
基本目標：【しごと】地域に根ざした産業を振興し、生活を支える所得が得られる仕事を創出する

戦略 指標銘 意見等 事業名

a)水産物宮古ブランド推進事業

ｂ）栽培漁業推進事業

ｃ）地域木材利用推進事業

ｄ）森林団地化促進事業

ｅ）青年就農給付金事業

ｆ）農林水産品の商品開発・リデザ
イン事業

基本目標：【しごと】地域に根ざした産業を振興し、生活を支える所得が得られる仕事を創出する

戦略 指標銘 意見等 事業名

ｂ）地域基幹産業人材確保支援事業

ｃ）次世代経営者育成支援事業

ｄ）資格取得支援事業

ｅ）新規学卒者雇用奨励事業

ｆ）地（知）の拠点大学による地方
創生推進事業

ｇ）新産業創出プロジェクト

○その他

◎基本的方向：１　本州最東端から国内外へ向けた産業振興戦略

A
①稼ぐ１次産
業、宮古を味わ
う「食」産業の
実現

①認定農業者数
②私有林素材生産量
③水産業総生産額

＜ＫＰＩ関連＞
・戦略に味わうを入れるのであれば、味わうに関連した指標が必要。
・把握する術があるのであれば、指標は利益がよい。

＜意見＞
・創生なので、過去の実績ではなく新しいものを作り、それを評価していかなければいけない。
・「稼ぐ」が入っているので、実際に稼いでいるのかがわかるよう、ＫＰＩを見直さなければならない。総生産で
は、稼ぐはわからない。
・指標は、利益が分かるようにする必要がある。（付加価値額）
・人口の減少や流出が続く中、従業員数に対する売上額など。
・売上額等だと、農業は把握が難しい。
・１つの会社で６次化は、なかなか難しいと思うので、異業種間連携で取り組むべき。
・消費税増税の影響があるのではないか。
・金融機関における評価では、ローカルベンチマーク（企業の機能）を評価しているものもある。
・一次産業だけで「味わう」という食産業での取り組みを進めるのは難しいと思う。「味わう」が必要か。
・森に関する事業が少ない。森を育てる仕掛けづくりが必要。
・認定農業者数を増やせば、稼ぐになっているのか。 ｇ）地域資源情報発信・販路開拓事

業

○その他

◎基本的方向：２　若い世代が活躍する産業戦略

A ①人材の確保・
育成支援

①新規就農者数
②林業新規就業者数
③漁協新規組合員数
④人材育成事業参加企業数
⑤大学生のインターンシップ参加
者数

＜ＫＰＩ関係＞
・高校生への取組みを入れていくべき
・指標に建設業に関するものも必要

＜意見＞
・宮古圏域で、高校生を対象とした意向調査を行っているので、ぜひ見てほしい。
・新規就農者数よりも辞める人が増えている。

ａ）１次産業の担い手確保事業
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基本目標：【しごと】地域に根ざした産業を振興し、生活を支える所得が得られる仕事を創出する

戦略 指標銘 意見等 事業名

ａ）子育て支援企業の育成支援事業

ｂ）福祉人材養成事業

ｃ）お仕事サポート事業

◎基本的方向：１　結婚・出産・子育ての希望をかなえる戦略

戦略 指標銘 意見等 事業名

ｂ）異業種交流支援事業

ｃ）特定不妊治療費助成事業

ｄ）保育料軽減事業

ｅ）幼稚園奨励費補助事業

ｆ）幼稚園預り保育料軽減支援事業

基本目標：【ひと】子どもを産み育てやすい環境をつくり、結婚・出産・子育ての希望をかなえる

◎基本的方向：３　ワーク・ライフ・バランスのとれた就労環境の創造

B
①生活とバラン
スのとれた労働
時間の推進

①「いわて子育てにやさしい企業
等」認定数

・大学卒業しないと職がなく高校卒業が少なくなっているため目標としてどうか。
・大学へ行ってから戻ってくるような戦略・施策等が必要である。
・戦略に高校就職率はいらないのではないか。
・大学から宮古へ帰ってくるときに働ける場所がない。高校で学び、大学で学んだ後に宮古市で活かせる職種がな
い。給料が低い。
・平均所得は若者の金額でなく、落ち着いた職についている人の額となっており、地域に戻ってくる人の指標として
はどうなのか。
・専門学生が外にいって戻ってこれるよう専門高校にあった職場があればいいのではないか。
・企業に浸透していない。
・もっといいことをやっている企業がある。就業規則等みればわかる。
・この項目は【ひと】へ入れたほうがいいのではないか。
・企業へアンケートなどを実施して規則に入れている割合を出すのはどうか。
・規則を変える企業が増えるためには、市から恩恵などがないと進まない。
・企業も告知が必要である。（当社は○○に登録されています等）

