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はじめに 

 
まちづくりの底流と時代の風 

いま、時代の大きなうねりが、私たちを包み込んでいます。 

こうした状況の中で、私たちのまち「いわき」が 21 世紀において、その大い

なる可能性の扉を開くためには、まず、将来もなお変わることのない、まちづ

くりの底流に置くべき考え方をしっかりと見極めた上で、時代の風を的確に捉

え、これらを重ね合わせることによって、自らのまちが進むべき方向を導き出

していくことが大切です。 

 

 

新たな時代におけるまちづくりの出発点 

この基本構想は、21 世紀を見通す視点に立ちながら、その礎を固める重要な

時期となる今後の 20 年（2020 年）を見据えた中で、私たちのまち「いわき」が

目指すべき将来の姿と、それを実現するために取り組んでいくまちづくりの基

本的な方針を、長期的・総合的な視野のもとに定めるものです。 

また、市民、企業、行政など、「いわき」に関わるすべての個人や団体が持

つべき姿勢や果たすべき役割を明らかにし、それらの協働によるまちづくりを

進めるための指針となるものです。 

この基本構想を、21 世紀におけるまちづくりの出発点として、私たちは、共

に考え、共に手を携えながら、新たな時代における「いわき」を築いていきま

す。 
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第１章「いわき」のまちづくり 
 

１「いわき」のまちづくりに求められるもの 

いま、変革のとき 

 

真正面から現実を捉える 

「変化の時代」。この言葉が示すとおり、いま、私たちを取り巻く社会・経

済の様々な分野において、従来の「成長」を重視した制度・しくみや、価値観

の転換の必要性が叫ばれています。 

もはや、国、地方自治体ともに、これまでの延長線上には、希望の持てる 21

世紀の姿を描くことは難しい状況にあり、残すべきものは残しながらも、社会

をあげての意識改革と、新たな枠組みづくりに大胆に取り組み、勇気をもって

自らの未来を切り拓いていくことが求められています。 

こうした中、こらからの「いわき」というまちの進路を考えるに当たっては、

まず、過ぎ去ろうとしている 20 世紀の歩みを振り返りながら、現実を真正面か

ら捉えることが必要です。 

 

 

修復・再生の時代へ 

多くの先人の英知と努力によって築かれた経済的な繁栄と、科学技術の飛躍

的な進歩。しかし、その一方、急ぎ足で駆け抜けた時代のなかで、忘れ去られ

ようとしている、自然に対する慎み深さや、人と人とのつながり、他者を思い

やる心。 

この 21 世紀は、成長型社会がもたらした負の遺産から目をそらさず、私たち

に失われつつある「大切なもの」を取り戻し、修復・再生しながら、ゆるやか

な発展をめざす時代であると考えます。そのために私たちは、もう一度、まち

づくりの原点に立ち返ってみます。 
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まちづくりの原点 

 

「まち」とは？ 

「まち」とは何なのか。「まち」とは、そこに暮らす人々の営みによってつ

くられてきたもの、いわば、人々の生活そのものが積み重なってつくり出され

た空間であると考えます。そして、そこは、人々が、自分自身の生活を豊かに

するために、利用・活用できる共有の場であると言えます。 

さらに、生活を豊かに営むためには、その舞台であるまちに、住む、働く、

学ぶ、楽しむといった、日々の暮らしに必要な様々な機能が、適度に、バラン

ス良く揃っていて、私たち一人ひとりが「自分らしい生き方」を実現するため

の条件を備えていることが大切です。 

 

 

生活者が自らつくる 

そうした条件を整えるために、そこに暮らす生活者が、自らまちづくりに参

加し、気概をもって地域の諸課題に立ち向かっていく。あるいは、そのまちに

受け継がれた財産をしっかりと受け継ぎ、守りながら、新たな歴史や文化を創

造していく。 

それこそが、「まちづくりの原点」であると考えます。 

「いわき」に生活する一人ひとりが豊かさを実感できるように、自ら参加して、

まちをつくっていく。複雑で混とんとした時代だからこそ、私たちは、そんな

当たり前のことに、いま改めて思いを傾けるべきではないでしょうか。 
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めざすべき島へ 

