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No. 氏名 事後意見 回答内容

1 今野委員

　今年４月から改正高齢者雇用安定法により70歳までの就業確
保措置が施行されます。このような中で、高齢社会を悲観的な表
現とせず今後の社会では当然とした上で、希望や安心を見出す
具体策が必要と考えます。
特に、高齢化・人口減少が顕著な本県において、計画では高齢
者（表現がネガティブ？）も必要な人的資源と位置づける姿勢は
示せないか。

　人口減少、高齢化が進み、企業等の人材不足等
が懸念される中で、高齢者は、県内経済を支える
とともに、技術や伝統・文化の継承など若い人材
の育成面でも重要です。
　また、高齢者の積極的な社会参画は、生きがい
にも寄与するものと考えます。
　新たな総合計画においては、上記の観点を踏ま
え、記載を検討いたします。

2 岩瀬委員

（全体）世界レベルの産業研究拠点（以前も類似の指摘）
福島県には、震災後、世界レベルの産業研究拠点が構築されま
したが、これらは県の大きな資産（宝）であることを施策・計画上
も再認識し、前面に打ち出すべきと考えます。現状はイノベーショ
ンコースト構想の単独記述や分散記述となっています。イノベー
ションコースト構想の南相馬ロボットテストフィールド、国際教育
研究拠点（今後）、福島再生可能エネルギー研究所、医療機器
開発支援センター、環境創造センター等、その活用は世界からも
注目されています。これらは産業拡大に留まらず、交流人口の
増加、ふくしまの新たなブランドにもなり、若い方に夢を与えま
す。ふくしまの未来を成す産業振興、人材育成を推進する中核と
なるものです。

　記載については現在、第２章P10「（４）福島イノベーション構想
の推進」としての現状の記載、第３章ではp24にありますが単発
にしか触れられてません。P26理念、P28基本的な考え方、は正
しく大切なことは理解しますが総論、精神論的です。これらの理
念、考え方のレベルで「拠点という類まれなふくしまの資産を活
かした県づくり」を記載すべきではと考えます。

　御意見を踏まえ、県づくりの理念の本文を修正
いたします。
　なお、福島イノベーション・コースト構想などによ
る研究拠点を活用した産業振興、人材育成等につ
いては、主要施策においても記載を検討いたしま
す。

3 岩瀬委員

資料１
P11　（５）新産業の創出・地域産業の再生
記載の再生可能エネルギー、医療、航空宇宙産業の拡大を含め
今後の産業振興にはデジタル化が不可欠であり、その記載があ
るべきでは。
例）　「また、これらの新産業創出、集積には今後デジタル化が必
須となるため、情報通信産業（ICT）人材の育成も併せて推進を
図る必要があります。」
（具体的な施策については、何らかの関連する施策はあると解
釈します。また、県施策に限らず民間、大学もICT人材育成は実
施します。）

　頂きました記載例を参考に修正いたします。

4 岩瀬委員

P12
下部の「ALPS処理水」の箇所は、ALPS処理水とはの説明に過
ぎないのでは。上段のF1の記載のレベルと異なり同列に並べる
ことに違和感。汚染水処理については書き方が難しいことは理
解しますが、（良い記載案はないが）せめてこの箇所は「参考：汚
染水とALPS」のようなタイトルにされたらいかがでしょうか。

　御意見を踏まえ引き続き検討して参ります。

5 岩瀬委員

P14
（今野委員ご指摘同様）
人口年齢構成が高齢化に山が移っていく前提で、高齢者が健康
で生きがいを持ち、経験を活かして働き、結果、税収にも貢献し
ていただくことは総合計画上極めて重要です。特に若者が流出
傾向にある地方では若者だけに限らず、健康な皆が働いていた
だくということです。高齢化を、社会保障、医療費面など否定的に
とらえるだけでなく、高齢層を活かす視点が必要。

