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第４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２８日（水）午後６時００分から午後８時１０分 

２ 開催場所 

  陸中ビル ３階大会議室 

３ 出席委員等（２２名） 

【総合アドバイザー】屋井鉄雄 

 【委員】葛浩史、香木みき子、小口幸人、大戸浩、佐々木良一郎、伊藤隆一、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、工藤栄吉、花山智行、坂本晋、加藤郁郎 

４ 事務局出席者（１６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、中村産業振興部

長、熊谷都市整備部長、長尾上下水道部長、下澤危機管理監、上屋敷田老総合事務所長、 

（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 

（都市計画課）田中課長 

（危機管理課）長沢課長 

５ 傍聴者 

７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た後、会議に入る。 

 

（委員長）お忙しいところを、お集まりいただきありがとうございます。本日は、検討委員会と

して、基本計画の最終案の一歩手前までこぎつけたいと思います。会議の終盤で、宮古市総合計

画と復興計画との整合性、関係性について若干、私から提案をいたします。それでは、早速議事

に入りますが、資料 1、検討委員会での意見、あるいは委員提案に対する対応表について、事務

局から説明をお願いします。 

 

（滝澤復興推進室長）検討委員会での意見、委員提案に対する対応表について、資料 1により説

明。 

 

（委員長）ありがとうございました。我々がこの委員会で提出した意見、あるいは事前に提出い

ただいた提案について、事務局で整理したものをご報告いただきました。ご質問等ありましたら

お願いします。 

 

（委員）資料を拝見して 1点、気になったことがありました。私が提案した「すまいと暮らしの

再建」の、被災者の生活再建支援の部分で、資料 P20 の部分です。ご存じのとおり、仮設住宅で

は孤独死が非常に問題で、危険があると言われております。その関係で、P20 の部分でも現状と

課題②で、「応急仮設住宅の生活に移行し新たな生活が始まり、特に高齢者や障がい者など今後

の生活に不安を抱える方が相当数いるものと見込まれます。このため、入居実態を把握するとと

もに、支援や見守り等を必要とする市民の不安解消を図る必要があります。」とあります。その

答えになる部分が、以前の基本計画のほうには多尐反映されていました。それは、応急仮設住宅

等入居者へのサポートという部分で、特に高齢者、障がい者というのを挙げて記載がありました。

私の提案も、応急仮設住宅の入居者全員に対する部分と、特に高齢者、障がい者という部分で 2

つに分けて記載した次第です。出来あがった基本計画を見ると、特に高齢者、障がい者の部分が

無くなっており、シンプルな形になりました。おそらく、市でも何らかの検討をされて、その部
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分を福祉に回したのか、保健に回したのか分かりませんが、どのような扱いをされて、私の提案

部分の片方が、片手落ちの状態になってしまったのかをお伺いします。具体的に片手落ちになっ

ていると思う部分としては、「応急仮設住宅に入居している方、特に高齢者や障がい者について、

訪問や見守り活動などをとおしてその生活実態を把握し、これを市が中心になって関係機関と共

有・協議・協力することで、専門的なノウハウを取り入れた充実した支援を行います。」という

部分が反映されていないので、たぶん何らかの理由があるのだと思います。その部分のご説明を

お願いします。 

 

（金澤市民生活部長）今回の修正で、障がい者や高齢者という部分が抜けているということです

が、トータル的な生活支援ということで、これに含まれるというような形での修正としています。

きめの細かい情報の提供については、高齢者についての記述がありませんが、ここも併せて記述

をさせていただいたところです。 

 

（小野寺福祉部長）福祉関係の部分ですが、高齢者や障がい者については、福祉分野に記載があ

りますので、すまいと暮らしのほうは全体的な表現にして、高齢者や障がい者の部分については

福祉分野で表現をしたという形になったものです。 

 

（委員）この問題は非常に縦割り行政に合わない話で、難しい話であると思います。P20のほう

では「仮設住宅に住居し」という表現で広く一般の方を想定して、高齢者、障がい者は特にとい

うことで、問題が生じています、というのが現状と課題にあります。P25「保健・医療の確保・

充実」という部分では、同じく③で、「被災者の多くは、長期にわたる避難生活や応急仮設住宅

での生活を余儀なくされ環境が激変しました。」とあります。④の福祉の分野でも、P27「福祉の

充実」の現状と課題の部分で、応急仮設住宅への入居により、環境が大きく変化し…、というこ

とで、仮設住宅に入居したので環境が大きく変わりました、とあります。それについては、一般

の仮設住宅入居者の方は誰でも同じですが、特にそういうフォローが必要な人もいるので、おそ

らく 3部署で課題の認識はしていただいているのだと思います。結果として、復興に向けた取り

組みで何があるのかと言うと、P20 の生活再建の部分では、特に高齢者、障がい者、あるいはメ

ンタル的に自殺につながるような方を対象とした取り組みは、おそらく無くなったと思います。

仮設住宅の入居者へのサポートというのは、復興状況に併せた継続的な支援ということですが、

非常に広い意味になったのだと思います。一方で、保健のほうで何かあるのかと言えば、P25を

見ると、特に仮設住宅に入った方にどうこう、というのは無くなり、福祉のほうでは、サポート

センターを作ります、というのはありますが、これも要保護者支援に限定をしています。よくあ

る話ですが、高齢者は 65 歳以上です、あなたは 64 歳だからサポートはしません、障害認定には

入らないので、色々メンタル面で大変ですが、あなたは支援しませんということが予想されまし

て、結果として仮設住宅に入ったけれども、震災のせいで自殺まで至らなくても、その危険信号

が生じているお年寄りや、メンタル的に辛い思いをしている方への支援の取り組みがどこにも無

くなってしまったように見えます。ここは、福祉と生活課と連携して対策しなければいけないと

ころだと思っており、縦割り行政で一番難しい分野だと思いますが、何も記載が無いというのは

問題だと思います。仮設住宅の孤独死というのは大変であり、そのための対策をしようというベ

クトルは変わらないので、福祉、保健、生活のどこかで記載をして、そういう姿勢を示されたほ

うがいいのではないかと考えます。具体的な文言までは、まだ私のほうで提案ができない状況で

す。 

 

（委員長）事務局からお答えいただけますか。 

 

（小野寺福祉部長）3つの分野でそれぞれ課題としては挙がっているが、具体的な今後の解決策

が見えないということでしたが、確かにそういう部分もあるので、協議をして反映させるように

考えていきたいと思います。 
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（委員）是非お願いしたいのは、今回の災害は未曾有の災害です。なので、従来の高齢者や障が

