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令和２年２月定例記者会見 

【２月３日(月)午後１時３０分／４階特別会議室】 

 

会見項目 

１ 防災集団移転促進事業移転元地の公募について          （都市計画課） 

２ 新・田老庁舎の供用開始日について            （田老総合事務所課） 

３ 旧宮古市役所庁舎建設定礎式記念タイムカプセルの展示について  （復興推進課）                       

４ 宮古市スポーツ・健康づくり事業について            （生涯学習課） 

５ 第１８回宮古毛ガニ祭りについて                   （観光課） 

６ さんりく音楽祭 2020 佐渡裕＆スーパーキッズ・オーケストラ 2020 

 東日本大震災復興祈念演奏活動「“こころのビタミン”プロジェクト in 

宮古」について                                （文化課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

会見内容 

  別紙資料１～６のとおり。 

 

 

記者との質疑 

 

テレビ岩手記者 

  現在の田老総合事務所の庁舎の跡地はどのように活用されますか。 

市長 

 跡地は、来年度調査し活用策を検討いたします。なお現庁舎は、耐震性能が低いことか

ら解体いたします。 

テレビ岩手記者 

 新田老総合事務所の完成はいつになりますか。 

市長 

 令和２年４月 15日になります。 
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テレビ岩手記者 

 連絡通路は直接駅に入れますか。 

市長 

 １階から３階までエレベーターが設置されて、３階は待合室と駅のホームに出られる 

ようになっています。 

朝日新聞記者 

 田老地区で旧庁舎跡地に津波資料館を求める声があったようですが、進捗はどうなっ 

ていますか。 

市長 

 跡地を活用の検討項目の１つに津波資料館も入っています。地域の要望として受け止

めてこれから検討して参ります。 

朝日新聞記者 

 いつどのような方法で検討されますか。 

市長 

 令和２年度に検討会を立ち上げて、年内には方向性を示したいと考えております。 

朝日新聞記者 

 防災集団移転事業についてですが、これまでは公募はされていたのですか。 

市長 

 行っておりません。これまでは、工事用のヤードとして使用してきましたが、工事も落

ち着いてきたことから今回の公募に至りました。 

岩手日報記者 

 公募面積を教えてください。 

市長 

 総面積が 336,569㎡、その内現在活用している所と計画地を合わせて 199,241㎡とな 

っており、全体の 59.2％になります。今回の募集対象面積は 105,785㎡で全体の 31.4％ 

になります。なお、現在工事等で使用している所が 31,543㎡ございますので、こちらの  

土地も貸し付けが終わった時期に公募に加えていきます。 

朝日新聞記者 

  今回の公募に至った経緯と、市としての意図を教えてください。 

市長 

 これまで工事のヤードとして使用していましたが、工事も落ち着いてきたことから、  

民間に利活用してもらうことを考え、今回の公募に至りました。 

朝日新聞記者 

 再生エネルギーの取り組みについて、具体的な取り組みやスケジュール等が決まって 

いたら教えてください。 

市長 

 新年度に体制を整えて取り組んでいきます。現在環境課内にある自然エネルギー推進

室において、エネルギーに関わる基本計画を策定しており、来年度計画をお示しできる

ものと思います。 

岩手日報記者 

  防災集団移転事業について、７地区が対象となっていますが、一番面積が大きい地区 

を教えてください。 
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市長 

 赤前地区が最も大きく、45,160㎡になります。 

岩手日報記者 

 今後民間での利活用を広めるとのことですが、市としてどのような活用を希望されま 

すか。 

市長 

 一番の狙いは、経済活動につなげていただきたい考えです。企業の立地に利用してほ

しいと思います。 

岩手日報記者 

 企業立地する際には、補助や支援制度も併せて行う考えはありますか。 

市長 

  各種支援制度もあわせて応援していく考えです。 

岩手日報記者 

 毛ガニ祭りを開催予定ですが、現在の毛ガニ漁の状況はどうですか。 

市長 

 毛ガニ漁は上向きになってきましたが、まだ毛ガニ祭りを開催するまでの量は捕れて 

いないようです。以前は２月に開催していましたが、毛ガニが捕れる時期が遅くなって

いることを踏まえ、一昨年から３月開催になりました。 

岩手日報記者 

 田老庁舎の供用開始に合わせて、新駅の開業も行うと思いますが、セレモニーは開催 

しますか。 

市長 

 三陸鉄道から３月からのダイヤが正式発表されていませんが、台風前には５時台の列  

車も運行していたことから、セレモニーを行う前に車両は走行しているものと思われま 

す。ただ、開庁式にあわせ駅のグランドオープンも行う予定として三陸鉄道と協議中で

す。 

朝日新聞記者 

 防災集団移転事業について、他の自治体の公募状況はどうですか。 

市長 

 大船渡市で 1年前から行っています。 
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資料１ 防災集団移転促進事業移転元地の公募について  

