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＜ごあいさつ＞
いわき市 民の 皆様、 新年おめ でと うござ います。
皆様には 、新 春を健 やかにお 迎え のこと と心より お慶 び申し 上げます 。
年頭に あた り、本 市の将来 に思 いを馳 せるとき 、改 めて「 生まれ育 った ふる
さとを良 くし たい」 という思 いを 強くい たしてお りま す。
そして 、東日 本大 震 災から２ 年 10 ヶ 月 が経過し よう として いる今も なお 、苦
難と不安 の日 々を送 る多くの 皆様 に思い をいたし 、ふ るさと いわきの 力強 い復
興と再生 に向 け、私 から本年 の市 政運営 につきま して 、所信 の一端を 述べ させ
ていただ きま す。

＜昨年を振り返って＞
昨年を振り返りますと、政府は、長引くデフレからの早期脱却と経済再生を
最優先課 題と して 、「大 胆な金 融政策 」、「機 動的な 財政政 策 」、「 民間投 資を喚 起
する成長戦略」からなる「三本の矢」を一体として強力に推進するとともに、
増大する社会保障の持続性の確保等を図る観点から、消費税率を本年４月１日
に８パーセントへ引き上げ、経済再生と財政再建の両立に本格的に取り組むこ
ととしま した 。
また、東 日本大 震災 からの復 旧・復 興に 関しまし ては、平成 27 年度まで の「集
中復興期 間」におけ る財源を 従前 より６ 兆円多 い 25 兆円 程 度確保し 、円 滑な事
業の実施と復興の加速化を図ることに加え、東京電力株式会社福島第一原子力
発電所の事故処理や汚染水対策、風評被害対策についても、国が前面に出て積
極的に取 り組 んでい くことを 表明 しまし た。
福島第一 原子 力発電 所におい ては 、昨 年 11 月から、廃炉 に向 けた重要 なス テ
ップとし て、４号 機 使用済燃 料プ ールか ら燃料の 取り 出しが 開始され まし たが 、
私は、原子力発電所事故に起因する様々な課題の克服なくして、本市の復興を
成し遂げ るこ とは困 難である と考 えてお り、去 る 11 月 19 日に現地 の実 態を確
認したうえで、東京電力株式会社に対して、福島県内全ての原子力発電所にお
ける廃炉方針の決定や安全対策の強化などについて、強く申入れを行ったとこ
ろであり ます 。
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このような中、東京電力株式会社では、昨年末に福島第一原子力発電所５、
６号機の廃炉を決定しましたが、福島第二原子力発電所については、未だに廃
炉の方針が明確にされておらず、本市復興の妨げとなる重要な課題であると認
識してお りま す。
一方 、昨 年７月 に 本市で開 催さ れた「 プロ野球 オー ルスタ ーゲー ム 2013 第３
戦」や 東北地 方に 本 拠地を置 く東 北楽天 ゴールデ ンイ ーグル スが平 成 17 年の 球
団創設以 来、初め て のリーグ 優勝 及び日 本シリー ズで の優勝 を達成し たこ とは 、
本市をはじめとする東日本大震災の被災地に大きな感動と勇気をもたらしてく
れました 。
また 、私の いわき 市長選挙 での 当選と 時を同じ くし て、2020 年オリ ンピッ ク・
パラリン ピッ ク競技 大会の開 催都 市が東 京に決定 しま したが 、この 機会を 捉え 、
本市が見違えるようなまちとして再生できるよう、粉骨砕身取り組む決意を新
たにした とこ ろであ りました 。
さらに、昨年 10 月 に は、福島 県内初 の国 際的な首 脳会 議とな る「第７ 回日本・
太平洋諸島フォーラム首脳会議」いわゆる「太平洋・島サミット」の本市開催
が正式に 決定 すると ともに、11 月に は 、東京電 力株 式会社 から世界 最新 鋭の石
炭火力発 電所 の建設 候補地を 本市 とする ことが、12 月に は 、東日本 旅客 鉄道株
式会社か ら常 磐線の 列車を東 京駅 に乗り 入れる「東 北縦貫 線 」、愛称「上 野東京
ライン」 を平 成 26 年度末に 開業 するこ とが、そ れぞ れ公表 されまし た。
加えて、 去る 12 月 19 日に は、小 名浜港 が石炭の 輸入 拠点と して、民 間事 業
者の施設整備への支援や連携を促進する「特定貨物輸入拠点港湾」に、全国で
初めて唯 一の 指定を 受けたと ころ であり ます。
私が市長に就任して以降のこれらの明るい出来事は、復興へと歩みを進める
本市にとって大変心強く、希望の膨らむ話題であり、本市の安全性を広く発信
する絶好の機会になるとともに、復興に向けた機運のさらなる醸成や加速化に
確実につ なが るもの と受け止 めて おりま す。

