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いわき市まちづくり市民会議アンケート回答結果

委員氏名
(敬称略)

いわきの良いところ 課題と感じていること いわきの理想像 その他（ご意見・ご提案など）

気候

海

環境変化適応能力

気候が1年中
安定している

人柄がいい

観光名所が多い

学園都市

自然の美しさ

国際港湾都市

気候

首都圏との距離が
ちょうど良い

海・山・川

サンシャイン
いわき

フラガール

　以和貴という固いイメージから脱却し、たとえば生
活を優先するのであれば、「いつも・わらって・きも
ちよく」あるいは、観光を打ち出すのであれば、「い
つも・わらいと・きくばりと」とか、柔らかいあたた
かいイメージで打ち出すのはどうでしょうか。「いた
るところで・わいわい・キャッキャッ」とか、色々と
出てきそうです。

　
 学生を教えていて、いつも感心するのは、発想の柔軟
さや感性の豊かさです。たとえば、「住みよさ」とか
「子育てのしやすさ」等を含めたいわきのイメージ戦
略等、学生のアイデアを募るのも良いと思います。
　また、これは、常磐線特急を利用していて思うので
すが、茨城県の常陸太田市は、他から移り住む人や子
育て支援に補助金を出す等、社内の電光掲示板を利用
してアピールしています。実際にそれを見て移り住も
うと思う人がどれだけいるか疑問ですが、きっと子育
てする人に優しい町では…と思わせるイメージ戦略の
効果があると思います。
　「原発作業員が住む町」あるいは、「イノベーショ
ンの町」というのは、重要であることはわかります
が、現実的すぎるので、夢や希望のある町であること
を女性や若者の力を借りながらアピールしてゆくこと
が大切かと思います。

・平以外では子供に対する文化学習インフラ（図書
館）が乏しい
・平での会合が多い

他に例のない文化・経済先進地

　少子高齢化、人口減少が進み若い世代が首都圏へ流
出して人財不足が加速している現状を考えると、如何
に若者が地元（いわき市）に帰って働ける魅力ある環
境を、各企業（事業所）がどう取り組んでいけるかを
模索し、インターンシップの強化などによる人財確保
に取り組んでいかなければならない。

　いわき市の伝統・文化・歴史・郷土料理など多様性
に富む地域資源の中から、誇れる素材を発掘調査し、
ネットワークなどの情報発信を図り、交流人口の拡大
推進しなければならないと考えます。

　中山間地域の学校廃校の跡地利用（リノベーショ
ン）を考え、アートスペース（ギャラリー）併用のカ
フェ、ライヴ会場、図書館、会議室、合宿所など多様
な利活用を進め、地域活性化を図る。

・貧弱な地域公共交通（自家用車ライドシェア（相乗
り）でかなり解決できるが）
・向上心の低い若者が多い（まったくの個人的印象）
・東京へのアクセス条件（JR前売り割引率が低く抑え
られている、高速バスがしばしば満席）
・空港へのアクセス条件（成田、茨城、福島いずれも
マイカー依存）

・関東と東北の地理的接点としての立地条件を活かす
方策
・理念、ビジョン、ストーリー、合理性を持った地域
戦略。
・選択と集中で世界ナンバーワン、オンリーワンの
テーマ設定とその実現。

　高齢単身世帯増加により発生する課題の総合的な対
応策なども地域戦略テーマの候補と考えます

１.　基本的には内向きだが東京を意識しすぎている。
２.　いわきの良さを認識していない。
３.　公的なことに無関心。
４.　いわきファーストの人を増やすこと。
５.　流入人口を増やす方策を打ち出す。

１.　見つめ直そういわきの良さ
２.　外より内が大切
３.　市民自らいわきの良さを認識しよう（例えば祭り
を支援する。）
４.　市民が一体となって取り組める行事を作る。
５.　各地区を回るバスの運行（市バスとして）

１.　行政が頑張っている姿をもっと市民に知ってもら
う。（TVなどを利用して）
２.　いわき発のブランドをもっと多く開発して外へア
ピールする。(ブランドの発掘)
３.　行政でも民間でももっとイベントを作る努力をす
る。
４.　芸術・スポーツを盛んにする。
５.　グローバルな催しを市民中心に行う。（島サミッ
トの民間の関与など）