B
①出会い・結
婚・出産・子育
て支援の展開

①出会いの場を作った回数
②妊娠11週以下の届出率
③子育て支援拠点事業年間利用組
数
④子育てボランティア登録者数

・田老に新築が建っていない。
・流れとして　出会い～結婚がさきではないか。
・女性が主な目標ばかりであり男性がない。先ほどの企業の項目をここへ持ってくるのはどうか。
・大きな職場でないと結婚して暮らすのは厳しい（所得）
・出会いを作った後が大切。
・妊娠11週目の届出件数という目標が直接的すぎる表現である。
・街コンもやり方を考えての実施がよい。
　　→趣味を合わせた街コン、もっと気軽に参加しやすい街コン、バツイチも参加できる街コン、

ａ）出会いづくり支援事業

ｇ）医療費給付事業

○その他
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◎基本的方向：２　郷土を愛し・拓く人づくり戦略

戦略 指標銘 意見等 事業名

ｂ）家庭教育支援事業

ｃ）ふるさと教育支援事業

ｄ）海洋人材を育む担い手・教育推
進事業

ｅ）部活動支援事業

戦略 指標銘 意見等 事業名

ａ）空き家バンク事業

ｂ）空き家リフォーム補助事業

ｃ）医師・看護師養成事業

ｄ）福祉人材養成事業【再掲】

ｅ）地域コミュニティ形成促進事業

○その他

戦略 指標銘 意見等 事業名

ａ）空き家バンク事業【再掲】

ｂ）空き家リフォーム補助事業【再
掲】

ｃ）住めばみやこ（宮古）推進事業

ｄ）Ｕ・Ｉターントータルサービス
事業

基本目標：【ひと】子どもを産み育てやすい環境をつくり、結婚・出産・子育ての希望をかなえる

C
①郷土を愛し、
誇りが持てる学
び・教育の充実

①宮古市への愛着度
②もてなし検定受験者数
③スポーツ・文化の全国大会出場
団体・個人数
④地域教育カリキュラム実施学年
の割合

①市民の愛着度だけでなく、宮古出身者の愛着度も捉えられるとおもしろいと思う。（例えば、お盆の帰省のタイミ
ングの際など）
①愛着度に直結するかわからないが、宮古出身ではない者からすると、宮古はコミュニティがしっかりしているとい
う印象を受ける。
②「もてなし検定」自体を知らなかった。⇒次回、「知る知る宮古」を配布
②もてなし検定受験者数ではない方が良い。検定を受験し、もてなし隊となっているのであれば、もてなし隊として
活動している人数や内容を数値にした方が、より成果としてわかりやすくなるのではないか。
③Q.出場者すべてを把握しているのか？
③目標としては良いと思うが、どの情報を持ってきているのかどうか、正しい数値かどうか疑問。
④教育委員会を通して学校が必ず実施しているものであるので、達成率が100%になるのは当然のこと。指標としては
不適切ではないか。
④カリキュラムの内容がどうかが問題。子どもたちが、郷土のことをよく理解しているか、どう考えたかを、直接本
人たちに聞いても良いのでないかと思う。

ａ）育英事業

ｆ）学校給食地産地消推進事業

基本的目標：【まち】地域の魅力向上を図り、より快適で豊かに暮らせる環境をつくる

◎基本的方向：１　住み続けたいまちづくり戦略

C
②安全で快適に
暮らせる生活基
盤の確保

①地域医療に対する市民満足度
②超高速ブロードバンド利用可能
世帯割合
③自主防災組織の活動カバー率
④鉄道・バスの市民１人当たりの
年間利用回数

①市民満足度が低いという印象を受ける。医師不足や救急、高度医療に対する何らかの不安の表れではないか。国や
県と一緒に取り組まないと難しいことだと思う。
①Q.医師が確保されたかどうか把握しているか？
①医師数や看護師数の数字の変化を示し、確保に努めた結果をKPIとすればよいのではないか。
①確保だけでなく育成も必要なことであるから、医師等奨学金の利用者数を指標としても良いかもしれない。

