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平成 29年７月定例記者会見 

【７月３日(月) 午前 11時 ４階特別会議室】 

 

会見項目 

１ 三陸ジオパーク関連イベントについて              （観光港湾課） 

２ 宮古運動公園落成式について                  （生涯学習課） 

３ 宮古運動公園復旧記念行事について               （生涯学習課） 

４ 岩手県立水産科学館「第 30回磯の生物展」について      （県立水産科学館） 

５ 浄土ヶ浜海水浴場の開設について                （観光港湾課） 

６ 「海の日」関連イベントについて                   （水産課） 

７ 帆船「海王丸」の宮古港寄港について              （観光港湾課） 

８ 未来（あした）への道 1000km縦断リレーについて        （生涯学習課） 

９ 「むろらん港まつり」及び「宮古市・室蘭市ヨット交流」について （観光港湾課） 

10 ナイトライブラリー・図書館おばけ屋敷について         （市立図書館） 

11 「コンサートキャラバン 2017」について               （文化課） 

 

 

会見内容 

  冒頭に市長から「３期目の任期が今日、スタートしました。報道機関の皆さまにおか

れましては引き続き市の取り組みを広く伝えていただきますようよろしくお願いします」

とあいさつ。その後、別紙資料１～11について市長から説明。 

 

記者との質疑 

ＴＶＩ記者 

  資料２の運動公園落成式についておたずねします。施設の規模等は震災前と同じです

か。 

市長 

  野球場は元通りに復旧。陸上競技場は、ウレタン舗装、観覧席を新たに整備しました。

運動公園内に自由広場なども整備しました。 

読売新聞記者 

  陸上競技場は、震災前から、日本陸連第３種公認だったのでしょうか。 

市長 

  今回のリニューアルで公認を受けました。沿岸で初となります。県大会を開催できる

ほか、公認記録をとることができます。 
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ｍｉｔ記者 

  資料５の浄土ヶ浜海水浴場の開設についてですが、海水浴をできるのは何時からにな

りますか。 

市長 

  午前９時ごろ、警察官警戒所の開所式が終わってからになります。 

岩手日報記者 

  （今日の）就任式のあいさつで「初心に帰るというよりは心新たに」という話をされ

ていましたが、もう少し補足していただけますか。 

市長 

  うまく表現できませんでしたが、元に戻るというのではなく次のステップに進む、と

いう意味で話しました。 
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資料１ 三陸ジオパーク関連イベントについて 

 

趣旨・ 

目的 

三陸ジオパークを広く普及させることを目的とし、三陸ジオパークのジ

オポイントにおいて、関連イベントを開催する。 

 

内容・ 

日時・ 

場所 

１．三王・真崎地区一斉清掃 

  日時：７月８日(土)午前１０時～１１時３０分 

  場所：三王園地（集合場所：三王園地駐車場） 

  対象：だれでも参加可能（申込み不要） 

２．自然公園クリーン作戦 

  日時：７月１５日(土)午前９時３０分～１１時 

  場所：浄土ヶ浜（集合場所：浄土ヶ浜レストハウス前） 

  対象：だれでも参加可能（申込み不要） 

３．「黒
・
森
・
さ
・
ん
・
 まで一緒に歩きませんか？」 

  日時：７月１６日(日)午前８時３０分～午後０時３０分 

  場所：山口公民館（集合場所）→黒森神社 

  内容：黒森神社周辺を散策後、例大祭を見学 

  定員：２０人（要申し込み） 

４．魹ケ埼灯台一般公開 

  日時：７月１６日(日)午前１０時～午後２時 

  場所：重茂 魹ケ崎 

  内容：魹ケ埼灯台内部の一般公開（申込み不要） 

５．浄土ヶ浜しぜんかんさつかい「夏」 

  日時：７月２９日(土)午後６時３０分～８時３０分 

  場所：浄土ヶ浜（※集合場所：浄土ヶ浜ビジターセンター） 

  内容：浄土ヶ浜周辺のナイトウォーク 

  定員：２０人（要申し込み） 

 