　高等教育機関である大学が2つ、高等専門学校も存在
するという学園都市、日本には２つしかない国際港湾
都市（バルク）でありながら、隣の茨城県水戸市と同
様に、首都・東京と東北の雄・仙台との間に埋没して
いる感があります。
　気候的には「東北の湘南」は、嘘ではないですが、
若干「湘南」という名前に便乗している感があり、使
うのが気恥ずかしい気がします。せっかく全国で名を
知られたハワイアンズがあるので、たとえば、「日本
のカポレイ」とか、海外の都市と共に売り出す位の姿
勢が必要ではないでしょうか？

Ａ委員

Ｂ委員

Ｃ委員

Ｄ委員

Ｅ委員
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委員氏名
(敬称略)

いわきの良いところ 課題と感じていること いわきの理想像 その他（ご意見・ご提案など）

海あり山ありの
自然いっぱい

人と人との
ふれあい

気象条件

冬の明るさ

目光りなどの
魚が美味しい

日照時間が日本有数

東京より雪が少ない

・交通の便が悪い
・文化レベルが低い
・人手不足

「全世代交流の街」を目指し、学生のみならず全世代
の人間力を高めよう。

＜少子化対策＞
産めよ増やせよを口に出すことが憚られる世相だが、
結婚と子育て支援は街づくりの基本であろう。婚活や
出会いの場を企業や各種団体でもっと設けて、声を大
にして家庭を持ち子育てをすることの大切さと幸せを
アピールしてはどうか。
＜高齢化対策、大学に高齢者の学びの場を＞
少子化により廃校となる学校を高齢化により需要が増
える介護・福祉施設や高齢者コミュニティとして利活
用する。地域包括ケアシステムの理念である「高齢者
が住み慣れた地域で自分らしい人生を全うできる社会
を作る」ための拠点施設が子供の頃に通い慣れた場所
にあれば利用し易く、広い校庭や体育館で運動するこ
とも出来る。体力が衰えた方のためにショートステイ
や入所施設を併設すれば、穏やかな看取りの場として
も廃校を利用出来るだろう。
　廃校の利用の他にも、生き残りをかけている地方の
大学を活用し、アメリカの大学連携型リタイアメン
ト・コミュニティの様に、大学の敷地内や隣接地に高
齢者住居を作り、高齢者自身が学生として学んだり自
分のキャリアを生かして大学生に教えたりすることで
第二の人生の生きがいを得る仕組みを作ってはどう
か。
＜医師不足対策＞
市内の病院勤務医数は震災前から全国平均の約6割と不
足していたところに、震災により実質人口が約3万人も
増えて需要と供給のバランスが悪化し、各施設では少
ないスタッフが力を合わせて医療の質の維持に努めて
いるが、医療側の努力だけではそろそろ限界である。
開業医も高齢化が進んでおり、医師となった子弟も都
会から戻らず第三者承継もままならずに廃院するケー
スが増えている。
医師不足の解消には郷土愛の教育が必要だと考える。
市内からの医学部進学者に、いわき市へ戻ってもらう
ためには、市内の進学校同士が切磋琢磨し学力だけで
はなく郷土愛を育む教育をしていければ、都会の医学
部に進学したとしてもいずれはお世話になった愛する
故郷に戻ろうという気持ちを持って頂けるはず。

　未婚の男・女性が多く（特に男性）何とかならない
ものかと思う。市でも婚活等のイベントをなされてい
るでしょうが、ある程度年齢が高くなるとイベントに
も参加することを躊躇ってしまうので30才代からの参
加を呼びかける良い考え

　来年には磐城共立が新しくなり充実した診療で市民
の健康を見守ってもらいたい。
　そして「患者さんの話をよく聞いてくれるお医者さ
ん」（テレビの見すぎかな。）

　高齢者の免許自主返納が勧められています。私もい
ずれはそのような立場になると思います。返納したあ
との移動手段を考えると困ります。
　そこで、三和地区ですが、現在学校統合でスクール
バスが運行されています。いろいろ問題はあると思い
ますが、空き時間を利用して一般の人も利用できるよ
う取り組んでほしいです。

