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国の総人口は、平成

ます。 

人口減少による消費や地域経済の縮小は、日本の社会全体にとって大きな問題となることが予

想されるため、国は「地方創生」を重要政策の１つに掲げ、「まち・ひと・しごと創生法」を制定

しました。

それを受け、

笑顔輝くまちづくりを推進するため、『自ら地域を創生する』とい

り組むこととし

ことにしました
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(2) 国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成

１千人まで減少するとされており、このまま人口減少が進めば、地域経済の縮小やコミュニテ

ィの衰退など、今後のまちづくりにおいて、極めて深刻な事態になることが予想されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに

２ 現状認識及び人口推計

合計特殊出生率の回復に関する考え方

⇒ 

転入促進・転出抑制に関する考え方

⇒ 

○日立市の総人口及び

○人口推計の基本的な考え方と

（※）

を含め、遡って算出した場合

の人口のピークは、

の

26 年 12 月に国が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」によると、我が

国の総人口は、平成

 

人口減少による消費や地域経済の縮小は、日本の社会全体にとって大きな問題となることが予

想されるため、国は「地方創生」を重要政策の１つに掲げ、「まち・ひと・しごと創生法」を制定

ました。 

それを受け、本市においても、人口減少を始めとする様々な課題を克服し、安心と活力に満ち、

笑顔輝くまちづくりを推進するため、『自ら地域を創生する』とい

り組むこととし、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、施策

にしました。 

市の人口は、昭和

人となっています。（平成

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成

１千人まで減少するとされており、このまま人口減少が進めば、地域経済の縮小やコミュニテ

ィの衰退など、今後のまちづくりにおいて、極めて深刻な事態になることが予想されます。

はじめに 

現状認識及び人口推計

合計特殊出生率の回復に関する考え方

 2040年までに1.6

仮定 

転入促進・転出抑制に関する考え方

 転出超過が著しい「

育て世代」について、転入・転出がそれぞれ

１～２割程度増加・減少すると仮定

○日立市の総人口及び

年齢３区分別人口の推移

（旧十王町を含む）

○人口推計の基本的な考え方と

人口の将来展望

総人口（人）

年少人口（人）

（～

生産年齢人口（人）

老年人口（人）

(65

（※）平成 16 年に合併した十王町

を含め、遡って算出した場合

の人口のピークは、

の 21 万 8,111 人

月に国が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」によると、我が

国の総人口は、平成 20 年をピークに減少傾向に転じ、「人口減少時代」が到来したと言われてい

人口減少による消費や地域経済の縮小は、日本の社会全体にとって大きな問題となることが予

想されるため、国は「地方創生」を重要政策の１つに掲げ、「まち・ひと・しごと創生法」を制定

本市においても、人口減少を始めとする様々な課題を克服し、安心と活力に満ち、

笑顔輝くまちづくりを推進するため、『自ら地域を創生する』とい

、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、施策

 

市の人口は、昭和 58 年の 20

人となっています。（平成 27

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成

１千人まで減少するとされており、このまま人口減少が進めば、地域経済の縮小やコミュニテ

ィの衰退など、今後のまちづくりにおいて、極めて深刻な事態になることが予想されます。

 

現状認識及び人口推計

合計特殊出生率の回復に関する考え方

1.6～1.8の範囲内で回復すると

転入促進・転出抑制に関する考え方

転出超過が著しい「20 代女性」と「

育て世代」について、転入・転出がそれぞれ

１～２割程度増加・減少すると仮定

○日立市の総人口及び 

年齢３区分別人口の推移 

（旧十王町を含む） 

○人口推計の基本的な考え方と 

人口の将来展望 

総人口（人）

年少人口（人）

（～14歳）

生産年齢人口（人）

(15歳～64歳)

老年人口（人）

(65歳～）

年に合併した十王町

を含め、遡って算出した場合

の人口のピークは、昭和 60 年

人 

月に国が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」によると、我が

年をピークに減少傾向に転じ、「人口減少時代」が到来したと言われてい

人口減少による消費や地域経済の縮小は、日本の社会全体にとって大きな問題となることが予

想されるため、国は「地方創生」を重要政策の１つに掲げ、「まち・ひと・しごと創生法」を制定

本市においても、人口減少を始めとする様々な課題を克服し、安心と活力に満ち、

笑顔輝くまちづくりを推進するため、『自ら地域を創生する』とい

、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、施策

20 万 6,260 人をピーク

27 年 12 月 1

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成

１千人まで減少するとされており、このまま人口減少が進めば、地域経済の縮小やコミュニテ

ィの衰退など、今後のまちづくりにおいて、極めて深刻な事態になることが予想されます。

現状認識及び人口推計 

合計特殊出生率の回復に関する考え方 

の範囲内で回復すると

転入促進・転出抑制に関する考え方 

代女性」と「30 代の子

育て世代」について、転入・転出がそれぞれ

１～２割程度増加・減少すると仮定 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1950

(S25)

1955

(S30)

1960

(S35)

（万人）

- 1 - 
 

月に国が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」によると、我が

年をピークに減少傾向に転じ、「人口減少時代」が到来したと言われてい

人口減少による消費や地域経済の縮小は、日本の社会全体にとって大きな問題となることが予

想されるため、国は「地方創生」を重要政策の１つに掲げ、「まち・ひと・しごと創生法」を制定

本市においても、人口減少を始めとする様々な課題を克服し、安心と活力に満ち、

笑顔輝くまちづくりを推進するため、『自ら地域を創生する』とい

、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、施策

6,260 人をピーク（※）

1 日現在） 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成

１千人まで減少するとされており、このまま人口減少が進めば、地域経済の縮小やコミュニテ

ィの衰退など、今後のまちづくりにおいて、極めて深刻な事態になることが予想されます。

の範囲内で回復すると

代の子

育て世代」について、転入・転出がそれぞれ

1965

(S40)

1970

(S45)

1975

(S50)

1980

(S55)

実績値

月に国が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」によると、我が

年をピークに減少傾向に転じ、「人口減少時代」が到来したと言われてい

人口減少による消費や地域経済の縮小は、日本の社会全体にとって大きな問題となることが予

想されるため、国は「地方創生」を重要政策の１つに掲げ、「まち・ひと・しごと創生法」を制定

本市においても、人口減少を始めとする様々な課題を克服し、安心と活力に満ち、

笑顔輝くまちづくりを推進するため、『自ら地域を創生する』とい

、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、施策

（※）に減少傾向にあり、現在は

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成 52 年における本市の人口は、約

１千人まで減少するとされており、このまま人口減少が進めば、地域経済の縮小やコミュニテ

ィの衰退など、今後のまちづくりにおいて、極めて深刻な事態になることが予想されます。

1980

(S55)

1985

(S60)

1990

(H2)

1995

(H7)

2000

(H12)

実績値

月に国が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」によると、我が

年をピークに減少傾向に転じ、「人口減少時代」が到来したと言われてい

人口減少による消費や地域経済の縮小は、日本の社会全体にとって大きな問題となることが予

想されるため、国は「地方創生」を重要政策の１つに掲げ、「まち・ひと・しごと創生法」を制定

本市においても、人口減少を始めとする様々な課題を克服し、安心と活力に満ち、

笑顔輝くまちづくりを推進するため、『自ら地域を創生する』という考えから、『地域創生』に取

、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、施策や事業

に減少傾向にあり、現在は

年における本市の人口は、約

１千人まで減少するとされており、このまま人口減少が進めば、地域経済の縮小やコミュニテ

ィの衰退など、今後のまちづくりにおいて、極めて深刻な事態になることが予想されます。

2000

(H12)

2005

(H17)

2010

(H22)

2015

(H27)

月に国が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」によると、我が

年をピークに減少傾向に転じ、「人口減少時代」が到来したと言われてい

人口減少による消費や地域経済の縮小は、日本の社会全体にとって大きな問題となることが予

想されるため、国は「地方創生」を重要政策の１つに掲げ、「まち・ひと・しごと創生法」を制定

本市においても、人口減少を始めとする様々な課題を克服し、安心と活力に満ち、

う考えから、『地域創生』に取

、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、施策や事業を進めていく

に減少傾向にあり、現在は 18

年における本市の人口は、約

１千人まで減少するとされており、このまま人口減少が進めば、地域経済の縮小やコミュニテ

ィの衰退など、今後のまちづくりにおいて、極めて深刻な事態になることが予想されます。

2020

(H32)

2025

(H37)

2030

(H42)

2035

(H47)

推計値

月に国が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」によると、我が

年をピークに減少傾向に転じ、「人口減少時代」が到来したと言われてい

人口減少による消費や地域経済の縮小は、日本の社会全体にとって大きな問題となることが予

想されるため、国は「地方創生」を重要政策の１つに掲げ、「まち・ひと・しごと創生法」を制定

本市においても、人口減少を始めとする様々な課題を克服し、安心と活力に満ち、

う考えから、『地域創生』に取

を進めていく

18 万 2,747

年における本市の人口は、約 14 万

１千人まで減少するとされており、このまま人口減少が進めば、地域経済の縮小やコミュニテ

ィの衰退など、今後のまちづくりにおいて、極めて深刻な事態になることが予想されます。 

2035

(H47)

2040

(H52)

（年）



(3) そのため、「日立市人口ビジョン」における人口の将来展望において、

しごと創生総合戦略」に基づく施策を総合的に実施することにより、

上を目指す

 

 

 

(1) 「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の確立

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、

その好循環を支える「まち」に活力を取り戻します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 『地域連携』

県北臨海地域の創生に必要な各施策を、より効果的に展開するためにも、日立市、高萩市

及び北茨城市の３市が連携・協働して取り組むことによって、より効果が期待できる事業と

して、以下の３つの事業を推進します。

 

(3) 『みんなの力で地域共創

ア 日立市は、その歴史の中で守り育ててきた、海・山の豊かな自然環境と、この地で誕生し、

集積されてきた世界レベルの産業と技術、そして、多種多彩な人材と、その人たちによって

築かれてきた独自の文化と地域性に恵まれています。

イ こ

を克服するため、「地方創生」の流れをしっかりと受け止め、市民を始めとする多くの英知を

結集し、新たなまちの魅力と活力を創出します。

 

 

 

総合戦略の計画期間は、国や県の総合戦略との整合を図るため、

度までの５年間

３ 基本方針

４ 総合戦略の計画期間

そのため、「日立市人口ビジョン」における人口の将来展望において、

しごと創生総合戦略」に基づく施策を総合的に実施することにより、

上を目指すこととしました。

「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の確立

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、

その好循環を支える「まち」に活力を取り戻します。

『地域連携』 

県北臨海地域の創生に必要な各施策を、より効果的に展開するためにも、日立市、高萩市

及び北茨城市の３市が連携・協働して取り組むことによって、より効果が期待できる事業と

して、以下の３つの事業を推進します。

① 国道６号バイパスの整備促進

② ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化

③ 地域医療体制の整備

『みんなの力で地域共創

日立市は、その歴史の中で守り育ててきた、海・山の豊かな自然環境と、この地で誕生し、

集積されてきた世界レベルの産業と技術、そして、多種多彩な人材と、その人たちによって

築かれてきた独自の文化と地域性に恵まれています。

この「ひたちらしさ」を活用し、人口減少問題を始めとする、本市が直面する様々な課題

を克服するため、「地方創生」の流れをしっかりと受け止め、市民を始めとする多くの英知を

結集し、新たなまちの魅力と活力を創出します。

総合戦略の計画期間は、国や県の総合戦略との整合を図るため、

度までの５年間とします。

しごと

【雇用の確保・創出】

基本方針 

総合戦略の計画期間

そのため、「日立市人口ビジョン」における人口の将来展望において、

しごと創生総合戦略」に基づく施策を総合的に実施することにより、

こととしました。

「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の確立

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、

その好循環を支える「まち」に活力を取り戻します。

 

県北臨海地域の創生に必要な各施策を、より効果的に展開するためにも、日立市、高萩市

及び北茨城市の３市が連携・協働して取り組むことによって、より効果が期待できる事業と

して、以下の３つの事業を推進します。

国道６号バイパスの整備促進

ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化

地域医療体制の整備

『みんなの力で地域共創 

日立市は、その歴史の中で守り育ててきた、海・山の豊かな自然環境と、この地で誕生し、

集積されてきた世界レベルの産業と技術、そして、多種多彩な人材と、その人たちによって

築かれてきた独自の文化と地域性に恵まれています。

の「ひたちらしさ」を活用し、人口減少問題を始めとする、本市が直面する様々な課題

を克服するため、「地方創生」の流れをしっかりと受け止め、市民を始めとする多くの英知を

結集し、新たなまちの魅力と活力を創出します。

総合戦略の計画期間は、国や県の総合戦略との整合を図るため、

とします。 

しごと 

【雇用の確保・創出】 

【転入促進・転出抑制】

 

総合戦略の計画期間

そのため、「日立市人口ビジョン」における人口の将来展望において、

しごと創生総合戦略」に基づく施策を総合的に実施することにより、

こととしました。 

「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の確立

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、

その好循環を支える「まち」に活力を取り戻します。

県北臨海地域の創生に必要な各施策を、より効果的に展開するためにも、日立市、高萩市

及び北茨城市の３市が連携・協働して取り組むことによって、より効果が期待できる事業と

して、以下の３つの事業を推進します。

国道６号バイパスの整備促進 

ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化

地域医療体制の整備 

 ～ ひたちらしさの活用

日立市は、その歴史の中で守り育ててきた、海・山の豊かな自然環境と、この地で誕生し、

集積されてきた世界レベルの産業と技術、そして、多種多彩な人材と、その人たちによって

築かれてきた独自の文化と地域性に恵まれています。

の「ひたちらしさ」を活用し、人口減少問題を始めとする、本市が直面する様々な課題

を克服するため、「地方創生」の流れをしっかりと受け止め、市民を始めとする多くの英知を

結集し、新たなまちの魅力と活力を創出します。

総合戦略の計画期間は、国や県の総合戦略との整合を図るため、

 

【子育て応援】

まち 

【転入促進・転出抑制】

総合戦略の計画期間 

- 2 - 
 

そのため、「日立市人口ビジョン」における人口の将来展望において、

しごと創生総合戦略」に基づく施策を総合的に実施することにより、

「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の確立 

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、

その好循環を支える「まち」に活力を取り戻します。

県北臨海地域の創生に必要な各施策を、より効果的に展開するためにも、日立市、高萩市

及び北茨城市の３市が連携・協働して取り組むことによって、より効果が期待できる事業と

して、以下の３つの事業を推進します。 

 

ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化

ひたちらしさの活用

日立市は、その歴史の中で守り育ててきた、海・山の豊かな自然環境と、この地で誕生し、

集積されてきた世界レベルの産業と技術、そして、多種多彩な人材と、その人たちによって

築かれてきた独自の文化と地域性に恵まれています。

の「ひたちらしさ」を活用し、人口減少問題を始めとする、本市が直面する様々な課題

を克服するため、「地方創生」の流れをしっかりと受け止め、市民を始めとする多くの英知を

結集し、新たなまちの魅力と活力を創出します。

総合戦略の計画期間は、国や県の総合戦略との整合を図るため、

 

ひと 

【子育て応援】 

【転入促進・転出抑制】 

そのため、「日立市人口ビジョン」における人口の将来展望において、

しごと創生総合戦略」に基づく施策を総合的に実施することにより、

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、

その好循環を支える「まち」に活力を取り戻します。 

県北臨海地域の創生に必要な各施策を、より効果的に展開するためにも、日立市、高萩市

及び北茨城市の３市が連携・協働して取り組むことによって、より効果が期待できる事業と

ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化 

ひたちらしさの活用 ～』 

日立市は、その歴史の中で守り育ててきた、海・山の豊かな自然環境と、この地で誕生し、

集積されてきた世界レベルの産業と技術、そして、多種多彩な人材と、その人たちによって

築かれてきた独自の文化と地域性に恵まれています。 

の「ひたちらしさ」を活用し、人口減少問題を始めとする、本市が直面する様々な課題

を克服するため、「地方創生」の流れをしっかりと受け止め、市民を始めとする多くの英知を

結集し、新たなまちの魅力と活力を創出します。 

総合戦略の計画期間は、国や県の総合戦略との整合を図るため、

  

①

②

③

そのため、「日立市人口ビジョン」における人口の将来展望において、「日立市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に基づく施策を総合的に実施することにより、2040

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、

県北臨海地域の創生に必要な各施策を、より効果的に展開するためにも、日立市、高萩市

及び北茨城市の３市が連携・協働して取り組むことによって、より効果が期待できる事業と

日立市は、その歴史の中で守り育ててきた、海・山の豊かな自然環境と、この地で誕生し、

集積されてきた世界レベルの産業と技術、そして、多種多彩な人材と、その人たちによって

の「ひたちらしさ」を活用し、人口減少問題を始めとする、本市が直面する様々な課題

を克服するため、「地方創生」の流れをしっかりと受け止め、市民を始めとする多くの英知を

総合戦略の計画期間は、国や県の総合戦略との整合を図るため、平成 27

① しごと 

女性、若者を中心とした雇用機

会の確保・創出

② ひと 

出会いから結婚・出産、子育て

までの切れ目のない支援

③ まち 

魅力あるまちづくりによる転入

促進、転出抑制

「日立市まち・ひと・

2040 年の人口 15

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、

県北臨海地域の創生に必要な各施策を、より効果的に展開するためにも、日立市、高萩市

及び北茨城市の３市が連携・協働して取り組むことによって、より効果が期待できる事業と

日立市は、その歴史の中で守り育ててきた、海・山の豊かな自然環境と、この地で誕生し、

集積されてきた世界レベルの産業と技術、そして、多種多彩な人材と、その人たちによって

の「ひたちらしさ」を活用し、人口減少問題を始めとする、本市が直面する様々な課題

を克服するため、「地方創生」の流れをしっかりと受け止め、市民を始めとする多くの英知を

27 年度から平成

女性、若者を中心とした雇用機

会の確保・創出 

出会いから結婚・出産、子育て

までの切れ目のない支援

魅力あるまちづくりによる転入

促進、転出抑制 

「日立市まち・ひと・

15 万人以

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、

県北臨海地域の創生に必要な各施策を、より効果的に展開するためにも、日立市、高萩市

及び北茨城市の３市が連携・協働して取り組むことによって、より効果が期待できる事業と

日立市は、その歴史の中で守り育ててきた、海・山の豊かな自然環境と、この地で誕生し、

集積されてきた世界レベルの産業と技術、そして、多種多彩な人材と、その人たちによって

の「ひたちらしさ」を活用し、人口減少問題を始めとする、本市が直面する様々な課題

を克服するため、「地方創生」の流れをしっかりと受け止め、市民を始めとする多くの英知を

年度から平成 31 年

女性、若者を中心とした雇用機

出会いから結婚・出産、子育て

 

魅力あるまちづくりによる転入



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

�

○ 

�

�

○ 

�

�

○ 

�

○合計特殊出生率の回復に関する考え方

�

○転入促進・転出抑制に関する考え方

�

 

(1) 

(2) 

(3) 

～ 

 本市の人口動向

� 1983 年（昭和

 自然増減 

� 2005 年（平成

� 合計特殊出生率は経年的に低下しており、

 社会増減 

� 1975 年（昭和

会減が全国２位となっている。

� 本市の人口移動は、転入・転出とも「水戸市近隣」及び「東京圏」が多く、特に

から 39 歳の若者の転出が顕著となっている。

 人口推計 

� 国立社会保障・人口問題研究所は、

計している。

○合計特殊出生率の回復に関する考え方

� 2040 年（平成

○転入促進・転出抑制に関する考え方

� 転出超過が著しい「

ぞれ１～２割程度増加・減少

2040

(1) 「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の確立

(2) 『地域連携』

(3) 『みんなの力で地域共創

日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略

 みんなの笑顔が輝く

本市の人口動向 

年（昭和 58 年）の

年（平成 17 年）以降は、死亡数が出生数を上回る自然減の状態となっている。

出生率は経年的に低下しており、

（昭和 50 年）頃から

会減が全国２位となっている。

本市の人口移動は、転入・転出とも「水戸市近隣」及び「東京圏」が多く、特に

歳の若者の転出が顕著となっている。

国立社会保障・人口問題研究所は、

計している。 

○合計特殊出生率の回復に関する考え方

（平成 52 年）までに

○転入促進・転出抑制に関する考え方

転出超過が著しい「20

ぞれ１～２割程度増加・減少

2040 年（平成

「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の確立

『地域連携』 

『みんなの力で地域共創

日立市

日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略

みんなの笑顔が輝く

基本方針

人口の現状分析

年）の 20 万 6,260

年）以降は、死亡数が出生数を上回る自然減の状態となっている。

出生率は経年的に低下しており、

年）頃から社会減の状態が続いており、平成

会減が全国２位となっている。 

本市の人口移動は、転入・転出とも「水戸市近隣」及び「東京圏」が多く、特に

歳の若者の転出が顕著となっている。

国立社会保障・人口問題研究所は、

人口の将来展望

○合計特殊出生率の回復に関する考え方

までに 1.6～

○転入促進・転出抑制に関する考え方 

20 代女性」と「

ぞれ１～２割程度増加・減少 

年（平成 52 年）における人口

「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の確立

『みんなの力で地域共創 ～ ひたちらしさの活用

日立市人口ビジョン

日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略

- 3 - 
 

日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 

みんなの笑顔が輝く ひとにやさしいまちづくり

基本方針 

人口の現状分析

6,260 人をピークに減少傾向に転じている。

年）以降は、死亡数が出生数を上回る自然減の状態となっている。

出生率は経年的に低下しており、2010

社会減の状態が続いており、平成

本市の人口移動は、転入・転出とも「水戸市近隣」及び「東京圏」が多く、特に

歳の若者の転出が顕著となっている。 

国立社会保障・人口問題研究所は、2040 年（平成

人口の将来展望

○合計特殊出生率の回復に関する考え方 

～1.8 の範囲内で回復

 

代女性」と「30 代の子育て

年）における人口

「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の確立 

ひたちらしさの活用

日立市人口ビジョン

まち・ひと・しごと創生総合戦略

日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略

ひとにやさしいまちづくり

人口の現状分析 

人をピークに減少傾向に転じている。

年）以降は、死亡数が出生数を上回る自然減の状態となっている。

2010 年（平成 22

社会減の状態が続いており、平成

本市の人口移動は、転入・転出とも「水戸市近隣」及び「東京圏」が多く、特に

 

（平成 52 年）の本市の人口を

人口の将来展望 

の範囲内で回復 

代の子育て世代」について、転入・転出がそれ

年）における人口 15 万人以上を目指す

 

ひたちらしさの活用 ～』 

 日立市人口ビジョン

まち・ひと・しごと創生総合戦略

日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略

ひとにやさしいまちづくり

人をピークに減少傾向に転じている。

年）以降は、死亡数が出生数を上回る自然減の状態となっている。

22 年）は 1.46

社会減の状態が続いており、平成 25・26 年と２年連続で社

本市の人口移動は、転入・転出とも「水戸市近隣」及び「東京圏」が多く、特に
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基本目標１

日立市の自然環境など、優れた地

域資源を全国にＰＲするとともに、

魅力ある施設の活用や、市民主体の

特色ある文化・芸術活動の支援、

年を超える「ものづくりのまち」と

しての産業基盤の活性化などに取

り組みます。

 

基本目標２

日立地区産業支援センターを始

めとした「ものづくりのまち」とし

ての特色を活用した産業振興や、地

域資源を活用した観光業の強化、ス

ポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモー

ションによる広域的、戦略的な情報

発信に取り組みます。

 