い者の支援制度に乗りにくい形で、被害を被っている方も多いと思います。そういう方こそ、仮

設住宅で孤立をして、自殺をしてしまう方がいるのだと思います。そういう人を支援するのが仕

事ですから、保健、福祉、生活の部分で連携して充実したサポートをするという、その姿勢を出

していただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

（滝澤復興推進室長）取りまとめをしました事務局から追加で申し上げます。仮設住宅の入居者

へのサポートですが、これは「災害弱者」ということに限定せず、幅広く、全ての入居者の方々

へのサポートという主旨で、個々の部分についての表現は割愛されたと認識しています。もう一

方の福祉分野ですが、これは総合計画との関わりもあり、通常の取り組みの中で行っているもの

との関わりが深いものだと認識しています。復興計画において、どの程度、総合計画の中に書い

てあるもの、あるいは通常の業務で行われているものを書き込むのかという部分があります。で

きるだけ緊急性のある、あるいは復興に向けて必要性が高いと思われたものについては記載して

いますが、総合計画の中で記述しているもの、あるいは通常の取り組みのなかで行うものについ

ては、重複を避けるということも考えての調整した結果です。なお、ここはあくまでも基本計画

の部分ですので、推進計画での取り組み、あるいは通常業務での取り組みといったところでの検

討がされていくものと考えています。 

 

（委員）今回の震災がなければ応急仮設住宅に入る方の孤独死の防止対策は出てこない話ですか

ら、総合計画との重複というのは全く想定されない分野ではないかと素直に感じます。ただ、要

援護者に対してどうサポートするのかは、従来の制度通りのところですから、福祉の部分で書く

かどうかとなれば、確かに総合計画との部分との重複が出てくると思います。ただ、そうだとす

れば、生活再建のところで、これまでになかった課題ですから、これまでになかった形で取り組

むのだという部分で考えると、応急仮設住宅等入居者へのサポートというのは、継続的な支援を

全体的に行います、というのだけで足りるかと言えば、私は疑問を感じます。この中に孤独死を

防ぐ政策を行います、というのは、この 2行では読めないと私は考えています。ご検討いただけ

ればと思います。 

 

（滝澤復興推進室長）個々の問題については難しい部分がありますが、復興計画において最も重

要視したいところが、被災者への対応ということで、その部分は大きな枠組みの中で、全ての被

災者、仮設住宅に入居した方々へのサポートをしていきたいという主旨での記述となったことを

ご理解いただきたいと思います。 

 

（委員長）今の事務局のご回答は、要するに「全体」なんだと。あえて個別には記載していない

ということですが、推進計画の中では当然そういう話が盛り込まれるわけですね。 

 

（滝澤復興推進室長）推進計画のなかで、そのような検討が行われてもよろしいと思います。 

 

（委員長）この基本計画の文言が、推進計画で行うことを読めるような中身になっているかとい

うところが議論だと思いますが、私はなっているように思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員）恐縮ですが、なっていないと思います。尐なくても「災害弱者」という先ほどおっしゃ

った単語が、そういう方に手厚く支援をする、市が探し出して手を差し伸べる、というのはこの

2行からは読めないと思います。 

 

（委員長）推進計画の中で、委員がおっしゃったことが頄目として盛り込めるような中身に、基

本計画がなっているかどうかという検討をいただきたいということですが、いかがでしょうか。 
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（滝澤復興推進室長）見解の相違のような部分がありますが、検討させていただきたいと思いま

す。 

 

（委員長）修正案が出た段階で、委員からもご意見を頂戴できればと思います。 

 

（委員）具体的な修正案をこちらからもお出しする形にしたいと思います。最優先すべき事頄な

ので、そこの部分をここで書かないでどこに書くのか、という話ですから、検討したいと思いま

す。 

 

（委員長）ありがとうございました。他にご質問等はありますか。 

 

（委員）資料 2についての意見ですが、よろしいですか。 

 

（委員長）もう尐し待っていただければと思います。資料 2をご覧いただいたと思いますが、我々

の出した意見が、総合計画との整合性、あるいは基本計画の性格といいますか、推進計画との関

係にずいぶん配慮していただいております。ですから、総合計画に入っているけれども、あえて

基本計画に重複させている、それは緊急性とか必要性ということで、そういう形で配慮されてい

ます。冒頭、この委員会としての基本計画の最終案の一歩手前と言ったのはそういう意味でして、

もしかしたらこれが最終案になるかもしれないくらい完成度の高いものです。資料 2については、

後ほど議論したいと思います。資料 1関して、ご質問等があればお願いします。 

 

（オブザーバー）提出された委員からの提案で、情報通信の頄目のところで、GPS関係等の疑問

点が出されていますので、ご説明させていただきます。GPSについては、今回の津波については、

太平洋沿岸で、東北では 7基を設置しています。その他に、中部地方にも設置されており、全部

で 11基ほど設置しています。太平洋側の全部で観測しています。沖合で波形を観測しましたが、

途中で陸上側の電源や通信網がやられたことで、データとしてはバックアップ電源で録画してい

ますので、2時間くらいはデータを録っています。気象庁に流していた通信が途中で寸断された

というのが実情です。通信が切れる前に、沖合で大きな第一波を観測したので、気象庁の警報の

修正にデータとして使われました。国交省としても、GPSによる観測は効果があるということで、

今後、通信網の切断がないように強化を図るということで対応することになっています。波浪計

が釜石湾の 1箇所でいいのか、ということですが、先ほど説明したように、東北地方整備局とし

ては、東北沿岸については、過去にもあった震源域が色々ありますが、そこから津波が発生した

ときにより早く、沖合でキャッチするということで、配置計画をシミュレーションした結果、青

森から福島までに 7基あれば、どんな方向からきてもつかまえられるだろうということで 7基を

配置しました。岩手県の沿岸については、久慈沖、宮古沖、釜石沖の 3 箇所に設置しています。

設置した当時は、沖合での数センチ単位でブイの動きを観測しなければいけないということで、

技術的な条件から衛星を使いますが、20 キロ沖合が限界だろうということで始まりました。国

としても GPSの波浪計の強化の検討を始めていまして、平成 18年度から整備を始めましたが、

かなり観測技術も高度化してきて 50キロから 100 キロ先でもデータが取れるようになっていま

す。国交省としても沖合の展開を検討しようという話があります。釜石の 1箇所だけではないと

いうことと、GPS 波浪計のデータは気象庁に流しているということですが、GPS の設置とあわせ

て、県や市町村と情報共有して、防災支援システムの構築を図っていきたいということで検討を

始めていた矢先のところです。今後、全体の防災のまちづくりの強化の中で、波浪観測のデータ

の共有だけではなく、色々な情報の共有を国、県、市町村がどういう風に強固にネットワークを

組んでいくかの議論の中で決まってくると思います。情報共有の方法についても、皆さんの議論

に入れていただきながら、構築を図っていきたいということです。 
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（委員長）ありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは資料 2に移ってまいります

が、最初の目次を見ていただいただけでも、大きく変わりました。これまでの 3回の議論を踏ま

えて、事務局で整理をしていただいたものです。もちろん担当部署との調整を図ったということ

です。先ほど申しましたが、総合計画との整合性にも配慮いただいております。それでは資料 2

の説明をお願いします。 

 

（滝澤復興推進室長）宮古市東日本大震災復興計画【基本計画】（案）について、主な変更点を

説明。 

 

