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注）この資料は、検討段階のものであり、確定した内容ではありません。 

今後の調整により、記載内容や登載事業等に変更が生じる場合がありますの 

で、本資料の取扱いにつきましては、十分に御留意いただきますよう、よろし 

くお願いいたします。 

資料１ 

平成２９年１月１８日現在 
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日立市は、関東平野の北端、茨城県の北東部に位置し、南北 25.9km、東西 17.9km、面積

225.74㎢を有しています。 

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、温暖な気候と海・山の豊かな恵みを享受しながらも東京圏に近い、茨城県北部の中

核都市です。 

人口は 18万 3,000人（平成 28年 10月１日現在）で、水戸市、つくば市に次いで県内第３

位であり、市内中心部には、(株)日立製作所を始めとする多くの工場が立地し、国内有数の

工業都市として発展してきました。 

 

本市は、東京から北に約 150km、県庁所在地である水戸

市からは約 40kmに位置しており、ＪＲ常磐線、国道６号、

常磐自動車道などのネットワークで結ばれており、交通条

件に恵まれた地域です。 

また、市域南部の久慈川河口付近には、茨城港日立港区

があり、北関東における物流拠点として、国内外を結ぶ玄

関口になっています。 

 

 

 

「日立」の地名は、水戸黄門として有名な水戸藩二代藩主の徳川

光圀公がこの地を訪れ、海から昇る朝日の美しさに「日の立ち昇る

ところ領内一」と称えたという故事に由来すると言われています。 

 

本市の歴史は、明治時代の日立鉱山開発に始まり、その後、同鉱山の電気機械の修理工場

が(株)日立製作所として独立し、その発展とともに人口の増加、産業の集積が進み、昭和 14

年に日立町と助川町が合併し、人口 7万 3,604人の鉱工業都市「日立市」が誕生しました。 

太平洋戦争末期には、相次ぐ戦災に見舞われ、壊滅的な打撃を受けましたが、高度経済成

長の過程で、鉱工業を中心とした「ものづくりのまち」として復興、発展を遂げ、同時に、

産業都市として独自の歴史や文化、コミュニティが育まれてきました。 

平成 16年には、地域の更なる発展と住民福祉の向上を図るため、十王町と合併し、現在の

市域が形成されています。 



- 4 - 

 

 

本市は、東側が太平洋に面し、市街地の西側に多賀山地を抱えているため、夏は涼しく、

冬は温暖で、四季を通じて寒暖の差が少ないという、関東地方の他の地域と異なる気候的な

特徴を有しています。 

また、本市では、産業の発展過程で発生した公害問題に対し、自然環境を回復するために

桜の植栽に取り組んできたことから、市内各所に市の花「サクラ」を見ることができ、特に

「かみね公園・平和通り」は、日本のさくら名所 100選に選ばれています。 

また、県北で一番長い 33kmの海岸線には、６つの海水浴場があり、伊師浜国民休養地内に

は、全国で唯一のウミウの捕獲場があり、全国の鵜飼地に送られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市の花／サクラ 

ひたちの「ひ」の文字が５枚の花びらを構成するデザインです。市民が手と手をつなぎあい、市の

花として大切に守り育てていくことを表現しています。 

●市の木／ケヤキ 

日立市民による、あたたかく、力強い腕の輪によって、市の木を永遠に保存しようとする想いと、

日立という文字を抽象的に融合してデザイン化されています。 

●市の鳥／ウミウ 

太平洋から立ち昇る大きな太陽を全身に浴びて、輝いている市の鳥「ウミウ」の姿をデザイン化し

ました。 

●市のさかな／さくらダコ 

大きくて、元気な「さくらダコ」をイメージに、デザイン化しました。 
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日立市総合計画は、まちづくりの中長期的な方向性を示した、本市行政における最も重要

な計画です。 

日常生活に関わる様々な行政サービスを始めとして、福祉や教育の充実、都市基盤の整備、

産業の振興など、市政運営に係る各部門の計画や事業は、この総合計画の考え方に基づいて

策定・実施されています。 

 

平成 24 年３月に策定した現在の総合計画は、平成 33 年度までを計画期間とする「基本構

想」と、平成 28年度までを計画期間とする「前期基本計画」から構成されています。 

基本構想には、本市が目指す将来都市像として「生活未来都市・ひたち」を掲げ、前期基

本計画には、基本構想を実現するために必要な施策や事業などを位置付けながら、これまで

の５年間、市民等との協働の下、各種事業の着実な推進を図ってきました。 

この度、前期基本計画の計画期間が終了することから、本市の現状や行政課題を改めて整

理し、今後５年間のまちづくりの指針となる「後期基本計画」を策定しました。 

 

 

 

日立市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の３層で構成しており、そ

の内容と期間は、次のとおりです。 

 

ア 基本構想 

●基本構想は、日立市が目指す「将来都市像」を定め、

これを実現するための施策の大綱（基本的方向）を

明らかにするものです。 

●基本構想は、総合的な市政運営の指針とするため、

計画期間を 10 年間（平成 24 年度から平成 33 年度

まで）としています。 

イ 基本計画 

●基本計画は、基本構想で定めた施策の大綱に基づき、

中長期的な施策や事業を体系的に定めるものです。 

●基本計画は、基本構想の計画期間を前期と後期に区分し、計画期間をそれぞれ５年間

 総合計画の構成 
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（前期：平成 24年度から平成 28年度まで、後期：平成 29年度から平成 33年度まで）

としています。 

ウ 実施計画 

●実施計画は、基本計画に示した施策や事業を基に、財政状況や社会情勢との整合を図

りながら、各年度に実施する具体的な事業内容を定めるもので、本計画書とは別に策

定します。 

●計画期間は３年間とし、ローリング方式（毎年度見直す方式）により、毎年度必要な

調整を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期基本計画は、東日本大震災が発生した直後の平成 23年度に策定しました。 

この前期基本計画では、震災からの本格的な復旧・復興を目指すため、平成 23年９月に策

定した「日立市震災復興計画」に位置付けられた事業を継承しつつ、未曾有の大震災を教訓

とした市民の価値観やニーズの変化など、当時の社会情勢を適切に反映させた計画づくりに

努めました。 

 

しかし、前期基本計画の策定から５年が経過し、本市を取り巻く社会経済情勢は、急激に

変化しています。 

特に、本格的な人口減少時代の到来による、国を挙げての「地方創生」への取組は、国よ

り早いスピードで人口減少が進んでいる本市において、喫緊の課題の一つとなっています。 

 総合計画の期間 
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現在の状況が続けば、平成 72年には、国の人口が約 8,700万人にまで減少するという推計

もある中で、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、国・地方ともに、それぞれの総合戦略に基づいた施策を推進することとなりました。 

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するため、「自ら地域を創生する」

という考えから『地域創生』を掲げ、平成 27 年 12 月に、具体的な地域創生の取組を示した

「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

 

後期基本計画は、このような状況を踏まえながら、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の内容を十分に反映させるなど、新たに、以下の４つの視点を加えて策定しました。 

 

 

後期基本計画の策定における「４つの新たな視点」 

 

ア 「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の適切な反映 

●本市の総合戦略の計画期間は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間であり、平

成 29年度を初年度とする後期基本計画の計画期間と、一部が重複しています。 

●また、総合戦略に掲げられた施策や事業は、後期基本計画と相互に関連するものであ

るため、その内容を、後期基本計画に適切に反映させるとともに、両計画の関係性を

整理しました。 

 

イ 前期基本計画の検証作業（進捗評価）の実施 

●前期基本計画では、策定時における新たな試みとして、施策の成果を測るための具体

的な指標（数値目標）を設定しています。 

●後期基本計画では、前期基本計画における課題を整理するとともに、最新の市民ニー

ズを的確に把握するため、これらの指標の検証作業（進捗評価）を行いました。 

 

ウ 震災復旧・復興事業の振り返り 

●「日立市震災復興計画」は、平成 25 年度をもって計画期間が終了しましたが、「運動

公園新中央体育館建設事業」や「新庁舎建設事業」などの一部の事業は、前期基本計

画に引き継がれ、事業の進捗が図られています。 

●後期基本計画では、引き続き、震災を教訓とした「安全・安心なまちづくり」に取り

組むため、これまでの復旧・復興事業の振り返りを行いました。 

 

エ 若い世代や市内各地域の意見を反映させた計画づくり 

●策定委員会の開催 

学識経験者、各種団体代表者、公募委員（学生を含む）など 26名で構成する策定委員

会を開催し、市長から諮問を受け、計画策定に必要な審議を行い、その結果を答申し
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ました。 

 

 

 

 

 

 

 

●「学生と市長とのまちづくりトーク」の開催等 

本市の人口減少は、20代・30代の転出傾向が顕著であることから、まちのにぎわいや

活力の維持に直接つながる定住人口の維持・拡大を図るため、新たに「学生と市長と

のまちづくりトーク」を開催したほか、市内の大学・高校に学生向けのチラシを配布

するなど、若い世代からの意見募集に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

●グループインタビューの実施、市民懇談会の開催 

市内の各地域が抱える課題等をできるだけ丁寧に把握するため、前期基本計画に引き

続き、コミュニティ 23単会を全て訪問し、インタビュー形式による聞き取り調査を実

施したほか、市内７地区において、休日や夜間を利用した自由参加型の市民懇談会を

開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

●上記以外にも、以下の内容に取り組みながら、市民との協働による計画づくりを進め

ました。 

・市民 3,000人を対象としたニーズ（満足度）調査の実施 

・市政運営に関わりの深い各種団体（67団体）を対象としたアンケート調査 

・市報や市ホームページ、インターネットモニター制度を活用したアンケート調査 

・パブリックコメントの実施  

【学生と市長とのまちづくりトーク】 

【グループインタビュー】 【市民懇談会】 

【策定委員会】 
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前期基本計画には、基本構想で示された大綱や施策に基づき、計画期間中に取り組むべき

「主な事業」として、353事業を掲げています。 

また、各取組の達成状況（成果）を客観的に測るため、５年後の目標値として 128 項目の

「目標指標」を掲げています。 

後期基本計画の策定に当たり、前期基本計画の進捗状況を検証するため、これらに関する

評価を行いました。 

 

ア 「主な事業」の取組状況 

●前期基本計画に掲げた「主な事業」について、その取組状況を以下の４項目に区分

し、大綱別に集計しました。 

 

(ｱ) ◎ 事業完了 ····· 事業に取り組んだ結果、既に完了したもの 

(ｲ) ○ 完了予定 ····· 事業を実施中であり、計画期間中（平成 28年度中）に完了予定であるもの 

(ｳ) ● 実施中 ······· 事業を実施中であり、平成 29年度以降も継続予定であるもの 

（毎年度継続的に実施している事業等を含む） 

(ｴ) × 未着手 ······· 現時点では未着手であるが、今後事業に取り組む予定であるもの又は事業に取

り組む予定がないもの 

 

●集計の結果、全ての事業が「◎事業完了」、「○完了予定」又は「●実施中」であり、

前期基本計画に掲載した事業は、おおむね順調に取組が進んでいる状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業の取組状況（大綱別）】 【主な事業の取組状況（全体）】 
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●各事業の取組状況を大綱別にみると、「◎事業完了」の割合が最も多いのは生活環境

の分野（22.0％）であり、東日本大震災を教訓とした防災や環境の分野における取

組が、ほぼ順調に進んでいることが伺えます。 

●また、福祉・医療、教育・文化、協働の分野は、継続的に実施されている事業が多

いため、事業の 90％程度を「●実施中」が占めています。 

 

イ 「目標指標」の達成状況 

●前期基本計画に掲げた「目標指標」について、平成 27年度の実績値に基づいて評価

を行った「目標の達成見込」を、以下の４項目に区分して集計しました。 

 

(ｱ) ○ 達成見込 ·········· 目標達成済（又は平成 28年度に達成見込み） 

(ｲ) △ 改善 ·············· 現時点では目標達成していないが改善している 

(ｳ) × 達成困難 ·········· 事業に取り組んでいるものの、現状では目標達成が困難である 

(ｴ) － 判断保留 ·········· 今後実施する統計調査等で実績値を把握する 

 

 

●集計の結果、128 項目のうち、90 指標が「○達成見込」又は「△改善」（合わせて

70.3％）となっており、前期基本計画に掲載した目標指標は、おおむね順調に取組

が進んでいる状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●各目標指標の達成見込状況を大綱別に見ると、福祉・医療、都市基盤、生活環境と

いった分野では、７割以上が「○達成見込」又は「△改善」となっており、取組が

順調に進められていることが伺えます。 

●特に生活環境の分野は、９割以上が順調に推移しており、前期基本計画において、

環境保全や防災、防犯、交通安全等に対する取組が進んでいることが伺えます。  

【目標指標の達成見込（全体）】 【目標指標の達成見込（大綱別）】 
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平成 23 年３月 11 日、三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の地震により、本市では過

去最大の震度６強を記録しました。 

幸いにも人命こそ奪われませんでしたが、これまでに経験したことのない巨大地震と津波

により、建物の全半壊や一部損壊は１万 8,000件を超え、最大で 69か所の避難所に１万 3,000

人以上の市民が避難しました。 

また、公共施設や道路・河川のほか、電気、ガス、水道などの生活インフラにも大きな被

害が生じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、この東日本大震災からの早期の復旧を進めるとともに、震災を教訓とした災害

