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Ⅰ　序　章

（１）住民サービスの向上
　個人を中心としたライフスタイルによる価値観や生活様式の変化及び少
子高齢化の進展など、高度化、多様化する住民ニーズに的確に対応してい
く必要性があります。

（２）広域的なまちづくり
　交通情報通信手段の発達等により日常的な住民の行動範囲が自治体の枠
を越えて拡大しており、行政サービスの広域化や行政区域の見直しの必要
性があります。

（３）バランスのとれたまちづくり
　教育や保健福祉、産業、居住、生活環境など各種各分野においてバラン
スがとれ、子どもから高齢者、男女ともに暮らしやすい職住一体のまちづ
くりを進めていく必要性があります。

（４）行財政基盤の強化
　効率的な行政を行なうため、行財政改革を積極的に推進していく必要性
があります。
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（１）計画策定の趣旨
　21世紀を迎え社会経済情勢は大きく変革しようとしており、日立市、
十王町とも、ますます高度化、多様化する住民ニーズに的確に対応してい
くためにも、行政体としての基礎的な能力を高め、効果的かつ効率的な施
策を展開することが求められています。
　さらに、両市町が有する地域資源を相互に活かしたまちづくりが必要と
されています。
　本計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」第５条の規定に基づき
策定するものであり、合併する日立市と十王町の新しいまちづくりを総合
的かつ効果的に推進するため、日立市基本構想「創造とふれあいの都

ま

市
ち

・
日立」と十王町総合計画「人と自然が響きあう定住都市・十王」とを踏ま
えて、日立市と十王町の合併に伴う「まちづくりの基本方針」を定め、総
合的な「まちづくり計画」として策定するものです。
　日立市と十王町の合併により、住民が協働し、活力があり、安心して生
活できるまちづくりを進め、速やかな一体化を促進し、地域の更なる発展
と住民福祉の向上を図るための、新しいまちづくりの基本的指針となり、
具体的な施策の方向性を示すものです。

（２）計画の構成
　本計画は、次の項目で構成します。

　　　　Ⅰ　序章
　　　　Ⅱ　新市の概況
　　　　Ⅲ　主要指標の見通し
　　　　Ⅳ　新市建設の基本方針
　　　　Ⅴ　新市の施策
　　　　Ⅵ　公共施設の適正配置と整備
　　　　Ⅶ　財政計画

（３）計画の期間
　建設の基本方針は、長期的展望に立ったものとし、建設計画及び財政計
画の計画期間は、平成17年度から平成33年度までの17か年とします。
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Ⅱ　新市の概況

　新市は、茨城県の北東部に位置し、東は太平洋に面して風光明媚な海岸
線を有し、西には阿武隈山地の支脈である多賀山地が連なり、市内の半分
以上を覆っています。
　北は高萩市、西は常陸太田市、南は久慈川をはさんで東海村と接してい
ます。東京からは約150km、水戸市の北約40kmに位置しています。首
都圏とは、常磐自動車道、国道６号、JＲ常磐線等で結ばれており、交通
条件に恵まれた地域です。
　新市の気候は、四季を通じて寒暖の差が少なく温和であり、地震や風水
害などの自然災害は比較的少なく、恵まれた自然環境にあります。

　新市は、225.55㎢の面積を有し、地目別では、山林59.1％、宅地
15.0％、田畑7.1％となっており、自然環境の豊かな地域といえます。
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Ⅲ　主要指標の見通し

（１）総人口
　本計画の目標年次である平成33年度の人口を、17～19万人の間と想定
します。
　少子高齢化の進展とともに、将来的にも人口減少が続くものと見られま
す。

（単位：人）

H7年
（実績）

H12年
（実績）

H17年
（実績）

H22年
（実績）

H26年
（実績）

H33年
（推計）

総人口 212,304 206,589 199,218 193,129 185,206 170,000 ～190,000

（２）年齢別人口及び構成比率
　全国的な少子高齢化傾向は、新市においても例外でなく、年少人口につ
いては、平成33年には２万人前後となり、構成比も11％台に減少する見
込みです。
　高齢者人口は、年々増加し、平成33年には５万６千人前後となり、高
齢化率も30％台に達する見通しです。
　生産年齢人口は、平成33年には９万６千人から11万２千人程度になり、
構成比も60％を下回ると想定します。

