
新しい釜石市総合計画策定概要について

釜石市総務企画部総合政策課



総合計画は、将来、釜石市をどのような「まち」にしていくのか、そのためにだれが、

どんなことをしていくのかを、総合的・体系的にまとめたものです。市の福祉や都市計画、

環境といったすべての計画の基本となるもので、いわば市の「まちづくりを進めていくた

めの道しるべ」だといえます。

釜石市では、昭和45年以降現在までに5次にわたり総合計画を策定し、約10年ごとに改定

を行ってきました。総合計画を市の行財政運営の最高指針と位置付け、市の将来展望やま

ちづくりの基本目標、そして、目標を達成するための各種の施策について明らかにしてい

ます。

現在は、平成23年3月の東日本大震災を経て、

今後のまちづくりの基本的な方向性を示す総合

計画に準ずる役割を持つ計画として「釜石市復

興まちづくり基本計画 スクラムかまいし復興

プラン」によりまちづくりを進めています。

総合計画とは
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新しい釜石市総合計画（令和3年度～令和12年度）の概要

計画の構成

基本構想
（10年）

長期的な釜石市の将来を展望し、市民みんなで目指す将来像と、その実現に向けて取り組む政策の基本方向を明
らかにするものです。
なお、基本構想は議会の議決事項となる予定です。
〔計画期間：令和3年度から令和12年度までの10年〕

基本計画
（10年）

基本構想の実効性を確保するため、重点的・優先的に取り組むべき政策や具体的な施策、重点業績成果指標
（KPI)を盛り込むものです。施策の達成度や社会状況の変化を踏まえ、必要に応じて中間年で見直しを行います。
〔計画期間：令和3年度から令和12年度までの10年〕

年度

基本構想（10年）

基本計画（10年）

実施計画（3年）

実施計画（3年）

実施計画（3年） ……

Check
（評価）

Action

（改善）

Plan

（計画）

Do

（実行）

Ｐ

Ｄ

Ｃ

A

Ｐ

Ｄ

Ｃ

A

Ｐ

Ｄ

Ｃ

A

目標値

実施計画
（3年）

施策を実施するため、緊急性・重要性・必要性及び財政状況などを考慮し、毎年向こう3ヶ年に実施する事業を示し、
その進捗状況に合わせて毎年度見直しを行うものです。
〔計画期間：令和3年度から令和5年度まで 以降毎年向こう3ヶ年計画を策定〕

Check
（評価）

Action

（改善）

Plan

（計画）

Do

（実行）

必要に応じて見直し

令和5年度令和3年度 令和4年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度
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新しい釜石市総合計画策定体制図

新しい総合計画を作成するにあたって、市では、その策定のプロセスが大切だと考えます。
市民の皆さんと一緒に「あるべきまちの姿」を描き、共有し、その実現に向けてともに取り組んでいけるような
総合計画にするため、次の組織体制で策定作業を進めていきます。

釜石市議会

釜石市総合振興審議会
〔関係機関・団体の役職員等で構成〕

基本構想及び基本計画、実施計画等の審議
・市民ワークショップ
ex.)「保健福祉」「教育文化」「産業雇用」
「生活環境」「危機対応」「地域づくり」を
テーマに協議

・高校生とのワークショップ
ex.）釜石コンパス
・小中学生とのワークショップ
ex.）かまいし絆会議

諮問

答申

庁内
・総合計画策定委員会
・庁内作業部会

連携

総合計画に基づく事業の実行を
担う市職員が、策定過程に携わり、
主体的に考えることで、計画の実現
性を高めます。また、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
ズに沿った施策形成につなげられる
ことから、市職員一人ひとりが自分
のこととして捉え、一丸となって策
定を進めます。提案 議決

かまいし未来づくり委員会

市政懇談会

パブリックコメント

市民が主体的に政策形成プロセスに関
わり、合意形成しながら、計画の策定
を進めていきます。かまいし未来づく
り委員会は、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。

外部専門家連携

連携
地域会議

復興まちづくり協議会
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新しい計画はみんなで創る！！かまいし未来づくり委員会について

○新しい釜石市総合計画の策定過程において、計画立案の中心的役割
を担う組織として計画を構成する基本的な要素について議論し、計画に
意見を反映させるため、市民による「かまいし未来づくり委員会」を設置し
ます。

○構成員は概ね60名程度とし、公募により委員を決定します。委員は、下
記の応募資格を有する方を12月10日まで募集しています。
〔応募資格〕
・市内に居住又は勤務している方で令和元年10月1日現在で満18歳以
上の方
・月に1～2回程度の会議に継続して参加できる方
※令和元年12月から10回開催を予定しております

○アンケート調査結果を補完できるような効果的なワークショップを開催し
ていきます。
〔ワークショップテーマ例〕
☆釜石市に住んでいて、来てみて、「良かった」と思うことは何ですか？
☆他のまちにはない“釜石らしさ”とは何ですか？
☆わたしたちが望む“これからの釜石”はどんなまちですか？

○ 協議方法はグループ検討をメインとして、①「保健福祉」②「教育文化」
③「産業雇用」④「生活環境」⑤「危機対応」⑥「地域づくり」のいずれかの
班に属していただきます。

○現在を起点にして、今後何をしていくべきかの課題を整理する「現状起
点型」の分析だけでは網羅型な課題抽出ができないため、未来を起点に
して今何をすべきかを整理する「未来志向型」の考え方と併せて施策検
討を進めていきます。