問い合せ 市観光港湾課 ジオパーク推進係（☎６８－９０９１） 
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資料２ 宮古運動公園落成式について 

 

趣旨・ 

目的 

東日本大震災による被災から再建した宮古運動公園において、落成式を

行う。 

 

日時 ７月１２日(水)午前１０時 

 

場所 宮古運動公園陸上競技場 

 

主催 宮古市、宮古市教育委員会 

 

内容 市長式辞、来賓祝辞、感謝状贈呈、テープカット、アトラクション 

 

特記事項 ◇来賓(案内先) 鈴木俊一衆議院議員ほか、延べ２０２名 

◇市参列者   市長ほか特別職及び部課長５５名 

 

◆災害復旧整備事業の概要 

① 事業期間 平成 27年度～平成 29年度 

② 総事業費 ２２．４億円（工事 13契約、工事監理委託 3契約） 

◆施設概要 

① 公園施設 

面積 161,000㎡、駐車場（普通）350台、（大型）20台 

野球場、陸上競技場、多目的広場、自由広場、公衆用トイレ 

② 野球場 

グラウンド 12,919㎡、中堅 120ｍ・両翼 97ｍ、外野洋芝舗装 

観客席 バックスタンド 1,268席、内野盛土スタンド 648席 

③ 陸上競技場 

全天候型舗装路（400ｍ×8レーン）日本陸連第 3種公認 

室内練習場（50ｍ×4レーン）、観客席 634席（うち車いす席 8席） 

 

問い合せ 市教育委員会 生涯学習課 体育振興係（☎６８－９１２０） 
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資料３ 宮古運動公園復旧記念行事について 

 

趣旨・ 

目的 

東日本大震災による被災から再建した宮古運動公園において、復旧記念

事業を行う。 

 

日時・ 

場所・ 

内容・ 

特記事項 

１．プロ野球イースタン・リーグ公式戦 

日時：７月２９日(土)正午 （開場は午前１０時１０分） 

場所：宮古運動公園野球場 

主催：楽天野球団、岩手日報社、IBC岩手放送 

対戦：東北楽天ゴールデンイーグルス vs横浜ＤｅＮＡベイスターズ 

 特記：◎中学生まで入場無料 

◎小学生までの子どもには、ユニフォーム・キャップをプレゼン  

ト(先着 500人） 

◎来場者全員に、ジェット風船プレゼント 

◎選手ふれあいイベントを実施（キャッチボール、ウェルカムハ 

イタッチ、ベースランニングなど） 

 

２．「陸上フェス ～夢をもつ きっかけに～」 

 日時：７月３０日(日)午前１０時 

 場所：宮古運動公園陸上競技場 

 主催：宮古市、宮古市教育委員会 

 内容：◎ミズノ・トラッククラブ所属選手による陸上教室（要予約） 

    ◎運動遊びと運動能力測定を組み合わせたプログラムの体験 

◎お笑い芸人「アンダーエイジ」とのじゃんけん大会 

   

問い合せ １．プロ野球イースタン・リーグ公式戦 

楽天野球団地域興業グループ（☎０５０－５８１７－８１９２） 

２．陸上フェス 

市教育委員会 生涯学習課 体育振興係（☎６８－９１２０） 
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資料４ 岩手県立水産科学館「第３０回 磯の生物展」について 

 

趣旨・ 

目的 

 夏休みの期間に浄土ヶ浜地内に位置する当館で、海や魚介類と身近に接

する機会を提供することで、市民の方のみならず観光客の方など多くの

方々に来館していただき、海や魚介類に関する興味や知識を深めてもうこ

とを目的として実施する。 

 

期間・ 

時間 

実施期間：７月１４日(金)～８月２０日(日) 

※休館日＝７月１８日(火)・２４日(月)・３１日(月) 

開館時間：午前９時～午後４時３０分 

 