（委員長）ありがとうございました。ご質問、ご意見等があればお願いします。 

 

（委員）復興まちづくりのグランドデザインのところで、他の委員もご指摘していましたが、10

年、20 年先のことを考えると、産業・経済の復興、振興ということを書くべきではないかと思

っています。今はこういう状況なので、失われた社会資本、公共インフラや社会福祉政策のこと

に重点が置かれていますが、10年、20年のタームで考えれば、他の地域よりも早く進んでいる

人口減尐、高齢化等を考えれば、それを打破して、長期持続的なまちをつくることを考えること

が必要で、産業と経済の復興に関しての文章を入れることが重要ではないかと思います。そうす

ることで雇用が生まれて、若い人の流出が止まり、安心して生活できる場所ができ、人口減尐が

止まって、10 年後、20年後には活力のあるまちができると思います。このことから、グランド

デザインに産業・経済の復興に関する文章を入れるべきだと考えています。もう 1つは特区制度

の利用についてです。P4 の産業・経済復興に向けたねらいのところに、地場産業の育成と企業

誘致を推進します、と書かれてはいますが、国の復興基本法の第 10 条にも、自治体が創造した

特区制度の申請については国も支援すると明確に謳っているので、これを利用しない手はないと

考えています。そこで、特区制度の利用を積極的に行うことを、基本計画の中で謳うべきだと考

えていまして、これから申し上げることは基本計画に盛り込まれることではないかもしれません

が、民間企業が工場やサービス拠点を立地したいと考えた際の、立地条件、どういう条件整備を

すれば企業が入ってくれるのかということを調査していただいて、それに基づいて、国への申請、

働きかけを強力に行っていくのがいいのではないかと考えています。 

 

（委員長）1点目はグランドデザインのなかに産業や雇用の再建が入らなくていいのか、という

ことでしたが、復興重点プロジェクトのなかには入ったわけです。2点目は特区です。例えば仙

台市の復興計画には特区が入っていますよね。優遇措置は必ずしも特区かどうかはわかりません、

平時ではやらない様々な国の優遇措置を講じてもらって企業を誘致するというのもあります。基

本計画のなかには、特区というよりも国の優遇措置を求めていくとか、あるいは働きかけるとい

うのはあるわけで、具体的にどういう特区か、という話になれば、基本計画に入れるのは難しい

と思います。基本計画のなかで「特区」という言葉を使うのか、あるいは特区も含めたより広い

形での「優遇措置」とするのか、大きな被害を被ったわけなので、国家プロジェクトというか、

優遇措置などのそういう色については、基本計画の中に出ていると思いますが、事務局はいかが

ですか。 

 

（滝澤復興推進室長）まず第 1点目のグランドデザインから説明させていただきます。第 2回の

検討委員会でも産業・経済についてもグランドデザインに入れるべきとのお話がありました。冒

頭の説明でもお話したとおり、従前の素案では「復興のグランドデザイン」としており、この部

分は全体的な構想としてのグランドデザインというように受け取られかねないので、「復興まち

づくりのグランドデザイン」に変更しました。この部分では津波対策、防災対策を中心としてど

のようなまちづくりを進めていくかという、まちづくりの観点でのグランドデザイン、という意

味です。経済・産業の振興につきましては、重点プロジェクトや分野別計画のなかにしっかりと

表記をさせていただきたい旨、回答しているところです。現在も同じ方針で臨んでおります。第
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2点目の特区についてですが、計画の中でどういう風に扱うか議論をしており、特区制度は復興

計画実現のための手段であると認識しています。推進計画を実施する段階で障害があるような場

合、1つの解決手法として選択されるものだと考えております。全体の計画に位置付けるのでは

なく、個々の事業実施時に規制が強くて計画が立ち行かなくなった場合に、解消が望まれる場合

や、手続きの簡素化が望まれる場合など、推進計画や地区別の復興まちづくり計画の実施の際に、

必要に応じて取り組んでいくものと考えておりましたので、あえて基本計画の中で謳うことなく、

必要となった場合に特区制度の設置について検討していきたいと考えております。 

 

（委員）特区制度ですが、全体で特区制度を包んだ意味をもつ言葉が入っているのは理解してい

ますが、市として一歩踏み込んで積極的に検討をしていただければと思います。推進計画のほう

で話が進んでいくという理解でよろしいでしょうか。 

 

（滝澤復興推進室長）推進計画のほうで対応を検討していくとともに、特区制度を含めた文言に

ついても、検討させていただきたいと思います。 

 

（委員）第 1点目についてですが、グランドデザインに産業・経済が入ってこないというのはわ

かりますが、市民がこれを見た時にどうなのかな、と思います。そういう観点から、産業・経済

に関しても、別記や 5番目でもいいので書かれた方がいいのではないかと思います。 

 

（委員長）「復興まちづくりのグランドデザイン」というタイトルであるため、ここでは産業や

経済が入ってこないわけですが、第二のところで「復興まちづくりのグランドデザイン」と市民

が読んだときに産業の再建はグランドデザインの中に入っていないと思うわけですね。でも、よ

く読むと、復興「まちづくりの」グランドデザインになっているわけです。委員のご発言は、復

興まちづくりのグランドデザインという言葉をやめて、元に戻して、産業や雇用というのをグラ

ンドデザインに入れるべきというご意見と伺ってよろしいですか。 

 

（委員）そちらのほうが、受け手が分かりやすいと思います。総合計画の雇用の部分を読まれる

方が尐ないと思いますので、基本計画に盛り込んだほうがいいと思います。 

 

（委員長）今のご意見について、他の委員の皆さんはいかがでしょうか。 

 

（委員）この会議でこれだけ「復興まちづくりグランドデザイン」がわかりにくいという意見が

出ているのを、私は謙虚に受け止めたほうがいいと思います。市民が読んだ時に、おそらくこの

数倍、数十倍の人が、よくわからないと思います。なぜ産業がないのかと素直に感じられると思

います。選択肢としてはいくつかあると思っていまして、「復興まちづくりのグランドデザイン」

のネーミングを「安全なまちづくりのグランドデザイン」とか、「減災まちづくりのグランドデ

ザイン」に変えて、まさに減災の部分だけを書き、わかりやすくする方法が 1 つです。もう 1

つは、元に戻して、もっと膨らませる方法があると思います。このどちらかを選択しないことに

は、わかりにくいのかな、というのが意見です。プロジェクトのほうを見ると、災害に強い産業

基盤の整備と出てきますが、災害に強い事業というのはあり得るものだと思います。もしも、復

興のまちづくりというのであれば、震災にも耐えられる産業構造にするというのは、入れるべき

だと思いますので、どれかの対応をした方がいいのではないかと思います。今のネーミングのま

まで産業に触れないというのは、市民にとってわかりにくいと思います。 

 

