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１ はじめに 

東日本大震災から間もなく９年になります。被災された方を始め、地権者の皆さん、

全国から応援いただいた派遣職員の皆さん、復興工事に携わる施工業者の皆さんなど、

多くの関係者のご協力をいただき復旧・復興を進めてまいりました。市民の皆さんの

期待に十分に応えきれないところもありましたが、今日まで着実に復興に向かって歩

み続けることができました。改めてこれまでのご協力に対しまして厚く感謝申し上げ

ます。 

昨年は元号が替わり新しい時代が幕開けしました。釜石では釜石自動車道が全線開

通するとともに三陸沿岸道路市内区間が全線開通しました。また、三陸鉄道リアス線

も全線開通となりました。復興事業ではうのすまい・トモスが整備されるとともに、

復旧・復興事業で 後の施設整備となった市民体育館も完成しました。そして、東日

本大震災後の大きな課題となっておりました東日本大震災の教訓を後世に伝え啓発

する防災市民憲章が市民の皆さんの手で制定されるなど、復興９年目にしてようやく

形として共有されるところまでまいりました。 

ラグビーワールドカップでは子どもたちの素晴らしい活躍のなかで国際統括団体

ワールドラグビーからキャラクター賞を受賞し、さらに年明けには釜石港が念願のポ

ート・オブ・ザ・イヤー2019 を受賞しました。皆さんの協力のお陰で復興 終段階の

釜石を全国へ発信することができました。お力添えをいただき衷心より感謝申し上げ

ます。 

私たちはラグビーワールドカップを通じて多くのことを学びました。これまで東日

本大震災からの復興を目指し、市民の皆さんと一歩一歩、まちづくりに取り組んでま

いりました。「One for All, All for One」「一人はみんなのために、みんなは一人の

ために」というラグビーの精神は、私たちが取り組んできた復興の精神と相通ずるも

のがあります。「一人はみんなのために、みんなは一人のために」は復興を通じて求め

てきたものそのものと言えます。 

令和２年度の始まりにあたり、私が昨年、４期目の市長就任所信表明で述べた、市
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民一人ひとりを大切にすることの重要性をこれからのまちづくりの原点として生か

し、市政を運営してまいります。 

２ 復興の完遂に全力を尽くし、震災の教訓を忘れません。 

（東日本大震災からの復興完遂） 

令和２年度は、いよいよ釜石市復興まちづくり基本計画「スクラム釜石復興プラン」

の 終年度を迎えます。復旧・復興のハード事業のうち防潮堤や水門整備については

工事が一部残っており早急に完成させなければなりません。国では復興・創生期間後

５年間は、国と被災自治体が協力して残された事業に全力を挙げて取り組み、ソフト

事業についても心のケア等の被災者支援を継続していくことを明確に示しています

ので、釜石市といたしましても被災者に寄り添いながら復興の完遂に全力を尽くして

まいります。 

１月末現在、市内で自宅を建設中及び着工待ちの世帯並びに内陸部に建設中の復興

公営住宅の完成を待っている世帯の合計 76 世帯が、未だ市内外の仮設住宅で暮らし

ております。引き続き、仮設住宅に入居されている方々の住宅の再建状況を注視しな

がら、再建に向けて 後の一人まで支援してまいります。 

被災事業者につきましては、昨年末現在、半壊以上の被害を受けた 1,035 事業者の

うち 639 事業者が再建し、375 事業所が休廃業、残る 21 事業者が再建を目指して、仮

設店舗での営業を行っている状況となっております。これまで市独自の再建支援策を

創設して支援してまいりましたが、被災事業者が１店舗でも多く再建できるようそれ

ぞれの状況を確認しながら支援してまいります。 

（台風第 19 号被害からの早期復興・復旧） 

昨年の台風第 19 号による被害状況は、住家では全壊６件、大規模半壊１件、半壊

11 件、一部損壊 204 件の合計 222 件、非住家では全壊１件、大規模半壊１件、半壊１

件、一部損壊 145 件の合計 148 件となっております。今後は、被災された方々の不安

材料を的確に把握しつつ、国の被災者生活再建支援及び市独自の住宅再建支援を活用

いただきながら、早期に安定、自立した生活を再建できるよう、国や岩手県、関係機
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関と連携し復旧・復興に取り組んでまいります。 

昨年末から現地調査を行っている検証作業につきましては、検証委員会において専

門家の皆様からご意見をいただきながら被害原因の分析や対策の検討を進めており

ます。今年度末には検証に必要な調査などを完了する予定であり、検証委員会におい

て専門的見地から原因や対策について検証いただきながら、市におきまして具体的な

実施計画を策定する予定です。 

なお、尾崎半島林野火災被災地復旧事業の造林地も台風被害を受けており、幹線作

業道の応急復旧を進め、復旧作業の継続を図っているところです。当初の復旧計画に

比べ、復旧期間を延長せざるを得ない見込みでありますが、岩手県や関係団体の協力

を得ながら、復旧作業を着実に進めてまいります。 

（地域防災力の向上） 

この台風第 19 号では当市が洪水・土砂災害の危険性が高い地域であることが改め

て浮き彫りになりました。今後はなお一層、地域の実情に応じた洪水・土砂災害対応

策を実施し、地域の方々と一緒にハザードマップを含む「洪水・土砂災害自主避難計

画」の作成にも取り組んでまいります。 

また、津波災害に備え、津波避難誘導標識等の環境整備や市全域を対象とした地震・

津波避難訓練を実施してまいります。さらにこれまでの経験を踏まえ避難行動要支援

者個々の避難支援計画を早期に整備することや、ペット避難の必要性も議論されるよ

う様々な課題にも取り組んでまいります。地域防災力の向上に向け、防災リーダーと

して期待してされる防災士の養成を継続するとともに、市職員一人ひとりの防災意識

の醸成と災害知識や行動力の向上にも努めてまいります。 

地域防災の要となる消防団につきましては、団員報酬の見直し増額を今３月定例会

にご提案させていただいたほか、消防屯所や車両など装備の充実や団員の確保、行政

とのさらなる連携に努めてまいります。 

３ 「市民が主役の開かれた市政」を実践します。 

（情報の発信） 
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当市では、市内８地区の地域会議が地域の問題に主体的に関わり解決を図ることを