場所 岩手県立水産科学館 

 

主催 岩手県立水産科学館 

 

内容 ◇３７基の小型水槽で、生きた魚介類を展示 

◇大きめの水槽を箱メガネでのぞく「覗き見水槽」を設置 

◇触っても安全な魚介類に、直接触ることのできる「タッチプール」を設

置 

◇魚型に切り抜いた短冊にメッセージを記入し、科学館入口に設置した笹

に結んでもらう「お魚七夕」を企画 

 

特記事項 ◎開催初日の７月１４日(金)には、午前９時３０分から、オープニングセ

レモニーを実施。 

■出席者：宮古水産振興センター所長、宮古観光文化交流協会会長、 

 宮古市副市長、宮古市教育長、鍬ヶ崎小学校長 

■招待校：鍬ヶ崎小学校第３学年児童１９人（男子８人、女子１１人） 

■内 容：主催者挨拶、来賓挨拶、記念品贈呈、テープカット等 

◎昨年の入館者数は３，８７４人（３３日開館。１日平均１１７人） 

 

問い合せ 岩手県立水産科学館（☎６３－５３５３） 
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資料５ 浄土ヶ浜海水浴場の開設について 
 

趣旨・ 

目的 

夏の到来に合わせて、浄土ヶ浜海水浴場を開設する。 

期間 ７月１５日(土)～８月２０日(日) 

 

場所 浄土ヶ浜 

主催 宮古市 

内容 浄土ヶ浜海水浴場を３７日間、開設する。 

 

特記事項 ◎開設初日の７月１５日(土)には、浄土ヶ浜で、以下のイベントを実

施。 

 ●浄土ヶ浜海水浴場警察官警戒所 開所式 

  時間 午前８時３０分～９時 

  場所 浄土ヶ浜海水浴場 警察官警戒所前 

     （昨年度の臨時交番と同じ場所） 

 ●自然公園クリーン作戦（詳細は資料１に記載） 

◎市による放射性物質測定は、過去５年間、検出下限値以下であるた

め、今年度からは行わない。また、岩手県では同様の測定を今年度も

実施する予定で、測定結果は７月３日に岩手県ホームページにて公表

される予定 

◎以下の海水浴場は、開設を見合わせる 

【市観光港湾課所管】 

真崎海岸海水浴場・女遊
お な つ

戸
ぺ

海水浴場 

【市生涯学習課所管】 

蛸の浜海水浴場・藤の川海水浴場・大須賀海水浴場 

 

問い合せ 市観光港湾課 もてなし観光係（☎６８－９０９１） 

市教育委員会生涯学習課 体育振興係（☎６８－９１２０） 
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資料６ 「海の日」関連イベントについて 

 

趣旨・ 

目的 

７月の祝日「海の日」にちなんだイベントなどを行う。 

 

日時・ 

場所・ 

内容 

１．第２５回「海の日」宮古港カッターレース 

 日時：７月１６日(日)午前８時３０分～ 

 場所：宮古市魚市場前 

 参加チーム数：一般の部＝１９、 女子の部＝５、 市長杯の部＝５（予定） 

 内容：全長９㍍の手漕
て こ

ぎカッターボートでタイムを競うレース競技 

 

２．平成２９年「海の日」記念式典 

 日時：７月２０日(木)午前１０時～正午 

 場所：市民文化会館中ホール 

参加：約２００人（主催者・来賓・表彰者・関係者） 

内容：海事功労者等表彰状授与、優良漁船等表彰状授与 

 

３．第２６回宮古港ボート天国 

 日時：８月６日(日)午前９時～（体験試乗開始は午前１０時～） 

 場所：リアスハーバー宮古及び付近近海 

内容：①体験航海（海上保安署巡視船はつかぜ、プレジャーボート、クルー 

ザーヨット、ゴムボート） 

②体験試乗（水上バイク、宮古海上技術短期大学校教習艇、シーサイ

クル、アクセスディンギーなど） 

 