　広域都市ならではなのか、特徴が少なく何事におい
ても平均的

１.周回遅れの最先端
２.ある物・いる人・できる事

　今までの産業や、社会活動の連携は、沿岸部、都市
部、山間部との市内南北の広がりが中心。
　今後はそれに流域をイメージした必要と感じる。

Ｆ委員

Ｇ委員

Ｈ委員
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委員氏名
(敬称略)

いわきの良いところ 課題と感じていること いわきの理想像 その他（ご意見・ご提案など）

気候温暖

日照時間が多い
日本三大地区

（いわき・浜松・甲府）

日本三大古温泉地
（有馬・道後・湯本）

気候が温暖

温泉

いわきの風土、
つまり環境

古代の「アオ」
のイメージ

青い空、川、海、
そして山

青い空、青い海

明るい太陽

温暖な気候

・広すぎる市
・医療への不安
・高い税金
・高い野菜（隣の茨城ではもっと安い）

・豊かな自然とサンシャイン
・水と緑とサンシャイン

　第1原発に近いを売りに、もっといわき～原発見学ツ
アーとか、研究開発施設の誘致

　就業時間を早めることで、個人が自由に使える時間
が増え、経済や少子化に良い影響が出るのではないか
と思います。

　大人から子どもまで、市民や市外から訪れる人々の
満足度日本一の都市

　特に不満はないが、「不安」を抱えている。
　今、人生100年の時代、定年を60歳とすれば人生の
40％が無職時代。少子高齢化、医療、介護問題、明日
は我が身である。
　「オールいわきでがんばろう」も結構だが、「各々
やれる範囲でやる」でいいのではと思う。

　揺り籠からから墓場まで、誰もが快適に安心して暮
らせるまちいわき。やはり、暮らしの中心にあるのは
環境。環境の中に暮らしがあるといっていいかもしれ
ない。環境とは身のまわりすべてのもの。いわきの環
境を創ってきたのは、いわきの先人たち。子どもたち
に伝えたい、残したいいわきの環境。これまで、いわ
きの環境がどう変わってきたのか、これに市民がどう
関わり、行動してきたのかを知れば、私たちがこれか
らどうすればいいのかわかるはず。

　
　人口が減れば、税収も減る。とにかく、人口が減ら
ない施策を考えること。教育は人が集まる理由にもな
る。出ていく理由にもなる。定年後、大学に入り直
し、学びたいという人が増えている。
　観光については、人を呼び込むには「景観」が大
事。要はリピーターを増やし、客に1円でも多くのカネ
を落とさせるかである。環境もビジネスになる。環境
はいわきの財産であり、全てに関連してくる。これを
活用しない手はない。
　産業分野については、企業の経営レベルを上げるこ
と。目的はカネを稼ぐことカネのあるところには人が
集まる。とにかく、いわきの知恵を集結し、人口を増
やすことである。人財を増やすこと。

　
　東日本大震災から６年10か月が過ぎました。放射線
による風評被害も徐々に良い方に向かっております。
でも、海産物、果実、山野菜、他の産物について好転
しつつも他方部の人々から要注意の心は払拭されてま
せん。
　※県産の酒は日本一、世界でも注目されてます。

　いわきは天変地異に関して、東北の桃源郷です。線
量も会津若松0.05μ㏜、いわき年0.06μ㏜です。科学
者の説に依ると昔から宇宙からは１年に2,400μ㏜が放
射されており毎月200μ㏜だそうです。放射線は注意し
ながら生きてい行きたいものです。

　子供達や生まれくる幼児達に対して、医療関係者や
施設の充実により甲状腺「がん」等の対応をお願いす
る次第です。

Ｊ委員

Ｋ委員

Ｌ委員

Ｉ委員
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委員氏名
(敬称略)

