、手紙、電話、ホームページ、なんでも結構ですので、意見をお寄せいただきたい。
意見をいただくシステムを何重にも行っているが、その上で、意見が吸い上げられない方が
大勢いるということであれば、周知徹底をしてご意見をいただけるようにしていきたい。各
地区での意見交換会に対しては、要請があれば、時間場所等の限りはあるが、可能な限り検
討したい。

宮古市役所 その他

67
・鍬ケ崎は防波堤もないため、私は住まいもなくなり、営んでいた工場も廃業せざるを徔な
くなった。所有していた土地をあきらめて、新たな生活を考えている人などに対して市はど
うような支援を考えているのか。

・鍬ヶ崎は、防潮堤をこれから作るための調査に入る矢先の被災だったため、もろに津波が
押し寄せて壊滅的な被害を付けた。県から防潮堤は10.4ｍという方針が出され、また未整
備の箇所を優先的にやっていくということなので、おそらく鍬ケ崎地区は早めに着手される
と期待している。そう言った中で、住民の皆さんとの話し合いで、浄土ヶ浜までの観光道路
の拡幅・線形等の検討、さらに地区内道路は狭く避難も大変だったということで、その道路
整備等を考えれば、何らかの面整備、区画整理などの導入も検討しなければいけない地域だ
と思っている。また、検討会でまちづくりを考えていく中でも、様々な土地の考え方が出て
くると思うので、今の段階で土地を買い上げるなどということはできない。仮に集団で移転
する場合、移転する方全員の同意があれば買い上げる制度もあるし、今後様々な制度が国か
ら示されると思うので、皆さんの様々な希望がかなう手法の検討など、地区の皆さんと一緒
に協議していきたい。

宮古市役所
すまいと暮ら
しの再建

68
・震災から７か月、市と我々では温度差があるように見える。我々は生活が懸かっている。
今の状況で道筋を立ててもらいたい。個人的は緊急的に資金が必要になっている。いろいろ
な状況はあると思うが、早急に進めてほしい。

・当面の生活に対する支援については、現在、国の生活再建支援制度があり、最高3百万円
の支給がある。そのほか、所徔が尐ない方には当面の生活のための融資制度がある。保証人
をつけた場合は無利子、つけない場合は1.5％で、350万まで貸し出すことができる。当面
はこれらの制度をご利用いただきたい。遅いとのお叱りを受けているが、スピードを上げて
いきたい。

宮古市役所
すまいと暮ら
しの再建

－13－



宮古市東日本大震災復興計画【基本計画】（案）に係る市民説明会質問・意見等発言要旨一覧

№ 質問・意見内容 説明会でのコメント（回答） 会場名 区分

69

・宮古市の支援策の話で、額としては５億円ということだったが、予算では８億６千万だっ
たと思う。できれば今後の要望として、３次補正の出方を見てということだったが、事業主
でも７カ月以上無収入という方も大勢いると思うので、その人達の今後の見通しや生活支援
制度を検討に加えてほしい。三年前に自己破産したということで、国民金融公庨で融資を断
られた人もいる。生活保護などもあるが、今までの制度にとらわれない新しい制度なども検
討してほしい。

・予算は８億５千万円、実際の額が５億円というのは、国の制度に25社くらい振替になっ
たということがある。今事業所が作れないような状況になっており、特に新しく建設する方
には厳しい状況になっていると思う。市として、そのような方への支援を考えていきたいと
思っているし、中小企業基盤整備機構の仮設の工場、店舗、事務所を対象とした制度を活用
しながら、一人でも多く再建していただけるような形を作っていきたい。産業支援センター
は分庁舎にあるので、ご相談いただきながら、できるだけ多くの方が事業を再開できるよう
な仕掛け、システムを一緒に考えていきたい。

宮古市役所
産業・経済復

興

70

・阪神大震災の災害対策連絡会の方から、当時の融資支援で事務所を立ち上げたりした方の
うち、16年たった今、返済資金に追われてその２割が事業をやめたりしていると聞いた。
震災からの復旧・復興に関しては、融資ではない方法を考えないとダメとのことだった。景
気がそれほどよくない状況での震災だったので、それを乗り越えていくうえで、また借金を
抱える、あるいは二重ローンになるのでは非常に厳しいのではないか。

