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東日本大震災 

・大地震、大津波 ・生活基盤の喪失 

・経済活動の停滞 

IWAKI ENERGY 
マイナスをプラスエネルギーへ 

原発事故 

・放射能への不安  ・風評被害 

・安心・安全への脅威 

生活基盤の回復、産業基盤の回復、除染・放射線対策の推進 等 

復興モデル都市へ 
島ｻﾐｯﾄ･ﾌﾟﾛ野球ｵｰﾙｽﾀｰ・U-15 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ等の開催、体験型経済教育施設｢Elem｣開設、 

震災復興土地区画整理、防災集団移転促進、災害公営住宅整備 等 

 

･地域に愛着･魅力を感じ 
地域で働く意欲が高いまち 
･誰もが働きやすい環境 
･エネルギー関連産業の一大拠点 
･

･地域全体で人を育て人が育つまち 
･グローカルな人財を輩出 
･誰もが個性を生かし地域で活躍 
･安心して出産･子育てができる環境 

･
･  
･人
･感性豊かな文化創造都市 
･

  
 

 いわき創生総合戦略  IWAKI ENERGY 

いわき市人口ビジョン いわき創生に向けた取組み 

総合戦略の目的 

■過去４回分の国勢調査の人口トレンドを踏まえた推計では、2060 年

の人口は、15 万 3 千人と推計される。（2010年比△55.0%） 

■自然動態・社会動態の両面の改善が図られた場合、2030 年に約 30

万人、2060 年に約 22 万 7 千人の人口が維持されると推計される。 

⇒ 2030年で約 30万人､2060年で約 22万人の人口維持を目指す 

                   

起こること ・晩婚化、未婚率の増加など
に伴い出生率が低下  

・高齢化が進み死亡数増加  
・若い世代が首都圏等へ流出
し戻らない  etc 

・地域経済への影響 

・暮らしへの影響 

・行政への影響  

総合戦略の 
目的 

人口減少に歯止めをかけ 
人口構造を改善する  

・

将来にわたり 
まちの活力を持続する  

・
・
・

▶ この２つの目的に沿った政策・取組みを推進 

総合戦略の基本目標 

275,614

153,875

302,272
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基準推計 展望人口

廃炉･ﾛﾎﾞｯﾄ ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ PJ 
・研究者の育成に向けた実践的教
育プログラムを構築 
・  

・

・

稼げる農林水産業 PJ 
・
・生産､加工､販売までをセットで
強化し稼げる化を促進 

・
 

・

・現行の創業支援施策を整理し、
主体間の連携を強化
・

いわきで働きたくなる PJ 
・

・多様な地域資源の連携によ
る新たな価値の創造 
・

空き家･空き店舗活用 PJ 
・空き家等の情報を一元管理 
・ニーズにあった入居マッチ
ングなどによる利活用促進 

地域力アップ PJ 
・地域の課題を｢自分ごと化｣ 
・「参加できるまち、挑戦でき
るまち」としての魅力を構築 

廃校リノベーション PJ 
・産業､文化活動､合宿利用等､
多様な可能性を視野に入れた
利活用を進め地域を活性化 

デマンド交通 PJ 
・

・  

グローカル人財育成 PJ 
・子どもたちの学力や企画力・
問題解決能力の向上 
・「いわき教育ファンド」の創設 

出産・子育て PJ 
・妊娠前から出産・子育て期ま
で切れ目なくきめ細かな支援 
・子育てしやすいまちをつくる 

若者結婚 PJ 
・男女の出会いの場の創出 
・婚活コーディネーターによる
マッチング 

医療人財確保 PJ 
・大学医学部寄付講座の開設 
・医療人財の育成 
・魅力ある新共立病院の整備 

いわき市民総参画 PJ 
・女性が働きやすい環境づくり 
・ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱの活躍の場を拡大 
・(仮称)いわき創生条例の制定 

