
会 議 結 果 の お 知 ら せ 

 

平成２７年度第３回宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略市民推進委員会を、次の

とおり開催しました。 

 

 平成２７年１０月９日 

 

       宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略市民推進委員会 

 

１ 開催日時 

  平成２７年９月２５日（金）午後６時００分から午後８時００分 

２ 開催場所 

  宮古市役所分庁舎３階大会議室 

３ 議題 

  （１）宮古市人口ビジョン（素案）について 

  （２）総合戦略における基本目標と講ずべき施策の基本的方向について 

４ 会議の概要 

   事務局から資料の説明を行い、その後、２つのグループに分かれ協議を行った。 

   詳細は、別添議事録のとおり。 

５ 問い合わせ先 

  宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略市民推進委員会事務局 

 宮古市企画部企画課 

  電話０１９３－６２－２１１１ 内線３２２８ 
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平成２７年度第３回 

宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略市民推進委員会 議事録 

 

１ 開催日時 

  平成２７年９月２５日（金）午後６時００分から午後８時００分 

２ 開催場所 

  宮古市役所分庁舎３階大会議室 

３ 出席委員（２３名） 

植田眞弘、鳥居四郎、小林みちる、山本美保、山本美鈴、花坂雄大、畠山幸子、 

渡部玲子、赤沼利彦、佐香秀彦、日野充、古屋徳暁、井土祐樹、大堀匠、 

佐々木正人、佐々木雅貴、横田大樹、鈴木良太、小林由紀夫、慶徳雄二、石川巧、 

松原安子、関口響子 

４ 事務局等出席者（６名） 

企画部長・山崎政典、企画課長・伊藤孝雄 

企画課地域創生推進室室長・三上巧、同課主任・嶋崎愛子 

㈱ケー・シー・エス・佐野正、新宮透 

５ 傍聴者 

１名 

６ 議事等 

 

   午後６時、企画部長が審議会の開会を宣言。植田委員長から挨拶があった。 

 

（委員長）それでは、議事に入ります。本日は２つのグループに分け協議をしていただきます。最初

に事務局から（１）宮古市人口ビジョン（素案）についてと（２）総合戦略における基本目標と

講ずべき施策の基本的方向について、一括してご説明いただきます。その後グループごとに説明

に対して意見を出していただきたいと思います。それでは事務局からご説明をお願いします。 

 

   事務局から資料により、宮古市人口ビジョン（素案）について、総合戦略における基本目標と

講ずべき施策の基本的方向について説明。 

 

（委員長）それでは、２つのグループに分かれて総合戦略の基本目標について議論をしていきます。

その前に宮古市の特徴についてご説明させていただきます。 

 

   委員長から資料１により、宮古市の特徴について説明 

 

議論は人口ビジョン（素案）を含めますが、主目的は総合戦略における基本目標と講ずべき施

策の基本的方向について、委員の皆様から意見をいただき進めていきたいと思います。 

 

＜１グループ＞ 植田委員長が進行役となり進めた。 

（進行）まず人口ビジョンについて、資料１を踏まえてご発言をお願いします。 

 

（委員）質問ですが、離婚者数が随分多いと思う。宮古市としては離婚の原因を把握しているのか。

離婚者数に限らずデータがなぜこうなっているかも分からずに実態はこうだと言われてもなか

なか難しいのではないか。 
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（事務局）離婚率は国のデータはありますが、原因までは分からない。全国的に増えている傾向にあ

ると思う。未婚率は実際に男性、特に 30歳以上が多い。今回の人口ビジョンは現状をお示しし、

総合戦略の中で人口動態を踏まえどういう政策を打つべきか考える材料として使っている。 

 

（進行）人口ビジョンの中に離婚者数と男性未婚者数の増加を入れると、どう減らすかを書かなけれ

ばいけない。未婚化・晩婚化の進展に対し、どう対応していくかの書き方のほうが良い。一般的

に社会学では、離婚率の増加は女性の経済力が一番大きいと言われているが、必ずしも宮古市に

当てはまるかは分からない。男性の未婚率はどちらかというと地方で問題となっているが、今に

始まったことではない。 

 

（委員）女性の未婚率は下がっていると言えば下がっているが、女性は外に出て結婚しているという

ことか。 

 

