
会 議 結 果 の お 知 ら せ 

 

平成２８年度第２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２９年 ４月１４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２９年３月２７日（月）午後６時０５分から午後８時１０分 

２ 開催場所 

  宮古市役所本庁舎 ６階大ホール 

３ 議題 

  （１）宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る平成２９年度事業について 

  （２）意見交換「宮古市の定住化促進対策、少子化対策の課題・解決策」 

４ 会議の概要 

   宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略の平成２９年度事業について説明し、各

グループに分かれ意見交換を行った。 

   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２８年度第２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２９年３月２７日（月）午後６時０５分から午後８時１０分 

２ 開催場所 

  宮古市役所本庁舎 ６階大ホール 

３ 出席委員（１８名） 

  植田眞弘、山口泉、小林みちる、山本美保、山本美鈴、花坂雄大、赤沼利彦、大越

亮一、佐香秀彦、古屋徳暁、佐々木正人、村上和恵、及川元、横田大樹、鈴木良太、

石川巧、松原安子、関口響子 

４ 事務局等出席者（７名） 

  企画部長・山崎政典、企画課長・菊地俊二、企画課地域創生推進室室長・三上巧、

同課主事・富田郁美 

５ 傍聴者 

１名 

６ 議事等 

   午後６時０５分、企画課長が会議の開会を宣言。植田委員長から挨拶があった。 

   企画課長より会議の流れを説明 

植田委員長が議長となり、会議進行 

 

（委員長）それでは議事にはいります。 

  宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略にかかる平成 29年度事業について、事務局より説明お 

願いします。 

 

・事務局より宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略にかかる平成 29年度事業について資料

のとおり説明 

 

（委員長）簡単に整理すると、人が減っていく問題での少子化対策として出産、子育て、教育関係を

どのように整備するかということ。もう一つは外に出て行くのをどうやって防ぐか、外からどう

やって入ってきてもらうかということでの地域おこし協力隊、移住・定住。魅力のある宮古市を

作ることで宮古市の自然、文化、伝統を市民が誇りに思い外部の方にも知ってもらうということ。

高齢者の社会参画では、若者達の活動と連携して人生の先生としてリーダーシップを発揮する。

そのような大きな流れがあります。問題はそれをどう肉付けしていくかだと思います。アイディ

アはどんどん出して欲しいと思います。それをやってどのような成果がでるのかというところま

で出していかないと意味がないと思います。 

それでは意見交換についての説明を事務局お願いします。 

 

・事務局が意見交換について説明 

 

― 各班に別れ、課題について意見交換 ― 

【しごとグループ】 

花坂雄大、赤沼利彦、大越亮一、古屋徳暁、佐々木正人、及川元、鈴木良太、小林みちる、村上和恵 

 

（委員）「しごと」「ひと」の課題について意見交換したいと思います。事前に出された課題のうち、

初めに「給与支給額を増やしても、各種控除により手取りが増えにくい。地元企業が借上社宅等を
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充実させ、生活関連手当を支給する等経費的に若い世代を支え結婚し独立しやすくする。」につい