ｆ）地域公共交通活性化支援事業

◎基本的方向：３　Ｕ・Ｉターン促進戦略

C

①Ｕ・Ｉターン
者への各種支援
の充実

①空き家バンクの登録件数
②空家リフォーム件数
③定住・移住ワンストップサービ
スの利用状況

・金融機関として捉えると、空き家解体ローンの利用者が少ないという印象。
・全国的に空き家を何とかしなければならないとなっているが、都会や街なかの話で、宮古の場合はお盆になると帰
省するため、「空き家ではない」と捉えているのではないか。
・空き家は個人所有であることから、市がどこまで手を出していいのかという問題もあり、難しい印象。
・先日着任した地域おこし協力隊が空き家をテーマにしているとのこと。何かしら見えてくると期待している。
④アクセス数がKPIでもいいが、アクセス数を増やす努力をどのようにやっているのかが見えない。
④目標値が適切かどうか判断が難しい。多いのか少ないのか、達成していないのであればどうやって増やすかなど、
わからない。
④アクセスした人の声を拾う工夫ができないか。宮古市のHPにたどり着いた経緯を知るための簡単なアンケートを取
れると良い。
④マスコミに取り上げられるなど、露出度を増やしていく工夫が必要だと思う。
④最終的には移住者を増やすことが成果。アクセス数を伸ばすことではないはず。移住者が増えたという結果が数値
として見えると良い。
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ｅ）新規学卒者雇用奨励事業【再
掲】

〇その他

②シティプロ
モーションの実
施

①移住者向けホームページアクセ
ス数

ａ）みやこシティプロモーション推
進事業

C

①Ｕ・Ｉターン
者への各種支援
の充実

①空き家バンクの登録件数
②空家リフォーム件数
③定住・移住ワンストップサービ
スの利用状況

・金融機関として捉えると、空き家解体ローンの利用者が少ないという印象。
・全国的に空き家を何とかしなければならないとなっているが、都会や街なかの話で、宮古の場合はお盆になると帰
省するため、「空き家ではない」と捉えているのではないか。
・空き家は個人所有であることから、市がどこまで手を出していいのかという問題もあり、難しい印象。
・先日着任した地域おこし協力隊が空き家をテーマにしているとのこと。何かしら見えてくると期待している。
④アクセス数がKPIでもいいが、アクセス数を増やす努力をどのようにやっているのかが見えない。
④目標値が適切かどうか判断が難しい。多いのか少ないのか、達成していないのであればどうやって増やすかなど、
わからない。
④アクセスした人の声を拾う工夫ができないか。宮古市のHPにたどり着いた経緯を知るための簡単なアンケートを取
れると良い。
④マスコミに取り上げられるなど、露出度を増やしていく工夫が必要だと思う。
④最終的には移住者を増やすことが成果。アクセス数を伸ばすことではないはず。移住者が増えたという結果が数値
として見えると良い。



基本目標：【しごと】地域に根ざした産業を振興し、生活を支える所得が得られる仕事を創出する

戦略 指標銘 意見等 事業名

ａ）農林水産品の商品開発・リデザ
イン事業【再掲】

ｃ）企業誘致事業

◎基本的方向：１　結婚・出産・子育ての希望をかなえる戦略

戦略 指標銘 意見等 事業名

ａ）子育て全方位サポート事業

ｃ）福祉人材養成事業【再掲】

ｅ）子育て支援企業の育成支援事業
【再掲】

○その他

戦略 指標銘 意見等 事業名

ｂ）区界地区移住促進事業

○その他

戦略 指標銘 意見等 事業名

◎基本的方向：１　本州最東端から国内外へ向けた産業振興戦略

D
②地域資源を活
かした水産加工
品の製造と企業
誘致による製造
業の振興

①製造業における従業員１人当た
りの現金給与総額
②工場の新設・増設等件数

・KPI「製造業における従業員1人当たりの現金給与総額」「工場の新設・増設等件数」はどちらも概ね目標を達成で
きている。
・KPI「製造業における従業員1人当たりの現金給与総額」について、県平均と比較するとどうか。

