
会 議 結 果 の お 知 ら せ 

 

平成２８年度第１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２８年９月１２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２８年８月２６日（金）午後６時００分から午後７時３０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の取組状況について 

４ 会議の概要 

   宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組状況について説明し、総合戦略の

検証のため意見交換を行った。 

   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１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２８年８月２６日（金）午後６時００分から午後７時３０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（２３名） 

  植田眞弘、鳥居四郎、山口泉、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、大越亮一、佐香秀彦、日野充、古屋徳暁、大堀匠、佐々

木正人、村上和恵、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（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、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。 

 

（委員長）それでは、議事に入ります。始めに（１）宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組

状況について、事務局から説明をお願いします。 

 

   事務局から資料により、宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組状況について説明。 

 

（委員長）まだ取組みは始まったばかりということで、事前に資料を配布しているということですの

で、個別的なことでも、全体的なことでも結構ですのでご意見等あればお願いします。一番分か

りやすい数字は、高校の新卒者で管内に就職したいという人の減少と、転入と転出の差では、明

らかに転出者が増えている、という危機的な状況になっているということです。目標は社会増減

なしとしています。まだ始まったばかりではあるが、ご質問・ご意見があればお願いします。 

 

（委員長）県内の総合戦略の進行管理に関わっていますので、総論的な質問です。市として取り組ま

なければならない事業が列挙されているわけですが、総合戦略を策定したことで質的に又は量的

に変化・強化されている点はどういうところなのか。 

 

（事務局）総合戦略策定後に新たに始まった取り組み等もありますので、説明します。まず、定住促

進等の取り組みということで「空き家バンク事業」を始めています。市内の空き家を登録してい

ただき、それを公表し借りたい方に紹介をするという事業を実施しています。まだ始めたばかり

ですので、登録件数が少ないですが新たな取り組みとして実施しています。宮古・室蘭のフェリ

ー就航に伴う、室蘭との交流事業や観光物産 PR 等、また、観光の推進事業として、スマホ等で

情報を見ることができる観光コンテンツの整備を今年度作成する予定としています。三陸ジオパ

ークの推進事業も今年度さらに行うこととしています。また、１次産業の担い手対策については、

以前より実施していたが、拡充・統合について検討しているところです。さらに、新婚世帯の住

居費等の補助を今後新たな取り組みとして実施したいと考えています。総合戦略を策定するとき

に、まずは「しごと」分野の取り組みを主に進めてきたところです。「ひと」「まち」分野につい

ては少し遅れ気味かもしれませんがそれぞれ検討をするなど取り組みを始めているところです。 
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（委員）資料２の１ページ目「工場の新設・増設等の件数」で、平成 27 年度２件という実績だが、

どのような内容の工場が増設されたのか教えてください。復興事業での工場増設であれば、復興

事業が終了となれば縮小となるので、内容によっては平成 31 年度にはなくなっている可能性も

あるのではないか。 

 

（事務局）工場の種類までは把握しておりませんでしたが、復興のための工事現場などの増設ではな 

いと考えております。 

 

（委員）同じく資料２の５ページ目の「観光入込客数」ですが、今ジオパークなどいろいろな部分で

宮古市を宣伝している割には、目標値が低いかなと思います。なぜ目標値を震災前の平成 21 年

の数値まで持っていけないのか。 

 

（事務局）総合戦略を策定する際、委員の皆様からご意見等をいただき目標値を設定したものです。

設定したときに、現状値の 125万人からの増加率ということで設定いたしました。確かに震災前

の数字に比べると小さいものとなっています。観光客については、震災直後減少したが徐々に増

加傾向になっていたが、平成 27 年度は前年度より下回っております。総合戦略に掲げておりま

すし、さらに観光振興ということで新たな取り組み等を行い観光客を増やしていきたいと思って

おります。 

 

（委員長）早めに目標値を達成できたのでより高めの目標に変える、ということはありえるのか。 

 

（事務局）総合戦略は常に見直していくこととしていますので、目標値を含め取り組みについても見 

直しも考えられます。 

 

（委員長）あまり高い目標値としても達成できないと困るし、低い目標値でもすぐ達成してしまうの

で難しいところである。実績を見て満足しないでより高めのものに変えていくことは可能だとい

うことである。 

 