て、意見交換をしたいと思います。 

（委員）これは私が出した課題で、実際自分の会社で住宅手当の支給をしています。 

（委員）宮古市内の家賃は高い。 

（委員）数社で住宅をシェアしてはどうか。 

（委員）仲間がいればシェア住宅をやりたかった。 

（委員）空き家の活用も考えられるのではないか。 

（委員）小規模企業同士のシェア住宅は良いのではないか。 

（委員）空き家の所有者は困っていないので、空き家をどうにかしたいと考えていない。市が空き家

をどのように活用したいのかビジョンを持って取り組む必要がある。 

（委員）空き店舗の問題もある。 

（委員）現在は良いが復興関連事業が終わればどうなるかわからない。復興が終わった後、世界と比

べて人件費、企業の競争力がどうなるか。 

（委員）道路網が整備されればストロー効果が起きるのではないか。担い手不足になる。 

（委員）ライフスタイルも変化している。 

（委員）どう頑張っても宮古が盛岡や東京になることはない。宮古の良いところは挑戦し続けられる

ところである。 

（委員）素晴らしい考えであるが、従業員も同じように思えるか。 

（委員）若い人に夢を与えられるかだと思う。 

（委員）極端な話し、週休４日で副業も有りにしたい。 

（委員）実際、水産加工業の繁忙期は２か月くらいしかない。 

（委員）副業有りなど働き方の改革が必要ではないか。 

（委員）人材のシェアや地場のマッチングなどができないか。 

（委員）水産業、農業の繁忙期は副業としてやれないか。 

（委員）以前は農業、水産業の繁忙期は会社を休んで手伝ったものである。 

（委員）繁忙期は生徒も学校を休んで手伝っていた。 

（委員）今でもそういう地区もあるのではないか。 

（委員）そういうことが出来る空気感が大事である。 

（委員）労働者が不足すれば、海外から労働者を受け入れることになる。 

（委員）観光客としての受け入れはある。 

（委員）働き方の感覚を変えなければならない。 

（委員）リスクもあるが、仕事も外へ向かわなければならない。 

（委員）定住化促進対策は１番に仕事、次に住居である。 

（委員）「土日祝日を完全に休み、子ども優先で休みを取ってよい」と求人を出したところ、応募者 

が多かった。子育て世代をターゲットにし、相手に合わせた求人が必要である。 

（委員）宮古は住居費が高いというイメージが付いている。公営住宅の家賃から下げていってはどう 

か。人口が減少すれば家賃は下落する。 

（委員）会社が効率化すればよい。現在は求人の方が多い。なぜミスマッチが起きているのか。高校 

新卒者は親が就職先に口を出している。宮古で最後まで働く。田野畑で行われている親を大事にす 

る取り組みも有効ではないか。 

 

【くらし・ひとグループ】 

山口泉、山本美保、山本美鈴、佐香秀彦、石川巧、松原安子、横田大樹、関口響子 

 

（委員）4年制大学を作り地域の社会活動で大学の単位を取れる仕組みを作る。住まいが必要になる 

が、会社が用意する、役場が用意するなどそういう環境を揃えていく。若い人が集れば、必然的に 
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結婚数も増え子どもも増えるという状況下を狙えるのではないか。誘致として新しい大学を持って