ｂ）港湾振興事業

ｄ）地域資源情報発信・販路開拓事
業【再掲】

基本目標：【ひと】子どもを産み育てやすい環境をつくり、結婚・出産・子育ての希望をかなえる

D
②働きながら子
育てしやすいま
ちづくり

①待機児童数
②ファミリーサポートセンター依
頼会員数
③一時預かり保育施設年間利用者
数

・KPI「待機児童数」の減少している理由は、受入定員が増えたからか。
・待機児童の発生している地域はどこか。
・KPIとして、「女性の就業者数」（20～30代）があっても良いのではないか。
・働きながら子育てしやすい環境が整っていると評価できる。

ｂ）保育園等の運営支援事業

ｄ）保育士・幼稚園教諭就労環境整
備事業

基本的目標：【まち】地域の魅力向上を図り、より快適で豊かに暮らせる環境をつくる

◎基本的方向：１　住み続けたいまちづくり戦略

D
①地域拠点を中
心としたにぎわ
い創出

①中心市街地の歩行者交通量
②中心市街地の新規出店数

・KPI「中心市街地の歩行者交通量」について、達成評価はBであるが達成度は64.7％であり、厳しいと感じる。
・新庁舎の完成、三陸鉄道の全線開通など、今後増える可能性はある。
・KPI「中心市街地の新規出店数」について、新規の出店があることは良いことである。
・若者向けの出店が増えればよい。
・電線の地中化も期待できるのではないか。
・商店街で歩行者天国を実施してはどうか。
・祭りやイベントで商店街に引き込んだ方がよい。

ａ）中心市街地・空き店舗への新規
出店・起業支援事業

◎基本的方向：２　交流人口の拡大戦略

D

①森・川・海の
地域資源を活か
した交流拡大の
推進

①観光客入込数
②延べ宿泊者数
③体験・交流プログラムの利用者
数
④客船寄港回数

・KPI「延べ宿泊数」は、復興事業関連の影響があると思われる。
・学ぶ防災をもっと活用すべきである。防災関係のプログラムをもっと増やしてはどうか。
・三陸鉄道が実施している震災学習列車と連携して取り組んではどうか。
・防災学習に三陸鉄道の宮古～釜石間も利用した方がよい。

ａ）みやこ巡りプラン推進事業

ｂ）観光情報コンテンツ配信事業

ｃ）港湾振興事業【再掲】
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ａ）森・川・海の自然教育活動拠点
づくり推進事業

ｂ）既存施設の観光客受入環境整備
事業

ｃ）地域資源情報発信・販路開拓事
業【再掲】

・湯ったり館利用者の減少は、復興工事関係者の減少によるものではないか。

D

①森・川・海の
地域資源を活か
した交流拡大の
推進

①観光客入込数
②延べ宿泊者数
③体験・交流プログラムの利用者
数
④客船寄港回数

・KPI「延べ宿泊数」は、復興事業関連の影響があると思われる。
・学ぶ防災をもっと活用すべきである。防災関係のプログラムをもっと増やしてはどうか。
・三陸鉄道が実施している震災学習列車と連携して取り組んではどうか。
・防災学習に三陸鉄道の宮古～釜石間も利用した方がよい。