（委員）資料２の１ページ「製造業における従業員一人当たりの現金給与総額」で、目標値 279万円

に対し平成 27年度 285万円となっている要因は何か。また、６ページの「定住・移住ワンスト

ップサービスの利用状況」の実績は年間で５名だが、利用者は定住できているのか。 

 

（事務局）まず、製造業の現金給与総額については、統計の資料によりますと平成 26 年度増加して

いる職種は、金型コネクター産業あたりが増加しているようです。目標値を既に上回っているが、

昨年度目標値を設定するときに現状値の５％増で設定しましたが、平成 27 年度実績で目標値を

上回っています。平成 27 年度に限ったことかもしれないので、もう１年ぐらい様子を見て目標

値の見直しも考えられるかと思います。２つ目の「定住・移住ワンストップサービスの利用状況」

については、昨年度市に問合せのあった件数を載せています。市で相談を受け不動産屋さんを紹

介した例がありますが、その後の追跡はしておりません。その他相談を受けた方には、定年後に

移住したい、という相談もあり、連絡があればメール等のやり取りをしております。先ほどの質

問のあった５人のうち何人定住したか、というところまでは把握しておりません。 

 

（委員）製造業の現金給与総額の「現金」とは、残業等も入れて社会保険料等を除いた手取りでの「現

金」ということか。 
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（事務局）給与だけでなく手当等も含めた額という認識でよいと思います。 

 

（委員長）例えば所定内給与で比較するとか、いいと思う。今回はまだ始まったばかりではあるが、

資料２に第１次産業は農林水とあるが、第２次産業は製造業だけである。例えば、金型産業はど

うなのか、水産加工業はどうなのか、復興関連の建設業などのデータをこれから揃えていくこと

になる。農業・林業・水産業ときて、製造業とくるところが違和感を感じる。暮らしぶりが良く

なっているのかを考えるときに、現金給与で見るのがいいのかどうか。 

 

（委員）資料２の５ページ「社会減数」の転出した人の年齢別・世代別は以前出たデータとだいたい

同じような傾向なのか。 

 

（事務局）同じ傾向です。 

 

（委員）今後の策はその年齢層を見ながら計画を作っていけばいいのかなと思う。資料１の新規事業

で予算がついていないものが何点かある。つけなかった理由は何か。 

 

（事務局）計画がまだ煮詰まっていないものです。やり方をどのようにするかにより事業費も変わっ

てくるので、金額まで載せることができないというものです。平成 28 年度以降の部分について

は、随時金額が変更となるものと考えています。 

 

（委員）せっかくここで話し合い載せた事業もあるので、ぜひ金額を計上してもらいたい。随時計画

を見直しする、ということだが、見直しをする計画もすぐに煮詰めていかないとどんどん出てい

く一方である。他の市町村も様々な策を練って少ない中から引っ張ってこようとしているので、

具体的なことができればいいかなと思う。 

  区界住宅は、入居者を公募しているがお風呂がないようだ。お風呂は実費でつけて入居をするこ

とになるようだ。それでは人は入らないと思う。常に来てください、ウエルカムです、というよ

うな策を練っていかないと人は来なくなると思う。PR も兼ねてホームページ等でやっていただ

きたいと思う。 

 

（事務局）「空き家バンク事業」という事業を始めておりますが、今年度は空き家に対する計画を策

定する予定であり、「空き家バンク」だけでなく「空き家リフォーム補助」など空き家全体の施

策を考えたいと思っております。また、公共施設の活用についても併せて検討していかなければ

ならないと考えております。 

 

（委員）旧川井村・旧新里村は空き家が多い。手放したいというのが地域の人の想いであり、そうい

う方への発信力を高めてもらいたい。 

 

（委員長）区界住宅を作って皆さんどんどん来てください、ですがお風呂は自分でつけてください、

とは、悪い冗談にしか聞こえないですね。 

 

（委員）いろいろと予算を見ていましたが、事業費のうち宮古市の一般財源、その他特定財源、起債

などさまざまあると思うが、起債の割合はどの程度か。市民としては、起債で行う事業となると

後々のマイナス部分が多くなるので、その辺の％を教えていただきたい。 

 