いわきの良いところ 課題と感じていること いわきの理想像 その他（ご意見・ご提案など）

温暖な気候

広くて地域ごとに
個性がある

市民の
おおらかな人柄

海

たべもの

気候

Ｍ委員

Ｎ委員

【公共交通機関】
　いわき市の面積の広さに対して、公共交通機関に乏
しいと思います。仕事、子育て、趣味などで利用する
際に、不便さを切実に感じます。小名浜の再開発をひ
とつのきっかけに、ＪＲやバス運行、新しいオンデマ
ンド交通など、公共交通機関が見直されることを期待
します。
　●市内：いわき市の面積が広いために、平周辺とそ
れ以外の地区においてかなりの地域格差があります。
高校も進学校は平方面に集中し、いわき南部などの遠
方在住者にとっては教育格差につながっています。公
共交通機関が充実すれば少しは格差が解消されます
が、その公共交通機関が十分とは言えません。特にＪ
Ｒが不便です。例えばＪＲはいわき駅発勿来方面20時
以降の電車（普通列車）が20:52わずか1本だけです。
塾・部活帰りの学生が20：52を逃すと、終電22:03に
なってしまいます。
　●市外：東京方面行きは、ＪＲ特急は最終20：16、
高速バスは最終20:00です。出張の前日移動にも不便で
す。また、朝のバス移動は疲労を伴う上、渋滞で到着
時間が読めないため、ＪＲ始発特急6：14（品川着
9:13）に頼らざるをえません。これだと10時開始の会
議出席が難しいです。セミナー講師の依頼などに関し
ても、時間的制約が大きく、ビジネスチャンスも逃し
ていると思います。
【保育士不足】
　少ない少ないと言われている保育士（看護師・介護
職も同様）ですが、保育士になるのにお金がかかるよ
うでは従事者は増えません。すでに少子化が進んで、
働く世代人口が減ってきた今、この３つの資格は、
「いわきならその資格で働けば【返還不要】の補助金
が十分な金額あるから実質無料で取れる。30代・40代
でも挑戦できる」くらいの劇的な改革が必要だと思い
ます。なお、いわき短期大学の学費は、2年間で218万
円です。そのうち76万円が入学時に必要です。

理想としては
１．「女性が元気なまち、いわき」女性が元気なら世
の中は（いわきは）もっと良くなると思います。

２．「子育てしやすいまち、いわき」子どもがたくさ
ん生まれなければ、全ての産業が衰退します。転入女
性を期待するのではなく、いま住んでいる子育て世代
がプラス１（こどもをあと１人もとう）と思えるよう
になってほしいです。

３.「保育・医療・介護充実のまち、いわき」この３つ
が充実していることが、長期的には市の活力となりま
す。いわき市の地域包括ケア情報紙「igoku（いご
く）」で取り上げているような、既存のコミニュニ
ティの充実が大事だと思います。

　市街地から遠いと、子育てにおいても、親の力（車
の所有台数、移動にかけられる時間）に左右されま
す。「平周辺じゃないところに生まれたから、○○
（進学、通塾、スポーツ、文化的活動、社会的活動な
ど）はできない」となってしまうのはとても勿体ない
です。いわき市の面積が広いというのは様々な課題を
生んでいますが、「地域ごとに個性がある」という魅
力にもつながっています。公共交通機関が見直され
て、地域どうしの交流や連携が密になれば、もっと魅
力あるいわきにつながるのではないでしょうか。
　また、女性の健康にもぜひ注力していただきたいで
す。女性にとって、仕事・子育て・介護と３重負担の
時期にやってくるのが更年期です。合計４重負担にな
ります。ネウボラを他の自治体よりいち早く進化させ
て、妊娠～出産～子育て～更年期まで途切れなく支援
できたら、女性はさらに元気になりいわきを経済的に
も（たくさん働ける＆医療費が抑制されるという２つ
の面で）支えてくれると思います。

・子育てしにくい町、子を大切にしていない町。
・子の対等と考えていない人が多い
・生活の余力がない人も多い

・家庭環境や生まれにかかわらず、全ての子どもが自
分らしく成長できるいわき
・全ての人が、障害の有無や、年齢、能力等の差など
にかかわらず、自分らしさを発揮しながら、生活に不
安を抱えることなく、人生を送れるいわき。
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