に強いまちづくり、そして、震災を契機とした活力あるまちづくりに向けた計画的な復興に

取り組むため、平成 23 年９月に「日立市震災復興計画」を策定し、『安心・活力を未来へ』

を復興の基本理念に掲げ、復旧・復興に取り組んできました。 

日立市震災復興計画は、平成 26年３月末で計画期間が終了し、計画に掲載した事業につい

ては、おおむね完了させることができました。 

なお、「運動公園新中央体育館建設事業」や「新庁舎建設事業」など、計画期間を超えて継

続する大型事業については、前期基本計画に引き継がれ、事業の進捗が図られています。 

 

「日立市震災復興計画」に基づく、これまでの復旧・復興への主な取組状況は、次のとお

りです。 

 

 

ア 市民生活の早期再建 

 

一日も早い被災者の生活再建を目指し、各種支援制度や

見舞金等の相談にワンストップで応じるため「被災者支援

総合相談窓口」を設置したほか、被災住宅修繕工事費の助

成や生活再建支援金の支給など、被災者の生活支援を進め

ました。 

▲津波に持ち上げられた車 

（みなと町付近） 

▲道路の損壊（国道 245 号） ▲久慈漁港の津波被害 

▲被災者支援総合相談窓口 
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イ 公共施設の復旧・復興 

 

被災した道路や河川、上下水道等の生活インフラについて、速やかに復旧工事を進めると

ともに、学校や福祉施設などの公共施設については、改修や建て替え等により機能の回復を

図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 災害に強いまちづくりの実現 

 

震災の教訓を踏まえ、情報収集

伝達や被災者救援などの防災体

制を整備・拡充し、地域全体の防

災力強化を図りました。 

 

 

エ 活力ある「未来都市ひたち」の創造 

 

震災前の原状回復にとどまら

ず、更なる発展を目指し、国道・

港湾などの整備促進を図りまし

た。 

 

 

 今後の取組 

私たちは、東日本大震災の経験から、改めて自然との共生の難しさ、人と人との「絆」の

大切さ、災害への備えの重要性を学びました。 

ともすれば、時間の経過とともに災害の記憶を忘れがちになりますが、復旧とともに薄れ

る記憶の忘却を防ぎ、その教訓を、世代を越えて共有するために、何をすべきだったか、何

をしておくべきだったのか、その対応を整え、たとえ再び災禍に見舞われようとも、被害を

最小限に抑えられる備えをしていかなければなりません。 

今回の大震災から謙虚に学び、明日の幸せのために、市民と行政の協働により、引き続き

「安全・安心なまちづくり」に取り組んでいく必要があります。 

▲総合防災訓練（平成 24 年度） ▲津波避難階段の整備 

▲茨城港日立港区ＬＮＧ基地 

▲震災後に改築した「水木小学校（左）」と「くじ保育園（右）」 

▲国道６号大和田拡幅工事 

▲平成 29 年 1 月にオープンした 
  「日立市池の川さくらアリーナ」 

▲非常持出袋 
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 １．社会の潮流  

本市を取り巻く社会経済情勢は急激に変化しています。 

今後のまちづくりの方向性を検討するに当たって、現在の社会の潮流を適切に把握し、対

応していく必要があります。 

今回の計画策定に当たり、特に考慮すべき事項について以下のとおり取りまとめました。 

 

①人口減少時代の到来と「地方創生」への取組 

平成 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 20年をピークに減少傾向に転じましたが、この状況は、今

後も加速度的に進むとされており、いわゆる「人口減少時代」が到来したと言われてい

ます。 

平成 27年 10月に実施された国勢調査によれば、日本の総人口は約１億 2,711万人（速

報値）で、前回の調査から 94万 7,000人減少しました。 

人口減少による消費や経済力の低下は、日本の経済社会に大きな影響を及ぼすことか

ら、国では「まち・ひと・しごと創生」を目指す「地方創生」の取組を本格化させてい

ます。 

この地方創生は、人口の東京一極集中を是正し、若い世代の結婚・子育て希望を実現

することなどにより人口減少を克服し、将来にわたって活力ある社会を維持することを

目的としており、各地域において、それぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会の

創生に対する取組が進められています。 

 

②急速な少子・超高齢化の進行と「2025年問題」 

我が国では、人口減少に加え、諸外国に例を見ないスピードで少子・高齢化が進行し

ており、これを象徴する問題の一つとして、総人口の中で最も層が厚くなっている「団

塊世代」が後期高齢者（75歳以上）となる 2025年問題が注目されています。 

この 2025年（平成 37年）は、団塊世代の次に層が厚い「団塊ジュニア世代」が 50歳

代になる年でもあり、高齢化の問題は、高齢化の「速さ」から、高齢化率の「高さ」（＝

高齢者数の多さ）にシフトしつつあります。 

これまでの歴史の中で、政治、経済などの仕組みは、いずれも多数の生産年齢人口を

前提として組み立てられていましたが、これからの日本は、高齢社会先進国として、こ

の問題に正面から向き合わなければなりません。 

少子高齢化の進行は、労働力不足、年金問題、介護問題、税収の減少や社会保障費の

急増による国・自治体財政の悪化、一人暮らしの高齢者や核家族世帯の増加、地域コミ
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ュニティ活動の担い手不足、空き家の増加など、多方面に影響が及ぶことが懸念されて

います。 

今後、超高齢社会に応じた仕組みを整えるため、住まい・医療・介護・予防などを一

体化させ、地域全体で高齢者を支えるための地域包括ケアシステムの整備などを推進し

ていく必要があります。 

 

③「一億総活躍社会」の実現 

国は、少子高齢化・人口減少が進む中で、50 年後における日本の人口１億人を維持す

るため、これまでの「三本の矢」の経済政策に代わり、2020 年に向けた経済成長のエン

ジンとして、ＧＤＰ600 兆円、希望出生率 1.8、介護離職ゼロを目指す「新・三本の矢」

を打ち出しました。 

また、平成 27 年 11 月には、一億総活躍国民会議から「一億総活躍社会の実現に向け

て緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の形成に向けて－」が提言されました。 

一億総活躍社会は、「若者も高齢者も、女性も男性も、障害や難病のある方々も、一度

失敗を経験した人も、みんなが包摂され活躍できる社会」とされ、こうした社会の実現

に向けて、多様な人材の活躍推進や、働き方改革などに取り組むこととなっています。 

 

④「安全・安心」に対する意識の高まり 

東日本大震災や平成 27 年９月の関東・東北豪雨による鬼怒川の決壊、平成 28 年４月

の熊本地震など、近年、全国的に大規模な自然災害が多発しています。 

市民の防災意識の維持・向上が課題となる中で、構造物によって災害を防ぐハード面

の対策だけでなく、知識や制度により防災力を向上させるソフト面の対策が進められて

います。 

また、治安の面では、インターネットや携帯電話を使った詐欺や悪質商法などの犯罪

や、高齢者や子どもが被害者となる凶悪事件などが多発し、日常生活における安全・安

心の確保も求められています。 

この他にも、食に対する安全対策や、有害物質等による環境汚染など、地域社会にお

ける総合的な安全・安心に対する市民ニーズは、今後も一層高まるものと考えられます。 

 

⑤「社会経済・産業構造」のグローバル化 

国際間における輸送や交通手段の高速化・広域化、さらには、ＩＣＴ（情報通信技術）

化の進展により、国境を越えたヒト、モノ、カネ、情報の移動が加速化しており、経済

的な相互依存関係が世界規模で深まっています。中でも、30 億人の大市場であるアジア

は、豊富な労働力、海外からの投資等を背景に経済成長が著しく、ＧＤＰ（国内総生産）

は、アメリカ、ＥＵ（欧州連合）並みに拡大しています。 

この地域経済・産業構造のグローバル化という大きな流れの中では、企業のアライア

ンス（業務提携）や合併等も進んでおり、市内企業にも影響が及んでいます。 
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また、平成 28年２月には、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定が署名され、ア

ジア太平洋地域において、モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化が進められ、

更には知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で 21世

紀型のルールを構築することとなりました。 

ＴＰＰにより、大企業だけでなく、中小企業や地域の産業が、世界の成長センターで

あるアジア太平洋地域の市場につながり、活躍の場を広げていくことが可能となる一方

で、国内で生産される農産物への影響が懸念されており、安定供給のための対策や、輸

入品に対する競争力強化が課題となっています。 

 

⑥情報通信技術（ＩＣＴ）等の進歩 

情報通信技術の急速な進歩は、自宅や職場から、時間等にとらわれないリアルタイム

な情報交換、金融サービスやショッピングなどを現実のものとし、市民の生活形態に大

きな影響をもたらしています。 

最近では、モノとモノ、モノとヒトが相互通信できる「ＩｏＴ」（Internet of Things：

モノのインターネット）がトレンドとなっており、暮らしや経済活動が更に変化してい

く可能性があります。 

また、行政分野においても、情報通信技術を利用した「マイナンバー制度」が導入さ

れ、生活に密着しているコンビニエンスストアを活用した各種証明書の発行などが実施

されています。 

一方で、インターネットやソーシャルメディア（ＳＮＳ）、スマートフォン等の普及は、

個人情報の漏洩や「なりすまし犯罪」など、新たな問題を引き起こしており、高度に発

達した情報社会の健全な発展のためにも、企業・組織、個人等の情報セキュリティ対策

（リスクマネジメント）が必要となっています。 

 

⑦「東京オリンピック・パラリンピック」及び「茨城国体・全国障害者スポーツ大会」の開催 

平成 32年に開催される「第 32回夏季オリンピック・第 16回夏季パラリンピック」の

開催地に東京が選出され、五輪開催前の建設投資や、五輪開催中の訪日外国人に対する

観光サービスの拡大などにより、数兆円規模の経済効果が見込まれています。 

この機会を利用し、海外からの旅行客をもてなし、地域経済の好循環につなげていく

ためにも、各地方において、食、伝統文化や工芸などの貴重な資源を掘り起こし、磨き

上げ、そして世界に向けて発信していく必要があります。 

また、東京オリンピック・パラリンピックの前年となる平成 31年には、茨城県におい

て、第 74 回国民体育大会（大会愛称：いきいき茨城ゆめ国体）及び第 19 回全国障害者

スポーツ大会（大会愛称：いきいき茨城ゆめ大会）が開催されます。 

県内における各地域の特色を活かした観光・歴史・文化的事業の推進を図りながら地

域の絆を深め、心のこもった「おもてなし」に努めることで、地域の魅力を全国に発信

できるような取組を進めていくことが必要です。  
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 ２．県計画における位置付け  

 

茨城県は、平成 28年３月に、これからの県政運営の指針となる総合計画「いばらき未来共

創プラン」を策定しました。 

この計画の地域区分において、県北部の太平洋沿いに位置する本市は、「県北臨海ゾーン」

と「県北山間ゾーン」の一部に位置付けられています。 

市全域が含まれる「県北臨海ゾーン」は、「目指す将来像」や「地域づくりの取組」として、

次のように位置付けられています。 

 

 目指す将来像 

●高度なものづくり産業をはじめとする産業の集積が進むとともに付加価値の高い産業

が発展し、東北地方と東京圏の結節点として新たなビジネス拠点が形成されています。 

●自然災害にも強い安全・安心な生活環境が確保された中で、地域の歴史や芸術、伝統

文化に親しむことができる環境が整い、それらを活かした多彩な交流が活発に行われ

るゆとりと潤いのある生活空間が形成されています。 

 

 地域づくりの取組 

●高度なものづくり産業の振興 

●広域交通ネットワークを活かした産業集積 

●地域公共交通の充実など生活環境の整備 

●芸術、伝統文化を活用した交流人口の拡大 

●県際地域における広域的な交流圏づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【地域区分】 
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今後５年間のまちづくりの方向性を検討するため、本市の現況や市民のニーズを整理・分

析しました。 

 

 １．市の現況  

 

ア 人口動向 

●総人口及び年齢３区分別人口 

・本市の人口は、戦後の高度経済成長期に急増しましたが、昭和 58 年の 20 万 6,260 人

をピークとして、その後は減少傾向が続いています。 

・平成 28年 10月１日現在の人口は 18万 3,000人であり、平成 18年の 20万 1,334人と

比較すると、約 1万 8,000人（9.1％）減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・人口を年齢３区分別に見ると、年少人口（～14 歳）は、平成 17 年と比較して 21.6％

減、生産年齢人口（15～64歳）は 15.9％減となっています。 

・一方で、老年人口（65 歳～）は、28.0％増加しており、総人口に占める割合（高齢化

率）は 28.9％となっています。 

 

  

【総人口と世帯数の推移】 

資料：国勢調査、常住人口調査 
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(人/世帯) (人)