・阪神淡路担当者からはいろいろな意見を聞き、対策を考えてきた。その中の一つにダブル
ローン対策がある。被災した３県の中では最初に岩手県で制度を作ることになった。しか
し、金融機関関係の方の話では、非常に状況が厳しく、超優良企業は適用されない、あまり
事業成績が良いところは全くあてはまらないということで、ダブルローン対策として国は大
きく旗を掲げているが、実際、ほとんどあてはまらないのではないかとのことであった。ダ
ブルローン対策の仕組みは作ったけれども、今の段階では過度に期待してしまうとよくな
い。阪神や中部地震の時、事業主に対しては融資制度しかなかった。その意味でグループ補
助金などは画期的な制度だと思う。ある意味、事業主にとって一番大事なのは現金しかない
と個人的には思っているので、どのような形で支援していくのかが最大の課題だと思ってい
る。

宮古市役所
産業・経済復

興

71

・磯鶏地区から参加しているが、復興まちづくり検討会が立ち上がって話し合いが行われて
おり、磯鶏地区の町内会長が入っているということも聞いているが、我々のような、被災し
た人の意見を聞いているかどうか疑問。近内の雇用促進住宅にいると情報が入らないので、
時々磯鶏地区に帰って話を聞くが、検討会の話し合いが一般の人には伝わっていないよう
だ。一般の人も、検討会の話し合いに入れるかどうか聞きたい。

・検討会を立ち上げる前に、広報で周知をして、地区住民全員を対象に地区復興まちづくり
の会を開催した。磯鶏地区は10月１日に行い、その中で検討会の立ち上げとそのメンバー
をご了承いただき進めているところ。大人数では意見がまとまりにくいということで検討会
は100戸以上の地区で立ち上げている。磯鶏地区の第１回目の検討会は11月９日に予定し
ている。開催した内容は、広報に折り込み、全世帯にお配りする宮古市地区復興だよりでお
知らせする。個人でも意見が出せるように、記入用紙も配布しているので活用してほしい。
また、個々にご意見等あれば都市計画課にお話しいただければ検討会につなげていく。様々
な形で意見をいただくような形で進めている。なお、検討のたたき台とするまちづくりのパ
ターンを市が提案しているので、皆さんの目に触れるようにしていきたい。

宮古市役所
地区復興まち

づくり

72
・11月9日の検討会では、メンバーだけで話し合い、他の人は参加できないと解釈したがど
うか。

・検討会はメンバーだけで話し合っていただくが、ある程度意見がまとまりまちづくりの結
論が出たら、公共施設に１週間くらい貺り出して、皆さんの意見を直接聞く機会と、地域住
民全員をもう一度集め、ご意見を聞く機会を設ける。すべてを検討委員会で決めていくわけ
ではなく、皆さんの意見を聞く場を設けていく。

宮古市役所
地区復興まち

づくり

－14－
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73

・情報公開がないというのは、その通りである。私の住んでいた向町町内では、残ったのが
数件。何かやりたくて伝えたくても、住んでいる場所がわからないのでどこに伝えればよい
かわからない。話し合いをする場所がない。個人の家ではできない。私は９月10日まで盛
岡に避難しており、資料を送ってもらったりして情報を徔ていたが、帰ってきたら泊まると
ころがなく困っている。どのような形で検討会を立ち上げて、どのように委員を選んだかと
いう説明もない。情報交換をしたくても場所がない。二度とこのような被害を受けないよう
にしたいが、これまでのような形でまちづくりをすると、また100年後には同じ状況になる
と思う。そのためには、人間でいえば頭をちゃんとする。神経は道路。ちゃんとしなけれ
ば、また、繰り返す。行政の頭をちゃんと決めなければならない。住んではいけないとこ
ろ、いいところをきちん決めるべき。現在の場所での市役所の再建には反対する。

・情報交換の場所については、お申し出いただければ、中央公民館や市の分庁舎などを開放
できるように配慮する。市役所庁舎の位置づけについては、残すあるいは移転するなど含め
て今後検討する。