（進行）なぞである。女性が外に出て結婚した場合、宮古には住んでいないので宮古市の結婚者数の

中には入らない。男性の未婚率のみ増加している現状は分析しないと原因が分からない。また、

離婚増加が直接的に少子化につながるかは分からない。離婚をこちらに入れる必要はないと感じ

る。 

 

（委員）私もそう思う。離婚者は多いが子どもの数も多い。離婚は人口減少に直接つながらないと思

う。男性の未婚率の増加は深刻だと思うが、特にここには必要ないと思う。 

 

（委員）３年後には道路網ほぼ全てが整備されるが、反対に若い世代が仙台等に出ていく。そのこと

を宮古市はどのように捉えているのか。間違いなくストロー現象が起き、大きな負のスパイラル

に入っていくことをどのようにするかも提案したい。観光も同様で、高速道路が出来るとまちに

人は降りてこず、物流だけが流れて行く状態となる。合わせて考える必要がある。 

 

（事務局）全くその通りだと思います。確実にそういう時代は来ます。併せて考えて行く。もちろん

都会に行きやすい反面、何らかのイベント開催、定住促進を進めることで逆に呼びやすい部分も

あると思います。人の流れが変わりますので、どのような施策を行うべきか、併せてフェリーの

定期航路の話もあります。 

 

（委員）カーフェリーは経済効率を考え宮古港を選んだことであり、決して喜ぶべきことではないが、

これに乗っていかなければならない現実がある。生産性を高めるなど様々行うにしても、彼らは

経済性を持って宮古に来ている。トラックで８時間あれば東京に物流は動き、これまでより効率

が高くなる。それに宮古はどう乗って、どう産業を興していくかである。 

 

（事務局）三陸沿岸道路が無料であることも含めてフェリーの寄港があると思います。そういった中

で一つの例として、三陸沿岸道路は東北自動車道のようにドライバーが立ち寄れるサービスエリ

ア等の施設が付きませんので、田老のまちの中に皆さんが立ち寄れるような道の駅といった建物

を作り、まちそのものを一つのサービスエリアにするといった構想もあります。どういう対応を

していくかが、委員が言うとおり課題だと思います。 

 

（委員）観光を大きく広げたお話しをいただいたが、小さくしか載せていない。間違いなく宮古市は

人口減少していくため、それに歯止めをかけなければならない。マイナスだけでなくプラスにで

きる考え方をしていきたい。若者が仕事に定着し人口が増えていくことが一番良い。 
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（事務局）まさしく、そのような話を総合戦略という形でまとめていきたい考え。参考までに資料２

の 12ページをご覧いただきたい。15～19歳は県内であれば盛岡への移動が多くなっている。他

の年代は県内での特徴的な移動はあまりみられない。県外であれば宮城県、東京近郊へ大きく移

動している。この部分をどのように繋ぎとめていくか、あるいは一度出てもどのようにすると呼

び戻せるかを総合戦略の中に入れていきたいと思う。 

 

（進行）少なくとも、これから宮古市は三陸沿岸道路とカーフェリー開設に向け、高速交通網が整備

されることを前提に、社会減にどう歯止めをかけるかではなく、交通網が整備されることでスト

ロー現象が起き、社会減に歯止めを掛けるため吸引力・魅力づくりをしなければならないという

流れの中で書くべきである。 

 

（進行）６ページに 15～49歳女性人口の推移とあるが、なぜその年齢なのか。生産年齢ではあるが、

女性は 15～39歳が比較的子どもを産む可能性がある年齢であり、日本創成会議でも 15～39歳と

している。 

 

（進行）宮古市は広く、それぞれの地域で課題が異なる。人口ビジョンへ「各地域に合った施策の展

開」と書くのであれば、総合戦略へ具体的に書かなければならない。「地域特性に見合った」で

はあまり意味がない。 

 

（委員）大々的に載せたうえで、例えば新里ではこうだなどのように書いた方がよいのではないかと

思う。 

 

（進行）総合戦略なのでどこまで具体的に書くかは議論が必要。総合戦略に基づき様々な行動計画を

作っていくのでその中に盛り込むという事も考えられるが、ただ、旧宮古市のことだけでは駄目

ということ。宮古市は特出ししている。他の市町村は書いてはいない。書いたということはそれ

ぞれの地域で課題が違うということを、どこまで具体的に書くかは別として、総合戦略の中に盛

り込むべきである。 

 