基本目標３

新婚世帯や子育て世代など、若者

を対象とした、転入・定住の促進や、

茨城港日立港区の活用などによる、

企業誘致の推進などに取り組みま

す。 
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合計特殊出生率の回復を促し、子

育て世代の定住を図るため、福祉、

医療、教育などの分野における切れ

目のない支援を行うことで、出産や

子育てのしやすい環境づくりを目

指します。

 
基本目標５

北茨城市、高萩市との連携・協働

による広域的な取組など、まちづく

りにおける地域連携の推進や、安

全・安心を基本に、ひとの流れと活

気を生み出す地域空間の形成など

に取り組みます。
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「ひたちらしさ」を活かし、

「安心と活力のあるまち」を創生する

日立市の自然環境など、優れた地

域資源を全国にＰＲするとともに、

魅力ある施設の活用や、市民主体の

特色ある文化・芸術活動の支援、

年を超える「ものづくりのまち」と

しての産業基盤の活性化などに取

しごとをつくり、安心して働けるようにする

日立地区産業支援センターを始

めとした「ものづくりのまち」とし

ての特色を活用した産業振興や、地

域資源を活用した観光業の強化、ス

ポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモー

ションによる広域的、戦略的な情報

発信に取り組みます。 

新しいひとの流れをつくる

新婚世帯や子育て世代など、若者

を対象とした、転入・定住の促進や、

茨城港日立港区の活用などによる、

企業誘致の推進などに取り組みま

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

合計特殊出生率の回復を促し、子

育て世代の定住を図るため、福祉、

医療、教育などの分野における切れ

目のない支援を行うことで、出産や

子育てのしやすい環境づくりを目

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る

とともに、地域と地域を連携する

北茨城市、高萩市との連携・協働

による広域的な取組など、まちづく

りにおける地域連携の推進や、安

全・安心を基本に、ひとの流れと活

気を生み出す地域空間の形成など

 

（P.5～

（P.8～

（P.13～

（P.16～

（P.20～

「ひたちらしさ」を活かし、 

「安心と活力のあるまち」を創生する

日立市の自然環境など、優れた地

域資源を全国にＰＲするとともに、

魅力ある施設の活用や、市民主体の

特色ある文化・芸術活動の支援、100

年を超える「ものづくりのまち」と

しての産業基盤の活性化などに取

＜基本的方向＞

１ 「ひたちらしさ」の再発見

２ 「ひたちらしさ」の活用

３ 「ひたちらしさ」の強化

しごとをつくり、安心して働けるようにする

日立地区産業支援センターを始

めとした「ものづくりのまち」とし

ての特色を活用した産業振興や、地

域資源を活用した観光業の強化、ス

ポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモー

ションによる広域的、戦略的な情報

＜基本的方向＞

１ 「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

２ 新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

３ 商店街の再整備等によるにぎわいの創出

４ 地域資源を活用した観光業の強化

５ スポーツ・文化活動を通じた交流人口の拡大

６ シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

７ 豊かな農林水産資源を活かした商品の開発及び活用等へ

の取組

新しいひとの流れをつくる 

新婚世帯や子育て世代など、若者

を対象とした、転入・定住の促進や、

茨城港日立港区の活用などによる、

企業誘致の推進などに取り組みま

＜基本的方向＞

１ 若者等の転入・定住の促進

２ 企業誘致の推進

３ 新たなにぎわい拠点づくり

４ 大学等との協働

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

合計特殊出生率の回復を促し、子

育て世代の定住を図るため、福祉、

医療、教育などの分野における切れ

目のない支援を行うことで、出産や

子育てのしやすい環境づくりを目

＜基本的方向＞

１ 出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」

のない支援

２ 特色ある教育環境の提供等

３ ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る

とともに、地域と地域を連携する

北茨城市、高萩市との連携・協働

による広域的な取組など、まちづく

りにおける地域連携の推進や、安

全・安心を基本に、ひとの流れと活

気を生み出す地域空間の形成など

＜基本的方向＞

１ 地域連携の推進

２ 地域の力を活用したまちづくり

３ 安心して暮らせる快適な生活環

境の整備

～7） 

～12） 

～15）

～19）

～23）

（※ライフステージごとの応援・サービス（
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「安心と活力のあるまち」を創生する 

＜基本的方向＞ 

「ひたちらしさ」の再発見

「ひたちらしさ」の活用

「ひたちらしさ」の強化

しごとをつくり、安心して働けるようにする

＜基本的方向＞ 

「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

商店街の再整備等によるにぎわいの創出

地域資源を活用した観光業の強化

スポーツ・文化活動を通じた交流人口の拡大

シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

豊かな農林水産資源を活かした商品の開発及び活用等へ

の取組 

＜基本的方向＞ 

若者等の転入・定住の促進

企業誘致の推進

新たなにぎわい拠点づくり

大学等との協働

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

＜基本的方向＞ 

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」

のない支援 

特色ある教育環境の提供等

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る

とともに、地域と地域を連携する 

＜基本的方向＞  

地域連携の推進

地域の力を活用したまちづくり

安心して暮らせる快適な生活環

境の整備 

※ライフステージごとの応援・サービス（

 

「ひたちらしさ」の再発見

「ひたちらしさ」の活用

「ひたちらしさ」の強化

しごとをつくり、安心して働けるようにする 

 

「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

商店街の再整備等によるにぎわいの創出

地域資源を活用した観光業の強化

スポーツ・文化活動を通じた交流人口の拡大

シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

豊かな農林水産資源を活かした商品の開発及び活用等へ

 

若者等の転入・定住の促進

企業誘致の推進 

新たなにぎわい拠点づくり

大学等との協働 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」

特色ある教育環境の提供等

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る 

 

地域連携の推進 

地域の力を活用したまちづくり

安心して暮らせる快適な生活環

※ライフステージごとの応援・サービス（

「ひたちらしさ」の再発見 

 

 

「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

商店街の再整備等によるにぎわいの創出

地域資源を活用した観光業の強化 

スポーツ・文化活動を通じた交流人口の拡大

シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

豊かな農林水産資源を活かした商品の開発及び活用等へ

若者等の転入・定住の促進 

新たなにぎわい拠点づくり 

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」

特色ある教育環境の提供等 

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

地域の力を活用したまちづくり 

安心して暮らせる快適な生活環 

ひたちらしさの活用

転入促進・転出抑制

雇用の確保・創出

※ライフステージごとの応援・サービス（P.24～26

「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

商店街の再整備等によるにぎわいの創出 

スポーツ・文化活動を通じた交流人口の拡大 

シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

豊かな農林水産資源を活かした商品の開発及び活用等へ

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

ひたちらしさの活用

転入促進・転出抑制

子育て応援

地域連携

雇用の確保・創出

26）） 

「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興 

新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大 

シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信 

豊かな農林水産資源を活かした商品の開発及び活用等へ

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援 

ひたちらしさの活用 

転入促進・転出抑制 

子育て応援 

 

雇用の確保・創出 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「ひたちらしさ」の再発見

具体的施策

（１）

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

５ 基本目標と

◆日立市の自然環境など、優れた地域資源を全国にＰＲするとともに、魅力ある施設の活

用や、市民主体の特色ある文化・芸術活動の支援、

としての産業基盤の活性化などに取り組みます。

 

 

 数値目標

 

○

○

 基本目標１

「ひたちらしさ」の再発見

具体的施策 

（１） 
穏やかな気候や、豊かな自然環境に恵まれた本市の魅力発信による転入・定住促進

主な事業 

�

 

 

 

�

�

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

フェイスブック閲覧件数

市ホームページアクセス件数

地域おこし協力隊の受入数

住宅取得等支援事業の利用件数

具体的施策 

（２） 
海水浴場や「さくら」などの地域資源を活用した交流人口の拡大と地域の活性化

主な事業 

�

 

 

�

 

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

海水浴場入込者数

さくらまつり入込者数

基本目標と

◆日立市の自然環境など、優れた地域資源を全国にＰＲするとともに、魅力ある施設の活

用や、市民主体の特色ある文化・芸術活動の支援、

としての産業基盤の活性化などに取り組みます。

数値目標  

 

○ 総人口 

○ 観光入込客数

基本目標１

「ひたちらしさ」の再発見

穏やかな気候や、豊かな自然環境に恵まれた本市の魅力発信による転入・定住促進

� 【先行】シティプロモーション事業

 ・【新規】プロモーションビデオ等制作事業

 ・【新規】タウンガイドブック作成事業

 ・コミュニティＦＭ活用事業（

� 【新規】お試し居住事業

� 【先行】中里・たかはら地区定住促進対策事業

� 「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（

�  定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（

�  住宅ローン金利優遇事業（

� 【新規】リフォームローン金利優遇事業

フェイスブック閲覧件数

市ホームページアクセス件数

地域おこし協力隊の受入数

住宅取得等支援事業の利用件数

海水浴場や「さくら」などの地域資源を活用した交流人口の拡大と地域の活性化

�  海水浴場運営事業

 ・【新規】海水浴場にぎわい創出検討事業

 ・河原子海岸再生検討事業

�  さくらのまちづくり事業

 ・【新規】全国さくらシンポジウム開催事業

� 【新規】日立アルプス活用検討事業

海水浴場入込者数

さくらまつり入込者数

基本目標と基本的方向

◆日立市の自然環境など、優れた地域資源を全国にＰＲするとともに、魅力ある施設の活

用や、市民主体の特色ある文化・芸術活動の支援、

としての産業基盤の活性化などに取り組みます。

 

 

 

観光入込客数（市独自集計）

（※）国立社会保障・人口問題研究所の推計方法に準拠した

「ひたちらしさ」を活かし、「安心と活力のあるまち」
を創生する

基本目標１ 

「ひたちらしさ」の再発見 

穏やかな気候や、豊かな自然環境に恵まれた本市の魅力発信による転入・定住促進

【先行】シティプロモーション事業

・【新規】プロモーションビデオ等制作事業

・【新規】タウンガイドブック作成事業

・コミュニティＦＭ活用事業（

【新規】お試し居住事業

【先行】中里・たかはら地区定住促進対策事業

「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（

定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（

住宅ローン金利優遇事業（

【新規】リフォームローン金利優遇事業

項 目 

フェイスブック閲覧件数 

市ホームページアクセス件数

地域おこし協力隊の受入数

住宅取得等支援事業の利用件数

海水浴場や「さくら」などの地域資源を活用した交流人口の拡大と地域の活性化

海水浴場運営事業 

・【新規】海水浴場にぎわい創出検討事業

・河原子海岸再生検討事業

さくらのまちづくり事業

・【新規】全国さくらシンポジウム開催事業

【新規】日立アルプス活用検討事業

項 目 

海水浴場入込者数 

さくらまつり入込者数 

基本的方向等 

◆日立市の自然環境など、優れた地域資源を全国にＰＲするとともに、魅力ある施設の活

用や、市民主体の特色ある文化・芸術活動の支援、

としての産業基盤の活性化などに取り組みます。

 （現状値（

 ：   

（市独自集計） ： 2,569,080

国立社会保障・人口問題研究所の推計方法に準拠した

「ひたちらしさ」を活かし、「安心と活力のあるまち」
を創生する  
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穏やかな気候や、豊かな自然環境に恵まれた本市の魅力発信による転入・定住促進

【先行】シティプロモーション事業

・【新規】プロモーションビデオ等制作事業

・【新規】タウンガイドブック作成事業

・コミュニティＦＭ活用事業（H27

【新規】お試し居住事業 

【先行】中里・たかはら地区定住促進対策事業

「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（

定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（

住宅ローン金利優遇事業（H27～）

【新規】リフォームローン金利優遇事業

 

 

市ホームページアクセス件数 

地域おこし協力隊の受入数 

住宅取得等支援事業の利用件数 

海水浴場や「さくら」などの地域資源を活用した交流人口の拡大と地域の活性化

・【新規】海水浴場にぎわい創出検討事業

・河原子海岸再生検討事業 

さくらのまちづくり事業 

・【新規】全国さくらシンポジウム開催事業

【新規】日立アルプス活用検討事業

 

◆日立市の自然環境など、優れた地域資源を全国にＰＲするとともに、魅力ある施設の活

用や、市民主体の特色ある文化・芸術活動の支援、

としての産業基盤の活性化などに取り組みます。

（現状値（H26））

  185,206 人

2,569,080 人

国立社会保障・人口問題研究所の推計方法に準拠した

「ひたちらしさ」を活かし、「安心と活力のあるまち」

穏やかな気候や、豊かな自然環境に恵まれた本市の魅力発信による転入・定住促進

【先行】シティプロモーション事業 

・【新規】プロモーションビデオ等制作事業 

・【新規】タウンガイドブック作成事業 

H27～） 

【先行】中里・たかはら地区定住促進対策事業（地域おこし協力隊）

「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（

定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（

～） 

【新規】リフォームローン金利優遇事業 

基準

海水浴場や「さくら」などの地域資源を活用した交流人口の拡大と地域の活性化

・【新規】海水浴場にぎわい創出検討事業 

・【新規】全国さくらシンポジウム開催事業 

【新規】日立アルプス活用検討事業 

基準

◆日立市の自然環境など、優れた地域資源を全国にＰＲするとともに、魅力ある施設の活

用や、市民主体の特色ある文化・芸術活動の支援、100 年を超える「ものづくりのまち」

としての産業基盤の活性化などに取り組みます。 

）） （目標値（

人 →   181,500

人 → 3,260,000

国立社会保障・人口問題研究所の推計方法に準拠した

「ひたちらしさ」を活かし、「安心と活力のあるまち」

穏やかな気候や、豊かな自然環境に恵まれた本市の魅力発信による転入・定住促進

（地域おこし協力隊）

「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（H27～） 

定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（H27

基準値（H26） 

227,272 件

570,835 件

－人

－件

海水浴場や「さくら」などの地域資源を活用した交流人口の拡大と地域の活性化

基準値（H26） 

65,128 人

294,370 人

◆日立市の自然環境など、優れた地域資源を全国にＰＲするとともに、魅力ある施設の活

年を超える「ものづくりのまち」

（目標値（H31）） 

181,500 人（※）

3,260,000 人 

国立社会保障・人口問題研究所の推計方法に準拠した H31 の推計人口は、

「ひたちらしさ」を活かし、「安心と活力のあるまち」

穏やかな気候や、豊かな自然環境に恵まれた本市の魅力発信による転入・定住促進

（地域おこし協力隊） 

 

H27～） 

 評価指標

件 1,560,000

件 630,000

－人 

－件 

海水浴場や「さくら」などの地域資源を活用した交流人口の拡大と地域の活性化

 評価指標

人 130,000

人 330,000

◆日立市の自然環境など、優れた地域資源を全国にＰＲするとともに、魅力ある施設の活

年を超える「ものづくりのまち」

 

（※） 

の推計人口は、180,500

「ひたちらしさ」を活かし、「安心と活力のあるまち」

穏やかな気候や、豊かな自然環境に恵まれた本市の魅力発信による転入・定住促進 

評価指標（H31） 

1,560,000 件 

630,000 件 

2 人 

400 件 

海水浴場や「さくら」などの地域資源を活用した交流人口の拡大と地域の活性化 

評価指標（H31） 

130,000 人 

330,000 人 

◆日立市の自然環境など、優れた地域資源を全国にＰＲするとともに、魅力ある施設の活

年を超える「ものづくりのまち」

180,500 人 

「ひたちらしさ」を活かし、「安心と活力のあるまち」
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２ 「ひたちらしさ」の活用 

具体的施策 

（１） 
魅力ある施設の活用によるにぎわいの創出と市民相互の交流促進 

主な事業 

�  かみね動物園活性化事業 

 ・【新規】開園 60 周年記念新獣舎整備事業 

 ・【新規】動物園再整備事業 

 ・動物園教育普及事業 

（かみね・おもしろ ZOO サロン事業等） 

 ・動物園・大学連携共同調査研究事業 

 ・北関東・福島動物園水族館連携事業 

�  奥日立きららの里魅力づくり事業 

� 【新規】道の駅日立おさかなセンター活性化事業 

� 【新規】イベント等開催支援事業 

� 【新規】池の川さくらアリーナ活用事業 

� 【新規】新庁舎活用検討事業（大屋根下広場の活用等） 

� 【新規】スポーツ・ツーリズム促進事業 

�  ＩＣＴ活用事業（公共施設予約システム構築等） 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

かみね動物園入園者数 356,381 人 460,000 人 

奥日立きららの里入場者数 65,518 人 100,000 人 

道の駅日立おさかなセンターの利用者数 404,700 人 
（H26.9.21供用開始） 

800,000 人 

池の川さくらアリーナ入館者数  －人 284,000 人 

久慈サンピア日立スポーツセンターの利

用者数 
62,014 人 68,200 人 

 

具体的施策 

（２） 
市民主体の特色ある文化・芸術活動の支援によるまちの魅力と活力の創出 

主な事業 

�  ひたち国際大道芸開催事業 

�  ひたち秋祭り開催事業 

�  文化少年団・職業探検少年団・スポーツ少年団支援事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

文化施設の入場者数 612,655 人 674,000 人 

国際大道芸、秋祭り等の入込者数 221,000 人 245,000 人 

 

具体的施策 

（３） 
本市特有の人材や施設、活動等を通じた将来を担う子どもたちへの科学教育等の推進 

主な事業 �  科学学習推進事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H27） 評価指標（H30） 

将来、理科や科学技術に関係する職業を希

望する児童生徒の割合 
30.2％ 35.0％ 

 

具体的施策 

（４） 
企業、ＮＰＯ、ボランティア等との機能分担、協働による民間活力活用の検討 

 

 

 

かみね動物園 

(1)【新規】… 本総合戦略の計画期間中に、新たに取り組む事業 
(2)【先行】… 国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、平成 27 年度に取り組む事業 
(3) 重要業績評価指標（KPI）：施策ごとの進捗状況を検証するために設定する評価指標 
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３ 「ひたちらしさ」の強化 

具体的施策 

（１） 
コミュニティや市民団体等との連携・協働の推進 

主な事業 

� 防災体制整備事業 

� 地域公共交通支援事業 

� 健康運動教室 

� 食生活改善推進事業 

� 配食サービス事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

自主防災訓練参加者数 15,916 人 17,500 人 

地域自警団員数 3,797 人 3,810 人 

バス交通利用者数 3,566,143 人 3,854,000 人 

みなみ号利用者数 4,370 人 4,600 人 

なかさと号利用者数 5,689 人 5,900 人 

食生活改善推進員数 334 人 380 人 

 

具体的施策 

（２） 
｢ものづくりのまち｣として蓄積された産業技術の伝承や次代を拓くための産業基盤の活性化 

主な事業 

� 【新規】技能伝承と人材育成支援 

・【新規】産業技術専門学院等を活用した高度技能者養成の推進 

・産業技術専門学院サポート協議会の取組推進 

�  中小企業支援対策事業 

・中小企業人づくり推進事業（デュアルシステム、インターンシップの推進） 

・中小企業競争力強化支援事業（国際認証の取得支援） 

・日立地区製造業活性化協議会の取組推進 

� 【新規】道の駅日立おさかなセンター等でのインターンシップ事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

高度技能者養成事業の受講者数 －人 5 人 

中小企業等職業訓練事業補助を活用して

訓練等を受けた人数 
37 人 40 人 

 

具体的施策 

（３） 
産業集積の強化のための企業立地促進 

主な事業 

� 【先行】本社機能移転等促進事業 

�  日立港区振興事業（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業） 

�  日立港区第 3 ふ頭地区整備事業 

�  日立港区後背地～日立南太田ＩＣ周辺地区開発研究事業（H27～） 

� 【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業 

・国道 6 号バイパスの整備促進 

・ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化 

�  国道 6 号の整備促進（大和田拡幅、桜川拡幅） 

� 【先行】公設地方卸売市場用地活用検討事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

市外企業等の誘致件数 1 件 3 件 

産業誘致制度の利用件数 （H24～26 平均）5 件 8 件 

完成自動車取扱台数 87,000 台 150,000 台 

取扱貨物量 4,700,000ｔ 13,000,000ｔ 

液化天然ガス取扱量 －ｔ 4,600,000ｔ 

自主防災訓練 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

◆日立地区産業支援センターを始めとした「ものづくりのまち」としての特色を活用した

産業振興や、地域資源を活用した観光業の強化、スポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモーションによる広域的、戦略的な情報発信に取り組み

ます。

 

 

 数値目標

 

○

○

○

 

 基本目標２

「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

具体的施策 

（１） 
「ものづくりのまち」として集積された産業と技術を活かした雇用の確保と創出

主な事業 

�

 

�

 

 

 

�

 

 

 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

高度技能者養成事業の受講者数

創業支援ネットワークの支援対象者数

中小企業等職業訓練事業補助を活用して

訓練等を受けた人数

具体的施策 

（２） 
「日立地区産業支援センター」のネットワークを活用した中小企業支援

主な事業 

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

知的財産活用に係る相談件数

産学官連携の推進及び研究開発事業の補

助件数

◆日立地区産業支援センターを始めとした「ものづくりのまち」としての特色を活用した

産業振興や、地域資源を活用した観光業の強化、スポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモーションによる広域的、戦略的な情報発信に取り組み

ます。 

数値目標  

 

○ 製造品出荷額

○ 観光入込客数

○ 農業及び漁業従事者数

基本目標２

「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

「ものづくりのまち」として集積された産業と技術を活かした雇用の確保と創出

� 【新規】技能伝承と人材育成支援

・【新規】産業技術専門学院等を活用した高度技能者養成の推進

 ・産業技術専門学院サポート協議会の取組推進

�  創業支援事業

 ・街なかマイクロクリエイションオフィス整備事業

 ・商店街まちの起業家支援事業（商店街での創業の推進）

 ・金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業

�  中小企業支援対策事業

 ・中小企業人づくり推進事業（デュアルシステム、インターンシップの推進）

 ・中小企業競争力強化支援事業（国際認証の取得支援）

 ・日立地区製造業活性化協議会の取組推進

高度技能者養成事業の受講者数

創業支援ネットワークの支援対象者数

中小企業等職業訓練事業補助を活用して

訓練等を受けた人数

「日立地区産業支援センター」のネットワークを活用した中小企業支援

� 【先行】他社特許活用による新製品開発支援事業

�  東京サテライトオフィス運営事業

�  創業支援事業

・金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業

�  産学連携による研究開発の推進

・中小企業による茨城大学等への研究委託

知的財産活用に係る相談件数

産学官連携の推進及び研究開発事業の補

助件数 

◆日立地区産業支援センターを始めとした「ものづくりのまち」としての特色を活用した

産業振興や、地域資源を活用した観光業の強化、スポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモーションによる広域的、戦略的な情報発信に取り組み

 

 

製造品出荷額 

観光入込客数（市独自集計）

農業及び漁業従事者数

しごとをつくり、安心して働けるようにする基本目標２ 

「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

「ものづくりのまち」として集積された産業と技術を活かした雇用の確保と創出

【新規】技能伝承と人材育成支援

・【新規】産業技術専門学院等を活用した高度技能者養成の推進

・産業技術専門学院サポート協議会の取組推進

創業支援事業 

・街なかマイクロクリエイションオフィス整備事業

・商店街まちの起業家支援事業（商店街での創業の推進）

・金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業

中小企業支援対策事業 

・中小企業人づくり推進事業（デュアルシステム、インターンシップの推進）

・中小企業競争力強化支援事業（国際認証の取得支援）

・日立地区製造業活性化協議会の取組推進

項 目 

高度技能者養成事業の受講者数

創業支援ネットワークの支援対象者数

中小企業等職業訓練事業補助を活用して

訓練等を受けた人数 ＜再掲＞

「日立地区産業支援センター」のネットワークを活用した中小企業支援

【先行】他社特許活用による新製品開発支援事業

東京サテライトオフィス運営事業

創業支援事業 ＜再掲＞

・金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業

産学連携による研究開発の推進

・中小企業による茨城大学等への研究委託

項 目 

知的財産活用に係る相談件数

産学官連携の推進及び研究開発事業の補

◆日立地区産業支援センターを始めとした「ものづくりのまち」としての特色を活用した

産業振興や、地域資源を活用した観光業の強化、スポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモーションによる広域的、戦略的な情報発信に取り組み

 

 