 

こうした基本的な考え方に立ちながら、21 世紀の「いわき」が進むべきまち

づくりの方向性を「航海」に例えてみます。そのとき、私たちが住む「いわ

き」は、たくさんの市民を乗せ、時代という荒波のなかを、めざすべき島、す

なわち「理想のまちの姿」に向かって進んでいる「船」であると言えます。 

 

 

まちづくり「いわき号」 

――その船「いわき号」は、私たちを生かす存在である「自然環境」や先人

が営々と築いてきた「歴史・文化」の上に成り立っており、それらに包まれ、

守られて、人々が生活しています。 

その暮らしぶりは実に様々で、日々の仕事に汗を流し、また、潤いや楽しみ

を感じながら、それぞれの生活が営まれています。そこでは、お互いの多様な

価値観を尊重し、ここの自由な考え方や生き方を認め合うという原則がありま

す。 

しかし、それだけでは、めざすべき島にたどり着くことはできません。 

一つには、正しい進路を導いてくれる「航海図」が必要です。それは、乗組

員全員が十分に話し合い、納得したうえで、共有できる目標です。 

二つ目には、乗組員一人ひとりが自分の持ち場を守り、周りの状況にも気を

配りながら、その航海図に沿って、しっかりと協力し合うことが求められます。 

目標を共有し、その達成のしくみを整え、約束事を決める。 

自分自身の役割を認識し、目標の実現に向けた志や勇気、譲り合いの心を持

つ。 

個々のわがままが許され、自由ばかりがもてはやされると、船は暗礁に乗り

上げ、あるいは沈没することになりかねません。 
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めざすべき島へ 

一人ひとりが自覚と責任を持って、自らの役割を果たし、みんなの心と力が

重なり合ったとき、乗組員は自分自身に、仲間に、そして「いわき」という船

に誇りを持つことができます。その誇りが原動力となって、さらに「いわき」

は、めざすべき島へと向かって、少しずつ、しかし着実に進んでいくことがで

きます。 

つまり、私たちがめざす島とは、市民自らが目標を見定め、その現実に向け

て、協働して取り組んでいく、その「過程」のうちにこそあるのです。 

自然や歴史といった、船底にある大切なものを手入れしながら、お互いを尊

重し、助け合いの心を持って、日々をしっかりと生きる。風向きや天候の移り

変わりに絶えず気を配り、船体を補修したり、改修する。 

みんながその過程を共有したときに初めて、「いわき号」は、頑丈で乗り心

地のよい、いわきの暮らしぶりにあったまちになっていきます。そして、そう

した過程の積み重ねから、「いわきらしい風土」が形づくられていくのではな

いでしょうか――。 

 

 

このような考え方で取り組んでいく、私たちのまちづくりの合言葉は、 

「創りたい ゆたかな明日、伝えたい 誇れるいわき。」 

明日のいわきを夢と希望の持てる、すばらしい「ふるさと」にするために、私

たちは、この言葉を胸に、自分たちができることから取り組んでいきます。 
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２ 大切にしたい「まちづくりの姿勢」 

 

私たち一人ひとりが豊かさを実感できるまちをつくり、そして、誇りを持て

る「いわき」を将来に伝えていくためには、私たち自身が共有すべき約束事を

定め、それをしっかりと守ることが必要です。 

暮らしに身近なところから始める行動が、「いわき」というまちはもとより、

国全体へ、世界へと裾野を広げ、そして、未来へとつながっていきます。 

 

 