（委員）人口ビジョン素案には宮古地区、田老地区、新里地区、川井地区の人口推計が出ているが、

本来であれば宮古市のビジョンとして出すので、地区分けをして出す方法は芳しくないと思う。 

 

（事務局）委員の皆様の意見に見合った施策を展開していくべきではないかというご意見もありまし

たので、地域ごとに特徴を見ていただくという意味で整理をしました。議論の中でそこまで総合

戦略として特出しすべきではないという皆さんのご意見であれば、考慮していきたい思いはあり

ます。あくまで人口ビジョンの素案の段階ですので、それを含めてご意見をいただきたいと思い

ます。 

 

（委員）人口ビジョンだけを見ると、実際はどの地区も宮古地区と同じに下がっており、ビジョンと

しては宮古全体の中で内容を示した方が良いと思う。 

 

（進行）岩手県を県南・県央・県北・沿岸と分けた時に高齢化率は圧倒的に沿岸が高い。確かに旧田

老、旧新里、旧川井、旧宮古、皆折れ線グラフの傾きは同じですが、高齢化率あるいは高齢化進

展のスピード、生産年齢人口の低下は地域ごとに差があります。あえてグラフとして載せる必要

があるかは議論が必要ですが、総合戦略で地域特性に見合った施策として載せる場合の基礎デー
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タとしてあった方がよい気もする。 

 

（事務局）正しくその通りです。全体的な傾向は同じですが、川井地区は他地域より老齢人口が多く

若年人口の減少が急です。皆様に現状を見ていただきたく、こちらの資料を作りました。本文の

中には入れても、概要版でまとめる時は宮古市全体の部分だけでまとめる見せ方はあるかと思い

ます。 

 

（進行）総合戦略は将来にわたることを書くため、例えば川井地区の場合には、何もしないと教育・

子育て環境が今よりも悪くなる可能性があり、そうするとますます少子化が進む可能性がある。

そうならない戦略を立てる時のデータとして使える。 

 

（委員）高校生と大学生がいて、奨学金をもらって大学に行っているが、宮古には戻りたいが収入を

考えると都会で働き奨学金を返していかなければならないというのもある。宮古には仕事がある

ようでも臨時職員や派遣社員が多く、正社員で採用してくれるところがない。田老地区も同じで

すが、三陸沿岸道路が通ったことでどこから降りてというのが分からないため、道の駅を造って

も本当に人が来るのか心配である。 

 

（進行）若者のＵターン促進のため、例えば宮古市が奨学金を出し東京の大学に行き、宮古に戻って

くると奨学金を返還しなくてもよい制度等、若者をＵターンさせる仕組みが必要というご意見。 

 

（委員）観光業は宮古市の方はほとんどいない。宮古市が魅力を発信できるかできないかは、各市民

がどういう発信をするかだと思うが、その力が足りないと感じる。若年層の地域愛を育む教育を

取り入れ、浄土ヶ浜などの観光拠点にて魅力発信できるようになると良い。 

 

（進行）地域に対する想いを高める教育を行い、そういう若者たちが観光業に携わることによって、

更に地元をＰＲでき、そこで雇用の場も生まれます。 

 

（委員）宮古地域を一つの特区にする勢いで林業の再生をお願いしたい。何故林業かというと、宮古

市は森・川・海とうたっているが、９８％は山林でまちは２％ほどしかない。他地域でも林業を

復興していて、北海道では特区を作っています。国が次に目指すことは森林組合の再生化の規定

をおそらく作るはず。宮古市は国有林が多く、国も国有林を活用するよう言っており仕事がしや

すい環境である。今まで宮古市には木材屋が沢山あったが衰退し、現在残っている工場は沿岸と

か川井地区にしかない。これらを一括し林業の再生事業を興せば間違いなく関連企業を含めて 3

千人から 5 千人の若い人口を確保できる。川井・新里・旧宮古の木材も 70年近く経っているが

木材そのものを搬出できない状態である。山林を特区とした宮古市の活路ということもあり得る。 

 