宮古市役所 その他

74

・さっきの方の気持ちはよくわかる。小さい地域での話し合いがないと、この問題は解決し
ない。復興計画は、最終的には、地域のつながり、コミュニティをいかにして育てるかが大
切。意見は聞きました、だから作りました、という計画ではなく、話し合いからできた計画
がほしい。それには行政が、コミュニティをどのように育てるかということを考えてほし
い。（要望であり回答丌要）

宮古市役所 その他

75
・市長にお願いしたい。鮭が始まる。青森から三重まで網を許可しているが、岩手県は県漁
連が反対している。定置、漁船漁業は取っていく漁業、売っていく漁業。経済効果も高い。
手っ取り早い。ぜひ市長に考えてほしい。

県漁連の会長と話をしたい。 宮古市役所
産業・経済復

興

76

・磯鶏地区の方からも話があったが、復興まちづくりの話し合いに、被災した人が尐ないの
ではないか、盛岡や仮設に行っている人の意見は反映されるのか。市は紙に書くように言っ
ているが、直接話し合いに参加しないと、真の意見は出ないと思う。（要望であり回答丌
要）

宮古市役所
地区復興まち

づくり

77
・自治会で移転先候補地を探している。市役所にも候補地を見てもらいたい。１回目の説明
会では10軒以上との話であったが、新聞報道では５軒以上となっているが、５軒くらいは
あるので急いで進めたい。

・１回目のまちづくりの会を９月に重茂北、音部、里、南で開催し、いろいろと話し合って
もらった。その後、職員が個別に入って話しを伺っている。候補地の話をしていただければ
場所を確認して、文化財、道路、水道の関係などを総合的に判断して、一緒に調べていきた
い。それで皆さんの同意を徔ることができれば、計画ができたところから進めていくべきだ
と思うので、動けるところはすぐに動きたい。

重茂漁協
地区復興まち

づくり

78
・候補地を見てもらって、市で良いと判断するための時間はどれくらいか。
・できるだけ時間がかからないようにお願いする。

・被災した地区は市内に33箇所あり、いろいろな状況がある。すでに全員が移転する方向
性が決まった地区や、土地の提供の話があり具体的に話を進めている地区もある。そのため
すべての地区一緒というのではなくて、地区の状況に合わせて動きたい。
・住民が、自分たちで話し合って、合意すれば、どんどん進められるので協力をお願いした
い。

重茂漁協
地区復興まち

づくり

－15－
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79 ・白浜から上がってくる道路が非常に狭くて危ない。なんとかできないのか。
・そこは再三県のほうにもお願いしている。災害査定を受けて復旧していくように準備を進
めているらしい。もう一度お願いする。

重茂漁協
安全な地域づ

くり

80
・漁港や道路の整備、自分たちの住むところなどお願いしたいことはたくさんある。例えば
テトラがすべて壊れている。また、今の仮設では、受験生は勉強できないなどの話も聞いて
いる。

・いろいろなご意見は持ち帰り検討する。道路や漁港について、これからも要望していく。 重茂漁協 計画全般

81 ・消防分団の施設については、プレハブでもよいので、すぐにでも復旧させてほしい。
・24分団については消防署で仮設の車庨や詰め所などを考えている。場所を早く決めて、
早く詰めるよう消防署長に伝える。

重茂漁協
安全な地域づ

くり

82
・基礎の解体はどうなるのか。貹用はどうなるのか。
・解体の見積が高く出るようである。できれば、コストの安いやり方で考えてほしい。農地
の境界については、誰がやるのか。

・広報でもお知らせしているが、市に解体を申し込みすればできる。ただし、土地の境界が
わかるような対策をお願いしたい。貹用は市が負担するので建設課に話してほしい。12月
末までに申請してもらって発注となる。急ぐ方は、特定の解体も認めるので、環境課に話し
てほしい。
・基礎の撤去について、急ぐ人は環境課に相談をしてほしい。それ以外の人は12月末まで
受け付けて県でまとめて入札になる。これは建設課に申し込んでほしい。農地の境界につい
ては、平成24年度から国土調査を行う予定なので、もうしばらくお待ちいただきたい。