１ 生活者起点のまちづくり 

生活者から始まる 

生活者の立場に立ったまちづくりをします。日々の生活を、まちづくりの軸

にしっかりと置いていくということです。 

生活は、地に足が着いたものです。ですから、「いわき」を舞台に、思い思

いの暮らしを営む生活者が、毎日を自分らしく、いきいきと過ごせる。様々な

価値観を持った人々との出会いや、住み慣れた地域でのふれあいを通じて、お

互いに高め合い、成長していける。 

そのための条件を、市民、企業、行政といった各主体が協力し合いながら、

一つひとつ整えていくことが必要です。 

常に生活者の側から物事を考え、自らがなすべき役割を見つめ直し、生活者

の立場に立って行動する。同時に、生活者自らが地域を営み、まちを創造して

いく。そうした、「生活者から始まり、生活者に還っていくまちづくり」を進

めていきます。 

 

住み良さを伸ばす 

さらに、「いわき」は、その広大な市域に様々な資源を持っています。 

海があり、山がある。温暖な気候に恵まれ、産業の基盤もバランスよく揃っ

ている。そして、このまちを愛する人がいる。 

生活を楽しむための要素が、ほどよく備わっているまち。その「住み良さ」

を、さらに伸ばしたい。そのためには、まちづくりの主人公である生活者の意

思や行動が、まちづくりの大きな力となって実を結び、その心が満たされる環

境を整えることが大切です。 

「いわきに住む人が、いわきに住む人のために」の精神で、生活者が自らの

意志に基づいて協働してまちづくりを進めるとき、「いわき」の魅力が内側か

ら膨らんでいきます。 
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２ 将来世代に責任の持てるまちづくり 

 

時代を貫くルール 

将来に責任の持てるまちづくりをします。次の世代も「いわきに生まれ育っ

てよかった」と実感できるまちをつくっていくということです。 

まちは、その時代を生きる人々が、それぞれの価値に基づいてつくっていく

ものです。社会の様々な動きや、人々の意識の変化などによって、そこに求め

られるものも大きく変わります。 

しかし、私たちには、過去、現在、そして未来へと続く、永い永い時間軸の

一時代を生きている人間としての責任があるはずです。生活を楽しみ、便利さ

や快適さを追求するあまり、将来の世代に負の遺産を残すわけにはいきません。 

どんなに時代が変わっても、なお変わることのない普遍的なルール。 

これまでの“急すぎた”歩みのなかで、それが忘れられてはいなかったで

しょうか。 

 

 

守るべきものを将来へ 

歴史に刻まれ、永い年月をかけて培われてきた地域の財産を、この時代で失

うことなく、大事に守り、育て、また磨き上げていく。美しい自然や人々の暮

らしの知恵。そして、温かい人情やもてなしの心。それらを将来の世代に、誤

りなく伝え、引き継いでいく。 

さらに、未来を生きる子どもたちを、健やかに、感性豊かで、美しい心を

持った人に育てていくことも、今の世代がなすべきことです。そのためには、

まず、地域社会を担う大人が毅然とした態度を示し、“凛”とした背中を見せ

ることが大切です。 

こうしたことが、いまを生きる私たちが果たすべき最低限の責任であると考

えます。 

いまの世代が次の世代に、次の世代がさらに次の世代に、守るべきものを守

り、「いわき」の魅力を引き継いでいく。そのような土壌をつくっていきます。 
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第２章 

めざしていく｢いわき｣の姿 
 

「生活者起点」、そして「将来世代への責任」という姿勢を大

切にしたまちづくりを進めることにより、私たちは、次の３つの

「いわき」の姿をめざし、不断に取り組んでいきます。 
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第２章 めざしていく｢いわき｣の姿 
 

１ 循環を基調とした、持続可能なまち 

 