（進行）本文の中にも宮古市の基幹産業という言い方で入っており、地区ごとに必ずしも水産業だけ

でない。例えば川井地区の場合は林業である。地域特性に見合った地場産業といったときに、こ

の地区はこうだというものが入っても良いのではないかというご意見です。 

 

（委員）大きく宮古市とせず、地区別の人口ビジョンと将来の計画を立てた方が分かりやすい。その

中で川井地区についてお話しすると、宮古市は近隣市町村より行政の子育て支援が厚く、旧川井

村では全戸インターネットが利用できる。道路ができると盛岡市から 20分となり、立地的要件・

メリットを生かし盛岡市から子育て世代を吸いあげ、ベットタウンの役割を担う区界のビジョン

を考えていただきたい。農業・林業をできる部分、子育て支援をＰＲし盛岡市から吸い上げると
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いった政策を行っていくとよいと思います。 

 

（進行）宮古市の西部は内陸との連携の可能性が高い。連携を模索する必要があるというご意見であ

る。 

 

（委員）人口ビジョンと戦略を見た時に宮古らしさがわかりづらい印象。他の市町村とくらべ宮古は

何か良いのかが伝わらない。子育て支援はどこでも行っているとなり、そこに比べて何故宮古な

のかという部分がないと、若者として宮古に残ろうという発想にはならない。カーフェリーや海

上技術は宮古らしく分かりやすくて良いと思うが、それ以外は他市町村と同じことといった印象

である。宮古らしさを出す必要があると感じる。 

 

（進行）皆が住みたい・帰ってきたいという魅力をどう発信するかという時に、他と宮古の違いはは

っきりしないということです。データではっきり出るが、沿岸全体はＵターンが一番少ない地域

です。まだ分析しきれないが本当は宮古に帰りたいが仕事がなく東京で仕事をしている人より、

宮古に帰りたくないという人が残念ながらかなり多い。惹きつける魅力が本当に必要です。その

時のアンケートで一番多かったのが「魅力的な大人がいない」だった。 

 

（委員）宮古市とすると働く場所がない。また、先程お話しがあったように三陸沿岸道路ができるこ

とで人口ストロー現象が起きる。拠点となる場所が今できるため、ＰＲしながら呼び込んでいく

事が一つで、それにより人口がプラスする。学生が学べない、場所がないということがあります

ので、こちらに学校をつくり、人を呼ぶことを考えてもよいのではないか。今主流になってきて

いるのは、高齢化しているのであれば医学療法士等という形で福祉関係の繋がりを呼び込む。沿

岸にはリハビリセンターを持っている地区が無いということであればセンターをつくり、医療関

係の学校をつくり若者を呼び込む。そこでうまく定着してもらうもの一つの手ではないか。高校

生が出て行くのであれば、違う人をこちらへ呼びこむ考えを持ち、出来る範囲で行っていくと良

い。 

 

（進行）交通網の整備がプラスに働くようにすること、福祉関係の教育機関を誘致し若者を呼び込む

というご意見である。 

 

（委員）人口減少の歯止めには子育て支援が大事であるということは強く言われていますが、子育て

支援する担い手は幼稚園教諭・保育士であるが全国的に非常に不足している。特にこの地域は少

なく、不足している現状です。新卒の学生を採用するようにと思っても、地元出身以外の方は経

済的に来られない。そういう中で住居を提供し他地区の方にもいらしていただくということをす

れば人口増にもなると思う。そういう方法をとらなければ子育て支援の充実を図るにも、携わる

人を確保できない現状があるので一緒に考える必要がある。 

 

（進行）子育て環境を充実させるため、幼稚園教諭・保育士の育成、定住に繋がる支援の充実。 

 

（委員）もう一つ、資料１の目指すべき将来の方向性の目標の中に「Ⅲ．すぐに、住んでみたくなる

まち、みやこ」というのは他所の方が宮古に来て住んでほしいということだと思う。何故「すぐ

に」か。ゆっくりでもよいのではないか。例えば「行ってみて、住んでみたくなるまち」の方が

表現的によいのではないか。 

 

（進行）私も同意見で、すぐにではなくて良いと思う。 
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（委員）1年に 200名程度が就職しており、半分が宮古管内、半分が盛岡市等の近隣へ移動する。す

ぐできる取り組みとして、市として魅力ある企業の紹介を現在より更に力をいれていただきたい。

もう一つは企業において人材育成のため経費がかかる。そういった面でも支援をしてあげると良

い。 

 