（市独自集計）＜再掲＞

農業及び漁業従事者数 

しごとをつくり、安心して働けるようにする
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「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

「ものづくりのまち」として集積された産業と技術を活かした雇用の確保と創出

【新規】技能伝承と人材育成支援 

・【新規】産業技術専門学院等を活用した高度技能者養成の推進

・産業技術専門学院サポート協議会の取組推進

・街なかマイクロクリエイションオフィス整備事業

・商店街まちの起業家支援事業（商店街での創業の推進）

・金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業

 ＜再掲＞ 

・中小企業人づくり推進事業（デュアルシステム、インターンシップの推進）

・中小企業競争力強化支援事業（国際認証の取得支援）

・日立地区製造業活性化協議会の取組推進

 

高度技能者養成事業の受講者数 ＜再掲＞

創業支援ネットワークの支援対象者数

中小企業等職業訓練事業補助を活用して

＜再掲＞ 

「日立地区産業支援センター」のネットワークを活用した中小企業支援

【先行】他社特許活用による新製品開発支援事業

東京サテライトオフィス運営事業 

＜再掲＞ 

・金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業

産学連携による研究開発の推進 

・中小企業による茨城大学等への研究委託

 

知的財産活用に係る相談件数 

産学官連携の推進及び研究開発事業の補

◆日立地区産業支援センターを始めとした「ものづくりのまち」としての特色を活用した

産業振興や、地域資源を活用した観光業の強化、スポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモーションによる広域的、戦略的な情報発信に取り組み

 （現状値（

 ：    

＞ ： 2,569,080

 ：     

しごとをつくり、安心して働けるようにする

「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興 

「ものづくりのまち」として集積された産業と技術を活かした雇用の確保と創出

 ＜再掲＞ 

・【新規】産業技術専門学院等を活用した高度技能者養成の推進

・産業技術専門学院サポート協議会の取組推進 

・街なかマイクロクリエイションオフィス整備事業

・商店街まちの起業家支援事業（商店街での創業の推進）

・金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業

 

・中小企業人づくり推進事業（デュアルシステム、インターンシップの推進）

・中小企業競争力強化支援事業（国際認証の取得支援）

・日立地区製造業活性化協議会の取組推進 

基準

＜再掲＞ 

創業支援ネットワークの支援対象者数 

中小企業等職業訓練事業補助を活用して

「日立地区産業支援センター」のネットワークを活用した中小企業支援

【先行】他社特許活用による新製品開発支援事業

 

・金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業

・中小企業による茨城大学等への研究委託 

基準

産学官連携の推進及び研究開発事業の補

◆日立地区産業支援センターを始めとした「ものづくりのまち」としての特色を活用した

産業振興や、地域資源を活用した観光業の強化、スポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモーションによる広域的、戦略的な情報発信に取り組み

（現状値（H26））

    9,927 億円 

2,569,080 人 

    1,904 人 

しごとをつくり、安心して働けるようにする

 

「ものづくりのまち」として集積された産業と技術を活かした雇用の確保と創出

・【新規】産業技術専門学院等を活用した高度技能者養成の推進

 

・街なかマイクロクリエイションオフィス整備事業 

・商店街まちの起業家支援事業（商店街での創業の推進） 

・金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業 

・中小企業人づくり推進事業（デュアルシステム、インターンシップの推進）

・中小企業競争力強化支援事業（国際認証の取得支援） 

基準値（H26） 

－人

59 人

37 人

「日立地区産業支援センター」のネットワークを活用した中小企業支援

【先行】他社特許活用による新製品開発支援事業 

・金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業 

基準値（H26） 

 －件

5 件

◆日立地区産業支援センターを始めとした「ものづくりのまち」としての特色を活用した

産業振興や、地域資源を活用した観光業の強化、スポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモーションによる広域的、戦略的な情報発信に取り組み

）） （目標値（

 →  12,409

 → 3,260,000

 →     1,625

しごとをつくり、安心して働けるようにする

日立地区産業支援センター

「ものづくりのまち」として集積された産業と技術を活かした雇用の確保と創出

・【新規】産業技術専門学院等を活用した高度技能者養成の推進 

 

・中小企業人づくり推進事業（デュアルシステム、インターンシップの推進）

 評価指標

－人 

人 

人 

「日立地区産業支援センター」のネットワークを活用した中小企業支援 

 評価指標

－件 

件 

◆日立地区産業支援センターを始めとした「ものづくりのまち」としての特色を活用した

産業振興や、地域資源を活用した観光業の強化、スポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモーションによる広域的、戦略的な情報発信に取り組み

（目標値（H31）） 

12,409 億円 

3,260,000 人 

1,625 人 

しごとをつくり、安心して働けるようにする  

日立地区産業支援センター

「ものづくりのまち」として集積された産業と技術を活かした雇用の確保と創出 

・中小企業人づくり推進事業（デュアルシステム、インターンシップの推進） 

評価指標（H31） 

5 人 

109 人 

40 人 

 

評価指標（H31） 

10 件 

5 件 

◆日立地区産業支援センターを始めとした「ものづくりのまち」としての特色を活用した

産業振興や、地域資源を活用した観光業の強化、スポーツ・文化活動を通じた交流人口

の拡大などのほか、シティプロモーションによる広域的、戦略的な情報発信に取り組み

 

日立地区産業支援センター 



２ 新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 商店街の再整備等によるにぎわいの創出

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

具体的施策 

（１） 
成長産業分野の支援による産業基盤の確立と若者や女性の就業促進

主な事業 

�

�

�

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

6

談対応件数

ジェトロ茨城への市内企業の相談件数

女性就業環境整備促進事業による支援件数

日立公共職業安定所の紹介による若者（

歳

商店街の再整備等によるにぎわいの創出

具体的施策 

（１） 
中心市街地における創業支援による交流人口の拡大とにぎわいの創出

主な事業 

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

空き店舗等を活用した創業件数

商店街で行う市が後援するイベント件数

新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

成長産業分野の支援による産業基盤の確立と若者や女性の就業促進

� 【新規】6 次産業化、農商工連携の推進

・【新規】6 次産業化推進コーディネーターの配置

�  海外販路開拓支援事業

・ドイツでの産業クラスター交流事業

・ジェトロ茨城との連携強化

�  成長産業分野参入のための取組推進

・バーミングハム市、タウランガ市等への産業交流団の派遣

� 【新規】地元雇用推進支援事業

� 【新規】道の駅日立おさかなセンター等でのインターンシップ事業

� 【先行】女性就業環境整備促進事業

�  雇用安定対策事業

・雇用安定対策会議の機能強化（高卒者等の地元採用推進）

・雇用相談コーナー多賀での職業相談の実施

・高校生の企業見学会の実施

・日立公共職業安定所等との連携による各種就職面接会の開催

6 次産業化推進コーディネーターによる相

談対応件数 

ジェトロ茨城への市内企業の相談件数

女性就業環境整備促進事業による支援件数

日立公共職業安定所の紹介による若者（

歳以下）の就職者数

商店街の再整備等によるにぎわいの創出

中心市街地における創業支援による交流人口の拡大とにぎわいの創出

� 【新規】中心市街地の空き店舗等を活用した試験創業などの推進事業

�  商店街活性化事業

・商店街にぎわい創出事業（商店街イベント支援）

・ひたち立商塾（商業分野での若手経営者塾事業）

空き店舗等を活用した創業件数

商店街で行う市が後援するイベント件数

 

～

新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

成長産業分野の支援による産業基盤の確立と若者や女性の就業促進

次産業化、農商工連携の推進

次産業化推進コーディネーターの配置

海外販路開拓支援事業 

・ドイツでの産業クラスター交流事業

・ジェトロ茨城との連携強化

成長産業分野参入のための取組推進

・バーミングハム市、タウランガ市等への産業交流団の派遣

【新規】地元雇用推進支援事業

【新規】道の駅日立おさかなセンター等でのインターンシップ事業

【先行】女性就業環境整備促進事業

雇用安定対策事業 

・雇用安定対策会議の機能強化（高卒者等の地元採用推進）

・雇用相談コーナー多賀での職業相談の実施

・高校生の企業見学会の実施

・日立公共職業安定所等との連携による各種就職面接会の開催

項 目 

次産業化推進コーディネーターによる相

ジェトロ茨城への市内企業の相談件数

女性就業環境整備促進事業による支援件数

日立公共職業安定所の紹介による若者（

以下）の就職者数 

商店街の再整備等によるにぎわいの創出

中心市街地における創業支援による交流人口の拡大とにぎわいの創出

【新規】中心市街地の空き店舗等を活用した試験創業などの推進事業

商店街活性化事業 

・商店街にぎわい創出事業（商店街イベント支援）

・ひたち立商塾（商業分野での若手経営者塾事業）

項 目 

空き店舗等を活用した創業件数

商店街で行う市が後援するイベント件数

 

～ 工業統計調査に基づく日立市の県内ランキング
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新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

成長産業分野の支援による産業基盤の確立と若者や女性の就業促進

次産業化、農商工連携の推進

次産業化推進コーディネーターの配置

 

・ドイツでの産業クラスター交流事業

・ジェトロ茨城との連携強化 

成長産業分野参入のための取組推進

・バーミングハム市、タウランガ市等への産業交流団の派遣

【新規】地元雇用推進支援事業 

【新規】道の駅日立おさかなセンター等でのインターンシップ事業

【先行】女性就業環境整備促進事業

・雇用安定対策会議の機能強化（高卒者等の地元採用推進）

・雇用相談コーナー多賀での職業相談の実施

・高校生の企業見学会の実施 

・日立公共職業安定所等との連携による各種就職面接会の開催

 

次産業化推進コーディネーターによる相

ジェトロ茨城への市内企業の相談件数

女性就業環境整備促進事業による支援件数

日立公共職業安定所の紹介による若者（

商店街の再整備等によるにぎわいの創出 

中心市街地における創業支援による交流人口の拡大とにぎわいの創出

【新規】中心市街地の空き店舗等を活用した試験創業などの推進事業

・商店街にぎわい創出事業（商店街イベント支援）

・ひたち立商塾（商業分野での若手経営者塾事業）

 

空き店舗等を活用した創業件数 

商店街で行う市が後援するイベント件数

工業統計調査に基づく日立市の県内ランキング

新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大 

成長産業分野の支援による産業基盤の確立と若者や女性の就業促進

次産業化、農商工連携の推進 

次産業化推進コーディネーターの配置

・ドイツでの産業クラスター交流事業 

成長産業分野参入のための取組推進 

・バーミングハム市、タウランガ市等への産業交流団の派遣

【新規】道の駅日立おさかなセンター等でのインターンシップ事業

【先行】女性就業環境整備促進事業 

・雇用安定対策会議の機能強化（高卒者等の地元採用推進）

・雇用相談コーナー多賀での職業相談の実施 

・日立公共職業安定所等との連携による各種就職面接会の開催

基準値（

次産業化推進コーディネーターによる相

ジェトロ茨城への市内企業の相談件数 

女性就業環境整備促進事業による支援件数 

日立公共職業安定所の紹介による若者（34

中心市街地における創業支援による交流人口の拡大とにぎわいの創出

【新規】中心市街地の空き店舗等を活用した試験創業などの推進事業

・商店街にぎわい創出事業（商店街イベント支援）

・ひたち立商塾（商業分野での若手経営者塾事業）

基準

商店街で行う市が後援するイベント件数 

工業統計調査に基づく日立市の県内ランキング

成長産業分野の支援による産業基盤の確立と若者や女性の就業促進

次産業化推進コーディネーターの配置（プロフェッショナル人材の活用）

・バーミングハム市、タウランガ市等への産業交流団の派遣

【新規】道の駅日立おさかなセンター等でのインターンシップ事業

・雇用安定対策会議の機能強化（高卒者等の地元採用推進）

・日立公共職業安定所等との連携による各種就職面接会の開催

基準値（H26） 

－件

30 件

－件

1,029 人

中心市街地における創業支援による交流人口の拡大とにぎわいの創出

【新規】中心市街地の空き店舗等を活用した試験創業などの推進事業

・商店街にぎわい創出事業（商店街イベント支援） 

・ひたち立商塾（商業分野での若手経営者塾事業） 

基準値（H26） 

2 件

14 件

工業統計調査に基づく日立市の県内ランキング ～ 

（平成

成長産業分野の支援による産業基盤の確立と若者や女性の就業促進 

プロフェッショナル人材の活用）

・バーミングハム市、タウランガ市等への産業交流団の派遣 

【新規】道の駅日立おさかなセンター等でのインターンシップ事業 ＜再掲＞

・雇用安定対策会議の機能強化（高卒者等の地元採用推進） 

・日立公共職業安定所等との連携による各種就職面接会の開催 

 評価指標（

－件 

件 

－件 

人 

中心市街地における創業支援による交流人口の拡大とにぎわいの創出 

【新規】中心市街地の空き店舗等を活用した試験創業などの推進事業 

 評価指標

件 

件 

（平成 26 年工業統計調査（速報））

プロフェッショナル人材の活用） 

＜再掲＞ 

評価指標（H31） 

5 件 

40 件 

5 件 

1,030 人 

評価指標（H31） 

2 件 

14 件 

工業統計調査（速報）） 
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４ 地域資源を活用した観光業の強化 

具体的施策 

（１） 
海と山に恵まれた豊かな自然環境等を活用した観光振興の推進 

主な事業 

�  海水浴場運営事業 ＜再掲＞ 

・【新規】海水浴場にぎわい創出検討事業 

・河原子海岸再生検討事業 

� 【新規】日立アルプス活用検討事業 ＜再掲＞ 

�  グリーンツーリズム推進事業 

�  かみね公園桜更新事業 

・【新規】モデル整備地区桜植栽事業 

・【新規】「日立紅寒桜」拠点整備事業 

� 【新規】ホテル等改修支援事業 

�  地域ブランド創出事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

海水浴場入込者数 ＜再掲＞ 65,128 人 130,000 人 

かみね公園全体入込者数 634,097 人 740,000 人 

たかはら自然体験交流施設の利用者数 10,528 人 11,700 人 

 

具体的施策 

（２） 
かみね動物園や奥日立きららの里などの魅力向上による観光施設の利用促進 

主な事業 

�  かみね動物園活性化事業 ＜再掲＞ 

・【新規】開園 60 周年記念新獣舎整備事業 

・【新規】動物園再整備事業 

・動物園教育普及事業（かみね・おもしろ ZOO サロン事業等） 

・動物園・大学連携共同調査研究事業 

・北関東・福島動物園水族館連携事業 

�  奥日立きららの里魅力づくり事業 ＜再掲＞ 

� 【新規】道の駅日立おさかなセンター活性化事業 ＜再掲＞ 

�  日立駅情報交流プラザ運営事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

かみね動物園入園者数 ＜再掲＞ 356,381 人 460,000 人 

奥日立きららの里入場者数 ＜再掲＞ 65,518 人 100,000 人 

道の駅日立おさかなセンターの利用者数 

＜再掲＞ 
404,700 人 

（H26.9.21供用開始） 
800,000 人 

日立駅情報交流プラザ利用者数 91,868 人 105,000 人 

 

 

５ スポーツ・文化活動を通じた交流人口の拡大 

具体的施策 

（１） 
池の川さくらアリーナ等のスポーツ施設を活用した大会や合宿の誘致 

主な事業 

� 【新規】池の川さくらアリーナ活用事業 ＜再掲＞ 

� 【新規】国民体育大会（茨城国体）開催事業 

� 【新規】スポーツ・ツーリズム促進事業 ＜再掲＞ 

�  ＩＣＴ活用事業（公共施設予約システム構築等）＜再掲＞ 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

池の川さくらアリーナ入館者数 ＜再掲＞ －人 284,000 人 

久慈サンピア日立スポーツセンターの利

用者数 ＜再掲＞ 
62,014 人 68,200 人 

阿武隈山地の南端、日立西部に 

連なる山々「日立アルプス」 



具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

「日本のさくら名所

平和通りのさくら

具体的施策 

（２） 
各種イベントの開催等を通じた文化・芸術の振興による都市の魅力向上

主な事業 

�

�

�

�

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

文化施設の入場者数

国際大道芸、秋祭り等の入込者数

さくらまつり入込者数

シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

具体的施策 

（１） 
情報発信力の充実による市のイメージアップやＵＩＪターンの促進等

主な事業 

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

フェイスブック閲覧件数

市ホームページアクセス件数

 

「日本のさくら名所

平和通りのさくら

各種イベントの開催等を通じた文化・芸術の振興による都市の魅力向上

�  ひたち国際大道芸開催事業

�  ひたち秋祭り開催事業

� 【新規】茨城県北芸術祭開催事業

�  文化少年団・職業探検少年団・スポーツ少年団支援事業

�  さくらのまちづくり事業

・【新規】全国さくらシンポジウム開催事業

�  観光資源活用事業

・【新規】産業観光推進事業

・フェアツーリズム国際大会開催事業（

� 【新規】イベント等開催支援事業

� 【新規】新庁舎活用検討事業（大屋根下広場の活用等）＜再掲＞

文化施設の入場者数

国際大道芸、秋祭り等の入込者数

さくらまつり入込者数

シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

情報発信力の充実による市のイメージアップやＵＩＪターンの促進等

� 【先行】シティプロモーション事業

・【新規】プロモーションビデオ等制作事業

・【新規】タウンガイドブック作成事業

・コミュニティＦＭ活用事業（

�  観光宣伝事業

・【新規】マルチディスプレイ整備事業

・市特産品ＰＲ事業（

� 【新規】広域連携広報事業

�  行政放送事業

フェイスブック閲覧件数

市ホームページアクセス件数

 

「日本のさくら名所 100 選」に選ばれた

平和通りのさくら 

各種イベントの開催等を通じた文化・芸術の振興による都市の魅力向上

ひたち国際大道芸開催事業

ひたち秋祭り開催事業 

【新規】茨城県北芸術祭開催事業

文化少年団・職業探検少年団・スポーツ少年団支援事業

さくらのまちづくり事業

・【新規】全国さくらシンポジウム開催事業

観光資源活用事業 

・【新規】産業観光推進事業

・フェアツーリズム国際大会開催事業（

【新規】イベント等開催支援事業

【新規】新庁舎活用検討事業（大屋根下広場の活用等）＜再掲＞

項 目 

文化施設の入場者数 ＜再掲＞

国際大道芸、秋祭り等の入込者数

さくらまつり入込者数 ＜再掲＞

シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

情報発信力の充実による市のイメージアップやＵＩＪターンの促進等

【先行】シティプロモーション事業

・【新規】プロモーションビデオ等制作事業

・【新規】タウンガイドブック作成事業

・コミュニティＦＭ活用事業（

観光宣伝事業 

・【新規】マルチディスプレイ整備事業

・市特産品ＰＲ事業（H27

【新規】広域連携広報事業

行政放送事業 

項 目 

フェイスブック閲覧件数 

市ホームページアクセス件数

  

選」に選ばれた 
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各種イベントの開催等を通じた文化・芸術の振興による都市の魅力向上

ひたち国際大道芸開催事業 ＜再掲＞

 ＜再掲＞ 

【新規】茨城県北芸術祭開催事業 

文化少年団・職業探検少年団・スポーツ少年団支援事業

さくらのまちづくり事業 ＜再掲＞

・【新規】全国さくらシンポジウム開催事業

・【新規】産業観光推進事業 

・フェアツーリズム国際大会開催事業（

【新規】イベント等開催支援事業 

【新規】新庁舎活用検討事業（大屋根下広場の活用等）＜再掲＞

 

＜再掲＞ 

国際大道芸、秋祭り等の入込者数 ＜再掲＞

＜再掲＞ 

シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

情報発信力の充実による市のイメージアップやＵＩＪターンの促進等

【先行】シティプロモーション事業

・【新規】プロモーションビデオ等制作事業

・【新規】タウンガイドブック作成事業

・コミュニティＦＭ活用事業（H27

・【新規】マルチディスプレイ整備事業

H27～） 

【新規】広域連携広報事業 

 

 ＜再掲＞ 

市ホームページアクセス件数 ＜再掲＞

ひたち国際大道芸

各種イベントの開催等を通じた文化・芸術の振興による都市の魅力向上

＜再掲＞ 

 

文化少年団・職業探検少年団・スポーツ少年団支援事業

＜再掲＞ 

・【新規】全国さくらシンポジウム開催事業 

・フェアツーリズム国際大会開催事業（H27～）

 ＜再掲＞ 

【新規】新庁舎活用検討事業（大屋根下広場の活用等）＜再掲＞

基準

＜再掲＞ 

シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信 

情報発信力の充実による市のイメージアップやＵＩＪターンの促進等

【先行】シティプロモーション事業 ＜再掲＞ 

・【新規】プロモーションビデオ等制作事業 

・【新規】タウンガイドブック作成事業 

H27～） 

・【新規】マルチディスプレイ整備事業 

基準

 

＜再掲＞ 

ひたち国際大道芸 

（平成

各種イベントの開催等を通じた文化・芸術の振興による都市の魅力向上

文化少年団・職業探検少年団・スポーツ少年団支援事業 ＜再掲＞

～） 

【新規】新庁舎活用検討事業（大屋根下広場の活用等）＜再掲＞

基準値（H26） 

612,655 人

221,000 人

294,370 人

 

情報発信力の充実による市のイメージアップやＵＩＪターンの促進等

 

基準値（H26） 

227,272 件

570,835 件

新庁舎の完成予想図

（平成 30 年度完成予定）

池の川さくらアリーナ（新中央体育館）

の完成予想図（平成

各種イベントの開催等を通じた文化・芸術の振興による都市の魅力向上 

＜再掲＞ 

【新規】新庁舎活用検討事業（大屋根下広場の活用等）＜再掲＞ 

 評価指標

人 674,000

人 245,000

人 330,000

情報発信力の充実による市のイメージアップやＵＩＪターンの促進等 

 評価指標

件 1,560,000

件 630,000

の完成予想図 

年度完成予定） 

池の川さくらアリーナ（新中央体育館）

の完成予想図（平成 28 年度完成予定）

 

評価指標（H31） 

674,000 人 

245,000 人 

330,000 人 

評価指標（H31） 

1,560,000 件 

630,000 件 

池の川さくらアリーナ（新中央体育館） 

年度完成予定） 
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７ 豊かな農林水産資源を活かした商品の開発及び活用等への取組 

具体的施策 

（１） 
農林水産業のブランド化と付加価値の向上による雇用の創出 

主な事業 

� 【先行】農水産物流通ネットワーク促進事業 

（直販施設「鵜喜鵜喜
う き う き

」と「道の駅日立おさかなセンター」を活用した農水産物

の流通システム構築） 

� 【新規】6 次産業化、農商工連携の推進 ＜再掲＞ 

・【新規】6 次産業化推進コーディネーターの配置（プロフェッショナル人材の活用） 

�  果樹産地育成事業 

�  多面的機能保全支援事業（環境保全型農業支援事業等） 

（※草刈り、水路・農道整備等の営農活動支援） 

�  水産物流通・加工基盤強化事業（H27～） 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

鵜喜鵜喜の利用者数 289,314 人 296,500 人 

道の駅日立おさかなセンターの利用者数  

＜再掲＞ 
404,700 人 

（H26.9.21供用開始） 
800,000 人 

6 次産業化推進コーディネーターによる相

談対応件数 ＜再掲＞ 
－件 5 件 

 

 

 

 

 

 

 

具体的施策 

（２） 
第１次産業における後継人材の確保 

主な事業 
�  青年就農支援事業 

�  新規漁業就業者支援事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

新規就農者数 2 人 1 人 

新規漁業就業者数 1 人 （H29）1 人 

 

具体的施策 

（３） 
漁港等の基盤整備による水産業の競争力強化 

主な事業 �  漁港整備事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

漁獲高 507,940kg 514,000kg 

 