慎み深さが失われつつある 

西に連なる阿武隈のたおやかな山並み、そこに端を発する美しい川の流れ、

東に臨む太平洋、そして白砂青松の海岸線など、「いわき」は、恵豊かで多様

な自然環境のもとで、それぞれの地域特性に応じた伝統や文化を育んできまし

た。 

しかし、工業化や都市化の進展に伴ってもたらされた生活様式の変化などに

より、自然に対する人々の意識や振る舞い方は、｢共に生きて恩恵を受ける｣と

いう、慎み深い考え方を失いつつあります。 

 

 

「循環型」のまちをつくる 

これからの「いわき」は、「人類の自然の一部である」との認識のもと、共

通の生存基盤として、これを守り、育てることが、私たち自身の、そして次の

世代の「豊かな暮らし」を守ることにつながるということを、私たち一人ひと

りが深く胸に刻み込みます。 

そして、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済システムや「使い捨

て」型の生活様式を見直し、有限な資源・エネルギーの節約や効率的利用を進

め、自然環境や生態系への負荷の少ない、“循環”を基調とした持続可能なま

ちをめざしていきます。 
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２ 誰もが安全に、安心して暮らせるまち 

 

不安に包まれている 

わが国全体が少子・高齢化に向かうなか、「いわき」においても、近い将来

には、定住人口や労働人口が減少する時期を迎えると予測され、経済の活力や

社会保障のあり方に大きな影響を与えるものと指摘されています。 

さらに、平穏な日々の生活を脅かす大規模災害や犯罪・事故の対応、さらに

は、子育てや介護、教育、就業などの面において、様々な課題が浮き彫りに

なってきており、市民の多くが現在、あるいは、その将来の暮らしに対する不

安を抱えています。 

 

 

「つながり」がやすらぎを生む 

これからの「いわき」には、ここに住むあらゆる人々が、人としての尊厳を

もって、明るく健康的でいきいきとした生活が送れるよう、「家族」や「地

域」の結び付きを深め、共に考え、知恵を出し合いながら、一人ひとりの能力

を十分に発揮できる環境を整えていきます。 

そして、地域社会全体での“つながり”や“支え合い”のなかで、年齢や性

別、障害の有無などにかかわらず、誰もが安全に、安心して暮らすことができ

るまちづくりをめざしていきます。 
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３ 活力に満ち、創造力あふれるまち 

 

活力が低下しつつある 

これまで「いわき」では、奥行きの深い歴史や様々な産業に支えられて、市

民生活が営まれてきました。しかし、農林水産業の低迷、中心市街地の空洞化、

中山間地域の過疎化・高齢化など、それぞれの地域に培われ、育まれてきた

「まちの活力」が、いま、失われつつあります。 

こうした状況が進めば、私たちの豊かな暮らしに欠かすことのできない生産

の基盤を失うばかりでなく、「いわき」に受け継がれてきた貴重な伝統や文化

の継承が危ぶまれることになります。 

 

 

絶えず「創造」し続ける 

これからの「いわき」は、先人の努力によって、これまでに築かれてきた

様々な産業蓄積や、地域の多様な資源を最大限に活用し、「暮らしの質」を高

める視点から、生産の基盤を固め、新たな産業の芽を生み出し、中心市街地と

中山間地域を、ともに、「生活の場」として再生していきます。 

そして、市内各地域間の交流を育み、それぞれの特性を理解したうえで、相

互の連帯・連携を進め、それを周辺地域や浜通り全体、そして、全国、世界へ

と広げることによって、「いわき」固有の新たな文化や価値を創造し、魅力あ

ふれるまちをめざしていきます。 
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14 
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第３章 