趣旨・ 

目的 

防災集団移転促進事業により取得した移転元地について、利活用を図るた

め、購入、貸付け、または交換の希望者を公募します。 

期間 令和２年２月１７日(月) ～ ３月１６日（月） 

午前９時 ～ 午後５時 （土日祝日を除く。）    

内容 ■公募対象地区 

 田老、崎山、高浜、金浜、法の脇、津軽石、赤前 

■申込み条件 

・個人、法人を問わずどなたでも申込みできます。 

・申込みできる利用用途は以下のとおりです。 

（１）公共的団体が公益的目的で利用するもの。 

（２）対象地の隣地所有者又は隣地の借地権等を有する者が土地を一体と  

して利用するもの。 

（３）事業用の建物又は資材置場、駐車場等の用地として利用するもの。 

（４）その他復興に資すると認められるもの。 

■申込み方法 

≪土地の確認≫ 

・都市計画課または各総合事務所で移転元地の位置図、面積等資料を公

開。希望する土地を確認のうえ申込み。 ※市ホームページでの閲覧

も可能。 

 ≪申込み場所≫ 

・都市計画課窓口（市役所３階） 

≪申込みに必要な書類≫ 

（１）売払い等申込書 

（２）申込者の住所、氏名を証する書類 

   ※申込者が個人の場合は住民票抄本 

   ※申込者が法人の場合は登記事項証明書 

 （３）暴力団排除に関する誓約書 

※上記書類は都市計画課、各総合事務所で配布。 

市ホームページでのダウンロードも可能。  

問い合せ 都市計画課（☎６８－９１０５）          
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資料２ 新・田老庁舎の供用開始日について  

趣旨・ 

目的 

現在建築中の田老総合事務所新庁舎の供用開始が、令和２年５月１８日

（月）に決定したことからお知らせします。 

 

内容 ≪新・田老庁舎について≫ 

■建物の概要 

①所  在  田老一丁目３番４号 

②敷地面積  593㎡ 

③床 面 積  566.28㎡ 

  ④階数・構造 一部 3階建、鉄筋コンクリート造（一部木造、鉄骨造） 

■建物の機能 

 １階 田老総合事務所（地域振興係、住民生活係）、 

     田老保健センター、宮古信用金庫田老支店 

  ２階 宮古商工会議所田老支所、会議室 

  ３階 新田老駅へ連絡通路で接続 

 ※新田老駅開業も含め庁舎内の機能全て同日に供用（営業）開始する。 

 ※配置については、別紙平面概略図参照。 

■エレベーター設置などのバリアフリー化や、新田老駅に接続することによ

り利便性が大きく向上した施設となる。 

 

特記事項 ◎５月１５日（金）は現庁舎の閉庁式、１８日（月）は新庁舎の開庁式を行

う。（時間等詳細は調整中のため改めて周知する。） 

◎建築に係る総事業費：約 310,000千円（建築、電気設備、機械設備合計） 

◎建物の完成時期：令和２年４月１５日 

 

問い合せ 田老総合事務所地域振興係（☎８７－２９７１） 
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資料３ 旧宮古市役所庁舎建設定礎式記念タイムカプセルの 

展示について 

趣旨・ 

目的 

昨年８月１９日に、旧宮古市役所庁舎（本庁舎）において、建設当時に定

礎式で埋めたタイムカプセルを掘り起こしました。今回、定礎プレート（定

礎石）等と併せて展示し、市民にその歴史について広く周知を図ります。 

期間 
令和２年２月２５日(火)～５月１０日（日）午前９時～午後９時３０分 

 

場所 
市民交流センター １階 まちの情報プラザ 

 

主催 宮古市 

内容 ■展示物（予定） 

①タイムカプセル及び埋蔵物 

・タイムカプセルと埋蔵物は、ショーケースに展示 

・埋蔵物（中身）の一部を写真画像としてパネル展示 

②掘起式及び定礎石 

 ・掘起式のようすをパネル展示 

 ・定礎石を展示        

③旧庁舎の記録 

 ・「庁舎のあゆみ」をパネル展示 

・各種資料を配布 

④その他 

・広報みやこ（９／１号特集ページ「旧庁舎の思い出」）を掲示 

・「旧庁舎の思い出」寄せ書きコーナーの設置 

＊「タイムカプセル保管目録」は、配布資料を参照 

＊「掘起式のようす」は、配布資料を参照 

＊「庁舎のあゆみ」は、配布資料を参照 

 

特記事項 ◎今回の展示物は、昭和４６年１１月２日に旧市庁舎（本庁舎）で行われた

定礎式の際に当時の中居英太郎市長により埋められたタイムカプセル等。 

◎掘起式は、昨年８月１９日（月）に行われた。 

問い合せ 復興推進課 拠点施設推進室（☎６８－９０８９） 
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資料４ 宮古市スポーツ・健康づくり事業について 