（事務局）本日の資料につきましては、総合戦略の事業ということで載せています。総合戦略の事業

はほとんどがソフト事業です。この一覧に載っている事業について起債はほとんどないと思いま
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す。ただし、市全体としては起債で行う事業もあります。その割合につきましては、資料を持ち

合わせておりませんでしたので、全体としても割合は説明できませんが、財源については、国の

有利な交付金等を使いながら、なければ一般財源でやっていかなければならないと考えています。 

 

（委員）いろいろな事業も確かですがマイナスになるような事業には進んでほしくない。将来を見越

した場合宮古市も新しい庁舎を新設し、ここは壊すなどをすると結構お金を必要とするので、起

債額が多くなるということは、子どもや孫の代までずっとマイナスを背負わなければならないこ

とになる。 

  もう一つは、椎茸などに事業費をつけている。宮古・下閉伊地区で椎茸の生産量が多いが、大分

で行われている椎茸の品評会で買い付けられ宮古から出ていく。宮古の椎茸を大分で１番の「ど

んこ」として売っている。そういう現状を踏まえたうえで補助金を出しているのか、という疑問

があるがいかがか。 

 

（事務局）椎茸については放射能の関係で一旦価格が低迷したが現在は戻りつつある。ただし、生産

者がだんだん少なくなってきていて、生産量もだんだん落ちてきているという実態がありますが、

その中で補助事業を実施することにより生産量の拡大を図っていくということで市では椎茸・林

業振興と併せて図っていくということが実態です。 

 

（委員）宮古地域はある程度椎茸で売っているわけだが、生産流通に乗るのは最高級を呼ばれる大分

県が「どんこ」と称して生産している椎茸であり、その大半は宮古地域から高い値段で買い付け

られている現実がある。宮古の椎茸を大分が買って、大分の「どんこ」と称して売っている。し

かし我々の口に入るのは安い椎茸である。例えば、伊豆半島に行けばすべての料理に椎茸を入れ

て使っている。宮古市では補助金等も出していても、それをすべて大分で買っていく状況である。

市としても、農業生産性を高めるために立派な椎茸を作ることも大切だが、一般に流通するよう

な椎茸を作ってもらいたい。そうすればより生産性も上がるし、食べる機会も増えてくる。 

  流通を大分にすべて持っていかれてしまう、そういった実態を行政は把握し、補助金などの施策

を立ててもらいたい。 

 

（委員長）この件に関して○○委員、いかがですか。 

 

（委員）先日の新聞にも掲載されましたが、農林大臣賞を受賞した方がいる。椎茸の価格も戻ってき

ている。森林組合の生産者も 27 名から７名になっている。今後のことですが、震災で値段が下

がった時点で、東電からの保証もいつまでもらえるかわからないので、終わったら終わるという

流れになっている。そうなると森林組合としても商売として成り立たない。岩手県では振興する

ための予算をつけているのでやりなさいと言われる。しかし新規参入者となると、山はない、木

はない、福島が震災前は原木を出していたが今はそれが岩手にきているがない、という現状であ

る。新規参入者を増やせるかとなるとちょっと難しい。震災前 10 年ぐらいは農林大臣賞が圧倒

的に宮古・下閉伊地区で取ってきた。今回は取れたが、今後どこまでやれるか、現状の人がどこ

までできるかが難しいのではないかな、と思う。ちなみに岩手県の予算は林業に続いて椎茸が２

番目に多い。 

 

（委員）市民推進委員会で出た案の中で事業となっている「リデザイン事業」ですが、総合戦略の

53 ページのターゲットを絞るのに、「首都圏」という言葉を外したと思うが、（事業計画書では）

外されていないのは何故か。あと、せっかく走り出しのところなので観光関連のことだが、市全

体としてどのように観光で売り出したいのかを統一するような事業が一つあっても面白いのか

なと思う。 
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（事務局）首都圏だけでなく、国内・国外もという話だったと思います。文言では残っていますが首

