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委員会参加にあたっての留意事項

人口減少、財政縮小により行政サービスの低下が懸念される状況の中、市民や企業、団体等の多様な主体が公共を支える仕組みへの転換
が求められています。

本委員会では、市民と行政の協働のもと、ともに知恵と力を出し合い、市民の自覚と行動に基づく市民主体の計画づくりを進めながら、釜石
市の総合計画の策定にあたり素案を調整し市長に提言するとともに、計画の実行にあたっては、市民協働のまちづくりに向けた様々な取り組みの

中心になって活動していただく人材を育成することを目的としています。
委員相互の情報交換・交流の場を通じて、ネットワークを広げ、協働、共創のパートナーとして、計画の実行にあたっては、仲間とともに、幅広くご活躍いた

だきますことをご期待申し上げます。長丁場の委員会となりますので、健康にはご留意の上、最後までご参加下さいますようお願いします。

委員会の目的

☆できるだけ継続して委員会に参加していただきたいと思いますが、やむを得ず委員会を欠席する場合は、市総合政策課（27-8413）まで、ご連絡下さいま
すようお願いします。

☆この場で話したことの中で個人の情報に値すると思われることについては、外に持ち出すことのないようにお願い致します。 安心・安全な雰囲気の中で、
自分の思っていることや気持ちを話せるということを大事にしたいと考えております。

☆話し出すといろいろ話したいことが出てくると思いますが、ワークショップでは、限られた時間の中で多くの人の気持ちや考えを聴いて交流することが大事
になりますので、一部の人だけが長時間話すことのないよう心掛けをお願いします。

☆ここでは、みなさんが対等な関係です。 ご自分とは違う考えや思いが出てくると思いますが、違うところ探しをするよりも、同じところ探しをした方が、お互
いに共感しあえる関係を作ることができます。共感することは、お互いにとって支えになります。

委員会の進め方について

本委員会は、創造的なアイディアを生み出せるとされているワークショップを主とした協議方法により、一人ひとりのアイディアを尊重しながら開催していき
ます。ワークショップのグループは、委員応募の際に希望された部会に割り当てさせていただきましたので、委員名簿をご確認下さいますようお願いします。
希望が集中した部会があり、第2、第3希望になってしまった方もいらっしゃいますので、部会の変更を希望する場合は、ご相談下さいますようお願いします。

釜石市役所でも総合計画策定委員会を立ち上げ、かまいし未来づくり委員会と同じくグループを編成して取り組みを進めています。総合計画に基づく事業
の実行を担う市職員も策定過程に携わり、主体的に考えることで、計画の実現性を高めるとともに、市民と釜石市の未来の姿を一緒に考える機会を持つこと
により、策定後も市民のニーズに沿った施策を形成することに繋がります。市職員が委員会に参加させていただくこともございますので、予めご了承下さいま
すようお願いします。
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開催内容と日程 開催日時 場所 開催内容

第1回
12月26日（木）
18：30～20：30

釜石市民ホールTETTOホールB
・活動に関する概要説明 ・釜石市総合計画策定概要について
・次期釜石市総合計画に係るアンケート調査結果について

第2回
【現状把握】

1月10日（金）
18：30～20：30

釜石市民ホールTETTOホールB
・現状把握 →釜石市及び各グループの施策の現状について

・「現状確認＋KPT(続けるべきこと、抱えている問題、トライすること)」による現状分析①

第3回
【重点施策検討】

1月29日（水）
18：30～20：30

チームスマイル・釜石PIT
・「現状確認＋KPT(続けるべきこと、抱えている問題、トライすること)」による現状分析の再検討②
・まちづくりの重点施策について①グループ別に検討を行う