具体的施策 

（４） 
地域の食材を活用した加工食品の開発等による産業の振興と地域の活性化 

主な事業 � 【新規】地域の食材活用事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

商品開発に活用した地域の食材数 －品 5 品 

十王物産センター「鵜喜鵜喜」 道の駅日立おさかなセンター 

恵まれた土壌を活かして栽培されている 

かぼちゃ、白菜 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 若者等の転入・定住の促進

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

◆新婚世帯や子育て世代など、若者を対象とした、転入・定住の促進や、茨城港日立港区

の活用などによる、企業誘致の推進などに取り組みます。

 

 

 数値目標

  

○

 

 基本目標３

若者等の転入・定住の促進

具体的施策 

（１） 
良好な住環境の確保等による若者の定住促進

主な事業 

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

奨学金貸付者の市内定住率

若者（

具体的施策 

（２） 
新婚世帯や子育て世帯等を対象とした定住支援

主な事業 

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 住宅取得等支援事業の利用件数

具体的施策 

（３） 
「地域おこし協力隊」などの誘致による魅力ある地域づくりの実現

主な事業 �

重要業績 
評価指標
（KPI） 地域おこし協力隊の受入数

具体的施策 

（４） 
移住しやすい環境の提供

主な事業 

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） お試し就業、お試し居住の受入数

◆新婚世帯や子育て世代など、若者を対象とした、転入・定住の促進や、茨城港日立港区

の活用などによる、企業誘致の推進などに取り組みます。

数値目標  

 

○ 人口の社会増減数

 

基本目標３

若者等の転入・定住の促進

良好な住環境の確保等による若者の定住促進

� 【新規】奨学金制度の拡充事業（Ｕターン促進）

� 【先行】窓口における転出入者の実態調査事業

� 「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（

奨学金貸付者の市内定住率

若者（30 代以下）の社会増減数

新婚世帯や子育て世帯等を対象とした定住支援

�  定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（

�  住宅ローン金利優遇事業（

� 【新規】リフォームローン金利優遇事業

住宅取得等支援事業の利用件数

「地域おこし協力隊」などの誘致による魅力ある地域づくりの実現

� 【先行】中里・たかはら地区定住促進対策事業

地域おこし協力隊の受入数

移住しやすい環境の提供

� 【新規】お試し居住事業

� 【新規】民間施設を活用したＩターン、Ｊターンへの取組

・【新規】地域貢献型シェアハウスを活用したお試し就業、お試し居住の取組支援

お試し就業、お試し居住の受入数

◆新婚世帯や子育て世代など、若者を対象とした、転入・定住の促進や、茨城港日立港区

の活用などによる、企業誘致の推進などに取り組みます。

 

 

人口の社会増減数 ：

新しいひとの流れをつく基本目標３ 

若者等の転入・定住の促進 

良好な住環境の確保等による若者の定住促進

【新規】奨学金制度の拡充事業（Ｕターン促進）

【先行】窓口における転出入者の実態調査事業

「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（

項 目 

奨学金貸付者の市内定住率

代以下）の社会増減数

新婚世帯や子育て世帯等を対象とした定住支援

定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（

住宅ローン金利優遇事業（

【新規】リフォームローン金利優遇事業

項 目 

住宅取得等支援事業の利用件数

「地域おこし協力隊」などの誘致による魅力ある地域づくりの実現

【先行】中里・たかはら地区定住促進対策事業

項 目 

地域おこし協力隊の受入数

移住しやすい環境の提供 

【新規】お試し居住事業

【新規】民間施設を活用したＩターン、Ｊターンへの取組

地域貢献型シェアハウスを活用したお試し就業、お試し居住の取組支援

項 目 

お試し就業、お試し居住の受入数

◆新婚世帯や子育て世代など、若者を対象とした、転入・定住の促進や、茨城港日立港区

の活用などによる、企業誘致の推進などに取り組みます。

 （現状値（

：  ▲1,605

新しいひとの流れをつく
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良好な住環境の確保等による若者の定住促進

【新規】奨学金制度の拡充事業（Ｕターン促進）

【先行】窓口における転出入者の実態調査事業

「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（

 

奨学金貸付者の市内定住率 

代以下）の社会増減数 

新婚世帯や子育て世帯等を対象とした定住支援

定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（

住宅ローン金利優遇事業（H27～）＜再掲＞

【新規】リフォームローン金利優遇事業

 

住宅取得等支援事業の利用件数 ＜再掲＞

「地域おこし協力隊」などの誘致による魅力ある地域づくりの実現

【先行】中里・たかはら地区定住促進対策事業

 

地域おこし協力隊の受入数 ＜再掲＞

 

【新規】お試し居住事業 ＜再掲＞

【新規】民間施設を活用したＩターン、Ｊターンへの取組

地域貢献型シェアハウスを活用したお試し就業、お試し居住の取組支援

 

お試し就業、お試し居住の受入数 

◆新婚世帯や子育て世代など、若者を対象とした、転入・定住の促進や、茨城港日立港区

の活用などによる、企業誘致の推進などに取り組みます。

（現状値（H26）） （目標値（

1,605 人  →

新しいひとの流れをつく

良好な住環境の確保等による若者の定住促進 

【新規】奨学金制度の拡充事業（Ｕターン促進）

【先行】窓口における転出入者の実態調査事業 

「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（

基準

新婚世帯や子育て世帯等を対象とした定住支援 

定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（

～）＜再掲＞ 

【新規】リフォームローン金利優遇事業 ＜再掲＞

基準

＜再掲＞ 

「地域おこし協力隊」などの誘致による魅力ある地域づくりの実現

【先行】中里・たかはら地区定住促進対策事業（地域おこし協力隊）＜再掲＞

基準

＜再掲＞ 

＜再掲＞ 

【新規】民間施設を活用したＩターン、Ｊターンへの取組

地域貢献型シェアハウスを活用したお試し就業、お試し居住の取組支援

基準

◆新婚世帯や子育て世代など、若者を対象とした、転入・定住の促進や、茨城港日立港区

の活用などによる、企業誘致の推進などに取り組みます。

（目標値（H31

→  ▲400

新しいひとの流れをつくる  

【新規】奨学金制度の拡充事業（Ｕターン促進） 

 

「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（H27～）＜再掲＞

基準値（H26） 

44.2％

▲1,219 人

定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（H27

＜再掲＞ 

基準値（H26） 

－件

「地域おこし協力隊」などの誘致による魅力ある地域づくりの実現

（地域おこし協力隊）＜再掲＞

基準値（H26） 

－人

【新規】民間施設を活用したＩターン、Ｊターンへの取組 

地域貢献型シェアハウスを活用したお試し就業、お試し居住の取組支援

基準値（H26） 

－人

◆新婚世帯や子育て世代など、若者を対象とした、転入・定住の促進や、茨城港日立港区

 

H31）） 

人 

～）＜再掲＞ 

 評価指標

％ 

人 

H27～）＜再掲＞

 評価指標

－件 

「地域おこし協力隊」などの誘致による魅力ある地域づくりの実現 

（地域おこし協力隊）＜再掲＞

 評価指標

－人 

 

地域貢献型シェアハウスを活用したお試し就業、お試し居住の取組支援

 評価指標

－人 

◆新婚世帯や子育て世代など、若者を対象とした、転入・定住の促進や、茨城港日立港区

評価指標（H31） 

60.0％ 

▲252 人 

～）＜再掲＞ 

評価指標（H31） 

400 件 

（地域おこし協力隊）＜再掲＞ 

評価指標（H31） 

2 人 

地域貢献型シェアハウスを活用したお試し就業、お試し居住の取組支援 

評価指標（H31） 

1 人 

◆新婚世帯や子育て世代など、若者を対象とした、転入・定住の促進や、茨城港日立港区



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 企業誘致の推進

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

 

 

 

 

 

日立市の地域別転入・転出超過状況

企業誘致の推進

具体的施策 

（１） 
市外企業の本社機能移転や設備投資等の促進

主な事業 �

重要業績 
評価指標
（KPI） 

市外企業等の誘致件数

産業誘致制度の利用件数

具体的施策 

（２） 
茨城港日立港区の拠点機能を活かした新たな産業立地の推進

主な事業 
�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

完成自動車取扱台数

取扱貨物量

液化天然ガス取扱量

茨城港日立港区の全景

日立市の地域別転入・転出超過状況

【転入－転出】（

企業誘致の推進 

市外企業の本社機能移転や設備投資等の促進

� 【先行】本社機能移転等促進事業

市外企業等の誘致件数

産業誘致制度の利用件数

茨城港日立港区の拠点機能を活かした新たな産業立地の推進

�  日立港区振興事業

�  日立港区第

完成自動車取扱台数

取扱貨物量 ＜再掲＞

液化天然ガス取扱量

茨城港日立港区の全景 

日立市の地域別転入・転出超過状況

【転入－転出】（2013 年）

市外企業の本社機能移転や設備投資等の促進

【先行】本社機能移転等促進事業

項 目 

市外企業等の誘致件数 ＜再掲＞

産業誘致制度の利用件数 

茨城港日立港区の拠点機能を活かした新たな産業立地の推進

日立港区振興事業（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

日立港区第 3 ふ頭地区整備事業

項 目 

完成自動車取扱台数 ＜再掲＞

＜再掲＞ 

液化天然ガス取扱量 ＜再掲＞

 

日立市の地域別転入・転出超過状況 

年） 
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市外企業の本社機能移転や設備投資等の促進

【先行】本社機能移転等促進事業 

 

＜再掲＞ 

 ＜再掲＞ 

茨城港日立港区の拠点機能を活かした新たな産業立地の推進

（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

ふ頭地区整備事業 ＜再掲＞

 

＜再掲＞ 

＜再掲＞ 

建設中の LNG

市外企業の本社機能移転や設備投資等の促進 

 ＜再掲＞ 

基準値（

 （H24

茨城港日立港区の拠点機能を活かした新たな産業立地の推進

（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

＜再掲＞ 

基準

LNG 基地 

基準値（H26） 

1 件

H24～26 平均）5 件

茨城港日立港区の拠点機能を活かした新たな産業立地の推進 

（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

基準値（H26） 

87,000 台

4,700,000ｔ

－ｔ

完成自動車の物流拠点機能

 評価指標（

件 

件 

 

（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

 評価指標

台 150,000

ｔ 13,000,000

－ｔ 4,600,000

完成自動車の物流拠点機能

評価指標（H31） 

3 件 

8 件 

（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞ 

評価指標（H31） 

150,000 台 

13,000,000ｔ 

4,600,000ｔ 

完成自動車の物流拠点機能 
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具体的施策 

（３） 
企業誘致の受け皿となる産業立地用地の開発手法等の検討 

主な事業 �  日立港区後背地～日立南太田ＩＣ周辺地区開発研究事業（H27～）＜再掲＞ 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

－ － － 

 

 

３ 新たなにぎわい拠点づくり 

具体的施策 

（１） 
未利用公共用地の活用等によるにぎわい拠点づくり 

主な事業 

� 【先行】公設地方卸売市場用地活用検討事業 ＜再掲＞ 

�  創業支援事業 ＜再掲＞ 

・街なかマイクロクリエイションオフィス整備事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

－ － － 

 

 

４ 大学等との協働 

具体的施策 

（１） 
大学等と協働した学生の地元定着促進 

主な事業 

�  大学連携推進事業 

� 【新規】民間施設を活用したＩターン、Ｊターンへの取組 ＜再掲＞ 

・【新規】地域貢献型シェアハウスを活用したお試し就業、お試し居住の取組支援 

� 【新規】奨学金制度の拡充事業（定住促進）＜再掲＞ 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

お試し就業、お試し居住の受入数 ＜再掲＞ －人 1 人 

奨学金貸付者の市内定住率 ＜再掲＞ 44.2％ 60.0％ 

 

具体的施策 

（２） 
「大学発ベンチャー」の起業等の支援 

主な事業 
�  産学連携による研究開発の推進 ＜再掲＞ 

・中小企業による茨城大学等への研究委託 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

産学官連携の推進及び研究開発事業の補

助件数 ＜再掲＞ 
5 件 5 件 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」のない支援

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策

（

主な事業

◆合計特殊出生率の回復を促し、子育て世代の定住を図るため、福祉、医療、教育などの

分野における切れ目のない支援を行うことで、出産や子育てのしやすい環境づくりを目

指します。

 

 

 数値目標

  

○

○

○

○

 基本目標４

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」のない支援

具体的施策 

（１） 
若者同士の新たな出会いの創出や結婚に関する意識啓発の充実

主な事業 

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 出会い応援に関するイベント参加者数

具体的施策 

（２） 
ライフステージに応じた各種子育て支援

主な事業 

妊娠

出産

乳幼児

◆合計特殊出生率の回復を促し、子育て世代の定住を図るため、福祉、医療、教育などの

分野における切れ目のない支援を行うことで、出産や子育てのしやすい環境づくりを目

指します。 

数値目標  

 

○ 合計特殊出生率

○ 出生者数 

○ 婚姻数 

○ 日立公共職業安定所の紹介による

女性の就職者数

基本目標４

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」のない支援

若者同士の新たな出会いの創出や結婚に関する意識啓発の充実

� 【新規】青少年イベント企画部拡充事業

�  若者交流応援事業

�  出会い応援事業（セミナー開催等）

出会い応援に関するイベント参加者数

ライフステージに応じた各種子育て支援

妊娠 

・ 

出産 

�  妊婦健康診査

�  医療福祉費支給事業（妊産婦）

�  不妊治療費助成事業

�  不育症治療費助成事業

�  マタニティスクール

�  プレパパ・ママの子育てスクール

� 【新規】お誕生おめでとう事業

� 【新規】産前産後ヘルパー派遣事業

� 【新規】マタニティ子育てタクシー費用助成事業

�  こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）

乳幼児 

� 【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

�  インフルエンザ予防接種費助成事業

� 【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業

�  医療福祉費支給事業（小児）

� 【新規】保育料の負担軽減への取組

�  認可外保育施設助成事業

�  離乳食教室

�  乳児健康診査

◆合計特殊出生率の回復を促し、子育て世代の定住を図るため、福祉、医療、教育などの

分野における切れ目のない支援を行うことで、出産や子育てのしやすい環境づくりを目

 

 

合計特殊出生率 

 

 

日立公共職業安定所の紹介による

女性の就職者数 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる基本目標４ 

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」のない支援

若者同士の新たな出会いの創出や結婚に関する意識啓発の充実

【新規】青少年イベント企画部拡充事業

若者交流応援事業 

出会い応援事業（セミナー開催等）

項 目 

出会い応援に関するイベント参加者数

ライフステージに応じた各種子育て支援

妊婦健康診査

医療福祉費支給事業（妊産婦）

不妊治療費助成事業

不育症治療費助成事業

マタニティスクール

プレパパ・ママの子育てスクール

【新規】お誕生おめでとう事業

【新規】産前産後ヘルパー派遣事業

【新規】マタニティ子育てタクシー費用助成事業

こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）

【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

インフルエンザ予防接種費助成事業

【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業

医療福祉費支給事業（小児）

【新規】保育料の負担軽減への取組

認可外保育施設助成事業

離乳食教室 

乳児健康診査

◆合計特殊出生率の回復を促し、子育て世代の定住を図るため、福祉、医療、教育などの

分野における切れ目のない支援を行うことで、出産や子育てのしやすい環境づくりを目

 

 

 

 

日立公共職業安定所の紹介による

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
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出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」のない支援

若者同士の新たな出会いの創出や結婚に関する意識啓発の充実

【新規】青少年イベント企画部拡充事業

出会い応援事業（セミナー開催等）

 

出会い応援に関するイベント参加者数

ライフステージに応じた各種子育て支援

妊婦健康診査 

医療福祉費支給事業（妊産婦）

不妊治療費助成事業 

不育症治療費助成事業 

マタニティスクール 

プレパパ・ママの子育てスクール

【新規】お誕生おめでとう事業

【新規】産前産後ヘルパー派遣事業

【新規】マタニティ子育てタクシー費用助成事業

こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）

【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

インフルエンザ予防接種費助成事業

【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業

医療福祉費支給事業（小児）

【新規】保育料の負担軽減への取組

認可外保育施設助成事業 

 

乳児健康診査 

◆合計特殊出生率の回復を促し、子育て世代の定住を図るため、福祉、医療、教育などの

分野における切れ目のない支援を行うことで、出産や子育てのしやすい環境づくりを目

 （現状値（

 ： 

 ： 1,246

 ： 

日立公共職業安定所の紹介による ： 686

（※）

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」のない支援

若者同士の新たな出会いの創出や結婚に関する意識啓発の充実

【新規】青少年イベント企画部拡充事業 

出会い応援事業（セミナー開催等） 

基準

出会い応援に関するイベント参加者数 

ライフステージに応じた各種子育て支援 

医療福祉費支給事業（妊産婦） 

プレパパ・ママの子育てスクール 

【新規】お誕生おめでとう事業 

【新規】産前産後ヘルパー派遣事業 

【新規】マタニティ子育てタクシー費用助成事業

こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）

【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

インフルエンザ予防接種費助成事業（※

【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業

医療福祉費支給事業（小児）（※H27～外来対象を中

【新規】保育料の負担軽減への取組 

 

◆合計特殊出生率の回復を促し、子育て世代の定住を図るため、福祉、医療、教育などの

分野における切れ目のない支援を行うことで、出産や子育てのしやすい環境づくりを目

（現状値（H26）） （目標値（

 1.46 →

1,246 人 →

 780 件 →

686 人（※） →

 

）H22～26 平均 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」のない支援

若者同士の新たな出会いの創出や結婚に関する意識啓発の充実

基準値（H26） 

263 人

【新規】マタニティ子育てタクシー費用助成事業 

こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問） 

【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

（※1～18 歳まで）

【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業

～外来対象を中 3

◆合計特殊出生率の回復を促し、子育て世代の定住を図るため、福祉、医療、教育などの

分野における切れ目のない支援を行うことで、出産や子育てのしやすい環境づくりを目

（目標値（H31

→ 1.50

→ 1,275 人

→ 800 件

→ 755 人

 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

プレパパ・ママの子育てスクール

出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの「切れ目」のない支援 

若者同士の新たな出会いの創出や結婚に関する意識啓発の充実 

 評価指標

人 

 

【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

歳まで） 

【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業（※高

3 まで拡充） 

◆合計特殊出生率の回復を促し、子育て世代の定住を図るため、福祉、医療、教育などの

分野における切れ目のない支援を行うことで、出産や子育てのしやすい環境づくりを目

H31）） 

1.50 

1,275 人 

800 件 

755 人 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

プレパパ・ママの子育てスクール

評価指標（H31） 

370 人 

【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス） 

（※高 1 まで） 

◆合計特殊出生率の回復を促し、子育て世代の定住を図るため、福祉、医療、教育などの

分野における切れ目のない支援を行うことで、出産や子育てのしやすい環境づくりを目

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる  

プレパパ・ママの子育てスクール 



主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

 

主な事業 

乳幼児

小学校

中学校

高等

学校

重要業績 
評価指標
（KPI） 

妊婦健康診査の受診率

（妊娠後期、感染症・超音波検査）

プレパパ・ママの子育てスクールの参加率

産前産後ヘルパーの利用件数

ロタウィルス予防接種の接種率

1

子育て支援事業（こどもの広場、子育て

援センター

「自分にはよいところがある」と思う児童

の割合（小学校）

「自分にはよいところがある」と思う生徒

の割合（中学校）

具体的施策 

（３） 
子育てに関する総合的な情報提供や相談体制の整備、充実

主な事業 

�

�

�

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 日立市子どもセンターの利用者数

 

乳幼児 

�  幼児健康診査

�  2

�  こどもの広場

�  子育て広場

�  ブックスタート事業

�  子ども読書活動推進事業

� 【新規】鳩が丘障害（児）者福祉施設再整備事業

�  ことばの教室

�  知的障害児・情緒障害児学級

小学校 

�  ランドセル贈呈

�  ひたち大好きパスポート事業

�  未来パスポート事業

�  生活指導員配置事業

（一人一人の教育的ニーズに応じた支援）

�  学校図書事務員の全校配置

中学校 
�  特別活動推進事業（中学

�  教育相談員の全校配置

高等 

学校 

�  高校生に対する思春期教育事業

�  奨学金貸付事業（教育機会の確保）

�  私立高等学校に対する助成事業

妊婦健康診査の受診率

（妊娠後期、感染症・超音波検査）

プレパパ・ママの子育てスクールの参加率

産前産後ヘルパーの利用件数

ロタウィルス予防接種の接種率

1 歳 6 か月児健康診査受診率

子育て支援事業（こどもの広場、子育て

援センター等）の

「自分にはよいところがある」と思う児童

の割合（小学校）

「自分にはよいところがある」と思う生徒

の割合（中学校）

子育てに関する総合的な情報提供や相談体制の整備、充実

� 【先行】日立市子どもセンター事業

�  子育て支援施設「子どもすくすくセンター」運営

事業 

�  家庭児童相談室

�  利用者支援事業

（Ｈ27～）

�  地域子育て支援拠点事業

�  幼稚園・保育園・認定こども園の育児相談

�  こども発達相談センター事業

日立市子どもセンターの利用者数

  

幼児健康診査

2 歳児歯科健康診査

こどもの広場

子育て広場（※２歳児まで）

ブックスタート事業

子ども読書活動推進事業

【新規】鳩が丘障害（児）者福祉施設再整備事業

ことばの教室

知的障害児・情緒障害児学級

ランドセル贈呈

ひたち大好きパスポート事業

未来パスポート事業

生活指導員配置事業

（一人一人の教育的ニーズに応じた支援）

学校図書事務員の全校配置

特別活動推進事業（中学

教育相談員の全校配置

高校生に対する思春期教育事業

奨学金貸付事業（教育機会の確保）

私立高等学校に対する助成事業

項 目 

妊婦健康診査の受診率 

（妊娠後期、感染症・超音波検査）

プレパパ・ママの子育てスクールの参加率

産前産後ヘルパーの利用件数

ロタウィルス予防接種の接種率

か月児健康診査受診率

子育て支援事業（こどもの広場、子育て

等）の実施施設

「自分にはよいところがある」と思う児童

の割合（小学校） 

「自分にはよいところがある」と思う生徒

の割合（中学校） 

子育てに関する総合的な情報提供や相談体制の整備、充実

【先行】日立市子どもセンター事業

子育て支援施設「子どもすくすくセンター」運営

家庭児童相談室 

利用者支援事業（※子育て支援などの情報提供や相談等）

～） 

地域子育て支援拠点事業

幼稚園・保育園・認定こども園の育児相談

こども発達相談センター事業

項 目 

日立市子どもセンターの利用者数
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幼児健康診査 

歳児歯科健康診査 

こどもの広場（※未就園児まで）

（※２歳児まで）

ブックスタート事業 

子ども読書活動推進事業（※中学校まで）

【新規】鳩が丘障害（児）者福祉施設再整備事業

ことばの教室 

知的障害児・情緒障害児学級

ランドセル贈呈 

ひたち大好きパスポート事業

未来パスポート事業（※中学校まで）

生活指導員配置事業（※中学校まで）

（一人一人の教育的ニーズに応じた支援）

学校図書事務員の全校配置

特別活動推進事業（中学１

教育相談員の全校配置（※小学校にも定期的に訪問）

高校生に対する思春期教育事業

奨学金貸付事業（教育機会の確保）

私立高等学校に対する助成事業

 

（妊娠後期、感染症・超音波検査） 

プレパパ・ママの子育てスクールの参加率

産前産後ヘルパーの利用件数 

ロタウィルス予防接種の接種率 

か月児健康診査受診率 

子育て支援事業（こどもの広場、子育て

実施施設数 

「自分にはよいところがある」と思う児童

「自分にはよいところがある」と思う生徒

子育てに関する総合的な情報提供や相談体制の整備、充実

【先行】日立市子どもセンター事業

子育て支援施設「子どもすくすくセンター」運営

（※子育て支援などの情報提供や相談等）

地域子育て支援拠点事業 

幼稚園・保育園・認定こども園の育児相談

こども発達相談センター事業 

 

