
日立市・十王町新市建設計画新旧対照

Ⅰ　序章 Ⅰ　序章

１　（略） １　（略）

２　計画策定の方針 ２　計画策定の方針

 (1)　(略)  (1)　(略)

 (2)　(略)  (2)　(略)

 (3)　計画の期間  (3)　計画の期間

Ⅱ　新市の概況 Ⅱ　新市の概況

１　位置と地勢 １　位置と地勢

　さんで東海村と接しています。（略）

２　面積 ２　面積

　慈川をはさんで東海村と接しています。（略）

　　新市は、２２５.５５k㎡の面積を有し、地目別 　　新市は、２２５.５５k㎡の面積を有し、地目別

　では、山林５９.１％、宅地１５.０％、田畑７.１ 　では、山林５１.５％、宅地１４.２％、田畑９.０

　％となっており、自然環境の豊かな地域といえま 　％となっており、自然環境の豊かな地域といえま

年度から平成３３年度までの１７か年とします。 年度から平成２６年度までの１０ヵ年とします。

　　（略） 　　（略）

　　北は高萩市、西は常陸太田市、南は久慈川をは 　　北は高萩市、西は里美村と常陸太田市、南は久

変更後 変更前

　建設の基本方針は、長期的展望に立ったものと 　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 し、建設計画及び財政計画の計画期間は、平成１７

　す。 　す。

変更後

変更前

（平成１４年１月現在）

　％となっており、自然環境の豊かな地域といえま 　％となっており、自然環境の豊かな地域といえま
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変更後 変更前

Ⅲ　主要指標の見通し Ⅲ　主要指標の見通し

１　人口 １　人口

 (1)　総人口  (1)　総人口

変更後

（単位：人）

H7年 H12年 H17年 H22年 H26年 H33年

（実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （推計）

212,304 206,589 199,218 193,129 185,206 170,000

～190,000

変更前

（単位：人）

H7年 H12年 H17年 H22年 H27年

（実績） （実績） （推計） （推計） （推計）

総人口 212,304 206,589 201,692 196,714 191,735

総人口

　　　本計画の目標年次である平成３３年度の人口 　　　新市の人口は、平成１７年には、約２０万２

　　を、１７～１９万人の間と想定します。 　　千人になる見込みです。

　　　（略） 　　　（略）
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変更後 変更前

 (2)　年齢別人口及び構成比率  (2)　年齢別人口及び構成比率

変更後

（単位：人）

H7年 H12年 H17年 H22年 H26年 H33年

（実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （推計）

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%

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

～112,000

年少人口
(0～14歳)

生産年齢

  　　生産年齢人口は、平成３３年には９万６千人   　　生産年齢人口は、平成１７年には１３万４千

　　から１１万２千人程度になり、構成比も６０％ 　　人弱に、構成比も６６．４％に減少する見込み

　　を下回ると想定します。 　　です。

　　　高齢者人口は、年々増加し、平成３３年には 　　　高齢者人口は、年々増加し、平成１７年には

　　５万６千人前後となり、高齢化率も３０％台に 　　３万９千人を超え、高齢化率も１９．６％に達

　　達する見通しです。 　　する見通しです。

　　　（略）年少人口については、平成３３年には 　　　（略）年少人口については、平成１７年には

　　２万人前後となり、構成比も１１％台に減少す 　　２万９千人弱となり、構成比も１４％に減少す

　　る見込みです。 　　る見込みです。

～112,000

70.3% 68.5% 64.8% 61.3% 59.1%
56.5%

～59.0%

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%

変更前

（単位：人）

H7年 H12年 H17年 H22年 H27年

（実績） （実績） （推計） （推計） （推計）

33,907 30,877 28,289 25,467 22,926

16.0% 15.0% 14.0% 12.9% 12.0%

149,337 141,524 133,949 127,617 121,004

70.3% 68.5% 66.4% 64.9% 63.1%

29,060 34,188 39,454 43,630 47,805

13.7% 16.5% 19.6% 22.2% 24.9%

年少人口
(0～14歳)