問い合せ １．第２５回「海の日」宮古港カッターレース 

 実行委員会事務局（市民総合体育館内 ☎６２－６０００） 

２．平成２９年「海の日」記念式典 

 市水産課 水産振興係（☎６８－９０９９） 

３．第２６回宮古港ボート天国 

ボート天国推進協議会事務局（リアスハーバー宮古内 ☎７１－１１２０） 
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資料７ 帆船「海王丸」の宮古港寄港について 

 

趣旨・ 

目的 

昨年に続き、帆船「海王丸」が宮古港に寄港する。（２年連続３回目） 

期間 ７月２１日(金)～２５日(火) ＜５日間停泊＞ 

（入港：２１日(金)午前１０時 ・ 出港：２５日(火)午後２時） 

場所 宮古港藤原ふ頭 Ｆ７バース 

 

主催 宮古港利用促進協議会 

 

内容 ■入港歓迎式 

 ２１日(金) 午前１０時４０分～ 歓迎アトラクション 

       午前１１時   ～ 歓迎セレモニー 

■一般公開（無料。申し込み不要） 

 ２２日(土) 午前８時５０分 オープニングテープカット 

【午前の部】午前９時～１１時３０分 

【午後の部】午後１時～４時 

        ※受け付けはそれぞれ終了時間の３０分前まで 

■セイルドリル 

 ２３日(日) 午後１時～４時 

■出港セレモニー 

 ２５日(火) 午後１時 

※出港時は実習生による「登しょう礼」が行われる 

■イルミネーション点灯 

２１日(金)～２４日(月)の毎日、日没から午後１０時まで 

■海王丸グッズ販売 

 ２２日(土)・２３日(日)（イベント開催中） 

 

特記事項 ◎昨年度は、期間中に約２万８千人が来場。 

 

問い合せ 市観光港湾課 港湾振興室（☎６８－９０９３） 
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資料８ 未来（あした）への道 1,000 ㎞縦断リレーについて 

 

趣旨・ 

目的 

全国からの参加者と被災地との絆を深め、東京 2020五輪への機運の醸成

を図る。 

 

日時・ 

場所 

 

【１日目】 

「ゴール式」 

日時：７月２６日(水)午後５時３０分 

場所：宮古地区合同庁舎 

【２日目】 

「ふれあいランニング」 

日時：７月２７日(木)午前９時～９時３０分 

場所：宮古地区合同庁舎～市役所分庁舎 

  

主催 東京都、東京都スポーツ文化事業団 

 

内容 ■申込者による、たすきリレー 

■申込者とゲストランナーによる、ふれあいランニング 

 

特記事項 ◎ふれあいランニング・ゲストランナー 

 朝原 宣治（あさはら のぶはる）氏 

陸上競技指導者。2008北京五輪 陸上 4×100ｍﾘﾚｰ 銅メダリスト 

 官野 和彦（かんの かずひこ）氏 

   ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞｰ選手。2016リオ・パラ五輪 銅メダリスト 

 日向 涼子（ひなた りょうこ）氏 

モデル／サイクリスト。主な出演作品：広告『ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ』 

 伊藤 友広（いとう ともひろ）氏 

   陸上競技指導者。2004アテネ五輪 陸上 4×400ｍﾘﾚｰ 出場 

 

問い合せ 未来（あした）への道 1,000㎞縦断リレー2017運営事務局 

（☎０３－３５３９－５５３９ 平日 10:00～17:00） 
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資料９ 「むろらん港
みなと

まつり」及び「宮古市・室蘭市ヨット交流」

について 

 

趣旨・ 

目的 

来年６月の宮古・室蘭フェリー航路の開設に向け、室蘭市の一大イベン

ト「むろらん港
みなと

まつり」において宮古市のＰＲを行う。 

また、宮古ジュニアセーリングクラブが「北海道少年少女ヨット室蘭大

会」に参加し、ヨット交流を行う。 

 