くるのが難しいのなら、学科を宮古に作ってもらえばいいと思う。 

（委員）大規模商業施設がないと思う。子どももお店のある方へ行きたいと言っている。 

（委員）田老地区もほとんど住むところがなく、津波で被災された方は入れるが普通の人が住めると 

ころがない。結局、家を探すことが出来ない。 

（委員）アパートについて話すと宮古は家賃が高い。 

（委員）田老も同じく何も店がないので、車で宮古まで買い物に行ったりします。 

（委員）もう少し親が子育てに力を入れほしい。待機児童が今もあるというのは実感している。学費 

については、地元に大学がないため、学費の他に生活費など多額の金銭的負担を要する地域だ。奨 

学金制度を作って地元で 5年は過ごすなどの条件をつけるとかどうか。 

（委員）問題は我々からアンケートで聞くより、行政はどう考えているかというのを言ってもらいた 

い。もう少し具体的に我々に市としての考えを教えてほしい。大事なのは宮古がいかに魅力のある 

町にするかということだと思う。現在の「魚菜市場」の現状をどう考えるのか。宮古市の持ってい 

る歴史の大事なものも活かしながらやってもらいたい。 

（委員）4 月異動のため、宮古市で物件を探すと競争率 4 倍だそうだ。せっかく移住者を逃してしま 

うというのはもったいないと思う。小さくても良いので、建てる場合に補助制度のようなものがあ 

れば、より宮古市全体の人口が増えるのではないか。また、保育園がなかったり、条件が合わなか 

ったりすることで離れていく人がいる。保育所の預かり時間など自営業の家は良いが、自由の利か 

ない場合は住みたいと思わない。そういうところから改善していかないと移住は無理なのではない 

か。 

（委員）岩手県宮古市田老地区は全国ワーストワンの肥満率と全国的にもニュースになった。被災の 

影響による通学、家に帰れば仮設に入っていて身動きが取れない。宮古市のほうでも何か良いアイ 

ディアがあれば良いなと思っている。男性の高血圧やうつ病が問題になっている地域でもある。色 

んな精神的な支援も必要なのではないかと思う。 

（委員）うちの団体で実施した学習会で、「商店街の問題点と解決策」について話し合った。その中 

で気楽に車を止められるスペースが欲しいという意見があった。話して終わるのではなく、次のス 

テップを踏んで、提案をし、それがどのようになっていくか、そこまで見極めないとだめだと思う。 

商店街の雰囲気を変え、若い世代の方が来てもらえるような場所でありたい。現実にもうアクショ 

ンを起こすべきだろうと思う。 

（委員）末広町が賑やかになっているのは、年金支給日だけである。高齢者は買ったものを配達して 

くれる場所にくる。商店街の活性化というのであれば、公務員の賞与分を商品券で配るなど、金銭 

的な援助を行えばよい。山田町では公務員のボーナスの分 2 万円を商品券にして公務員に配り、 

商店街を回れるという形を作った。 

（委員）商店街の雰囲気を変えないとダメだと思う。まずは、商店街の皆さんの意識から変えないと 

いけない。来られる方が買っても買わなくても、楽しいと思える場所を作らないといけない。私の 

団体では「町の縁側になる」をうたっていますが、全然なっていないことが課題です。 

（委員）思い切って歩行者天国にすればいいのではないか。簡単に話せば商品券（金）を渡して、ホ 

コ店で使ってください。というようにすればいい。 

（委員）今考えているのは、毎月 15日は各店でサービス品を出す。 

（委員）そうではなく、買う方にお金を渡すべきだと思う。買う方に与えればおのずと商店街のほう 

はサービス業だから動くと思う。買う人間が来ないのに頑張ろうとは思わない。 

（委員）やはり欲しいものがないとだめだと思う。 

（委員）欲しいものを揃えるとか、売れるものを揃えるというのは商店側の話で、まずは来て金を使 

ってくれる人を作るべきだと思う。 

（委員）その原資になるお金はどうしたらいいのか？ 

（委員）それは行政。行政がどうやって原資を求めるかとなると、まずは商店街が賑やかになれば、 
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次の手ができるでしょう。まず一つきっかけが出来たら、次の手を打つという事である。宮古市は 

65 歳以上が 65％です。若者が居ないなら、年寄りに買ってもらいましょう。 

（委員）希望としてはやってもらいたい。大型施設（紫波オガールや盛岡ラウンドワン）を宮古に持 

ってこられる訳がないと言うが、同じ規模を持ってくるのではなく市役所の跡地にそういう家族で 

楽しめる若い人達にも楽しめる施設を考えても良いと思う。こういう会議も大事だが、現場を見た 

うえでの皆さんの意見を聞くことが出来れば、おもしろいものが出てくると思う。ぜひ検討してい 

ただきたい。 

（委員）本当にアクションが必要ではないかと思う。今変わらないと、商店街は消滅してしまうので 

はないかと危機感を持っています。 

（委員）若い人はインターネットで買い物しますしインターネットは安いし楽しいです。 

（委員）大型商業施設が出来ても、そこに人を集められるかというと、遊ぶ場所なら良いかもしれな 

いが、物は買わないということになるかもしれない。 

 

― 意見交換まとめ代表発表 ― 

 

【しごと班】 

（発表者） 

・給与支給額を増やすだけではなく、各種の手当を検討する。住宅手当などを企業が多く出すこと

により自立させ、結婚し独立しやすくなるのではないか。なかなか企業は最低賃金が上がるまで

には行きつかないのだが、まずはしっかり 1人暮らしができるような控除をすれば生活のライニ

ングコストを抑えられる。 

・宮古市は家賃が高い。宮古の各企業が従業員の宿舎のシェアや、さらに空家の活用や組合を作り

宮古市と提携していけばウィンウィンの関係に少しでもなれるのではないかと思う。宮古市には

現在空家が 600～700 件あるらしいが、これは住める、住めないは別として、そういった空家を

上手く活用し宿舎にしたらどうか。 

・働き方のスタイルを変えていくというところで副業の話が出た。それぞれの繁忙期をシェアして

仕事を回していく。それで効率を上げ、生産性を上げることで利益が上がり、従業員の給料を上

げるなどそういうことが出来るのではないか。いろいろな各産業で出来ることでお互いが歩み寄

り、まずは宮古市内の企業同士がマッチングしていくことで何か打開できるのではないかと思っ

ている。 

・求人の募集で、時給￥790で土・日・祝日休み OK、子どもに何かあれば休んでも良いというイン

パクトのある求人を打ち出したところ、20 名ぐらい募集が来た例があった。そうすると子育て

の主婦だけでなく、男性が子育てということもあるので、そういうところをカバーでき、後は時

間で働けるので、生産性の向上にも繫がる。 

・公営住宅の相場がどうしても街中は高いのだが、外れた場所は比較的安いので、そういった所を 

企業がうまく活用できないかという意見もあった。 

 