（単位：人）

H7年
（実績）

H12年
（実績）

H17年
（実績）

H22年
（実績）

H26年
（実績）

H33年
（推計）

年 少 人 口
（０～14歳）

33,907 30,877 28,555 25,861 22,596 19,000
～ 21,000

16.0％ 15.0％ 14.3％ 13.4％ 12.3％ 11.2％
～ 11.0％

生産年齢人口
（15～64歳）

149,337 141,524 129,113 118,012 109,123 96,000
～112,000

70.3％ 68.5％ 64.8％ 61.3％ 59.1％ 56.5％
～ 59.0％

高齢者人口
（65歳～）

29,036 34,153 41,537 48,620 52,851 55,000
～ 57,000

13.7％ 16.5％ 20.9％ 25.3％ 28.6％ 32.3％
～ 30.0％

注：年齢不詳を含まないため、各年の合計値は、（1）総人口と一致しない場合があります。
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　新市の世帯数については、核家族化の進行により、平成33年まで
７万８千世帯程度で推移すると想定します。

H7年
（実績）

H12年
（実績）

H17年
（実績）

H22年
（実績）

H26年
（実績）

H33年
（推計）

世 帯 数
（世帯） 75,703 77,259 76,659 77,965 78,191 78,000

1世帯あたり人口
（人） 2.80 2.67 2.60 2.48 2.37 2.18

～ 2.44
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Ⅳ　新市建設の基本方針

　新市が有する産業や様々な都市基盤、文化や自然風土、コミュニティな
ど、それぞれの特性を活かしあうまちづくりを進めていくとともに、高度
化、多様化する住民ニーズに的確に対応する県北の拠点都市の形成を目指
し、新市の将来像を次のとおりとします。

『活力ある　創造・交流・環境 都市』
－自然と共生するにぎわいあるまちづくり－

将　来　像
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○ 21世紀を拓く創造性を育むまち
まちの活力を生み出し、創造性豊かな人材を育てるまちづくり
を目指します。

○ うるおいある安全で安心に暮らせる快適なまち
安全性や利便性の高い快適な都市空間を創出し、活発な交流の
あるまちづくりを目指します。

○ ゆとりと豊かさが享受できるまち
恵まれた自然環境の中で、誰もが健やかにすごせるまちづくり
を目指します。

　新市は、日本有数の産業集積を有するとともに、南北に長い海岸線、住
宅地に隣接する里山など豊かな自然環境を有しています。
　少子高齢化の進行や国際化、高度情報化の進展など、時代の大きな変革
期である今、時代の潮流とそれに伴う課題を的確に把握し、状況変化に柔
軟に対応したまちづくりを推進していくことが必要です。
　新市においては、今日まで培われてきた固有の歴史や文化を受け継ぎ、
時代及び地域の要請に応え、将来像である「活力ある　創造・交流・環境
都市」を具現化するため、「新市の基本目標」を次のように定めます。

新市の基本目標
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　新市の基本目標を実現していくため、以下のように「まちづくりの方向
性」を定め施策の推進を図ります。

産業の振興 
・特色ある新たな分野への進出支援 
・産業の再構築によるまちの活性化 

教育･文化の育成 
・一人ひとりの個性を生かす教育の推進 
・地域の特色に根ざした文化の振興 

福祉と保健医療の充実 
・共に支えあう福祉の強化 
・健康づくり施策の推進と保健医療の充実 

生活環境の向上 
・自然と調和した生活環境の整備 
・安全で安心して暮らせる防犯防災体制の充実 

都市基盤の整備 
・都市機能の集積によるにぎわいの拡充 
・広域交流を推進するネットワークの整備 

市民参加のまちづくり 
・市民・企業・行政の協働によるまちづくりの推進 

行財政改革の一層の推進（施策共通） 
・効率的な行政施策の実施 
・健全な財政基盤の充実、強化 

まちづくりの方向性
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　両市町においては、昭和46年の「日立都市計画区域（日立市、十王町
及び常陸太田市の一部を区域とする）」指定以降、広域的な視点に立ち、
一体的な都市として総合的に整備、開発及び保全することとして、土地利
用が進められてきました。
　今後も、平成12年度策定の日立市都市計画マスタープラン、平成14年
度策定の十王町都市計画マスタープランをはじめとし、農業振興地域整備
計画及び森林整備計画等の個別計画を継承し土地利用を図ります。