第4回
【重点施策検討】

2月12日（水）
18：30～20：30

チームスマイル・釜石PIT
・「現状分析の再検討②」で出された「トライすること」の結果を元に、誰が実施するべきか割り振りを行う

例）市民・NPO・市民団体・企業・町内会・行政等
・「まちづくりの重点施策①」の結果をもとに、意見の絞り込みを行う

第5回
【重点施策検討】

2月27日（木）
18：30～20：30

チームスマイル・釜石PIT
・成果の確認
→スライドを用い、これまでの各グループの成果を全体に説明し、意見交換を行う

第6回
【基本目標・将来像検討】

3月13日（金）
18：30～20：30

釜石市民ホールTETTOホールB

・基本目標（まちづくりの目標）の検討①
→テーマごとに検討してきた施策に共通する考え方、キーワードを抽出する

・市の将来像の検討①
→「基本目標の検討①」の結果をもとに、共通する考え方、キーワードを抽出する

第7回
【基本目標・将来像検討】

3月26日（木）
18：30～20：30

釜石市民ホールTETTOホールB

・基本目標（まちづくりの目標）の検討②
→「基本目標の検討①」の結果をもとに、意見の絞り込みを行う。

・市の将来像の検討②
→第6回「市の将来像の検討①」の結果のもとに、意見の絞り込みを行う

第8回
【中間提言書確認】

4月8日（水）
18：30～20：30

釜石市民ホールTETTOホールB

・中間提言書の確認
→事務局でまとめた中間提言書の読み合わせを行い、修正事項等を確認する

・市民の役割→これまでの話し合いの経緯を踏まえ、市民としてどのような役割を持つか整理する

第9回
【中間提言書提出】

4月22日（水）
18：30～20：30

釜石市民ホールTETTOホールB
・各グループから中間提言書の内容について市に説明を行う
・委員の代表者から市へ中間提言書を渡す

第10回
【提言書確認】

10月予定 未定
・提言書の確認
→事務局でまとめた提言書の読み合わせを行い、修正事項等を確認する

第11回
【提言書提出】

11月予定 未定
・各グループで提言書の内容について最終確認する
・委員の代表者から市へ提言書を渡す
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皆さんが普段感じている地域課題
（かまいし未来づくり委員会委員応募用紙から抜粋）
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★分科会希望ランキング

�第1～第3希望までいずれかに選択されたランキング 第１位 地域づくり 第２位 教育文化 第3位 生活環境

�第1希望と選択されたランキング 第１位 地域づくり 第２位 産業雇用 第3位 教育文化

教育文化

・社会人がスキルアップできる場所が無い
・社会人が学べる場所が無い
・大学がないことで若者の人口が少ないこと
・郷土芸能の継承
・文化を育む場所、生まれてくる場所が少ない
・子どもが減っていく中で未来の釜石を担う次世代の「質」をどのように高めていくか
・学校以外で子ども達が学べる、遊べる場が少ない
・北東北の鉄文化の拠点づくりと活動
・三陸文化、芸術の拠点づくりと発信
・スポーツの発展
・「ラグビーのまち」を生かし切れていない。ラグビーのまちとしてどのような取組を行うべきか。
・子どもたち一人一人が自分らしくいられる居場所づくりや環境整備
・ラグビーが釜石の長所で活路なのかもしれない。今の気運を将来につなげていけたらと思う。
・岩手大学釜石キャンパスができたが、学年の人数、釜石キャンパスで何年学べるかを知りたい。せっかく誘致した以上、発展させるためには。
・看護師が不足していることから釜石にも高等看護学校が必要
・高校生（中学生や大学生など近い世代も含む）の育成について
・人口減少や大きなイベントが終了したことで多様な価値観・思考性に触れる機会が減少傾向にあることで、子どもたちへ与えられる多様な教育機会も減少傾向に
ある
・小中学校の児童数に偏りがある
・県立高校への市費投入の是非はあるものの、釜石高校の学力を向上させ、市外高校への流出を減少させる手立てが必要
・子どもの教育、母親への教育
・定時制の高校生にも上質な教育機会と予算が必要
・中高生の部活動時間的負担、教師のオーバーワーク

・短大、専門学校、大学（院）の誘致
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地域づくり

・地域、民間、個人レベルでまちをつくっていくことの意識が低め
・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ後の賑わいづくり
・生まれてきて良かった、長生きして良かったと思える地域社会づくり
・自己肯定感を持って生きられるとともに、多様性も備わった地域社会づくり
・釜石製鉄所の遺産に依存しない地域づくり
・地域懇談会等に働き世代、子育て世代の参加が少ない為、これからの地域を考える上で必要であろう意見が反映されない可
能性がある
・地域の行事参加について（特に若者の）
・行政職員と民間のまちづくりの担い手との接点が少ない
・地域内コミュニティの固定化
・復興工事も落ち着き一時的な「バブル」も収束する中、ナショナルスポンサーなどとの連携も密にし持続可能な地域づくりを進
めなければならない
・漁村エリアの復興工事の遅れ
・高齢化に伴う地縁組織の衰退、疲弊感
・8050問題（長期間の引きこもりをしている50代前後の子どもを80代前後の高齢の親が養い続けている）
・コミュニティ意識の希薄化
・地区同士のコミュニティの交流
・高校の近くに、生徒が自由に使える居場所や日常的に地域と繋がることのできる拠点がない
・高校を卒業後に地域と関わる機会（ボランティア等）が少ない
・町内会、自治会、民生委員の担い手不足
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保健福祉