生産年齢
人口（15
～64歳）
高齢者人
口（65歳

生産年齢
人口（15
～64歳）

高齢者人
口（65歳

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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変更後 変更前

２　世帯 ２　世帯

　と想定します。 　す。

変更後

H7年 H12年 H17年 H22年 H26年 H33年

（実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （推計）

75,703 77,259 76,659 77,965 78,191 78,000

2.80 2.67 2.60 2.48 2.37 2.18～2.44

変更前

（単位：世帯、人）

H7年 H12年 H17年 H22年 H27年

（実績） （実績） （推計） （推計） （推計）

75,703 77,259 78,903 80,538 82,207

2.80 2.67 2.56 2.44 2.33

 世帯数（世帯）

 1世帯あたり人口（人）

 世帯数（世帯）

 1世帯あたり人口（人）

　　新市の世帯数については、核家族化の進行によ 　　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 　り、平成２２年には８万世帯を上回る見通しで
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変更後 変更前

Ⅳ　新市建設の基本方針　（略） Ⅳ　新市建設の基本方針　（略）

Ⅴ　新市の施策 Ⅴ　新市の施策

　　（略） 　　（略）

１　産業の振興 １　産業の振興

　　（略） 　　（略）

 (1)　商工業  (1)　商工業

　　　（略） 　　　（略）

変更後

（略）

【主な事業】

・　（略）

・　新製品開発等支援融資制度

・　（略）

魅力ある商業の創造 （略）

変更前

（略）

主要施策 施策の方向と主な事業

工業の高度化

主要施策 施策の方向と主な事業

工業の高度化 （略）

【主な事業】

・　（略）

・　（仮称）新製品開発等支援融資制度

・　（略）

魅力ある商業の創造 （略）

 (2)　農林水産業　（略）  (2)　農林水産業　（略）

 (3)　観光・レクリエーション　（略）  (3)　観光・レクリエーション　（略）

 (4)　港湾　（略）  (4)　港湾　（略）

工業の高度化
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変更後 変更前

　２　教育・文化の育成 　２　　教育・文化の育成

　　（略） 　　（略）

 　(1)　学校教育　（略）  　(1)　学校教育　（略）

　 (2)　生涯学習 　 (2)　生涯学習

　　　（略） 　　　（略）

変更後

（略）

スポーツ・レクリエーション施 （略）

設の整備 【主な事業】

・　（略）

・　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）

変更前

（略）

スポーツ・レクリエーション施 （略）

設の整備 【主な事業】

主要施策 施策の方向と主な事業

生涯学習環境の整備

主要施策 施策の方向と主な事業

生涯学習環境の整備

設の整備 【主な事業】

・　（略）

・　総合運動広場整備（改修）事業

　　（町民体育館、町民プール）

　 (3)　文化・国際交流　（略） 　 (3)　文化・国際交流　（略）
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変更後 変更前