＜今後の市政運営について＞
１

喫 緊 の 課題 へ の 対 応
さて、今後の市政運営にあたりましては、医療、職・雇用、住居、いわゆる
「医」「職 」「 住」に 関わる課 題の 解消に 向けて、 全力 で取り 組んで参 りま す。
まず、「 医」に関 し ましては 、いわき 地 域におけ る産 婦人科 医師の不 足が 顕著
であることから、本年１月１日に、福島県立医科大学内に設置した寄附講座に
より、総合磐城共立病院への医師定着を促進し、本市における産婦人科医療体
制の充実 を図 るとと もに、東北大 学院 医 学系研究 科と の連携 講座の活 用に より 、
医師不足 の解 消に努 めて参り ます 。
また、いわき市医師会、いわき市病院協議会及び本市の三者で組織するいわ
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き市地域医療協議会の会長となるなど、私が先頭に立って、地域医療の充実に
向けた課 題の 解消な どに取り 組ん で参り ます。
さらに、浜通りの中核病院として大きな役割を担う総合磐城共立病院につき
ましては、新病院本体の建築実施設計及び施工の一括発注（デザインビルド）
を行い、造成工 事等 に着手す るな ど、平 成 28 年度内の 本体 完成を目 指し、引き
続き、新 病院 建設事 業の着実 な推 進を図 って参り ます 。
次に 、「職 」に関 しまして は 、将来 を 見据えた 産業 振興策 と雇用対 策を 一体的
に推進し てい くこと が肝要で あり ます。
このため、本市の地域特性を活かすことのできる風力、太陽光、木質バイオ
マスなどの再生可能エネルギー関連産業の振興をはじめ、成長分野である医療
機器産業や蓄電池産業、新しい産業分野である原発の廃炉やロボット産業等の
集積と振興に取り組むなど、新エネルギー産業の基盤整備を基軸とした産業振
興策を推 進し て参り ます。
とりわけ、本県沖で進められている「福島復興・浮体式洋上ウィンドファー
ム実証研究事業」については、その成果に大きな期待を寄せつつ、関連産業や
研究機関等の集積などが図られるよう、地域協議会を設置するなど、市として
積極的に 取組 みを進 めて参り ます 。
また、東京電力株式会社による石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）設備を採用
した世界最新鋭の石炭火力発電所については、本市への建設に伴う経済効果や
新たな雇用の創出、石炭の国際バルク戦略港湾及び特定貨物輸入拠点港湾に指
定されている小名浜港のさらなる利用促進など、地域経済の復興・再生に寄与
すること が期 待され ることか ら、事業 の 着実な推 進に 向けて 対応して 参り ます 。
次に 、「 住」に 関 しまして は、依然と して高い 住宅 需要に 加え、潜在的 なニー
ズも予測されることから、供給量が不足している状況にあるため、住環境の早
期改善に 取り 組む必 要があり ます 。
このため、まず、市街化区域の拡大を視野に入れ、市街化区域と市街化調整
区域の区域区分、いわゆる線引きの見直しに向けて福島県との協議を進めて参
ります。併せて、市街化区域に近接又は隣接し、道路や下水道等のインフラが
既に整備されているなど良好な住環境の形成が見込まれる区域については、ま
ちづくりの方針や建築物の用途等に関する事項を地区計画として定めることに
より、民間の宅地開発など開発行為が可能となる「市街化調整区域における地
区計画制度」を活用し、早期に住宅用地としての供給が可能となるよう、機動
的に対応 して 参りま す。
一方 、県が 整備す る 復興公営 住宅 を中心 とした町 外コ ミュニ ティにつ いて は、
集中型か分散型かにこだわらず、避難者の皆様が一日も早く安定した住宅を確
保し、安心し て住み 続けてい ただ けるよ う可能な 限り 協力し ながら 、共存･共 栄
を図って 参り たいと 考えてお りま す。
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２