（進行）給与も含めて若者を引き付ける就労環境が必要というご意見である。 

 

（委員）住みたいといっても住むところがないので、住みたい人を手放さないよう、住宅整備・空き

家を含めた施策があると良い。他のところから人を呼ぶとなると、まず知ることが大事であるた

め、森・川・海を含めた観光プランを作っていただきたい。 

 

（進行）住環境と仕事を提供してＩターン促進。 

 

（委員）皆さんと同意見です。 

 

（委員）連休で帰ってきた近親者は、宮古は良いが結局仕事がないからと話しており、大変勿体ない

と感じた。自分の中でどうするべきかという考えはまだまとまっていない。 

 

（進行）人口減少（社会減・流入促進）には働く場所が必要。 

 

（事務局）様々なご意見があるが、本日最もご理解いただきたい部分は、事務局からお話ししました

基本的方向であり、具体的な施策についてはこれからまだ色々な機会がありますので、基本的方

向を決め、また議論していきたいという考え。基本的方向についてご発言がありましたらお願い

します。 

 

（進行）委員の方のご意見は３つに関連します。１つ目は雇用、２つ目は子育て、３つ目は魅力に関

連しています。そちらを基本的な視点にすることについてはご異論ありませんでした。それに対

してやはり地域特性に見合った物にしていかなければならない。一番大きな問題は魅力だと思い

ますし、県内 33 市町村で総合戦略に取りかかっていますが、一番皆が苦労している部分でもあ

ります。地元の人が気付かない魅力があるはずで、それは都会の若者たちにもアピールできる。 

 

＜２グループ＞ 山崎企画部長が進行役となり進めた。 

（進行）まず人口ビジョンから質問等ありましたらお願いします。 

 

（委員）出生率に触れられているところが多いが、現状は 1.58 で岩手県よりは多いという話でした

が、その中で希望の出生率はどれくらいか。 

 

（進行）希望する子どもの数は調査では出てきませんのでアンケートをこれから行う予定です。全国

的には３人くらいほしいが実際には２人もいかないという状況です。お金の問題、借家等の様々

な要因もあると思いますので、それらをアンケートで確認し、その結果を踏まえて、また検討い

ただきたいと思います。 

 

（事務局）アンケートは 10月中の送付予定です。20～49歳の方を対象とし無作為に抽出し、希望の

子どもの数を含め、仕事や子育て等の様々な分野のアンケートを取り、結果については人口ビジ
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ョンに反映させていきます。 

 

（委員）人口動態の社会増減の均衡を前提に、2020 年度にゼロにする設定をしていますが、ゼロに

も種類があると思います。３千人入り３千人出るゼロなのか、500人入り 500人出るゼロなのか

で、まちづくりの方向性が異なってくるため、設定の必要がある。今まで宮古市は人口減少対策

を何もしてこなかったわけではないが、社会減が押し迫っている現状があるため、原因を探るこ

とが大事。仮に 2020 年に社会増減をゼロにするとして、最大でどれくらいの人が入り、どれく

らいの人が出るところまで宮古市は対応できるのかのデータが欲しい。 

 

（事務局）社会増減は、宮古市は過去ずっと減少が続いておりました。何割かは市内に就職しますが、

高校卒業後、就職・進学でほぼ市外へ出て行く。進学で出て行き戻ってこられる人も何人かいま

すが、市内での就職が難しく戻って来られない現状があります。2020 年には社会増減ゼロにし

ようということで、当然今まで出て行った方が戻ってこられるだけの雇用の創出をしなければな

らない。そのために具体的施策を作っていかなければならない。 

 

（進行）果たして５年後に均衡にできるのか。住まい等を踏まえ受入の規模はどのくらいの幅か。社

会増減は落ち着いてきているが震災の影響で、山田・大槌から入ってきている方もおり動向が掴

みづらいところである。もう一つ、空き家が全国的に増えており、実態調査を行うところです。

総合戦略の中に空き家の活用は必要となってきます。いずれデータを提示し検討していきたいと

思います。 

 

（事務局）今年度、市内の空き家調査を行う予定で業者へ発注済です。まず水道の閉栓データから空

き家候補を拾い出し、それを基に現地を回り調査します。10月～12月にかけて行う予定です。 

 