Ⅴ新市の施策
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Ⅴ　新市の施策

　新市の施策の推進にあたっては、日立市基本計画及び十王町総合計画を
踏まえ、茨城県長期総合計画などを考慮しながら、新市としての一体性を
速やかに確立するとともに、地域住民の福祉の向上と均衡ある発展を図る
ため「まちづくりの方向性」に基づき、次のような事業を展開します。

　都市基盤の充実と市民生活の質の向上を図るためには、地域経済の持続
的な成長が必要とされます。新市においては今後も製造業が地域経済の牽
引力として大きな役割を果たすものと考えられ、地域経済が持続的に発展
するには、基幹産業である製造業の活力の回復とともに、新たな産業への
展開が望まれています。
　水資源のかん養、国土保全の観点からも大きな役割を果たす農林業につ
いては、都市部住民との交流の場となる拠点施設の整備など新たな農林業
のあり方を創出するとともに、既存の農林業についても経営支援を行ない
ます。
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（１）商工業
●経済情勢の変化に対応した工業振興施策の推進
●商業の魅力向上支援と活性化の推進

主要施策 施策の方向と主な事業
工業の高度化 ○新産業の創造とベンチャー型企業の育成

　・創業、環境整備と金融支援
　・新分野、新商品に対する表彰
○ものづくり産業の高度化
　・各種技術の高度化に関する支援
　・新製品開発に関する支援
○人材の育成と技術の継承
　・インターンシップによる産と学の連携
　・児童生徒の生産現場体験実施

【主な事業】
　•中小企業支援導入機器等整備事業
　•新製品開発等支援融資制度
　•ベンチャーセミナーの開催

魅力ある商業の創造 ○商店街の魅力アップの支援
　・インターネット等を活用した情報提供事業へ
　　の支援
○集客のためのイベントの開催
　・ナイトバザールや商業イベントへの支援
○商店街の利便性向上を図る環境整備
　・駐車場の整備や共用化、バリアフリー化の推進

【主な事業】
　•空き店舗等の有効活用支援
　•中小企業者金融促進事業
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（２）農林水産業
・総合的な農林水産業振興施策の展開
・交流による新たな農林水産業の創出

主要施策 施策の方向と主な事業
農林水産業生産基盤の
整備

○地域営農システムの確立
　・農作業の受委託や農地集約等の経営改善
○中山間地域の整備と活用
　・中山間地域のほ場整備、農道整備
　・中山間地域の住環境改善
○畜産環境の整備
○森林整備の促進
　・市町村森林整備計画に基づく造林等の支援
○漁港の整備
　・施設改修の推進、施設安全管理の強化

【主な事業】
　•新山村振興農林漁業特別対策事業
　•中山間地域等直接支払事業
　•森林整備地域活動支援事業

地域交流事業の推進 ○交流拠点施設の整備
　・都市農村交流促進事業、体験農業への支援
○地産地消事業の推進
　・商品化の検討や販売体制の整備

【主な事業】
　•パイプハウス団地化形成事業

【県事業】
主要施策 事　業　名

農林水産業生産基盤の
整備

•中山間地域総合整備事業
•県営ふるさと農道整備事業
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（３）観光・レクリエーション
・交流機能の充実と地域の特性を活かした事業展開の推進
・観光・レクリエーション情報の積極的な発信（ＰＲ）

主要施策 施策の方向と主な事業
観光拠点の整備とネッ 
トワーク化

○観光拠点施設の整備
　・観光地へのアクセス向上と駐車場の整備
　・トイレやシャワーなどの利便施設の整備
○ハイキングコース等の整備
　・高鈴山、石尊山のハイキングコース整備
○海辺の整備・活用
　・各海水浴場の景観整備と利便性向上
　・海岸の利活用
○総合的な観光情報の提供
　・宣伝事業の充実
　・観光インフォメーションセンターの設置

【主な事業】
　•石

せき

尊
そん

山
さん

～神
かみ

峰
ね

山
さん

ハイキングコースの整備
　•かみね公園及び動物園整備事業
　•パノラマ公園駐車場拡張整備事業
　•河原子海岸北浜一帯整備事業
　•観光インフォメーションセンターの設置
　•奥日立きららの里整備事業
　•温泉保養施設整備運営事業
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（４）港湾
・安全で使いやすい港づくりの推進
・親水空間の確保など、快適な港湾環境の創出