十王町との合併後
（平成17年）
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●人口動態 

・本市の人口動態は、自然動態に比べて社会動態の影響を大きく受けています。 

・社会動態は、昭和 50年頃から、転出者が転入者を上回る「社会減」の状態が続いてお

り、本市の社会減少数は、平成 25、26 年と２年連続で全国２位となっています。（平

成 27年は全国４位） 

・平成 17年以降は、死亡者数が出生者数を上回る「自然減」の状態に転じ、人口減少に

拍車がかかっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18,974

16,389

10,811

7,315 7,536
6,770 6,495 6,514

5,755 5,458 4,844

13,731
15,660

10,069

9,993

8,514 8,772
7,842 8,289

7,467
6,975

5,831

2,208

4,199
4,727

4,026
2,940 2,683 2,253 2,116 2,008

1,667 1,439
712 949 975 891 970 1,091 1,217 1,383 1,435

1,743 1,906

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

昭和

35年

昭和

40年

昭和

45年

昭和

50年

昭和

55年

昭和

60年

平成

2年

平成

7年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

転入者数 転出者数 出生者数 死亡者数

【自然増減・社会増減の推移】 

資料：常住人口調査 

55,873 52,943 45,996 36,745 31,674 28,851 28,555 25,861 22,596

134,927 136,181 140,835
142,279

140,561
132,610 129,113

118,012
109,123

11,569 15,395 19,241
23,030 26,990

31,874 41,537
48,620

52,851

202,369 204,519 206,072 202,054 199,225
193,335

199,205
192,493

184,570

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

昭和

50年

昭和

55年

昭和

60年

平成

2年

平成

7年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

26年

（人）

年少人口

0－14歳

生産年齢人口

15－64歳

老年人口

65歳以上

【年齢３区分別人口の推移】 

資料：国勢調査、茨城県常住人口調査（※年齢不詳は除く） 

（人） 
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●20歳から 39歳までの女性人口、出生数、合計特殊出生率 

・20歳から 39歳までの女性人口は、減少傾向が続いており、それに伴い出生数も減少し

ています。 

・平成 26年の出生数は 1,246人で、平成２年の半数程度まで減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・合計特殊出生率は、全国や茨城県を上回っていますが、経年的に低下しており、平成

22年には 1.46となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【20歳から 39歳までの女性人口と出生数の推移】 

1.76

1.54

1.42

1.36

1.26

1.39

1.86

1.64

1.53

1.47

1.32

1.44

1.90

1.72

1.61
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1.47 1.46

1.0
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平成
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平成

17年

平成

22年

全国 茨城県 日立市

【合計特殊出生率の推移】 

資料：人口動態調査、人口動態保健所・市区町村別統計（人口動態統計特殊報告） 

36,056
32,427

29,659
26,704 26,385 24,970 24,037

20,429 18,990 17,967 17,032 16,208

4,026

2,940

2,683

2,253
2,116

2,008

1,667
1,439 1,372 1,315 1,295 1,246

0
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2,000
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4,000
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5,000
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Ｓ50 Ｓ55 Ｓ60 Ｈ2 Ｈ7 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

女性人口（20～39歳） 出生数

（人） （人）

資料：国勢調査、茨城県常住人口調査 
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イ 産業構造 

●産業別就業人口 

・本市の従業者数は、平成７年の 98,400 人をピークに減少しており、平成 22 年には 8

万 1,583人と、平成７年の約８割程度まで減少しています。 

・産業別従業者数は、昭和 60 年代までは第２次産業の従業者数が最も多く、4 万 6,000

人前後で推移していましたが、平成 22 年には約３万人と、昭和 50 年の６割程度にま

で減少しており、現在は第３次産業の従業者数が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●製造業 

・製造品出荷額は、平成３年の１兆 6,671 億円をピークに、リーマンショック後も１兆

円台を維持し続けてきましたが、平成 26 年には、昭和 55 年以来、34年ぶりに１兆円

を下回りました。 

・事業所数や従業者数についても、減少傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3,299 2,796 2,511 1,975 1,841 1,530 1,836 1,262 

47,585 47,510 46,268 46,176 43,665 
36,234 32,920 30,882 

37,233 40,771 45,802 50,028 52,894 
51,792 52,617 

49,439 

88,117 91,077 
94,581 

98,179 98,400 

89,556 87,373 
81,583 
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平成
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平成

17年

平成

22年

（人）

第1次産業 第2次産業 第3次産業

【産業別従業者数の推移】 

599
558

529 524
504 508

480 477
497

457 461
434 424

395 380

29,064 28,791 27,864 26,159 27,267 27,038 27,287 28,439 30,77528,109 28,136
26,245 26,287 23,206 23,821

117,290

126,087

114,928 112,410
117,603 115,373 117,114

140,141
144,914

122,537

139,700 137,235

128,312

106,700
99,382
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20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

（人／千万円）（事業所）

事業所数 従業者数 製造品出荷額等

【製造品出荷額、事業所数及び従業者数の推移】 

資料：国勢調査（※分類不能は除く） 

資料：工業統計調査 

（事業所数） 
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5,711

6,439

5,745

4,378 4,551

3,894

3,090 3,187

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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平成６年 平成９年 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年 平成24年 平成26年

（億円）
万

年間販売額

●小売業・卸売業 

・年間販売額は、平成９年以降減少傾向にあり、平成 24年には 3,090億円で、平成９年

の半分以下になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・店舗数と従業者数につい

ても減少傾向を示してお

り、店舗数は平成６年の

半分程度、従業者も６割

程度となっています。 

 

 

 

 

 

●観光客の入込状況 

・観光客の入込状況は、平成 23年度に東日本大震災の影響で大きく落ち込み、徐々に回

復しているものの、震災以前の状況には戻っていません。 
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入込観光客合計
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【年間販売額の推移】 

【店舗数及び従業者数の推移】 

【観光客の入込者数の推移】 

資料：茨城県観光動態調査 

資料：商業統計調査、経済センサス（H24） 

資料：商業統計調査、経済センサス（H24） 
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ウ 生活環境 

●交通事故発生件数 

・交通事故発生件数（人口千人当たり）は、平成 19年までは、全国及び茨城県よりも少

ない状況でしたが、平成 20年以降は、ほぼ同じ水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●刑法犯罪発生件数 

・刑法犯罪発生件数（人口千人当たり）は、全国及び茨城県よりも低い件数で推移して

います。 
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（件） 【交通事故発生件数の推移】 

【刑法犯罪発生件数の推移】 

資料：警察白書、茨城県社会生活統計指標          

 総務省統計局人口推計、国勢調査、茨城県常住人口調査 

資料：警察白書、茨城県社会生活統計指標          

総務省統計局人口推計、国勢調査、茨城県常住人口調査 
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住宅総数 空き家 空き家率

●医療 

・人口 10 万人に対する病院の施設数及び病床数は、全国平均・県平均を上回るものの、

医師数は、全国平均・県平均を下回っています。 

・特に、小児科医師数・産婦人科医師数は、全国平均・県平均を大きく下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●空き家 

・本市の住宅ストック数は増

加傾向にあり、平成 25 年

には 9万 3,600戸となって

います。 

・また、市内の空き家数も増

加しており、平成 25年は 1

万 7,010戸で、住宅ストッ

ク総数の 18.2％を占めて

います。 

【医療施設数】 

【病床数】 

【医師数】 

資料：平成 26年茨城県医療施設調査・病院報告、平成 26年茨城県医師・歯科医師・薬剤師調査 

厚生労働省平成 26年（2014年）医師・歯科医師・薬剤師調査 

注）人口 10万人対医療施設数、病床数の合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しない。 

  産婦人科医師数には、産科医を含む。 

【住宅ストック数及び空き家数の推移】 

資料：住宅・土地統計調査 

注）平成 15年以前は十王町を含まない。 

【医療施設従事医師数（診療科別）】 

施設数
人口10万対

施設数
施設数

人口10万対
施設数

施設数
人口10万対

施設数

全国 8,493 6.7 100,461 79.1 108,954 85.8
茨城県 181 6.2 1,722 59.0 1,903 65.2
日立市 15 8.1 117 63.2 132 71.3
水戸市 27 10.0 242 89.3 269 99.3
つくば市 12 5.4 174 78.7 186 84.1

ひたちなか市 7 4.5 86 54.9 93 59.3
土浦市 8 5.6 111 78.1 119 83.8
古河市 8 5.7 74 52.4 82 58.1
東海村 2 5.3 16 42.2 18 47.4

病　院 一 般 診 療 所 合計

施設数
人口10万対

施設数

68,592 54.0
1,400 48.0

81 43.7

173 63.9
119 53.8
70 44.7
88 61.9
69 48.9
14 36.9

歯科診療所

（か所） 

病床数
人口10万対

病床数
病床数

人口10万対
病床数

病床数
人口10万対

病床数

全国 1,568,261 1,234.0 112,364 88.4 1,680,625 1,322.4
茨城県 32,151 1,101.4 2,140 73.3 34,291 1,174.8
日立市 2,906 1,569.1 99 53.5 3,005 1,622.5
水戸市 3,549 1,310.2 290 107.1 3,839 1,417.3
つくば市 3,197 1,445.8 153 69.2 3,350 1,515.0

ひたちなか市 655 418.0 174 111.0 829 529.0
土浦市 1,949 1,372.0 153 107.7 2,102 1,479.7
古河市 1,617 1,145.3 83 58.8 1,700 1,204.1
東海村 490 1,291.4 19 50.1 509 1,341.5

病　院 一 般 診 療 所 合計

（床） 

総数
人口10万対

医師数
総数

人口10万対
歯科医師数

総数
人口10万対
薬剤師数

全国 311,205 244.9 103,972 81.8 288,151 226.7
茨城県 5,188 177.7 1,944 66.6 6,385 218.7
日立市 312 168.5 105 56.7 337 182.0
水戸市 659 243.3 226 83.4 732 270.2
つくば市 1,144 517.4 206 93.2 1,537 695.1

ひたちなか市 205 130.8 87 55.5 248 158.3
土浦市 406 285.8 127 89.4 405 285.1
古河市 186 131.7 118 83.6 240 170.0
東海村 43 113.3 21 55.3 68 179.2

医師数 歯科医師数 薬剤師数

（人） 

総数
人口10万対

医師数
総数

人口10万対
医師数

16,758 13.2 11,085 8.7
283 9.7 206 7.1

14 7.6 6 3.2

51 18.8 42 15.5
64 28.9 35 15.8
9 5.7 14 8.9

35 24.6 27 19.0
11 7.8 5 3.5
7 18.4 0 0.0

小児科医師数 産婦人科医師数
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 ２．市民ニーズの分析  

 

後期基本計画の策定に当たり、市民ニーズの動向を把握するため、「市民ニーズ（満足度）

調査」を始め、各種アンケート調査や関係団体に対するインタビュー等を実施しました。 

 

ア 成果指標（市民満足度の目標値）の達成状況 

●前期基本計画では、施策別に、５年後における市民満足度の目標値（５点満点）を設定

しているため、その達成状況を検証しました。 
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●検証の結果、42施策のうち、目標を達成したものは９施策（21.4％）、目標は達成でき

なかったものの、評価が改善したものは 19施策（45.3％）であり、全体の 2/3は、前期

基本計画の策定時から、市民の満足度が上昇しています。 

 

 

イ 「満足度」と「重要度」のマトリックス分析 

●基本構想で定めた 42施策について、現在の「満足度」と、今後の「重要度」に関する市

民の意向を把握するため、マトリックス分析による相対的な比較を行いました。 

●その結果、市民ニーズが高いと考えられる施策は、次のとおりです。 
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課題１ 人口減少問題対策（若い世代の転入促進・転出抑制） 

平成 26年５月に、民間研究機関である「日本創成会議」が、市町村別の将来推計人口に基

づく「消滅可能性都市」を発表し、大きな社会的反響を呼びましたが、リストアップされた

896市区町村（全国の 49.8％）の中には、本市も含まれる結果となりました。 

また、総務省の「住民基本台帳人口移動報告」によれば、本市の社会減少数の多さは、平

成 25、26年と２年連続で全国第２位となっています。（平成 27年は全国第４位） 

本市からの転出者の約８割は、30代以下の若年層となっており、20代の東京圏への転出傾

向と、30代の子育て世代の近隣自治体への転出傾向が、特に顕著となっています。 

さらに、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 14万 1,000人に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。 

大幅な人口流出が続く本市にとって、人口減少問題への対応は、喫緊かつ最優先の課題と

なっており、本市の人口動態の特徴を踏まえながら、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」に基づき、福祉、医療、教育、住政策など、特に若い世代を対象とした定住促進に関す

る施策に、総合的に取り組んでいく必要があります。 

 

 

課題２  2025年問題対策（超高齢社会への対応） 

日立市は、総人口が減少傾向にある中で、老年人口（65歳以上）は、一貫して増加傾向が

続いており、国や県を上回るスピードで高齢化が進行しています。 

本市の高齢化率は、昭和 30～40 年代は４～５％台で推移していましたが、平成 22 年には

25.3％に上昇しており（全国 23.0％、県 22.5％）、団塊の世代が全て後期高齢者となる平成

37 年（2025 年）には、市の総人口の３分の１が 65 歳以上の高齢者となる見込みです。さら

に、平成 52年には、高齢化率が約 40％になると推計されています。 

この超高齢社会に対応し、明るく活力ある長寿社会を築くためには、市民一人一人が健康

で、生きがいを持ちながら生活できるようにすることが重要です。 

そのため、介護予防を重点とした健康寿命の延伸、認知症ケアの充実、地域包括ケアシス

テムの構築、そして要支援者等に対する日常生活支援、一人暮らしの高齢者の見守りチーム

の充実などにより、高齢者になっても、安心して暮らしていける体制づくりを進めていく必

要があります。 
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また、元気な高齢者の社会参加を促進するため、高齢者の就労・起業、趣味活動、ボラン