目的に、生活応援センターが設置されており、市民の皆さんと行政が協働してまちづ

くりを担っていくことを市政運営の根幹と考えております。そのため市政に関する情

報を広報紙や市のホームページなどを通じて積極的に発信し、まちづくりに参画する

機会の提供を推し進めてまいります。また、地域会議をはじめ、市民と語り、声を聞

く場を積極的に設け、私の政治理念であります「市民が主役の開かれた市政」を実践

し、さまざまな世代や職種の方々の声を尊重し、市民目線の政治を政策に反映させて

まいります。 

（市民が参画する新しい総合計画の策定） 

現在、当市では市のまちづくりの基本的な方向性を定める総合計画に準じ「復興ま

ちづくり基本計画」を 上位の計画に位置付けてまちづくりを行っていますが、国の

復興・創生期間と同様に令和２年度で計画期間が終了いたします。そのため令和３年

度を初年度とする新しい総合計画の策定に今年度から本格的に取り組んでいます。新

しい総合計画は市民の皆さんが策定し、市民の皆さんと行政が協働でまちづくりを進

めていくことを重視していることから、公募に手を挙げていただいた市民 62 人で構

成する「かまいし未来づくり委員会」を中心に新しい計画策定が進められています。 

この手法はまさに「市民が主役の開かれた市政」の取り組みそのものであり、計画

策定に参画し、その後も各人が主体的にまちづくりに関わっていくことを期待してお

ります。このような取り組みの積み重ねが市民一人ひとりの意識改革をもたらし、よ

り力強く市民主体のまちづくりが進められていくものと考えております。 

４ 格差のないケアサービス。多世代で支え合う社会をつくります。 

（地域包括ケアシステムの充実） 

私たちは市民の誰もがどこに住んでいても安心してケアサービスを受けられ、多世

代で支え合う社会を目指しています。そのため、年齢を限定せず、障がい、虐待、引

きこもり、震災などにより支援の必要な住民に対して地域のさまざまなサービスが包

括的・一体的に提供される仕組みである釜石版地域包括ケアシステムを推進するべく
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地域包括ケア推進本部を立ち上げ全庁をあげて取り組んでいます。地域で安心して暮

らしていくため、医療、介護、福祉などのサービスの利用に加え、子どもから働き盛

りの世代や高齢者など、全ての人が地域の「担い手」として住民同士がお互いさまの

意識を醸成しながら友だちや仲間づくりができる、ご近所のつながりを大切にした地

域づくりに努めてまいります。今後はさらに、地域福祉活動に関心を持つ担い手の参

画を促し、地域の住民がお互いに支え合いながら地域づくりを進めることができるよ

うに地域との話し合いを通じて取り組みを充実させてまいります。 

（健康づくりの推進） 

岩手県は全国の平均寿命を下回り、健康寿命においても男性が全国ワースト５位、

女性が全国ワースト 16 位と、健康いわて 21 プラン（第２次）で指摘されています。

特にもがん、心疾患、脳血管疾患のいわゆる三大生活習慣病の死亡率が高く、脳血管

疾患に至っては男女とも全国 下位を記録しています。そのようななか釜石市の平均

寿命は県内市町村別で 下位であり、脳血管疾患の 65 歳未満の死亡率は県内医療圏

域で釜石圏域は 下位、男性脳血管疾患患者の３割は 65 歳未満との統計結果が出さ

れております。これらを分析いたしますと、喫煙習慣、飲酒習慣のほか、運動不足、

野菜摂取不足、濃い味付けの傾向が示されています。また脳血管疾患以外の 65 歳未

満の死亡率も高く、がんによる死亡率は県内医療圏域で釜石圏域が 下位と、由々し

き状況であります。そのため生活習慣の改善が喫緊の課題であり、市民の皆さんが健

康で長生きできるよう、保健師や栄養士等による健康教室や健康相談を実施するとと

もに、健康チャレンジポイントに力を入れて取り組み、地域、学校、職域等を巻き込

みながら当市 大の課題に対して 大限努力してまいります。 

母子保健事業につきましては、子どもを産み育てやすい環境づくりとして、妊産婦

が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等の相談支援を行う「産前・産後サポート

事業」の実施、「産後ケア事業」による出産直後の母子への心身のケアや育児のサポー

ト、「産婦健康診査事業」による産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図り、妊娠

期から子育て期までの切れ目のない支援の充実を図ってまいります。 
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こころの健康づくり、自殺対策につきましては、昨年度に策定した自殺対策アクシ