まちづくりのしくみ 
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第３章 まちづくりのしくみ 
 

分権時代を迎えて 

「自分たちのまちのことは、自分たちで考え、みんなでまちをつくってい

く。」 

まさに、いま、動き出そうとしている地方分権は、そんな当たり前のことが

現実のものとなる、「時代に風」と言えます。 

いち早くこうした流れをつかみ、中核市としてのスタートを切った「いわ

き」。このことは、単に制度上の変化だけではありません。自らのまちづくり

に関して、進むべき方向を自らが決断する権利や選択の幅が広がり、同時に、

その責任も拡大していくことを意味します。 

こうした中で、私たちがめざしていく「いわき」の姿に近づくためには、市

民、企業、そしてボランティア団体など、まちづくりを担うそれぞれの主体が、

どのようにまちづくりに関わっていくべきか。そして、市政は、どのような役

割を果たすべきなのか。 

その「しくみ」づくりが、いま、問われています。 
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「経営」の視点を 

このような「しくみ」をつくっていくうえで、私たちは、「経営」の視点を

取り入れていきたいと考えます。まちづくりを「経営」に見立てたとき、市民

は株主であり、顧客であり、自ら経営に参加する社員です。個々の知恵や技を

結集して、他のまちにはない良さを見出し、磨き上げていくことが求められま

す。その魅力を外に売り込む営業力も欠かせません。 

このように、市民があらゆる機会を捉えてまちづくりに参加・実践すること

により、自然、歴史、文化、人材、産業など、これまで蓄えてきた様々な資源

を最大限に活用して、新たな付加価値を生み出していくことが必要なのです。 

そのためには、市政に求められる役割も、ますます重要性を増していきます。 

 

 

求められる「しくみ」づくり 

こらからは、進むべき方向を自らが考え、自分の力で未来を切り拓いていく

時代です。これまでの公共投資の成果を十分に活用し、効率的で環境への負荷

の少ない、よりコンパクトなまちづくりを進めることにより、内発的で持続的

な地域の発展をめざしていかなければいけません。 

そのためには、市民一人ひとりの生産性を高め、みんなで地域を営む。そし

て、地域と地域を編んでいく。そうした「しくみ」が求められてきます。 

これからの「いわき」が、市民の多様な価値観に応じたライフスタイルが展

開できる、魅力的なまちであるために、「一人ひとり」が主役となり、暮らし

の舞台である「地域」が輝き、そして「市政」がそれらをしっかりと支えるこ

とによって、まちづくりの大きなエネルギーとなるような「地域経営」の視点

を持った「しくみ」を築いていきます。 
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１ 「一人ひとりが主役」であるために 

 

分権や規制緩和の流れが進んでいくと、地域の選択の幅が広がり、個々の自

由な競争の機会が増えていくのと同時に、その結果に対する責任もまた、自ら

に負うところが大きくなっていきます。また、地域を取り巻く課題も、ますま

す多様化・複雑化していくと予想されます。 

このため、市民一人ひとりが「自分たちのまちは自分たちがつくる」という

自覚を高め、市民、企業、そしてボランティア団体など、様々な人や組織が自

発的にまちづくりに参加し、ともに連携・協力しながら、地域社会のなかで支

えあうしくみを築いていきます。 

 

 

楽しく参加できる雰囲気をつくる 

市民一人ひとりの参加と協力によるまちづくりを進めるためには、まず、誰

もが対等に、楽しみながら参加できる環境を整えることが大切です。みんなが

学びながら成長していく。その過程を共有することで、成果や問題点も共有で

きます。そこにはじめて、まちづくりの主体としての自覚と責任が生まれます。 

 

 

幅広い参加の機会を用意する 

地域の課題に対して、意見を交換し、議論を深め、解決に向けた行動を起こ

すまでの段階において、幅広い参加の機会が用意されていなければなりません。

そのために、まちづくりに関する様々な情報が分かりやすく、容易に収集・発

信できる体制を整え、市民の思いや願いが、まちづくりにしっかりと反映され

るしくみをつくっていきます。 
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２ 「地域が舞台」であるために 

 