主要施策 施策の方向と主な事業
港湾施設の整備促進 ○港湾施設の整備促進

　・沖防波堤の整備など利便性の向上
○親しまれる港づくりの促進
　・港を活用したイベント等の展開

【主な事業】
　•日立港改修事業の促進

【県事業】
主要施策 事　業　名

港湾施設の整備 •日立港改修事業
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　成長型社会から成熟型社会への移行、高度情報化や国際化の進展など社
会の枠組みは大きく変化しようとしており、これらの社会変化に対応でき
るひとづくりが重要な課題となっています。
　学校教育の分野では、地域固有の学校教育のあり方を構築し、ゆとりの
中で、生きる力の育成や、社会の変化に対応できる教育環境の整備を推進
します。
　また、生涯学習の分野では、スポーツ施設や図書館など市民一人ひとり
のニーズに対応できる学習環境の整備を推進します。
　さらに、地域の歴史や文化の継承、保存に努めながら、これらの有効な
活用を図り、市民の芸術・文化活動を支援するとともに、優れた芸術・文
化に触れることができる環境整備を進めます。
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（１）学校教育
・安全で機能的な心やすらぐ教育環境の整備
・生きる力の育成や国際化、情報化に対応する教育環境の整備

主要施策 施策の方向と主な事業
学校施設機能の向上 ○既存校舎の改修・改築

　・小中学校の大規模改修、改築又は建替え
○屋内運動場等の整備
　・体育館、運動場、プールの改修
○幼稚園園舎の整備
○学校給食調理場の整備

【主な事業】
　•小中学校の大規模改修、改築又は建替え
　　（大久保中学校、山部小学校　ほか）
　•体育館、運動場、プールの改修
　　（久慈中学校、十王中学校　ほか）
　•幼稚園園舎の整備
　　（金沢幼稚園、櫛

くし

形
がた

幼稚園　ほか）

多様な学習形態・開か
れた学校運営の導入

○インターネットが活用できる環境整備
　・高速回線への接続による利便性の向上
○「総合的な学習の時間」の活用
　・国際理解教育、地域特性を生かした学習
○体験的学習の推進
　・宿泊学習や社会（職場）体験学習
○地域に開かれた学校づくりの推進

【主な事業】
　•学校評議員制度の活用
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（２）生涯学習
・市民一人ひとりのライフステージに対応する学習環境の整備
・体力や年齢に応じていつでもスポーツに親しめる環境の整備

主要施策 施策の方向と主な事業
生涯学習環境の整備 ○生涯学習拠点の地域運営及び環境整備の推進

　・地域における管理運営母体の設立及び助成
　・生涯学習施設の機能充実、施設整備　
○図書館サービス拠点の整備・充実
　・図書館資料の充実
　・図書館の適正配置
○県北地区生涯学習センターの誘致促進

【主な事業】
　•生涯学習拠点施設の整備
　•ひたち生き生き百年塾運動の推進

スポーツ・レクリエー
ション施設の整備

○施設の整備と振興体制の充実
　・各種体育施設の機能向上
　・スポーツ指導者等の人材育成

【主な事業】
　•市民運動公園野球場整備（改修）事業
　•総合運動広場整備（改修）事業
　　（十王スポーツ広場体育館、じゅうおう市民
　　　プール）
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（３）文化・国際交流
・優れた芸術・文化に触れることができる環境整備
・国際化に対応する人材育成と環境の充実

主要施策 施策の方向と主な事業
芸術・文化活動の推進 ○市民が主体となる芸術・文化活動への支援

　・文化活動組織に対する支援の充実
　・地域文化等の伝承の推進
○芸術等鑑賞機会の拡充
　・科学文化情報財団等の自主事業への支援

【主な事業】
　•十王町史編さん事業
　•科学文化情報財団等の自主事業への支援

国際化に関する活動の
推進

○姉妹都市との連携強化と国際化の充実
　・日立市国際化推進計画に基づく各種施策の展開
　・姉妹都市等交流機会の拡大及び支援
　・国際交流組織の体制強化

【主な事業】
　•姉妹都市等交流機会の提供
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　少子高齢化の進展により家族形態や世帯構成が大きく変化し、子育てや
介護に関する市民ニーズが高まっています。このため、保健、医療、福祉
それぞれの環境整備を総合的に推進するとともに、安心していきいきと生
活できる地域社会を目指します。
　さらに、健康な心身は豊かな生活の基盤であり、人々の健康づくりに対
する関心は年々高まっています。健康で安心して過ごすことができる施策
を進めます。