ティア活動等に対するバックアップや、公共交通等による移動支援、日常生活の買い物支援

など、地域全体で、多様な主体によるサービス提供を行っていく必要があります。 

さらに、地域コミュニティ活動についても、高齢化が進む中で、次世代への確実な継承な

どの多くの課題が生じています。 

 

 

課題３  総合的な安全・安心の確保 

平成 28年度に実施した市民ニーズ調査において、市民が選んだ「住まいの条件」は、第１

位が「治安が良い」、第２位が「日常の買物に便利」、そして第３位が「自然災害の被害を受

けにくい」となっており、市民が居住場所を選定する際には、「安全・安心であること」を重

視していることが分かります。 

東日本大震災から６年が経過し、防災意識の維持・向上が、今後の課題の一つとして挙げ

られている中で、近年においても、地震や台風等による大規模な自然災害が全国で多発して

おり、近い将来には、南海トラフ地震や首都直下地震の発生も予測されています。 

さらに、平成 27年９月の関東・東北豪雨による鬼怒川の決壊は、久慈川を有する本市にと

って、決して他人事ではありません。 

常日頃から防災・減災への取組をしっかりと進め、災害に強いまちを構築していく必要が

あります。 

また、まちの安全・安心は、災害時の対応はもとより、防犯、交通安全、消防、救急、医

療など、広範な分野における多面的・輻輳的な課題として捉える必要があります。 

本市の「一般刑法犯認知件数」は、人口千人当たりで 7.01件（平成 27年）となっており、

過去 10年以上、国や県より低い件数で推移し、毎年減少していますが、高齢者を狙ったニセ

電話詐欺などの被害が後を絶ちません。 

また、本市の救急医療は、119番が入電してから救急車が病院に到着するまで平均 36.7分

（平成 26年）となっており、全国平均の 39.4分、県平均の 41.1分に対し、非常に短い時間

となっています。 

一方で、市内医療機関における医師数、特に、小児科と産科の医師数は、国や県の平均値

と比較すると、かなり少ない状況にあります。 

このように、地域における「強み」や「弱み」を分析しながら、犯罪の抑制、地域医療体

制の充実など、総合的な安全・安心の確保を目指す必要があります。 

 

 

課題４  社会資本の効率的な維持管理と都市機能の集約化・質的改善 

本市は、戦後の高度経済成長期における急激な人口の増加に合わせて、早くから社会資本

の整備を進めてきました。特に、公共下水道の整備率は 100％に近く、本市が他市に誇れる
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基本政策の一つとなっています。 

しかし、まちの成長とともに整備された多くの社会資本は、歳月の経過とともに老朽化が

進んでおり、東日本大震災や、山梨県の笹子トンネル事故（平成 24年）などに象徴されるよ

うに、本市においても、公共施設や生活インフラ等の早急な耐震化や、適切な修繕・改築等

が大きな課題となっています。 

そのため、平成 25 年度に策定した「日立市公共施設マネジメント基本方針」等に基づき、

社会資本の維持管理を効率的に進めていく必要があります。 

また、人口減少社会や超高齢社会に適切に対応するため、「都市機能の集約化」や「拠点形

成」が求められています。 

都市計画の見直しや、公共交通ネットワークの整備・再編、空き家対策を含めた住政策の

推進等により、市民のニーズに応じた都市機能の集約化（コンパクトなまちづくり）や質的

改善を進め、住宅や産業施策との連携により、都市の賑わい・活力の創出を図ることが必要

です。 

さらに、慢性的な交通渋滞は、本市の喫緊の課題です。 

特に、本市の道路交通の大動脈である国道６号は、渋滞損失時間が茨城県平均の４倍以上

と、県内屈指の深刻な状況にあり、日立市内の幹線道路の渋滞損失金額は、年間で約 120 億

円にものぼっています。 

そのため、国道６号日立バイパスの南伸や国道６号の大和田拡幅、国道 245 号の４車線化

など、交通の軸となる幹線道路等の整備を、引き続き、早急に進めていく必要があります。 

 

 

課題５  「工都・日立」のポテンシャルを活かした産業の活性化 

日立市は、「ものづくり」を基幹産業として発展してきたまちであり、現在も、電気機械産

業を中心に、市内には多くの製造事業所が立地しています。 

市内産業の更なる活性化や、蓄積されたブランドを維持・強化するため、本市はこれまで

にも、人材育成、受注確保、海外展開など、幅広い支援を進めてきました。 

しかし、リーマンショックなどの世界的な金融危機や、国全体の人口減少によってもたら

された諸問題は、国内外需要の縮小要因となっており、企業の生き残り策としての海外展開

を始め、基幹企業間同士の合従連衡（※1）を加速させるなど、近年の社会経済・産業構造の変

化は、市内の企業や事業者にも大きな影響を与えています。 

本市の製造品出荷額は、平成３年の１兆 6,671 億円をピークに、リーマンショック後も１

兆円台を維持し続けてきましたが、平成 26年には、昭和 55年以来、34年ぶりに１兆円を下

回りました。 

また、事業所数や従業者数についても年々減少傾向にあり、今後、これらの傾向に歯止め

をかけるためにも、産業構造の変化に対応した、柔軟な施策展開が求められています。 

                                           
※1 時流を読み、その時々の状況に応じて、互いに協力したり離れたりすること。 
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そのため、既存事業所との連携を一層深めるとともに、雇用の確保・創出を図るため、将

来を見据えた新たな産業の誘致や、創業支援、中小事業者等に対するきめ細かなフォローア

ップ、ＬＮＧ基地の立地により、エネルギー供給拠点としても重要性を増している物流拠点

である茨城港日立港区の機能強化等を更に進めていく必要があります。 

また、農水産業の分野では、全国的な傾向と同様に、従業者の減少や高齢化が大きな課題

となっています。 

地場産業の振興を図り、後継者の育成を促すためにも、農商工の連携などにより、新商品

の開発、付加価値を高める取組、販路開拓等を進め、「稼ぐ力」を確立することで、生活基盤

を築くことができる魅力ある産業へと転換させていく必要があります。 

さらに、観光の分野においては、海、山などの豊かな地域資源や、かみね動物園、道の駅

日立おさかなセンター等の観光施設の利用促進を図り、交流人口の拡大等による地域の活性

化を目指す必要があります。 
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これまで築き上げてきた本市の資産を基礎として、市民、企業、行政が力を合わせ、誰も

が安心して生き生きと暮らし、本市の魅力を実感し、未来に希望を持って暮らせるまちづく

りを目指し、次の３つの理念を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生活未来都市・ひたち」は、「ものづくり都市」として新たな価値を生み出す力と、人々

の生活の歴史や文化が相互に作用し合い、地域の魅力を高め合う懐の深いまちの姿、それを

未来に向けてつないでいこうとする強い意志を表しています。 

本市は、「ものづくり都市」として培われた知恵や技など、貴重なまちの資産を受け継いで

います。これらの資産を活用し、個々の暮らしの安心や快適さを求めるだけでなく、地球環

境問題や社会・経済の課題に真摯に対応し、人間社会と自然の調和と共生を図ることにより、

先進的な循環型社会の実現を目指します。 

本市は、先人たちにより築かれた「ひたちらしさ」を大切にしてきました。これからも、

【まちづくりの基本理念】 
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相互の信頼を基礎とした人と人の絆、地域の力を大切にしながら、誰もが生き生きと暮らせ

るまちづくりを進め、次の世代に自信を持って引き継いでいける「ひたちらしさ」を守り育

てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 基本構想における将来人口の想定  

●県内の中核都市である本市は、これまでに築かれた都市機能を活かし、さらに、まちの

活力向上のために都市機能の整備を進めるとともに、産業振興による就業の場の確保を

始めとした若年層の定住促進、子育て環境の整備等の施策の展開により、人口減少の抑

制に努めることとし、本計画の目標年次である平成 33年度の人口を、17万人から 19万

人の間と想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【将来人口の想定】 
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イ 「日立市人口ビジョン」における人口の将来展望との関係 

●平成 27年 12月に、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」と併せて策定した「日立

市人口ビジョン」では、人口の将来展望として、平成 52 年の人口 15 万人以上を目指す

こととしています。 

●この人口ビジョンの目標人口に基づき、基本構想（及び後期基本計画）の最終年度であ

る平成 33年度の人口を推計すると、約 17 万 9,700 人となり、基本構想における想定人

口の範囲内となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画では、目指す将来都市像を実現するため、まちづくりの３つの理念に沿って体系的

に６つの分野を設定し、施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

150,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

2010
(H22)

2011
(H23)

2015
(H27)

2016
(H28)

2020
(H32)

2021
(H33)

2025
(H37)

2030
(H42)

2035
(H47)

2040
(H52)

（人）

（年）

国立社会保障・人口問題研究所推計参考値(※) 本計画推計値 総合戦略（目標） 総合戦略（社人研）

後期基本計画

目標年次

総合計画

将来人口推計

総合戦略

目標年次

総合戦略

人口ビジョン

170,000～190,000

【基本構想の想定人口と日立市人口ビジョンとの関係】 
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- 34 - 

 

 

平成 26 年に制定された「まち・ひと・しごと

創生法」に基づき、本市では、平成 27年 12月に、

地方版総合戦略である「日立市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を策定しました。 

この総合戦略には、「日立市人口ビジョン」に

掲げた目標人口である「平成 52年の人口 15万人

以上」を目指すため、平成 27 年度から５年間の

計画期間中に取り組むべき、人口減少問題対策や

地域の活性化策などについて、５つの基本目標と

192の事業を位置付けています。 

総合戦略と後期基本計画の計画期間は一部重複することから、総合戦略に掲げた施策や事

業は、後期基本計画に包摂し、それぞれ関係する分野の大綱・施策に位置付け、事業に取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【後期基本計画と総合戦略の関係】 

（イメージ図） 

【総合戦略と総合計画の関係】 

基本 

構想 

基本計画 

実施計画 

 総合計画 

 総合戦略 

 ・５つの基本目標 

・基本的方向 

・具体的施策 

・重要業績評価指標（KPI） 

まち・ひと・しごとに係る施策 

連動 

後期基本計画 

【施策の大綱】 

日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

基本目標１ 

ひたちらし

さの活用 

基本目標２ 

雇用の確保 

・創出 

基本目標３ 

転入促進・ 

転出抑制 

基本目標４ 

子育て応援 

基本目標５ 

地域連携 

大綱１ 福祉・医療 

「健やかで安心して暮らせるまち」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大綱２ 教育・文化 

「人と文化をつくるまち」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大綱３ 産  業 

「活力ある産業のまち」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大綱４ 都市基盤 

「都市機能が充実したまち」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大綱５ 生活環境 

「安全で環境にやさしいまち」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大綱６ 協  働 

「みんなで築くまち」 
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後期基本計画 施策体系 総合戦略【関連施策】 

４　文化・芸術

4-2 特色ある教育環境の提供等

誰もが楽しめる生涯スポーツの
推進

６　生涯スポー
　　ツ

5-2 地域の力を活用したまちづくり

豊かな人間性と確かな学力の
向上

１　学校教育

4-1 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

５　青少年育成 青少年の健全育成の推進

1-2 「ひたちらしさ」の活用

2-5 スポーツ・文化活動を通じた交流人口の拡大

1-2 「ひたちらしさ」の活用

2-5 スポーツ・文化活動を通じた交流人口の拡大

３　生涯学習
学習機会の充実と地域・家庭の
教育力向上

多様な文化・芸術の推進

3-4 大学等との協働

基幹産業の活性化と新産業創
出の支援

2-6 シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

６　観　光
地域の資源を活用した観光の
振興

1-1 「ひたちらしさ」の再発見

1-2 「ひたちらしさ」の活用

2-4 地域資源を活用した観光業の強化

2-5 スポーツ・文化活動を通じた交流人口の拡大

大
綱
３
　
産
　
業

「
活
力
あ
る
産
業
の
ま
ち

」

も
の
づ
く
り
や
産
業
創
出
の
支
援
な
ど

、
産
業
の
活
性
化
に
努
め
ま
す

。

５　物　流
物流ネットワークの拠点整備と
活用

1-3 「ひたちらしさ」の強化

3-2 企業誘致の推進

5-1 地域連携の推進

４　水産業 活力ある水産業の振興
2-7 豊かな農林水産物資源を活かした商品の開発及び活用等への取組

３　農・林業
地域の特性をいかした農・林業
の振興

2-7 豊かな農林水産物資源を活かした商品の開発及び活用等への取組

２　商　業
地域に根ざした
商業の活性化

2-3 商店街の再整備等によるにぎわいの創出

3-3 新たなにぎわい拠点づくり

2-1 「ものづくりのまち」としての特色を活かした産業振興

2-2 新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

3-2 企業誘致の推進

７　国際化・平
　　和

多文化共生・平和の継承

1-3 「ひたちらしさ」の強化

１　工　業

特色ある教育環境の提供等

２　高等教育等
特徴的な教育・
人材育成機関との連携

3-4 大学等との協働

4-1 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

4-2 特色ある教育環境の提供等

健康を支える医療の充実

4-1 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

5-1 地域連携の推進

5-3

大
綱
２
　
教
育
・
文
化

「
人
と
文
化
を
つ
く
る
ま
ち

」

将
来
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る
と
と
も
に

、
豊
か
な
文
化
を
育
み
ま
す

。

1-2 「ひたちらしさ」の活用

4-1 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

4-2 特色ある教育環境の提供等

安心して暮らせる快適な生活環境の整備

６　健康づくり
ライフステージに応じた健康づく
りの推進

5-2 地域の力を活用したまちづくり

1-2 「ひたちらしさ」の活用

4-2

【大綱】 【施策】 総合戦略【基本的方向】

大
綱
１
 

福
祉
・
医
療

「
健
や
か
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

」

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で

、
健
や
か
で
安
心
で
き
る
暮
ら
し

を
実
現
し
ま
す

。

１　こども福祉 子育て環境の整備
4-1 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　高齢者福祉
高齢者の生きがいと自立の支
援