趣旨・ 

目的 

市民にスポーツと健康に対する興味関心を喚起し、健康寿命の延伸に対す

る理解を深める機会とする。 

 

日時 令和２年２月２８日（金）14：00～16：00 

    

場所 宮古市民総合体育館多目的体育室 

 

主催 宮古市、宮古市教育委員会 

 

内容 ◎ 講演 

 講師：横山
よこやま

順一
じゅんいち

氏（日本体育大学教授） 

 演題：「みんな生き生き 健康寿命の延伸」 

基調講演を通じて、心身ともに自立して健康的に生活できる期間とされ

る「健康寿命」に関して理解を深める。また、地域の体育施設等の地域

資源を活用した取り組みについてもご講演いただく。 

◎シルバーリハビリ体操体験 

宮古市が推進するシルバーリハビリ体操を普及推進するため、「シルリ

ハおらんど宮古の会」による活動内容を紹介するとともに、参加者にシ

ルバーリハビリ体操を体験していただく。 

 

特記事項 ◎昨年度参加者３２０名 

◎シルリハおらんど宮古の会 

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることが出来るよう、

シルバーリハビリ体操を活用した通いの場づくりに取り組む市民団体。

平成 29年 3月設立。 

 

問い合せ 市生涯学習課（６８－９１２０） 
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資料５ 第１８回宮古毛ガニ祭りについて 

趣旨・ 

目的 

宮古毛ガニ祭りを通じて、「宮古の毛ガニ」をＰＲし、販路や消費拡大、

冬期の観光客誘致を図ります。 

会場では、毎年恒例の毛ガニの一本釣りや輪投げを実施するほか、毛ガ

ニに対する熱い思いを叫ぶ「大声大会」を初開催します。 

 

日時 ３月１日(日) 午前９時３０分～午後２時３０分（開場は午前９時） 

 

場所 宮古市魚市場特設会場 

 

主催 一般社団法人宮古観光文化交流協会 

 

内容 主なイベント内容 

◆毛ガニの一本釣り（先着 200名） 

 参加料＝小学生以下 1,500円、 大人（中学生以上）2,000円 

◆毛ガニ大鍋
おおなべ

お振る舞い（先着 300名） 

アツアツの毛ガニ汁を 300食限定でお振る舞い 

◆輪投げで毛ガニをゲット（景品がなくなり次第、終了） 

 参加料＝小学生以下 300円、 大人（中学生以上）500円 

◆宮古の毛ガニ大声大会（先着 10名） 

 毛ガニに対する熱い思いを叫び、声の大きい方に賞品を進呈。 

◆ステージイベント 

9:30 開会 

10:00 山口太鼓 

10:30 オープニングセレモニー・餅まき 

11:00 ＭＯＰＳダンスショー・崎小ソーラン 

11:30 金澤未咲歌謡ショー 

12:30 鍬ケ崎大漁踊り 

13:30 小田代直子歌謡ショー 

14:15 恵比寿まき（景品付き餅まき） 

 

特記事項 ◎宮古駅と会場を結ぶ無料シャトルバス、浄土ヶ浜と会場を結ぶ無料遊覧

船を運行する。 

 

問い合せ 一般社団法人宮古観光文化交流協会（☎６２－３５３４） 
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資料６ さんりく音楽祭 2020 佐渡裕＆スーパーキッズ・オーケストラ 2020 

東日本大震災復興祈念演奏活動 

「“こころのビタミン”プロジェクト in宮古」について 

趣旨・ 

目的 
 世界的指揮者・佐渡

さ ど

裕
ゆたか

さんと、兵庫県立芸術文化センターを拠点に活動

するスーパーキッズ・オーケストラによるコンサート。東日本大震災被災

地の復興支援を目的に毎年被災地で開催され、宮古市での開催は平成 28年

以降毎年の開催となる（５回目）。 

 

日時 ４月４日(土) 午後６時～８時（開場は午後５時３０分） 

 

場所 宮古市民文化会館 大ホール 

 

主催 宮古市、宮古市教育委員会 

兵庫県立芸術文化センター 

特定非営利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） 

 

内容 ■出演者 

◆指揮：佐渡裕（さど ゆたか） 氏 

◆演奏：スーパーキッズ・オーケストラ 

■第１部（18:00～19:00） 

 佐渡氏による市内生徒の吹奏楽クリニック（公開指導） 

■第２部（19:15～20:00） 

 佐渡裕＆スーパーキッズ・オーケストラ公演 

市内生徒と、吹奏楽・合唱の共演 

 

特記事項 ◎入場無料（整理券が必要・３月７日（土）１０時から配付開始） 

 配付場所：宮古市民文化会館、崎山貝塚縄文の森ミュージアム、各総合事

務所、イーストピアみやこ市民交流センター事務室 

◎広報３月１日号に開催チラシを折り込み、住民に周知する。 

 

問い合せ 市教育委員会 文化課 文化係（☎６５－７５２６）  

 