「いわき」は、固有の資源や特性を持った地域の連なり、いわば「圏域」。

その意味では、暮らしに身近な生活圏も「地域」であり、市全体もまた「地

域」であると言えます。そのどちらも、私たちの「暮らしの舞台」です。 

このように、生活の様々な局面によって、多様な「地域の捉え方」があるの

が「いわき」の特徴です。身近な「地域」がそれぞれの特性を生かし、切磋琢

磨して幾重にもつながり、全体としての魅力を増していく。まずは、暮らしに

最も身近な「地域」から、さらに広がりのある「地域」へ、その活動を広げて

いきます。 

 

 

身近な地域づくり活動を進める 

「顔が見える、手が届く、声が聞こえる」ような、身近な範囲でのつながり

や支え合いを大切にします。そして、それぞれの地域が持つ固有の資源を改め

て評価し、地域に関わる生活者が参加・協力してそれを掘り起こし、磨いてい

く。そのための人材を育み、組織を整え、活動の場を確保していきます。 

 

 

広域「地域構造」を結ぶ 

広がりのある活動を進めるためには、多様な主体が交流を深め、情報交換で

きる活動拠点をつくるなど、まちづくりに関する様々な情報が得やすい環境を

整えることが必要です。そのことが、市内全域のネットワークをつくるととも

に、行政区域の枠に止まらず、周辺地域や全国の各地域との連携にもつながっ

ていきます。 
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３ 「市民に信頼される市政」であるために 

 

こうした「しくみ」をつくり、地域の自主性・自立性を最大限に尊重した、

市民自らのまちづくりを実現するためには、何よりもまず、市政の変革が求め

られます。 

市政は、これまでの考え方や枠組みにとらわれず、市民に身近で、わかりや

すい組織を備えるとともに、絶えず地域の声に耳を傾けながら、あらゆる政策

の選択と実行に当たって、常に「生活者の暮らしの満足度」の向上を追及した、

「成果重視」の行財政運営に力を注いでいきます。 

また、時代の移り変わりとともに、市政に求められる役割も大きく変化して

いることから、その担うべき分野や範囲を明確にしながら、従前にも増して生

産性や効率性を高める努力を重ね、市民から親しまれ、信頼される市政の確立

に不断に取り組みます。 
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「自治」のしくみづくりを進める 

 

開かれた市政を進める 

市政に関する様々な情報を積極的に公開し、市民にわかりやすく説明する責

任を果たすことが「開かれた市政」の前提となります。さらに、広報・広聴機

能を強化し、双方向で容易に情報を受信・発信できる体制を整えていきます。 

 

 

地域の自立を支援する 

地域の自立的なまちづくりを支えるため、市民に身近で、それぞれの地域か

ら顔が見える、総合的で柔軟な組織を備えます。 

そして、地域固有の資源を発掘・活用しながら、地域づくり活動を支援して

いきます。 

 

 

協働によるまちづくりを進める 

様々な施策・事業の立案や実施に当たって、市民が積極的に参画できる機会

や手段を用意し、十分な議論と相互理解のもとに、お互いが持つ知恵や能力を

結集できるしくみをつくっていきます。 
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「成果」を重視した行財政運営を進める 

 

生産性、効率性を高める 

予算や人材などの、行政の経営資源を最適に配分するため、あらゆる政策の

目的と手段、あるいは費用対効果をしっかりと見極める能力を高めながら、行

政が担うべき分野と範囲を明確にします。また、将来に大きな負担を残すこと

のないよう、財政運営の効率性や健全性を確保していきます。 

 

 

評価の視点を重視する 

様々な事業の必要性や妥協性を見極め、真に市民が必要としているサービス

を適切に選択・実行するため、政策立案や実施の事前・事後における「評価」

の視点を取り入れ、それを市民が判断できるしくみをつくっていきます。 
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第４章 

まちづくりの方向 
 

これからのまちづくりの底流に置くべき考えや姿勢を貫きなが

ら、めざしていく「いわき」の姿に近づいていくための方向性を

次のとおりとします。 

 