5-3 安心して暮らせる快適な生活環境の整備

３　障害者福祉 障害者を支える環境の充実
4-1 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

４　地域福祉 地域で支える福祉の推進

５　地域医療体
　　制など
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後期基本計画 施策体系 総合戦略【関連施策】 

【大綱】 【施策】 総合戦略【基本的方向】

大
綱
４
　
都
市
基
盤

「
都
市
機
能
が
充
実
し
た
ま
ち

」

資
産
を
い
か
し
た
機
能
性
の
あ
る
都
市
を
つ
く
り
ま
す

。

1　市街地整備 快適な市街地の整備
1-3 「ひたちらしさ」の強化

5-1 地域連携の推進

２　道路交通体
　　系

まちの活力向上のための幹線
道路と生活道路の整備

1-3 「ひたちらしさ」の強化

４　公園・緑地 やすらげる公園・緑地の整備
1-2 「ひたちらしさ」の活用

2-4 地域資源を活用した観光業の強化

３　公共交通体
　　系

便利で環境にやさしい公共交通
体系の構築

1-3 「ひたちらしさ」の強化

5-3 安心して暮らせる快適な生活環境の整備

5-1 地域連携の推進

５　河川・水路
安全で親しみやすい河川・水路
の整備

６　住　宅 住みやすい環境の形成

1-1 「ひたちらしさ」の再発見

3-1 若者等の転入・定住の促進

5-3 安心して暮らせる快適な生活環境の整備

７　上下水道 安定したライフラインの提供
5-3 安心して暮らせる快適な生活環境の整備

大
綱
５
　
生
活
環
境

「
安
全
で
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち

」

自
然
と
調
和
し
た
安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
を
つ
く
り

ま
す

。

１　自然環境の
　　保全と創造

豊かな自然環境の保全とエネ
ルギー利用の効率化

4-2 特色ある教育環境の提供等

３　消防・救急 消防・救急体制の強化
5-1 地域連携の推進

5-3 安心して暮らせる快適な生活環境の整備

２　ごみ・資源 資源の有効活用の推進

大
綱
６
　
協
働

「
み
ん
な
で
築
く
ま
ち

」

市
民
と
の
協
働
に
よ
り
持
続
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す

。

１　コミュニティ
　　活動

コミュニティとの協働

３　産学官連携 企業、大学等との協働

５　広聴広報・
　　相談

情報共有の充実

４　防災・減災 災害に強いまちづくりの推進

５　防犯・交通
　　安全

防犯活動・交通安全の推進

1-2 「ひたちらしさ」の活用

3-4 大学等との協働

４　男女共同参
　　画

男女が共に築く社会
2-2 新たな成長分野での雇用創出と女性の就業機会の拡大

4-3 ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍支援

６　財政運営 適正で持続可能な財政運営

７　行政経営 効率的・効果的な行政経営
5-2 地域の力を活用したまちづくり

1-1 「ひたちらしさ」の再発見

2-6 シティプロモーションによる広域的・戦略的な情報発信

5-3 安心して暮らせる快適な生活環境の整備

1-2 「ひたちらしさ」の活用

5-1 地域連携の推進

1-3 「ひたちらしさ」の強化

5-2 地域の力を活用したまちづくり

２　市民の多様
　　な活動

市民の多様な活動の支援

６　墓地・葬祭
　　場

墓地・葬祭場の整備と管理

1-3 「ひたちらしさ」の強化

1-3 「ひたちらしさ」の強化

5-3 安心して暮らせる快適な生活環境の整備
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前期基本計画では、市民ニーズ調査や、グループインタビュー等を通じて得られた、市民

のまちづくりに対する意向を反映し、「防災力強化」「若者応援」「健康支援」「都市力向上」

「ひたちらしさ」の５つの視点から、『くらしを明日につなぐプラン』を設定し、関連事業を

総合的に進めてきました。 

後期基本計画では、市民ニーズ調査等の結果のほか、人口減少問題対策や地域活性化など、

本市が直面する新たな課題の克服を目指すため、「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の基本目標等も踏まえながら、新たな重点プロジェクトを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後５年間の新しいまちづくりに取り組むに当たり、前期基本計画の基本的な考え方、「日

立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標、そして上記の市民ニーズ等を反映し、

「まち・ひと・しごと」の視点から、以下の５つの項目を重点プロジェクトとして定め、施

策・事業の推進を図ります。 

  

【市民ニーズ集計結果の概要】 
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ひたち創生戦略プラン 

１ 

若者・子育て 

世代応援 

２ 

生涯活躍社会 

の実現 

３ 

安全・安心 

の確保 

４ 

都市力向上 

５ 

産業の振興 

【重点プロジェクト】 

人口減少問題対策 
（若い世代の転入 

 促進・転出抑制） 

2025 年問題対策 
（超高齢社会への 

対応） 

「工都・日立」の 
ポテンシャルを 

活かした産業の活性化 社会資本の効率的な 
維持管理と都市機能 
の集約化・質的改善 

総合的な安全・安心 
の確保 

後
期
の
主
要
課
題 

防災力強化 若者応援 

健康支援 都市力向上 

ひたちらしさ 

前
期
基
本
計
画 

ひたちらしさの活用 

雇用の確保・創出 転入促進・転出抑制 子育て応援 

地域連携 

総

合

戦

略 

～ひたちらしさを活用した地域創生～ 

産業の振興 

都市力向上 

安全・安心の確保 

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

ひと まち しごと 
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多くの若者が日立市に興味を持ち、「行ってみたい、住んでみたい、そして住み続けたい！」

と思ってもらえるまちづくり。これは、日立市の地域創生の大きなテーマの一つです。 

日立市で学び、働き、生活する全ての若者が、生き生きと暮らし、楽しく子育てができる

よう、地域・企業・各種団体と連携し、市を挙げて「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」を行います。 

今後の重点的な取組として、「子育て分野」と「教育分野」のそれぞれについて、更なる充

実を図り、「若者・子育て世代に選ばれるまち」の実現を目指します。 

子育て分野については、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるため、引き続き、

周産期母子医療体制の確保に向けた支援を行うほか、子育て世帯の負担軽減のため、現在、

中学生までを対象としている小児医療福祉費制度（マル福）の拡大を検討するなど、各種子

育て支援制度の一層の充実を図ります。 

また、「子育て世代包括支援センター」を設置し、既存の「子どもセンター」等と連携を図

りながら、妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的な相談支援を提供するとともに、子育

て世代が安心して働ける環境づくりを進めるため、保護者のニーズに対応した、認定こども

園等の施設整備を進めます。 

教育分野については、かけがえのない宝である子どもたちが、夢や希望、目標を持ち、そ

の実現を図ることができるよう、教育環境を充実させるとともに、国際社会で活躍できる力

を育む教育や、科学技術への関心を高める教育、環境への意識を高める教育など、「日立市な

らでは」の特色ある教育を充実させ、たくましく未来を切り拓いていく人材を育成します。 

また、今後の児童生徒の減少を踏まえ、国・県における小中学校適正配置の基準や考え方

等を参考に、更なる教育環境の充実を図るため、学校の適正配置の検討を進めます。 

 １１  重点プロジェクト１ 
 

若者・子育て世代応援 
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主な重点事業  
 

●若者・子育て世代の定住促進 

 定住促進住宅取得等支援事業（マイホーム取得サポート事業）【P.149、150】 

子育て世帯等の定住を促進するため、既存住宅の活用

を含め、住宅の取得等に対する助成や、金融機関との連

携による金利優遇などを行います。 

・山側住宅団地住み替え検討事業 

・「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 

・リフォームローン金利優遇事業 

 【新規】奨学金制度の拡充事業（Ｕターン促進）【P.93】 

日立市奨学金の貸与を受けた者の定住を促進するため、奨学金返還額の一部を助成し

ます。 

 お試し居住事業【P.150】 

市が用意した「お試し住宅」において、数か月間の移住体験を提供します。 

 

●子育て世帯の負担軽減への取組 

 【拡充】医療福祉費支給事業（小児）（対象者の拡大検討）【P.63、80】 

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。（本計画期間中に、対象者の拡大を検討します。） 

 産前・産後ママサポート事業【P.62】 

妊娠中又は出産後（出産日から１年未満）の日中支援者がいない家庭に対し、母親の

家事負担を軽減するとともに、必要に応じて相談支援等につなげるため、家事支援ヘル

パーを派遣します。 

 【新規】地域子ども食堂運営補助事業【P.63、75】 

地域福祉と児童福祉の推進を図るため、生活困窮世帯の子ども等を対象に食事を提供

する団体等を支援します。 

 生活困窮者自立支援事業（学習支援事業）【P.75】 

「貧困の連鎖」を断ち切るため、生活困窮世帯の子どもに対する学習機会を提供する

ことで、学習習慣の定着や学力の向上を図るとともに、子どもの居場所づくりを行いま

す。 
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 【新規】放課後子ども教室推進事業【P.63、96】 

放課後に、学校の余裕教室等を活用し、全ての子どもたちを対象とした学習習慣づく

りや様々な体験・交流活動の機会を、定期的・継続的に提供します。 

 就学援助事業【P.89】 

経済的な理由によって就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費や通学用品費

等の費用を支給します。平成 28年度から項目を拡充し、児童会（生徒会）費、少年団活

動（クラブ活動）費、ＰＴＡ活動費も対象としています。 

 ランドセル贈呈【P.89】 

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。 

 

●子育てに関する総合的な相談支援の充実 

 【新規】子育て世代包括支援センター事業【P.62】 

地域のつながりの希薄化等により、妊産婦・母親の孤立感や負担感が高まっているこ

とを踏まえ、妊娠期から子育て期までの総合的な相談や支援を、関係機関と情報を共有

し、連携しながら、保健師などの専門職がワンストップで行うための拠点を整備します。 

 子どもセンター運営事業【P.63】 

18 歳未満のお子さんとその家庭を切れ目なく総合的 

に支援するとともに、発達に関する支援が必要なお子さ

んと保護者への支援の場として、保健、福祉及び教育の

連携の核となる施設を運営します。 

 

●出産・子育て・教育環境の充実 

 地域周産期母子医療センター整備事業【P.62、80】 

市内で安心して出産できる環境を整備するため、平成 21 年４月か

ら休止している日立総合病院の周産期母子医療センターの再開に向

けた、医師の確保やＮＩＣＵ（新生児集中治療室）の整備などに対し

て支援を行います。 

 （仮称）はなやま認定こども園園舎建設事業【P.63】 

保護者のニーズを踏まえ、昭和 40年代に建設された「塙山幼稚園」と「かねさわ保育

園」を統合し、認定こども園として新園舎を建設します。 

 学校適正配置検討事業【P.89】 

児童生徒のより良い教育環境整備に向け、国・県における小中学校適正配置の基準や

考え方等を参考に、学校の適正配置の検討を進めます。 
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●特色ある教育の推進 

 科学学習推進事業【P.89】 

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推進します。 

 国際理解教育推進事業（英語体験活動）【P.89、109】 

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を通じて、

英語学習への興味や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。 

 環境教育活動支援事業【P.156】 

環境への意識の高揚を図るため、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

援します。 

 情報教育環境整備事業【P.89】 

より分かりやすく、参加意識が高まる授業づくりを推進するため、小・中学校におけ

るＩＣＴ機器（タブレットパソコン、電子黒板等）の整備・拡充を図ります。 

 

●若者の交流応援 

 【拡充】若者イベント推進事業【P.64】 

活力あるまちづくりを進めるため、大学生や 20代・

30 代の若者の交流機会を創出するとともに、若者の主

体的な活動を支援します。 
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日立市が、将来にわたって「活力あるまち」であり続けるためには、男性、女性、若者、