ョンプランに基づき、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策と連携を図り、

地域全体で自殺対策に取り組み、「生きることの包括的支援」を推進してまいります。 

（地域医療の充実） 

当市の地域医療を取り巻く環境は、医療従事者の不足などにより厳しい状況が続い

ていることから、限られた医療資源を効果的に活用し、適切な役割分担と連携により、

切れ目のない地域医療を提供する体制の構築に努めているところであります。今後と

も、市民が安心して必要な医療サービスを受けることができるよう、釜石医師会を中

心とする医療機関等との連携を強化しながら、医療と介護の連携や在宅医療の充実等

により、地域医療体制の構築に取り組んでまいります。 

また、医師を目指す学生に対し、岩手県国民健康保険団体連合会と連携して修学資

金を貸与し、さらに、新たに診療所を開設する医師に補助金を交付する等、医師の確

保と定着を図るとともに関係機関に対しまして要望活動を行ってまいります。 

（福祉の充実） 

 障がい者福祉につきましては、適切な福祉サービスの提供はもとより、地域共生社

会の実現に向け、多様な方々が互いを尊重しながらともに支え合うという考え方が当

たり前と受け止められる社会を目指し「心のバリアフリー」を積極的に推進し、誰も

が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう努めてまいります。 

 家族の介護もあり、ひきこもりの方もいて、生活にも困窮しているなど、複合的な

問題を抱えながらも支援につながっていない世帯に対しては、相談を待つだけではな

く、できるだけ支援につなぐ仕組みづくりを進めてまいります。 

 生活困窮者対策としては、新たに家計相談支援事業を加え専任の相談員を配置する

ことで、家計状況の課題を把握した上で個別に支援計画を作成し状況に応じてきめ細

かい支援に努めてまいります。 

高齢者保健福祉及び介護保険事業につきましては、介護人材の不足等によるサービ

ス供給量が低下し、本来、介護サービスが必要となる重度の要介護の方々にサービス
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提供ができなくなることなどが懸念されていることから、市町村の裁量によって制度

設計可能な要支援者等の訪問介護と通所介護の「国の基準を緩和したサービス」と「住

民主体による生活支援サービス」を今年度から開始しております。 

 現在は、「住民主体による生活支援サービス」として、訪問介護１団体、通所介護５

団体が担い手団体として登録を行い、地域の高齢者に生活支援サービスを実施してお

りますが、引き続き、地域で高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備

に取り組んでいる生活支援コーディネーターと連携を図りながら、多様なサービスの

提供体制の構築に努め高齢者を支える地域づくりを推進してまいります。 

 また、復興公営住宅に転居した高齢者の閉じこもりによる自立度低下や虚弱化等が

懸念されていることから、復興公営住宅が集中し、様々な地区から転居した方々が集

まっている東部地区の独居高齢者等を中心に、「総合相談」や「見守り訪問・アウトリ

ーチ型の傾聴」を定期的に行い、独居高齢者等の生活を支援する事業も始めており、 

この事業の実施により、顕在化した課題については、関係機関と連携のうえ個別支援

に繋げるなど、独居高齢者等が安心して生活できる仕組みの構築に努めてまいります。 

 さらに、来年度は、３年ごとに見直しを行うこととなっている「釜石市高齢者保健

福祉計画及び第７期介護保険事業計画」の 終年度となっております。令和７年には、

団塊世代の全てが 75 歳以上になるなど、人口の高齢化は、今後さらに進展すること

が見込まれております。令和３年度を初年度とする第８期計画の策定に向けて、第７

期計画までに取り組んできた施策や方向性を引き継ぎつつ、高齢者を取り巻く「現状

と課題」を踏まえ、新たな施策の方向性や介護保険料の改定、各サービス量の推計を

基にした基盤整備計画などの作業を進めてまいります。 

（子どもの虐待防止） 

子ども虐待防止を強化するために児童福祉法や児童虐待防止法等の改正が行われ、

保護者による体罰の禁止が法律に明記され来月から施行されます。これに伴い、子育

て世代をはじめ民生・児童委員や子どもを見守る地域社会に対し、改めて、子どもの

虐待やその影響について理解を深めていただくよう広報・啓発活動に努めるとともに、
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虐待の予防や早期発見、早期対応にしっかりと取り組みます。 

（交通弱者の足の確保） 

高齢者等の交通弱者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境を整える

ためには、バス等の公共交通の充実に加え、個々が抱える様々な移動ニーズに対応し

た「生活の足」の確保が重要です。交通弱者の「生活の足」は環境や年齢、身体の状

況、家族構成により抱える課題は様々であることから、その地域に合った仕組みを考

える必要があります。そのため、モデル地区を選定し、地域の皆さんの普段の外出状

況や移動についての困りごとを洗い出し、地域に合った移動手段の確保につながるよ

う、地域と事業者、市、社会福祉協議会の協働により、日常生活圏域でのタクシー相

乗りの仕組みづくりについて検討を進めてまいります。 

（持続可能な公共交通の仕組みづくり） 

市内バス交通につきましては、将来にわたり持続可能な公共交通を目指すために、

昨年６月から路線バスの幹線支線化を実施してまいりました。乗車実績の検証や地区

懇談会等で市民の皆さんからご意見を伺いながら、運行ダイヤ等の見直しを行い、利

用者の利便性の向上に努めるとともに、将来を見据えた計画の中で、新たな支線部路

線や 適な交通体系の仕組みづくりを検討してまいります。 

（地域コミュニティの形成） 

当市では、従前から市内８カ所に生活応援センターを設置し、各種事業や地域会議

等を通じて、地域の様々なニーズ、課題に応えてまいりました。また、東日本大震災

の被災者の新たなコミュニティとなる復興公営住宅建設も平成30年 12月にすべて完

成したことに伴い、関係団体と協力して自治会設立の支援を続け、昨年 11 月には、

市内の復興住宅自治会同士の課題意識や、解決事例の共有を図り、自立した自治会活

動を支援するために復興住宅自治会連絡協議会を設立いたしました。今後とも復興住

宅での交流と自立を支援するほか、市全域でのコミュニティ活動の発展と、閉じこも

り予防としての地域サロンや見守り活動等を町内会、支援機関と協働でご近所支えあ

い事業に取り組んでまいります。 
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５ 産業振興を通じて、人口流出に歯止めをかけ、定住促進を図ります。 

