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第５章 交流と連携による地域づくり 

 

第１ 市民活動の推進 

 

現状と課題 

（現状） 

○個人の価値観が多様化し地域が抱える問題も複雑化しており、協働のまちづ

くりを推進するために新しい公共の担い手としての地域自治組織※１や市民

活動団体※２が果たす役割が重要になっています。 

○個人の生き方やライフスタイルが多様化するなか、地域内のつながりが希薄

になってきているほか、高齢化などにより地域自治組織の担い手が不足して

います。 

○防災、福祉、保健、防犯など地域自治組織が果たす役割は多岐にわたります。 

（課題） 

○地域社会の結びつきを深める活動などによる地域コミュニティの活性化が必

要です。 

○地域自治組織の活動を担うリーダーの育成が必要です。 

○市民活動団体が自立して活動できるよう支援が必要です。  

○市民活動への参加の拡大が必要です。 

○協働に対する市民の意識啓発とともに、提案事業制度※３をはじめとした市民

と市の協働についての仕組みに関する周知と利用しやすい環境整備が必要で

す。 

 

※１ 地域自治組織 

市民が地域課題の解決に取り組むために自主的に組織した団体のうち、自治会、町内会等

地縁により構成されるもの。 

※２ 市民活動団体 

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として自発的かつ自主的に行う

活動を継続的に行う市民の団体。 

※３ 提案事業制度  

市の執行機関が、地域自治組織、市民活動団体及び事業者からまちづくりに関する事業の

提案を受け、協働で行う事業。 

 
 
 

施策の体系 

 
【施策】             【基本事業】 
市民活動の推進          １ 地域自治組織への活動支援 

                     ２ 市民活動団体への活動支援 

                     ３ 市民との協働の推進 
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第５章 交流と連携による地域づくり 

 

施策の方向 

○地域自治組織の活性化を支援し、地域コミュニティの充実を図るとともに、復

興により生じた新たな地域コミュニティの自治組織の活動を支援します。 

    ○市民活動団体の活性化を促進し、市民活動団体が自立して活動できるよう支

援します。 

    ○協働に対する市民の理解を深めるとともに意識啓発を図ります。 

 

【基本事業１】地域自治組織への活動支援 ≪SDGs⑪⑰≫ 

    ○地域活動の拠点となる集会施設整備への助成など、地域のコミュニティづく

りを支援します。 

    ○関係団体等と連携して研修会を開催するなど、活動の中心となる人材の育成

を図ります。 

    ○地域コミュニティの組織化のための助言、支援を行います。 

【基本事業２】市民活動団体への活動支援 ≪SDGs⑪⑰≫ 

    ○市民活動団体の活性化と自立を図るため、活動などに対する支援の充実を図

ります。 

    ○研修会などを開催し、市民活動への理解と参加する市民の増加を図ります。 

【基本事業３】市民との協働の推進 ≪SDGs⑪⑰≫ 

○提案事業制度をはじめとする市民協働の仕組みについて情報提供し、市民と

市の協働推進についての相互理解を深め、協働事業を推進ます。 

目標指標 

 
指標名 

参考値 

（Ｈ25） 

現状値 

（Ｈ30） 

目標値 

（Ｒ６） 

施  策 

①地域自治組織（町内会、自治会

等）の活動への参加割合 
18.0％   17.5％  20.8％ 

②ＮＰＯ等の市民活動団体の活動

への参加割合 
0.8％  2.0％  4.5％ 

基本事業１ 
③地域自治組織（町内会、自治会

等）の活動への関心度・参加意向 

28.5％ 

15.9％ 

30.5％ 

15.6％ 

40.4％ 

20.8％ 

基本事業２ 
④ＮＰＯ等の市民活動団体の活動

への関心度・参加意向 

22.2％ 

7.9％ 

21.1％ 

6.5％ 

26.4％ 

9.0％ 

基本事業３ 
⑤協働の研修会

の開催 

開催回数 ２回 ２回 ４回 

参加団体数 33団体 43団体 75団体 

 
参加人数 

（延） 
66人 150人 160人 
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  第５章 交流と連携による地域づくり 

 