高齢者、障害者など、全ての市民が、それぞれの家庭や職場、地域等で活躍し、夢や希望に

向かって取り組める社会を構築していくことが大切です。 

今から８年後の平成 37 年には、団塊の世代の方々が 75 歳を迎えることで、我が国は大き

な転換期を迎えます。いわゆる「2025年問題」ですが、本市においても、市民の３人に１人

が 65歳以上、そして５人に１人が 75歳以上となり、「前例のない超高齢社会への挑戦」が本

格化します。 

この課題を乗り越え、引き続き、本市の活力を維持していくためには、高齢者一人一人が、

経験や能力を活かし、地域を支える重要な一員として社会参加ができる環境や、市民が性別

や障害の有無にかかわらず、社会のあらゆる分野で活躍できる環境、つまり「生涯活躍社会」

を、市民、企業、地域コミュニティ等との協働により構築していくことが必要です。 

生涯活躍社会の実現に向けた重点的な取組として、高齢者の方々が、住み慣れた地域にお

いて、健康で長く暮らせるように、在宅医療・介護連携を推進するとともに、民間事業者が

行う老人福祉施設等の整備を支援するなど、高齢者に対する総合的なサポートを実施します。 

さらに、市民の健康増進意欲の向上を図るため、平成 31 年に開催される「茨城国体」や、

本市出身の遠山喜一郎氏が考案した「ラジオ体操」の普及活動等を契機として、介護予防や

生涯スポーツなどを促進し、健康寿命の延伸を目指します。 

また、女性の一層の活躍を支援するため、人材育成と就業支援に取り組み、様々な分野で

活躍できるような環境を整えるとともに、障害者のニーズに対応した、新たな拠点施設の整

備を進めます。 

 １１  重点プロジェクト２ 
 

生涯活躍社会の実現 
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なお、生涯活躍社会を実現するためには、福祉、介護、医療、教育、雇用など、地域の実

情に応じた広範な取組が必要ですが、そのためには、まちづくりのパートナーであるコミュ

ニティとの連携・協働が必要不可欠です。 

しかし、少子高齢化の進展や、地域における連帯意識の希薄化などによって、近年では、

個々の町内会や自治会の維持が困難となるケースが増えてきており、これに伴い、コミュニ

ティ活動の担い手不足や高齢化も大きな課題となっています。 

「コミュニティ先進都市」として、40年以上の歴史と伝統を持ち、かけがえのない財産と

なっているコミュニティと行政の協働を、今後も持続し、発展させていくためにも、市制施

行 80 周年という記念すべき年に開催される「茨城国体」などをきっかけとして、引き続き、

世代間、地域間の交流を促進します。 

 

 

主な重点事業  
 

●在宅高齢者に対する支援（2025年問題対策） 

 高齢者おでかけ支援実証事業【P.68】 

70 歳以上の高齢者に対し、介護予防事業への参加促

進など、閉じこもりを防ぎ、外出を支援するため、民間

路線バスカードの割引販売を行います。 

 在宅医療・介護連携推進事業【P.68】 

高齢者が、住み慣れた地域で、その有する能力に応じた生活が営めるよう、専門職、

関係機関や団体等とともに、在宅医療と介護サービスの連携を図ります。 

 【新規】ごみ等排出困難世帯回収支援事業【P.159】 

身体的な事情から、集積所まで自力で運搬できない高齢者世帯等のごみ出しについて、

福祉的な観点も含めた支援を行います。 

 買物弱者支援対策事業（移動スーパーの支援）【P.116】 

市民の生活支援として、買物困難地域を対象に、生鮮品や生活必需品等の買い物機会

を提供します。 

 【拡充】生活支援体制整備事業（コーディネーター及び協議体の増員・増設）

【P.68】 

高齢者の生活支援及び介護予防に係る多様な主体によるサービス支援体制の基盤整備

を図るため、生活支援コーディネーターの増員や、協議体（情報共有や連携強化の場と

なるネットワーク会議など）の増設により、地域資源の開発、ネットワーク構築、地域

ニーズと地域資源のマッチング等を推進します。 
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●茨城国体・東京オリンピックの開催を契機とした生涯スポーツの推進 

 【新規】いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会開催事業【P.106】 

平成 31年に、国内最大のスポーツの祭典を開催することで、スポーツの振興や地域の

活性化を図るとともに、国体開催を契機とした様々な取組を進め、新たな活力創出につ

なげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運動公園施設整備事業（野球場、陸上競技場、臨時駐車場等）【P.105】 

平成 31年開催の茨城国体に向けて、本市のスポーツ・レクリエーションの拠点施設で

ある運動公園施設を整備します。 

 【新規】ラジオ体操普及事業【P.84、105】 

ラジオ体操の考案者（遠山喜一郎氏）が本市出身者であることから、

市民への認知・普及活動に取り組み、生活習慣の改善、健康増進を図る

とともに、世代間の交流を通した地域の活性化を目指します。 

 

≪その他関連事業≫ 

・池の川さくらアリーナ活用事業【P.106】 

・スポーツ・ツーリズム促進事業【P.106、129】 

・公共サイン整備事業【P.109、134】 

・【新規】公園すてき化整備事業【P.144】 

・【新規】国体支援コミュニティ活動推進事業【P.176】 

 

●女性の活躍応援 

 【拡充】女性の人材育成と就業支援事業【P.184】 

育児をしながら就業を続けたり、再就職や起業・地域活動などの様々な活動に挑戦し

ようとする女性が、その個性と能力を発揮して活躍できるよう、支援する取組を進めま

す。 

 【新規】幼稚園教諭有資格者復職支援事業【P.88】 

幼稚園教諭の免許保有者に対し、免許更新講習時の受講料を補助することで、円滑な

【日立市開催競技】（正式競技） 
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職場復帰を支援します。 

 女性就業環境整備促進事業【P.113】 

女性の就業先の確保、地元定着率の向上のため、特に、

本市の産業構造の中心となっている製造業を始めとす

る市内事業所における女性の就業環境整備を、ハード・

ソフトの両面から支援します。 

 

●福祉施設の整備・充実 

 鳩が丘障害者福祉施設再整備事業【P.72】 

以下の既存施設の老朽化や、多様化する利用者ニーズを踏まえ、障害者福祉の拠点施

設を再整備します。 

・しいの木学園（就労支援）  

・ひまわり学園（生活介護） 

・太陽の家（生活介護（重症心身障害児（者））） 

・母子療育ホーム（児童発達支援（肢体不自由児通所）） 

・鳩が丘スポーツセンター 

 老人福祉施設等の民間施設整備費補助事業【P.67】 

入所施設の待機者の解消や、介護サービス施設の充実を図るため、民間事業者が行う

特別養護老人ホームの整備を支援します。 

 

●コミュニティとの協働体制の強化 

 コミュニティ活動推進事業【P.175】 

コミュニティ組織が今後も活発に、行政との協働によるまちづくりを継続して進めら

れるよう、コミュニティ関係者と具体的な活動内容等について、協議、検討を行い、必

要な支援に取り組みます。 

・【新規】コミュニティ人材確保・育成事業（働く世代参加促進、コミュニティ活動研

修の充実など） 

・コミュニティへの依頼業務見直し事業 

・コミュニティプラン改訂支援事業 

 【新規】国体支援コミュニティ活動推進事業【P.176】 

平成 31 年に開催される茨城国体を契機として、コミュニティの活性化を図る取組を、

コミュニティ組織と協働で進めます。 
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市民の生命や財産を守ることは、行政の最も基本的かつ重要な責務であり、安全で安心し

て暮らすことができる地域社会の実現は、市民共通の願いです。 

未曾有の被害をもたらした東日本大震災から６年が経過しましたが、近年においても、平

成 27 年９月の関東・東北豪雨による鬼怒川の決壊や、平成 28 年４月に発生した熊本地震な

ど、全国的に大規模な自然災害が多発しています。 

さらに、自然災害以外にも、交通事故や火災等のために、市内外において毎年多くの貴重

な生命や財産が失われており、最近では、インターネットや携帯電話を使った詐欺や悪質商

法などの犯罪が多発するなど、市民の日常生活は、常に多くの不安と隣り合っているのが現

状です。 

また、平成 28年度に実施した市民ニーズ調査では、これから市民が最も重視する施策とし

て「地域医療」が第１位に挙げられており、身近な地域で、いつでも十分な医療を受けられ

る環境の整備が求められています。 

今後も、市民一人一人が、日々の暮らしの中で「安全・安心」を実感でき、心身ともに健

康で、住み慣れた地域において充実した人生を送ることができるよう、防災、防犯、交通安

全、消防、救急、地域医療など、様々な分野における安全・安心対策等を総合的に推進しま

す。 

防災・減災に関する今後の重点的な取組として、津波や洪水など自然災害対策の強化を図

るため、市内の主要河川等に監視カメラを設置するとともに、防災行政無線の老朽化対策と

受信困難地域の解消を図り、市民への情報伝達体制を強化するため、防災行政無線のデジタ

ル化を進めます。 

また、小・中学校等の公共施設の安全対策や、民間建築物などの耐震化を促進します。 

 １１  重点プロジェクト３ 
 

安全・安心の確保 
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防犯対策については、市内ＪＲ常磐線の各駅周辺等の公共空間に防犯カメラを設置すると

ともに、町内会や自治会が維持管理している防犯灯について、町内会等の加入者の減少や高

齢化などの現状を踏まえ、今後の防犯灯の整備と運用の方法を検討します。 

消防・救急については、平成 28年度から、北茨城市、高萩市と連携し、新たな救急医療シ

ステム「ラピッド方式ドクターカー」の運用を開始するなど、広域的な取組を進めています

が、今後の重点的な取組として、南部地区の署所を統合して、新たな消防庁舎を建設し、消

防力の強化を図るほか、防火水槽や消防・救急車両等の整備・更新、救急救命士の養成など

を計画的に進めます。 

地域医療体制の確保については、日立医療圏全体を支える基幹病院として、県北地域で唯

一の第三次救急医療を担い、地域完結型医療の中心的役割を担う日立総合病院や、本市の第

二次救急医療の中核病院であるひたち医療センター等の医師確保や医療機器導入等に対する

支援を行い、救急医療や高度先進医療の提供体制等を確保します。 

 

 

主な重点事業  
 

●防災・防犯体制の充実 

 【新規】災害監視カメラ整備事業【P.166】 

津波、洪水対策として、市内の主要河川等に監視カメラを設置します。 

 防災体制整備事業（デジタル無線設備の整備、地域防災計画の見直しなど）

【P.167】 

防災行政無線の老朽化対策、受信困難地域の解消等を図るため、デジタル無線設備の

導入を進めるとともに、地域防災計画の不断の見直しを行います。 

 新庁舎建設事業【P.195】 

市民サービスの向上や防災拠点機能の充実等を目指した市庁舎の整備を進めます。 

 住宅・建築物耐震改修促進事業【P.149、167】 

平成 28 年３月に改定した日立市耐震改修促進計画（目標：平成 32 年度の住宅・建築

物の耐震化率 95％）に基づき、既存建築物の耐震化を促進します。 

 【新規】防犯灯の在り方検討事業【P.170】 

町内会や自治会が維持管理している防犯灯について、町内会等の加入者の減少や高齢

化などの現状を踏まえ、今後の防犯灯の整備と運用の方法を検討します。 

 【拡充】生活安全対策事業（防犯カメラ設置等）【P.170】 

犯罪等を未然に防止するため、市内ＪＲ常磐線の各駅周辺等の公共空間に防犯カメラ
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を設置します。 

 

●消防・救急体制の強化 

 南部地区消防庁舎整備事業【P.163】 

消防力強化のため、建物の老朽化が著しく、津波浸水予測範囲内にある臨港消防署な

ど１署２出張所を統合し、南部地区に新たな消防庁舎を建設します。 

 救急救命士養成事業【P.79、163】 

円滑な救急処置を行うために、救急救命士を養成します。 

 防火水槽整備・改修（耐震化）事業【P.163】 

消防水利の充実・強化を図るため、既存防火水槽の補

修や、耐震性防火水槽への計画的な更新整備を進めます。 

 消防・救急車両整備事業【P.163】 

消防・救急車両を計画的に更新します。 

 

●地域医療体制の確保 

 地域医療体制確保事業（公的病院等医療体制強化、高度専門医療体制確保） 

【P.79】 

救急医療や高度先進医療の提供体制を維持するため、市内の中核病院に対し、医師確

保や医療機器整備等に対する支援を行います。 

  

 

 

 

 

 

 地域医療支援病院機能強化補助事業【P.79】 

平成 27 年５月に「地域医療支援病院（※2）」の承認を受けた日立総合病院に対して、医

療機器整備等の支援を行います。 

 

 

 

 

                                           
※2 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 
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●小・中学校等の安全対策 

 小・中学校校舎改築・大規模改造事業【P.89】 

小・中学校の改築による耐震化や大規模改造を推進し

ます（諏訪小学校、久慈小学校、豊浦小学校など）。 

また、公共施設マネジメントの観点から、新たな施設

整備計画（長寿命化計画）を策定し、学校施設の適切な

維持更新を図ります。 

 学校施設整備事業（老朽化対策等）【P.89】 

老朽化した小・中学校施設の部分的な改修（屋上防水、外壁改修、トイレ改修、プー

ル改修等）を進め、建物の健全性を保つとともに、教育・生活環境の向上を図ります。 
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日立市では、中心市街地の空洞化や、山側住宅団地住民の高齢化、交通渋滞の慢性化など