（委員）結婚、勉強のためにある程度の転出は仕方なく続いていく事だと思う。転出と転入の方向性

を付けた方が良い。 

 

（事務局）社会増減については資料２の９ページにございますが、平成 26 年は転入・転出の差で約

230名の減少となっています。１年でいうと減った 230名を受け入れたいと考えています。この

分を受け入れる体制づくりをしていくということになります。 

 

（委員）人口ビジョンの 2060年の目標値では 36,566人となっていますが、仮に５万人とはできない

のでしょうか。ビジョンは高い目標の方がよいのではないか。 

 

（事務局）現在の目標でも高いと考えています。９つのシミュレーションでは最も高い数値です。 

 

（進行）次に、資料４の総合戦略の３つの基本目標と数値化する項目が適切か、基本的方向、具体的

な施策についてのご意見をお願いします。 

 

（委員）子育て世代に興味があります。離婚率が高く、次の社会を担う子ども達の環境は決して幸せ

とは思えない部分もある。学校の荒れた状況について見聞きするたび、何とかしてあげたいと思

うし、荒れている本人が一番辛いと思う。真面目に勉強できて先生の話を聞ける子は幸せな環境

にいる子であり、そうできない子の心が心配である。子どもを産み子育てしたい親がどれだけい

るかを考えると、そこへ目を向けていただきたい。本当に大変なのはどうしようもなく暴れてい

る子ども達だと思う。やがて宮古を担う可能性の有る人材であるし、どう変えてあげるかを皆で
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考えていただきたい。それによって子ども達が大人になり、自分の子どもを育てていけると思え

る環境に繋がるのではないかと思う。 

 

（委員）目標の「誰もが、いつまでも、住み続けたいまち」の「いつまでも」を目指している対象は

個人なのか、それとも世代を超えてなのかが分かりづらい。次に、基本目標２の基本的方向で「子

どもがふるさとに愛着を持てるよう地域の歴史、地理、伝統等を学び、地域の特性を活かした教

育や活動ができる環境づくりを推進します」といいながら具体的な施策からは見えてこない。

色々な問題が起きてきた背景には、現在の生活スタイルの核家族化がある。おじいさんおばあさ

んの２世代以上の世帯で暮らしている人が繋がっていられると、高齢化社会においても高齢者が

生活の場を見いだせる。また、若い世代からみると、おじいさんおばあさんが元気であれば子ど

もの世話をみてもらえる。単純に保育園を増やすのではなく、生活スタイルを変えることで現在

問題となっていることが少しは改善していくのではないか。核家族世帯になることが悪いという

ことではないが、２世代以上の世帯数を増やしていく施策を行えないか。 

 

（進行）アンケートの属性でクロス集計し、多世代世帯と核家族世帯とで状況がどう違うかをみるの

は良い観点である。おっしゃったように保育所を増やせばよいというだけではない。地域あるい

は家庭の中に機能があれば保てる部分もあると考えられると思いますので、その点は検討します。 

 

（委員）水産製造業では、製造過程において定時以外に人員を確保したい時間帯がある。すぐ隣に託

児所を設置するなど中小企業の会社にも出来ることは沢山ある。主婦にとって都合の良い時間が

会社にとっても都合が良い時間であることもあるので、お互いに歩みよることで働く場が確保で

きると思う。人手不足は大変な問題ですので、マッチングさせることで解決していくしかないと

思う。 

 

（委員）先程、主に 10～30 代をターゲットにした施策の展開をというお話しがありましたが、目標

がそうであるなら「若者のまち宮古」くらいのことをうたっても良いのではないか。それ位しな

ければ若者は引っぱれない。若者文化の発信地・拠点を市内のどこかに設定することで目標に近

づけると思う。 

 

（委員）基本目標の数値目標の設定について。製造業における従業員１人当たりの給与総額が一つの

焦点となっているが、それに対し産業振興の面で実際に製造業に対し何を行うか具体的にリンク

していない。一番は農林水産業と出ており、目標と施策を併せる必要がある。基本目標２、３の

市民満足度と定住意向割合はアンケート調査の中で数値目標の評価を行うとしているが、５年の

計画に対して５年に 1度の調査では定期監視ができない。ある程度の段階で調査を行わなければ

軌道修正が行えない。 

 

