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外部卓話 SPEECH
「浮体式洋上風力発電について」
いわき経済同友会 代表幹事
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私が代表幹事を務めて以来、取
り組んできました重点事業を紹介
したいと思います。会員は現在、
120 人で、私が引き受けた時は 104
人でしたので、お陰さまで会員を
拡大できました。
私が、いわきに来たのは 21 歳で、
以来、40 数年が経過しました。28
歳の時から、いわき全体のまちづくりについて考え
るようになりました。現在の
「21 世紀の森」
の場所で、
国際的なイベントを行いたいと提案しました。国際
児童博覧会でした。常磐自動車道はまだ開通してい
ましせんでした。また、湯ノ岳パノラマラインなど
のハード面の誘致を含めて地域の活力にしたいとい
う狙いがありました。有料道路のパノラマラインは
だめになりましたが、常磐自動車道は早めに開通し
ました。21 世紀の森は形なりました。
まちづくりは２～３年先ではなく、30 年先や 50
年先を考えることが大切だと思います。経済同友会
の目標は「良い会社をつくろう」
「良い経営者にな
ろう」
「良い経営環境をつくろう」です。元気のあ
る地域づくりができますと、元気のある商売もでき
ます。しかし、人口減少、高齢化の時代を迎えた中
で、人がいなくなると、消費や購買が減りますので、
経営も衰退します。昨日、新潟市長に会いましたが、
新潟市は 81 万人の都市です。バイパス道路が片側
３車線でした。あらゆる努力を傾けた政治家がいた
のだろうと思います。
平成 22 年度から 26 年度の重点事業の資料を配布
いたしました。震災前、少子高齢化の中で、産業構
造のシミュレーションが必要だと思い、作業に着手
しましたが、震災が起きました。23 年度に特区（特
別区域）構想を掲げました。６月に経済復興推進大
会を開き、特区の必要性を説明しましたが、なかな
か理解は進みませんでした。特区は税金などの減免
が受けられます。いろいろな所で話をしても「また、
特区の話か」とも言われました。市長や知事、大臣
にも要望しましたが、県や国はまだ混乱していまし

2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

た。われわれは経済、原発・再生可能エネルギー、
港湾、観光などの特区を掲げましたが、最初に認定
を受けたのは、サンシャイン観光推進特区でした。
国の参事官から 270 億円の予算で「浮体式洋上風
力発電」事業の話を聞きました。市からは「漁業関
係者との調整もあるので、待ってくれ」と言われま
した。われわれが取り組んできたことが実を結び、
今は、事業として行うための連絡調整会議も設置さ
れています。国の予算は今、500 億円です。楢葉・
広野沖に２基を設置していますが、今年の 12 月に
は新しい２基ができる計画です。実証試験に取り組
んでいるコンソーシアムが、試験が終わったら、帰っ
てしまっては困ります。事業体として、この地域に
いて、産業集積につなげることが重要です。人も来
る、企業も来るようにする必要があります。
いわきの観光交流人口は震災前に 1,000 万人とい
われましたが、大幅に減っています。増やすために
は、いろいろな活動がありますが、先日のいわき平
ロータリークラブ様の卓話で、私どもの副代表幹事
が申し上げましたのは、統合型観光リゾートです。
コンベンション機能をはじめ娯楽や宿泊などの機能
を整えたまちづくりを提案しました。そして、カジ
ノという部分があってしかるべき、と考えました。
これまでに、特区のある中国の大連や、カジノも
あるシンガポールを視察しました。また、いわきの産
品の販売力強化として、カジキ料理にも取り組んでい
ます。カジキバーガーが人気を集めています。全国レ
ベルのグルメ大会でもグランプリを獲得しています。
25 年度には、ドイツの風力発電の先進地であるブレー
マーハーフェンを視察しました。どのようにして地
域の産業に育てたのかを勉強してきました。
25 年の暮れから 26 年度にかけては、原発の廃炉
に向けて、どう動くのかが注目されています。やは
り、産業集積に向けて国際研究機関の誘致が必要で
す。廃炉には 50 年程度がかかるそうですが、いわ
き市民がどう関わるかを考える必要があります。東
電関係者から「汚水タンクを造る会社が、いわきに
はありませんか」と聞かれました。それくらい、大
変な状況です。廃炉に向けての作業よりも、汚染水
を処理する作業が多いそうです。いわきでも、国際
研究産業都市・イノベーション・コースト構想の会
議が発足します。われわれが国や県に足を運ぶこと
が市民の理解を進めることにもつながると感じてい
ます。
26 年度の事業としては、磐越自動車道の沿線主要
都市である、新潟、会津若松、郡山、いわきの各市
長に出席していただく復興シンポジウムを７月に開
催します。都市間連携による経済的な活性化を目指
します。

「ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を」
Engage Rotary, Change Lives

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆司会：松村幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（薄井親一郎会員）〕
薄井親一郎会員

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
寺主君男様（いわき経済同友会代表幹事）
仲沼之博様（大和証券いわき支店長）
⃝入会式
ひまわり信用金庫本店営業部長 児玉武彦様
１年間、いわき勿来ロータリークラブに所属して
いました。
いわき平ロータリークラブでも一生懸命、
頑張ります。趣味はゴルフですが、全くの趣味であ
ります。長く野球をやっておりまして、48 歳にな
りますが、35 歳ぐらいまでは現役でした。ポジシ
ョンはピッチャーでした。ゴルフでは、なぜ止まっ
ているボールが打てないか、悩んでいます。ロータ
リークラブの「４つのテスト」な
どの理想は、地域に根差した信用
金庫としても同じ考え方と思いま
す。今後もよろしくお願い申し上
げます。
★ 結婚祝

松﨑倫久さん
（4 月 24 日）

吉田仁平さん
（４月 26 日）

山野辺倉平さん
（４月 28 日）

★ 誕生祝
松村耕三さん
（４月 26 日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
本日も多数のご出席、ありがとう
ございます。最近、富岡町で東京電
力の社員食堂に関わっていた方と知
り合いになりました。「３．11」を
境に状況が一変し、私たちは地元の
被災地に目が行きましたが、発電所
の近くで生活していた人たちは、われわれが考えつ
かないような、怖ろしいことがあり、ご苦労なさっ
ていたことが分かりました。最初は川内村に避難し、
そして、郡山市のビッグパレットに向かったという
ことです。あらためて、いわきの人間として、相双
地方から避難している人と、どう向き合うべきか考
えさせられる時期かと思っています。

会報・広報委員会

⃝いわき勿来ＲＣより会報、いわき鹿島ＲＣより５
月プログラム予定表が届きました。
⃝相馬ＲＣより創立 50 周年記念式典の出席御礼が
届きました。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（早川孝義委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

４月 24 日

52 名

31 名

―

◆ ロータリー財団委員会（山野辺倉平委員長）
吉田義尚さん、新田俊彦さん。以上２件

◆ 米山記念奨学会委員会（飯野光世委員長）
佐藤淳さん、鈴木浩さん。以上２件

◆スマイルボックス委員会（佐藤淳会員）
♥森雄治さん（寺主君男様卓話よろしくお願いしま
す）♥松村耕三さん（誕生祝ありがとうございます）
♥佐々木芳弘さん（寺主さん卓話よろしくお願いし
ます）♥小暮憲一さん（寺主代表卓話ありがとうご
ざいます）♥坂本佳友さん（寺主様卓話よろしくお
願いいたします）♥有賀行秀さん（寺主さん卓話よ
ろしくお願いします）♥伊藤盛敏さん（寺主さん卓
話よろしくお願い致します）♥関口武司さん（寺主
様卓話よろしくお願い致します）♥佐藤淳さん（寺
主様卓話よろしくお願いします）♥松﨑倫久さん（結
婚祝ありがとうございます。寺主経済同友会代表幹
事様卓話よろしくお願い申し上げます）♥山野辺倉
平さん（結婚祝有難うございました。40 年になり
ます）♥吉田仁平さん（結婚記念日祝有難うござい
ます。53 年になりました忍耐あるのみです。寺主
さんの卓話に感謝）♥飯野光世さん（休みが続いて
しまいました）♥早川孝義さん（早退ごめんなさい）
♥阿部弘行さん（またまた早退します）
以上、15 件
★本日の例会案内 ５月１日（木）PM12：30～
外部卓話 渡辺大輔様（いわき青年会議所理事長）
お食事メニュー＝ラーメン（つけ麺）、ミニ丼
★次回の例会案内 ５月８日（木）PM12：30～
外部卓話 清水敏男様（いわき市長）
お食事メニュー＝牛フィレ肉のステーキ
ラ・ファイエット風

三瓶和秀

安田信二

八幡恭朗