（１）保健・医療
・生涯を健康に暮らせる環境の充実
・安心できる地域医療体制の確立

主要施策 施策の方向と主な事業
健康づくりの推進 ○各種健康づくり運動の推進

　・ライフステージに合わせた健康づくり活動の
　　推進

【主な事業】
　•ヘルスロード推進事業
　•24時間電話健康相談事業
　•高齢者の健康づくり、健康教室

保健・医療の推進 ○検診・保健・相談事業の充実
　・各種がん検診、母子保健相談事業の実施
○休日緊急診療事業、病院群輪番制の支援
　・休日緊急診療所
　・休日や夜間の治療活動への支援

【主な事業】
　•生活習慣病予防対策事業
　•母子保健対策事業
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（２）高齢福祉
・高齢者保健福祉計画に基づく福祉サービスの整備充実
・心身の健康を保ち、豊かに活力ある日常生活が営める環境整備

主要施策 施策の方向と主な事業
在宅福祉サービスの充実 ○介護保険サービスの充実

　・介護保険サービスの向上

【主な事業】
　•配食サービス事業
　•介護予防支援事業

施設福祉サービスの充実 ○高齢者福祉施設の機能向上と充実
　・民間の介護保険施設整備に対する支援

【主な事業】
　•介護保険施設の改築
　•老人福祉施設等の民間整備費助成事業
　•介護支援センターの充実
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（３）児童福祉
・総合的な少子化対策の推進、保育体制・保育環境の充実
・子どもを安心して生み育てられる支援体制の整備促進

主要施策 施策の方向と主な事業
児童の健全育成と
子育て家庭の支援

○放課後児童の健全育成
　・児童クラブ等の整備と充実
○子育て支援事業の拡充
　・中心市街地における子育て支援施設の整備

【主な事業】
　•放課後児童クラブの増設
　•子育て支援施設整備事業

保育体制･保育環境の充実 ○保育環境の整備と充実
　・園舎の計画的な整備と改修

【主な事業】
　•保育園施設の改築及び内容の充実
　•私立保育園整備助成事業
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（４）障害福祉
・ノーマライゼーションの理念に基づく生活環境の整備
・自立と社会参加を促進する各種施策の推進

主要施策 施策の方向と主な事業
施設福祉サービスの充実 ○通所、入所施策の整備

　・福祉施設の総合的整備
　・民間団体の施設設置に対する支援
○グループホーム等施設への支援
　・グループホーム施設の整備促進

【主な事業】
　•民間の障害者支援施設に対する支援

積極的な社会参加の促進 ○公共施設等のバリアフリー化の促進
　・人にやさしい環境の整備

【主な事業】
　•公共施設等のバリアフリー化の推進
　•障害者居宅生活支援費支給事業
　•障害者施設訓練等支援費支給事業
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　地球規模での環境問題に対応していくため、市民、事業者及び市がそれ
ぞれの責任を果たし、協働して取り組んでいく必要があります。
　このため、豊かな自然環境を保全するとともに、活発な都市活動とバラ
ンスの取れた資源循環型システムの整備を進めます。
　また、市民の生命・財産を守るため、河川整備をはじめ、消防、防犯防
災機能の充実を図ります。

（１）環境づくり
・市民、事業者及び市との連携による生活環境対策の充実
・リサイクルの推進による廃棄物の資源化、減量化

主要施策 施策の方向と主な事業
総合的な環境行政の推進 ○環境にやさしい施設・設備の導入推進

　・低公害車、新エネルギーの導入支援
　・環境教育の推進、監視体制の強化

ごみ・し尿処理の適正化 ○再生資源の分別収集推進
　・容器包装の分別収集
○浄化槽等整備の推進
　・浄化槽施設の整備支援

【主な事業】
　•プラスチック容器包装の分別収集事業
　•合併浄化槽整備推進事業
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（２）河川・緑地
・治水機能の向上、安全な親水空間の整備
・自然環境の保全、レクリエーション空間として親しめる河川、緑地の整備