・最期までこの街で安心して暮らすための医療介護
・病院が少ない、混んでいる
・サービス業という仕事において人が足りていないのに、一時預かりできる施設が少ない
・子育てしやすい生活環境
・子どもの貧困、虐待、障害児など様々な困難を抱える子ども達を支える資源が少ない
・医療機関のレベル
・高齢者の健康づくりについて（特に介護を受けていない元気な人）
・出産の不安はよく聞かれるが、院内助産システムなどの取り組みが市民にどのくらい知られているのか、などきちんと情報が
市民に届いているか
・医療過疎（病院数の減少、医師不足）
・子育て世代へのサポート不足
・母子父子世帯への対策
・病院の診療科が限られている（産婦人科や皮膚科など）
・子育て世代への応援
・ひきこもりの就労サポートなどをやっている場所があるのかが分からないので知りたい
・車イスの方と歩道ですれ違う時、狭く感じる所がある
・給料が安すぎる
・平均所得の低さ
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生活環境

・バスの本数が少ない
・空き家問題
・多くの地方移住のメリットとして居住コストが安いということがあるが、釜石は高止まりしてしまっている（家賃が高い）
※低収入や家賃が高いことから、市外に転出してしまう人がいる
・ごみの排出量が多い
・植林活動や生活排水は出さない仕組みづくり
・交通弱者が安心して移動するための交通網
・自然（山、川、海）環境
・自然が溢れているのに、自然と寄り添った暮らしが見られない
・ごみ分別の推進≒県内におけるゴミ排出量が上位であることに対する対策
・CO²排出量削減を目的とした計画策定≒市民レベルの取組の不足
・公共交通が維持できるのか
・増える空き家
・公共交通手段の少なさ
・交通の不便さ
・環境の変化
・街並みに統一感がない
・公園管理の問題

危機対応

・山と川から成り立つ地形に対する自然災害における防災対策
・津波以外の防災・減災対策
・台風19号による道路わきの土砂や流木
・災害の多発
・震災、台風を経験した防災教育や地域の防災意識の格差
・危機（リスク）への対応→防災、減災意識は高い。もっと極めて市外県外へアピール
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産業雇用

・職場環境の悪さが気になる
・若者の雇用状況の改善
・企業、工場誘致（隣接市との共同も視野）
・街内商業の活性化（シャッター通り）
・もっとグルメな町にしたい
・漁業や農業の活性化
・未来をつくる20 代30 代が移住してもよい（残りたい）と思えるほど魅力的に思える仕事が少ない（あるいはその人達に届いていない）
・水産業の低迷、大企業の釜石撤退など、これまでの産業構造が、当たり前ではなくなっている。事業者は危機感をもちろん持っているが、行動に移すことができていない。
・水産業以外の製造業に対する、零細企業を成長させる戦略、西地区の産業の再構築が必要
・働き手不足
・観光についてどのように人を呼び込むか
・水産業について、水揚げ量にこだわるのではなく、質を追求するべき。良質な海産物ができる環境を整備したい。
・食に特化したまちづくり
・港湾を基盤とする産業振興
・釜石周辺ジオの調査
・能力を持った新たな人財が中小企業で活躍できる基盤が整っていない
・商店街の後継者不足問題への対策
・沿岸部で進んでいる磯焼けを解消すること（磯焼け＝海藻が沿岸部から消失することにより、水産業に大きな影響を与える状態のこと）
・地域経済の滞留によるRWC後の閉塞感
・個人事業主・中小企業の廃業、事業売却、事業継承
・飲食店のネット情報がない、更新されていない
・漁業等の担い手の高齢化
・第1次産業の担い手確保対策（特に水産業及び林業）
・観光関係のまとまったサイトがあるといい（情報をまとめて発信する）
・働き手と仕事のマッチングの向上※企業の求める人材と若者の就きたい職業とのミスマッチ
・企業の人材不足、人材活用・定着に関する課題、職場環境
・副業、ワークシェア等新しい働き方の実践
・市内にある観光資源を十分に活用しきれていないと感じる
・交流人口増に向け、更なる観光策シフト
・核となる産業は「鉄」のままでよいのか
・橋野鉄鉱山や三陸ジオパークももっとPRして、皆さんの関心を深めることも大切である
・給料が安すぎる 8