【目標値の考え方】 

①市民意識調査における「町内会、自治会の活動」への参加割合を高めるもの（参加意

向のある人の全員の参加を目指すもの）。 

②市民意識調査における「ＮＰＯや市民団体の活動」への参加割合を高めるもの（参加

意向のある人のうち、半数の参加を目指すもの）。 

③市民意識調査における「町内会、自治会の活動」への関心度と参加意向を高めるもの

（Ｈ30調査の年代別比較で最も割合の高い年代の数値を目指すもの）。 

④市民意識調査における「ＮＰＯや市民団体の活動」への関心度と参加意向を高めるも

の（Ｈ30 調査の年代別比較で最も割合の高い年代の数値を目指すもの）。 

⑤協働の手法を取り入れた研修会を開催し、幅広く市民団体や市職員等の参加を促進し、

人材の育成やスキルアップ、自立に向けた取り組みを推進していくもの。 
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第５章 交流と連携による地域づくり 

 

第２ 男女共同参画社会の形成 

 

現状と課題 

（現状） 

○個々の生活形態や価値観が多様化するなか、地域を活性化し、その発展を図る

うえで女性の社会参画は重要となっています。 

○市民アンケート調査によると、「社会通念」、「職場」、「政治・経済」、「法律や 

制度」の分野で男女の不平等感が強く表れています。 

○男女共同参画の進捗状況を表す指標として広く用いられている「市が設置す 

る審議会等への女性の登用割合」は、伸び悩んでいます。 

○男女共同参画推進に取り組んでいる団体や男女共同参画サポーター(岩手県

認定)が活躍する場が不足しています。 

（課題） 

○女性が社会参画するうえで、女性と男性がともにパートナーとして社会に参

画する意識づくりの推進が必要です。 

○各分野における男女共同参画を促進するため、男女共同参画理念の浸透と意

識の醸成が必要です。 

○女性の意見を社会に反映させるため、市の審議会等への女性参画の推進が必

要です。 

○男女共同参画推進に取り組んでいる団体や男女共同参画サポーターが活躍す

る場を確保するなど、活動の促進が必要です。 

 

施策の体系 

 
【施策】             【基本事業】 
 男女共同参画の社会の形成     １ 意識の醸成と理念の浸透 

２ 参画機会の拡大と活動促進 

 

施策の方向 

○男女共同参画に関する学習を推進し、男女共同参画理念の浸透と意識醸成を

図ります。 

○女性が審議会等に参画する機会の拡大を図ります。 

    ○団体や男女共同参画サポーターの活動を支援し、活動の促進を図ります。 

 

【基本事業１】意識の醸成と理念の浸透 ≪SDGs④⑤⑩⑰≫ 

○各分野における男女共同参画を促進するための情報を発信し、理念の浸透と

意識醸成を図ります。 

【基本事業２】参画機会の拡大と活動促進 ≪SDGs⑤⑩⑰≫ 

○市の政策・方針等に女性の意見を反映させるため、市が設置する審議会等での

女性委員の登用割合を高め、参画機会の拡大を図ります。 
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第５章 交流と連携による地域づくり 

 

○男女共同参画推進のための団体や男女共同参画サポーターとの協働による事

業を推進します。 

 

目標指標 

 
指標名 

参考値 

（Ｈ25） 

現状値 

（Ｈ30） 

目標値 

（Ｒ６） 

施  策 
①男女共同参画に関する市民満

足度 
41.6点 43.1点 60.0点 

基本事業１ ②男女共同参画講座の参加者数 1,676人 1,381人 1,700人 

基本事業２ 

③審議会等の女性委員登用割合 28.8% 29.0% 40.0% 

④男女共生推進センターの利用

者数 
16,810人 14,518人 16,900人 

【目標値の考え方】 

①男女共同参画に関する市民満足度の増加を目指すもの。 

②男女共同参画に関する講座の参加者の増加を目指すもの（Ｈ25 参考値を目標値とす

る）。 

③市が設置する審議会等への女性委員の登用割合の増加を目指すもの(基本計画目標値)。 

④男女共生推進センターの利用者(選挙などの特殊要因を除く)の増加を目指す 

もの(Ｈ25参考値を目標値とする)。 
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第５章 交流と連携による地域づくり 

 

第３ 地域間交流・連携、多文化共生の推進 

 

