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市政に新しい風を！
Cha l lengeandChange

時代は変わる！

共に創ろう！新しい八戸！



　グローバル化の進展や人口減少に加え、 新型コロナ
ウイル感染症により、 私たちの日常生活や経済活動は
大きな影響を受けています。
　さらにデジタル社会や環境問題への対応など、 明ら
かに変化の時を迎えています。
　このような時代に新しい課題に対応していくために
は、 市政においても新たな風を吹き込みながら、 中長
期的な視点と取り組みが必要です。
　コロナ禍における対策を進めながら、 常に八戸の持
つ可能性を追い続け、 八戸の未来を切り拓いていかな
ければなりません。

　そのために9項目に渡る政策を掲げました。
　一点目は、 喫緊の課題である新型コロナ対策につい
てです。 感染症拡大を防止すると共に、 日常生活と経
済活動を取り戻します。
　二点目は、 八戸圏域の経済の活性化の推進です。
八戸圏域の農業・畜産・水産の連携を図るほか、 産
業都市八戸の経済効果を圏域に波及させて行きます。
　三点目は、 持続可能な社会の実現です。 SDGs へ
の理解、 環境問題やデジタル社会への対応を図り、
持続的な発展を目指します。
　四点目は、 スポーツ・文化による地域の活性化です。
スポーツ・文化に関連する施設を連携し有効活用しな
がら活性化に繋げます。
　五点目は、 市民の命と安心・安全な暮らしを守るこ
とです。 超高齢社会への対応、 障がいのある方への日
常生活支援、 大規模災害への対応を図ります。

　六点目は、 「子どもファースト事業」 の展開です。 「子
どもの未来は社会の未来」 との考えのもと、 子育て支
援や教育の充実に努めます。
　七点目は、 一人ひとりの市民の力を地域の活力にす
ることです。 若者・女性の活躍、 シニア世代のスキル
の活用など、 多様な人材が活躍できる八戸を目指し
ます。
　八点目は、暮らしやすく、人にやさしいまちづくりです。
それぞれの地域の特色を活かすと共に、 身近な歩道
の整備などに配慮したまちづくりを目指します。
　九点目は、 経営感覚を持った行財政運営についてで
す。 民間企業との交流の推進や、 市長と市職員との率
直な意見交換を通じ、 行政組織を活性化させます。

　現在の八戸市の発展の礎となっているのが、 昭和
39年の新産業都市の指定です。 当時は、行政・経済界・
市民が一体となって大きな夢と構想を掲げ、 強力な運
動を展開し、 指定を受け、 各事業を行いながら八戸市
の発展につなげてきました。
　今は新型コロナウイルス感染症の影響の中にありま
すが、 次の時代を創造していくためには、 当時のような
市民力の結集が必要です。
　先人の想いを受け継ぎ、 市民との対話を重視し、 市
政に対する理解と共感を得ながら、 市民の皆様と共に
新しい八戸を創造していきます。
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医療提供体制の充実 ・ 強化に向けて、 入院病床や
宿泊療養施設の確保に努めると共に、 クラスター発
生時の保健所機能・PCR検査体制の強化、 迅速な
ワクチン接種、 わかりやすい情報提供に努めるなど、
新型コロナ感染症対策に全力を尽くします。

自宅療養者 ・ 宿泊療養者への健康観察等の適切
な対応を図ると共に、 潜在的保健師 ・ 看護師を登
録する人材バンクの活用等により保健所の体制整備
に努めます。

必要に応じて、 高齢者施設、 繁華街の飲食店の一
斉検査 (スクリーニング検査 ) を行うほか、医療機関、
高齢者施設、 保育園等への抗原簡易キットを活用
するなど、 検査体制の強化を図ります。

新型コロナ禍の影響が大きい観光関連事業者等に
対して、 事業存続に向けた適切な支援を行うほか、
観光 ・ 飲食等の需要回復支援に取り組みます。

新型コロナ禍の長期化により懸念される、 高齢者フ
レイル （心身の虚弱） などの健康二次被害の予防と
対策に取り組みます。

感染症との共存 （ウイズコロナ） 時代において、 市
民が安心し日常生活や経済 ・文化 ・スポーツ ・ 教育
等の活動を行えるよう、 市独自のガイドラインを制
定し、 フォロー体制を構築します。