（雇用の情勢） 

釜石・大槌地域の雇用情勢につきましては、震災以降、高い水準で推移してきた有

効求人倍率が、復興事業の完遂が近づくにつれ徐々に落ち着きを見せ、今年度に入っ

てからは 1.0 倍前後で推移しております。その一方で、業種により求人・求職のミス

マッチが生じており、製造、建設、医療・介護・福祉の分野を中心に労働力不足が深

刻化しています。また、中小企業を中心に、従業員の高齢化と若手人材の不足が課題

となっております。このため、短時間での就労が可能なプチ勤務の推進による潜在労

働力の掘り起こしや、新規学卒者等の地元就職に向けた取り組みとともに、働きやす

い労働環境の整備や人材の育成・定着の支援、多様な人材の活用に向けた取り組みな

どを釜石公共職業安定所や岩手県沿岸広域振興局等の関係機関と連携しながら推進

してまいります。 

（中小企業者の支援） 

地域経済や雇用を支える中小企業につきましては、厳しい経営環境に直面している

状況を踏まえ、釜石商工会議所と連携して地域の経済動向調査や経営状況の分析、新

たな需要開拓に向けた支援等を盛り込んだ「経営発達支援計画」を作成し、地域中小

企業者の持続的な経営を目指した取り組みを推進してまいります。 

（ものづくり産業の振興） 

ものづくり産業の振興につきましては、釜石・大槌地域産業育成センターや岩手大

学など関係機関と連携し、新事業の創出や技術の高度化・省力化による産業力の強化

に取り組むほか、大学や研究機関等との共同研究を推進し、地域経済の活性化に取り

組んでまいります。 

（企業誘致の推進） 

企業誘致につきましては、地域の主力産業である産業用機械・金属関連産業や、食

品関連産業、運輸物流分野など既存企業の工場拡張及び二次展開を支援するとともに、

港湾物流を活かす企業立地にも取り組んでまいります。また、多様な働き方に対応で
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きるようテレワークの手法を用いた新たな企業誘致にもチャレンジし、安定かつ持続

的な雇用の場の創出に努めてまいります。 

（国際貿易港化に向けた釜石港の取り組み） 

全国約 1,000 港の中からポート・オブ・ザ・イヤー2019 に選定された釜石港のコン

テナ物流は、全線開通した東北横断自動車道釜石秋田線に加え、三陸沿岸道路の整備

進捗との相乗効果で飛躍的な成長を続けております。釜石港を利用するコンテナ荷主

や運送業者に対する奨励金制度の運用、コンテナ航路セミナーの開催はもとより、貨

物の定期航路の開設に向けて、効果的なポートセールス活動に取り組んでまいります。

また、完成自動車物流の再開については、中長期的な視点に立ったうえで、岩手県と

ともに、関連企業に対する要望活動、実務者協議を実施してまいります。 

（地域資源を活かした産業の振興） 

水産業の振興につきましては、これまで釜石市復興まちづくり基本計画に基づき、

「魚のまち釜石」の復活を掲げ、当市水産業の中核となる魚河岸地区の新魚市場整備

並びに壊滅的な被害を受けた釜石漁港背後地を漁港区域として拡張して水産流通加

工機能を集積し、新魚市場を中心とした水産エリアの構築を進めてまいりました。 

 釜石魚市場水揚げ増強対策協議会と当市との連携による廻来船の誘致活動では、昨

年は、サンマの不漁によりサンマ棒受け網船の入港は伸び悩んだものの、まき網漁船

が延べ 28 隻、約 3,812t と数量で前年比 279％の水揚げが記録されたところであり、

引き続き、さらなる水揚げ増強に向け、大型漁船の誘致に努めていくほか、地元漁船

による水揚げが行われるよう取り組みを進めてまいります。 

 買受及び加工機能の強化を目的とした魚市場背後地の整備につきましては、令和元

年度末現在、６社が稼働、２社が今年度中の稼働を見込んでいるところであります。 

漁業担い手の育成・確保事業については、釜石市漁業担い手育成プロジェクトチー

ムにおいて、新規就業者に対する支援事業の検討により、令和元年度から漁業就業者

育成支援事業を開始しております。 

あわせて、岩手県や漁業協同組合、岩手大学、釜援隊等との連携により市外からの
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就業希望者に対する漁業体験を実施しております。今年度から、岩手県「いわて水産