（委員長）ありがとうございました。他にご意見をどうぞ。仮に、委員のおっしゃった減災や安

心・安全のまちづくりのグランドデザインだったら、第二に入ってくる必要はないわけですよね。

もっと後半、むしろ第四の重点プロジェクトのほうに持ってきたほうがいいと思いますけれども。

「復興まちづくりのグランドデザイン」という言葉はよく読めばわかるので、そこに産業とか経
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済、雇用はここに馴染まないという事務局の発言もわかりますが、この検討委員会の委員でもそ

こを誤解して受け取ってしまうということでした。多くの市民が、「復興まちづくりのグランド

デザイン」という言葉を「復興のグランドデザイン」という風に読んでしまうから、そうした場

合に、産業や雇用がグランドデザインに入っていない、と誤解されるので、いっそのこと、「安

心・安全のまちづくり」にするのか、「復興のグランドデザイン」にして、産業や雇用を入れる

のか、どちらがいいのかということですね。他の委員の皆さんはどうですか、誤解を招きますで

しょうか。そもそも、重点プロジェクトとグランドデザインが、どちらが重いのかと比べると、

グランドデザインのほうが重いですよね。 

 

（総合アドバイザー）前々回の議論を踏まえて、今回こういう構成にしているわけですが、結論

を申し上げると、タイトルについては、ご指摘のとおり見直す必要がありそうだと思います。し

かしながら、全体の構成については、今回の大震災で物理的に被災した施設あるいは空間をどう

するのか、というところを強調して書いたほうが、全体の流れの中では、逆にわかりやすいので

はないかということを、色々と議論したうえで構成しました。ここに様々な頄目を入れると、こ

れもまたわかりにくくなる可能性が高いです。市民の生活、生業、産業活動の基盤となるところ、

前提条件を第二の部分でおさえて、それを第三で展開していくわけです。産業活動の前提となる

ものをどこに位置付けているかとなれば、産業活動自体をどうしたらいいのかという目標につい

ては、第一の部分で三つの流れ、方向性が書かれていて、二番目の産業・経済復興というところ

に、今回の復興計画で目指していく産業部分の目標が書かれています。このあたりを今の意見を

踏まえて強調するということで対応するのがよさそうだと思います。第二の中に入れるとなると、

大変な議論が数ヶ月必要になると思いますので。復興まちづくりの言葉の定義、市民の方が受け

る印象、こういう部分の心配があると思いますので、そこを是非、タイトルの表現で見直してい

くというのが、今回のこの議論の中では妥当な線だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員長）ありがとうございました。以前にも議論しましたが、二番目のところは、復興してい

くところの土台、あるいは前提、基盤を作るという意味で第二に入っているわけですね。そして

第三、第四、第五につながるわけですが、それが「復興まちづくりのグランドデザイン」という

タイトルでいいのか、ということですが、誤解を招く表現なのかなというのはありますね。 

 

（滝澤復興推進室長）ご発言の通りだと思います。P3 の復興に向けた 3 つの柱というのが、こ

の基本計画の大きな柱であり、その柱の中で産業・経済復興を謳っています。3つ目の安全な地

域づくりというなかで、どういう風に安全なまちづくりの基本的な考え方を構築していくかとい

う部分が、先ほどのグランドデザインの部分でした。ご指摘の通り、「復興まちづくりのグラン

ドデザイン」のネーミングについては検討させていただきます。 

 

（委員長）事務局からのご回答がありましたが、いかがでしょうか。「インフラ」という言葉は

余計わかりにくいかもしれませんが、委員の皆さんはいかがでしょうか。 

 

（委員）私も今のご発言の流れでいいのではないかと思いますが、第三の「分野別の取り組み」

という題名も見直したほうがいいのかな、と思います。第一、第二、第三と来たときに、第三の

「分野別取り組み」だと、重みというか、位置付けが正確に読み取れないと思います。むしろ、

「復興への取り組み」とか、もう尐し上げることで、3つの柱が重要だということを打ち出せる

と思いますので、第三のタイトルも併せて見直したほうがいいかと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

（委員長）私もおっしゃる通りだと思いました。柱と重点プロジェクトと、どう違うのかという

話にもなります。いかがでしょうか、ご異存がなければ検討をお願いしてもよろしいでしょうか。

「分野別」という言葉は確かにわかりにくいですね。他にご意見等はありますか。 
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（委員）事務局の説明でまた 1つ疑問が沸いたのですが、復興に向けた 3つの柱があって、その

なかの「安全な地域づくり」の部分がグランドデザインという様な説明だったと聞きましたが、

そうなれば、3つの柱とグランドデザインと、どちらが基本計画では重要視されるのでしょうか。

グランドデザインが基本計画の方向性を示すものであれば、3つの柱との整合性が必要だと思い

ます。グランドデザインだけを見れば、P5 の安全な地域づくりの下に説明文がありますが、分

野別の表現をどうするかの前に、3 つの柱とグランドデザインの位置付けというか、3 つの柱を

総合したものがグランドデザインという内容なのか、疑問が沸きます。 

 

（委員長）グランドデザインという言葉の理解が違うのかな、と思います。事務局はいかがです

か。 

 

（名越副市長）グランドデザインについては、P5の安全な地域づくりの下段（緑色の枠囲み下）

からつながる構成にしています。第二の名前については、つながりがわかりやすくするのであれ

ば、例えば「安全な地域づくり」とか、「グランドデザイン」というのもわかりにくいので、「基

本的な方針」というのも考えられます。これを特出ししたのは、根本的なまちの形成のあり方が

パラダイムシフト、次元が変わっていますので、特出しして書くべきだろうということで、安全

な地域づくりというものから基本的な事頄を抜き出し、P9 に書いています。産業・経済復興や、

すまいと暮らしの再建の部分にも、取り組みを推進していくにあたっての大きな土台という部分

もあるので、P5から P9の流れのなかでは、安全な地域づくりの基本的な事頄という位置付けに

はなっていますが、3 つの柱のさらに土台になるような、産業・経済を復興するにしても、すま

いと暮らしの再建にしても、どのようなまちを作っていくのかというのがベースにあっての話で

すから、そういう位置付けの仕方もできるのかなと思っています。 

 

（委員長）言葉が適切かどうかわかりませんが、甚大な被害を受けて、インフラも大きな被害を

受けている、そこから復興を図っていくときに、まず基盤や土台を作る。そこから具体的な復興

に歩んでいくという意味で、復興計画の第二のところに、まず土台、基盤の部分を書いているの

は、復興計画だからこそいいと思うんですが、いかがでしょうか。第二の頄目(1)から(4)のとこ

ろが、第三の(3)「安全な地域づくり」で出てくるということが、すわりが悪いという委員のご

意見でしょうか。 

 

（委員）すわりがいいとか悪いというのではなく、復興まちづくりのグランドデザインが、「安

全な地域づくり」という部分の表現に終始していませんか、という意味です。先ほどから産業な

どを入れたらどうですか、という意見が出ていますが、グランドデザインはハード面というか、

「安全な地域づくり」の内容に限定していませんか。 

 