重茂漁協 その他

83 ・重茂地区において、今回のような説明会が今後実施されるのか。 ・まちづくりの会として、重茂では４箇所実施している。 重茂漁協
地区復興まち

づくり

84

・早く防潮堤や道路の計画を示してほしい。そうしないと土地の利用計画を立てることがで
きない。また、できるだけ津波に流されないようなまちにしてほしい。漁港の整備について
も、せめてクレーンを設置する部分だけでも早めに対応するよう県や市にお願いしたい。土
地の買い上げについての要望がある。

・今の補助制度における宅地の買い上げは、高台移転をする者全員が希望した場合のみ対象
となっている。被災地だから無条件で買い上げることは今の制度ではない。例えば、補助制
度を見つけて市の共同施設などを建てるような場合などには、その土地を市が買うことがあ
る。

重茂漁協
産業・経済復

興

85
・例えば漁協がまとまった土地を必要とする場合、市で買い上げてもらう方法もあるのでは
ないか。

・市の財源で、どこまでできるかわからない状況であり、市として全体でどれだけ貹用が必
要なのか解らないと回答できない。

重茂漁協
産業・経済復

興

86 浸水したところに家を建てたくない。一番いいのは、市が買い上げてくれること。

個人的にはそのように対応したい気持ちもあるが、市の財源を考えるとなかなか難しい。他
地区でも同じような話が出てくる可能性が高い。復興に関しては、市の財源だけではなんと
もできないので、国や県に要望もしているがどうなるか現段階では全く分からない。皆さん
と一緒に考えて進めたい。

重茂漁協
安全な地域づ

くり

－16－
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87
・地域として、移転先の候補地を探すよう模索している。国の制度では10軒以上でなけれ
ばならず、独自に候補地を探した場合、道路は私道、水道も自貹と聞いた。国で探して整地
してもらう場合と、個人で見つけて整地する場合との貹用のかかり方の違いも判らない。

・場所を確定させれば、概算で金額を出すことができると思うので比較などもやるので言っ
てもらいたい。

重茂漁協
地区復興まち

づくり

88
・地区のこれからの土地利用について様々な情報が入ってくるが、具体的にどうなっている
のか。

・先日のまちづくりの会で、市からのたたき台として案を示しており、その情報が錯そうし
ていると思われる。しかし、これらの案が決定したわけではない。それを元に、皆さんの意
見をいただきながら、宅地や道路などまちづくりをどうするのか検討して決めていく最中で
ある。防潮堤の高さについては、県から近々発表されると思われるし、市のほうで道路につ
いて検討し県にも話している部分もある。それらの情報は、検討会、水産課、漁協にも提供
していきたい。

重茂漁協
地区復興まち

づくり

89

・お母さんたちと話をすると、これからの生活を考えると精神的に辛いという話を聞く。心
のケアなどのソフトの部分も取り組んでもらいたい。重茂でも、いろいろなところがあるの
で、細かくケアしてほしい。専門家の意見も取り入れながら、子どもたちへの長いスタンス
のケアもお願いしたい。（意見であり回答丌要。）

重茂漁協
すまいと暮ら
しの再建

90
・嵩上げするとき、近くの山を崩すことになる。宅地などとしての利用も考えられるので、
早く決めてほしい。（意見であり回答丌要。）

重茂漁協
安全な地域づ

くり

91

・（市から、道路の嵩上げや防波堤の高さなどの話が出てくるのかと思ったが、まだのよう
だ。）土地の嵩上げや道路の嵩上げをしてはどうかという話題も出ている。市ではどのよう
に考えているのか。
・県道の嵩上げについてはこれまでもお願いしてきており、今回の震災では、津波が橋を越
えて川をさかのぼったところもある。今回は、そのような問題に対応するチャンスかと思わ
れる。

・早く進めたいが、嵩上げすればどこまで大丈夫なのかなど、専門家の意見を聞いたり、県
とも話をして、決めていきたい。住民の皆さんの合意も徔て進めたい。今後は、多重防災型
の考えで進めなければならない。何でもかんでも防波堤だけで防ぐことはできない。嵩上げ
なども考える必要があり、検討を進めていく。
・道路は、嵩上げあるいは山側に移設するなどの案を出し、県にも示している。地元と並行
して県とも協議して進めたい。