期日・ 

場所・ 

内容 

１． むろらん港
みなと

まつり 

期間：７月２８日(金)～３０日(日) 

 場所：入江
い り え

臨海公園横特設会場 

 まつり概要：納涼花火大会、総市民参加踊り、室蘭ねりこみ、よさこいソ

ーラン inむろらん 

 宮古市ＰＲ：宮古観光文化交流協会が、特設ステージで宮古市のＰＲ、特

産品販売、ノベルティグッズの配布を行う 

 

２．第３６回北海道少年少女ヨット室蘭大会兼宮古市・室蘭市ヨット交流会 

 期間：７月２９日(土)～３０日(日) 

 場所：室蘭港 

 大会の概要：ヨットレース、ジュニアアカデミー 

 交流の内容：宮古ジュニアセーリングクラブのメンバー４～５人が、ヨッ

トレース及び日本セーリング連盟によるジュニアアカデミー

に参加し、交流を行う。 

 

特記事項 ◎むろらん港
みなと

まつりでのＰＲは昨年度に引き続き２回目。 

◎ヨット交流は、昨年の「いわて国体」にて、室蘭セーリング協会と宮古

ヨット協会が意見交換し、マリンスポーツが盛んな両市で交流を進めよ

うと企画されたもの。 

 

問い合せ 市観光港湾課 港湾振興室（☎６８－９０９３） 
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資料 10 ナイトライブラリー・図書館おばけ屋敷について 

 

趣旨・ 

目的 

夜の図書館を舞台に行う「こわいおはなし会」と「おばけ屋敷」で、夏休み

中の小学生へ季節にふさわしい読書体験と図書館に親しむ機会を提供する。 

 

日時 ８月６日(日) 

（第１回）午後６時３０分～７時３０分 

（第２回）午後７時４５分～８時４５分 

 

場所 宮古市立図書館 

 

主催 宮古市立図書館 

 

内容 図書館２階会議室でこわい絵本の読み聞かせをエンドレスで行いながら、

１組ずつ順番に、１階のおばけ屋敷を体験するもの。 

 

特記事項 ◎今年度で３回目の催し 

◎過去２回とも、参加者が１３０人を超える図書館の人気イベント 

 

問い合せ 宮古市立図書館（☎６２－２４１４、fax６２－０６７２） 

担当 藤原 
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資料 11 「コンサートキャラバン２０１７」について 

 

趣旨・ 

目的 

 世界的指揮者・小澤征爾
お ざ わ せ い じ

さんらが進めていた、日本の第一級の若手演奏

家たちのコンサートキャラバンを、復興支援という形で復活実施する。 

一般鑑賞コンサートと合わせ被災地区等の訪問コンサートも行う。 

 

日時・ 

場所 

１．一般鑑賞コンサート（有料） 

日時：８月８日(火)午後７時開演（開場は午後６時３０分） 

場所：市民文化会館大ホール 

  入場料：一般１０００円、高校生以下無料。チケットは市内各プレイガ 

イドで販売 

 

２．被災地区等の訪問コンサート（無料） 

 【第１回】 

期日：８月７日(月) 

時間と場所：午前１０時３０分／田老サポートセンター 

        午後２時／宮古市総合福祉センター 

 【第２回】 

  期日：８月９日(水) 

時間と場所：午前１０時３０分／鍬ヶ崎公民館 

 

主催 宮古市、宮古市教育委員会 

(企画)特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター(市民文化会館指定管理者) 

(協力)いわてフィルハーモニーオーケストラ、岩手県管弦楽連盟、 

 日本弦楽指導者協会岩手県支部 

 

内容 ＮＨＫ交響楽団、東京都交響楽団などの若手精鋭メンバーによる弦楽とオー 

ボエによるアンサンブル 

 

特記事項 ◎平成２７年度以降、毎年開催。 

 

問い合せ 市教育委員会 文化課 文化係（☎６５－７５２６） 

 