【ひと・まち班】 

（発表者） 

・4 年制の大学が宮古にあったらいいのではないか。4 年間の中で宮古の良さを感じてもらい、こ

の町に住みたいという街にする努力を私達はしていかなければならないということが、まず一つ

提案された。 

・大規模商業施設があればいい。若い世代が楽しめる場所がほしい。という意見があった。 

・住宅が少ない、川井村ではアパートが少なくこちらに住みたいと思っても公営住宅は常に満室で

空室がない。そして今度は住んでみても、希望に合う保育園がないため定住できる要素がない、

という話があった。この解決策は行政側での対応次第で解決していけるのではないかと思うので、
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突起して進めてもらえればいいなと思う。 

・まさに今行動すべき時がきているのではないか。会議だけをするのではなく、具体的に出た案を

実行してみる方法を考えていただきたいという話が出た。 

・宮古の町の魅力を問われた時、浄土ヶ浜と魚菜市場。魚菜市場の現状は以前なら観光施設として

評価はあったが今の状態で観光客を呼んで満足してもらえるかどうかに疑問がある。これをどう

いうふうに解決していくのかを、行政、市民、一緒に考えていくべきではないかという意見があ

った。 

・町の魅力を探るのに他の町を見てみてはどうか？という意見もあり、そこからヒントを得るのも

良いと思うという話も出た。 

・肥満率や高血圧、うつ病などで上位となってしまっているため、地域を上げて、手を打つ方法を

考えていく必要があるという意見も出た。 

・商品券を発行し商店街を賑やかにする。その案の中で、魅力ある店作りをしないと、お客様を集

められない。その商品券が出た時だけ賑わうということでは、やはりお客様を満足させることに

はならないので、きちっとした町づくり、商店街の再生を試みたいと思った。 

 

（委員長）ありがとうございました。それでは両班の発表について、お互いに質問等ありましたらお

願いします。 

  宮古市の市民推進委員会の方々は、論点とか問題点を的確に指摘されていると思います。経営学

でよく言われる言葉があり、最悪の結果を避けたい、今のままで行ったら絶対消滅するという想

いを持っていなければ消滅します。今のままで何とかなるという思いがどこかにあれば絶対変わ

りません。会社もそうだが地域もそうです。我が宮古市、そこまで皆さん考えましょう、想いを

持ちましょうというのが私の率直な今日の気持ちです。実際に震災から 6 年経ち、宮古市この 6

年間でどうなったのか？総合戦略を作ってから 1 年どうなっているか。そういう数字を見てみ

ると、これはもっと危機感を持たなければいけない。2 番煎じ、3 番煎じをやっていてもダメで

す。若干苦言を呈しますが、皆さん分析力は素晴らしいと思うのですが、宮古の抱えている問題

点はここです。問題はそれをどう克服するか。その時に具体的に考えないとならないのは、「誰

がやるか？」「誰と誰が組むのか？」「どうやるの？」というところです。宮古市というのは参画

協働条例を策定しており、おそらく東北ではいくつも例はないです。 

（委員）宮古市はたしかに早かった。共同企画参画、今は企画という言葉がなくなり参画だけになっ 

ている。 

（委員長）たしか自治基本条例を策定したのときに、参画条例と協働条例と住民投票条例を策定した、

これを使わない手はないです。こういう形は他の県内の市町村にはないので、やりたいことをす

るために行政と組むことによってプラスの効果が上がると思います。要するにいろいろな形の

PR は行政にお願いしどんどんやってもらう。問題は地域特性に見合った「地域おこし」という

のは必要なので、それと宮古市が制度的なものも含めて何を持っているのか？ということだと思

います。具体的にはいろいろ出てきて、先程の川井の話が出てきたのは始めてです。どうしても

宮古市の話をすると、やはり旧宮古市の話が中心になります。やはり中心地はどうするか？とい

う話で端の地域の話は出てこない。今回そういう議論まで踏み込んでくるのは我が宮古市、さす

がだなと思います。しごと班で出た、企業経営者側が従業員の副業を持つことを認めるような社

会。しかも、副業も本業も、ただ給料だけではなく、仕事から喜びを得られるようなものでやる

ことが出来ないだろうかというアイディアもとても貴重な意見だと思います。ただ問題はワーク

シェアリングがなぜダメになったのか？ということを分析する必要があります。 

（委員）地域おこし協力隊の募集について、若い人達と求人の内容を見た時、該当する人は来ないだ 

ろうという話題になった。給料を上げるのか、業務内容を変えるかしないと無理だと思う。ネット 

上では、「ブラック地域おこし協力隊」というのがあるので検討したほうが良いと思う。 

（事務局）非常に反省している。小国のプロジェクトには 1 名応募があったが、会社の都合により 
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辞退となった。言語に関しては、我々深く反省しています。あそこは完璧に見直すことを名言して 