重茂漁協 計画全般

92
・復興して、100年後どうなるのか、そのときに、人口が増え、今回流失してしまったとこ
ろに家を建ててしまうことにならないよう、長期的視点も必要。

・それを踏まえて、多重防災を考えている。危険なところに戻ってこないような対策も考え
ていきたい。

重茂漁協
都市基盤づく
りの方針

93 ・国に土地を買い上げてほしいとお願いしたい。
・土地の買い上げは、宮古市だけでも何百億、何千億円かかるかもしれない。どのようにす
るか考えていきたい。どうしても時間がたつと低いところに下りてきてしまうので、下りな
いように考えたい。重茂の人たちの意見を取り入れながら進めたい。

重茂漁協
すまいと暮ら
しの再建

94
・P73の道路の記述について、もっと早急的な整備や、高規栺の道路などの言葉で示せない
か。

・最終案に向けた修正をしていくので、意見を踏まえた検討をしていく。 重茂漁協
安全な地域づ

くり

－17－
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95
・P９でユニバーサルデザインの記載があり、今後障がい者の方も過ごしやすいまちづくり
を進められると思うが、そのあたりをもう尐し詳しくお話し願いたい。

・国・県においてユニバーサルデザインの基準を設けているが、それに市としての方針を加
えた形でまちづくりを進めて行きたい。

新里福祉セン
ター

都市基盤づく
りの方針

96
・もう尐し具体的な取り組みについてお聞かせ願いたい。

（自分も関係していることから、振興局を通じて意見を述べて行きたいと考えている。）

・平常時の取り組みになるが、市では身体障がい者とのネットワークを持っており、宮古駅
前広場を整備する際にも、障がい者の方々に検証していただきアドバイスをもらいながら整
備した。今後、まちづくりを進めていく場合にあたっても、平常時と同様に障がい者ネット
ワークの方々に検証をいただきながらまちづくりの整備を進めていくことになる。

新里福祉セン
ター

都市基盤づく
りの方針

97
・P９に市庁舎のあり方とあるが、これから住民の意見を聞いて市庁舎のあり方を決めるの
か、それとも概ね決まっているのか。

・震災当時本庁舎は孤立し、ほとんど動けなかった。移転等も含め、市民の皆さんの意見を
聞きながら、防災機能を発揮できる位置に配置したいと考えている。具体的には推進計画の
中で謳っていきたい。

新里福祉セン
ター

都市基盤づく
りの方針

98

・私は合併協議の時から、市庁舎はグリーンピアのあたりがいいと考えていた。今回のよう
な震災があった時に、救助はヘリコプターになるが、宮古ではヘリコプターが発着できる場
所がない。それが可能なのもグリーンピアである。旧宮古の方々は田老では丌便だという
が、今の和井内の住民が現庁舎で丌便かどうかというと、必ずしもそうではない。総合事務
所がしっかりしていれば丌便を感じない。（要望であり回答丌要）

　
新里福祉セン

ター
都市基盤づく
りの方針

99
・意見を聞くタイミングが遅いと感じている。検討委員会もあと1回と聞いているが、本当
にまとまるのか。その辺りの見解をお願いしたい。

・すでに検討会は４回開催しており、計画案としては99％のところまでできていると認識
している。したがって、最後の検討委員会で意見をもらい、それを反映させることで成案で
きると考えている。

新里福祉セン
ター

その他

100
・津波の警報、サイレンについては、全国統一してほしい。総務省が管理しているとおもう
が、メディアと整合する音を作るのもいいのではないかと思うがどうか。

・警報の出し方については、気象庁の管轄でもあり、今回の警報の出し方の良し悪しの検証
は気象庁で行っている。その検証結果によっては、将来的に警報の出し方は変わってくる部
分もあるかと思う。無線だけに頼るのではなく、視覚的に訴える避難勧告の出し方ができな
いかということも併せて検証したいと考えている。全国同時に警報を出すというシステムに
ついては、全国瞬時警報システム（J-ALERT）があり、気象庁が地震を感知した際の情報
を、一斉に通報するというシステムだが、全国どこでも整備しているわけではない。（宮古
市では整備している。）また、スピーカーの情報だけでは聞こえないということもあるの
で、他の媒体でそういった情報が伝わるように考えていきたい。基本計画の中ではそういう
取り組みも載せている。