H30.2.15／第２回いわき市まちづくり市民会議 資料３―２ 



　
いわき創生総合戦略成果指標（KPI）一覧

備考
（2017現状値）

"人づくり" と "まちづくり"の
好循環を生み出す
～地域が「人」を育て、「人」が
地域をつくる～

■合計特殊出生率

■出生数

■合計特殊出生率

1.71

■出生数

2,600人

■合計特殊出生率

1.57（Ｈ26）

■出生数

2,562人（Ｈ26）

■合計特殊出生率

1.50（H28）

■出生数

2,343人（H28）

H28年
●

（合計特殊出
生率のみ）

■一人の女性が生涯に産む子供の平均数

■年間出生数（子の住所が本市のもの）

当該基本目標の達成度合いを測る指標として、人口の自然動態を数値目標として

設定する。

全国学力・学習状況調査結果に

基づく正答率

小学校国語ＡＢ103

小学校算数ＡＢ101

中学校国語ＡＢ102

中学校数学ＡＢ100

小学校国語Ａ102.4、Ｂ101.2

小学校算数Ａ100.4、Ｂ97.6

中学校国語Ａ101.1、Ｂ98.8

中学校数学Ａ96.0、Ｂ93.3

小学校国語Ａ103.3、Ｂ100.5

小学校算数Ａ103.4、Ｂ  96.9

中学校国語Ａ101.3、Ｂ101.5

中学校数学Ａ  98.0、Ｂ  98.3

H29年度 ●

いわき市の対全国指数（国の平均正答率

を１００としたときの市の平均正答率を

示す割合）

子どもたちの学力を上げ地域の生産性を高めるという当PJの目的達成度を測るた

め設定する。

市内高校生の地元就職率 75.00%
73.8％

（平成27年3月卒業者）

77.3%

（H29年3月卒業者）
H29年3月末現在 ●

本市が実施している高校卒業者の進路決

定状況等に関する調査による市内就職者

の割合

子どもたちの郷土愛を高め、地元定着を図るという当PJの目的達成度を測るため

設定する。

給付型奨学金制度の構築 制度の構築 ー 制度構築・実施 H29年12月末現在 ● 給付型奨学金制度の構築
地元へのUターン就職者数を増やすため、地元に就職した場合、奨学金の返済を

免除する給付型奨学金制度を創設する。

婚姻率（人口千対） 5.0
4.8

（H26）

4.6

(H28)
H28年度末 ●

市人口のうち、年間で婚姻届出のあった

件数の割合

少子高齢化を改善するためには、婚姻数を増加させる必要があることから、婚姻

率をＫＰＩとして設定するもの。

生涯未婚率
男性：21.2％

女性：8.8％

男性：21.2％（H22）

女性：8.8％（H22）

男性：25.1％（H27）

女性：11.8％（H27）
H27国勢調査結果

50歳時点で１度も結婚をしたことのない

人の割合
結婚機運を高めるという当PJの目的達成度を測るため。

くるみん認定企業件数
認定企業数

10社

認定企業件数

５社

認定企業件数

７社
H29年6月末現在

一般事業主行動計画を策定し、その計画

に定めた目標を達成し、都道府県労働局

に申請し認定を受けたいわき市内の企業

数。

少子高齢化を改善するためには、子育てしやすい環境を社会全体で構築すること

が重要である。このため、子育て環境の整備に取り組んでいる企業を認定する

「くるみん認定」を受けた起業件数を指標として設定するもの。　※「くるみん

認定」は、仕事と子育ての両立を図るための環境整備などに取り組んでいる企業

が、福島労働局に申請し、認定を受けることができる制度。

いわき版ネウボラ制度 制度の創設 ー 創設・実施 H29年７月から実施 ●
妊娠・出産・育児の切れ目ない相談・支

援の場やその仕組みを構築

安心して子どもを産み育てる環境をつくるため、妊娠期から子育て期まで、切れ

目ない総合的な支援を行う仕組みを構築するもの。

保育所待機児童数 0人 21人 25人 H29年４月１日現在 ● 保育所入所に係る待機児童数
子どもを安心して産み育てられる環境づくりという当ＰＪの効果測定のため設定