アカデミー」が開校されておりますので、引き続き漁業者の確保に努めてまいります。 

アワビ等の不漁対策として、漁業協同組合が実施する磯焼け対策への支援の他、岩

手大学等の協力もいただき漁場の整備に取り組んでおります。加えて、岩手大学等が

実施する新たな養殖生産物の研究について連携を図りながら、その実現に向けた取り

組みを支援してまいります。引き続き、岩手大学水産システム学コースや岩手県水産

技術センターの知見を水産業に生かすべく、市内３漁業協同組合や関係機関及び漁業

者等とも連携し、産学官一体となって当市水産業の課題解決を図るとともに、あわせ

て「水産フォーラム」等を開催しながら、水産分野における学術・技術・情報を釜石

から域内外に広く発信するなど、水産振興の拠点として釜石を位置付けてまいりたい

と考えております。 

魚市場や漁業協同組合の体質強化、漁業所得向上、漁業担い手の確保・育成など各

種課題について、国の「水産基本計画及び水産政策の改革」や各漁業協同組合の「浜

プラン」等の計画との整合性を図りつつ、生産、流通、買受、加工など水産関係者の

連携と役割分担により「魚のまち釜石」の復活に向けた取り組みを進めてまいります。 

当市の農業は、米作を中心に少量多品目の野菜栽培が行われるなど、中山間地域特

有の小規模な経営体が多いことから、地理的・自然的条件を生かした収益性の高い集

積型農業への再編を目標に取組できたものの、総農家数の減少、農業就業人口の高齢

化や担い手不足、耕作放棄地の増加など、課題が山積している現状にあります。これ

らの課題の解決には、農業所得の向上や新規就農者をはじめとした担い手の確保など、

粘り強い施策展開が重要です。このため、地域振興作物の生産拡大や耕作放棄地等の

解消を促すための支援策を講じるほか、学校給食への地元農産物の活用等による地産

地消をこれまで以上に推進してまいります。 

また、国内唯一の製法で生産・出荷されている甲子柿については、地域の特産品と

しての価値と品質、知名度の向上を図るとともに、これをきっかけとした担い手の確

保等を図るため、地理的表示保護制度への登録に向けた取組を継続し、生産拡大や販
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路拡大に向けた取組を推進します。 

林業については、当市の人工林の多くが利用期を迎えていることから、地元産木材

の利用拡大を促進するとともに、森林経営管理制度等への取り組みを推進することで、

森林の健全化と地域林業の活性化を図ってまいります。 

また、鳥獣被害対策につきましては、地域ぐるみで被害防止対策を支援しながら、

有害鳥獣の効率的な捕獲、捕獲する担い手の育成と確保に取組み、捕獲頭数の維持・

向上を目指してまいります。 

（定住の促進） 

釜石市の現在の人口はおよそ 33,000 人と、東日本大震災後、人口減少が進んでお

ります。年齢的には 15 歳から 64 歳までの生産年齢人口の減少が目立ち、労働力不足

を招いている状況です。人口減少は国全体の問題ではあるものの、当市としても現状

を分析し、弱点を補いながら利点を生かした対策、また独自性を持った取り組みをし

ていく必要があります。岩手県は、今年１月から岩手県移住コーディネーター登録制

度を開始しました。これは、県内各市町村で移住定住関連業務に携わる職員や民間団

体などをネットワーク化し、首都圏などの県の相談窓口に来た移住相談を共有し、県

全体で移住対策に取り組もうとするものです。当市では、独自の取り組みとしまして、

県に先駆けて、釜石市に在勤もしくは在住されている４名の方を釜石市移住コーディ

ネーターとして委嘱いたしました。特徴としては、個々の仕事や活動の中でそれぞれ

ができることを行う副業型という点が挙げられます。市独自の取り組みを行いながら、

県や他市町村と連携して移住定住の推進に取り組んでまいります。 

また、首都圏在住で釜石に住みたい方のニーズを汲み取るため、かまいしＤＭＣや

関係団体と協力して釜石の魅力のアピールに積極的に取り組んでまいります。 

（子育て支援の充実） 

子育て支援につきましては、親子が気軽に、自由に交流できる「子育て支援センタ

ー」を平田地区に開所し、親子の遊び・交流の場を確保します。また、子育てに関す

る相談対応や母親支援について見直しを行い、子育て支援センター間の連携、交流の
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機会を設けることで子育て支援を強化してまいります。さらに、保育士等の処遇改善

に必要とされるキャリアアップ研修について、市内で実施し受講しやすい機会を設け

ることにより、受講する保育士等の負担軽減を図るとともに、処遇改善を促進します。

加えて、幼児教育の無償化が実施されたことに伴い、さらなる経済負担の軽減を図る

ため、副食費に対する補助を行うほか、「ホッとカード」の限度額を拡充し、一時預か

り保育や病後児保育の利用機会を増やし、県内トップの子育て支援を目指し釜石が子

育てしやすいまちと評価いただけるよう取り組んでまいります。 

６ 市民が納得する財政運営により、公共施設の維持管理に努めます。 

（健全な財政運営） 

次に、財政運営について申し上げます。令和２年度一般会計の予算額は、279億8,700

万円で前年度から 167 億 7,000 万円減少し、東日本大震災からの復旧・復興予算が約

61 億円、復旧・復興を除いた通常予算が約 219 億円として編成したところです。通常

予算は令和元年度と比較して約７億円減少しましたが、台風第 19 号の災害復旧に約

15 億円を要するなど、投資的経費が依然として高い状況が続いております。また、市

債発行予定額は約 23 億円で令和２年度末の市債残高は約 262 億円を見込んでおりま

す。市民一人あたりの市債残高は令和元年末の人口で除すると約 79 万円となります

が、実質公債費比率の考え方に準じ、公営住宅債及び公共災害復旧債を除き公債費に

充当すべき減債基金を控除した市債残高は、令和元年度とほぼ同額の約 57 万円とな

り、財政運営上の目途としている市民一人あたりの市債残高 60 万円を下回っており

ます。なお、令和２年度予算編成時において、人口の減少や経済情勢の影響から市税

収入の動向が不透明であり、国における地方交付税も横ばいと見込まれることから、

可能な限り経常的支出の抑制と財源確保を図りながら、引き続き健全な財政運営に努

めてまいります。 

（適正な職員の定員管理） 

東日本大震災の発災から 10 年間は、被災した施設や街並みを元に戻すことを 優

先に、各種施策を担うマンパワーを確保するため、退職者の補充とともに、全国の自
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治体から職員を派遣していただき、一日も早い復興の完遂を目指してまいりました。