新里福祉セン
ター

安全な地域づ
くり
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101
・国の委員会に出席しているようだが、どういうことが話されて、どういう検討がなされて
いるのか教えてほしい。

・現在、国の応急対策の検討委員会と、救助法、災害基本法などが、現況に則したものかと
いう検討をする研究会の二つに出席している。応急対策の検討会の中では、今回の震災の次
の日には自衛隊、国交省、海上保安庁など、災害に関連する部隊が入ってきたが、仮に通信
が通じないときに我々はどう動くべきか、物資・燃料がしっかり入ってくるのか、スムーズ
に被災地に移動しているのか、各省庁が機能したかなどを検討している。法律に関しては、
実際に被災地でどういうことが起こっているか、なにかをやろうとしたときにスムーズだっ
たか、運用はどうだったのか、その実例をだして、法律の専門家の先生方がそれに対してど
ういった法改正が必要なのかを議論している。いずれの会でも、結果がまとまった段階で報
告出来ると思う。

新里福祉セン
ター

その他

102
・市ではアドバイザーを採用しているが、委員を選定した時に、何を基準に選定したのか。
それぞれ専門の研究をなさっていると思うが、それを把握しなければどうアドバイスしたの
かということが生きてこない。

・基本計画の策定にあたっては、総合アドバイザーとして東北大学の首藤先生、東京工業大
学の屋井先生に入っていただいている。首藤先生についてはどういう津波対策を施すべきか
ご指導いただいている。屋井先生は都市計画が専門であり、今回の計画の文言にいたるとこ
ろまで事細かにアドバイスをいただいている。

新里福祉セン
ター

その他

103
・学者によっていろんな意見があり、被災者を迷わせているという面もある。その辺りを上
手く調整しなければならない。

・メディアも含めて、様々な人が来て、色々な提案を持ってきていただいている。その中で
どの先生にお願いするかということは、国とも相談しながら決めた。

新里福祉セン
ター

その他

104
・P39で、しいたけ生産施設の復旧とあるが、市はどのような取り組みをしたいのか。もし
具体的に決まっていれば教えてほしい。

・今回の津波で、乾燥機等の被害に合われた方が相当ある。今年の分で予算措置はしたが、
今後も当事者の方々の意見も聞きながら、市として支援をしていきたいと考えている。

新里福祉セン
ター

産業・経済復
興

105

・みなとまち産業振興プロジェクトについて、具体的な内容を教えてもらいたい。事業者
は、宮古市の水産業の将来像がわかって初めて再投資をして、雇用を始めると思う。具体的
イメージやアイデア、今までの「つくり、育てる」だけでなく、状況が厳しいなかで、これ
からの水産業の持っていきかたのイメージを教えてもらいたい。
・災害記憶の伝承プロジェクトについて、言葉で伝えるのか、目に見えるもので伝えるの
か。田老地区で講演会があり阪神淡路の被災地では、震度７を体験できる施設があり、記憶
伝承に役立っていると聞いた。

水産関係は、39の事業所が被災したが、基本的に建物は残っており、すでに35事業所が再
開していると把握している。市の修繕貹の補助金制度や、国の４分の３のグループ補助金が
活用されている。３次補正の話などもあり、宮古市の企業が再開する環境は、釜石や大船渡
に比べて有利だと思う。しかし、水産業は上向きの産業ではなく若干衰退気味である。最も
重要なのは、元に復旧するだけでなく、次に向けた成長が必要。一つは作るものや宮古から
送り出すものの高付加価値化の体質を作ること。グループ補助金でできた、小さいグループ
同士の連携の中で新たなステップに進むことも考えられる。次世代の水産加工業を支える人
材育成も進めたい。
・災害記憶の伝承については、大きく被災した地区においてメモリアルパーク的なものの建
設を考えている。また、体験施設として、津波伝承館も検討している。また記録の収集も進
めており、その公表も考えられる。具体的には推進計画で考えていきたい。