［生活者起点］ ［将来世代への責任］ 

［循環を基調とした、持続可能なまち］ 

［誰もが安全に、安心して暮らせるまち］ 

［活力に満ち、創造力あふれるまち］ 

●まちづくりの方向 

1. 美しい環境を守り、育てあう 

2. 心をつなぎ、支えあう 

3. 学びあい、高めあう 

4. 魅力を育み、磨きあう 

5. 活気を生み、力を伸ばしあう 

6. 交わり、連携を強めあう 
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第４章 まちづくりの方向 
 

１ 美しい環境を守り、育てあう 

 

「いわき」が持つ、四季折々の変化に富んだ恵み豊かな自然環境を、将来に

わたって美しい姿のまま引き継ぐことが必要です。地球全体の環境保全を視野

に入れながら、私たち一人ひとりが環境に負荷の少ない行動に取り組みます。 

 

 

 

自然環境を保全する 

無秩序な開発や市街地の拡散を防止し、適正な土地利用を進めることにより、

人類をはじめ、すべての生物の生存基盤である自然環境を守り、豊かにしてい

ます。 

 

 

資源・エネルギーを循環させる 

有限な資源やエネルギーを浪費せず、循環的な使用を進めます。また、これ

以上ごみを増やさないよう、経済のしくみや一人ひとりの生活様式を転換して

いきます。 

 

 

美しく、豊かな水を守る 

命の源である水資源を守るため、森林や農地を保全するとともに、流域圏に

着目したまちづくりを進めます。 

また、日々の暮らしや生産活動での節水や水質の浄化に努めます。 
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２ 心をつなぎ、支えあう 

 

人と人とのつながりや、地域のぬくもりのなかで、いつまでも健康で、いき

いきとした暮らしを営むことは、市民みんなの願いです。年齢や性別、障害の

有無などにかかわらず、誰もが平等に社会に参加でき、また、生活しやすい環

境を整えます。 

 

 

 

認め合い、尊重する 

年齢や性別、障害の有無など、人それぞれの個性や違いを認め合い、お互い

に尊重することが大切です。人の心や、まちの構造など、社会の中のあらゆる

障壁を取り除きます。 

 

 

地域全体で支える 

子育てや介護といった課題の解決には、一人ひとりの努力だけでは限界があ

ります。家族や地域で課題を共有し、知恵と力を出し合い、これを支える「地

域力」を高めていきます。 

 

 

健やかに生きる 

すべての市民が安心して自分らしく、自立した暮らしを実現できるよう、保

健、医療、福祉の連携を強め、心と体の健康づくりを進めるための総合的な体

制を確立していきます。 

 

 

穏やかな暮らしを守る 

市民の誰もが、日々の平穏な暮らしを望んでいます。災害に強い都市構造を

備えるとともに、地域ぐるみで犯罪や交通事故を防ぎ、また、身近な消費生活

の安全性を確保していきます。 
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３ 学びあい、高めあう 

 

生涯にわたっての「学びの場」を用意することにより、市民一人ひとりが

持っている個性や能力を磨き、それらが最大限に発揮できる環境を整えます。

特に、子供たちの基礎的な知識を高め、自ら考え、実践する力を育むとともに、

思いやりの心や困難に立ち向かう勇気など、豊かな心と生きる力を伸ばします。 

 

 

 

思い思いの生き方を楽しむ 

生涯と通じた学びの場は、自然や歴史に親しみ、趣味やスポーツを楽しみ、

また、身の回りの地域活動に参加するなど、身近なところにあるものです。そ

うした場や機会を提供します。 

 

 

知恵や感性を育む 

このまちに生まれた子供たちに、知・徳・体を備えた、たくましい人に育っ

て欲しいものです。家庭や学校、そして地域全体で、知恵や感性にあふれ、人

間性豊かな人を育みます。 

 

 