　人口減少、高齢化が進み、企業等の人材不足等
が懸念される中で、高齢者は、県内経済を支える
とともに、技術や伝統・文化の継承など若い人材
の育成面でも重要です。
　また、高齢者の積極的な社会参画は、生きがい
にも寄与するものと考えます。
　新たな総合計画においては、上記の観点を踏ま
え、記載を検討いたします。

第４回総合計画・復興計画策定検討部会(1/20)終了後にいただいた意見

＜ （１）　新たな福島県総合計画（将来の姿、県づくりの理念、地域別の主要施策等）について ＞

 1 



No. 氏名 事後意見 回答内容

6 岩瀬委員

資料２
P2　ひと分野　政策３　「福島ならでは」教育の充実
施策②　の記述。現在の社会環境を鑑みると、情報活用、情報モ
ラルに加えて「情報セキュリティ教育」が重要と考えます。

P2　政策４　ふくしまを支える人づくり
施策については既に想定済みのものをボトムアップに記載され
ているかもしれませんが、今後の社会の環境を考えると人づくり
の施策として「デジタル化」は基本となるもので、このレベルの箇
所での記載が適切かと考えます。
例）施策①の（）内
「福島イノベーションコースト構想を支える人材、デジタル化人材
キャリア教育に関する取組など）

P2　政策６　ふくしまへの人の流れ
産業視点での人の流れを作る施策も重要。イノベーションコース
ト構想、医療機器試験センターなどは新しい人の流れを作る県と
しての重要な資源と考えます。

　頂いた御意見を参考に追記、修正を検討いたし
ます。

No. 氏名 事後意見 回答内容

1 横田委員

　復興計画はスタートが東日本大震災なので、ビフォー（2011年）
の写真や数字をきちんと出したほうがいいと思います。
その後10年でここまで進み、2次では・・・と繋げていけば
ビフォー・アフターの進捗が明確になると思います。

　それから、写真ですが何年時点のものかわかるようにした方が
もっとわかりやすいかと思いました。

　御意見を踏まえ、計画素案を修正しました。

2 今野委員

　今年４月から改正高齢者雇用安定法により70歳までの就業確
保措置が施行されます。このような中で、高齢社会を悲観的な表
現とせず今後の社会では当然とした上で、希望や安心を見出す
具体策が必要と考えます。
特に、高齢化・人口減少が顕著な本県において、計画では高齢
者（表現がネガティブ？）も必要な人的資源と位置づける姿勢は
示せないか。

　人口減少、高齢化が進み、企業等の人材不足等
が懸念される中で、高齢者は、県内経済を支える
とともに、技術や伝統・文化の継承など若い人材
の育成面でも重要です。
　また、高齢者の積極的な社会参画は、生きがい
にも寄与するものと考えます。
　新たな総合計画においては、上記の観点を踏ま
え、記載を検討いたします。

＜ （２）次期福島県復興計画（素案）について ＞
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No. 氏名

1 川﨑部会長

No. 氏名 発言内容 応答内容等 事務局回答

1 横田委員

　（ふくしまの将来の姿について）観光についていえば、現状コロ
ナの中で維持することが大変。観光産業の振興といっても、地元
企業の旅館やホテルもあれば外資もある。福島らしさを考える
と、地元の歴代の方々をいかにして残していくかが大事。地元雇
用なども踏まえてどう維持していくか。そこに繋げられるような１０
年後が見える感じの内容にできないか。観光は幅が広い産業。
観光で一括りにするのではなく、分野として分けてもいいのでは
と思っている。

―

　人口減少が進む中で、福島
に人を呼ぶという視点からも、
「福島らしさ」を大切にすること
は重要であると考えます。
　御意見を踏まえ、将来の姿に
ついては、県民に分かりやす
く、希望が持てる記載となるよ
う検討いたします。

2 今野委員

　本文記載の中に、「農林水産業において、就業者数の減少や
就業者の平均年齢の上昇が顕著である」との記載がある。次期
計画では、高齢化することを悪いこととするのか。高齢者であっ
ても社会や仕事を通じて必要とされることを考えると、高齢化は
悪いことではない。今後年齢が上がっていく現実をしっかり正面
から受け止め、高齢者であっても、社会や職場から必要とされる
環境づくりの視点にたった計画づくりが必要。福島の状況からす
れば、高齢者が生きがいをもって働けるということを肯定的に、
事業承継などの部門でそのような方たちを活用する、そのような
表現、視点があってもいい。