川井生涯学習セ
ンター

復興重点プロ
ジェクト
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106

・比較的被害の尐ない地域では後方支援など、地域がそれぞれの役割を果たすなど、市全体
で一体となった復興が必要だと思う。川井地域でも被災はあり、幹線林道が通行止めになっ
ている。グリーンピアや大槌・山田方面の仮設に行く際に丌便であった。早池峰マラソン
は、現在できる範囲で実施していく。いろいろな施設で遊休施設が発生していると思われる
ことから、急がないものはこのような背後地の施設を活かしてほしい。

・横沢から抜ける林道は、災害復旧事業として修復することが決まっている。遊休施設とし
て、川井高校などが挙げられているが。川井高校はすでに盛岡市の川井キャンプの場の後方
支援として活用している。中学校については、資料館の分館、生涯学習センターとして活用
する。診療所については、支援物資の収蔵庨として現在活用している。
・市のビジョンについて川井地域の皆様に説明したが、産業のあり方については、一つひと
つの産業が育たないと６次産業化が図れない。どこかの地域の産業が崩れたときに、市全体
の産業がくずれないように、それぞれの産業を育てなければいけない。市全体で産業や暮ら
しのあり方を考えていかなければいけない。現在、沿岸部は機能丌全を起こしており、他の
地区で支えていかなければいけない状況が何年か続くと思われる。対応する施策を考えてい
くが、皆さんの協力もお願いしたい。

川井生涯学習セ
ンター

計画全般

107

・基本計画については、被災した人の意見も踏まえて計画されているようなので、川井住民
としては細かいことは言わない。市の総合計画と整合性を図りながらも復興優先という説明
があったが、市全体ということであれば、市民がそれぞれの地域で自立しなければ宮古市本
体の復興は難しいのではないかと思う。財政的には厳しいかもしれないが、宮古市総合計画
を着実に実行してもらいたい。それが復旧、復興につながるのではないか。
・次にP60の災害に強い交通ネットワークについてだが、一時、道路整備に税金を使うこと
は無駄という風潮だった。しかし、今回の震災で道路整備が重要だと思った国民も多かった
のではないかと思う。今後、宮古盛岡横断道路の早期実現をお願いしたいし、国道340号線
の沿線整備と立丸峠のトンネル化もご尽力いただければと思う。早期実現すれば、宮古市そ
のものの自立にも貢献できる。川井地域で協力できることは積極的にやっていきたいのでお
願いしたい。
・P33のスポーツ・レクリエーション施設の整備は、震災前の場所にとらわれずに取り組ん
でほしい。特に総合運動公園や野球場については、高校や大学、企業の合宿誘致を考える
と、宿泊場所としてグリーンピア三陸みやこを活用できるような場所を検討する必要がある
のではないか。
・復興に向けた３つの柱は、どれも実現は簡単なことではない。個人的には現行の制度を中
心に考えると、産業・経済の復興、安全な地域づくりについては着実に歩むことはできるの
ではと思うが、すまいと暮らしの再建はかなり難しいと思われる。アンケートを見ると、経
済支援、住宅再建の支援が上位を占めている。復興計画P20の施策があるが、さらに要望が
出てくるのではないか。行政としてどこまで支援が可能であるかという線引きが難しいと思
うが、市民と向き合って、勇気を持って進めてもらいたい。
・いずれの計画を実現するためにも、大きな課題が山積していると思うが、あわてず騒が
ず、そして休まず、市長をはじめリーダーシップを発揮して進めてもらいたい。こういう大
きな災害があれば、言い辛いことも勇気を持って言う必要もある。