今 後 の まち づ く り の 考 え 方
次に、 今後 のまち づくりの 考え 方につ いて申し 上げ ます。
東日本大震災からの復興を早期に実現すると同時に、市民の皆様が将来に希
望の持てるまちづくりを進めることが、本市にとって重要な課題であると認識
しており ます 。
こ の た め 、「 ふ る さ と い わ き の 力 強 い 復 興 の 実 現 に 全 力 で 取 り 組 む 」「 未 来 の
ために 、明 るく元 気 なまちづ くり の推進 を図る 」そ して 、「 将来にわ たり 持続可
能な行財政運営の確立を目指す」を今後のまちづくりの基本的な考え方に据え
て参りた いと 考えて おります 。
⑴

「ふ るさ といわ きの力強 い復 興の実 現に全力 で取 り組む 」
はじ めに 、「 ふ るさとい わき の力強 い復興の 実現 に全力 で取り組 む」につい
てであり ます が、引 き続き 、「 復興ビ ジ ョン」に掲げ る目的 に向かっ て、平成
27 年度末まで の「 復興事業 計画 」の着 実な推進 を図 り、市 民の皆様 が復 興の
確実な進 展を 実感で きるよう 、全 力で取 り組んで 参り ます。
特に、本年は「復興の総仕上げに向けて、極めて重要な年」となるため、
宅地造成や道路等の公共施設整備など、槌音が響き渡る事業段階へと移行し
つつある「震災復興土地区画整理事業」及び「防災集団移転促進事業」や、
本年３月から順次入居が開始される「災害公営住宅整備事業」などの生活基
盤の再生に最優先で取り組むとともに、被災住宅の再建等に伴う負担に対し
て市独自の支援策も併せて講じることにより、早期の生活再建を支援して参
ります。
また、原子力災害への対応については、福島第二原子力発電所の廃炉をは
じめ、福島第一原子力発電所に係る万全の安全対策や汚染水対策について、
国及び東 京電 力株式 会社に対 して 、引き 続き強く 申し 入れて 参ります 。
さらに 、東日 本大震 災を踏ま え、現在、改訂を進 めて いる「 地域防災 計画 」
については、今後パブリックコメントを実施し、本年３月には市防災会議に
おいて決 定す ること としてお り 、加え て 、来る １ 月 14 日には山口県 宇部 市と
新たに「災害時相互応援協定」を締結するほか、住宅除染の着実な推進にも
取り組み なが ら、市 民の皆様 の安 全・安 心の最大 限の 確保に 努めて参 りま す。
一方 、経 済・産業 の再生・創 造に向 け て、引き続 き、「い わき見え る化 プロ
ジェクト」を精力的に展開しながら、いわき産農林水産物への信頼の回復に
努めると とも に、本 年中の供 用開 始を予 定してい る「 小名浜 地域水産 業施 設」
を核とし た水 産業の 再生を図 り、 農林水 産業の復 活を 実現し て参りま す。
また 、「ふく し ま産業復 興投 資促進 特区」や 「サ ンシャ イン観光 推進 特区 」
を活用し、引き続き、地域経済の活性化に向けて取り組むとともに、観光需
要を喚起し、観光交流人口の増大を図るため、マスメディアを活用した新た
な観光誘客プロモーション「カモン！いわき市 ハダカのおもてなし」や着
地型の観 光プ ログラ ムとなる「（仮 称 ）いわきサ ンシ ャイン 博」の開催 に向け
た検討を 進め ながら 、持続可 能な 商工観 光業の復 活を 成し遂 げて参り ます 。
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これらの取組みと並行して、復興の早期実現に必要な権限について検討を
進め、国、県及び関係機関などとの連携を強化しながら、復興への取組みを
加速して 参り ます。
⑵

