
◆平成 23 年度 参画実施状況一覧 

№ 計画等の名称〔担当課〕 参画の方法 実施時期等 

1 

宮古市東日本大震災復興計画の策定 

〔復興推進室〕 

【概要】東日本大震災からの復興に向け取り

組むための指針とし、多岐にわたる復興対策

を迅速かつ着実に実施するための総合的な

計画を策定する。 

 

 

≪参考≫ 

宮古市東日本大震災復興計画【基本計画】 

（平成 23 年 10 月 31 日策定） 

宮古市東日本大震災復興計画【推進計画】 

（平成 24 年 3 月 30 日策定） 

アンケート 

平成 23年 7月 8日～26日 

対象：被災地域及び周辺の世帯 

抽出数：6,644（世帯） 

回収率：3,200世帯（48.2％） 

市民懇談会 

市民説明会 

意見交換会 

震災復興に係る市民懇談会 

平成 23年 6月 23日～7月 4日 

会場：市内 14会場 

参加者数：1,516 人 

基本計画策定に係る女性会議構成団体との意見交換会 

平成 23年 9月 6日 

参加者数：9人 

基本計画策定に係る高校生との意見交換会 

平成 23年 10月 13日 

参加者数：高校生 21人  

中学生 24人 

基本計画(案)に係る市民説明会 

平成 23年 10月 14日～18日 

会場：市内 7会場 

参加者数：452人 
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1 
 

 

宮古市東日本大震災復興計画検

討委員会 

合計６回開催（委員 21名） 

・平成 23年 7月 25日 

・平成 23年 8月 23日 

・平成 23年 9月 13日 

・平成 23年 9月 28日 

・平成 23年 10月 28日 

・平成 24年 2月 29日 

パブリックコメント 

【基本計画】 

平成 23年 10月 1日～10月 20日 

（20日間） 

意見数：69件 

周知方法：広報、ホームページ、市施設等での閲覧 

【推進計画】 

平成 24年 3月 3日～3月 22日 

（20日間） 

意見数：40件 

周知方法：広報、ホームページ、市施設等での閲覧 
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ごみ・資源物の分別収集〔環境課〕 

【概要】希望する地区へ、随時、分別に係る

説明会を行う。 

市民説明会 

平成 23年 9月 16日 

近内雇用促進住宅集会場 

出席人数：１７人 

平成 23年 9月 20日 

早稲栃自治会館 

出席人数：３３人 

平成 23年 11月 14日 

赤前小学校仮設住宅集会所 

出席人数：３２人 

3 

宮古市障がい者福祉計画（第3期）の策定 

〔福祉課〕 

【概要】宮古市の障がい者福祉の方向性を示

すべく、具体的な数値目標を挙げた実施計

画を含む基本計画として策定する。 

パブリック・コメント 

平成 24 年 2 月 10 日～2 月 29 日 

（20 日間） 

 意見数：1 件 

 周知方法：市施設、ホームページでの閲覧 

4 

いきいきシルバーライフプラン２０１２（宮

古市高齢者福祉計画・介護保険事業計画）の

策定〔介護保険課〕 

【概要】高齢者に関する各種保健福祉事業や

介護保険制度を実施するための基本計画を

策定する。 

市民アンケート 

平成 23 年 1 月 31 日～2 月 18 日 

対象：要介護等認定者 

抽出数：８００人 

回収率：５６．４％ 

周知方法：直接郵送 
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介護支援専門員アンケート 

平成 23 年 9 月 30 日～10 月 29 日 

対象：介護支援専門員 

抽出数：65 人 

回収率：100％ 

周知方法：直接郵送 

パブリック・コメント 

平成 24 年 2 月 7 日～2 月 27 日 

（21 日間） 

意見数：なし 

周知方法：ホームページ 

いきいきシルバーライフ 

推進協議会 

（委員数１９名） 

平成 23 年 11 月 8 日 

出席人数 12 名 

平成 24 年 2 月 9 日 

出席人数 16 名 

5 

宮古市森林整備計画の策定〔林業課〕 

【概要】宮古地域の森林のマスタープランと

して森林所有者の森林施業の指針となる

森林整備計画を策定する。 

宮古市森林計画策定委員会 

（委員数：12 人） 

平成 24年 1月 13日 

出席人数 12人 

平成 24年 1月 26日 

出席人数 8人 

平成 24年 2月 28日 

出席人数 7人 
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5  縦覧のうえ意見書の提出を受付 

平成 24年 2月 1日～3月 2日 

（31日間） 

意見数：なし 

周知方法：公告及び広報 

6 

復興まちづくり計画の策定〔都市計画課〕 

【概要】宮古市の震災被災地 33 箇所の復興

後の具体的なまちづくり計画について策定

する。 

市民説明会 

地区復興まちづくり計画策定に係る説明会 

平成 23年 9月 6日～10月 8日 

会場：市内 23会場 

参加者：1,239人 

地区復興まちづくり計画（素案）内覧会 

平成 24年 1月 14日～1月 24日 

会場：市内 13会場 

参会者：667 人 

周知方法：まちづくり便り、ホームページ 

地区復興まちづくり計画（案）説明会 

平成 24年 2月 16日～3月 23日 

会場：市内 18会場 

参加者：954 人 

周知方法：まちづくり便り、ホームページ 
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6  

地区復興まちづくり計画検討会 

（対象：10 地区、検討委員：200

人） 

地区復興まちづくり検討会 

第 1回 平成 23年 10月 25日～11月 11日 

会場：市内 10会場 

参加者：173 人 

周知方法：まちづくり便り、ホームページ 

第 2回 平成 23年 11月 24日～12月 9日 

会場：市内 10会場 

参加者：165 人 

周知方法：まちづくり便り、ホームページ 

第 3回 平成 23年 12月 20日～平成 24年 1月 13日 

会場：市内 10会場 

参加者：165 人 

周知方法：まちづくり便り、ホームページ 

第 4回 平成 24年 1月 30日～2月 9日 

会場：市内 10会場 

参加者：151 人 

周知方法：まちづくり便り、ホームページ 

意見募集 

平成 23年 10月 15日～平成 24年 2月 23日 

意見数：273 件 

周知方法：まちづくり便り、市内 11 施設及びホームペ

ージでの閲覧。 

 

※お問い合わせ 総務企画部企画課 ☎62-2111（内線 3223） 