復興後の次世代に誇りうるまちづくりのため、行財政改革を推し進め、その指針とな

る釜石市行政改革大綱を策定し、効率的な行政運営の実現を目指してまいります。 

また、持続可能な釜石市であり続けるためには、職員の人材確保と育成、働き方改

革等に取り組んで働きやすい職場づくりを行い、 小の費用で 大の成果を生む組織

を構築していく必要があります。今年 1月 1日現在の正職員数は 390 人で、震災直後

と比較して、22 人、5.3％減少しており、業務の効率化や廃止は必須ですが、少人数

でも成果をあげられるよう、職員一人ひとりの育成が今後ますます重要になります。

そのため、令和４年度までを計画期間としている「第２次釜石市人材育成計画」に沿

って着実に人材育成に取り組み、「釜石市職員のあるべき姿」の実現に向け、これから

のまちづくりに貢献できる人材を計画的かつ着実に育成してまいります。あわせて、

組織の見直しを行い、ラグビーワールドカップ開催のレガシーを継承し、当市の歴史

文化とつながる施策の展開を図るため、文化スポーツ部を新たに設置したいと考えて

いるほか、債権管理の適正化、地域づくりと人づくりが一体となったまちづくり、港

湾の強みを生かした産業活動の推進などを強化する一方、限られた人材を効率的かつ

能動的に生かす体制を構築してまいります。 

さらに、現在の社会情勢に則した働き方改革を進めるため、庶務管理システムを導

入して適切な勤怠管理を行い、職員が生き生きと働ける勤務環境を整えてまいります。 

（歳入の確保） 

人口減少が進み、今後、減収が見込まれる市税は、適正な課税や厳正な滞納整理を

行い収納率の向上に努めるほか、その他市が有する債権についても公正な取り扱いを

促進し自主財源の確保を図ります。 

ふるさと納税につきましては、当市のプロモーションの一翼を担う制度であり、政

策実現、持続可能な自治体運営を可能とする有効な手段の一つでもあることから、地

方創生を推進する「釜石ふるさと寄附金」としての取り組みを一層進め、当市を応援

していただける方々との関係性を広げながら交流人口を拡大し、副次的効果としても
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「釜石ブランドの推進」、「地域資源の活用」、「地域課題の解決」を図り、地域の活性

化に繋がる施策を積極的に展開してまいります。 

（公共インフラの活用と維持管理） 

釜石市民ホール TETTO は、平成 29 年 12 月の開館から３年目を迎えました。昨年

は、ラグビーワールドカップのファンゾーンとして来訪者が多数あったほか、様々な

催しに活用され、賑わいの創出と文化芸術に関する活動を行う市民文化の総合支援拠

点として機能しております。今後も多様なご意見を反映しながら、利用しやすく、賑

わいの絶えないよう各種事業を実施してまいります。 

釜石魚河岸にぎわい館「魚河岸テラス」は昨年 11 月に予想をはるかに上回るペー

スで入館者 10 万人を達成するなど、多くのお客様に利用されております。今後も施

設の適切な維持管理に努めながら様々なイベントを開催し、釜石の海の魅力を発信し

て多くの観光客を呼び込めるよう関係者と連携を図りながら取り組んでまいります。 

市民体育館は昨年 12 月に供用開始し、こけら落としイベントではバスケットボー

ルＢリーグ３部の岩手ビッグブルズ対金沢武士団（サムライズ）の試合が行われまし

た。今後はイベント誘致のほか、市民の皆さんの健康づくりの拠点として機能が発揮

できるよう運営してまいります。 

道路施設、公営住宅、公園施設、農業用施設、林道施設等につきましては、長寿命

化を図るとともに、維持管理コストの低減と平準化に努めてまいります。 

下水道事業につきましては、効率的な経営を図るため、鵜住居地区公共下水道事業

と栗林地区農業集落排水事業の統合に向けて取り組んでまいります。 

（新市庁舎の整備） 

新市庁舎につきましては、分散された行政機能の集約により市民サービスの向上を

図るとともに、防災拠点施設として災害時の初動体制、危機管理体制などに十分に対

応できるよう来年度上半期の完了を目指して実施設計を進めてまいります。なお、岩

手県において仮設住宅の一部が解体されたことから、新市庁舎建設に伴う周辺道路等

の整備を進めておりますが、来年度は交差点改良工事のほか、歩道橋の撤去などを予
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定しております。庁舎の建設工事は、仮設住宅にお住いの方々の住宅再建が完了し、