　今野会長のご指摘は、ひ
と・しごと・暮らしの分野全
体を串刺しする意見と考え
る。県の人口ビジョンでは、
１８０万人が４０年後に１００
万人になるという予測。ドラ
スティックな変化が起こり得
る。２人に１人が高齢者に
なる。そのようなタイムスパ
ンを見据えて、高齢者も含
めた生きがいをつくるという
ことを基本・ベースに据える
べきという意見だと思う。悪
いかどうかということではな
く、それを前提として施策を
検討するということが大事。
（川崎部会長）

　人口減少、高齢化が進み、企
業等の人材不足等が懸念され
る中で、高齢者は、県内経済を
支えるとともに、技術や伝統・
文化の継承など若い人材の育
成面でも重要です。
　また、高齢者の積極的な社会
参画は、生きがいにも寄与する
ものと考えます。
　新たな総合計画においては、
上記の観点を踏まえ、記載を
検討いたします。

3 松澤委員

○　ひと・暮らし・しごと分野を串刺しにして考える観点が大切。
例えば、農林水産業の今一番のテーマは、「もうかる農林水産
業」。
○　ひと・暮らし・しごとの政策を紐解くと、農林水産業が全ての
ベースになる。「もうかる農林水産業」の実現がないと、「災害に
強く犯罪の起きにくい安全・安心な県づくり」や「過疎・中山間地
域の持続的な発展」などの政策にも繋がらない。
○　福島の農林水産業の持続可能性の観点で人材不足も非常
に課題であることも踏まえると、それぞれ独立した施策ではなく、
すべてを繋げて施策を展開していく視点が必要ではないか。全
てが繋がっていて、相互関係があるという前提で主要施策を考
えるべきである。

―

　個々の政策・施策の相互関
係や横断的な視点は重要であ
ると考えますので、このことを
踏まえ、主要施策の構築を進
めます。

4 岩瀬委員

　新型感染症に関する記載について、新たな総合計画は９年ス
パンで考えるということであり、もっと汎用的に書くべき。例えば、
資料２には「新型感染症や災害等の社会を揺るがす事象」と少し
汎用化されて記載しているが、「新型コロナウイルス感染症への
対策」という記述の箇所もある。今後ワクチン等によって数年で
コロナが解決された場合も考えると、汎用性を持たせた計画の
書きぶりにすべきと感じた。

―
　御意見を踏まえ、汎用的な記
載を検討いたします

第４回総合計画・復興計画策定検討部会(1/20)における委員からの主な発言と応答

＜部会長あいさつ ＞

発言内容

　一昨年の12月以来、久しぶりの開催になります。
本日の議事としては２つあります。総合計画の素案（総合計画の全体的な構成を示したもの）、それから復興計画の素案とな
ります。
総合計画については、前回、計画の柱、骨格等についてお話しいただいたところです。
本日は、これまでワークショップや懇談会等、様々な県民の御意見、審議会の中での皆さんからの御意見を踏まえ、ある程度
全貌が見える形の案を準備しており、特に、今後、福島県が具体的にどうするべきかというところについて議論していければと
思っております。
もう１つの復興計画は、素案となります。まさに最終段階に近づいています。本日の審議を踏まえ、今月下旬からパブリックコ
メントに入っていきたいと思います。画竜点睛を欠くといったことはあってはいけませんので、改めてしっかりと見ていただき、
来たる第２期復興・創生期間を含めた10年間の福島の復興に資するような復興計画にできれば思っています。

＜ （１）　新たな福島県総合計画（将来の姿、県づくりの理念、地域別の主要施策等）について ＞
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No. 氏名 発言内容 応答内容等 事務局回答