おきたいと思います。先程市の方からも 29 年度の事業を少し説明したが、奨学金の償還免除につ 

いて宮古市に戻ってくるという条件は最低限必要だろうと議論した。働く地域について、当初、ハ 

ローワーク宮古管内で良いというところまでいったが、「区界に住んでいる人は盛岡で働く可能性 

がある」「小国の人が遠野で働く可能性がある」という意見もあり、実際の要綱は最終的には市長 

が判断するということになっている。否定はしないが、さまざまなケースが想定されるため、少し 

広めに解釈するような奨学金の返還免除という制度にしたいと思っている。ご意見が出た中から何 

点かいうと、従業員の住宅については、手当てを出すよりは住居として整備した方がいいと思って 

いる。そういう部分に関しては、空家の活用があるだろうし、行政側がある程度補助をする。ただ 

そのかわり個人ではなく、組合とか共同して取り組んでもらう事が必要だと思う。宮古市は、地価 

自体は下っているがなぜ家賃が高いかというと、土地所有者が市外の方という理由が大きい。若年 

層が起業して借りたいと思っても借りられる金額ではない。市民でなければ借り手がつこうがつく 

まいが、値は下げられないという部分はあるのではないかと感じている。そういう意味では、従業 

員の住宅手当にするのか、それとも従業員住宅のように整備するのかという部分も一つの提案とし 

てされてもいいのかなと思っていた。あと、保育に関しては実際問題として定員は空いているが、 

保育士不足が一番の問題である。29 年度から宮古市は臨時職員の保育士の単価を上げた。これが 

どのように変わるかについてはこれからと思っている。総合戦略事業の新規分について、もう少し 

庁内の各部でも真剣に考えてもらわないと困るというのが本音である。動かないで待っているより 

は、動いてみないと成果も結果も見えてこないので一緒に動きましょうという気持ちでいる。よろ 

しくお願いしたいと思います。 

（委員長）今言われたのは私が先程言った協働事業です。協働事業というのは実は仕事が増えるので、

行政は嫌がります。でもそれも仕事ですから、もっと市民の方々が市役所の職員、あるいは市に

対して「自分達はこういうことがやりたいから、行政一緒にやろうよ」あるいは「自分達でやり

たいようにやらせてくれ」というような機運がもっと盛り上がってこないとだめだと思います。

私は数字を見るのが元々仕事なので、もの凄く危機感を持っています。宮古市は他のところに比

べて数字の下り方がそれほどでもない。宮古の人口は減っていないというが、それは田老の人が

崎山に越しただけでは人口は減りませんから数字に出ないだけです。だからやはり危機感を持た

なくてはいけないと思います。 

（委員）遠野の地域おこし協力隊の詳細について教えていただきたい。14 名ぐらい地域おこし協力 

隊として入っていると聞いた。 

（事務局）地域おこし協力隊も、次に議題にして皆さんから意見を聞いてもいいのではないか？ 

（事務局）地域おこし協力隊は今年度からスタートしようと思って、昨年の 12 月から募集をかけま 

した。先程指摘のあったとおり、条件の事とか議会でもいろいろ意見を頂いています。遠野につい 

ては起業するまで 3 年間、協力隊として勉強を含めてやるというような募集の仕方だったのでは

ないかと思っております。今日は詳しい内容を持ってきていないのでお知らせできないですが、機

会があれば地域おこし協力隊についても皆様から意見を頂くというのも良いのではないかと考え

ています。 

（委員長）私も遠野は知っていますが、関東に居たら 25 万稼げるのに 16 万でも来るというと、10

万収入が減るけれど、やりがいや、自分の満足する何かを求めている。それを提供出来るかどう

かということです。提供するのは市だけなのかというと、私は市だけではないと思います。今日

の議事はこれで終了しますが、今後のことも含めて事務局からお願いします。 

 

事務局：今後の予定についてお知らせをした。 

 

企画課長が会議の閉会を宣言して終了。 