　３　福祉と保健医療の充実　 　３　福祉と保健医療の充実　

　　　（略） 　　　（略）

　 (1)　保健・医療　（略） 　 (1)　保健・医療　（略）

　 (2)　高齢福祉　（略） 　 (2)　高齢福祉　（略）

　 (3)　児童福祉　（略） 　 (3)　児童福祉　（略）

　 (4)　障害福祉 　 (4)　障害福祉

　　　　（略） 　　　　（略）

変更後

施設福祉サービスの充実 （略）

【主な事業】

・　民間の障害者支援施設に対する支援

（略）

変更前

施設福祉サービスの充実 （略）

【主な事業】

・　民間知的障害者入所更生施設設置に対する支援

（略）

主要施策 施策の方向と主な事業

積極的な社会参加の促進

主要施策 施策の方向と主な事業

積極的な社会参加の促進 （略）

　４　生活環境の向上 ４　生活環境の向上

　　　（略） 　　　（略）

　 (1)　環境づくり　（略） 　 (1)　環境づくり　（略）

　 (2)　河川・緑地　（略） 　 (2)　河川・緑地　（略）

　 (3)　上下水道　（略） 　 (3)　上下水道　（略）

　 (4)　消防・防犯防災・交通安全　（略） 　 (4)　消防・防犯防災・交通安全　（略）

　 (5)　墓地・葬祭場 　 (5)　墓地・葬祭場

変更後

火葬場、葬祭場の整備、管理 （略）

【主な事業】

・　鞍掛山斎場の整備

変更前

火葬場、葬祭場の整備、管理 （略）

【主な事業】

・　（仮称）鞍掛山火葬場の整備

主要施策 施策の方向と主な事業

主要施策 施策の方向と主な事業

積極的な社会参加の促進
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変更後 変更前

　５　都市基盤の整備 ５　都市基盤の整備

　　　（略） 　　　（略）

　 (1)　中心市街地の活性化　（略） 　 (1)　中心市街地の活性化　（略）

　 (2)　道路網の整備 　 (2)　道路網の整備

変更後

（略）

幹線道路ネットワークの整備 （略）

【主な事業】

・　（略）

・　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）

　　（下桐木田高野線､金沢諏訪線、屋敷前・風早線、

　　本郷前線　ほか）

変更前

（略）

幹線道路ネットワークの整備 （略）

生活道路の整備

主要施策 施策の方向と主な事業

生活道路の整備

主要施策 施策の方向と主な事業

幹線道路ネットワークの整備 （略）

【主な事業】

・　（略）

・　幹線道路整備事業

　　（山側道路の各アクセス道路及び町道十王坂・伊

　　師町線　ほか）

　　（下桐木田高野線､金沢諏訪線、町道屋敷前・風早

　　線、（仮称）本郷前線　ほか）

【県事業】　（略） 【県事業】　（略）
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変更後 変更前

　 (3)　土地利用の高度化 　 (3)　土地利用の高度化

変更後

低未利用地の有効活用 （略）

【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）

・　（略）

・　（略）

変更前

低未利用地の有効活用 （略）

【主な事業】

・　良好な住宅環境の基盤整備

　　（（仮称）平沢地区土地区画整理事業　ほか）

・　（略）

・　（略）

　６　市民参加のまちづくり 　６　市民参加のまちづくり

主要施策 施策の方向と主な事業

主要施策 施策の方向と主な事業

　６　市民参加のまちづくり 　６　市民参加のまちづくり

　　　（略） 　　　（略）

　 (1)　市民サービスの向上　（略） 　 (1)　市民サービスの向上　（略）

　 (2)　市民活動の支援 　 (2)　市民活動の支援

　　　　（略） 　　　　（略）

変更後

市民活動施設の整備、活動の強 ○　地域集会所、交流センターの整備

化 ○　（略）

【主な事業】

・　地域集会所、交流センターの整備

・　（略）

変更前

市民活動施設の整備、活動の強 ○　地域集会所、コミュニティセンターの整備

化 ○　（略）

【主な事業】

・　地域集会所、コミュニティセンターの整備

・　（略）

主要施策 施策の方向と主な事業

主要施策 施策の方向と主な事業
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変更後 変更前

　７　行財政改革の一層の推進（施策共通）　（略） 　７　行財政改革の一層の推進（施策共通）　（略）

Ⅵ　公共施設の適正配置と整備　（略） Ⅵ　公共施設の適正配置と整備　（略）

Ⅶ　財政計画 Ⅶ　財政計画

　１　基本的な考え方　（略） 　１　基本的な考え方　（略）

　２　歳入　（略） 　２　歳入　（略）

　３　歳出　（略） 　３　歳出　（略）

　財政計画（普通会計）　別紙 　財政計画（普通会計）　別紙
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