主要施策 施策の方向と主な事業
河川・水路・緑地の整備 ○河川の改修

　・治水
○排水路・調整池の整備
　・浸水被害の防止
○自然環境に配慮した河川整備の推進
　・親水空間の整備

【主な事業】
　•十王川親水空間整備事業
　•神峰公園総合整備事業
　•３溜池森林浴コース整備事業
　•大沼川ほか河川整備事業

【県事業】
主要施策 事　業　名

河川・水路・緑地の整備 •二級河川瀬上川改修事業
•一級河川茂宮川改修事業
•二級河川十王川改修事業
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（３）上下水道
・安全で安定した給水の確保
・下水道事業の整備充実

主要施策 施策の方向と主な事業
上水道施設の整備 ○導水、送水管等の維持、更新

○浄水場、配水場等の維持管理
　・老朽化への対応
○給水区域内の管網の効率的整備
　・配水区域のブロック化

【主な事業】
　•老朽化施設の更新及び改修

下水処理施設の整備 ○老朽化施設の更新､ 改修
○広域的汚泥処理事業の推進

【主な事業】
　•広域汚泥処理施設整備
　•雨水排水整備事業
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（４）消防・防犯防災・交通安全
・生命と財産を守り安全で安心できるまちづくりの推進
・安全で快適な交通環境を確保するための交通安全施設の整備

主要施策 施策の方向と主な事業
消防力の充実・強化 ○消防庁舎等の整備

　・消防施設の機能向上
○消防用車両等の整備
　・計画的な更新
○防火貯水槽、消火栓の設置
　・計画的な配置

【主な事業】
　•消防拠点施設新設事業

防犯防災体制の強化 ○防犯防災体制の整備
　・地域防犯防災力の強化、地域防災マップの作成
　・緊急避難場所の整備
○生活安全に関する事業の推進
　・安全な地域づくりのための環境整備

【主な事業】
　•防災行政無線の整備
　•防犯に配慮した公共施設の整備

交通安全施設の整備 ○歩道の新設、改良
　・バリアフリー化の推進
○道路反射鏡､ 照明灯､ ガードレール等の設置及び
　維持補修

【主な事業】
　•交通安全施設の整備

【県事業】
主要施策 事　業　名

防犯防災体制の強化 •海岸等の整備（滑川、金沢、小木津、日高、川尻）
•急傾斜地崩壊対策事業

交通安全施設の整備 •主要地方道日立いわき線の高萩友部線交差点付
　近における歩道設置工事
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（５）墓地・葬祭場
主要施策 施策の方向と主な事業

火葬場、葬祭場の整備、
管理

○火葬場・葬祭場の整備及び管理運営
　・新たな葬祭場整備
○霊園の整備
　・霊園の計画的な分譲と管理

【主な事業】
　•鞍

くら

掛
かけ

山
やま

斎場の整備
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　新市には、県北の中枢都市としてふさわしい都市機能の拡充が必要です。
　特に、交通結節点としての日立駅舎の改築をはじめ、各駅の基盤整備を
進め、新市全体の均衡ある都市拠点の形成を目指します。
　また、国道６号バイパス、山側道路などの幹線道路の整備促進を図り、
新市の一体的な交通ネットワークを構築します。

（１）中心市街地の活性化
主要施策 施策の方向と主な事業

交通結節点の機能拡充 ○駅前広場の整備
○駅舎など改築についての検討
　・都市景観の形成と交流機能強化

【主な事業】
　•日立駅舎の改築及びバリアフリー化の推進
　•駅前広場の整備（日立駅前　ほか）
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（２）道路網の整備
主要施策 施策の方向と主な事業

生活道路の整備 ○市道の新設・改良・維持
　・狭あい道路の拡幅、改良
○橋りょう維持改修
○歩道拡幅、段差解消など歩道のバリアフリー化
○電線地中化の推進

【主な事業】
　•生活道路、狭あい道路の拡幅、改良
　•電線地中化の推進（けやき通り　ほか）

幹線道路ネットワークの
整備

○幹線道路の整備推進
　・ネットワークを強化する幹線道路の整備
○周辺市町村間連絡道路の整備促進
　・広域幹線道路の整備・促進（十王北通り線ほか）

【主な事業】
　•日立市と十王町を結ぶ幹線道路の整備
　（中所沢川尻線、（仮称）本郷前・川尻線の整備
　　ほか）
　•幹線道路整備事業
　（山側道路の各アクセス道路及び十王坂・伊師
　　町線　ほか）
　（下