が大きな問題となっています。 

これらの問題を解決し、日立市独自の魅力、新たな「都市ブランド」を生み出していくこ

とが、都市力向上に向けた大きなポイントとなります。 

県内の中核都市として、さらには、東京圏と東北地方を結ぶ拠点都市となるために、これ

まで培ってきた力強い産業都市としての活力を維持しながら、計画的・効率的な投資を行い、

将来を見据えた都市基盤づくりを進めます。 

今後の都市力向上に向けた重点的な取組として、市内に５つあるＪＲ常磐線の各駅を中心

とした「多極型コンパクトシティ」の形成等を目指し、大甕駅や常陸多賀駅の周辺地区整備

を進めるほか、市内を円滑に移動できる公共交通ネットワークの構築・再編や、地域・企業

等との協働による公共交通の維持確保、さらには、沿線地域の活性化を牽引し、新たなまち

づくりの基軸となる新交通（ひたちＢＲＴ）の第Ⅲ期区間の整備ルート検討などを進めます。 

また、都市計画マスタープランの改定や、山側住宅団地の再生、近年、全国的に動き出し

た空き家対策など、社会情勢の変化に対応した、新たな都市の在り方を検討するほか、都市

の魅力向上を図るため、シティプロモーションや新エネルギーを活用したまちづくりを積極

的に推進します。 

さらに、市民生活の利便性を高めるとともに、活発な都市活動や産業活動を支えるため、

幹線道路などの整備を促進し、交通渋滞の緩和を図るほか、市民が安心して暮らせる地域社

会形成のため、老朽化が懸念される社会インフラについては、平成 25年度に策定した「日立

市公共施設マネジメント基本方針」等に基づき、予防保全型の戦略的な維持管理を進めます。 

 １１  重点プロジェクト４ 
 

都市力向上 
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生活インフラの中でも、特に重要な施設の一つである上下水道は、他市に先駆けて基盤整

備を進めてきた結果、過去３回の市民ニーズ調査において、市民満足度が最も高い施策とな

っています。 

東日本大震災により、改めて生活インフラの耐震化の重要性が認識されたことから、引き

続き、上下水道施設の計画的な更新及び耐震化を図るほか、経営基盤の強化のため、上下水

道事業経営戦略の策定に取り組みます。 

 

 

主な重点事業  
 

●多極型コンパクトシティの形成 

 大甕駅周辺地区整備事業【P.133】 

大甕駅周辺地区について、ひたちＢＲＴと一体的に都

市基盤整備を進め、本市南部の玄関口としてふさわしい

魅力あるまちづくり（大甕駅駅舎、東西自由通路、西口

駅前広場、南北アクセス道路等の一体的整備）を進めま

す。 

 常陸多賀駅周辺地区整備事業【P.133】 

常陸多賀駅周辺の諸課題（駅舎の老朽化、こ線人道橋のバリアフリー未対応、ＪＲ常

磐線による東西市街地の分断、東口駅前広場の未整備など）を解決するため、常陸多賀

駅周辺地区の整備を進めます。 

 都市計画マスタープラン改定事業（立地適正化計画検討事業）【P.133】 

平成 12年に現行計画を策定した後の社会経済情勢の変化（十王町との合併、人口減少、

少子高齢化、都市構造の変化など）を踏まえ、コンパクトなまちづくりの実現に向けた、

具体的な土地利用方針を定めます。 

 

●地域等との協働による持続可能な公共交通体系の構築 

 地域公共交通ネットワーク再編事業【P.140、141】 

多様な公共交通の連携によるネットワークの形成や、土地利用・施設立地の誘導など、

将来の都市構造を見据えた公共交通ネットワークの再編・形成を進めます。 

・地域公共交通再編事業（地方バス路線維持等） 

・地域公共交通再編事業（地域公共交通支援） 

 公共交通政策検討事業（パートナーシップ事業）【P.141】 

将来にわたって利便性の高い公共交通の維持確保を図るため、本市独自の取組である
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パートナーシップ事業の更なる推進など、これまで以上に地域・企業との協働による取

組を進めます。 

 

●新交通（ひたちＢＲＴ）の整備・活用 

 新交通（ＢＲＴ）導入事業（第Ⅱ・Ⅲ期）【P.141】 

日立電鉄線跡地を活用し、定時性・速達性に優れたバス交通（ひたちＢＲＴ）を導入

することにより、自動車交通に過度に依存しない新たな交通体系を確立し、沿線地域の

活性化を図ります。 

・第Ⅰ期：おさかなセンター～大甕駅（3.2km（専用道 1.3km）） 

・第Ⅱ期：大甕駅～常陸多賀駅（6.2km（専用道 4.8km）） 

・第Ⅲ期：常陸多賀駅～日立駅 

 ひたちＢＲＴまちづくり事業【P.134】 

ひたちＢＲＴを活用した公共交通ネットワークの充

実を図るとともに、沿線への居住を促進し、コンパクト

な都市構造の形成による持続可能なまちづくりを進め

ます。 

 

●交通渋滞の緩和に向けた幹線道路の整備 

 幹線道路整備事業【P.136】 

交通渋滞緩和のため、市内幹線道路の改良を進め、道路環境の改善を図ります。 

・市道３号線改良事業（東滑川町・田尻町） 

・市道９号線改築事業（東大沼町） 

・市道 24号線改良事業（中成沢町・東成沢町） など 

 

●良好な住環境の構築 

 空家等適正管理対策事業【P.149】 

適正な管理がなされていない空き家等について、所有者等への情報提供、助言・指導

等を行い、安全・安心な生活環境の保全を図ります。 

 【新規】市営滑川団地建替事業【P.149】 

若年層や子育て世代に対する魅力づくり、高齢者等の単身世帯向け住宅の整備などの

ため、滑川団地の建て替えを進めます。 

 新エネルギー普及促進事業【P.149、157】 

地球温暖化の防止や、魅力的なまちづくり等に資するため、環境負荷の低減につなが

る設備等の設置に対する助成を行い、新エネルギーの導入を促進します。 
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●都市の魅力発信 

 シティプロモーション推進事業【P.187】 

新たな発想や手段により、日立市の魅力である「ひたちらしさ」を市内外に発信し、

都市ブランド、地域イメージを高めることで、地域住民の郷土への愛着・誇りの醸成や、

交流人口の拡大、定住促進を図ります。 

 

●公共施設の適切な維持管理 

 公共施設マネジメント推進事業【P.195】 

人口減少や少子高齢化の進行、厳しい財政状況の中で、今後老朽化していく公共施設

を適切に管理していくため、平成 25年度に策定した「日立市公共施設マネジメント基本

方針」等に基づき、施設の長寿命化や総量削減など、公共施設のマネジメントを進めま

す。 

 

●安定したライフラインの提供 

 【新規】上下水道事業経営戦略の策定【P.152】 

人口減少に伴う料金収入の減少や、施設の老朽化に伴う更新投資の増大等を踏まえ、

中長期的な視点に立った経営の基本計画である上下水道事業の「経営戦略」を策定し、

これに基づき、施設、財源、組織、人材等の経営基盤の強化を図ります。 

 上下水道施設の更新及び耐震化の推進【P.153】 

「日立市水道施設更新計画」及び「日立市公共下水道事業総合基本計画」等に基づき、

上下水道管路施設や池の川処理場等の施設・設備の計画的な更新及び耐震化を進めます。 

・水道管路施設更新事業 

・下水道管路施設改築更新事業 

・下水道管路施設耐震化事業 

・池の川処理場等設備改良事業 

・池の川処理場等施設耐震化事業 
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日立市は、明治時代以来、鉱工業を中心とした産業の形成、集積とともに発展を続けてき

ました。 

この 100 年を超える「ものづくりのまち」としての歴史と、世界レベルの技術、そして港

湾や鉄道、高速道路などの物流ネットワークを始めとした地域インフラ・資源は、本市の大

きな財産となっています。 

今後も、日立市が「ものづくりのまち」として成長を続けていくためには、本市が有する

様々な財産を総動員し、更なる産業集積に向けた取組を進めるほか、新たな「成長のエンジ

ン」として、例えば、企業とともに、エネルギー産業や医療産業といった今後の成長分野を

洞察するなど、産業競争力の強化に向けた、各種支援策の充実を図る必要があります。 

さらに、地域経済活性化の「源」となる、中心市街地の活性化や交流人口の拡大等を図る

ため、観光・交流施設等の整備を進めるなど、多岐にわたる産業振興策を総合的に推し進め

ていくことで、「まち・ひと・しごとの好循環」を牽引する「雇用の確保と創出」を目指しま

す。 

これからの産業振興に向けた重点的な取組として、産業集積を図るための新たな支援制度

の創設や、中心市街地における企業誘致や創業支援の強化、更なる雇用促進に向けた中小企

業支援や「地方版ハローワーク」の設置などを進めます。 

また、茨城港日立港区におけるＬＮＧ基地の稼働に伴う波及効果を踏まえ、新たな事業展

開の誘導につながる産業用地の確保を検討するほか、第３ふ頭地区整備を進めます。 

さらに、農商工連携や観光産業の推進を図るため、農水産業の６次産業化に対する支援や、

本市の貴重な観光資源である海水浴場、道の駅日立おさかなセンター、かみね動物園の活性

化等に取り組みます。  

 １１  重点プロジェクト５ 
 

産業の振興 
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主な重点事業  
 

●雇用の創出、創業支援 

 魅せる「ひたちらしさ」体感事業による中小企業活性化と人材確保事業 

【P.112、113】 

日立市で働くことの魅力を高めるため、市内企業や観光事業者、日立地区産業支援セ

ンター等と連携し、オーダーメイド型体験プログラムなどの実施により、「日立への人の

流れ」を生み出すことで、中小企業の人材確保を促すなど、市内産業の活性化を図りま

す。 

 【新規】地方版ハローワークの設置運営事業【P.113】 

第６次地方分権一括法の成立に伴う、改正職業安定法、雇用対策法の施行（平成 28年

８月）により、地方公共団体が自由に無料職業紹介事業を実施できるようになったこと

を踏まえ、「地方版ハローワーク」を設置し、雇用や労政に関する対応のワンストップ化

を推進します。 

 創業支援事業【P.116】 

中心市街地等の活性化のため、商店街における後継者

不足の解消や、街なかの空き店舗活用、雇用の拡大など、

地域外からの企業誘致も視野に入れた創業支援を行い

ます。 

・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） 

 

●産業基盤の整備 

 日立港区第３ふ頭地区整備事業【P.125】 

完成自動車の保管場所の確保及び日立ＬＮＧ基地の

拡張計画に対応するため、第３ふ頭地区の整備を推進し

ます。 

 【新規】産業立地用地の確保検討事業【P.112】 

将来の企業立地ニーズに応えるため、既存ストック等を活用した産業立地用地の確保

策を検討します。 

 日立港区後背地～日立南太田ＩＣ周辺地区開発研究事業【P.112、133】 

既存の市街地における産業立地用地が限られている現状を踏まえ、常磐自動車道、国

道６号、ＬＮＧ基地の立地等により、開発ポテンシャルが高まる日立港区後背地から日

立南太田ＩＣ周辺地区において、土地利用を図るための事業手法を検討します。 
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●６次産業化、農商工連携の推進 

 【新規】６次産業化、農商工連携の推進事業【P.116、120、123】 

製造業、農水産業及び商業の事業者等が連携し、それぞれの経営資源を有効に活用し

て、新製品、新商品の生産から販路開拓までを行う取組を支援します。 

 果樹産地育成事業【P.120】 

東京農業大学と連携し、地域の特産品である果樹を活

用した新商品開発や、販売促進、果樹園の景観美化によ

る魅力づくり等を推進し、地域の活性化を図ります。 

 水産物流通・加工基盤強化事業【P.123】 

地域内の宿泊施設等のニーズを踏まえ、地元で水揚げされた水産物の付加価値化（６

次産業化）に取り組み、安定した数量・価格で流通させることで、経営基盤の強化や、

新たな地域雇用の創出を図ります。 

 

●交流人口拡大に向けた観光振興の推進 

 動物園開園 60周年記念新獣舎整備事業【P.129】 

開園 60周年（平成 29年度）を記念し、動物園の更な

る魅力向上、集客力強化のため、爬虫類と市の鳥ウミウ

を一体的に展示する新獣舎「はちゅウるい舎」を整備し

ます。 

 【新規】道の駅再整備検討事業【P.129】 

施設の老朽化や分散化、駐車場不足など、道の駅日立

おさかなセンターが抱える課題を解消し、更なる交流人

口の拡大やサービス向上を目指すため、新たな地域連

携・交流施設の整備に向けた検討を進めます。 

 海水浴場にぎわい創出検討事業【P.129】 

震災前と比較し、海水浴客が急減している市内６か所

の海水浴場について、トイレなど施設の再整備や新たな

魅力づくり、ＰＲ強化など誘客促進策を検討し、にぎわ

いの創出を図ります。 

 かみね公園モデル整備地区桜植栽事業 

【P.129、143】 

老木化や衰弱化が進んでいるかみね公園の桜につい

て、土壌改良や踏圧防止柵の設置などにより、今後の桜

の植栽のモデルとなる整備を進めます。 
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 【新規】日立風流物収蔵施設整備検討事業【P.99】 