・総合計画に則って市の発展を考えるために、今回の災害でダウンしているところを総合計
画の土台に乗せたい。そして市全体で総合計画を進めたい。
・宮古盛岡横断道路は復興道路に位置づけられているが、予算措置がまだ決まっていないの
で、これから事業化していくように進めていく。復興支援道路の340号線について、遠野が
拠点となり立丸峠を通ってたくさんの人が来られた。ここを通って大仙市長さんも来られた
が、なんとかならんかと言っていた。平泉の世界遺産、花巻の空港もあり、このルートを生
かしたい。遠野市長とも共有しており、観光もあり救急にも役立つ、そして地域間の絆もあ
る。今後、連携体制を整え、取り組んでいきたい。
・公共施設についても、その適地や整備の方向性などについて、この計画のみならず総合計
画の中で皆さんと議論しながら決めていきたい。
・リーダーシップの問題については、我々もしっかり言うべき時は言い、やるべきことはや
る、皆さんの協力を徔なければいけない時は徔ながらやる。これらを、しっかりメリハリを
つけ進めたい。

川井生涯学習セ
ンター

計画全般

108

・立丸峠を通る340号は復興支援道路として大事な道路である。今回も、遠野には支援物資
が届いたのに宮古になかなか届かないことがあった。現在、大型バスが通れないが通行可能
となれば観光客の滞在時間も長くなり、経済効果も上がる。ぜひこの部分は最大限の努力を
お願いしたい。（要望につき回答丌要）

川井生涯学習セ
ンター

安全な地域づ
くり
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109
・高台移転に関しては、宮古市は大雤が降ったときに、高台から土砂が流れるので、それも
考えてほしい。中里団地では45号の排水が直線的に流れるようだ。下水道などの対応で考
えていると思うが考慮してほしい。

・高台移転等については各地域に入って話し合いを始めている。ご指摘の通り、排水等への
配慮、取り付け道路、公共交通なども網羅しながら考えていきたい。

川井生涯学習セ
ンター

安全な地域づ
くり

110
・この地域に住む高齢者として何かできるのか解らないが、皆にがんばれと言いたい。我々
も宮古市政に100パーセント協力していく。我々住民に生きた行政執行をお願いしたい。市
は、震災に負けず、力を発揮してもらいたい。

・合併した市町村が相俟って、新しい宮古市を作っていかなければならないと考えている。
水産の部分の落ち込みを農林業にも力を入れて補填していく。農林業では川井が大切なの
で、よろしくお願いしたい。

川井生涯学習セ
ンター

その他

111

・市長から活気あるまちづくりという言葉があった。水産に限らず、活気ある産業にしても
らいたい。５年後、10年後、50年後に、若い人が戻ってきてよかったというまちにしてほ
しい。市が成長するためには若い人の力が必要。ぜひ、若い人が喜んで仕事をする、そうい
うビジョンを示してほしい。今日も参加者は若い人が尐ない。若い人がほとんど参加しな
い、発言もない。若い人がぜひこのような場で、どんどん意見を言ってもらいたい。市の職
員だけでなく、まちの若い人を入れて一緒になってまちづくり進めていってほしい。そのた
めには若い人を踊らせるような魅力ある計画を作っていってもらいたい。（要望につき回答
丌要）

川井生涯学習セ
ンター

計画全般

112

・障がい者支援のＮＰＯ法人の事務局長をしているが、今回の震災時に、宮古の方からグ
ループホームなどに受け入れをした。仮設に入った人は、もう７ヶ月が経ち、２年はもうす
ぐということですごくに丌安になっている方もいる。P27に応急仮設住宅等に入居した障が
い者に対する居住の支援の記載があったので、安心している。仮設に入るときは我々が支援
したが、次に自分でアパートを探さなければならないとき、自立するためにどうすればいい
のか丌安を持っていたようだ。在宅で声を出せない障がい者もたくさんいると思われる。復
旧の支援もたいへんだと思うが、このようなことも考えて支援してほしい。以前は、川井の
施設は旧川井の住民だけを意識してホームを経営していたが、今回宮古からも来る人が多く
なり、一つの宮古市になった感が強くなった。一緒になって支援していきたい。

・障がい者、高齢者もたいへんな目にあった。川井、新里の施設などに、受け入れていただ
き、避難生活がストレスなくできたと思われる。今後もこういうシステムは継承していきた
いし、障がい者、高齢者の方々の住まいにも考慮しながら計画に反映させていきたい。

川井生涯学習セ
ンター

すまいと暮ら
しの再建

－21－