その他 ①

・人口減少、少子高齢化
・共栄と新日鐵が所有している土地の活用
・市民の市政への無関心≒市長・県議・市議のトリプル無投票選挙
・他人の困り事に対する無関心
・穏やかに楽しくゆとりある余生が過ごせるという確信が持てない（恐らく皆が自分だけのことで精一杯なのだと思う）
・どこに娯楽があるのか分かりにくい（週末の過ごし方によく困ります）
・安全・安心・楽しいと思える日常生活
・新しくできた施設の有効利用（スタジアム、体育館など）
・人口減少時代にあった財政運営と公共施設の維持管理
・どんな町にしていくのか、もっと方向性を明確にした方が良い
・生活や生きていく上での選択肢の少なさ
・外からの人と地元の人の活動や暮らしに対しての熱量の違い
・催し物やイベントは多いが、欲しい情報が欲しい人に届いていない
・若い世代が声を上げやすい環境や若い世代の意見が反映される環境
・今あるものを大切にしない
・東日本大震災後の復興まちづくりにおいては、様々な支援もいただきつつ震災前では考えられないほど精度の高い取り組みを行うことが出
来ているが外部支援の減少と共に、この間に生み出された価値の継続が危ぶまれることが懸念される。資金繰りや担い手育成も含めた仕組
み化が課題

・少子高齢化や生産年齢人口の減少といった従前より抱える課題の根本的解決は難しいことから、若者の郷土愛を育みつつ未来のプレー
ヤー（Uターン人材や活動人口、つながり人口）を生み出す取り組みの持続性

・市税のキャッシュレス払い等やLINE等、市民サービスへのIT導入推進
・大人が挑戦や失敗を経験する機会・応援する雰囲気が少ない
・子どもが裸足で遊べるような場所がない
・心の復興事業に漂う疲労感・倦怠感
・移住定住施策（釜石への定着、定住について）
・更なるインフラ整備
・弱者に優しくない面が多いと感じる（単純に気が利かないというレベルから、ハードやシステムの面まで）
・障がい者の方への対応、LGBTへの寛容さなどがどの程度か分からない 9



その他 ②

・相続に伴う財産流出
・震災後に建設された復興住宅の住民は、中心市街地であっても高齢者が中心。将来的な利活用のあり方を探らなければならない。
・ローカルベンチャーなど地域起業を希望して釜石に来た人と、市民がつながる場をより多くつくることで、地域づくりは良い化学反応が生まれる
・祭りの神輿が上がるか上がらないかで、まちのエネルギ―を図ることができる。まちの課題を自分事としてとらえられれば神輿はあがる
・社会保障分野
・女性と高齢者の活躍場所創出の少なさ
・情報発信のあり方
・若者が活き活きできる市に
・釜石には何も無いという方がいるが、他地域と比較しても誇るべきものが多くあると感じている。ネガティブにならず、ポジティブ思考を持つ人を増やし
たい。
・年齢問わず住みやすい町になってほしい
・人口が増える対策
・うのすまいトモス、鵜住居復興スタジアム、市民体育館等、施設ができても上手く活用されないことには釜石市の発展は望めない
・県外からのアクセス→交流人口増に向け、更なる工夫が必要
・ラグビーのまちとして、RWCのレガシーの継承
・若者の活気
・物価が高い
・学生や社会人がITを学ぶ機会が不足している
・また不景気な時代に逆戻りするのではないかという漠然とした不安
・民間主導のイベントについて（スタジアムの利活用など）
・学問や自然体験を含め子どもの学ぶ場所の確保
・ワールドカップ後のインバウンド誘致（釜石ならマリンスポーツか）
・BCP（業務継続計画）の策定
・各種イベントなどの連携(単独開催より同じような性格の団体と共催とか)この手の会議が毎回同じメンバーになる。いかに他の人を巻き込むか。
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