（委員長）もちろん安全も入りますけれども、復興のためのインフラというか、土台、基盤ある

いは前提という意味ですよね。そういう意味では、ここに産業というのはここには入らないだろ

う、ということです。もちろん、「復興まちづくりのグランドデザイン」というタイトルは変え

るという前提での話です。 

 

（委員）第三の「分野別の取り組み」の取り扱い方が軽いように見えることが問題だと思ってい

て、復興まちづくりのグランドデザインで基盤をしっかり記述し、むしろ第三の部分がメインと

いうくらい大きな位置付けであると思います。先ほどからお話が出ているように、第二では、甚

大な被害を受け、土地や家をどうしたらいいかわからない状態のときに、このようにまちづくり

をしていく、ということをまず第二で言って、第三の部分では、復興への取り組みについて、3

つの柱をしっかりと進めていくという構成に既になっているわけですが、その第三が、位置付け

として、第二とのバランスから言ってどうなんだろうということだと思います。第三をしっかり

位置付けすれば、解決するのかなと思います。 
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（委員長）第二のところで基盤はしっかり作ります、と記述する。その基盤のうえに、第三のと

ころで具体的にこういう風に復興を進めます、と記述するということです。委員のご指摘のよう

に、「分野別の取り組み」という題名だと尐しかすみますね。第二で基盤をつくって、その基盤

のうえに、どんどん新しいものを作っていこうというのが第三になるわけです。前回、前々回も

オブザーバーの方にご発言をお願いしますと言いながら、時間がなくて伺えませんでしたが、何

か良い案はありますか。 

 

（オブザーバー）今までお話いただいた議論、考え方に尽きるのではないかと思います。第一が

「はじめに」で、第二については、復興の取り組み全体を進めていく前提としての、「まちづく

りのグランドデザイン」という表現がそのままでいいか、ということですが、基盤になる部分を

こういう風に作っていきたいというところを前提に、第三はまさに「はじめに」に書いた三本柱

についての取り組みなので、「復興の推進方向」など。もっと具体的な部分は、推進計画に出て

くると思いますので、「方向」ということでもいいのかもしれません、「復興に向けた取り組み方

向」など。後半については、将来に向けての部分の「重点プロジェクト」ということでよろしい

のではないかと思います。 

 

（総合アドバイザー）言い訳めいたことを言うわけではありませんが、P3 の 3 つの柱は、そも

そも宮古市の総合計画が動いているわけですが、その中で特に災害を受けて強調すべき点を、方

針という中で出した 3つです。これが全てを網羅しているものではないということと、すまい暮

らしの再建の「生活」の部分と、産業・産業の「なりわい」の部分、その 2つは大きな 2つの分

野になっているわけですけれども、やはり災害を受けたということで、「安全」という部分を出

さないわけにはいかない大きな柱ですから、「安全な地域づくり」を置きました。これが前の 2

つと独立であるかと言えば必ずしもそうではなくて、当然、重複しているわけです。P5 の指摘

をいただいたように、防災対策とか、土地利用、交通網。交通網というところは公共交通中心の

ものですが、土地利用に踏みこんで記載しているというのは、これは生活や産業全てに踏みこん

でいることになりますので、特に、安全な地域づくりという観点から第二のグランドデザインと

いうところが強調され、この復興計画としては示されなければいけないわけですが、第二という

ものが、「安全な地域づくり」という 3 本目の柱だけで完結するような内容かと言えばそうでは

なくて、産業や生活の基礎・基盤に踏みこんでいくわけですから、明確に分ける、白黒分けるこ

とにはならないわけで、復興計画で「安全な地域づくり」と言った場合、地域づくりですから、

ここもかなり広範なものも入るわけですが、そういうものを頭出しできているか、完全にロジッ

クとして整理されているかと言えば、逆に、どこを強調すべきか、ということを皆さんで納得い

ただければ、多尐目をつぶっていただくほうが、わかりやすいのではないかと思います。タイト

ルとして、わかりやすくするというところは重要なご指摘だと思いますが、今書かれている内容

については、そのような理解をしていただくほうが良いのではないかと思います。 

 

（委員）P5 の下から 3 行が必要ないのではと思います。都市基盤づくりであれば 3 つにかかる

のではないでしょうか。この 3行があるために、「安全な地域づくり」が全部グランドデザイン

につながるような内容になってしまうので、この 3 行は必要がないと思います。 

 

（委員長）P5の緑の枠囲みの下、3行はいらないのではないかという意見ですが、この点につい

ては事務局でご検討をお願いします。 

 

（委員）ここに出席している委員の皆さんはグランドデザインとか、パブリックコメントという

言葉はある程度、概念的に持っていますが、パブリックコメントをお願いします、と広報に載っ

た時、パブリックコメントって何だろう、グランドデザインって何だろう、というのが市民の意

識だと思います。 
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（委員）第二のところは、復興のための都市基盤づくりとか、わかりやすくしたらどうでしょう

か。 

 

（委員長）第二、第三のタイトルについては事務局にお願いしますと言いましたが、委員の皆さ

んも、こういうタイトルが良いというのを、事務局にメールやファックス等でお願いします。こ

の第二、第三のタイトルをわかりやくすればいいので、中身の問題ではないということです。例

えば、第三のところは復興に向けた 3つの柱はこうです、という記述にして、その柱を実現する

ためのプロジェクトが第四、というようにタイトルが付けばいいわけですよね。第二で土台を作

り、建物をつくるときの大きな柱の 3つはこれ、それを実現していくためには重点的にこういう

ことをやるというのが第四に書いてあるということで、完結するわけですよね。グランドデザイ

ンという言葉が皆さんに分かるかどうかということの配慮も必要ということです。こういう方向

でよろしいでしょうか。第二、第三のタイトルについて、事務局にも検討をお願いしたいと思い

ますし、我々も提案があれば事務局に提案いただきたいということです。他に、ご意見等があれ

ばお願いします。 

 

（委員）パブリックコメントは具体的にどのようにする予定ですか。市民はこの計画を楽しみに

していて、いち早く皆さんが見られる状態にした方がいいと思いますが、ご説明をお願いします。 

 

（滝澤復興推進室長）10 月 1 日から 20 日までの期間で実施します。市内 21 箇所の市の施設に

ボックスを置き、意見を書いて投稿していただく方法と、ホームページを通じて意見の投稿もで

きます。 

 

（委員）是非ご配慮いただきたいのが、P74 に「被災した市民への配慮と公平性を確保します」

とか、「市民と行政とのパートナーシップによる参画と協働を基本として進めます。」とあります

ので、一人でも多くの市民が見られるようにご配慮いただきたいと思います。もう 1つは、復旧

や復興の取り組みを対外的に発信することが非常に重要だと思います。宮古出身者は宮古市以外

にも多くおり、ふるさとの復興に興味を持っていますから、市のホームページでも大きく扱って

いただいて、多くの方が目にするようご配慮いただきたいと思います。 

 