する。

15－64歳女性の就業率 75.00%
66.85%

（H22国調）

59.4%

（H27国調）
H27年10月1日現在

国勢調査における

15-64歳女性就業人口　/

15-64歳女性人口

女性の社会参加の促進という当ＰＪの目的達成度を測るため設定する。

高齢者ボランティアポイント制

度対象ボランティアメニューの

拡充

ボランティアメニューの拡充 ー ６メニュー H29年12月末現在 ● 対象となるボランティアメニューの拡充
高齢者の社会参加を促進するため、同制度の対象となるボランティアメニューの

拡充を図る。

公民連携事業制度 制度の構築
公民連携推進モデル事業

（行政提案型事業）の実施
H29年12月末現在 ● 公民連携事業制度の構築

様々な主体の社会参加を促すため、来年度以降、市民提案による公民連携事業制

度の構築を図る予定であることから、指標として設定する。

障がい者の実雇用率 2.00% 1.80% 2.04% H29年6月1日現在
法定常用労働者数のうち、算定障がい者

数の割合

現状値は、市1.80％、県1.84％、国1.88％であり、現在、国・県の割合よりも

低いため、国を越える割合で、５年後の目標を2.00％と設定する。

人口10万人あたり医療施設従事

医師数

183.8人

（H26年12月末現在）

（県平均）

172.1人

（H26年12月末現在）
161.2人 H28年12月末現在 ●

平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査

（厚生労働省）

本事業は、医師を確保し、地域医療を守ることを主目的とするものであり、人口

10万人あたりの医師数を指標として設定する。

人口10万人あたり看護師数

789.3人

（H26年12月末現在）

（県平均）

770.8人

（H26年12月末現在）
776.9人 H28年12月末現在 ● 看護職員就業届出状況（福島県）

本事業においては、地域医療を守るため、看護師の確保に努めるものであり、人

口10万人あたりの看護師数を指標として設定する。

指標や目標値に対する考え方

1-5　医療人財確保 PJ

1-1　グローカル人材育
　　　成PJ

1-2　若者結婚 PJ

2020(H32)目標値数値目標・KPI基本目標・PJ
改定後期
基本計画

指標の定義2017(H29)現状値
2015(H27)値

（創生総合戦略策定時点）

1-3　出産・子育て PJ

1-4　いわき市民総参画
　　　PJ



　
いわき創生総合戦略成果指標（KPI）一覧

備考
（2017現状値）

指標や目標値に対する考え方2020(H32)目標値数値目標・KPI基本目標・PJ
改定後期
基本計画

指標の定義2017(H29)現状値
2015(H27)値

（創生総合戦略策定時点）

市民からも、市外からも ”選
ばれるまち"　をつくる
～いわきの強みや深みを改めて見つ
め直し、最大限に生かす～

■15-24歳の転出超過数を抑制

■25-29歳の転入超過数を増加

※5箇年累計

■15-24歳の転出超過数

4,876人

■25-29歳の転入超過数

1,376人

■15-24歳の転出超過数

6,419人

■25-29歳の転入超過数

303人

■15-24歳の転出超過数

4,606人

■25-29歳の転入超過数

1,860人

H22年国勢調査（10月１
日現在、10-19歳、20-
24歳人口）
H27年国勢調査（10月１
日現在、15-24歳、25-
29歳人口）

転出転入超過数：

ある年のある階級の人口を、５年後の相

当する階級の人口から減じた数

※人口の数値は国勢調査結果（確定値）

将来人口に最も影響するのは、若い世代の社会動態であることから、当該目標を

測る指標として、人口の社会動態のうち若い世代の社会動態を数値目標として設

定する。

出前講座実施件数
件数：180件

受講人数：7,800人

件数：167件

受講人数：7,570人

件数：175件

受講人数：8,199人
H29年12月末現在 生涯学習課に提出された申込書数