しも

桐
きり

木
き

田
だ

高
こう

野
や

線、金沢諏訪線、屋敷前・風
かざ

早
はや

　　線、本郷前線　ほか）

【県事業】
主要施策 事　業　名

幹線道路ネットワーク
の整備

•主要地方道日立笠間線の整備
•鮎川停車場線の整備
•主要地方道十王里美線の整備
•一般国道245号日立港拡幅の整備
•主要地方道日立いわき線の整備
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（３）土地利用の高度化
主要施策 施策の方向と主な事業

低未利用地の有効活用 ○インターチェンジ周辺の土地利用
○土地区画整理事業の促進
　・良好な住宅環境の基盤整備の推進

【主な事業】
　•良好な住宅環境の基盤整備
　　（平沢地区土地区画整理事業　ほか）
　•日立南太田インターチェンジ周辺開発計画の
　　推進
　•鹿

かし

島
ま

谷
だに

地区の土地利用の促進
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　新市のまちづくりにおいては、市民サービスの向上を更に促進します。
　また、従来から取り組んでいる市民参加のまちづくりを推進し、市民・
企業・行政の協働作業のまちづくりを進めます。

（１）市民サービスの向上
・効率的、効果的な行政運営の推進

主要施策 施策の方向と主な事業
行政の公正､ 透明性の
拡充

○開かれた行政の推進
　・行政情報の積極的な提供
○広聴広報活動の充実
　・市政への市民意向の反映

【主な事業】
　•新庁舎の建設
　•電子申請システム整備事業
　•行政情報の積極的な提供
　•市政への市民意向の反映
　•情報基盤の整備促進

（２）市民活動の支援
・市民、企業、行政の協働によるまちづくりの推進

主要施策 施策の方向と主な事業
市民活動施設の整備、
活動の強化

○地域集会所、交流センターの整備
○市民組織やNPOへの活動支援

【主な事業】
　•地域集会所、交流センターの整備
　•合併市町村振興基金の設置
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　本格的な地方分権時代の到来した今、自治体は創造的な施策が可能とな
るような行財政基盤を整え、自主自立のまちづくりを一層進めなければな
りません。
　そのためには、市民主体・市民参加によるまちづくりを推進するととも
に、コスト意識、競争原理など民間の発想を生かした行財政運営への転換
を進めながら、市民ニーズに的確に対応した良質なサービスを迅速かつ効
率的に提供していく新たな行財政システムを積極的に構築する必要があり
ます。
　また、市税収入の減少、公債費等の義務的経費の増加、国の「三位一体
の改革」の推進に伴う地方交付税及び国庫補助負担金の削減など、財政状
況はますます厳しくなることが予想されるため、引き続き、歳入面での財
源確保のための工夫と、人件費などの経常的経費の抑制を図り、財政構造
の健全化に努めます。

　　・積極的な行財政改革の推進と財政運営の健全化
　　・地方分権に対応した自治体能力の向上
　　・市民サービスの向上と民間活力の導入

主要施策 施策の方向と主な事業
効率的な行政施策の実施 【主な事業】

　•行財政改革大綱の推進
　•民間委託等の推進
　•行財政需要の変化に対応できる組織・機構の整備
　•行政イントラネット整備事業

健全な財政基盤の充実、
強化

【主な事業】
　•財政の健全化のための目標値の設定
　•各種財政指標の向上
　•各種市税及び使用料等の収納率向上による自
　　主財源の確保
　•受益者負担の適正化



Ⅵ公共施設の
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Ⅵ　公共施設の適正配置と整備

　公共施設については、地域の特性や地域バランス、さらには財政事情等
を考慮しながら検討・整備を進めていくことを基本とします。



Ⅶ財政計画
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Ⅶ　財政計画

　財政計画の作成にあたっては、財政の健全性を維持することを基本とし、
現在の行財政制度、経済状況をもとに、合併に伴う変動要因を加味して推
計します。
　歳入・歳出それぞれ各項目ごとに、現況や過去の実績並びに経済情勢等
を勘案しながら、サービス水準の維持・向上等を図り、合併特例債や合併
特例交付金などの国・県の財政支援措置等を有効に活用し、併せて人件費、
物件費等の経常経費の削減に努めます。
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（１）地方税
　今後の経済の見通しを踏まえ、現行税制度を基本として算定しています。