都圏に限ったことではないとの認識です。DMO についてですが、今年度「宮古版地域 DMO」

の立ち上げを取り組んでいます。加工業の推進については、国の交付金が認定され今年度は通常

通りの事業ですが、来年度以降から拡充していきたいと考えています。 

 

（委員）DMO の事業も見たうえで観光関連の事業が、Wi－Fi・パンフレットなど末端を攻めている

ような事業が多いと感じた。その前に統一した観光のプロモーションを考えたときに、整理して

宮古市として観光をどうしていくのかを統一していく事業を一つ作り長期計画につなげていけ

るような流れにした方が面白いのかなと思った。 

 

（委員長）総合戦略を変えるのではなく宮古市の観光のブランドデザインを明確に示しておいたほう

がいいのではないか、というのはその通りである。都市圏という言葉じゃないかと議論したので

はないかと記憶している。観光については、次回以降継続して議論したいと思う。 

 

（委員）先ほどの椎茸のお話を興味深く聞いていた。水産業も一緒で秋鮭は、本州で一番水揚げされ

ているのが宮古市だが、新潟県の村上にいっぱいいっている。宮古市より村上の方がブランド力

がある。そういうのは、その土地によりいっぱいあり宮崎県の都城は、ブランド牛を作る発祥の

地で彼らはそれを誇りに思っている。魚だったら魚種によってもブランドにしたほうがいいもの

とどこかの産地でブランドになるものと２つあり、その見極めが大事だと思う。震災後、外へ売

っていくことを水産業では行ってきたが、意外と観光のところと繋がっていない現状や、地元の

飲食店に納めておらず地元の飲食店は外から買っている現状がある。観光を強く謳っていくとき

に「食」は強くあると思うので、大きい枠のところでどうやって宮古に来たいか、宮古に来たら

どういったものがあるかというものがもっとあればいいかなと思う。 

 

（委員）最近女性のパワーが発揮されてる。今日も女性ならではの感覚・子育ての問題、抱えている

問題等があると思うので意見を聞かせてもらいたい。 

  奨学金制度についてですが、宮古市の子ども達も奨学金を利用していると思う。修学・就職の点

でも奨学金制度は大きい影響を持っているものであると思う。ただ、社会人になってから返済す

ることになるので、それらを考慮しながら市として魅力ある奨学金制度を考えているのか。 

 

（委員長）今後の市民推進委員会で事務局より示していただきたい。 

 

（委員）現段階で事業の良し悪しをなかなか判断できないと思っている。市民推進委員会は今後どの

ように関わっていくのかをお聞きしたい。一つは頻度、どのタイミングで総合戦略の検証に携わ

るのか、事業計画書で示してもらったが一つ一つの事業の目的と予算だけでは、進捗したのか、

効果がどうだったのかわからない。事業の PDCA を事務局側で見ていてそれに対し進捗がどう

だったのか効果がどうだったのかという議論がしやすいのかなと思う。一つは頻度、そしてこれ

から提示される資料、それについて事務局でどのように考えているか。 

 

（事務局）頻度については、必ずこの時期というように決める訳ではなく行っていきたいと思います。

考え方としては実績が出たので実績の報告をして、来年度の事業はこれから計画を作ったり予算

要求をしたりしていくわけですので、その前に皆様から意見等を頂いて意見を来年度事業に反映

できればと思っています。実績が出た後の実績の検証と、それを踏まえた次年度へ向けた新しい

取り組みに対する意見をいただければと思います。資料については、今回簡単過ぎましたので、

内部での評価結果を提供しそれを見ていただきたいと思っています。次回からは資料を工夫した
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いと思います。 

 

（委員長）どうやって若者の人口流出の歯止めをかけようかということが一番の課題である。国勢調

査の速報値は既に出ているが、沿岸地域の興味深い点は男性より女性が倍以上出ていくことであ

る。女性の声の受け皿がないのか、出産・子育て環境が悪いのかなど、いろいろな問題がある。

様々な場で議論されているが、特に岩手県沿岸地域は女性が閉塞感を持つような地域社会なので

はないか。意見を言えない、それが嫌で出て行ってしまうなど、様々な考え方がある。そういっ

た出産・子育て環境に総合戦略の取り組みについて意見等をいただきたい。 

 