市民の地域に関する現状や課題の関心度合いを高め、地域活性化につなげるとい

う当PJの目的達成度を測るため。

市内大学等の学生の地元就職率 30％ 19.7％
20.2％

（H29年3月卒業者）
H28年度実績

いわき明星大学、東日本国際大学、福島

工業高等専門学校を卒業した者のうち、

本市に本社を置く企業等に就職した者の

割合

将来のまちづくりの担い手である若者の地元定着の状況を測るため。

ＮＰＯ新規認証件数 5件/年 5件/年 ６件/年 H29年12月末現在 地域振興課で認証した件数

観光交流人口 1,000万人
7,747,985人

（H26）

7,984,678人

（H28）

H28年市内観光交流人
口の統計

市内の主要観光施設・宿泊施設への入込

数と市内のイベント動員数

地域資源を活かし、定住・移住・観光・交流のあらゆる側面で本市への人の流れ

を構築するという当PJの観光分野での目的達成度を測るため。

【目標値】震災前（H22）の観光交流人口への回復　　10,735,110人（＝約

1,000万人）

宿泊者数 100万人
749,661人

（H26）

732,140人

（H28）

H28年市内観光交流人
口の統計

市内主要宿泊施設（ビジネスホテルは除

く）へ宿泊した人の数

地域資源を活かし、定住・移住・観光・交流のあらゆる側面で本市への人の流れ

を構築するという当PJの観光分野での目的達成度を測るため。

【目標値】H22宿泊者数への回復　980,722人（＝約100万人）

外国人宿泊者数 4,300人 ー 調査中
市内主要宿泊施設（ビジネスホテルは除

く）へ宿泊した外国人の数

地域資源を活かし、定住・移住・観光・交流のあらゆる側面で本市への人の流れ

を構築するという当PJの観光分野での目的達成度を測るため。

【目標値】H22外国人宿泊者数への回復　4,300人（推計値）※参考：観光庁

「H25宿泊旅行統計調査」では、いわき市の宿泊者における外国人宿泊者数の割

合は、「0.25％」とされている。

ＩＷＡＫＩふるさと誘致セン

ターにおける新規ＵＩＪターン

相談登録者数

10件/年 4件/年 2件/年 H29年12月末現在
地域資源を活かし、定住・移住・観光・交流のあらゆる側面で本市への人の流れ

を構築するという当PJの定住・移住分野での目的達成度を測るため。

文化施設における年間入場者数 90万人以上/年 85万人/年 合計　1,002,820人/年

H29年12月末現在

アリオス以外
122,934人
アリオス
879,886人

●

施設入館者数

（いわき芸術文化交流館、いわき市立美

術館、草野心平記念文学館、草野心平生

家、アンモナイトセンター、考古資料

館、暮らしの伝承郷）

文化活動を通じた人の流れを構築するという当PJの文化交流拠点機能分野での目

的達成度を測るため。

（2014年度実績：850,461人　　アリオス　742,752人　アリオス以外

107,709人）

アリオス・美術館　アウトリー

チ数
90回 90回 99回

H29年12月末現在
アリオス　57回
美術館　42回

●
アリオス、　美術館における出前イベン

ト実施回数

各地域への出前イベントにより文化活動を推進するものであり、実施回数を指標

として設定する。

スポーツ合宿利用者数 2,000人 1,584人(H26) 2,359人(H28) H28年度 ●
市内宿泊施設を利用する団体において、

補助金申請があった団体の延べ宿泊者数

スポーツ活動を通じた人の流れを構築するという当PJの交流分野での目的達成度

を測るため。

2-4　廃校リノベーション
　　　PJ

利活用した廃校施設数 5施設以上 0施設 0施設 H29年12月末現在 ●
新たな用途で恒常的な利活用がされた廃

校数
廃校を有効活用し、地域活性化につなげるという当PJの目的達成度を測るため。

空き地・空き店舗の利活用 仕組みの構築 ー 仕組みの構築に向け取組中 ● 空き地・空き店舗利活用の仕組み構築 空き地・空き店舗の利活用を進めるための仕組みを構築するもの。