現状と課題 

（現状） 

○国内の都市等との交流は、青森県黒石市、秋田県大仙市、岩手県八幡平市、沖

縄県宮古郡多良間村など、これまで行政や住民相互で、産業、教育、スポーツ

など様々な分野で行われてきました。 

○秋田・岩手地域連携軸推進協議会や本州四端協議会など、様々な背景で結びつ

いた市町村と、地域資源を活かした交流、連携を推進し、産業振興など地域の

発展に向けた取り組みを行ってきました。 

○海外の友好協力都市との交流は、中国山東省烟台市、フィリピン・ベンゲット

州ラ・トリニダッド市との間で、医療、産業などの分野で行われてきました。

いずれも協定締結から 25年以上経過しています。 

○東日本大震災、平成 28年台風第 10号災害、令和元年東日本台風災害では、以

前からの交流都市等から多大な支援をいただいたほか、これを契機に交流が

始まった都市等もあるなど、交流、連携が復興の後押しとなりました。 

○本市における外国人住民登録者数は、平成 22年（2010年）12月末は 160人で

したが、令和元年（2019年）12月末には 217人となっています。また、外国

人観光客入込数は、平成 22年（2010年）は 256人でしたが、令和元年（2019

年）には 4,060人となっています。東日本大震災以降、本市で暮らす外国人が

増え、多くの外国人が本市を訪れており、世界とつながる機会が増加しています。  

○国においては、新たな在留資格※1の創設など、外国人材の受け入れ拡大に向け

た取組をさらに進めることとしています。 

（課題） 

○国内の他地域と、お互いの良さの共有や、不足しているところを補い合うなど、

交流・連携を通じた地域の活性化が必要です。 

○本市で生活をする外国人や、本市を訪れる外国人の増加に伴い、互いの文化や

習慣など多様性を理解しあえる地域づくりが必要です。 

○外国人が暮らしやすく、訪れやすい環境づくりのため、言葉の壁や生活上の不

便の解消に向けた取り組みが必要です。 

○多文化と触れ合い、グローカル※2な視点で考える機会を拡大するとともに、多

種多様な地域や人材とのネットワークを強化・活用することが必要です。 

 

 

 
※１ 在留資格 

外国人が日本に在留することについて、法で定める一定の資格。 

※２ グローカル 

グローバルとローカルを組み合わせた造語。国際社会で通用する能力やグローバルな視点、

経験を持って、地域社会・地域経済（ローカル）の活性化及び持続的発展に貢献すること。 
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施策の体系 

【施策】             【基本事業】 

地域間交流・連携、        １ 国内の他地域との交流・連携の推進 

多文化共生の推進         ２ 多文化共生の推進 

   

施策の方向 

○地域の個性や魅力を高め、地域の活性化を図るため、姉妹都市等をはじめ経

済・文化・歴史など様々な背景で結びついた都市・地域との交流、連携を推進

します。 

○多様な文化、習慣を理解しあえるよう国際交流や多文化理解活動等を通じた

多文化共生の地域づくりを進めます。 

 

【基本事業１】国内の他地域との交流・連携の推進 ≪SDGs⑪⑰≫ 

○姉妹都市等をはじめ経済・文化・歴史など様々な背景で結びついた他市町村 

と連携し、イベントの開催やインターネットの活用により、各地域が持つ資源

の相互利用や情報発信などに取り組みます。 

【基本事業２】多文化共生の推進 ≪SDGs⑩⑪⑯⑰≫ 

○宮古市国際交流協会をはじめとする国際交流関係団体と連携し、国際交流や

多文化理解活動等を通じた相互理解・相互尊重の意識醸成の取り組みを進め

ます。 

○外国人市民※３等も地域づくりの担い手となるよう、外国人市民等が暮らしや

すい環境づくりに取り組みます。 

○本市を訪れる外国人が、不便なく滞在できる環境を整える取り組みを進めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※３ 外国人市民 

外国人住民登録者のほか、外国にルーツがある日本国籍を持つ住民。 
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目標指標 

 
指標名 

参考値 

（Ｈ25） 

現状値 

（Ｈ30） 

目標値 

（Ｒ６） 

施  策 

①他地域との交流活動に対する

市民満足度 
36.6点 36.2点 60.0点 

②国際化の理解活動に対する市

民満足度 
35.0点 34.4点 60.0点 

基本事業１ ③国内交流市町村数 14市町村 24市町村 24市町村 

基本事業２ 
④国際交流や多文化理解活動等

の数及び参加者数 

１回 

（21人） 

８回 

（236人） 

10回 

（250人） 

 