１迅速かつ適切な新型コロナ対策で、
日常生活と社会経済活動を取り戻します！

新型コロナへの対応について様々な角度から検証
し、新たな 「感染危機管理マニュアル」 を策定します。

ウィズコロナ ・アフターコロナ時代に向けた 「八戸市
経済再生ビジョン」 を策定し、 地域経済の再生・ 回
復を図ります。

水産業の未来を考える「(仮称)八戸水産アカデミー」
を設置します。 また、 養殖事業等の 「つくり育てる
漁業」 の推進に向けた研究会を立ち上げ、 多様な
水産資源の確保に努めます。

「食のまち・八戸」 をテーマとした観光振興により、
八戸圏域の農業 ・ 畜産 ・水産資源を有効活用する
ことで、 交流人口や関係人口の増加による圏域全
体の経済の活性化を図ります。

経済のグローバル化に向けた北東北の物流拠点とし
ての基盤の整備等、 産業インフラをさらに充実させ
企業誘致に努めます。

地域の雇用と経済を支える中小企業 ・ 小規模企業
の振興条例を制定し、 効果的な運用により地域経
済の活性化を図ります。

次代の経済活性化に向けて起業家を支援するプラッ
トフォームを構築し、 起業家同士の交流や起業を志
す若者や 女性に対する起業支援体制を拡充するこ
とで、 「創業拠点都市 ・八戸」 を目指します。

2 八戸圏域の経済活性化を推進させます !

デジタル関連産業や医療 ・ 介護 ・ 健康等の 「ヘル

スケア産業」 など、 成長産業の集積に向けた企業
誘致や事業育成に取り組みます。
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ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） に対する市民の理解
と取り組みを推進するために、 教育機関・企業・関
係団体等への情報発信や啓発活動を行います。

再生可能エネルギーの導入など、 脱炭素化への取り
組みを通じて、 経済・社会・環境のバランスの取れた、
グリーン・循環型社会の実現を目指します。

行政・市民生活のデジタル化を加速させ、 効率的
かつ安全・安心な行政サービスを提供するために、
民間人材の登用も視野にデジタル推進室を設置し
ます。

3 持続可能なより良い社会の実現を目指します !

「北東北のコンベンションシティ八戸」 を掲げ、 イベ
ントや会議などの誘致を積極的に進めると共に、 八
戸市の魅力を発信し経済波及効果を創出します。

中心市街地において、 商業機能や公共施設と文化
事業 ( 美術・文学・演劇・音楽 ) との連携によるエ
リアマネジメントに取り組み、 市民のコミュニティ豊か
な魅力ある街づくりを目指します。

4 スポーツ ・文化で地域と経済を活性化させます !

スポーツを通じた人材の育成、 健康寿命の延伸、 ス
ポーツ産業の振興による地域の活性化に向けて、
「（仮称） スポーツによる人・健康・まちづくり推進協
議会」 を立ち上げます。

八戸市体育館の建て替え構想に際し、 従来のスポー
ツ競技や観戦のほか、 避難所・各種コンベンション
の開催など多目的利用が可能な施設を検討します。
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子ども医療費助成の対象拡充、 子育て支援の充実、
学校施設の老朽化対策など、 子どもや子育て世代
にやさしい子どもファーストの事業に取り組みます。

幼児保育の重要性の認識や職場環境の改善を図り、
人材の確保に努めると共に、 幼児教育の質の向上
に向けた研修体制や小学校との円滑な接続を図る
カリキュラムを構築します。

学校のプログラミング教育や国際交流事業のさらな
る充実を図り、 未来の八戸を担う子どもたちの学び
を支えます。

6 地域を担う子どもたちに最善の未来を用意する
「子どもファースト事業」 を展開します !

超高齢社会に向けて、 医療・介護・予防等の生活
支援を総合的に推進するために、 デジタルシステム
を活用した 「地域共生社会」 の実現を目指します。

介護人材を確保するため、資格取得支援、人材育成、
町内会単位での支援体制の整備、 市独自のヘル
パー制度 ( 軽度者に対するサービス提供 ) の創設な
どに取り組みます。

障がい者の就業定着と就業機会の選択が広がるよ
う、 事業者の理解促進に努めると共に就業支援の
相談機能の充実を図ります。

多発する異常気象や、 将来発生が予想される巨大
地震とそれに伴う津波など、 大規模災害から市民の
生命と財産を守るため、 防災・危機管理部門を強
化します。

5 高齢者 ・障がいのある方を始め、
市民の命と安心 ・安全な暮らしを守ります !