空家バンク等空き家活用の仕組

み
仕組みの構築 ー 仕組みの構築に向け取組中 ● 空き家バンク等空き家活用の仕組み構築

空き家の有効な利活用を促進するため、空き家バンク等空き家活用の仕組みを構

築するもの。

2-6　デマンド交通 PJ 新しい公共交通のデザイン デザインの構築 ー デザインの構築に向け取組中 ● 新しい公共交通のデザイン構築
交通利便性を確保するとともに、将来的な人口の集積を見据え、新しい公共交通

のデザインを構築するもの。

2-1　地域力アップ PJ

2-2　いわきブランディン
　　　グ・プロモーション
　　　PJ

2-3　文化・スポーツの
　　　まちづくり PJ

2-5　空き家・空き店舗
　　　活用 PJ



　
いわき創生総合戦略成果指標（KPI）一覧

備考
（2017現状値）

指標や目標値に対する考え方2020(H32)目標値数値目標・KPI基本目標・PJ
改定後期
基本計画

指標の定義2017(H29)現状値
2015(H27)値

（創生総合戦略策定時点）

地域に培われた"生業"を磨
き上げ、伸ばす
～炭鉱の閉山や東日本大震災を乗り
越えた"底力"を発揮する～

■雇用創出数（製造業）

■製造業出荷額

■付加価値額（製造業）

■企業誘致数

■従業員1人当たりの付加価値額

（製造業）

■雇用創出数（製造業）　24,000人

■製造業出荷額　10,548億円

■付加価値額（製造業）　3,513億円

■企業誘致数　21件

■従業員1人当たりの付加価値額

（製造業）　1,464万円

■雇用創出数（製造業）　22,740人

（H25年）

■製造業出荷額　8,793億円（H25

年）

■付加価値額（製造業）　2,606億円

（H25年度）

■企業誘致数　7件（H26年）

■従業員1人当たりの付加価値額

（製造業）　1,146万円(H25年）

■雇用創出数（製造業）　23,279人

（H26年）

■製造業出荷額　9,137億円（H26年）

■付加価値額（製造業）　2,720億円

（H26年）

■企業誘致数　8件（H28年）

■従業員1人当たりの付加価値額

（製造業）　1,169万円(H26年）

「福島県H26年工業統計
調査」（H26年12月末現
在）
※企業誘致件数につい
ては、「H28年工場立地
状況について（福島県企
業立地課）」

●
（製造業出
荷額、従業
員１人当た
りの付加価
値のみ）

■雇用創出数、製造業出荷額、付加価値額及

び従業員1人当たりの付加価値額について

は、福島県工業開発計画「新生ふくしま工業

プラン」に基づく数値。

■企業誘致数については、福島県工業開発条

例に基づく届出件数。

若い世代の社会動態を改善するためには、地域のしごとやまちが魅力あるもので

あることが求められることから、当該目標を測る指標として産業分野の指標を設

定する。

教育プログラム参加校数 20校 ー 15校 Ｈ29年12月末現在 ●
市事業により構築した教育プログラムに

参加した学校数
廃炉・ロボット関連産業の人材育成という当PJの目的達成度を測るため。

教育プログラム参加者数 200人 ー 48人 H29年12月末現在 ●
市事業により構築した教育プログラムに

参加した人数
廃炉・ロボット関連産業の人材育成という当PJの目的達成度を測るため。

市内企業の共同研究支援件数
27件

（H32までの累計）

12件

（H27までの累計）

20件

（H29までの累計）
Ｈ29年12月末現在 ● 市内企業が行う共同研究に支援した件数 クリーンエネルギー関連産業振興という当PJの目的達成度を測るため。

化石エネルギー消費削減量
19,577ｋｌ

（原油換算）

16,184ｋｌ

（原油換算）

17,476kl

（累計）
Ｈ29年12月末現在 ●

市補助事業により、住宅、事業所、店舗

等または市有施設に導入された再生可能

エネルギー機器の各導入量に原油換算係

数を乗じ合算