（滝澤復興推進室長）追加になりますが、10 月 1 日号の広報でパブリックコメントについてお

知らせをしています。提出方法ですが、提言箱や電子メールの他にも、FAX、郵送等でも可能で

す。募集の概要については、10月 1日に掲載します。また、ホームページにも掲載しています。 

 

（委員長）今日ここで議論して、若干の修正があるわけですが、それはパブリックコメントに反

映されないということですね。本日の資料で、パブリックコメントをしていただくということで

すね。他にご意見等はありますか。 

 

（委員）P69(3)の復興重点プロジェクトについてですが、原子力からいきなり自然エネルギーに

移行するのは難しいと思います。商工会議所では、液化天然ガスによる火力発電の誘致に取り組

んでいます。できれば、「新エネルギープロジェクト」とか、そういう表現にしていただき、火

力発電の推進などは、雇用の面や産業の広がりも期待できますし、エネルギーの供給拠点にもな

りますので、事務局でご検討いただければと思います。 

 

（委員長）原子力から再生可能エネルギーに飛ばないで、間に液化天然ガスなどが入ってもいい

のではないかということですが、再生可能エネルギープロジェクトというのは、宮古市としても

推進しようというお考えということですよね。 
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（滝澤復興推進室長）具体的に、市が主体となってできるものではないかもしれませんが、東北

電力では、東北電力管内で将来的に 1万キロワットの太陽光発電をしたいという事業をしていま

す。現在、4,500 キロワット程度しか達成されていないという状況で、残り 5,500キロワットに

ついて、東北管内のどこかでメガソーラーを使っての太陽光発電をしたいという意向をお持ちの

ようですので、再生可能エネルギーの誘致など含め、検討していきたいと思います。 

 

（委員長）委員のお話されたことは、新産業ということで位置付けてもよろしいですよね。産業

の育成の部分で、新産業としても考えられますよね。 

 

（委員）広いところでやればコストは安くできます。火力発電所とメガソーラーを併せてやると

いうことでなければ、電力の確保は難しいと思います。 

 

（委員長）液化天然ガスの問題についても、新産業としての可能性があれば、推進計画のなかで

検討対象になると思います。 

 

（委員）計画書の頄目についてではありませんが、復興計画ですから 5 年、10 年の復興を目指

すということは理解できますが、再びこのような惨事を招いてはだめだ、とありますが、100年

後のことを想定したものは何ら記述がないように思います。昭和 8年の津波の後にすばらしい計

画があったと委員長が話していましたが、100 年後には、同じような状態になっているのではな

いかと想定されます。復興は急がなければいけませんが、土地利用規制という言葉が度々出てき

ていますが、これによって復興の計画、進み方もずいぶん違うと思います。この部分は、はっき

りさせた方がいいと思います。漁業関係についても、被災を受けているのは漁業関係が大きいわ

けですから、土地規制がどうなるのかによって復興計画を立てなければいけません。土地規制が

必要だと謳っていますが、それが出てこないと、住宅を含めて建てられないというのが現状です。

高台移転や嵩上げなど色々とありますが、土地利用という面で簡単にできるのか、移転した後の

土地はどのような利用をするのか、その時にどういう規制をかけるのか、そういう部分をどこか

に盛り込んでもらえれば助かります。 

 

（委員長）ありがとうございました。せっかく立派な木で仏像を作っても、それにどうやって魂

を入れるか、ということですね。その部分については、推進計画がどのようにできるのかに関わ

ってくるわけですね。 

 

（名越副市長）地区別の復興まちづくり計画を作ることになっており、P7 の下段の表、一番右

に「地区」というのがありますが、基本計画と推進計画から構成される復興計画と同時並行で作

っていきます。各地区には 9月から、具体的にここは非可住にしましょう、高台に移転しましょ

う、という色塗りをした絵（たたき台）を持って各地区に入っています。この計画については、

住民と議論をしながら来年の 3月末までに策定する方向になっており、3月の段階では、県が整

備する防潮堤でも、浸水深が深くなる地区については、住家には向かないので規制をしようとい

うような具体的な話も盛り込まれていくものと思います。土地利用の詳細については、復興まち

づくり計画のほうで決められていくということで、基本計画ではこのような記述をしています。

事務局の整理としては今申し上げたとおりです。 

 

（委員長）委員のお考えについてはテレビを拝見しまして、よくわかります。基本計画というも

のの性格ですね、これから具体的に地区復興まちづくり計画、推進計画を作っていく時に、宮古

市は住民の意見を積極的に取り入れるという姿勢は一貫して示されていますので、そのことに期

待していくことになると思います。 
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（委員）早く復興させるためには、早く姿勢を打ち出さないと、遅れれば遅れたなりに、仕事が

遅れていくことだけは頭に入れておいていただきたいです。この計画が遅れれば、我々の復興も

ずれていくので、痛手になります。 

 

（委員長）おっしゃる通りだと思います。 

 

（委員）P58 に「計画的な土地利用の推進」とありますが、ここの復興期に書かれているのが 2

つとも「検討」とあります。25年度末まで検討して、26 年度から変更が始まるかのように見え

ますが、そういうスケジュールでやるならそれでもいいと思いますが、もし、地区のまちづくり

のプランが早めにできたり、都市計画の新たな制度ができたり、補正予算が決まり一気に進み出

すような時に、早まることに越したことはないので、可能であれば「検討」を取ってしまい、「都

市計画用途の変更等」で矢印にしてしまう、下も同様に、「誘導等」という表現にしたらどうで

しょうか。検討していれば検討でもいいですし、実施が可能であれば実施に移せるようなスケジ

ュールにしていた方がいいと思います。 

 

（委員長）P58 の「計画的な土地利用の推進」の復旧期のところですね。「都市計画用途地域の

変更等検討」、「浸水区域外への住宅建設誘導手法の検討」ですが、ここは 25 年度までかけて検

討するのですか、「検討」という文言を取れませんか、ということですが、いかがでしょうか。 

 

（熊谷都市整備部長）地区復興まちづくりで地域に入り検討しておりまして、固まり次第、手続

きに入っていきますので、削除できる部分もあると思います。検討させていただきます。 

 

（委員長）「検討」という文言が削除される可能性もある、ということです。他にご意見等はあ

りますか。 

 

（委員）バス交通について、2 点だけコメントさせてください。1 点目が、震災に強いバスとい

う視点からのコメントです。大震災直後、被災者を輸送し、いち早く公共交通のバスを立ち上げ、

市民の足を支えたのはバスだと思っております。文言修正のお願いですが、P16 の最後の文章で

「利用しやすい路線の設定などバス交通の充実について検討を進めます。」ということですが、

そこに「災害に強いバス交通の利点を活かしつつ」というような文章を追加していただきたいと

思います。もう 1つが、バス交通を皆さんに積極的に捉えていただきたいという考えでして、P61

の「公共交通の復旧と再生」の 2 つ目のところで、「採算のあわないバス路線に対しては、市な

どによる財政支援を行うなど、路線の維持・確保に努めます。」というところですが、「利便性の

高いバス交通網の再構築と維持・発展を事業者に働きかけつつ」を前に追加し、その後、「採算

のあわない…」という今の文章が続くように考えました。ご検討をよろしくお願いいたします。 

 