（委員）活動を通じて、心身ともに病んでいる方が増えていることを実感している。宮古のコミュニ

ティが盛んになり心身ともに健康な方が増えていけば嬉しいと思う。 

 

（委員長）今ご指摘頂いた点はぜひこの地域社会で改善してほしいと思います。 

   

（委員）「目黒のさんま祭り」で宮古のさんまを提供していて、震災後宮古市の廃棄物を一番最初に

東京都が持って行ってくれたことがすごい成果なのではないかと思っている。一つ疑問に思って

いるのが、田老球場はハコモノで 7 億 5000 万円かけて作った話を報道等で聞いている。それが

「しごと」の戦略となっているのか、管理費で宮古市がどのくらいかかっているのか、球場を作

ったことにより雇用が出ているのか分かれば教えてほしい。 

 

（事務局）（管理費については事務局で）把握できていない部分であります。田老野球場は災害復旧

だったと思います。隣には田老の道の駅が仮オープンして整備されています。 

 

（委員）道の駅であれば雇用があるが、ハコモノで国からの予算で作ったのだと思いますが、球場を

作ったことにより管理費で宮古市が苦しむのか、逆に雇用に結びつけることができるのか、総合

戦略として持っていく考えはあるか。 

 

（事務局）野球場だけでは（総合戦略に載せることは）ないと思います。田老の地区全体（のまちづ

くり）としてであればあるのかもしれません。 

 

（委員）現状では球場は宮古市にとっては管理費だけを食うものなのか。 

 

（事務局）今までも野球場はあり当然管理費もかけてやっていましたし、使用料等も徴収してやって

いると思います。野球場を利用する子ども達など、直接お金に関わらない部分で有効に使われて

いると思います。 

 

（委員）PR とか宣伝とかやっているように見えるので、その効果もあるだろうと思うが、球場は古

くなり管理費がかかる。ただ球場を作ったことにより雇用ができているのかなと思い聞いた。 

 

（事務局）野球場ができたことにより雇用が増えたということはないと思います。 

 

（委員長）田老地域の広域的な魅力の発信、地域での雇用の創出ということも含めて、これから野球

場も拠点として活かしていくということである。 

宮古市の総合戦略は、我々が作ったと言っても過言ではない、いろいろな意見を言ってできたも

のである。総合戦略に基づいて行政が取り組みを行っていく。市民推進委員会は、チェックしそ

の進行管理をしていくことが役割になると思う。本日は始まったばかりということなので、この
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事業は遅れている、などという段階ではないと思うが、これからそういう作業に入っていく。時

間の関係もあり全ての委員より意見を頂戴できませんでしたが、事前に資料を配布されますので、

それについてご意見・ご質問等を事務局に寄せていただいても構わない。本日の資料について、

本委員会としては説明を聞いて了解したということにさせていただく。 

  「４．その他」について何か事務局よりあるか。 

 

（事務局）本日は回答できない部分等あり、皆様にご迷惑をおかけいたしました。質問の中で、起債

のお話がありました。ここ３年間で見ると、平成 24 年度が震災後であり一番歳出が大きいので

すが、約 981 億円の歳出に対して起債は 24.4 億円、平成 25 年度が 827 億円に対し起債が 22.6

億円、平成 26 年度が 704 億円に対し起債が 18.7 億円となっています。起債額は増やさずに行

っており、復興事業には基本的に起債を使っていません。宮古市は、起債のなかも結構な金額が

過疎債といって交付税で返ってくる有利な起債です。「市民一人当たりの分配所得」で、平成 24

年度～平成 25 年度の１年間だけで製造業が 33.5％増えています。建設業は 71.0％、電気・ガス・

水道業 12.4％増えています。建設業、電気・ガス・水道は復興事業であると思います。製造業

は復興事業と関係ない部分なので、水産加工業や金型コネクター関係で上がっている部分だと思

います。次回は KPI に対して細かく分析をした形で資料提供させていただきたいと思いますし、

我々もどう考えるのかを評価し、どこかの段階で KPI の見直し等についても議論していただき

たいと思います。  

 

（事務局）本日はこれをもちまして会議を終了いたします。ありがとうございました。 