（２）地方交付税
　普通交付税については、普通交付税の算定の特例（合併算定替）により
算出し、合併に係る交付税措置を見込んでいます。

（３）交付金・分担金・負担金
　過去の実績等を基本とし、算定しています。

（４）国庫支出金・県支出金
　一般行政経費分については、過去の実績等を参考に算出し、合併に係る
財政支援（補助金・交付金）を見込んでいます。

（５）繰入金
　年度間の財源調整や新市の施策展開のため、市債償還基金や財政調整基
金などからの繰入金を見込んでいます。

（６）地方債
　新市建設計画事業に伴う合併特例債・通常債を基本とし算定しています。
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（１）人件費
　退職者の補充を抑制することによる一般職員の削減、合併による特別職
の減等を見込んでいます。

（２）物件費
　過去の実績等を基本に算定し、新市建設計画事業分を加え、合併による
事務経費の削減効果を見込んでいます。

（３）扶助費
　過去の実績等を基本に算定し、合併によるサービス水準の向上による影
響を見込んでいます。

（４）補助費等
　過去の実績等を基本に算定し、合併によるサービス水準の向上による影
響を見込んでいます。

（５）公債費
　合併年度までの地方債に係る償還予定額に、翌年度以降の新市建設事業
等に伴う新たな地方債に係る償還予定額を見込んで算定しています。

（６）積立金
　合併に伴って創設する基金等への積立を見込んでいます。

（７）繰出金
　他会計の事業に伴う繰出金を見込んでいます。

（８）普通建設事業費
　新市建設計画事業を見込んでいます。
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財政計画（普通会計）

歳　入

区　　分 平成27年度 平成28年度 平成29年度
地 方 税 26,866 26,413 26,086
地 方 譲 与 税 530 530 530
各 種 交 付 金 3,404 3,404 4,244
地 方 交 付 税 8,415 5,921 5,921
分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 付 金 703 715 728
使 用 料 及 び 手 数 料 2,595 2,595 2,614
国 庫 支 出 金 11,384 12,163 11,091
県 支 出 金 4,044 4,028 3,761
財 産 収 入 274 274 274
繰 入 金 2,150 2,224 1,825
諸 収 入 1,232 1,286 1,324
地 方 債 6,853 12,629 6,044

歳　入　合　計 68,450 72,182 64,442

歳　出

区　　分 平成27年度 平成28年度 平成29年度
人 件 費 13,219 12,990 12,990
扶 助 費 13,406 13,808 14,222
公 債 費 5,715 5,507 5,911
物 件 費 9,662 9,662 9,662
維 持 補 修 費 310 310 310
補 助 費 等 3,509 3,509 3,509
繰 出 金 6,703 6,192 6,192
積 立 金 152 152 152
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金 383 383 383
普 通 建 設 事 業 費 15,391 19,669 11,111

歳　出　合　計 68,450 72,182 64,442
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（単位：百万円）

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計
25,482 25,170 24,861 24,295 179,173
530 530 530 530 3,710
4,244 4,244 4,244 4,244 28,028
5,921 5,921 5,921 5,921 43,941
741 754 767 781 5,189
2,614 2,614 2,614 2,614 18,260
10,314 10,346 10,403 10,456 76,157
3,542 3,550 3,552 3,553 26,030
274 274 274 274 1,918
1,407 2,247 2,943 4,194 16,990
1,188 1,202 1,216 1,125 8,573
5,583 5,000 5,000 5,000 46,109
61,840 61,852 62,325 62,987 454,078

（単位：百万円）

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計
12,990 12,990 12,990 12,990 91,159
14,649 15,088 15,541 16,007 102,721
5,878 6,064 6,173 6,384 41,632
9,662 9,662 9,662 9,662 67,634
310 310 310 310 2,170
3,509 3,509 3,509 3,509 24,563
6,192 6,192 6,192 6,192 43,855
152 152 152 152 1,064
383 383 383 383 2,681
8,115 7,502 7,413 7,398 76,599
61,840 61,852 62,325 62,987 454,078



 

 