（委員長）事務局でご検討をお願いします。 

 

（坂下総務企画部長）3 月 11 日の震災後、県北バスにつきましては 6 日目頃から一部運行して

いただいております。6月 25日からは通用ダイヤにまで回復をさせて運行していただいており、

感謝申し上げます。ご指摘いただいた「災害に強いバス」という言葉ですが、バスを含め、市内

の公共交通網につきましてはこの震災を受けてどうあるべきか取り組んでいきたという主旨で、

ご指摘いただいた点の記載をしているつもりです。言葉のニュアンスとして、「災害に強いバス」

という表現については、検討させていただきたいと思います。 

 

（委員）災害に強い産業基盤というものは、震災が起きたときでも耐えられる、あるいはすぐに

動きだせる、そういうのを確実に整備するということだと思います。震災が起きた直後に動けた

ものは、平時の時でも震災の時にも役立つということで、まさに災害に強いバスなどがあると思
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います。ある一定期間ごとに震災が起こる地域では、言葉は悪いですが、優遇をするというか、

しっかり守っておくべきものだったと思います。「災害に強いバス」という表現は合っていると

思います。震災を受けた時に、耐えられるものと、そうでないものが性質上ありますから、災害

に強い産業基盤を確立するというのであれば、耐えられるものは優遇をして、バックアップとし

て備えておくべきだと思います。参考にしていただければと思います。 

 

（委員長）事務局でご検討をお願いします。他によろしいでしょうか。 

 

（委員）P36 の「地域コミュニティの強化・再生」の取り組みの部分で、再生期と発展期に矢印

が無いのが気になります。25 年度までにしっかりやるというメッセージも入っていると思いま

すが、コミュニティ自体は 2年くらいで戻るものではないと思いますので、可能であれば、再生

期、発展期まで矢印を伸ばすよう、その際は別の名前がよろしいかと思いますが、ご検討いただ

ければと思います。 

 

（委員長）これは仮設住宅をイメージしたものでしょうか。他によろしいですか。 

 

（委員）復興重点プロジェクトが 6頄目から 5頄目になっております。「防災拠点の形成プロジ

ェクト」と、「情報伝達システムの再構築プロジェクト」が 1つになって「防災のまち協働プロ

ジェクト」というのに構成されています。その結果、すばらしいと思っていた一文が無くなった

のが気になっています。それは、以前「情報伝達システムの再構築プロジェクト」には、「災害

時の情報伝達は、市民の命をつなぎ、安全なまちづくりに欠くことのできないものであることか

ら、今後は、多様な情報伝達システムを構築する必要があります。」という文章がありましたが、

(4)の「防災のまち協働プロジェクト」になった結果、消えてしまいました。私の率直な予想で

すが、今から 50年前に、50年後は GPSがあって津波を計測できるようになると予想できた人は

誰もいなかったと思います。100年後の津波を考えた時には、私は、津波が来ることが情報技術

を使えばわかるのだと思います。それは今の地震のように、発生後、数秒後で大規模な地震の警

報が出ます。津波も、5分後にくる津波というのはおそらく 50年後、100年後の技術を使えば、

探知ができて、津波が来るという情報を届けることができるようになっているのではないか、そ

れくらい技術が発展しているのではないかと考えています。多様な情報伝達システムを、最新技

術を取り入れて構築していく、それこそが市民の命を 1人も失うことなく減災を実現する最大の

肝だと個人的には考えています。そのため、今後も多様な情報伝達システムを構築する、最新技

術を取り入れる、という部分は記載していただきたいし、削らないでいただきたいと考えます。 

 

（委員長）総合計画、推進計画との整合性を見ながら、ご検討をお願いいたします。 

 

（総合アドバイザー）本日の委員のご提案もそうですが、観光のことを多くご提案いただいてい

ると思います。とりわけ、資料№１のＰ26 の提言内容を見ていると、今後の復旧を踏まえて、

復興していくなかで、観光、観光産業に期待する役割は大きくなっていくものですし、観光庁の

関係団体が、この地域の将来の観光について是非こういうことをやって欲しいということの提言

を出しています。宮古市だけでできることと、あるいは周辺の自治体と連携したり、平泉との関

係を強化したりということがあるわけですが、復興計画ではＰ50 あたりに書いていますが、今

の書き方は情報発信にとどまっていて、広域的に観光の資源を強化したり、魅力ある地域にした

りという取り組みの部分までは書かれていません。JR 東日本の立場としては、関係団体と連携

して取り組むことが重要だと言っていただいているので、是非、市だけではなく、JR 東日本で

も誘客や企画をしていただき、今までにないようなことも含めて検討していただくような、エー

ルが詰まっているものですから、P50 の記載はトーンダウンしているように感じますので、せっ

かくご提言いただいていることもあるので、もう尐し積極的に観光に取り組んでいくんだという

姿勢を、市の責任において進める、あるいは関係団体と進めていくなかで、もう尐し書いていた
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だければと思いました。バスなど、公共交通の話がありましたが、一方で鉄道の話もあります。

鉄道は復旧するという方向性は間違いないと思いますが、それには時間がかかり、容易な道では

ないと思います。市の計画として、鉄道の将来、これも持続可能な鉄道サービスをどう考えてい

くのかについて、どんな役割を担えるか、どんな責任、この部分については住民や利用者がどう

考えるのか大きい部分ですが、これらについて多尐踏みこんで書いた方がいいのではないかと思

います。併せてご検討いただければと思います。 

 

（委員長）ありがとうございました。ご指摘いただいた点は、推進計画に具体的に頄目として盛

り込む可能性もあると思いますので、推進計画につなげていけるような表現にする必要があるの

かなと思います。必ずしもここで長く、具体的に書く必要はありませんが、推進計画につながる

ような表現になっている必要があるかと思いますので、ご検討をお願いします。 

 

（委員）いわてデスティネーションという用語解説がありますが、これは岩手県と行政が一体と

なっての取り組みで、こういうことを一つずつ積み上げていかないと、文言が弱いと思うのは同

じ意見です。どうすればよいかは難しい大きな問題です。計画書に書いていることはもちろんで

すが、その後どうするのかということは議論が必要です。大きな流れの中では旧来型の観光は行

き止まりですので、新しい観光地としての宮古をどう構築していくのか、ということが大切です。

次回までに多尐、文章を足して肉付けしていきたいと思っております。 

 

（委員）観光についてですが、この地に年間、平成 20 年度は 155万人くらい訪れていて、試算

すると 80億から 90億くらいの経済効果のある産業です。この地において非常に重要な産業であ

る観光業に関して、もっと市民に認識してもらえるような文言、文章を入れていただくように検

討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。併せてご検討をお願いします。よろしいでしょうか。 

 

