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外部卓話 SPEECH
「いわき市の市政運営」
いわき市長 清
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昨年９月の市長選で初当選しま
した。29 歳で市議に初当選し、35
歳で県議、そして 50 歳で市長に就
任しました。市議の前は国会議員
の秘書を務めました。
東日本大震災で被害を受けた故
郷を再興したい、との思いで、市
長選に立候補し、今日に至ってい
ます。市長選の投票日は東京五輪の開催決定の日で
ありました。６年後の 2020 年の五輪開催年を目標に、
故郷・いわきが見違えるように変わっていることを
夢見て市政を運営しなければならないと思います。
世界から五輪に来る人の中には東日本大震災の被災
地を見たいという方もいるはずです。東京から一番
近い被災地はいわきだと考えていますので、皆さん
と一緒に故郷を良くしていきます。
私は市長選で、いわき市の課題として「医・職・住」
を挙げました。医療では、いわき市の医師の絶対数
が少なく、人口 10 万人当たり、全国平均が 226.5 人、
福島県平均が 178.7 人ですが、いわき市は 162.1 人で
す。全国の中核市の 41 市の中で 38 位です。救急医
療が特に逼迫しています。昨年 12 月に県立福島医
大に寄付講座の形で提携を結び、産婦人科医を２人
増員しました。総合磐城共立病院の建て替えは今年
７月に建設会社と契約し、平成 28 年度末の完成を
目指しています。
「職」は新しい産業を興すことが大切であり、再
生可能エネルギーを研究する産業総合研究所の施設
が郡山に完成し、視察してきました。風力、太陽光
などをいわきから発信するとともに、いわきには蓄
電やバッテリーの技術を持った会社がありますの
で、さらに大きくする構想もあります。原発の廃炉
については、前向きにとらえて、廃炉の研究機関を
いわきに設けるために、国に働き掛けています。ロ
ボットの関係の企業も誘致します。また、浮体式洋
上風力発電事業は実験に終わらせずに、実用化を目
指します。東京電力は石炭ガス化複合発電設備の増
設を計画していますので、新たな雇用が生まれます。
「住」は土地や建物供給です。いわき市内は今、
土地はありますが、宅地が足りません。市街化調整
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区域の線引きの見直しには数年かかりますので、地
区計画という制度を使い、早ければ来年から再来年
の初めには住宅が建てられるようになるではないか
と思います。景気の話題とも連動しますが、短期的
には復興需要で、中期的には住宅の着工件数を増や
し、景気を下支えしていく考えです。長期的には再
生可能エネルギーを一つの核にしたいと考えます。
いわき復興のシンボルの一つには小名浜地区が挙
げられます。イオンモールが２年後に開店すること
となりました。小名浜の景観が大きく変わります。
東港も整備されます。特定貨物拠点港として、外国
から小名浜に石炭を船で運び、ここから各地に積み
出します。震災で被害を受けたいわき市が変貌する
象徴的な場所になると思います。
教育や子育てでは、原発事故で子育てしにくい環
境になってしまいました。いわき市は放射線の値は
低いのですが、それでも小さい子どもを持つ母親の
中には不安を抱き、約 5,000 人が市を離れています。
今年度から出産支援金制度を始めました。一人目の
子どもには５万円、２人目は６万 5,000 円、３人目
以降は８万円です。１歳の時には絵本をプレゼント
するようにしました。学校の図書館を利用してもら
うために、司書を大幅に増やします。本を読む頻度
が増えれば、学力が向上するというデータもありま
すので、力を注いでいきます。
心の復興には文化やスポーツの力が大切です。い
わき市は先日、文化庁長官表彰を受けました。いわ
き市は文化度が低いと思われがちですが、文化庁が
選びました。福島県では初めてです。６月 21 日には、
湯長谷藩を舞台にした映画「超高速！参勤交代」が
全国公開されます。笑いあり、涙ありの痛快時代劇
です。第２の「フラガール」にしたいと思い、応援
する会をつくって取り組んでいます。最終的には平
の城跡を、何とか城があったと分かるようにしたい
との夢を描いています。市民の皆さんの協力を得な
ければなりませんが、それが復興の証しの一つにも
なると思います。来年５月には太平洋・島サミット
が開かれます。
「いわきは元気です、
福島は安全です」
と世界に向かってアピールできればいいなと思います。
★本日の例会案内 ５月15日（木）PM12：30～
外部卓話 第４回ガバナー補佐訪問
お食事メニュー＝銀鱈の煮付け
★次回の例会案内 ５月22日（木）PM12：30～
会員卓話 会報・広報委員会担当卓話
三瓶和秀委員長
お食事メニュー＝牛肉と生ハムのサルティンボッカ風

「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（我らの生
業）
・四つのテスト（大久保健蔵会員）〕
大久保健蔵会員

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
⃝いわき市長 清水敏男様
⃝いわき小名浜ロータリークラブ
会長エレクト 鈴木滋様
⃝前いわき平ロータリークラブ会員
福島民報社広告局長 花見政行様

◆スマイルボックス委員会

★ 結婚祝

坂本佳友さん
（５月 11 日）

ブの橋本会長が東日本大震災の地震や津波の様子、
３.11 の希望の灯りを載せていますので、思い出しな
がらご覧頂きたいと思います。Ｐ 35 ～ 42 には会員
の減少の食い止めと、新入会員の増進について、ロ
ータリークラブ入門があります。縦組みのＰ 17 にモ
ンゴルの砂漠化を防ぐ大規模な植林について取り上
げられています。植林は大変、有意義な事と思って
いましたが、米山奨学生のアローハンさんの寄稿が
正しければ、今までの活動が何だったのかと驚きま
した。地震、津波、火山噴火などの自然現象に対応
するのは難しいと思いますが、よかろうと思ったこ
とに対して、別な意見があることが分かりました。