ｃ）港湾振興事業【再掲】

②自然・伝統・
文化を満喫でき
る拠点づくりの
推進

①道の駅みやこ、道の駅たろう利
用者数
②湯ったり館利用者数
③道の駅やまびこ館、道の駅区界
高原利用者数
④各拠点における雇用者数



個別事業名

水産物消費拡大事業

栽培漁業推進事業

木材利用促進事業
（地域木材利用住宅推進事業）

森林整備地域活動支援交付金事業

青年就農給付金事業

地域資源活用販路開拓支援事業

地場産業支援育成事業

地域資源活用販路開拓支援事業【再掲】

木材利用促進事業（木質バイオマスストーブ設置事業）

しいたけ等特用林産物生産施設整備事業

森林整備補助事業

農林水商工観連携事業

産業振興補助金

個別事業名

新規就農対策事業

林業担い手育成補助金

漁業担い手確保対策事業

水産業担い手育成対策事業

地域基幹産業人材確保支援事業

次世代経営者育成支援事業

金型技術者育成補助金
（産業支援センター事業のうち）

新規学卒者雇用奨励事業

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

新規創業者支援家賃補助金
（産業支援センター事業のうち）

雇用促進対策事業

◎基本的方向：１　本州最東端から国内外へ向けた産業振興戦略

◎基本的方向：２　若い世代が活躍する産業戦略



個別事業名

宮古市子育て応援企業認定事業

民間保育士奨学金等返済助成事業

お仕事サポート事業

個別事業名

出会いづくり支援事業

みやこ縁結び事業

いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録料助成事業

みやこ縁結び事業【再掲】

特定不妊治療費助成事業

保育料等多子軽減事業

幼稚園就園奨励費補助事業（幼稚園支援事業のうち）

幼稚園預り保育料軽減支援事業（幼稚園支援事業のうち）

乳幼児・小学生医療給付事業

中学生医療給付事業

妊産婦医療給付事業

結婚新生活支援補助事業

地域子育て拠点事業

ファミリーサポートセンター事業

私立保育所支援事業

施設型給付費等支給事業

児童手当給付事業

児童扶養手当給付事業

障害児通所支援事業

幼稚園支援事業（幼稚園就園奨励費補助金、幼稚園預かり保育料軽減補助金を除く）

家庭児童相談室設置事業

基本目標：【ひと】子どもを産み育てやすい環境をつくり、結婚・出産・子育ての希望をかなえる

◎基本的方向：３　ワーク・ライフ・バランスのとれた就労環境の創造



個別事業名

育英事業（貸付）

定住化促進奨学資金返還免除事業

家庭教育支援事業

総合学習推進事業（小・中学校）

海洋人材育成支援事業

新宮古教育プラン事業（パワーアップ）

学校給食用宮古米生産協力補助事業

学校給食地産地消推進事業補助金

個別事業名

空き家バンク事業

空き家リフォーム補助事業

医師・看護師養成事業

宮古市保育士養成奨学資金貸付事業【再掲】

地域防災力向上促進事業（自主防災組織育成強化支援事業）

三陸鉄道経営強化支援等事業

新駅整備事業

ＪＲ山田線利用促進事業
（鉄道復旧整備促進・利用促進事業のうち）

三陸鉄道支援事業

岩手県三陸鉄道強化促進協議会負担金
（鉄道復旧整備促進・利用促進事業のうち）

生活交通（バス）路線維持事業

路線バス利用促進事業

超高速ブロードハンド基盤整備事業

個別事業名

空き家バンク事業【再掲】

空き家リフォーム補助事業【再掲】

定住化促進奨学資金返還免除事業【再掲】

Ｕ・Ｉターントータルサービス事業

基本目標：【ひと】子どもを産み育てやすい環境をつくり、結婚・出産・子育ての希望をかなえる

基本的目標：【まち】地域の魅力向上を図り、より快適で豊かに暮らせる環境をつくる

◎基本的方向：１　住み続けたいまちづくり戦略

◎基本的方向：３　Ｕ・Ｉターン促進戦略



新規学卒者雇用奨励事業【再掲】

　地域おこし協力隊事業

みやこシティプロモーション推進事業



個別事業名

地域資源活用販路開拓支援事業【再掲】

フェリー航路開設事業

タグボート常駐経費補助事業

港湾総務一般

企業誘致事業

地場産業支援育成事業【再掲】

地域資源活用販路開拓支援事業【再掲】

個別事業名

保育士人材バンク設置運営事業

公立保育所等運営事業

特別保育事業

放課後児童対策事業

家庭的保育事業所開設準備補助金

民間保育士奨学金等返済助成事業【再掲】

保育士就職支援事業

民間保育士住居費支援事業

民間保育士奨学金等返済助成事業【再掲】

民間保育士再就職支援事業

子育て支援員研修事業

宮古市子育て応援企業認定事業【再掲】

在宅子育て支援金

個別事業名

産業振興対策事業（商業振興対策事業費補助金）

新規創業者支援家賃補助金【再掲】

区界地区移住促進事業

国道340号休憩施設等整備事業

個別事業名

観光宣伝事業

宮古市ジオパーク推進事業

潮里ステーション整備事業

観光コンテンツ配信事業

フェリー航路開設事業【再掲】

タグボート常駐経費補助事業【再掲】

◎基本的方向：１　本州最東端から国内外へ向けた産業振興戦略

基本目標：【ひと】子どもを産み育てやすい環境をつくり、結婚・出産・子育ての希望をかなえる

基本的目標：【まち】地域の魅力向上を図り、より快適で豊かに暮らせる環境をつくる

◎基本的方向：１　住み続けたいまちづくり戦略

◎基本的方向：２　交流人口の拡大戦略



港湾総務一般【再掲】

森・川・海の自然教育活動拠点づくり推進事業

公衆無線Wi-Fi環境整備事業

観光ＤＭＯ事業