日立市子どもセンターの利用者数 

（※未就園児まで） 

（※２歳児まで） 

（※中学校まで）

【新規】鳩が丘障害（児）者福祉施設再整備事業

知的障害児・情緒障害児学級 

ひたち大好きパスポート事業 

（※中学校まで） 

（※中学校まで） 

（一人一人の教育的ニーズに応じた支援）

学校図書事務員の全校配置（※中学校まで）

１年生全員を対象とした宿泊体験）

（※小学校にも定期的に訪問）

高校生に対する思春期教育事業 

奨学金貸付事業（教育機会の確保） 

私立高等学校に対する助成事業 

基準

 

プレパパ・ママの子育てスクールの参加率 

子育て支援事業（こどもの広場、子育て支

「自分にはよいところがある」と思う児童

「自分にはよいところがある」と思う生徒

子育てに関する総合的な情報提供や相談体制の整備、充実

【先行】日立市子どもセンター事業 

子育て支援施設「子どもすくすくセンター」運営

（※子育て支援などの情報提供や相談等）

幼稚園・保育園・認定こども園の育児相談 

基準

（※中学校まで） 

【新規】鳩が丘障害（児）者福祉施設再整備事業 

（一人一人の教育的ニーズに応じた支援） 

（※中学校まで） 

年生全員を対象とした宿泊体験）

（※小学校にも定期的に訪問） 

 

基準値（H26） 

88.5％

23.0％

－件

－％

97.0％

17 施設

76.2％

73.1％

子育てに関する総合的な情報提供や相談体制の整備、充実 

子育て支援施設「子どもすくすくセンター」運営 

（※子育て支援などの情報提供や相談等） 

基準値（H26） 

－人

日立市子どもセンター

 

年生全員を対象とした宿泊体験） 

 

 評価指標

％ 

％ 

－件 

－％ 

％ 

施設 

％ 

％ 

 評価指標

－人 29,400

日立市子どもセンター

 

評価指標（H31） 

90.0％ 

25.0％ 

750 件 

80.0％ 

97.0％ 

21 施設 

80.0％ 

80.0％ 

評価指標（H31） 

29,400 人 

日立市子どもセンター 
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具体的施策 

（４） 
保護者の就労形態の多様化に対応した子育てしやすい環境の整備 

主な事業 

�  児童クラブ運営事業（H31 までに対象を小 6 まで拡大） 

�  私立保育園等児童クラブ運営費補助事業（H27～） 

�  ファミリー・サポート・センター運営事業 

�  一時預かり事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

児童クラブの利用者数（登録者数） 805 人 1,329 人 

 

具体的施策 

（５） 

産科や小児科の充実、周産期母子医療体制の確保等による安心して子どもを産み育

てられる環境づくり 

主な事業 

� 【新規】地域周産期母子医療センター整備事業 

�  地域母子医療体制確保対策事業 

�  地域産婦人科医療学寄附講座事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

市民の市内医療機関等における分娩数 421 件 730 件 

 

 

２ 特色ある教育環境の提供等 

具体的施策 

（１） 
本市の地域資源を活かした特色ある教育環境の充実 

主な事業 

�  科学学習推進事業 ＜再掲＞ 

� 【新規】学校運営協議会制度検討事業 

� 【先行】地域人材を活用した学力向上推進事業（放課後学習室） 

�  地域エキスパート活用事業（地域人材を活用した部活動サポート） 

�  文化少年団・職業探検少年団・スポーツ少年団支援事業 ＜再掲＞ 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

放課後学習室の開設学校数 －校 
40 校 

（小・中学校全校） 

 

具体的施策 

（２） 
環境教育基金を活用した環境教育の推進 

主な事業 �  環境教育活動支援事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

支援を行った環境教育団体数 24 団体 25 団体 

 

具体的施策 

（３） 
時代のニーズを捉えた魅力ある教育環境の整備 

主な事業 

� 【先行】国際理解教育推進事業（イングリッシュキャンプ等） 

�  ＡＬＴの全校配置 

�  小中連携教育の推進（小中学校間の交流の活性化） 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

国際理解教育推進事業の参加者数 －人 170 人 



３ ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

具体的施策 

（１） 
働く女性が安心して子どもを産み育てていくための施策の推進

主な事業 

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 日立公共職業安定所の紹介による女性の

就職者数

 

水戸市近隣：水戸市、ひたちなか市、那珂市、東海村

つくば土浦近隣：土浦市、牛久市、つくば市、守谷市

（人）

（人） 

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

働く女性が安心して子どもを産み育てていくための施策の推進

� 【新規】女性の活躍推進計画の策定

�  女性の人材育成と就業支援

�  男女共同参画の啓発

� 【先行】女性就業環境整備促進事業

日立公共職業安定所の紹介による女性の

就職者数 

  

日立市の地域別の転入・転出者数（

水戸市近隣：水戸市、ひたちなか市、那珂市、東海村

つくば土浦近隣：土浦市、牛久市、つくば市、守谷市

（人） 

≪男性≫

日立市の

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

働く女性が安心して子どもを産み育てていくための施策の推進

【新規】女性の活躍推進計画の策定

女性の人材育成と就業支援

男女共同参画の啓発 

【先行】女性就業環境整備促進事業

項 目 

日立公共職業安定所の紹介による女性の

 

日立市の地域別の転入・転出者数（

水戸市近隣：水戸市、ひたちなか市、那珂市、東海村

つくば土浦近隣：土浦市、牛久市、つくば市、守谷市

≪男性≫ 

日立市の年齢別の
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ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

働く女性が安心して子どもを産み育てていくための施策の推進

【新規】女性の活躍推進計画の策定

女性の人材育成と就業支援 

【先行】女性就業環境整備促進事業

 

日立公共職業安定所の紹介による女性の

日立市の地域別の転入・転出者数（

水戸市近隣：水戸市、ひたちなか市、那珂市、東海村 

つくば土浦近隣：土浦市、牛久市、つくば市、守谷市 

（人）

の社会増減数（転入－転出）

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援 

働く女性が安心して子どもを産み育てていくための施策の推進

【新規】女性の活躍推進計画の策定 

【先行】女性就業環境整備促進事業 ＜再掲＞ 

（H22

日立公共職業安定所の紹介による女性の

日立市の地域別の転入・転出者数（2013

 日立市以北：常陸太田市、高萩市、北茨城市

 東京圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

（人） 

社会増減数（転入－転出）（

働く女性が安心して子どもを産み育てていくための施策の推進

 

基準値 
H22～26 平均） 

686 人

2013 年） 

日立市以北：常陸太田市、高萩市、北茨城市

東京圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

≪女性≫ 

（2013 年） 

働く女性が安心して子どもを産み育てていくための施策の推進 

 
評価指標（

人 

日立市以北：常陸太田市、高萩市、北茨城市

東京圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

 

評価指標（H31） 

755 人 

日立市以北：常陸太田市、高萩市、北茨城市 

東京圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域連携の推進

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆北茨城市、高萩市との連携・協働による広域的な取組など、まちづくりにおける地域連

携の推進や、安全・安心を基本に、ひとの流れと活気を生み出す地域空間の形成などに

取り組みます。

 

 

 数値目標

○

○

○

○

 

 基本目標５

地域連携の推進

具体的施策 

（１） 
県北臨海地域の地理的条件を活かすためのインフラ整備と機能強化

主な事業 

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

具体的施策 

（２） 
県北臨海３市（日立医療圏）の連携強化による医療環境の充実

主な事業 

�

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

ラピッド方式ドクターカー

肺停止患者の社会復帰

◆北茨城市、高萩市との連携・協働による広域的な取組など、まちづくりにおける地域連

携の推進や、安全・安心を基本に、ひとの流れと活気を生み出す地域空間の形成などに

取り組みます。

数値目標  

○ バス交通利用者数

○ JR 東日本市内各駅

○ 地域公共交通利用者数

○ 刑法犯認知件数総数

基本目標５

（左：小川日立市長、中央：豊田北茨城市長、

右：小田木高萩市長）

地域連携の推進 

県北臨海地域の地理的条件を活かすためのインフラ整備と機能強化

� 【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業

・国道 6 号バイパスの整備促進

・ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化

県北臨海３市（日立医療圏）の連携強化による医療環境の充実

� 【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業

・地域医療体制の整備

� 【新規】地域周産期母子医療センター整備事業

� 【新規】ラピッド方式ドクターカー活用事業

�  病院群輪番制病院運営補助事業

�  小児救急医療拠点病院運営補助事業

ラピッド方式ドクターカー

肺停止患者の社会復帰

◆北茨城市、高萩市との連携・協働による広域的な取組など、まちづくりにおける地域連

携の推進や、安全・安心を基本に、ひとの流れと活気を生み出す地域空間の形成などに

取り組みます。 

 

バス交通利用者数 

東日本市内各駅 1日平均乗車人数合計

地域公共交通利用者数

刑法犯認知件数総数 

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとと
もに、地域と地域を連携する

基本目標５ 

（左：小川日立市長、中央：豊田北茨城市長、

右：小田木高萩市長）

県北臨海地域の地理的条件を活かすためのインフラ整備と機能強化

【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業

号バイパスの整備促進

・ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化

項 目 

－ 

県北臨海３市（日立医療圏）の連携強化による医療環境の充実

【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業

・地域医療体制の整備 

【新規】地域周産期母子医療センター整備事業

【新規】ラピッド方式ドクターカー活用事業

病院群輪番制病院運営補助事業

小児救急医療拠点病院運営補助事業

項 目 

ラピッド方式ドクターカー

肺停止患者の社会復帰数 

◆北茨城市、高萩市との連携・協働による広域的な取組など、まちづくりにおける地域連

携の推進や、安全・安心を基本に、ひとの流れと活気を生み出す地域空間の形成などに

 

日平均乗車人数合計

地域公共交通利用者数 

 

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとと
もに、地域と地域を連携する

【 茨城県県北臨海地域活性化研究会

（左：小川日立市長、中央：豊田北茨城市長、

右：小田木高萩市長） 
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県北臨海地域の地理的条件を活かすためのインフラ整備と機能強化

【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業

号バイパスの整備促進 

・ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化

 

県北臨海３市（日立医療圏）の連携強化による医療環境の充実

【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業

 

【新規】地域周産期母子医療センター整備事業

【新規】ラピッド方式ドクターカー活用事業

病院群輪番制病院運営補助事業 

小児救急医療拠点病院運営補助事業

 

ラピッド方式ドクターカー運用による心

 

◆北茨城市、高萩市との連携・協働による広域的な取組など、まちづくりにおける地域連

携の推進や、安全・安心を基本に、ひとの流れと活気を生み出す地域空間の形成などに

（現状値（

 ：

日平均乗車人数合計 ：

 ：

 ：

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとと
もに、地域と地域を連携する

茨城県県北臨海地域活性化研究会

（左：小川日立市長、中央：豊田北茨城市長、 

県北臨海地域の地理的条件を活かすためのインフラ整備と機能強化

【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業

・ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化

基準

県北臨海３市（日立医療圏）の連携強化による医療環境の充実

【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業

【新規】地域周産期母子医療センター整備事業 

【新規】ラピッド方式ドクターカー活用事業 

小児救急医療拠点病院運営補助事業 

基準

運用による心

◆北茨城市、高萩市との連携・協働による広域的な取組など、まちづくりにおける地域連

携の推進や、安全・安心を基本に、ひとの流れと活気を生み出す地域空間の形成などに

（現状値（H26

： 3,566,143

：    33,639

：    10,059

：     1,368

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとと
もに、地域と地域を連携する  

茨城県県北臨海地域活性化研究会 】

石破地方創生担当大臣との懇談会

（左：小川市長、右：石破大臣）

県北臨海地域の地理的条件を活かすためのインフラ整備と機能強化

【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業 ＜再掲＞

・ＪＲ常磐線の早期全通と複線化の実現による機能強化 

基準値（H26） 

－ 

県北臨海３市（日立医療圏）の連携強化による医療環境の充実

【新規】県北臨海地域が協働して取り組む地域連携事業 

 ＜再掲＞ 

基準値（H26） 

－人

◆北茨城市、高萩市との連携・協働による広域的な取組など、まちづくりにおける地域連

携の推進や、安全・安心を基本に、ひとの流れと活気を生み出す地域空間の形成などに

H26））（目標値（

3,566,143 人 → 3,854,000

33,639 人 →    33,700

10,059 人 →    10,500

1,368 件 →     

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとと
 

】 

石破地方創生担当大臣との懇談会

（左：小川市長、右：石破大臣）

県北臨海地域の地理的条件を活かすためのインフラ整備と機能強化 

＜再掲＞ 

 評価指標

－

県北臨海３市（日立医療圏）の連携強化による医療環境の充実 

 

 評価指標

－人 

◆北茨城市、高萩市との連携・協働による広域的な取組など、まちづくりにおける地域連

携の推進や、安全・安心を基本に、ひとの流れと活気を生み出す地域空間の形成などに

（目標値（H31））

3,854,000 人 

    33,700 人 

    10,500 人 

     1,340 件 

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとと

石破地方創生担当大臣との懇談会 

（左：小川市長、右：石破大臣） 

評価指標（H31） 

－ 

評価指標（H31） 

9 人 

◆北茨城市、高萩市との連携・協働による広域的な取組など、まちづくりにおける地域連

携の推進や、安全・安心を基本に、ひとの流れと活気を生み出す地域空間の形成などに

）） 

 

 

 

 

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとと



具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域の力を活用したまちづくり

具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

具体的施策 

（３） 
エネルギー関連港湾・自動車取扱港湾としての茨城港日立港区の利用促進と整備

主な事業 
�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

完成自動車取扱台数

取扱貨物量

液化天然ガス取扱量

具体的施策 

（４） 

市内５つのＪＲ常磐線の駅を中心とした都市機能を結ぶ「公共交通ネットワーク」

の構築

主な事業 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

バス交通利用者数

大甕駅～常陸多賀駅のバス交通移動時間

みなみ号利用者数

なかさと号利用者数

JR

地域の力を活用したまちづくり

具体的施策 

（１） 
地域コミュニティ等と連携した健康づくりと学校教育活動の推進

主な事業 

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 食生活改善推進員数

 

新交通（ひたち

エネルギー関連港湾・自動車取扱港湾としての茨城港日立港区の利用促進と整備

�  日立港区振興事業（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

�  日立港区第

完成自動車取扱台数

取扱貨物量 ＜再掲＞

液化天然ガス取扱量

市内５つのＪＲ常磐線の駅を中心とした都市機能を結ぶ「公共交通ネットワーク」

の構築 

� 【新規】立地適正化計画検討事業

�  ひたちＢＲＴまちづくり事業（

�  久慈浜地区まちづくり事業

�  地域公共交通支援事業

�  地域公共交通再編事業（地方バス路線維持等）

�  国道 6 号の整備促進（大和田拡幅、桜川拡幅）＜再掲＞

�  新交通（ＢＲＴ）導入事業

�  大甕駅周辺地区整備事業

� 【新規】常陸多賀駅周辺地区整備調査

バス交通利用者数

大甕駅～常陸多賀駅のバス交通移動時間

みなみ号利用者数

なかさと号利用者数

JR 東日本市内各駅

地域の力を活用したまちづくり

地域コミュニティ等と連携した健康づくりと学校教育活動の推進

�  健康運動教室

�  食生活改善推進事業

�  配食サービス事業

� 【新規】学校運営協議会制度検討事業

食生活改善推進員数

  

新交通（ひたち BRT） 

エネルギー関連港湾・自動車取扱港湾としての茨城港日立港区の利用促進と整備

日立港区振興事業（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

日立港区第 3 ふ頭地区整備事業

項 目 

完成自動車取扱台数 ＜再掲＞

＜再掲＞ 

液化天然ガス取扱量 ＜再掲＞

市内５つのＪＲ常磐線の駅を中心とした都市機能を結ぶ「公共交通ネットワーク」

【新規】立地適正化計画検討事業

ひたちＢＲＴまちづくり事業（

久慈浜地区まちづくり事業

地域公共交通支援事業 

地域公共交通再編事業（地方バス路線維持等）

号の整備促進（大和田拡幅、桜川拡幅）＜再掲＞

新交通（ＢＲＴ）導入事業

大甕駅周辺地区整備事業

【新規】常陸多賀駅周辺地区整備調査

項 目 

バス交通利用者数 ＜再掲＞

大甕駅～常陸多賀駅のバス交通移動時間

みなみ号利用者数 ＜再掲＞

なかさと号利用者数 ＜再掲＞

東日本市内各駅 1 日平均乗車人数

地域の力を活用したまちづくり 

地域コミュニティ等と連携した健康づくりと学校教育活動の推進

健康運動教室 ＜再掲＞

食生活改善推進事業 ＜再掲＞

配食サービス事業 ＜再掲＞

【新規】学校運営協議会制度検討事業

項 目 

食生活改善推進員数 ＜再掲＞

 

平成 20 年 3

日立バイパス（Ⅰ期：田尻町～旭町）
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エネルギー関連港湾・自動車取扱港湾としての茨城港日立港区の利用促進と整備

日立港区振興事業（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

ふ頭地区整備事業 ＜再掲＞

 

＜再掲＞ 

＜再掲＞ 

市内５つのＪＲ常磐線の駅を中心とした都市機能を結ぶ「公共交通ネットワーク」

【新規】立地適正化計画検討事業 

ひたちＢＲＴまちづくり事業（H27

久慈浜地区まちづくり事業 

 ＜再掲＞ 

地域公共交通再編事業（地方バス路線維持等）

号の整備促進（大和田拡幅、桜川拡幅）＜再掲＞

新交通（ＢＲＴ）導入事業 

大甕駅周辺地区整備事業 

【新規】常陸多賀駅周辺地区整備調査

 

＜再掲＞ 

大甕駅～常陸多賀駅のバス交通移動時間

＜再掲＞ 

＜再掲＞ 

日平均乗車人数 

地域コミュニティ等と連携した健康づくりと学校教育活動の推進

＜再掲＞ 

＜再掲＞ 

＜再掲＞ 

【新規】学校運営協議会制度検討事業

 

＜再掲＞ 

3 月に供用開始された国道

日立バイパス（Ⅰ期：田尻町～旭町）

エネルギー関連港湾・自動車取扱港湾としての茨城港日立港区の利用促進と整備

日立港区振興事業（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

＜再掲＞ 

基準

市内５つのＪＲ常磐線の駅を中心とした都市機能を結ぶ「公共交通ネットワーク」

H27～） 

 

地域公共交通再編事業（地方バス路線維持等）

号の整備促進（大和田拡幅、桜川拡幅）＜再掲＞

【新規】常陸多賀駅周辺地区整備調査 

基準

3,566,143

大甕駅～常陸多賀駅のバス交通移動時間 

 

地域コミュニティ等と連携した健康づくりと学校教育活動の推進

【新規】学校運営協議会制度検討事業 ＜再掲＞

基準

月に供用開始された国道 6 号

日立バイパス（Ⅰ期：田尻町～旭町） 

エネルギー関連港湾・自動車取扱港湾としての茨城港日立港区の利用促進と整備

日立港区振興事業（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

基準値（H26） 

87,000 台

4,700,000ｔ

－ｔ

市内５つのＪＲ常磐線の駅を中心とした都市機能を結ぶ「公共交通ネットワーク」

地域公共交通再編事業（地方バス路線維持等） 

号の整備促進（大和田拡幅、桜川拡幅）＜再掲＞ 

基準値（H26） 

3,566,143 人

28 分

4,370 人

5,689 人

33,639 人

地域コミュニティ等と連携した健康づくりと学校教育活動の推進

＜再掲＞ 

基準値（H26） 

334 人

大甕駅西口駅前広場のイメージ

（平成 31

号 

エネルギー関連港湾・自動車取扱港湾としての茨城港日立港区の利用促進と整備

日立港区振興事業（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞

 評価指標

台 150,000

ｔ 13,000,000

－ｔ 4,600,000

市内５つのＪＲ常磐線の駅を中心とした都市機能を結ぶ「公共交通ネットワーク」

 評価指標

人 3,854,000

分 

人 

人 

人 33,700

地域コミュニティ等と連携した健康づくりと学校教育活動の推進 

 評価指標

人 

大甕駅西口駅前広場のイメージ

31 年供用予定）

エネルギー関連港湾・自動車取扱港湾としての茨城港日立港区の利用促進と整備 

日立港区振興事業（日立港区を中心とした産業振興ビジョン検討事業）＜再掲＞ 

評価指標（H31） 

150,000 台 

13,000,000ｔ 

4,600,000ｔ 

市内５つのＪＲ常磐線の駅を中心とした都市機能を結ぶ「公共交通ネットワーク」

評価指標（H31） 

3,854,000 人 

18 分 

4,600 人 

5,900 人 

33,700 人 

評価指標（H31） 

380 人 

大甕駅西口駅前広場のイメージ 

年供用予定） 
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具体的施策 

（２） 
行政サービスの拡充等による市民サービスの向上 

主な事業 

� 【新規】コンビニエンスストアでの各種証明書の発行事業 

� 【新規】誰でも本が借りられる図書館推進事業 

�  ケーブルテレビ基盤活用事業 

�  新エネルギー普及促進事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

コンビニでの各種証明書発行件数 －件 15,000 件 

図書館利用登録者数 75,479 人 118,600 人 

ケーブルテレビ加入率 30.8％ （H28）33.0％ 

新エネルギー導入補助（エネファーム）件数 －件 60 件 

 

具体的施策 

（３） 
公共施設の配置や管理の適正化 

主な事業 �  公共施設マネジメント推進事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

公共施設用途廃止等による削減合計面積 －㎡ 34,000 ㎡ 

 

 

３ 安心して暮らせる快適な生活環境の整備 

具体的施策 

（１） 
防災・防犯対策の推進 

主な事業 

�  防災体制整備事業 ＜再掲＞ 

�  安全・安心・住まいる助成事業 

�  生活安全対策事業（防犯カメラ設置等） 

�  防犯灯設置費補助事業 

�  上下水道施設の改築・更新及び耐震化事業 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

自主防災訓練参加者数 ＜再掲＞ 15,916 人 17,500 人 

地域自警団員数 ＜再掲＞ 3,797 人 3,810 人 

主要な水道管路の耐震化率 26.9％ 40.2％ 

主要な下水道管渠の耐震化率 5.2％ 28.2％ 

 

具体的施策 

（２） 
山側住宅団地の住み替え促進と高齢者のニーズに対応した公共交通の構築 

主な事業 

� 【新規】山側住宅団地住み替え検討事業 

�  地域公共交通支援事業 ＜再掲＞ 

� 【新規】買物弱者支援対策事業（移動スーパーの支援） 

重要業績 
評価指標
（KPI） 

項 目 基準値（H26） 評価指標（H31） 

バス交通利用者数 ＜再掲＞ 3,566,143 人 3,854,000 人 

みなみ号利用者数 ＜再掲＞ 4,370 人 4,600 人 

なかさと号利用者数 ＜再掲＞ 5,689 人 5,900 人 

 

  

地域自警団の 

防犯パトロール 



具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（
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具体的施策

（

主な事業

重要業績
評価指標
（

 

【ラピッド方式ドクターカー（ラピッドカー）について】

「ラピッドカー」とは、医師が救急現場に向かうための緊急車両です。

指令室や救急現場の救急隊からの出場要請を受けた救命医が、救急資機

材を積んだ緊急車両に同乗し、救急現場又は搬送途上の救急車とドッキン

グし、迅速に重篤患者への救命処置を始められるようにするものです。

※県北臨海３市の連携協働事業として実施します。

具体的施策 

（３） 
救急医療体制の整備拡充及び地域医療支援病院の機能強化

主な事業 

�

�

�

�

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 

人口

ラピッド方式ドクターカー運用による

肺停止

臨海

均時間

ひたち健康ダイヤル

) 地域医療支援病院：医療機関の役割分担や地域連携を促進するため、かかりつけ医の支援や医療機器の共同利用を

具体的施策 

（４） 
医療、介護、福祉の連携による総合的な取組の推進

主な事業 

�

�

�

�

�

�

重要業績 
評価指標
（KPI） 特別養護老人ホームの

 