仮設住宅の解体が終了する頃合いを見て着工時期を判断いたしますが、現時点では令

和４年度中の完成を目指して取り組んでまいります。 

７ 多様につながる拠点として、先駆的なまちづくりを目指します。 

（オープンシティの本領発揮） 

近代製鉄発祥の地としての誇りを持つ当市は、度重なる津波被害や太平洋戦争にお

ける艦砲射撃からの復興を経験し、また、産業構造の転換期には社会・経済情勢の大

きな変化を受容して、しなやかにまちを形作ってきたことから、釜石人には変化に開

かれているということが脈々と受け継がれているものと考えております。このような

歴史が育んだ文化的土壌と、人と人とのつながり、ネットワークという社会関係資本

を 大限に生かしながら、良質な地域内外の交流を通じて、多様な人材が還流し、地

域の課題と可能性が自分事化され、新たな事業機会や市民活動が生み出されることに

よって、希望が連鎖していく「オープンシティ釜石」の実現を目指し、まち・ひと・

しごと創生本部を設置して庁内全体で持続可能な開発目標ＳＤＧｓ（エス・ディー・

ジーズ）の視点を盛り込みながらまちづくりに取り組んでまいります。 

まちづくりの主体となる人材育成においては、「活動人口」「つながり人口」の増加

に向けて、未来を担う高校生と多様な職種や経歴を持つ社会人との対話によって、生

徒自身が今後の進路に関心を持ち、自らが納得した進路選択を促すためのキャリア教

育「釜石コンパス」を実施してまいりました。変化が激しい現代社会においては、社

会から必要とされる資質は常に変容しています。また、自らのやりたいことに出会い、

人生を切り開いていくための能力も求められています。今後は、高校生の地域課題研

究支援や実践的学習におけるチャレンジを推進するコーディネーターを地域おこし

協力隊が担いながら次世代育成に取り組んでまいります。 

また、都市部から起業型人材を誘致することで、地域資源を生かしたビジネス創出

や地域課題の解決を目指すローカルベンチャー事業では、これまで、仲見世商店街の

再生、里海ツーリズム、エコプロダクトの製造、地元産品を生かした６次産業化、自
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然保育活動の推進などに地域おこし協力隊が取り組み、地域課題の解決に挑戦してき

ました。今後は、市内事業者の大卒者を含めた採用意欲の喚起及び求人ニーズの可視

化と首都圏への発信を図り、多様な人材の還流を促してまいります。 

さらに当市に縁のある方へ「釜石サンキューカード」を贈呈し「つながり人口」の

創出にも取り組んでまいります。 

（国際交流の取り組み） 

当市には、ラグビーワールドカップの開催により大会期間中に国内外から大勢の来

訪者があり、釜石開催の意義の一つでありました「世界中からいただいた支援への感

謝を伝え、復興の姿を発信」することができ、ラグビーのまちとしての存在感を発信

する機会になりました。近年、訪日外国人客が急増している状況において、ラグビー

ワールドカップを契機に、飲食店のメニューの英語表記化や指差しシート、Wi-Fi（ワ

イファイ）環境の整備、観光施設や災害時の避難誘導看板の多言語標記など外国人旅

行者の受入態勢の充実に向けたインバウンド対策を講じてまいりました。 

今年は、復興五輪ともいわれる「東京 2020（にいぜろにいぜろ）オリンピック・パ

ラリンピック競技大会」が開催されますが、当市は平成 29 年 11 月にオーストラリア

を相手国として「復興『ありがとう』ホストタウン」に登録し、青少年を中心とした

国際交流事業に取り組んでいるところです。当市ではこれまでに培った国際理解や人

材育成をさらに推し進め、世界とつながる都市を目指すとともに、当市在住の外国人

が安心して生活できる環境整備にも配慮してまいります。また、子どもたちが外国の

生活や文化を通じて広い視野と豊かな国際感覚を身につけ、国際社会で活躍できる人

材となるよう海外での体験学習の機会を継続してまいります。さらに、姉妹都市であ

るフランスのディーニュ・レ・バン市とラグビーを通じた交流に取り組み文化交流や

親善を深めてまいります。 

（ラグビーワールドカップ 2019™開催後の賑わいの創出） 

昨年はラグビーワールドカップと三陸防災復興プロジェクトという大きなイベン

トが開催され、国内外から注目を集め、当市の観光にとっては大きな転機となる年で
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ありました。特にラグビーワールドカップは庁内にラグビーワールドカップ 2019 推

進本部を、また、岩手県と実行委員会を立ち上げ、全庁的、全県的に取り組みを進め

ることができました。岩手県の主導的な取り組みに感謝申し上げる次第です。 

当市には、震災復興と賑わい創出を目的に整備された「鵜の郷交流館」、根浜オート

キャンプ場や根浜海岸レストハウス等を含む根浜海岸観光施設など観光の拠点とな

る施設が整備されるとともに、三陸ジオパークの再認定決定など、観光資源が整いつ

つあります。これに加え、台風第 19 号被害により不通となった三陸鉄道の運行再開

が今月 20 日に予定され、さらに来年度には三陸沿岸道路の全線開通、流出した根浜

海岸の砂浜の再生が見込まれています。 

このようにラグビーワールドカップ以降の観光振興に向け、当市に所在する風光明

媚な自然景観や、橋野鉄鉱山や鉄の歴史館など既存の優れた観光施設に加え、新たに

整備された観光拠点を活かしながら、三陸沿岸自治体や関係自治体と連携するととも

に、三陸鉄道や三陸沿岸道路などの交通網を有効活用し、新たなツアー造成やイベン

ト開催など観光振興を図り交流人口の増加に取り組んでまいります。 

なお、釜石鵜住居復興スタジアムは４月から一般利用が始まりますが、今後は運営

委員会の議論を通じてさらなる利活用の促進を図ってまいります。 

（スポーツによる交流人口の創出） 

さらに、「東京 2020（にいぜろにいぜろ）オリンピック・パラリンピック競技大会」

の開催を契機に、ラグビーワールドカップのレガシーを生かし、歴史・文化・観光等

を広く発信する機会と捉えて、スポーツと観光の融合を図り、地域経済への波及効果

につながる新たな地域の価値の創出としてスポーツツーリズムの展開や各種スポー

ツの合宿誘致を行い、交流人口の増加を図ってまいります。 

（ラグビーワールドカップ 2019™釜石開催の１周年記念行事） 

日本中がたいへんな熱気・興奮・感動に包まれたラグビーワールドカップにおける

当市での試合は、残念ながら１試合に終わりましたが、世界各国との新たな交流や絆

が育まれる機会となりました。また、大会終了後は、中止となった「ナミビア対カナ
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ダ」戦の開催を望む声が国内外から多数寄せられております。 