新たな文化を創る 

良き伝統を受け継ぐこと、そして、絶えず創造し続けることこそが文化の原

点です。自らのまちの歴史を理解し、また、質の高い芸術に身近に触れること

のできる機会をつくります。 

 

 

 

 



27 

 

 

４ 魅力を育み、磨きあう 

 

環境との調和を基本に、多核分散型の都市構造を生かしながら、中心性と拠

点性の高い、魅力的な都市空間を創出します。また、食料や水など、人々の暮

らしを支える中山間地域を、それぞれの資源や特性を生かしながら再生してい

きます。 

 

 

 

住み良さを伸ばす 

豊かな自然や温暖な気候に恵まれた、快適な居住環境をさらに質の高いもの

にしていきます。一人ひとりが身近な地域の緑化や美化を進め、より美しく、

魅力的な街並みをつくります。 

 

 

街の魅力を高める 

人々が住み、集い、憩える場として、中心市街地が本来の機能を取り戻すた

め、魅力ある居住空間や多様な交流の場を創出し、新たな都市文化、生活文化

を創造・発信していきます。 

 

 

中山間地域を再生する 

国土や環境の保全、貴重な地域文化の継承など、中山間地域が持つ重要な役

割を再認識し、「生活の場」としての質の高い居住環境や、就労の機会を確保

します。 
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５ 活気を生み、力を伸ばしあう 

 

市民の暮らしを支える産業の活力を高め、「いわき」の内発的で持続的な発

展を目指します。地域に根ざした生業を守り、育てることを基本に、港湾、高

速交通網など、産業基盤の蓄積を最大限に生かし、世界を視野に入れた生産・

物流活動を展開します。 

 

 

 

「食｣の基盤を固める 

農林水産業は、私たちの「食」を支える大切な基盤です。そのため、その生

産・経営の力を強めるとともに、時代の変化に即した生産・流通・消費のしく

みを確立していきます。 

 

 

工業の優位性を伸ばす 

工業都市の特性をさらに伸ばすため、その基盤となる総合交通体系や港湾機

能を強化しながら、研究開発機能の充実や情報技術の活用など、構造変化への

対応に取り組みます。 

 

 

商い人や匠を応援する 

小売・卸売機能を強化し、まちづくりの視点から商店街の活性化を進めます。

また、伝統ある地場産業や中小企業を支援するとともに、新たな業態を持った

サービス産業を育成します。 
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観光の戦略を打ち出す 

海、山、温泉など、恵み豊かで多彩な地域資源を最大限に活用しながら、人

と人とのふれあいや交流・体験を基軸とした、回遊・滞在型の戦略的な観光を

展開していきます。 

 

 

新たな産業を生み出す 

環境や福祉、情報通信など、暮らしに根ざした分野を中心に優れた技術や気

概を持った起業家を支援します。また、産・学・官の連携と協力を強め、産業

の土壌を肥やします。 
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６ 交わり、連携を強めあう 

 

求心力のある「いわき都市圏」を形成するためには、市内それぞれの地域が

持つ多様な資源や特性を活かしながら、広域的な交流と連携を強めていくこと

が必要です。さらに、地球的な視野に立って考え、行動し、自らの力で未来を

拓く人を育みます。 

 

 

 

地域と地域を結ぶ 

人と人、地域と地域を結ぶ総合的な道路交通ネットワークを確立するととも

に、利便性の高い公共交通体系を整え、人々の自由で活発な活動を促進します。 

 

 

情報ネットワークを築く 

情報技術を活用したネットワークを整備し、誰もが利用できる環境を整える

ことにより、地域に居ながらにして世界の人々とふれあい、ビジネスが展開で

きる可能性を広げていきます。 

 

 

世界の中で生きる 

全国の各都市や世界の人々との交流を深めるとともに、経済や防災、環境保

全など、実のある都市間連携を進めます。また、世界に羽ばたく、幅広い視野

を持った人材を育みます。 

 

 

 



 