【ラピッド方式ドクターカー（ラピッドカー）について】

「ラピッドカー」とは、医師が救急現場に向かうための緊急車両です。

指令室や救急現場の救急隊からの出場要請を受けた救命医が、救急資機

材を積んだ緊急車両に同乗し、救急現場又は搬送途上の救急車とドッキン

グし、迅速に重篤患者への救命処置を始められるようにするものです。

※県北臨海３市の連携協働事業として実施します。

県北地域で唯一「第三次救急医療」を担当

する「日立総合病院救命救急センター」

救急医療体制の整備拡充及び地域医療支援病院の機能強化

�  救命救急センター運営補助事業

�  二次救急医療体制整備補助事業

�  救急告示医療機関運営安定化事業

�  公的病院等運営補助事業

� 【新規】ラピッド方式ドクターカー活用事業

� 【先行】地域医療体制確保事業

� 【新規】地域医療支援病院

�  ひたち健康ダイヤル

人口 10 万人当たりの医師数

ラピッド方式ドクターカー運用による

肺停止患者の社会復帰数

臨海 3 市の救急入電から病院到着までの平

均時間（心肺停止患者）

ひたち健康ダイヤル

地域医療支援病院：医療機関の役割分担や地域連携を促進するため、かかりつけ医の支援や医療機器の共同利用を

実施するなど地域医療の中核を担える機能を有する病院

医療、介護、福祉の連携による総合的な取組の推進

�  老人福祉施設等の民間施設整備費補助事業

�  地域密着型サービス施設等の民間施設整備費補助事業

�  在宅医療・介護連携推進事業（

�  生活支援体制整備事業（

�  認知症初期集中支援推進事業（

�  認知症地域支援推進員等設置事業（

特別養護老人ホームの

  

【ラピッド方式ドクターカー（ラピッドカー）について】

「ラピッドカー」とは、医師が救急現場に向かうための緊急車両です。

指令室や救急現場の救急隊からの出場要請を受けた救命医が、救急資機

材を積んだ緊急車両に同乗し、救急現場又は搬送途上の救急車とドッキン

グし、迅速に重篤患者への救命処置を始められるようにするものです。

※県北臨海３市の連携協働事業として実施します。

県北地域で唯一「第三次救急医療」を担当

する「日立総合病院救命救急センター」

救急医療体制の整備拡充及び地域医療支援病院の機能強化

救命救急センター運営補助事業

二次救急医療体制整備補助事業

救急告示医療機関運営安定化事業

公的病院等運営補助事業

【新規】ラピッド方式ドクターカー活用事業

【先行】地域医療体制確保事業

【新規】地域医療支援病院

ひたち健康ダイヤル 24

項 目 

万人当たりの医師数

ラピッド方式ドクターカー運用による

患者の社会復帰数 

救急入電から病院到着までの平

（心肺停止患者） 

ひたち健康ダイヤル 24 利用件数

地域医療支援病院：医療機関の役割分担や地域連携を促進するため、かかりつけ医の支援や医療機器の共同利用を

実施するなど地域医療の中核を担える機能を有する病院

医療、介護、福祉の連携による総合的な取組の推進

老人福祉施設等の民間施設整備費補助事業

地域密着型サービス施設等の民間施設整備費補助事業

在宅医療・介護連携推進事業（

生活支援体制整備事業（

認知症初期集中支援推進事業（

認知症地域支援推進員等設置事業（

項 目 

特別養護老人ホームの定員

 

【ラピッド方式ドクターカー（ラピッドカー）について】

「ラピッドカー」とは、医師が救急現場に向かうための緊急車両です。

指令室や救急現場の救急隊からの出場要請を受けた救命医が、救急資機

材を積んだ緊急車両に同乗し、救急現場又は搬送途上の救急車とドッキン

グし、迅速に重篤患者への救命処置を始められるようにするものです。

※県北臨海３市の連携協働事業として実施します。

県北地域で唯一「第三次救急医療」を担当 

する「日立総合病院救命救急センター」 

- 23 - 
 

救急医療体制の整備拡充及び地域医療支援病院の機能強化

救命救急センター運営補助事業 

二次救急医療体制整備補助事業 

救急告示医療機関運営安定化事業 

公的病院等運営補助事業 

【新規】ラピッド方式ドクターカー活用事業

【先行】地域医療体制確保事業 

【新規】地域医療支援病院（※）機能強化補助事業

24 運営事業 

 

万人当たりの医師数 

ラピッド方式ドクターカー運用による

 ＜再掲＞ 

救急入電から病院到着までの平

 

利用件数 

地域医療支援病院：医療機関の役割分担や地域連携を促進するため、かかりつけ医の支援や医療機器の共同利用を

実施するなど地域医療の中核を担える機能を有する病院

医療、介護、福祉の連携による総合的な取組の推進

老人福祉施設等の民間施設整備費補助事業

地域密着型サービス施設等の民間施設整備費補助事業

在宅医療・介護連携推進事業（H27

生活支援体制整備事業（H27～） 

認知症初期集中支援推進事業（H27

認知症地域支援推進員等設置事業（

 

定員数（床） 

【ラピッド方式ドクターカー（ラピッドカー）について】 

「ラピッドカー」とは、医師が救急現場に向かうための緊急車両です。

指令室や救急現場の救急隊からの出場要請を受けた救命医が、救急資機

材を積んだ緊急車両に同乗し、救急現場又は搬送途上の救急車とドッキン

グし、迅速に重篤患者への救命処置を始められるようにするものです。

※県北臨海３市の連携協働事業として実施します。 

 

救急医療体制の整備拡充及び地域医療支援病院の機能強化

 

【新規】ラピッド方式ドクターカー活用事業 ＜再掲＞

機能強化補助事業

 

基準

（H24

ラピッド方式ドクターカー運用による心

 

救急入電から病院到着までの平

地域医療支援病院：医療機関の役割分担や地域連携を促進するため、かかりつけ医の支援や医療機器の共同利用を

実施するなど地域医療の中核を担える機能を有する病院

医療、介護、福祉の連携による総合的な取組の推進

老人福祉施設等の民間施設整備費補助事業 

地域密着型サービス施設等の民間施設整備費補助事業

H27～） 

 

H27～） 

認知症地域支援推進員等設置事業（H27～） 

基準

 

「ラピッドカー」とは、医師が救急現場に向かうための緊急車両です。

指令室や救急現場の救急隊からの出場要請を受けた救命医が、救急資機

材を積んだ緊急車両に同乗し、救急現場又は搬送途上の救急車とドッキン

グし、迅速に重篤患者への救命処置を始められるようにするものです。

 

救急医療体制の整備拡充及び地域医療支援病院の機能強化 

＜再掲＞ 

機能強化補助事業 

基準値（H26） 

H24）156 人

－人

34 分

11,809 件

地域医療支援病院：医療機関の役割分担や地域連携を促進するため、かかりつけ医の支援や医療機器の共同利用を

実施するなど地域医療の中核を担える機能を有する病院 

医療、介護、福祉の連携による総合的な取組の推進 

地域密着型サービス施設等の民間施設整備費補助事業 

基準値（H26） 

822 床

「ラピッドカー」とは、医師が救急現場に向かうための緊急車両です。 

指令室や救急現場の救急隊からの出場要請を受けた救命医が、救急資機

材を積んだ緊急車両に同乗し、救急現場又は搬送途上の救急車とドッキン

グし、迅速に重篤患者への救命処置を始められるようにするものです。 

 評価指標

人 （H30

－人 

分 

件 16,000

地域医療支援病院：医療機関の役割分担や地域連携を促進するため、かかりつけ医の支援や医療機器の共同利用を

 評価指標

床 

評価指標（H31） 

）156 人 

9 人 

29 分 

16,000 件 

地域医療支援病院：医療機関の役割分担や地域連携を促進するため、かかりつけ医の支援や医療機器の共同利用を

評価指標（H29） 

912 床 



 

出会い・結婚応援

■【新規】青少年イベント企画部拡充事業

主に

年イベント企画部の活動を、サークル活動に発展させ、新たな出会いの機会を創出します。

（その他の事業

 

妊娠・

 

■ 妊婦健康診査

■ 妊産婦医療福祉費支給制度（マル福制度）

妊産婦が、健康保険で産婦人科の診療を受けた際の医療費の一部を市が負担します。

■ 各種講習会（無料）

○マタニティスクール

妊娠中の生活や栄養、赤ちゃんのお世話の仕方、分娩に必要な呼吸法などを学びます。

○プレパパ・ママの子育てスクール

初めてパパ・ママになる夫婦を対象に、沐浴指導や妊婦体験を行うほか、赤ちゃんのお世話の仕方を学

びます。

■【新規】地域周産期母子医療センター整備事業

県北臨海３市の連携により、平成

の再開に向けた、医師の確保などに対して支援を行います。

■【新規】お誕生おめでとう事業（出産祝金）

次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに

■【新規】産前産後ヘルパー派遣事業

出産前後で支援者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事負担の軽減を図ります。

■【新規】マタニティ子育てタクシー費用助成事業

妊産婦及び乳児が

す。（県内初）

（その他の事業

 

 

 

■【新規】保育料の負担軽減への取組

保育料を軽減することで、子育て家庭への経済的支援の充実を図ります。

■ 小児医療福祉費支給制度（マル福制度）

０歳から中学３年生までのお子さんが、健康保険で医療機関などの診療を受けた際の医療費の一部を市が

負担します。

■ 乳児健康診査（無料）

お子さんが１歳になるまでに２回（生後３～６か月、生後９～

けられます。

■ 離乳食教室（無料）

生後４～６か月のお子さんの保護者に、離乳食の進め方や作り方の話と試食をします。

■ こんにちは赤ちゃん訪問（無料）

生後４か月までの赤ちゃんのいる家庭を、保健師又は助産師が訪問し、相談などを受けます。

■【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

ロタ

■【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業

利用者の登録情報に基づいて、乳幼児の予防接種スケジュールを、保護者にメールで通知するサービスを

提供しま

■ ファミリー・サポート・センター

子育てなどの「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となり、相互援助活動を行います。子

どもすくすくセンター内での一時預かりのほか、育児などでサポートが必要な場合にお手伝いをします。

● 妊娠・出産

● ０～１歳

 

出会い・結婚応援

■【新規】青少年イベント企画部拡充事業

主に 20 代、30 代の市内で働いている男女を中心に、市民交流を主眼として様々な事業を展開している青少

年イベント企画部の活動を、サークル活動に発展させ、新たな出会いの機会を創出します。

その他の事業） 

・お誕生から

妊婦健康診査 妊娠中に

妊産婦医療福祉費支給制度（マル福制度）

妊産婦が、健康保険で産婦人科の診療を受けた際の医療費の一部を市が負担します。

各種講習会（無料）

○マタニティスクール

妊娠中の生活や栄養、赤ちゃんのお世話の仕方、分娩に必要な呼吸法などを学びます。

○プレパパ・ママの子育てスクール

初めてパパ・ママになる夫婦を対象に、沐浴指導や妊婦体験を行うほか、赤ちゃんのお世話の仕方を学

びます。 

■【新規】地域周産期母子医療センター整備事業

県北臨海３市の連携により、平成

の再開に向けた、医師の確保などに対して支援を行います。

■【新規】お誕生おめでとう事業（出産祝金）

次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに

■【新規】産前産後ヘルパー派遣事業

出産前後で支援者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事負担の軽減を図ります。

■【新規】マタニティ子育てタクシー費用助成事業

妊産婦及び乳児が

す。（県内初） 

その他の事業） 

 

■【新規】保育料の負担軽減への取組

保育料を軽減することで、子育て家庭への経済的支援の充実を図ります。

小児医療福祉費支給制度（マル福制度）

０歳から中学３年生までのお子さんが、健康保険で医療機関などの診療を受けた際の医療費の一部を市が

負担します。 

乳児健康診査（無料）

お子さんが１歳になるまでに２回（生後３～６か月、生後９～

けられます。 

離乳食教室（無料）

生後４～６か月のお子さんの保護者に、離乳食の進め方や作り方の話と試食をします。

こんにちは赤ちゃん訪問（無料）

生後４か月までの赤ちゃんのいる家庭を、保健師又は助産師が訪問し、相談などを受けます。

■【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

ロタウィルスによる下痢症の発症

■【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業

利用者の登録情報に基づいて、乳幼児の予防接種スケジュールを、保護者にメールで通知するサービスを

提供します。（県内初）

ファミリー・サポート・センター

子育てなどの「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となり、相互援助活動を行います。子

どもすくすくセンター内での一時預かりのほか、育児などでサポートが必要な場合にお手伝いをします。

妊娠・出産 

０～１歳 

出会い・結婚応援 

■【新規】青少年イベント企画部拡充事業

代の市内で働いている男女を中心に、市民交流を主眼として様々な事業を展開している青少

年イベント企画部の活動を、サークル活動に発展させ、新たな出会いの機会を創出します。

 ■ 出会い応援事業（セミナー開催等）

お誕生からの子育て応援

妊娠中に 14 回の健康診査にかかる費用を市が負担します。

妊産婦医療福祉費支給制度（マル福制度）

妊産婦が、健康保険で産婦人科の診療を受けた際の医療費の一部を市が負担します。

各種講習会（無料） 

○マタニティスクール 

妊娠中の生活や栄養、赤ちゃんのお世話の仕方、分娩に必要な呼吸法などを学びます。

○プレパパ・ママの子育てスクール

初めてパパ・ママになる夫婦を対象に、沐浴指導や妊婦体験を行うほか、赤ちゃんのお世話の仕方を学

■【新規】地域周産期母子医療センター整備事業

県北臨海３市の連携により、平成

の再開に向けた、医師の確保などに対して支援を行います。

■【新規】お誕生おめでとう事業（出産祝金）

次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに

■【新規】産前産後ヘルパー派遣事業

出産前後で支援者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事負担の軽減を図ります。

■【新規】マタニティ子育てタクシー費用助成事業

妊産婦及び乳児が、健康診査や予防接種等で市内医療機関に通院する際のタクシー料金の一部を助成しま

 ■ 不妊治療費助成事業

 ■ 地域母子医療体制確保対策事業

■【新規】保育料の負担軽減への取組

保育料を軽減することで、子育て家庭への経済的支援の充実を図ります。

小児医療福祉費支給制度（マル福制度）

０歳から中学３年生までのお子さんが、健康保険で医療機関などの診療を受けた際の医療費の一部を市が

乳児健康診査（無料） 

お子さんが１歳になるまでに２回（生後３～６か月、生後９～

離乳食教室（無料） 

生後４～６か月のお子さんの保護者に、離乳食の進め方や作り方の話と試食をします。

こんにちは赤ちゃん訪問（無料）

生後４か月までの赤ちゃんのいる家庭を、保健師又は助産師が訪問し、相談などを受けます。

■【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

による下痢症の発症

■【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業

利用者の登録情報に基づいて、乳幼児の予防接種スケジュールを、保護者にメールで通知するサービスを

す。（県内初） 

ファミリー・サポート・センター

子育てなどの「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となり、相互援助活動を行います。子

どもすくすくセンター内での一時預かりのほか、育児などでサポートが必要な場合にお手伝いをします。

～ ライフステージごとの応援・サービス

■【新規】青少年イベント企画部拡充事業 

代の市内で働いている男女を中心に、市民交流を主眼として様々な事業を展開している青少

年イベント企画部の活動を、サークル活動に発展させ、新たな出会いの機会を創出します。

出会い応援事業（セミナー開催等）

子育て応援 

回の健康診査にかかる費用を市が負担します。

妊産婦医療福祉費支給制度（マル福制度） 

妊産婦が、健康保険で産婦人科の診療を受けた際の医療費の一部を市が負担します。

妊娠中の生活や栄養、赤ちゃんのお世話の仕方、分娩に必要な呼吸法などを学びます。

○プレパパ・ママの子育てスクール 

初めてパパ・ママになる夫婦を対象に、沐浴指導や妊婦体験を行うほか、赤ちゃんのお世話の仕方を学

■【新規】地域周産期母子医療センター整備事業

県北臨海３市の連携により、平成 21 年４月から休止している日立総合病院の地域周産期母子医療センター

の再開に向けた、医師の確保などに対して支援を行います。

■【新規】お誕生おめでとう事業（出産祝金）

次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに

■【新規】産前産後ヘルパー派遣事業 【先駆的取組】

出産前後で支援者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事負担の軽減を図ります。

■【新規】マタニティ子育てタクシー費用助成事業

、健康診査や予防接種等で市内医療機関に通院する際のタクシー料金の一部を助成しま

不妊治療費助成事業       

地域母子医療体制確保対策事業

■【新規】保育料の負担軽減への取組 【ひたちらしい取組】

保育料を軽減することで、子育て家庭への経済的支援の充実を図ります。

小児医療福祉費支給制度（マル福制度） 

０歳から中学３年生までのお子さんが、健康保険で医療機関などの診療を受けた際の医療費の一部を市が

お子さんが１歳になるまでに２回（生後３～６か月、生後９～

生後４～６か月のお子さんの保護者に、離乳食の進め方や作り方の話と試食をします。

こんにちは赤ちゃん訪問（無料） 

生後４か月までの赤ちゃんのいる家庭を、保健師又は助産師が訪問し、相談などを受けます。

■【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

による下痢症の発症、重症化を防ぐため

■【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業

利用者の登録情報に基づいて、乳幼児の予防接種スケジュールを、保護者にメールで通知するサービスを

ファミリー・サポート・センター 

子育てなどの「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となり、相互援助活動を行います。子

どもすくすくセンター内での一時預かりのほか、育児などでサポートが必要な場合にお手伝いをします。

【ひたちらしい取組】…

【先駆的取組】…

ライフステージごとの応援・サービス
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代の市内で働いている男女を中心に、市民交流を主眼として様々な事業を展開している青少

年イベント企画部の活動を、サークル活動に発展させ、新たな出会いの機会を創出します。

出会い応援事業（セミナー開催等） 

回の健康診査にかかる費用を市が負担します。

 

妊産婦が、健康保険で産婦人科の診療を受けた際の医療費の一部を市が負担します。

妊娠中の生活や栄養、赤ちゃんのお世話の仕方、分娩に必要な呼吸法などを学びます。

初めてパパ・ママになる夫婦を対象に、沐浴指導や妊婦体験を行うほか、赤ちゃんのお世話の仕方を学

■【新規】地域周産期母子医療センター整備事業 【ひたちらしい取組】

年４月から休止している日立総合病院の地域周産期母子医療センター

の再開に向けた、医師の確保などに対して支援を行います。

■【新規】お誕生おめでとう事業（出産祝金） 【ひたちらしい取組】

次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、健やかな成長を願い

【先駆的取組】 

出産前後で支援者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事負担の軽減を図ります。

■【新規】マタニティ子育てタクシー費用助成事業 【先駆的取組】

、健康診査や予防接種等で市内医療機関に通院する際のタクシー料金の一部を助成しま

      ■

地域母子医療体制確保対策事業  ■

【ひたちらしい取組】

保育料を軽減することで、子育て家庭への経済的支援の充実を図ります。

０歳から中学３年生までのお子さんが、健康保険で医療機関などの診療を受けた際の医療費の一部を市が

お子さんが１歳になるまでに２回（生後３～６か月、生後９～

生後４～６か月のお子さんの保護者に、離乳食の進め方や作り方の話と試食をします。

生後４か月までの赤ちゃんのいる家庭を、保健師又は助産師が訪問し、相談などを受けます。

■【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス）

重症化を防ぐため、

■【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業

利用者の登録情報に基づいて、乳幼児の予防接種スケジュールを、保護者にメールで通知するサービスを

子育てなどの「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となり、相互援助活動を行います。子

どもすくすくセンター内での一時預かりのほか、育児などでサポートが必要な場合にお手伝いをします。

【ひたちらしい取組】…

【先駆的取組】…

ライフステージごとの応援・サービス

代の市内で働いている男女を中心に、市民交流を主眼として様々な事業を展開している青少

年イベント企画部の活動を、サークル活動に発展させ、新たな出会いの機会を創出します。

  ■ 若者交流応援事業

回の健康診査にかかる費用を市が負担します。

妊産婦が、健康保険で産婦人科の診療を受けた際の医療費の一部を市が負担します。

妊娠中の生活や栄養、赤ちゃんのお世話の仕方、分娩に必要な呼吸法などを学びます。

初めてパパ・ママになる夫婦を対象に、沐浴指導や妊婦体験を行うほか、赤ちゃんのお世話の仕方を学

【ひたちらしい取組】

年４月から休止している日立総合病院の地域周産期母子医療センター

の再開に向けた、医師の確保などに対して支援を行います。 

【ひたちらしい取組】 

健やかな成長を願い、

出産前後で支援者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事負担の軽減を図ります。

【先駆的取組】 

、健康診査や予防接種等で市内医療機関に通院する際のタクシー料金の一部を助成しま

■ 不育症治療費助成事業

■ 地域産婦人科医療学寄附講座事業

【ひたちらしい取組】 

保育料を軽減することで、子育て家庭への経済的支援の充実を図ります。

０歳から中学３年生までのお子さんが、健康保険で医療機関などの診療を受けた際の医療費の一部を市が

お子さんが１歳になるまでに２回（生後３～６か月、生後９～11 か月）、県内の医療機関で健康診査が受

生後４～６か月のお子さんの保護者に、離乳食の進め方や作り方の話と試食をします。

生後４か月までの赤ちゃんのいる家庭を、保健師又は助産師が訪問し、相談などを受けます。

■【新規】未就学児の任意予防接種費助成事業（ロタウィルス） 【先駆的取組】

、ロタウィルス

■【新規】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業 【先駆的取組】

利用者の登録情報に基づいて、乳幼児の予防接種スケジュールを、保護者にメールで通知するサービスを

子育てなどの「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となり、相互援助活動を行います。子

どもすくすくセンター内での一時預かりのほか、育児などでサポートが必要な場合にお手伝いをします。

【ひたちらしい取組】… 日立市における「特色ある子育て応援事業」

【先駆的取組】… 他の市町村に先駆けて取り組んでいる、又は取り組む事業

ライフステージごとの応援・サービス

代の市内で働いている男女を中心に、市民交流を主眼として様々な事業を展開している青少

年イベント企画部の活動を、サークル活動に発展させ、新たな出会いの機会を創出します。

若者交流応援事業 

回の健康診査にかかる費用を市が負担します。 

妊産婦が、健康保険で産婦人科の診療を受けた際の医療費の一部を市が負担します。

妊娠中の生活や栄養、赤ちゃんのお世話の仕方、分娩に必要な呼吸法などを学びます。

初めてパパ・ママになる夫婦を対象に、沐浴指導や妊婦体験を行うほか、赤ちゃんのお世話の仕方を学

【ひたちらしい取組】 

年４月から休止している日立総合病院の地域周産期母子医療センター

 

、出産祝金を支給します。

出産前後で支援者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事負担の軽減を図ります。

、健康診査や予防接種等で市内医療機関に通院する際のタクシー料金の一部を助成しま

不育症治療費助成事業 

地域産婦人科医療学寄附講座事業

保育料を軽減することで、子育て家庭への経済的支援の充実を図ります。 

０歳から中学３年生までのお子さんが、健康保険で医療機関などの診療を受けた際の医療費の一部を市が

か月）、県内の医療機関で健康診査が受

生後４～６か月のお子さんの保護者に、離乳食の進め方や作り方の話と試食をします。

生後４か月までの赤ちゃんのいる家庭を、保健師又は助産師が訪問し、相談などを受けます。

【先駆的取組】 

ウィルス予防接種費用の一部

【先駆的取組】 

利用者の登録情報に基づいて、乳幼児の予防接種スケジュールを、保護者にメールで通知するサービスを

子育てなどの「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となり、相互援助活動を行います。子

どもすくすくセンター内での一時預かりのほか、育児などでサポートが必要な場合にお手伝いをします。

日立市における「特色ある子育て応援事業」

他の市町村に先駆けて取り組んでいる、又は取り組む事業

ライフステージごとの応援・サービス ～ 

代の市内で働いている男女を中心に、市民交流を主眼として様々な事業を展開している青少

年イベント企画部の活動を、サークル活動に発展させ、新たな出会いの機会を創出します。 

 