こうした状況を鑑み、昨年ラグビーワールドカップを開催できたことに感謝すると

ともに、今一度市民の皆さんと感動や熱気を再度共有しながら、大会レガシー等の継

承によるラグビーを生かしたまちづくりを一層推進するため、国際親善試合を軸とし

たラグビーワールドカップ開催１周年を記念する事業の開催を予定しております。現

在、その可能性を探るべく、岩手県と連携し、関係団体・関係機関と協議しながら実

施の検討を行っているところであります。 

（世界遺産からの情報発信） 

「明治日本の産業革命遺産」の構成資産として世界遺産に登録された橋野鉄鉱山は、

一昨年３月に「橋野鉄鉱山の保存・整備・活用に関する計画」を策定し、遺跡の保全

や周囲の景観に配慮した修復・整備を推進しております。引き続き、測量調査や発掘

調査を進めるほか、国や「明治日本の産業革命遺産」の関係自治体との連携を緊密に

し、世界遺産価値の理解増進や情報発信を推進してまいります。 

また、今年は世界遺産登録から５周年を迎えることから、市民や関係者とともに記

念事業を行ってまいります。 

８ 結び 

去る２月 15 日に危機対応学成果報告会が開催されました。多くの大学の先生方が

当市を訪れ、たくさんの市民の皆さんと関わりながら長期にわたって研究を進めてい

ただきました。これまでの研究に敬意を表したいと存じます。釜石は日本の近代化の

歴史とともに発展してきたまちであり、そのことから他に先んじて日本が抱える課題

に直面するという日本の縮図と言われております。このようなことから釜石での課題

解決は地方自治の発展にとって重要な視点となるものであり、東京大学社会科学研究

所の取り組みはそのような意味から大変重要であると認識しております。 

顧みると当市にはいろいろな大学の先生や学生、企業の方々が来訪いただき様々な

取り組みを通じてご支援をいただきました。特に復興期間中は「よそ者」と称する方々

の活躍が顕著でありました。「釜援隊」「地域おこし協力隊」は国の制度を活用して活
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躍いただいている方々であり、それぞれの分野で汗をかいて取り組んでいます。「東

北未来創造イニシアティブ」は経済同友会を中心に人材を派遣いただき復興まちづく

りに活躍いただきました。復興 10 年目を迎えるにあたり、こうした方々のご支援と

ご協力により釜石の魅力が向上し復興が促進されました。この場をお借りして改めて

お礼を申し上げます。 

今後も釜石の活性化を図るためにはこうした人材に活躍してもらうことが必要で

あります。こうした方々は俯瞰的に釜石の魅力を発信し、「交流人口」、「つながり人

口」の創出につながります。同時に地域住民の意識改革にも貢献し釜石の活力を深め

ていただけるものと思います。そのためにもこうした方々がその能力を 大限発揮し

て活躍できるまちのあり方、相互に刺激し合いながら地域住民も生き生きと輝けるま

ちの姿が必要です。これからも釜石は多様な人をオープンに受け容れ、市民の皆さん

とともに活躍できるまちを目指していく必要があります。 

昨年、秋篠宮皇嗣（こうし）同妃両殿下が東日本大震災の復興状況のご視察とラグ

ビーワールドカップ 2019™日本大会のフィジー対ウルグアイの試合をご観戦されるた

め当市を訪問されました。 

「高台に移れる校舎のきざはしに子らの咲かせし向日葵望む」 

ご訪問の折、震災後に高台へ移転した小中学校の校舎へと続く長い階段に、子ども

たちが育てたひまわりの鉢が並ぶ様子を下から望まれる機会がありました。ひまわり

に迎えられ、明るい気持ちになられたことを思い出されながら、皇嗣妃殿下は今年の

歌会始でこの歌をお詠みになりました。 

私たちは、この歌には、復興に向かってけなげにも前向きに頑張っている子どもた

ちの姿に対して、これからも見守り続けるという強いメッセージが込められているも

のと感じています。 

あの悲惨で壊滅的な被害を被った釜石はやっと復興の姿が見えてくるところまで

たどり着きました。紀子さまが詠まれたひまわりは、太陽に向かって力強く成長しま

す。様々な困難を乗り越えて歩んできた子どもたちは、震災復興の中でいろいろな経
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験や思いをしながら成長してまいりました。ひまわりの如く凛として太陽に向かって

いる姿を見るにつけ、子どもたちもよく今日まで頑張ってきたのだと改めて強く感じ

ます。 

後になりますが、釜石にはいろいろな宝があります。世界遺産やラグビーもあり

ますが、釜石を担う子どもたちこそ たる宝として大事に成長を見守っていかなけれ

ばなりません。未来を担う子どもたちが希望を持って暮らすことのできるよう、そし

て住民一人ひとりが夢と希望を持つことができるようなまちづくりに取り組んでい

かなければなりません。「三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石」の実

現に向けて、議員各位のご理解、ご協力と、市民の皆さんのお力添えをお願い申し上

げまして、私の所信表明といたします。 
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