（事務局）総合戦略は５年間の計画ですので、基本目標の数値目標は５年後の数値と考えています。

ＫＰＩとそれぞれの事業目標はこちらとは別に設定したいと思っています。具体的な施策を考え

る際には、それぞれにＫＰＩを毎年測定できる数値目標を設定したいと考えています。基本目標

については５年間でどれくらい達成できたかを図るためのアンケートとしています。 

 

（進行）個別施策にはＫＰＩを設定し、良い施策かを判断する。ＫＰＩの動きに合わせ、行政として

予算を有効活用することを考えています。 

 

（委員）基本目標１の具体的な施策（１）に「市の基幹産業である農林水産業を」とありますが、宮
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古市としては水産業と農業・林業を同等に大事と考えているのか。 

 

（事務局）農業・林業が市の基幹産業といえるかどうかは難しいところです。 

 

（進行）宮古市の場合、水産業は水産加工業、林業は木材製造業とありますが、農業は製造業がなく、

そこに課題がある。農業はそのまま産直へといった形となり商業活動と同じ話となる。 

 

（委員）基本目標２の具体的施策（３）「中学校卒業時までの医療費給付を行います」のみ具体的表

現で、後々の軌道修正ができるのか気になりました。中学卒業時までと限定している部分も、他

と比べるとレベルが違うと気になりました。 

 

（事務局）医療の給付についてはこれまで委員の方からご意見が出ており含めたいと考えています。

表現については具体的すぎましたので修正します。 

 

（委員）基本目標の数値目標項目である高校新卒者の市内就業者数は、宮古短大、海上技術短大も考

えていますか。 

 

（事務局）初めは数値目標に大卒の就職者数も入れようと考えていましたが、どこまで把握できるか

問題がありました。短大については把握出来なくはないと思いますが、出身地に戻る方が多いか

と思いますし、特に海上技術短大は全国で数校しかない学校であり、全国から来た場合は宮古で

の就職は難しいかと考えています。 

 

（委員）復興関連の事業があると良いと思います。 

 

（事務局）復興事業は様々行われておりますが、更に振興していきたいという意味で、こちらの計画

案にはあえて入れていません。 

 

（委員）魅力あるまちづくりについて、交通網の整備や箱モノ施設が宮古にないというご意見が出て

いましたが、私は先にそれを実施しても人口は流出するだけであり、まず宮古を住みたくなるま

ちにする方が先だと思います。そのためには我々自身が宮古の魅力・歴史を知ることです。史跡

等に目を向け宮古が素敵なまちという意識が芽生えることが必要です。先日東京からきた友人に

宮古について「ビジョンが分からないまち」だと言われ悔しい思いをしました。この前、石破大

臣が地域格差・一極集中をなんとかしなければいけないと言っていました。地域格差は首都圏と

地方の話だけではなく、宮古でいうと地域的な時間あるいは経済的な負担が我々にあり、そうし

た時に宮古に住んで良かったとはおそらくならない。大臣は援助も必要というお話もされていま

した。格差を無くす方向で「魅力のあるまち宮古」を模索し、その積み重ねとして宮古に住みた

くなるという流れが必要です。地道に生活の中から宮古を知るという基本的なことから始めるこ

とが大事だと思います。 

 

（委員）基本目標２の基本的方向について、子育て支援の充実は当たり前の部分もあると思いますが、

今子どもを抱えながら働いている女性が多いため、多様な就労体系も文言として追加しても良い

と思います。職場の理解についても文言として追加すべきと考えます。その部分で雇用の促進に

も関連してくるのではないかと思いますので、今後検討していただきたいと思います。また、基

本姿勢５「人口減少に対する意識の共有」は、意識はそれぞれ違う部分ですので、具体的な施策

を考えた時に戦略の中でどちらにあたるのか見えない部分でありましたので、具体的にしていく
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のも良いかと思いました。 

 

（事務局）意識の共有については、直接の戦略ではなく、まずは意識を共有し、それぞれの戦略を行

いたいと思います。最初の指摘については意見が多く、アンケートでも出ている部分ですので、

何か戦略的に行っていければ良いと思っています。 

 