エネルギー資源の域内循環推進という当PJの目標達成度を測るため。

3-3　バッテリー関連産
　　　業振興 PJ

バッテリー利用機器導入件数 100件 ー 31件

H29年12月末現在（超小
型電気自動車：2台、搭
乗型移動支援ロボット：1
台）

市民及び企業等に対し、市がバッテリー

利用機器の導入支援を実施した件数

バッテリー関連産業振興に当たり利用機器のモデル的導入促進を図るという当PJ

の目的達成度を測るため。

６次産業化による新商品開発件

数

30件

（H27～32の計）

16件

（H22～26の計）

6件

（H27～28の計）
H28年度末現在

国の農商工等連携事業計画、県の農商工

連携ファンド、各種公的産業支援機関等

における助成制度の活用件数を集計して

算出

第一次産業の振興という当PJの目的達成度を測るため。

開発件数　6件/年を目標とし、計画期間内の開発件数計を目標値とした。

認定農業者数 268経営体
252経営体

（H26末現在）

255経営体

（H28末現在）
Ｈ28年度 ●

本市が認定している毎年度末の認定農業

者数により算出

第一次産業の中心となる就業者を増やすという当PJの目的達成度を測るため。

「稼げる農業」の観点から、地域農業の中心となる認定農業者の増加を図る。

木材供給量 440千㎥
356千㎥

（H25）

359千㎥

（H27）

「Ｈ27木材需給と木材工
業の現況」　Ｈ29年7月
（福島県農林水産部）

木材統計調査及び木材需給動向観測調査

による木材供給量
第一次産業の振興という当PJの目的達成度を測るため。

林業就業者数 428人
338人

（H22）

323人

（H27）
H27年国勢調査結果 国勢調査による林業就業者数 第一次産業の就業者を増やすという当PJの目的達成度を測るため。

回遊性魚種の水揚金額
2,397百万円

（震災前H22の水準回復）

658百万円

（H26)

1,003百万円

（H28）
H28年度 回遊性魚種の市内での水揚金額 第一次産業の振興という当PJの目的達成度を測るため。

漁業経営体数

　

14経営体
14経営体

（H25)

14経営体

（H25)

次回漁業センサスがＨ30
に実施のため評価なし

市内の漁業経営体数

（＊沿岸海域での漁業経営体を除く）
第一次産業の就業者を増やすという当PJの目的達成度を測るため。

いわき市創業支援事業計画に基づく

支援を受けて起業した件数

30件

（H32までの累計）

5件

（H27までの累計）

21件

（H29までの累計）
H29年12月末現在 ●

市の創業支援事業計画に基づく事業によ

り支援を受けて起業した件数
市内起業者数を増やすという当PJの目的達成度を測るため。

インキュベートルーム入居率 100%
72.7%

（H27）

90.9%

（H29）
H29年12月末現在 いわき市創業者支援室の入居率 市内起業者数を増やすという当PJの目的達成度を測るため。

合同企業説明会参加者のUIJター

ン就職率
15.0%

12.2％

（H27年度実績）
20.3% H29年12月末現在

合同企業説明会参加者のうち、市内企業

へのUIJターン就職内定者の割合
UIJターン就業者を増やすという当PJの目的達成度を測るため。

市内高校生の地元就職率

（再掲）
75.0%

73.8％

（H27年3月卒業者）

77.3%

（H29年3月卒業者）
H29年3月末現在 ●

本市が実施している高校卒業者の進路決

定状況等に関する調査による市内就職者

の割合

市内学生の地元就職者数を増やすという当PJの目的達成度を測るため。

3-4　稼げる農林水産業
　　　PJ

3-5　起業家支援地域
　　　プラットフォーム
　　　PJ

3-6　いわきで
　　　働きたくなる PJ

3-1　廃炉・ロボット
　　　イノベーション PJ

3-2　クリーンエネル
　　　ギー循環 PJ