医療・介護の連携をより一層推進させ、 住み慣れ
た地域で安心して在宅医療を受けることができる仕
組みづくりを目指すと共に、 終末期医療体制の整備
に取り組みます。

食品関連事業者や関係団体などとの連携の下に、
子ども食堂の支援に努めます。
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高校・大学卒業を機に転出した若者・女性に向けた
「ふるさとメール便」・「ふるさと情報アプリ」 の導入
やリモートワーカー等の積極的な受け入れにより、 若
者・女性の移住促進に取り組みます。

産業界と教育界の連携を図り教員、 生徒、 保護者
を対象とした地域における産業教育の充実により、
大学生や高校生の地元定着を図ります。

若者・女性にとって魅力ある街づくりをビジョンに掲
げ 「（仮称） まちの魅力創生ネットワーク会議」 を立
ち上げます。

シニア世代の資格や技術・技能・専門知識などのキャ
リアを活かし、 中小企業の人材不足と経営再生を支
援するため、 人材 ( スキル ) を登録し、マッチングを
支援する仕組みづくりに取り組みます。

地域の協力を得ながら、 高齢者サロン・老人クラブ
等の高齢者の生きがいづくり活動を支援すると共に、
高齢者の社会参加の促進を図ります。

7 多様な市民力を地域の活力にします !

社会人を対象に、 資格、 技術、 技能、 専門知識の
習得など、 地域や企業に役立つ人材を育てるための
学びの場として 「（仮称） キャリア教育講座」 を設
置します。

地域の活力を維持するために 「コンパクト＆ネットワー
ク」 の街づくりを推進すると共に、 地域らしさを創出
するための協働のまちづくりを推進します。

市民にとって身近な公園や歩道の整備、 公共施設
等の保守・修繕・バリアフリー化を進め、 人にやさ
しい街づくりを推進します。

空き家の適正管理を進めるほか、 空き家のリフォー
ムやリノベーションによる転用などの利活用を促進し
ます。

8 暮らしやすく、 人にやさしいまちづくりを推進します !

市民と共に創る 「市民目線のまちづくり」 を目指して、
「（仮称） 市長との公民館サロン」 を開設し、 開かれ
た市政を実現します。
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皆さまとの対話を重視し、

市政に対するご理解と共感を得ながら、

共に新しい八戸を創造していきます。

さらなる元気な八戸に！

持続可能な財政運営に向け、 大型公共施設の維持
管理コストと財源の見通しを公開し、 併せて施設の
有効利用を図ることにより費用対効果を高めます。

市長と市職員との活発な意見交換を通じ、 行政組
織をより活性化させ行政改革と市民サービスの質の
向上につなげます。

民間企業との交流をより推進し、 経営感覚やスキル
を取得することによって、 八戸市のまちづくり経営の
事業や施策に反映させます。

9 経営感覚を持って行財政運営の効率化に取り組みます !

健康増進、 子育て支援などの機能を備えた市民向
けアプリを開発し、 市民満足度の向上を図ります。
また、 アプリに市民の意識や満足度を把握できる機
能も備えることで市政の改善に活かします。

07



Instagram Facebook Twitter YouTube HP

•自由民主党青森県支部連合会副会長
•公益財団法人青森県スポーツ協会副会長
•青森県自転車競技連盟会長
•八戸市空手道連盟会長
•八戸工業大学第二高等学校後援会会長
  及び同窓会顧問
•八戸海洋少年団団長
•八戸花火大会大会委員会相談役

現在の主な役職

•昭和37年9月7日生まれ（59歳）
•昭和60 年 日本大学法学部政治経済学科卒業
•平成13 年 八戸市議会議員
•平成15 年 青森県議会議員（現在5期目）
•平成23 年 東日本大震災対策特別委員会委員長
•平成27 年 議会運営委員会委員長
•平成29 年 青森県議会議長
•令和元 年 自由民主党青森県連政務調査会長

熊谷雄一PROFILE

スマホや携帯電話を使って
今すぐアクセス！

くまがいゆういち 検索

TEL：0178-41-2800　  FAX：0178-45-8583

〒031-0081 八戸市柏崎2-4-13

熊谷雄一後援会事務所

kumagai@hi-net.ne.jp

後援会頒布資料