（委員）市民推進委員会で決めて行くゴールが見えない。これからどこまでの具体的な部分に触れて

いきたいのかお聞きしたい。ざっくりしたイメージの話で終わってしまうのか、数値目標や期間

を設けたものといった部分まで落とし込んでいくものなのか。 

 

 

（事務局）総合戦略については今後５年間の平成 31 年度が目標になります。具体的な施策について

も今後委員会からも意見をいただき検討していきます。今回はその前段部分の基本目標と基本的

方向を確認し、皆様から意見を聞き、これまでも様々な解決策等のアイディアを出していただい

ておりますので、基本的方向を踏まえて更に具体的なアイディアについて、今後また協議してい

きたいと思いますので、これで終わりではありません。 

 

（委員）先程アンケートを行うお話しがありましたが、実施時期はいつで、事前に推進委員会の中で

アンケートの内容を精査する時間は取れるのでしょうか。 

 

（事務局）アンケートは 10 月に取りたいと考えており、結果を人口ビジョンに反映させていきたい

と思っておりますので難しいと思います。 

 

（進行）集まるのは大変ですので、アンケートを皆さんに送付しご意見をいただくのも一つの手で、

集まらなくても良いと思います。総合計画を作る際はアンケートも総合計画審議会に見てもらっ

ています。 

 

（委員）宮古で仕事をしたくても住むところがないという声が結構聞こえてきます。空き家等を活用

していただき、そういった方に住んで仕事をしてもらい、定住に繋げていただきたいです。 

 

（委員）私もこの会の方向性とどの段階までいけるかを疑問に思っていました。この会はスピード感

を持って、給与総額等の数値目標を早く決め、やるべきことを行っていただきたいと思います。 

 

（進行）今後も修正が必要となり同様の作業が出てきますので、今回で決まりではないことをご理解

いただきたい。アンケートは案を作りましたら皆様にお送りし意見をいただき、先程ご意見いた

だいた世帯の属性についてはクロス集計したいと思います。 

 

 

＜全体＞植田委員長の進行により合同で協議 

（委員長）それでは、第 1グループから発表をお願いします。 

 

   第１グループ協議結果の発表 

 

（委員長）次に、第２グループから発表をお願いします。 

 



 

 

11 

   第２グループ協議結果の発表 

 

（委員長）２つのグループの発表に対してご質問等はございますか。 

 

（委員）国に対して要望を出すことはできるのでしょうか。宮古市から国に対して要望したいことを

盛り込むことはできないのでしょうか。 

 

（事務局）お話しのとおり、国は国で地方創生に対する方策を考えております。国、県、市のそれぞ

れの立場で行うべき仕事があります。それを今回の宮古市の戦略の中に書くということは、あり

得ることと思います。 

 

（事務局）国に求める内容を盛り込んでも良いと思いますが、今回の総合戦略は、地域はどう頑張る

のかを全市町村に出してもらい、それに対して国がどう支援するべきか考えるという流れとなり

ます。補助金があればこういうことができるという内容は書いても良いと思います。 

 

（委員）これから大事になるのは子育てと仕事で、これを抜きにしては考えられないくらいの大きな

柱だと思います。議論をする励みとなりますので、市・県・国がどう考え何を行うか具体的に教

えていただきたいと思います。 

 

（事務局）今後総合戦略の中には具体的戦略を入れて行きますので、その点についてまた皆さんから

意見をいただいていきますのでよろしくお願いいたします。 

 

（委員）よりよい議論をするため、早く資料を送付していただき、どういった話し合いをしたいか具

体的に事前にご連絡をいただきたい。こちらもある程度考える時間をもって議論ができると思い

ます。 

 

（委員長）ある程度事務局で論点を整理していただき、皆さんの意見をいただけるよう 1週間前には

資料を送付いただきたいと思います。それではその他ですが、事務局から何かございましたらお

願いします。 

 

（事務局）今後の予定としまして、皆さんからいただいた意見を踏まえ人口ビジョン、総合戦略を修

正して、市の本部会議に諮っていきます。今後は具体的な施策について協議に入りたいと思いま

す。次回日程は決まりましたら早めにお知らせし、資料は 1週間前にお送りしたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 

（委員長）ありがとうございました。それでは進行をお返しします。 

 

（事務局）長時間にわたりご議論いただき大変ありがとうございました。本日はこれをもちまして会

議を終了いたします。 