5 岩瀬委員

　（将来の姿の部分の）ひとの基本的な考え方の部分、「～自分
らしく自信や誇りを持って自立的に自己実現ができるよう～」など
の部分は、基本的にはそのとおりだと思う。ただ、これを見た時
に、どうすればこうなるのか、どうすればいきいきと仕事が出来
て自分のスキルを活かしていけるのか、精神論ではなく具体的
にどうつながるのかがこのページでは見えないと感じる。
自分らしく活躍できるというのは、独りよがりではなくて、産業な
どのニーズに沿った自分のスキルがあって雇用に繋がって自分
が活躍できるということ。どうすれば実現可能なのかを考えた上
での記載になるといいと思う。

―

6 岩瀬委員

　（将来の姿について）例えば、ひとに関して言えば、健康長寿や
結婚・出産・子育てなど、どちらかというと受け身のものである。
それには何の反論もないが、それでいいのかというのが率直な
疑問。例えば、一人一人が自分らしく活躍できる社会の実現とい
うのは、社会の求めるニーズに応えるために自分のスキルを高
めていくという自分からの視点を書くべきではないか。

―

7 岩瀬委員

　政策を見ると、ひと政策４「ふくしまを支える人づくり」や政策６
「ふくしまへの新しいひとの流れづくり」など重要なことであるが、
中身を見ると、政策６は国際交流のことであったりする（中身が
薄い）。本県が持っているイノベ構想や医療産業などの重要な産
業インフラをハブとして人を巻き込むといった産業施策に繋げて
いく記載が足りないと思う。

―

　イノベ構想などの人材育成に
ついては、「しごと分野」に記載
しておりますが、政策について
は現在精査中であり、御意見
を踏まえ、主要施策の構築を
進めてまいります。

8 岩崎委員

　コロナ感染症の位置付けについて、「乗り越えた」との表現が
あったが、計画完成時にどの段階になっているかが見通せない
状況である中で、今回の感染症により改めて見えてきたことを今
後１０年間の県づくりに反映できないかと考えている。
　人が集中していないことや食糧が地域内で賄えること、狭域で
の観光など、福島のような地方だからこそ発揮できる強みがあ
り、オルタナティブな取組の可能性が今求められているのではな
いか。地方への目線、農山村の価値への目線は以前よりも強
まっており、これまでの福島の経験を沢山活かせると思う。

＿

　「乗り越えた」との表現は、御
意見を踏まえ修正いたします。
　新型コロナウイルス感染症に
より課題やこれを踏まえた県づ
くりについては、改めて整理の
上お示しいたします。

9 岩崎委員

　農林水産業について、中山間地域では農地の規模拡大もでき
ない状況。しかし農業は続けることによって地域社会を維持でき
る役割を持っており、儲からなくても続ける必要がある。「もうか
る農林水産業」を実現しつつ、農業の多面的機能のようにお金
に繋がらない価値も大切にし、調和のとれた計画になるとよいの
ではないか。

＿

　農業・農村の有する多面的機
能の維持・発揮も重要な視点
であると考えており、これを踏
まえ、主要施策の構築など調
和のとれた計画となるよう記載
を検討いたします。

10 前澤委員

　社会で活躍する人が高齢化している。活躍している人のノウハ
ウを色々な人に繋げられる仕組みを作ってほしいと思う。若い人
はどうしていいかわからないだけで、こうすればいいんだと導い
てあげれば知恵や工夫が出てくる。若い人を育てて社会に適応
できる力を身に付ける必要があると考える。

＿

　少子高齢化が進む中で、本
県が持続可能な社会を進めて
いくためには、担い手の育成や
技術の継承等、若者の育成は
重要な要素であると考えます。
　それらの観点を踏まえ、主要
施策において検討いたします。

　将来の姿は、そのイメージを
県民の皆さんと共有できるよ
う、その「状態」を示しておりま
す。
　将来の姿を実現するための
方策については、第４章の政
策や施策、取組により示すこと
としております。
　記載の内容については、引き
続き御意見を頂きながら検討
いたします。
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No. 氏名 発言内容 応答内容等 事務局回答