（小野寺福祉部長）補足説明をいたします。すまいと暮らし再建のなかで、障がい者、高齢者等

の記述が尐なくなったという部分でしたが、P3 の下の黄色の枠囲みの部分の 2 つ目の記述の部

分で、「応急仮設住宅等に入居し、支援を必要とする市民をサポートします。」という形で、まと

めて記述しています。障がい者や高齢者に限った部分については、P28で「仮設住宅内にサポー

トセンター等を設置し、要援護者支援に取り組みます。」という記述をしています。サポートセ

ンター等というのが、仮設住宅の集会所等を拠点として活動していくという考え方です。 

 

（委員）そうだろうと思って読んでいました。そうであれば、要援護者に限らないでいただきた

いです。要援護者という、従来の高齢者、障がい者、子どもだけが「震災弱者」ではないです。

PTSD に罹っている方、経済の先行きが不透明で不安に追いつめられる方など、様々な方がいら

っしゃいますので、要援護者支援に取り組みます、というのを広く書いていただきたいと思いま

す。要援護者に限らず、震災で影響を受けた方の支援に取り組みます、とか、従来の支援に当て

はまらない方に対しても是非サポートしていただきたいと思います。 

 

（委員長）この点に関してもご検討いただいて、次回盛り込むなり、あるいは、こういう理由で

盛り込まないということをお答えいただければと思います。 

委員の方々と事務局へのお願いですが、第 2回の検討委員会で、宮古市の総合計画を事務局に

お願いして皆さんに配布していただきました。この意図というのは、宮古市は総合計画を持って

いるということで、他の被災地との決定的な違いがありまして、これまでの委員会の議論のなか

で、総合計画の中に入っているけれど、復興計画にも入っている、という内容がありましたが、

あえて指摘しなかったわけですが、それには意図がありました。それは、あえて重複させること

で強調するというねらいです。資料 2ですが、熟読してみるとその部分の、あえて重複させてい



 

15 

 

るというところがしっかり書かれています。あえて重複しているけれども、担当課と調整いただ

いて、基本計画にうまく組み込まれております。総合計画と基本計画のこの部分は重複している

けれども、あえて緊急性や重要性があるということで重複させているのか、あるいは、ここは重

複させる必要がないのではないか、とか、あるいはこの頄目を重複させているのなら、総合計画

のこの頄目も重複させたほうがいいのではないか、という部分をご検討いただきたいと思います。

基本となるのは本日配布した資料 2 ですが、私も作業をしてみますが、事務局でも同じ作業を、

もう一度ご検討いただいて、総合計画と基本計画の整合性というところをご検討いただきたいと

思います。次回には事務局から、ここはこういう風に重複していますが、こういう風に内容を整

えています、ここは重複しているので取るべきだと思います、というご提案をいただければと思

います。それでは、その他に移りますが、委員の皆さんからご発言ありますでしょうか。 

 

（委員）この復興計画の検討委員会で申し上げるべきことではないとは思いますが、重茂地区の

道路がこの間の台風被害で海岸の一本だけになりました。3 月 11 日の時は山道を通って市内に

来られましたが、今回、山道が通行止めになりました。海岸の道路も非常に怖いですし、ますま

す壊れています。そうなると重茂地区の住民もそうですが、例えば高齢者のサポートをお願いす

るため宮古市内の事業所にお願いしても、道路がこのような状況ですので、と婉曲的に断られる

こともあるようです。山道の復興を急いでいただきたいと思います。この検討委員会で言うべき

ではないですが、また大きい台風などがあれば、重茂の方々は川代地区を回って市内に来て、ま

た川代地区から戻るという独立状態になってしまうので、ご検討をお願いしたいということを、

あえてこの席で申し上げさせていただきます。 

 

（委員長）ご説明がありましたらお願いします。 

 

（オブザーバー）私どもも承知しておりまして、3 月の地震だけではなく台風 15 号でも大きく

被災した箇所があります。いずれ復旧を進めていきますが、P60「災害に強い交通ネットワーク

の形成」のなかでも重茂半島線の整備を重点的にしていくというコメントもありますし、県とし

ても、県の復興計画のなかで、重茂半島線については復興関連道路ということで、今の道路の整

備と併せて、災害に強いルートについても検討しながら整備、復旧を進める考えでおります。 

 

（熊谷都市整備部長）市が管理する市道熊野平・堀内線で崩落があり、先ほど現場に行ってまい

りました。営林所との話がまとまりましたので、山側を削って通れるように、工事の着手を準備

しておりました。ガードレールについても簡易のものを設置し、普通自動車が通れるようになっ

ていますが、まだ危険ですので、重茂半島線が止まった時は、そこを通行できるようにしたいと

思いますので、もう尐しお待ちいただければと思います。 

 

（委員長）私も重茂漁協の取り組みに興味がありまして、あの道を通りますが何度も怖い思いを

していますので、よろしくお願いしたいと思います。事務局のほうから、その他何かありますか。 

 

（名越副市長）今回の資料でパブリックコメントにかけるということでしたが、ご指摘いただい

た中で、文章や表現に工夫をしなければいけないご指摘もあるので、そこはパブリックコメント

と同時並行して考えていかざるを得ないと思いますが、議論のありました第二と第三の題名につ

いては、委員の指摘もありましたので、市民にお見せする前に直した方がいいのかなと思ってい

ます。グランドデザインについては、あくまで 3つの柱の土台となるので、「すまいと暮らしの

再建」、「産業・経済復興」の基盤や土台にもなるということで、議論の整理がついたものと思い

ますので、市民に示す前に、事務局で議論に沿った修正をしたうえでパブリックコメントにかけ

たほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。 
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（委員長）我々も案があったら送りましょうということでしたが、パブリックコメントは 10 月

1日からですので、今日か明日までに、ということになりますでしょうか。 

 

（名越副市長）パブリックコメントの関係で時間がないことと、10 月 1 日には各施設に設置し

なければいけないので、パブリックコメントにかける段階では、事務局の案となるかもしれませ

んが、各委員におかれましてはパブリックコメント期間中に、第二、第三のネーミングについて

は時間をかけて考えていただいて、とりあえずは市の案でパブリックコメントにかける方法もあ

るものと思います。 

 

（委員長）第二、第三のネーミングについては今日、明日中にということではなく、市民にお示

しするために、暫定的に市でベターなタイトルを付けることをご了解いただきたいというご説明

でした。その後、我々の提示したタイトルのほうがもっとよいということであれば、また変える

ということです。とりあえず、パブリックコメントに間に合わせるために、タイトルの変更につ

いては、市におまかせするということでよろしいですね。 

それでは、次回の日程など連絡がありましたらお願いします。 

 

（滝澤復興推進室長）下記のとおり、今後の日程等を説明。 

 パブリックコメント  10月 1日（土）～10月 20日（木） 

 市民懇談会      10月 14日（金）～10月 18 日（火）市内７箇所 

 第 5回検討委員会   10月 28日（金）午後 3 時から 陸中ビル 3階大会議室 

 

（委員長）ありがとうございました。次回で我々としての基本計画の成案を作るということです。

以上で終わります。 