妊産婦が、健康保険で産婦人科の診療を受けた際の医療費の一部を市が負担します。 

妊娠中の生活や栄養、赤ちゃんのお世話の仕方、分娩に必要な呼吸法などを学びます。 

初めてパパ・ママになる夫婦を対象に、沐浴指導や妊婦体験を行うほか、赤ちゃんのお世話の仕方を学

年４月から休止している日立総合病院の地域周産期母子医療センター

を支給します。 

出産前後で支援者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事負担の軽減を図ります。 

、健康診査や予防接種等で市内医療機関に通院する際のタクシー料金の一部を助成しま

 

地域産婦人科医療学寄附講座事業 

０歳から中学３年生までのお子さんが、健康保険で医療機関などの診療を受けた際の医療費の一部を市が

か月）、県内の医療機関で健康診査が受

生後４～６か月のお子さんの保護者に、離乳食の進め方や作り方の話と試食をします。 

生後４か月までの赤ちゃんのいる家庭を、保健師又は助産師が訪問し、相談などを受けます。 

費用の一部を助成

利用者の登録情報に基づいて、乳幼児の予防接種スケジュールを、保護者にメールで通知するサービスを

子育てなどの「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となり、相互援助活動を行います。子

どもすくすくセンター内での一時預かりのほか、育児などでサポートが必要な場合にお手伝いをします。

日立市における「特色ある子育て応援事業」

他の市町村に先駆けて取り組んでいる、又は取り組む事業

 

代の市内で働いている男女を中心に、市民交流を主眼として様々な事業を展開している青少

初めてパパ・ママになる夫婦を対象に、沐浴指導や妊婦体験を行うほか、赤ちゃんのお世話の仕方を学

年４月から休止している日立総合病院の地域周産期母子医療センター

 

、健康診査や予防接種等で市内医療機関に通院する際のタクシー料金の一部を助成しま

０歳から中学３年生までのお子さんが、健康保険で医療機関などの診療を受けた際の医療費の一部を市が

か月）、県内の医療機関で健康診査が受

 

助成します。 

利用者の登録情報に基づいて、乳幼児の予防接種スケジュールを、保護者にメールで通知するサービスを

子育てなどの「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となり、相互援助活動を行います。子

どもすくすくセンター内での一時預かりのほか、育児などでサポートが必要な場合にお手伝いをします。 

日立市における「特色ある子育て応援事業」 
他の市町村に先駆けて取り組んでいる、又は取り組む事業

 

他の市町村に先駆けて取り組んでいる、又は取り組む事業 



 

■ 絵本との出会い（ブックスタート）（無料）

赤ちゃん絵本や身近な子育て支援情報などの入ったパックをお渡しします。（２歳になる誕生日まで）

■ 子ども読書活動推進事業

家庭、地域、学校、図書館などが一体となり、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実などを図ります。

（中学校まで）

■ 親子のふれあいの場（無料）

○ 子育て広場（女性センター、南部支所、十王総合健康福祉センター等）

０歳から２歳児までのお子さんと保護者を対象に、親子で楽しめる遊びや交流、子育て相談などを行っ

ています。

○ こどもの広場（保健センター）

０歳から未就園児までのお子さんと保護者が集い、交流・育児相談などが利用できる場です。

○ 地域子育て支援拠点事業（十王交流センター、南部図書館等）

乳幼児の親子が交流、情報交換できる場です。保育士が常駐し、子育てに関する情報提供を行います。

親子講座や保護者向け講座も実施しています。

（その他の事業

 

 

 

 

 

 

 

■ 各種健康診査（無料）

○ １歳６か月児健康診査

１歳６か月から１歳

フッ素塗布（ブラッシング指導）、育児相談などです。（フッ素塗布は平成

○ ２歳児歯科健康診査

おおむね２歳３か月のお子さんの歯科健康診査。内容は、歯科検診、フッ素塗布（ブラッシング指導）、

講話、育児相談などです。（フッ素塗布は平成

○ ３歳児健康診査

３歳から３歳

科）、視聴覚検査、育児相談などです。

■ ランドセル贈呈

昭和

■ こども発達相談センター事業

発達障害児の早期発見、早期支援を目的として、相談業務や心理検査、小集団指導などを実施しています。

（中学校まで）

■ インフルエンザ予防接種費助成事業

インフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成しています。

（１歳から

（その他の事業

 

 
■ 児童クラブ

放課後や長期休業期間中等において、保護者が就労などにより留守となる家庭の小学生をお預かりし、遊

びや生活の指導を行います。（平成

■ ひたち大好きパスポート事業

小学生の休日における活動の場を広げるため、土曜日・長期休業期間中の日曜日に、かみね動物園や日立

シビックセンター等の公共施設が無料となる「ひたち大好きパスポート」を発行しています。

■ 未来パスポート事業

自分のよさに気付いたことを「未来パスポート」に記録して、教員や保護者がそれを受け止めるコメント

を記入し、小学１年生から中学３年生まで積み重ねることで、自分にはこんないいところがあると思える「自

己肯定感」を高め、将来への夢と希望を育みます。

 

● ０～１歳（つづき）

● １～５歳・入学

● 小学校・中学校

絵本との出会い（ブックスタート）（無料）

赤ちゃん絵本や身近な子育て支援情報などの入ったパックをお渡しします。（２歳になる誕生日まで）

子ども読書活動推進事業

家庭、地域、学校、図書館などが一体となり、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実などを図ります。

（中学校まで） 

親子のふれあいの場（無料）

子育て広場（女性センター、南部支所、十王総合健康福祉センター等）

０歳から２歳児までのお子さんと保護者を対象に、親子で楽しめる遊びや交流、子育て相談などを行っ

ています。 

こどもの広場（保健センター）

０歳から未就園児までのお子さんと保護者が集い、交流・育児相談などが利用できる場です。

地域子育て支援拠点事業（十王交流センター、南部図書館等）

乳幼児の親子が交流、情報交換できる場です。保育士が常駐し、子育てに関する情報提供を行います。

親子講座や保護者向け講座も実施しています。

その他の事業） 

 

 

 

 

 

各種健康診査（無料）

１歳６か月児健康診査

１歳６か月から１歳

フッ素塗布（ブラッシング指導）、育児相談などです。（フッ素塗布は平成

２歳児歯科健康診査

おおむね２歳３か月のお子さんの歯科健康診査。内容は、歯科検診、フッ素塗布（ブラッシング指導）、

講話、育児相談などです。（フッ素塗布は平成

３歳児健康診査

３歳から３歳

科）、視聴覚検査、育児相談などです。

ランドセル贈呈 

昭和 50 年度から、市内小学校に入学するお子さんに、入学祝品として、ランドセルを贈呈しています。

こども発達相談センター事業

発達障害児の早期発見、早期支援を目的として、相談業務や心理検査、小集団指導などを実施しています。

（中学校まで） 

インフルエンザ予防接種費助成事業

インフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成しています。

（１歳から 18 歳まで。県内で唯一、高校生までを対象としています。）

その他の事業） 

児童クラブ 

放課後や長期休業期間中等において、保護者が就労などにより留守となる家庭の小学生をお預かりし、遊

びや生活の指導を行います。（平成

ひたち大好きパスポート事業

小学生の休日における活動の場を広げるため、土曜日・長期休業期間中の日曜日に、かみね動物園や日立

シビックセンター等の公共施設が無料となる「ひたち大好きパスポート」を発行しています。

未来パスポート事業

自分のよさに気付いたことを「未来パスポート」に記録して、教員や保護者がそれを受け止めるコメント

を記入し、小学１年生から中学３年生まで積み重ねることで、自分にはこんないいところがあると思える「自

己肯定感」を高め、将来への夢と希望を育みます。

０～１歳（つづき）

１～５歳・入学

小学校・中学校

絵本との出会い（ブックスタート）（無料）

赤ちゃん絵本や身近な子育て支援情報などの入ったパックをお渡しします。（２歳になる誕生日まで）

子ども読書活動推進事業 

家庭、地域、学校、図書館などが一体となり、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実などを図ります。

 

親子のふれあいの場（無料） 

子育て広場（女性センター、南部支所、十王総合健康福祉センター等）

０歳から２歳児までのお子さんと保護者を対象に、親子で楽しめる遊びや交流、子育て相談などを行っ

こどもの広場（保健センター）

０歳から未就園児までのお子さんと保護者が集い、交流・育児相談などが利用できる場です。

地域子育て支援拠点事業（十王交流センター、南部図書館等）

乳幼児の親子が交流、情報交換できる場です。保育士が常駐し、子育てに関する情報提供を行います。

親子講座や保護者向け講座も実施しています。

 ■【新規】鳩が丘障害（児）者福祉施設再整備事業

 ■【先行】日立市子どもセンター事業（※

 ■ 子育て支援施設「子どもすくすくセンター」運営事業

 ■ 利用者支援事業

 ■ 家庭児童相談室

 ■ 一時預かり事業

各種健康診査（無料） 

１歳６か月児健康診査 

１歳６か月から１歳 11 か月までのお子さんの健康診査。内容は問診、身体測定、診察（内科・歯科）、

フッ素塗布（ブラッシング指導）、育児相談などです。（フッ素塗布は平成

２歳児歯科健康診査 

おおむね２歳３か月のお子さんの歯科健康診査。内容は、歯科検診、フッ素塗布（ブラッシング指導）、

講話、育児相談などです。（フッ素塗布は平成

３歳児健康診査 

３歳から３歳 11 か月までのお子さんの健康診査。内容は、問診、身体測定、尿検査、診察（内科・歯

科）、視聴覚検査、育児相談などです。

 【ひたちらしい取組】

年度から、市内小学校に入学するお子さんに、入学祝品として、ランドセルを贈呈しています。

こども発達相談センター事業 

発達障害児の早期発見、早期支援を目的として、相談業務や心理検査、小集団指導などを実施しています。

 

インフルエンザ予防接種費助成事業

インフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成しています。

歳まで。県内で唯一、高校生までを対象としています。）

 ■ ことばの教室

放課後や長期休業期間中等において、保護者が就労などにより留守となる家庭の小学生をお預かりし、遊

びや生活の指導を行います。（平成

ひたち大好きパスポート事業 

小学生の休日における活動の場を広げるため、土曜日・長期休業期間中の日曜日に、かみね動物園や日立

シビックセンター等の公共施設が無料となる「ひたち大好きパスポート」を発行しています。

未来パスポート事業 【ひたちらしい取組・先駆的取組】

自分のよさに気付いたことを「未来パスポート」に記録して、教員や保護者がそれを受け止めるコメント

を記入し、小学１年生から中学３年生まで積み重ねることで、自分にはこんないいところがあると思える「自

己肯定感」を高め、将来への夢と希望を育みます。

０～１歳（つづき） 

１～５歳・入学 

小学校・中学校 

絵本との出会い（ブックスタート）（無料）

赤ちゃん絵本や身近な子育て支援情報などの入ったパックをお渡しします。（２歳になる誕生日まで）

家庭、地域、学校、図書館などが一体となり、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実などを図ります。

 

子育て広場（女性センター、南部支所、十王総合健康福祉センター等）

０歳から２歳児までのお子さんと保護者を対象に、親子で楽しめる遊びや交流、子育て相談などを行っ

こどもの広場（保健センター） 

０歳から未就園児までのお子さんと保護者が集い、交流・育児相談などが利用できる場です。

地域子育て支援拠点事業（十王交流センター、南部図書館等）

乳幼児の親子が交流、情報交換できる場です。保育士が常駐し、子育てに関する情報提供を行います。

親子講座や保護者向け講座も実施しています。

■【新規】鳩が丘障害（児）者福祉施設再整備事業

■【先行】日立市子どもセンター事業（※

子育て支援施設「子どもすくすくセンター」運営事業

利用者支援事業（※子育て支援などの情報提供や相談等）

家庭児童相談室  ■ 

一時預かり事業  ■ 

か月までのお子さんの健康診査。内容は問診、身体測定、診察（内科・歯科）、

フッ素塗布（ブラッシング指導）、育児相談などです。（フッ素塗布は平成

おおむね２歳３か月のお子さんの歯科健康診査。内容は、歯科検診、フッ素塗布（ブラッシング指導）、

講話、育児相談などです。（フッ素塗布は平成

か月までのお子さんの健康診査。内容は、問診、身体測定、尿検査、診察（内科・歯

科）、視聴覚検査、育児相談などです。 

【ひたちらしい取組】 

年度から、市内小学校に入学するお子さんに、入学祝品として、ランドセルを贈呈しています。

 【ひたちらしい取組】

発達障害児の早期発見、早期支援を目的として、相談業務や心理検査、小集団指導などを実施しています。

インフルエンザ予防接種費助成事業 

インフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成しています。

歳まで。県内で唯一、高校生までを対象としています。）

ことばの教室  ■ 知的障害児・情緒障害児学級

放課後や長期休業期間中等において、保護者が就労などにより留守となる家庭の小学生をお預かりし、遊

びや生活の指導を行います。（平成 31 年度までに対象を小学６年生まで拡大）

 【ひたちらしい取組】

小学生の休日における活動の場を広げるため、土曜日・長期休業期間中の日曜日に、かみね動物園や日立

シビックセンター等の公共施設が無料となる「ひたち大好きパスポート」を発行しています。

【ひたちらしい取組・先駆的取組】

自分のよさに気付いたことを「未来パスポート」に記録して、教員や保護者がそれを受け止めるコメント

を記入し、小学１年生から中学３年生まで積み重ねることで、自分にはこんないいところがあると思える「自

己肯定感」を高め、将来への夢と希望を育みます。
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絵本との出会い（ブックスタート）（無料） 【ひたちらしい取組】

赤ちゃん絵本や身近な子育て支援情報などの入ったパックをお渡しします。（２歳になる誕生日まで）

家庭、地域、学校、図書館などが一体となり、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実などを図ります。

子育て広場（女性センター、南部支所、十王総合健康福祉センター等）

０歳から２歳児までのお子さんと保護者を対象に、親子で楽しめる遊びや交流、子育て相談などを行っ

０歳から未就園児までのお子さんと保護者が集い、交流・育児相談などが利用できる場です。

地域子育て支援拠点事業（十王交流センター、南部図書館等）

乳幼児の親子が交流、情報交換できる場です。保育士が常駐し、子育てに関する情報提供を行います。

親子講座や保護者向け講座も実施しています。 

■【新規】鳩が丘障害（児）者福祉施設再整備事業

■【先行】日立市子どもセンター事業（※

子育て支援施設「子どもすくすくセンター」運営事業

（※子育て支援などの情報提供や相談等）

 認可外保育施設助成事業

 幼稚園・保育園・認定こども園の育児相談

か月までのお子さんの健康診査。内容は問診、身体測定、診察（内科・歯科）、

フッ素塗布（ブラッシング指導）、育児相談などです。（フッ素塗布は平成

おおむね２歳３か月のお子さんの歯科健康診査。内容は、歯科検診、フッ素塗布（ブラッシング指導）、

講話、育児相談などです。（フッ素塗布は平成 27 年度から無料）

か月までのお子さんの健康診査。内容は、問診、身体測定、尿検査、診察（内科・歯

年度から、市内小学校に入学するお子さんに、入学祝品として、ランドセルを贈呈しています。

【ひたちらしい取組】 

発達障害児の早期発見、早期支援を目的として、相談業務や心理検査、小集団指導などを実施しています。

インフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成しています。

歳まで。県内で唯一、高校生までを対象としています。）

知的障害児・情緒障害児学級

放課後や長期休業期間中等において、保護者が就労などにより留守となる家庭の小学生をお預かりし、遊

年度までに対象を小学６年生まで拡大）

【ひたちらしい取組】 

小学生の休日における活動の場を広げるため、土曜日・長期休業期間中の日曜日に、かみね動物園や日立

シビックセンター等の公共施設が無料となる「ひたち大好きパスポート」を発行しています。

【ひたちらしい取組・先駆的取組】

自分のよさに気付いたことを「未来パスポート」に記録して、教員や保護者がそれを受け止めるコメント

を記入し、小学１年生から中学３年生まで積み重ねることで、自分にはこんないいところがあると思える「自

己肯定感」を高め、将来への夢と希望を育みます。 

【ひたちらしい取組】 

赤ちゃん絵本や身近な子育て支援情報などの入ったパックをお渡しします。（２歳になる誕生日まで）

家庭、地域、学校、図書館などが一体となり、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実などを図ります。

子育て広場（女性センター、南部支所、十王総合健康福祉センター等）

０歳から２歳児までのお子さんと保護者を対象に、親子で楽しめる遊びや交流、子育て相談などを行っ

０歳から未就園児までのお子さんと保護者が集い、交流・育児相談などが利用できる場です。

地域子育て支援拠点事業（十王交流センター、南部図書館等） 

乳幼児の親子が交流、情報交換できる場です。保育士が常駐し、子育てに関する情報提供を行います。

■【新規】鳩が丘障害（児）者福祉施設再整備事業 

■【先行】日立市子どもセンター事業（※18 歳未満まで）

子育て支援施設「子どもすくすくセンター」運営事業

（※子育て支援などの情報提供や相談等）

認可外保育施設助成事業 

幼稚園・保育園・認定こども園の育児相談

か月までのお子さんの健康診査。内容は問診、身体測定、診察（内科・歯科）、

フッ素塗布（ブラッシング指導）、育児相談などです。（フッ素塗布は平成

おおむね２歳３か月のお子さんの歯科健康診査。内容は、歯科検診、フッ素塗布（ブラッシング指導）、

年度から無料） 

か月までのお子さんの健康診査。内容は、問診、身体測定、尿検査、診察（内科・歯

年度から、市内小学校に入学するお子さんに、入学祝品として、ランドセルを贈呈しています。

発達障害児の早期発見、早期支援を目的として、相談業務や心理検査、小集団指導などを実施しています。

インフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成しています。 

歳まで。県内で唯一、高校生までを対象としています。）

知的障害児・情緒障害児学級

放課後や長期休業期間中等において、保護者が就労などにより留守となる家庭の小学生をお預かりし、遊

年度までに対象を小学６年生まで拡大）

小学生の休日における活動の場を広げるため、土曜日・長期休業期間中の日曜日に、かみね動物園や日立

シビックセンター等の公共施設が無料となる「ひたち大好きパスポート」を発行しています。

【ひたちらしい取組・先駆的取組】 

自分のよさに気付いたことを「未来パスポート」に記録して、教員や保護者がそれを受け止めるコメント

を記入し、小学１年生から中学３年生まで積み重ねることで、自分にはこんないいところがあると思える「自

 

赤ちゃん絵本や身近な子育て支援情報などの入ったパックをお渡しします。（２歳になる誕生日まで）

家庭、地域、学校、図書館などが一体となり、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実などを図ります。

子育て広場（女性センター、南部支所、十王総合健康福祉センター等） 

０歳から２歳児までのお子さんと保護者を対象に、親子で楽しめる遊びや交流、子育て相談などを行っ

０歳から未就園児までのお子さんと保護者が集い、交流・育児相談などが利用できる場です。

乳幼児の親子が交流、情報交換できる場です。保育士が常駐し、子育てに関する情報提供を行います。

 

歳未満まで） 

子育て支援施設「子どもすくすくセンター」運営事業 

（※子育て支援などの情報提供や相談等） 

 

幼稚園・保育園・認定こども園の育児相談

か月までのお子さんの健康診査。内容は問診、身体測定、診察（内科・歯科）、

フッ素塗布（ブラッシング指導）、育児相談などです。（フッ素塗布は平成 27 年度から無料）

おおむね２歳３か月のお子さんの歯科健康診査。内容は、歯科検診、フッ素塗布（ブラッシング指導）、

か月までのお子さんの健康診査。内容は、問診、身体測定、尿検査、診察（内科・歯

年度から、市内小学校に入学するお子さんに、入学祝品として、ランドセルを贈呈しています。

発達障害児の早期発見、早期支援を目的として、相談業務や心理検査、小集団指導などを実施しています。

歳まで。県内で唯一、高校生までを対象としています。） 

知的障害児・情緒障害児学級 

放課後や長期休業期間中等において、保護者が就労などにより留守となる家庭の小学生をお預かりし、遊

年度までに対象を小学６年生まで拡大） 

小学生の休日における活動の場を広げるため、土曜日・長期休業期間中の日曜日に、かみね動物園や日立

シビックセンター等の公共施設が無料となる「ひたち大好きパスポート」を発行しています。

自分のよさに気付いたことを「未来パスポート」に記録して、教員や保護者がそれを受け止めるコメント

を記入し、小学１年生から中学３年生まで積み重ねることで、自分にはこんないいところがあると思える「自

赤ちゃん絵本や身近な子育て支援情報などの入ったパックをお渡しします。（２歳になる誕生日まで）

家庭、地域、学校、図書館などが一体となり、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実などを図ります。

０歳から２歳児までのお子さんと保護者を対象に、親子で楽しめる遊びや交流、子育て相談などを行っ

０歳から未就園児までのお子さんと保護者が集い、交流・育児相談などが利用できる場です。

乳幼児の親子が交流、情報交換できる場です。保育士が常駐し、子育てに関する情報提供を行います。

幼稚園・保育園・認定こども園の育児相談 

か月までのお子さんの健康診査。内容は問診、身体測定、診察（内科・歯科）、

年度から無料） 

おおむね２歳３か月のお子さんの歯科健康診査。内容は、歯科検診、フッ素塗布（ブラッシング指導）、

か月までのお子さんの健康診査。内容は、問診、身体測定、尿検査、診察（内科・歯

年度から、市内小学校に入学するお子さんに、入学祝品として、ランドセルを贈呈しています。

発達障害児の早期発見、早期支援を目的として、相談業務や心理検査、小集団指導などを実施しています。

放課後や長期休業期間中等において、保護者が就労などにより留守となる家庭の小学生をお預かりし、遊

小学生の休日における活動の場を広げるため、土曜日・長期休業期間中の日曜日に、かみね動物園や日立

シビックセンター等の公共施設が無料となる「ひたち大好きパスポート」を発行しています。 

自分のよさに気付いたことを「未来パスポート」に記録して、教員や保護者がそれを受け止めるコメント

を記入し、小学１年生から中学３年生まで積み重ねることで、自分にはこんないいところがあると思える「自

赤ちゃん絵本や身近な子育て支援情報などの入ったパックをお渡しします。（２歳になる誕生日まで） 

家庭、地域、学校、図書館などが一体となり、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実などを図ります。 

０歳から２歳児までのお子さんと保護者を対象に、親子で楽しめる遊びや交流、子育て相談などを行っ

０歳から未就園児までのお子さんと保護者が集い、交流・育児相談などが利用できる場です。 

乳幼児の親子が交流、情報交換できる場です。保育士が常駐し、子育てに関する情報提供を行います。

か月までのお子さんの健康診査。内容は問診、身体測定、診察（内科・歯科）、

おおむね２歳３か月のお子さんの歯科健康診査。内容は、歯科検診、フッ素塗布（ブラッシング指導）、

か月までのお子さんの健康診査。内容は、問診、身体測定、尿検査、診察（内科・歯

年度から、市内小学校に入学するお子さんに、入学祝品として、ランドセルを贈呈しています。 

発達障害児の早期発見、早期支援を目的として、相談業務や心理検査、小集団指導などを実施しています。 

放課後や長期休業期間中等において、保護者が就労などにより留守となる家庭の小学生をお預かりし、遊

小学生の休日における活動の場を広げるため、土曜日・長期休業期間中の日曜日に、かみね動物園や日立

自分のよさに気付いたことを「未来パスポート」に記録して、教員や保護者がそれを受け止めるコメント

を記入し、小学１年生から中学３年生まで積み重ねることで、自分にはこんないいところがあると思える「自



 