11 前澤委員

　中高生は多感であり、原発問題や台風被害、そしてコロナで心
を痛めていて、虐待やいじめや傷つけ合いが増えている。それを
配慮した上で、みんなで社会を支えていこうという仕組みができ
ればいいと思う。

＿

　新たな総合計画においては、
誰もが安心していきいきと暮ら
せる県づくりを目指し、相談体
制や各種支援体制の充実を図
るとともに、学校や家庭、地域
が連携した社会全体で支える
視点を大切に、主要施策にお
いて検討いたします。

No. 氏名 発言内容 応答内容等 事務局回答

1 岩瀬委員

   心身の健康の「県民の健康の保持・増進」の成果として、県民
健康調査を記載すべき。課題には県民健康調査の記載がある
が成果に記載がないので、何もやっていないというように誤解さ
れるおそれがある。

―
　御意見を踏まえ、計画素案を
修正しました。

2 横田委員
　県が目指す目標（将来の姿）や数値など、指標とまではいかな
いまでも目標とする数値等があるならば文章の中に入っていた
方が分かりやすいのではないか。

―

　御意見を踏まえ、目指す姿の
書きぶりなど計画素案を修正し
ました。
　なお、目標となる数値につい
ては、現在、次期総合計画に
おいて検討している段階であ
り、また、各部局の計画におい
てもそれぞれの指標の目標値
の設定作業を進めている段階
であることから、計画素案には
記載ませんが、次期総合計画
の策定に合わせて別途整理い
たします。

3 今野委員
　東日本大震災で何を学び、どういった課題が改善されたかを計
画の中に盛りこめれば良い。

―

　第１章の「主な復興の成果と
課題」において、「復興まちづく
り・交流ネットワーク基盤強化」
の箇所で一つの例として記載し
ておりますが、事業構築に当
たっての参考として、担当部局
に頂いた意見をつながせてい
ただきます。

4 今野委員
　ICTの環境整備によるデータベースを活用したメンタル支援と
いった対応も必要ではないか。

―

  事業構築に当たっての参考と
して、担当部局に頂いた御意
見をつながせていただきますと
ともに、デジタル化に関する御
指摘であるととらえ、デジタル
変革についての記載を充実し
ました。

5 今野委員
　復興の過程の中で失われてしまった「福島県の良さ」にも目を
向け、計画に反映する必要があるのではないか。

―

　御意見の趣旨は、県づくりの
理念に関係の深いものと考え
ます。復興計画は総合計画の
アクションプランであることか
ら、頂いた意見を次期総合計
画の策定に生かしてまいりま
す。

6 岩崎委員
　SDGsに触れるのであれば、福島県の震災・原発事故からの復
興に向けて、具体的にどのような形でSDGs理念を生かしていく
のかを強調して記載すべき。

―
　御意見を踏まえ、計画素案を
修正しました。

7 岩崎委員
　SDGsの「誰一人取り残さない」という理念は、様々な立場にあ
る全ての被災者に対して、福島県からの大切なメッセージになり
得る。

―
　御意見を踏まえ、計画素案を
修正しました。

8 松澤委員
　SDGSsについては、今後、全ての取組に関わる理念であるの
で、現在の復興計画の案分のように対応表のような形でとどめ
るのではなく、文章として表現した方がよいのではないか。

―
　御意見を踏まえ、計画素案を
修正しました。

＜ （２）　次期福島県復興計画（素案）について ＞
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No. 氏名 発言内容 応答内容等 事務局回答

9 松澤委員
　今回の感染症を一つのきっかけとして、医療や福祉サービス
の提供体制や子育て環境、新たな働き方などの見直しを行う機
会になる。

―

　感染症をきかっけとする１つ
の例として、デジタル変革につ
いての記載を加筆し、主な取組
も記載いたしました。また、事
業構築に当たっての参考とし
て、担当部局に頂いた御意見
をつながせていただきます。
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