【目標値の考え方】 

①他地域との交流活動に対する市民満足度を高めるもの。 

②国際化の理解活動に対する市民満足度を高めるもの。 

③国内の他地域との連携、交流を継続して行っていこうとするもの。 

・姉妹都市(3) 青森県黒石市、沖縄県多良間村、岩手県八幡平市 

・友好交流都市(1) 秋田県大仙市 

・友好提携都市(1) 徳島県神山町 

・秋田・岩手地域連携軸推進協議会(7)  

秋田県潟上市、秋田市、大仙市、仙北市、 

岩手県雫石町、滝沢市、盛岡市 

・本州四端協議会(3) 青森県大間町、山口県下関市、和歌山県串本町 

・令和・南部藩(9) 山梨県南部町、身延町、青森県南部町、八戸市、七戸町、 

三戸町、岩手県二戸市、盛岡市、遠野市 

・宮蘭フェリー航路(1) 北海道室蘭市 

④国際交流や多文化理解活動として実施するイベントなどに日本人市民、外国人市民等

の参加を促進し、多文化共生の地域づくりを推進していこうとするもの。 

     ・対象：国際交流や多文化理解活動等として実施する講演会、外国文化体験、日本文

化体験、テーマ設定型の日本語教室 
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第４ シティプロモ―ション※1の推進 

 

現状と課題 

（現状） 

○本市においては、転出者が転入者を上回る状態が続き、また出生数が減少す 

るなど人口減少が続いています。 

（課題） 

○人口減少を抑制するためには、転出者を減らし転入者を増やす取り組みを行

う必要があります。 

○本市に興味を持っている方の傾向やニーズを把握し、マッチングや情報提供

を行う必要があります。 

○少子高齢化が進行しており、地域の生活機能の運営・維持、自治会組織の運営

の維持が課題となっています。 

○多様な働き方が進むなか、本市における魅力的な働き方について構築する必

要があります。 

 

施策の体系 

【施策】             【基本事業】 

シティプロモ―ション       １ サーモンランド※２の魅力発信 

の推進              ２ 移住者増加の促進 

 

  施策の方向 

○本市の魅力や生活に必要な情報の収集・分析を行い、ニーズにあった情報発信を

行います。 

○地域協力活動を積極的に行う人材の受け入れを推進します。 

 ○本市の魅力を高める取り組みを進め、誰もが「住みたい」「戻りたい」と思える 

まちづくりを進めます。 

 

 
※１ シティプロモーション 

市民に対しては地元への誇りや愛着、自身を形成し、対外的には本市の認知度の向上を図

り、関心と期待を持ってもらうために行う宣伝、広報、営業活動のこと。 

※２ サーモンランド 

本市全域を指す。古くから鮭を育んできた自然と人々の歴史とその心、それらを深く理解

し大切にする市民であること、鮭のごとく力強く活動し、心の豊かさやゆとりを実感できる

まちを築くことを決意し、平成 19年１月１日に「サーモンランド」と呼ぶことを宣言。 
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【基本事業１】サーモンランドの魅力発信 ≪SDGs⑪⑰≫ 

○本市の魅力をＰＲするため、映像コンテンツ等を作成し情報発信します。 

○本市に興味を持っている方のニーズやその傾向を分析します。 

【基本事業２】移住者増加の促進 ≪SDGs⑪⑰≫ 

○移住相談会などを活用し、移住希望者へ積極的なアプローチを行います。 

○地元高校生等に対し定住化促進の取り組みを行います。 

○地域力の維持及び強化のため、地域おこし協力隊の受け入れを推進します。 

○本市における多様な関わり方を構築し、情報発信することで本市と継続的に

関わる人材の発掘を推進します。 

 

 

 

 

目標指標 

 
指標名 

参考値 

（Ｈ25） 

現状値 

（Ｈ30） 

目標値 

（Ｒ６） 

施  策 ①地域おこし協力隊員数 ― １人 15人 

基本事業１ 
②移住者向けホームページアク

セス数（年間） 
― 7,161件 50,000件  

基本事業２ ③移住定住相談会参加者数 ― 

宮古市ブース 

来訪者：13人 

全体参加者 

：913人 

宮古市ブース 

来訪者：30人 

全体参加者 

：1,000人 

【目標値の考え方】 

①市の魅力を高める取り組みを進めるとともに地域協力活動を積極的に行う人材の増加

を目指し、地域おこし協力隊員の増加を図るもの。 

②本市に興味を持つ方の増加を目指し、ホームページ閲覧者の増加を図るもの。 

③移住者の増加を目指し、相談会参加者の増加を図るもの。 