 

■【先行】国際理解教育推進事業（イングリッシュキャンプ等）

小学６年生から中学３年生までを対象とした３つのコースの英語体験活動（イングリッシュキャンプ等）

を通じて、英語学習への興味・関心を喚起するとともにコミュニケーション能力の向上を図っています。

■ 職業探検少年団支援事業

ものづくり、科学、メディア、農業、水産業など

ンティアなどの指導の下、一年間の活動を通して「仕事」について探検（見る・聞く・体験）できます。

■ 文化少年団支援事業

子どもたちが、関心のある文化活動を自由に選択し、その文化に触れ、体験するため、茶道、将棋、華道

など

■ 未来を拓く科学大好き教育事業

ＮＰＯ法人「日立理科クラブ」の支援による理科授業の実施や、

て、科学への興味や関心を高める理科教育を実施しています。

■ ALT

小学１年生からＡＬＴによる「英語に触れる・親しむ」学習を実施するとともに、小学校高学年では、

時限の外国語活動中

■ 学校図書事務員の全校配置

学校における読書活動の推進及び学習環境整備のため、全ての小中学校に学校図書事務員を配置していま

す。また、図書館に配置した「子ども読書活動推

ドバイスを行っています。

■【新規】学校運営協議会制度検討事業

学校運営への地域住民等の参画を促進するとともに、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校

づくりを検討します。

■【先行】地域人材を活用した学力向上推進事業（放課後学習室）

小学６年生から中学３年生までを対象に、教員ＯＢや学生等の地域人材を活用して、長期休業期間中や平

日の放課後に放課後学習室を実施して、生徒一人一人の学習状況に応じた支援を行います。

■ 地域エキスパート活用事業

中学校の部活動に、専門的技術を持つ地域の指導者を派遣し、生徒の技術向上を図っています。

■ 特別活動推進事業（中学１年生全員を対象とした宿泊体験）

いじめの未然防止や学力向上等のため、自主的な「話し合いの場」を体験できる宿泊体験学習を実施して

います。

■ 生活指導員配置事業（一人一人の教育的ニーズに応じた支援）

特別な支援を必要とする児童・生徒が、十分な教育を受けられるように、生活指導員を配置しています。

■ 教育相談員の全校配置

いじめや不登校など、教育上の

学区の小学校にも定期的に訪問しています。

■ 環境教育活動支援事業

市内の子どもを中心とした団体（子ども会や少年団など）が行う、環境に関する活動（自然観察会、川や

海の調査など）を支援しています。（未就学児から高校生まで）

（その他の事業

 

 

 

■ 奨学金貸付事業（教育機会の確保）

教育の機会均等を図るため、経済的な理由によって修学困難な者の学業に必要な資金の貸付けを行ってい

ます。

■ 私立高等学校に対する助成事業

市内の私立高等学校の経営の健全性を高めるための支援を行っています。

■ 高校生に対する思春期教育事業

少子化対策の一環として、将来子どもを産みたいと希望する適切な時期に、妊娠・出産ができるように、

正しい知識の理解

 

 

 

● 小学校・中学校（つづき）

● 高等学校

■【先行】国際理解教育推進事業（イングリッシュキャンプ等）

小学６年生から中学３年生までを対象とした３つのコースの英語体験活動（イングリッシュキャンプ等）

を通じて、英語学習への興味・関心を喚起するとともにコミュニケーション能力の向上を図っています。

職業探検少年団支援事業

ものづくり、科学、メディア、農業、水産業など

ンティアなどの指導の下、一年間の活動を通して「仕事」について探検（見る・聞く・体験）できます。

文化少年団支援事業

子どもたちが、関心のある文化活動を自由に選択し、その文化に触れ、体験するため、茶道、将棋、華道

など 29 の少年団が活動しています。

未来を拓く科学大好き教育事業

ＮＰＯ法人「日立理科クラブ」の支援による理科授業の実施や、

て、科学への興味や関心を高める理科教育を実施しています。

ALT（外国語指導助手）の全校配置

小学１年生からＡＬＴによる「英語に触れる・親しむ」学習を実施するとともに、小学校高学年では、

時限の外国語活動中

学校図書事務員の全校配置

学校における読書活動の推進及び学習環境整備のため、全ての小中学校に学校図書事務員を配置していま

す。また、図書館に配置した「子ども読書活動推

ドバイスを行っています。

■【新規】学校運営協議会制度検討事業

学校運営への地域住民等の参画を促進するとともに、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校

づくりを検討します。

■【先行】地域人材を活用した学力向上推進事業（放課後学習室）

小学６年生から中学３年生までを対象に、教員ＯＢや学生等の地域人材を活用して、長期休業期間中や平

日の放課後に放課後学習室を実施して、生徒一人一人の学習状況に応じた支援を行います。

地域エキスパート活用事業

中学校の部活動に、専門的技術を持つ地域の指導者を派遣し、生徒の技術向上を図っています。

特別活動推進事業（中学１年生全員を対象とした宿泊体験）

いじめの未然防止や学力向上等のため、自主的な「話し合いの場」を体験できる宿泊体験学習を実施して

います。 

生活指導員配置事業（一人一人の教育的ニーズに応じた支援）

特別な支援を必要とする児童・生徒が、十分な教育を受けられるように、生活指導員を配置しています。

教育相談員の全校配置

いじめや不登校など、教育上の

学区の小学校にも定期的に訪問しています。

環境教育活動支援事業

市内の子どもを中心とした団体（子ども会や少年団など）が行う、環境に関する活動（自然観察会、川や

海の調査など）を支援しています。（未就学児から高校生まで）

その他の事業） 

 

奨学金貸付事業（教育機会の確保）

教育の機会均等を図るため、経済的な理由によって修学困難な者の学業に必要な資金の貸付けを行ってい

ます。 

私立高等学校に対する助成事業

市内の私立高等学校の経営の健全性を高めるための支援を行っています。

高校生に対する思春期教育事業

少子化対策の一環として、将来子どもを産みたいと希望する適切な時期に、妊娠・出産ができるように、

正しい知識の理解

小学校・中学校（つづき）

高等学校 

■【先行】国際理解教育推進事業（イングリッシュキャンプ等）

小学６年生から中学３年生までを対象とした３つのコースの英語体験活動（イングリッシュキャンプ等）

を通じて、英語学習への興味・関心を喚起するとともにコミュニケーション能力の向上を図っています。

職業探検少年団支援事業 【ひたちらしい取組】

ものづくり、科学、メディア、農業、水産業など

ンティアなどの指導の下、一年間の活動を通して「仕事」について探検（見る・聞く・体験）できます。

文化少年団支援事業 【ひたちらしい取組】

子どもたちが、関心のある文化活動を自由に選択し、その文化に触れ、体験するため、茶道、将棋、華道

の少年団が活動しています。

未来を拓く科学大好き教育事業

ＮＰＯ法人「日立理科クラブ」の支援による理科授業の実施や、

て、科学への興味や関心を高める理科教育を実施しています。

（外国語指導助手）の全校配置

小学１年生からＡＬＴによる「英語に触れる・親しむ」学習を実施するとともに、小学校高学年では、

時限の外国語活動中 30 時限が、ＡＬＴを活用した授業を実施しています。

学校図書事務員の全校配置 【ひたちらしい取組】

学校における読書活動の推進及び学習環境整備のため、全ての小中学校に学校図書事務員を配置していま

す。また、図書館に配置した「子ども読書活動推

ドバイスを行っています。 

■【新規】学校運営協議会制度検討事業

学校運営への地域住民等の参画を促進するとともに、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校

づくりを検討します。 

■【先行】地域人材を活用した学力向上推進事業（放課後学習室）

小学６年生から中学３年生までを対象に、教員ＯＢや学生等の地域人材を活用して、長期休業期間中や平

日の放課後に放課後学習室を実施して、生徒一人一人の学習状況に応じた支援を行います。

地域エキスパート活用事業 【ひたちらしい取組】

中学校の部活動に、専門的技術を持つ地域の指導者を派遣し、生徒の技術向上を図っています。

特別活動推進事業（中学１年生全員を対象とした宿泊体験）

いじめの未然防止や学力向上等のため、自主的な「話し合いの場」を体験できる宿泊体験学習を実施して

生活指導員配置事業（一人一人の教育的ニーズに応じた支援）

特別な支援を必要とする児童・生徒が、十分な教育を受けられるように、生活指導員を配置しています。

教育相談員の全校配置 

いじめや不登校など、教育上の

学区の小学校にも定期的に訪問しています。

環境教育活動支援事業 【ひたちらしい取組】

市内の子どもを中心とした団体（子ども会や少年団など）が行う、環境に関する活動（自然観察会、川や

海の調査など）を支援しています。（未就学児から高校生まで）

 ■ スポーツ少年団支援事業

 ■ 私立保育園等児童クラブ運営費補助事業

奨学金貸付事業（教育機会の確保）

教育の機会均等を図るため、経済的な理由によって修学困難な者の学業に必要な資金の貸付けを行ってい

私立高等学校に対する助成事業

市内の私立高等学校の経営の健全性を高めるための支援を行っています。

高校生に対する思春期教育事業

少子化対策の一環として、将来子どもを産みたいと希望する適切な時期に、妊娠・出産ができるように、

正しい知識の理解・啓発を行っています。

小学校・中学校（つづき） 

■【先行】国際理解教育推進事業（イングリッシュキャンプ等）

小学６年生から中学３年生までを対象とした３つのコースの英語体験活動（イングリッシュキャンプ等）

を通じて、英語学習への興味・関心を喚起するとともにコミュニケーション能力の向上を図っています。

【ひたちらしい取組】

ものづくり、科学、メディア、農業、水産業など

ンティアなどの指導の下、一年間の活動を通して「仕事」について探検（見る・聞く・体験）できます。

【ひたちらしい取組】

子どもたちが、関心のある文化活動を自由に選択し、その文化に触れ、体験するため、茶道、将棋、華道

の少年団が活動しています。 

未来を拓く科学大好き教育事業（科学学習推進事業）

ＮＰＯ法人「日立理科クラブ」の支援による理科授業の実施や、

て、科学への興味や関心を高める理科教育を実施しています。

（外国語指導助手）の全校配置 【ひたちらしい取組】

小学１年生からＡＬＴによる「英語に触れる・親しむ」学習を実施するとともに、小学校高学年では、

時限が、ＡＬＴを活用した授業を実施しています。

【ひたちらしい取組】

学校における読書活動の推進及び学習環境整備のため、全ての小中学校に学校図書事務員を配置していま

す。また、図書館に配置した「子ども読書活動推

■【新規】学校運営協議会制度検討事業 

学校運営への地域住民等の参画を促進するとともに、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校

■【先行】地域人材を活用した学力向上推進事業（放課後学習室）

小学６年生から中学３年生までを対象に、教員ＯＢや学生等の地域人材を活用して、長期休業期間中や平

日の放課後に放課後学習室を実施して、生徒一人一人の学習状況に応じた支援を行います。

【ひたちらしい取組】

中学校の部活動に、専門的技術を持つ地域の指導者を派遣し、生徒の技術向上を図っています。

特別活動推進事業（中学１年生全員を対象とした宿泊体験）

いじめの未然防止や学力向上等のため、自主的な「話し合いの場」を体験できる宿泊体験学習を実施して

生活指導員配置事業（一人一人の教育的ニーズに応じた支援）

特別な支援を必要とする児童・生徒が、十分な教育を受けられるように、生活指導員を配置しています。

いじめや不登校など、教育上の諸問題に早期に対応するため、学校訪問相談員を市内の全中学校に配置し、

学区の小学校にも定期的に訪問しています。

【ひたちらしい取組】

市内の子どもを中心とした団体（子ども会や少年団など）が行う、環境に関する活動（自然観察会、川や

海の調査など）を支援しています。（未就学児から高校生まで）

スポーツ少年団支援事業

保育園等児童クラブ運営費補助事業

奨学金貸付事業（教育機会の確保） 

教育の機会均等を図るため、経済的な理由によって修学困難な者の学業に必要な資金の貸付けを行ってい

私立高等学校に対する助成事業 

市内の私立高等学校の経営の健全性を高めるための支援を行っています。

高校生に対する思春期教育事業 

少子化対策の一環として、将来子どもを産みたいと希望する適切な時期に、妊娠・出産ができるように、

・啓発を行っています。 
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■【先行】国際理解教育推進事業（イングリッシュキャンプ等）

小学６年生から中学３年生までを対象とした３つのコースの英語体験活動（イングリッシュキャンプ等）

を通じて、英語学習への興味・関心を喚起するとともにコミュニケーション能力の向上を図っています。

【ひたちらしい取組】 

ものづくり、科学、メディア、農業、水産業など 11 の職業を体験できる少年団で、地域の専門家やボラ

ンティアなどの指導の下、一年間の活動を通して「仕事」について探検（見る・聞く・体験）できます。

【ひたちらしい取組】 

子どもたちが、関心のある文化活動を自由に選択し、その文化に触れ、体験するため、茶道、将棋、華道

（科学学習推進事業） 【ひたちらしい取組・先駆的取組】

ＮＰＯ法人「日立理科クラブ」の支援による理科授業の実施や、

て、科学への興味や関心を高める理科教育を実施しています。

【ひたちらしい取組】

小学１年生からＡＬＴによる「英語に触れる・親しむ」学習を実施するとともに、小学校高学年では、

時限が、ＡＬＴを活用した授業を実施しています。

【ひたちらしい取組】 

学校における読書活動の推進及び学習環境整備のため、全ての小中学校に学校図書事務員を配置していま

す。また、図書館に配置した「子ども読書活動推進アドバイザー」が、市内の小中学校を巡回し、様々なア

学校運営への地域住民等の参画を促進するとともに、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校

■【先行】地域人材を活用した学力向上推進事業（放課後学習室）

小学６年生から中学３年生までを対象に、教員ＯＢや学生等の地域人材を活用して、長期休業期間中や平

日の放課後に放課後学習室を実施して、生徒一人一人の学習状況に応じた支援を行います。

【ひたちらしい取組】 

中学校の部活動に、専門的技術を持つ地域の指導者を派遣し、生徒の技術向上を図っています。

特別活動推進事業（中学１年生全員を対象とした宿泊体験）

いじめの未然防止や学力向上等のため、自主的な「話し合いの場」を体験できる宿泊体験学習を実施して

生活指導員配置事業（一人一人の教育的ニーズに応じた支援）

特別な支援を必要とする児童・生徒が、十分な教育を受けられるように、生活指導員を配置しています。

諸問題に早期に対応するため、学校訪問相談員を市内の全中学校に配置し、

学区の小学校にも定期的に訪問しています。 

【ひたちらしい取組】 

市内の子どもを中心とした団体（子ども会や少年団など）が行う、環境に関する活動（自然観察会、川や

海の調査など）を支援しています。（未就学児から高校生まで）

スポーツ少年団支援事業  ■ 小中連携教育の推進（小中学校間の交流の活性化）

保育園等児童クラブ運営費補助事業

教育の機会均等を図るため、経済的な理由によって修学困難な者の学業に必要な資金の貸付けを行ってい

市内の私立高等学校の経営の健全性を高めるための支援を行っています。

少子化対策の一環として、将来子どもを産みたいと希望する適切な時期に、妊娠・出産ができるように、

 

■【先行】国際理解教育推進事業（イングリッシュキャンプ等） 【先駆的取組】

小学６年生から中学３年生までを対象とした３つのコースの英語体験活動（イングリッシュキャンプ等）

を通じて、英語学習への興味・関心を喚起するとともにコミュニケーション能力の向上を図っています。

の職業を体験できる少年団で、地域の専門家やボラ

ンティアなどの指導の下、一年間の活動を通して「仕事」について探検（見る・聞く・体験）できます。

子どもたちが、関心のある文化活動を自由に選択し、その文化に触れ、体験するため、茶道、将棋、華道

【ひたちらしい取組・先駆的取組】

ＮＰＯ法人「日立理科クラブ」の支援による理科授業の実施や、小学校に「理科室のおじさん」を配置し

て、科学への興味や関心を高める理科教育を実施しています。 

【ひたちらしい取組】 

小学１年生からＡＬＴによる「英語に触れる・親しむ」学習を実施するとともに、小学校高学年では、

時限が、ＡＬＴを活用した授業を実施しています。

学校における読書活動の推進及び学習環境整備のため、全ての小中学校に学校図書事務員を配置していま

進アドバイザー」が、市内の小中学校を巡回し、様々なア

学校運営への地域住民等の参画を促進するとともに、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校

■【先行】地域人材を活用した学力向上推進事業（放課後学習室） 【先駆的取組】

小学６年生から中学３年生までを対象に、教員ＯＢや学生等の地域人材を活用して、長期休業期間中や平

日の放課後に放課後学習室を実施して、生徒一人一人の学習状況に応じた支援を行います。

中学校の部活動に、専門的技術を持つ地域の指導者を派遣し、生徒の技術向上を図っています。

特別活動推進事業（中学１年生全員を対象とした宿泊体験） 

いじめの未然防止や学力向上等のため、自主的な「話し合いの場」を体験できる宿泊体験学習を実施して

生活指導員配置事業（一人一人の教育的ニーズに応じた支援） 

特別な支援を必要とする児童・生徒が、十分な教育を受けられるように、生活指導員を配置しています。

諸問題に早期に対応するため、学校訪問相談員を市内の全中学校に配置し、

市内の子どもを中心とした団体（子ども会や少年団など）が行う、環境に関する活動（自然観察会、川や

海の調査など）を支援しています。（未就学児から高校生まで） 

小中連携教育の推進（小中学校間の交流の活性化）

保育園等児童クラブ運営費補助事業 

教育の機会均等を図るため、経済的な理由によって修学困難な者の学業に必要な資金の貸付けを行ってい

市内の私立高等学校の経営の健全性を高めるための支援を行っています。

少子化対策の一環として、将来子どもを産みたいと希望する適切な時期に、妊娠・出産ができるように、

【先駆的取組】 

小学６年生から中学３年生までを対象とした３つのコースの英語体験活動（イングリッシュキャンプ等）

を通じて、英語学習への興味・関心を喚起するとともにコミュニケーション能力の向上を図っています。

の職業を体験できる少年団で、地域の専門家やボラ

ンティアなどの指導の下、一年間の活動を通して「仕事」について探検（見る・聞く・体験）できます。

子どもたちが、関心のある文化活動を自由に選択し、その文化に触れ、体験するため、茶道、将棋、華道

【ひたちらしい取組・先駆的取組】

小学校に「理科室のおじさん」を配置し

小学１年生からＡＬＴによる「英語に触れる・親しむ」学習を実施するとともに、小学校高学年では、

時限が、ＡＬＴを活用した授業を実施しています。 

学校における読書活動の推進及び学習環境整備のため、全ての小中学校に学校図書事務員を配置していま

進アドバイザー」が、市内の小中学校を巡回し、様々なア

学校運営への地域住民等の参画を促進するとともに、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校

【先駆的取組】 

小学６年生から中学３年生までを対象に、教員ＯＢや学生等の地域人材を活用して、長期休業期間中や平

日の放課後に放課後学習室を実施して、生徒一人一人の学習状況に応じた支援を行います。

中学校の部活動に、専門的技術を持つ地域の指導者を派遣し、生徒の技術向上を図っています。

いじめの未然防止や学力向上等のため、自主的な「話し合いの場」を体験できる宿泊体験学習を実施して

特別な支援を必要とする児童・生徒が、十分な教育を受けられるように、生活指導員を配置しています。

諸問題に早期に対応するため、学校訪問相談員を市内の全中学校に配置し、

市内の子どもを中心とした団体（子ども会や少年団など）が行う、環境に関する活動（自然観察会、川や

小中連携教育の推進（小中学校間の交流の活性化）

教育の機会均等を図るため、経済的な理由によって修学困難な者の学業に必要な資金の貸付けを行ってい

市内の私立高等学校の経営の健全性を高めるための支援を行っています。 

少子化対策の一環として、将来子どもを産みたいと希望する適切な時期に、妊娠・出産ができるように、

小学６年生から中学３年生までを対象とした３つのコースの英語体験活動（イングリッシュキャンプ等）

を通じて、英語学習への興味・関心を喚起するとともにコミュニケーション能力の向上を図っています。

の職業を体験できる少年団で、地域の専門家やボラ

ンティアなどの指導の下、一年間の活動を通して「仕事」について探検（見る・聞く・体験）できます。

子どもたちが、関心のある文化活動を自由に選択し、その文化に触れ、体験するため、茶道、将棋、華道

【ひたちらしい取組・先駆的取組】 

小学校に「理科室のおじさん」を配置し

小学１年生からＡＬＴによる「英語に触れる・親しむ」学習を実施するとともに、小学校高学年では、

学校における読書活動の推進及び学習環境整備のため、全ての小中学校に学校図書事務員を配置していま

進アドバイザー」が、市内の小中学校を巡回し、様々なア

学校運営への地域住民等の参画を促進するとともに、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校

 

小学６年生から中学３年生までを対象に、教員ＯＢや学生等の地域人材を活用して、長期休業期間中や平

日の放課後に放課後学習室を実施して、生徒一人一人の学習状況に応じた支援を行います。 

中学校の部活動に、専門的技術を持つ地域の指導者を派遣し、生徒の技術向上を図っています。

いじめの未然防止や学力向上等のため、自主的な「話し合いの場」を体験できる宿泊体験学習を実施して

特別な支援を必要とする児童・生徒が、十分な教育を受けられるように、生活指導員を配置しています。

諸問題に早期に対応するため、学校訪問相談員を市内の全中学校に配置し、

市内の子どもを中心とした団体（子ども会や少年団など）が行う、環境に関する活動（自然観察会、川や

小中連携教育の推進（小中学校間の交流の活性化）

教育の機会均等を図るため、経済的な理由によって修学困難な者の学業に必要な資金の貸付けを行ってい

少子化対策の一環として、将来子どもを産みたいと希望する適切な時期に、妊娠・出産ができるように、

小学６年生から中学３年生までを対象とした３つのコースの英語体験活動（イングリッシュキャンプ等）

を通じて、英語学習への興味・関心を喚起するとともにコミュニケーション能力の向上を図っています。 

の職業を体験できる少年団で、地域の専門家やボラ

ンティアなどの指導の下、一年間の活動を通して「仕事」について探検（見る・聞く・体験）できます。 

子どもたちが、関心のある文化活動を自由に選択し、その文化に触れ、体験するため、茶道、将棋、華道

小学校に「理科室のおじさん」を配置し

小学１年生からＡＬＴによる「英語に触れる・親しむ」学習を実施するとともに、小学校高学年では、35

学校における読書活動の推進及び学習環境整備のため、全ての小中学校に学校図書事務員を配置していま

進アドバイザー」が、市内の小中学校を巡回し、様々なア

学校運営への地域住民等の参画を促進するとともに、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校

小学６年生から中学３年生までを対象に、教員ＯＢや学生等の地域人材を活用して、長期休業期間中や平

中学校の部活動に、専門的技術を持つ地域の指導者を派遣し、生徒の技術向上を図っています。 

いじめの未然防止や学力向上等のため、自主的な「話し合いの場」を体験できる宿泊体験学習を実施して

特別な支援を必要とする児童・生徒が、十分な教育を受けられるように、生活指導員を配置しています。 

諸問題に早期に対応するため、学校訪問相談員を市内の全中学校に配置し、

市内の子どもを中心とした団体（子ども会や少年団など）が行う、環境に関する活動（自然観察会、川や

小中連携教育の推進（小中学校間の交流の活性化） 

教育の機会均等を図るため、経済的な理由によって修学困難な者の学業に必要な資金の貸付けを行ってい

少子化対策の一環として、将来子どもを産みたいと希望する適切な時期に、妊娠・出産ができるように、
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