大久保健蔵さん
（４月 28 日）

◆会長挨拶ならびに報告
今日は天気に恵まれました。多数
の出席に感謝します。清水市長をお
迎えし、卓話をお願い申し上げます

⃝い わき市より平成 26 年度地域づくり総合支援事
業・補助事業の募集案内が届いています。
⃝いわきのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動の
資料が届きました。

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

５月８日

52 名

30 名

―

◆ ロータリー財団委員会（代理・飯野光世会員）

根本義男さん、大久保健蔵さん、森雄治さん。以上３件

◆ 米山記念奨学会委員会（飯野光世委員長）

根本義男さん、薄井親一郎さん、森雄治さん、松
﨑倫久さん、大久保健蔵さん、吉田義尚さん、酒井
睦雄さん。以上７件

◆ 雑誌委員会（清水俊政委員長）

ロータリーの友「見どころ 読みどころ」
横組みのＰ６「特集わたしたちの活動」で、各クラ
ブの活動が載っています。Ｐ 15 には震災復興のキ
ャンドルナイトとして、いわき常磐ロータリークラ
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【５月１日分】（新田俊彦副委員長） ♥森雄治さん（５月に入
り今年度もあと２カ月となりました。残りの期間も会員の
皆様のご協力よろしくお願いします）♥鈴木弘康さん（す
みません、早退します）♥有賀行秀さん（フラガール甲子
園の成功を祈ります。卓話ありがとうございます）♥馬場
学さん（結婚記念のお祝いありがとうございます）♥鈴木
東雄さん（結婚祝ありがとうございました。この会がない
と忘れそうです）♥松村耕三さん（３カ月 100％出席賞あり
がとうございます）♥八幡恭朗さん（皆勤賞ありがとうご
ざいます）♥酒井睦雄さん（３カ月 100％出席賞ありがとう
ございます）♥松崎浩さん（３カ月出席賞ありがとうござ
います）♥鈴木浩さん（渡辺様卓話よろしくお願いします）
♥飯野光世さん（JC 渡辺理事長を歓迎して）♥小暮憲一さ
ん（渡辺理事長卓話ありがとうございます）♥黒須幸雄さ
ん（鈴木東雄さん叙勲おめでとうございます。JC 理事長よ
ろしくお願いします）♥松﨑勉さん（鈴木東雄さんの春の
叙勲をお祝いして。渡辺さん卓話よろしくお願いします）
♥高萩阿都志さん（渡辺大輔理事長卓話ありがとうござい
ます。鈴木東雄さん受章おめでとうございます）♥関口武
司さん（鈴木東雄さん２回目の受章おめでとうございます。
３カ月 100％出席賞ありがとうございます）♥新田俊彦さん
（鈴木東雄さん受章おめでとうございます。３カ月皆出席あ
りがとうございます）♥伊藤盛敏さん（鈴木会長エレクト
の受章を祝って。いわき青年会議所渡辺理事長卓話ご苦労
様です。皆出席賞ありがとうございます）
♥郡二三子さん
（会
長エレクト叙勲おめでとうございます）♥坂本佳友さん（鈴
木東雄さん瑞宝双光章おめでとうございます）♥佐藤淳さ
ん（鈴木東雄さん受章おめでとうございます）♥志賀弘昌
さん（鈴木東雄さんおめでとうございます）♥山﨑慶一さ
ん（鈴木東雄様瑞宝双光章受章おめでとうございます。三
カ月無欠席賞ありがとうございます）以上、23 件
【５月８日分】（関口武司委員長） ♥森雄治さん（清水市長公
務多忙の中ありがとうございます。卓話よろしくお願い致
します）♥花見政行さん（皆様お久しぶりです。在任中の
欠席分を埋め合わせるため出席させていただきました。福
島民報社いわき支社を引き続きお引き立て願います。昨年
の 60 周年も改めておめでとうございます。記念誌も頂きあ
りがとうございます）♥早川孝義さん（早退ごめんなさい）
♥根本義男さん（欠席がちですみません）♥佐々木芳弘さ
ん（鈴木東雄さんの叙勲を祝して。遅くなりました）♥薄
井親一郎さん（５月 17 日㈯ワシントンホテルにて武者陵
司氏の講演会があります。入場無料です。おもしろい話が
聞けると思います。ぜひお越しおまちしています）♥坂本
佳友さん（清水市長卓話よろしくお願いいたします。結婚
祝ありがとうございます、あぶなく忘れる所でした！）♥
大久保健蔵さん（結婚祝ありがとうございます。清水市長、
鈴木滋小名浜ロータリークラブ会長エレクトの来訪を歓迎
して）♥関口武司さん（清水市長、卓話よろしくお願いし
ます）♥有賀行秀さん（清水市長の卓話楽しみです、でも
早退します）♥山崎洋次さん（清水市長、公務多用の中講
話ありがとうございます）♥勝田博志さん（清水市長、卓
話よろしくお願いします）♥酒井睦雄さん（清水市長、卓
話よろしくお願い致します）♥松崎浩さん（清水市長の来
訪を歓迎して）♥松﨑倫久さん（清水市長ようこそ）♥飯
野光世さん（清水市長を歓迎して）♥鈴木東雄さん（清水
市長の卓話御期待してます）♥志賀弘昌さん（清水市長さ
んお忙しい所ありがとうございます）♥郡二三子さん（市
長さんの卓話楽しみです。花見さんのなつかしいお顔うれ
しいです）以上、19 件

三瓶和秀

安田信二

八幡恭朗