「未 来の ために 、明るく 元気 なまち づくりの 推進 を図る 」
次は 、「未 来の ために 、明 るく元 気 なまちづ くり の推進 を図る 」に ついて で
ありますが、市民の皆様が将来に希望の持てるまちづくりを進めていくため
には、本市の将来をしっかりと見据えた施策を重点的に展開していく必要が
あります 。
このため、まず、本市の将来を担う子どもたちに視点を置いた施策を積極
的に実施し、子育て支援の充実と教育先進都市の実現を目指して参ります。
具体的には、新たに出産費の実費負担を軽減する「出産祝い金制度」を創設
するとともに、学校図書館司書や放課後児童クラブの拡充、田人地区及び豊
間地区における学校施設の整備など、教育環境の充実を図って参ります。ま
た 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 を 総 合 的 に 推 進 す る た め 、「（ 仮 称 ） こ ど も 部 」 を 新
年度から 段階 的に整 備し、「 子ども・子 育て支援 事業 計画 」の策定に 取り 組む
ほか 、子ど もたち が 安心して 遊び 、運 動 できる環 境を 整備す るため 、「（ 仮称 ）
なこそ子 ども 元気パ ーク」や「ス ポー ツ 交流促進 施設（多目 的運動場 ）」の整
備などに 取り 組んで 参ります 。
また、情報提供のスピード化や市民をはじめ関係者の皆様と市とのコミュ
ニケーションの促進など、これまで以上に双方向の緊密な関係を構築してい
くため 、「いわ き応 援大使 」の 創設や Ｓ ＮＳ（ソー シャル ネ ットワー キン グサ
ービス）を活用した積極的な情報発信、市に対する様々な提案の公募などを
行いなが ら、 協働の まちづく りを 推進し て参りま す。
さら に 、「 新・市地域福 祉計 画」及 び「 第４次 市障が い 者計画 」の 策定を 進
め る と と も に 、「 市 環 境 基 本 計 画 」 の 改 定 に 着 手 す る な ど 、 安 全 で 安 心 し て 、
いきいきと暮らし続けられるような社会環境の整備と循環型社会の実現を目
指して参 りま す。
次に 、今 後予 定 している 新た に供用 を開始す る施 設につ いて申し 上げ ます 。
まず、東日本大震災の大津波によって甚大な被害を受けた江名分遣所につ
やぶくら

いては、消防団詰所と併せて江名字藪倉地内に移転改築することとしており
ましたが、本年３月末には新庁舎が竣工し、運用を開始する予定であり、引
き続き、 地域 のくら しの安全 と安 心を確 保して参 りま す。
また 、「カ ター ルフレン ド基 金」を 活用し 、建 設が進 め られてき た経 済教育
体験施設については、本年５月に供用を開始することとしており、小学５年
生及び中学２年生を対象として、総合的な学習の時間を活用した体験型経済
教育を実 施し て参り ます。
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さらに、市の補助事業として、特定非営利活動法人よつくらぶが「道の駅
よつくら 港

あさなぎ

朝凪 広場」 に整備を 進め てきた 「（仮 称） 被災児 復 興支援施 設 」

についても、本年度内に竣工し、新年度から震災遺児等の交流や心のケア、
屋内遊び場の提供など、子どもたちの支援活動が実施されることとなってお
ります。
次に 、今 後予定 されてい るイ ベント 等につい て申 し上げ ます。
まず 、５ 月 13 日に、プロ野 球公 式 戦の「 読売ジ ャイ ア ンツ」対「 東京ヤ ク
ルトスワ ロー ズ」が いわきグ リー ンスタ ジアムに おい て開催 されると とも に、
６月には、本市を舞台とした映画「超高速！参勤交代」が公開されることと
なってお りま す。
また 、来 春、14 年ぶりに 本県 にお いて展開 され る国内 最大級の 誘客 キャン
ペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」や来年５月に開催され
る「第７回太平洋・島サミット」に向けて、観光素材の磨き上げや本市なら
ではの「おもてなし」の醸成に努めるとともに、国、県や関係団体などとの
緊密な連携を図りながら、プレイベント等を実施するなど、機運の醸成にも
努めてい くこ ととし ておりま す。
これらのイベント等は、本市の安全性や魅力を広く発信できる絶好の機会
となることから、本市を拠点にいわき市のＰＲ活動を展開している「アイく
るガールズ」の力強い応援も味方にしながら、市内外に“元気”を発信する
とともに、交流人口の増大などによる地域経済の活性化に向けて、積極的に
取組みを 進め て参り ます。

＜結びに＞
以上、ふる さと いわ きの力強 い復 興と再 生に向け て、平 成 26 年の市政運 営に
ついての 基本 的な考 え方を申 し上 げまし た。
復興への 道の りは決 して平坦 では ありま せんが 、「 明るく 元 気ないわ き市 」の
創造を目指して、今年一年、全身全霊をかけて取り組んで参る所存であります
ので、皆 様の より一 層の御支 援・ 御協力 をお願い 申し 上げま す。
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