区分 開催内容（予定） 開催時間 協議方法

第1回目
（R1.12月下旬予定）

・活動に関する概要説明
（総合計画策定概要、スケジュール等
の確認）
・基調講話

120分

第2回目
（R2.1月上旬予定）

・現状把握
釜石市のよい点、改善したい点

120分
8～10人程度で班編成を行い、

班別でのワークショップを行う

第3回目
（R2.1月下旬予定）

・基本構想検討、全体発表会
（他分野との意見交換）

120分

8～10人程度で班編成を行い、

班別でのワークショップを行う

第4回目
（R2.2月上旬予定）

・基本構想検討、全体発表会
（他分野との意見交換）

120分

8～10人程度で班編成を行い、

班別でのワークショップを行う

第5回目
（R2.2月下旬予定）

・基本構想検討、全体発表会
（他分野との意見交換）

120分

8～10人程度で班編成を行い、

班別での協議・検討を行う

第6回目
（R2.3月上旬予定）

・これまでの検討経過確認
・各分野のキーワード・釜石市全体の
キャッチフレーズ検討
・全体発表会
・講評

120分

8～10人程度で班編成を行い、

班別での協議・検討を行う

第7回目
（R2.3月下旬予定）

・釜石市の将来像とまちづくりの目標
6分野→「提言書」として取りまとめ

120分

8～10人程度で班編成を行い、

班別での協議・検討を行う

第8回目
（Ｒ2.4月上旬予定）

・釜石市の将来像とまちづくりの目標
6分野→「提言書」として取りまとめ

120分

8～10人程度で班編成を行い、

班別での協議・検討を行う

第9回目
（Ｒ2.4月下旬予定）

・「提言書」の確認 120分

第10回目
（Ｒ2.11月下旬予定）

・計画全体の確認
（基本計画（素案）、実施計画（素案））

120分
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新しい釜石市総合計画策定スケジュール①(令和元年度）

年 月 市 民
釜石市議会

釜石市総合振興審議会 庁 内

令
和
元
年
度

R1.7
市民アンケート調査
高校生アンケート調査

釜石市総合計画策定委員会①

R1.8 アンケート調査集計

R1.9
釜石市総合計画策定委員会②
アンケート調査分析

R1.10

市議会全員協議会①
※策定概要・組織体制等について説明
釜石市総合振興審議会①
※委員委嘱（R1.10.28～R3.10.27）
※策定概要・組織体制等について説明

アンケート調査結果公表

R1.11
地域会議（平田・みなとかまいし・栗橋・甲子）
※策定概要・組織体制等について説明

庁内作業部会①
釜石市総合計画策定委員会③

R1.12
地域会議（鵜住居・唐丹・小佐野・中妻）
※策定概要・組織体制等について説明
かまいし未来づくり委員会①

庁内作業部会②

R1.1 かまいし未来づくり委員会②③ 庁内作業部会③

R2.2 かまいし未来づくり委員会④⑤ 庁内作業部会④

R2.3 かまいし未来づくり委員会⑥⑦ 釜石市総合計画策定委員会④
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新しい釜石市総合計画策定スケジュール②(令和2年度）

年 月 市 民
釜石市議会

釜石市総合振興審議会 庁 内

令
和
2
年
度

R2.4
かまいし未来づくり委員会⑧⑨
★基本構想（素案）完成（目標）

市議会全員協議会②
※基本構想（素案）について

釜石市総合計画策定委員会④

R2.5
釜石市総合振興審議会②
※基本構想諮問・答申

釜石市総合計画策定委員会⑤
庁内作業部会⑤

R2.6
市政懇談会（8会場）
・基本計画（素案）に対する意見聴取

庁内作業部会⑥

R2.7 庁内作業部会⑦

R2.8 釜石市総合計画策定委員会⑥

R2.9
市議会全員協議会③
※基本計画（素案）について

R2.10 釜石市総合振興審議会③ 釜石市総合計画策定委員会⑦

R2.11
かまいし未来づくり委員会⑩
・基本計画（素案）、実施計画（素案）について

市議会全員協議会④
※基本計画（素案）、実施計画（素案）について

R2.12
パブリックコメント
※基本構想（案）、基本計画（案）

釜石市議会の議決すべき事項を定める条例の
一部改正

釜石市総合計画策定委員会⑧

R3.1
釜石市総合振興審議会④
※基本計画諮問・答申

R3.2 市議会全員協議会⑤

R3.3 釜石市議会定例会
・釜石市議会へ提案
・計画策定
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【調査目的】

新しい釜石市総合計画を策定するために、市民の釜石市の取り組みに対す
る満足度等を把握し、計画策定の為の基礎資料とするため調査を実施し、
分析を行う。

新しい釜石市総合計画策定に係るアンケート調査（単純集計速報値）

市民アンケート

• 実施時期 令和元年7月17日から7月31日まで

• 対 象 者 釜石市民1,400人(18歳以上～80歳未満)

• 調査方法 調査票によるアンケート調査(郵送法)

• 回 答 数 455人

• 回 答 率 32.5％

高校生アンケート

• 実施時期 令和元年7月24日から7月26日まで

• 対 象 者 市内高校2年生（釜石高校･釜石商工）

• 調査方法 調査票によるアンケート調査

• 回 答 数 230人

• 回 答 率 97.5％

（学校の協力を得て実施）
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