ユネスコ無形文化遺産に登録され、日立さくらまつり

で披露される「日立風流物」を収蔵する施設の整備を検

討します。 

 

●まちの魅力を高める商業施設の整備促進 

 公設地方卸売市場跡地活用事業【P.133】 

まちの活力を高めるため、公設地方卸売市場跡地を活用した大規模商業施設の整備促

進を図ります。 
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 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

●前期基本計画に引き続き、各施策の成

果を見極めるための成果指標、目標指

標を設定し、ＰＤＣＡサイクルの手法

を取り入れた進行管理を行います。 

●また、協働によるまちづくりの視点か

ら、市民ニーズ調査を実施するなどし

て市民の意向を把握し、評価に反映さ

せるとともに、評価の結果を公表しま

す。 

 

 

 新たな効果検証手法（外部評価）の導入 

●本計画に掲げた重点プロジェクト等の取組状況や、目標指標の達成状況等を検証する

際には、これまでの内部評価に加え、より客観性・信頼性を確保するため、市民参画

による外部（第三者）評価の仕組みを導入します。 

●外部評価の実施により、透明性の確保、職員の意識改革などにつなげ、効率的、効果

的な事業の進捗・改善を図ります。 
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１ 基本方針 

■次世代を担う子どもたちが、のびのびと育つことができるよう、保育環境の充実など、子

どもを産み育てやすい環境、育ちやすい環境を整えます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●子育て情報サイト「ひたちすくすくガイド」や子育て情報誌「すくすく」、子育てミニ通信

「すくすくプチ」などにより、子どもを産み育てるために必要な情報提供を行いました。 

●安全・安心な出産に向けた妊婦健康診査の受診促進や、妊娠・出産・子育てに関する正し

い知識の普及啓発を行う各種教室・相談を実施したほか、母子の健康の保持・増進や育児

不安の軽減等を図るため、赤ちゃん訪問及び乳幼児健康診査などを実施しました。 

●子どもたちとその家庭への切れ目のない支援を総合的に進めるため、平成 27年 12月に「日

立市子どもセンター」を開設し、ふれあい広場や親支援・子育てひろば支援等の事業を行

ったほか、子どもセンターを始めとした市の施設や私立保育園などにおいて、親子の交流

の場の提供や育児相談などにより、地域における子育てを支援しました。 

●児童虐待や養育環境が心配な家庭に対する相談等に対応するため、家庭児童相談室を運営

したほか、養育支援訪問などによる相談体制の充実を図りました。 

●子どもたちの放課後の居場所づくりや健全育成を図るため、児童クラブや児童館を運営し、

利用者のニーズに沿った支援を行いました。 

●子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、保育料の見直しを行いました。 

●独身男女の出会い・結婚を応援するため、いばらき出会いサポートセンターと連携し、出

会い応援セミナーなどのイベントを開催しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）出産、子育てを取り巻く環境の変化 

平成 27年国勢調査によると、本市における家族形態の状況は、全世帯のうち約６割が

核家族、また、子育て世帯のうち約４割が共働き世帯を占めるほか、ひとり親世帯の割合

が増加傾向にあります。一方、地域のつながりの希薄化などにより、身近なところで子育

てについて助言や支え合う共助の関係が失われつつあります。こうした社会環境の変化に

伴い、出産、子育てに関する不安や負担感が増えており、その解消に向けた様々な取組が

必要です。 
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（２）保育サービスに対するニーズの高まり 

女性の就労機会の増加等により、保育サービスに対する多様なニーズが高まっており、

特に待機児童については全国的な社会問題となっています。 

本市においても、就労形態の変化等に伴い多様化するニーズに応えるため、市民・地域・

行政が連携を密にし、働きながら子育てがしやすく、子どもの健やかな成長を見守り、育

ちを支援するソフト・ハード両面での環境整備を進める必要があります。 

 

（３）未婚化、晩婚化の進行 

未婚化及び晩婚化は少子化の主な要因とされており、その背景には、核家族化や都市化

の進行、結婚に関する意識の変化のほか、仕事と子育ての両立に対する負担感や、子育て

そのものに対する負担感の増大などがあると考えられています。 

平成 27年国勢調査によると、国全体における未婚率の上昇は一服しつつあるものの、

本市の未婚率は、男女ともに国平均又は県平均を上回る年代があり、未婚化及び晩婚化の

進行を防ぐ取組が必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

行政・地域・各種団体等の密な連携の下、出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまでの切

れ目のない支援が行われ、誰もが安心して出産し、子育てがしやすい環境が整っています。 

子育て環境の充実に伴い、若い世代が結婚・出産・子育てに対して前向きな価値観を抱く

ようになっています。 

 

５ 数値目標 

（１）「こども福祉」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.95点 3.13点 （検討中）点 

今後の重要度 4.42点 4.48点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）安心して子どもを産み育てられる環境づくり    

妊娠期・出産期の母子の健康保持のため、健康診査事業や相談支援事業を実施するほか、
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子どもの健康増進と心身の病気の早期発見につながる取組を充実させるとともに、妊娠・

出産・子育てを取り巻く様々な環境の変化に伴い増加している不安や負担感の解消に向け

て、気軽に相談できる体制づくりや、妊娠期の段階からの児童虐待の早期発見・早期対応

の取組などを進め、子育て世代への包括的な支援の充実を図ります。 

また、一人一人の発育や発達、養育状況などに応じた支援や、特に配慮が必要な子ども

とその親への支援などを始めとした、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援に向けて、

医療・保険・福祉・教育等の関係機関が連携し、誰もが安心して出産し、子育てをしやす

い環境づくりを推進します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】子育て世代包括支援センター事業（健康づくり推進課） 

・【重点】【戦略】地域周産期母子医療センター整備事業（健康づくり推進課） 

・【重点】【戦略】産前・産後ママサポート事業（子ども福祉課） 

・【拡充】【戦略】不妊治療費助成事業（健康づくり推進課） 

・【拡充】【戦略】知的障害児・情緒障害児学級（子ども施設課） 

・【拡充】【戦略】ことばの教室（子ども施設課） 

・【新規】産後ケア事業（健康づくり推進課） 

・【新規】５歳児健診等モデル事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】地域母子医療体制確保対策事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】地域産婦人科医療学寄附講座事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】不育症治療費助成事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】妊婦健康診査（健康づくり推進課） 

・【戦略】乳児健康診査（健康づくり推進課） 

・【戦略】幼児健康診査（健康づくり推進課） 

・【戦略】２歳児歯科健康診査（健康づくり推進課） 

・【戦略】プレパパ・ママの子育てスクール（健康づくり推進課） 

・【戦略】マタニティスクール（健康づくり推進課） 

・【戦略】離乳食教室（健康づくり推進課） 

・【戦略】マタニティ子育てタクシー費用助成事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）（健康づくり推進課） 

・【戦略】インフルエンザ予防接種助成事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】未就学児の任意予防接種助成事業（ロタウィルス）（健康づくり推進課） 

・【戦略】予防接種スケジュールのお知らせメール配信事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】医療福祉費支給事業（妊産婦）（国民健康保険課） 

・【戦略】こども発達相談センター事業（教育研究所） 

・新生児医療機器整備事業（健康づくり推進課） 

・のびっこくらぶ・のびのび相談（健康づくり推進課） 

・児童虐待防止ネットワーク事業（子ども福祉課） 
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（取組２）全ての家庭が子育てをしやすい環境づくり     

全ての家庭にとって子育てがしやすく、健やかに子どもを育てられる環境づくりのため、

市民・地域・行政が連携を密にし、子育てに関する情報提供や相談体制の更なる充実に向

けた取組を進めるとともに、子育て世代の経済的負担の軽減などに取り組みます。 

また、働きながらでも子育てをしやすい環境を整備するため、放課後児童クラブの更な

る充実や時間外保育、一時預かり事業に取り組み、保護者の就労形態の変化により多様化

する保育ニーズに応じた取組を進めます。 

幼児施設については、園児の安全確保や保育環境の向上を図るため、耐震診断を実施し、

必要な補強工事を行うほか、統合・建て替えなどに取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【拡充】【戦略】医療福祉費支給事業（小児）（対象者の拡大検討） 

（国民健康保険課） 

・【重点】【新規】地域子ども食堂運営補助事業（社会福祉課） 

・【重点】【新規】放課後子ども教室推進事業（生涯学習課） 

・【重点】【戦略】子どもセンター運営事業（子ども福祉課） 

・【重点】（仮称）はなやま認定こども園園舎建設事業（子ども施設課） 

・【拡充】【戦略】児童クラブ運営事業（平成 31年度までに、対象者を小学６年生まで拡大予定） 

（子ども福祉課） 

・【戦略】ひたち健康ダイヤル 24運営事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】こどもの広場（健康づくり推進課） 

・【戦略】地域子育て支援拠点事業（子ども福祉課、子ども施設課） 

・【戦略】お誕生おめでとう事業（出産祝金支給事業）（子ども福祉課） 

・【戦略】利用者支援事業（子ども福祉課） 

・【戦略】家庭児童相談室事業（子ども福祉課） 

・【戦略】ファミリー・サポート・センター運営事業（子ども福祉課） 

・【戦略】親育ち・子育てひろば事業（子ども福祉課） 

・【戦略】子育て支援施設運営事業（子ども福祉課） 

・【戦略】私立保育園等児童クラブ運営費補助事業（子ども福祉課） 

・【戦略】幼稚園・保育園・認定こども園の育児相談（子ども施設課） 

・【戦略】保育料の負担軽減への取組（子ども施設課） 

・【戦略】認可外保育施設助成事業（子ども施設課） 

・【戦略】一時預かり事業（子ども施設課） 

・病後児保育事業（子ども福祉課、子ども施設課） 

・児童館運営事業（子ども福祉課） 

・保育園耐震化推進事業（子ども施設課） 

・おおくぼ保育園園舎改築事業（子ども施設課） 
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（取組３）出会い・結婚応援 

結婚は、個人の意思によるものであることを十分に踏まえながら、出会いや結婚を希望

する独身男女を応援するため、いばらき出会いサポートセンター等の関係団体と連携を図

り、出会いの機会づくりや、出会いのイベントなどに関する情報提供を行うほか、出会い・

結婚に関するセミナー等を通じて意識啓発に取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【拡充】【戦略】若者イベント推進事業（女性青少年課） 

・【拡充】【戦略】若者交流応援事業（女性青少年課） 

・【戦略】出会い応援事業（子ども福祉課） 

・【戦略】結婚新生活支援事業（子ども福祉課） 

・少子化対策に対する意識啓発事業（子ども福祉課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市子ども・子育て支援計画 ひたち子どもプラン 2015（H27～H31） 

・「日立市における保育園のあり方について」（提言）（H24～H33） 

・「日立市における幼児施設のあり方について」（提言）（H25～H34） 

 

８ 主に関係する課所 

子ども福祉課、子ども施設課、健康づくり推進課、国民健康保険課、女性青少年課、 

生涯学習課、教育研究所 
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１ 基本方針 

■高齢者が、住み慣れた地域で安心して生き生きと生活できるよう、社会参加の機会を充実

させるとともに、介護予防への取組、介護サービスの充実を図ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●利用者ニーズに応じた介護サービスを提供するため、高齢者政策推進会議での意見を踏ま

えて、平成 26年度に「高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）」を改定し、平成 27年度

から「高齢者が介護状態とならず、支援が必要な方を公助・共助で支える」という視点に

立って、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう取組を進めています。 

●年々需要が増加している地域密着型サービスの適切な運営と質の向上のため、高齢者政策

推進会議へ新規指定等に係る諮問を行うとともに、サービス提供体制の確保と充実を図り

ました。また、介護サービスの適正な提供と質の向上を図るため、介護サービス事業者に

対する情報提供や指導監督などに取り組みました。 

●地域包括ケア体制の充実を図るため、保健師や主任介護支援専門員等が専門知識や技能を

活かしながらチームで活動し、地域の方々と共に地域のネットワーク構築に努めました。 

●高齢者に対する虐待防止や認知症高齢者の権利擁護のため、関係機関による見守り・支援

ネットワーク体制の構築を図りました。 

●介護予防の推進を図るため、介護予防住宅改修助成事業など介護保険制度の要支援・要介

護認定を受けていない高齢者を対象に、バリアフリー住宅への改修支援などを行ったほか、

各種講演会や水中運動教室等の開催、身近な介護予防の場として市内 25か所で「ふれあい

健康クラブ」を実施し、介護予防知識の普及啓発を図りました。 

●高齢者の社会的孤立感の解消や健康増進を図るため、介護予防支援が必要な方の把握に努

めたほか、自宅に閉じ込もりがちな高齢者を対象としたサロンを地域で開催しました。 

●高齢者の不安や家族の経済的負担の軽減を図るため、65歳以上のひとり暮らしや高齢者の

みの世帯に対する緊急通報システムの設置や、在宅の重度の要介護高齢者を介護している

家族に対する介護用品購入費用の助成を行いました。 

●高齢者の自主的活動の支援や、経験と能力を活かせる就労の場の確保を図るため、老人ク

ラブ連合会及び老人クラブ活動への助成やシルバー人材センターの運営経費の補助を行い

ました。 

●高齢者施設の基盤整備の充実を図るため、民間による整備に対して補助を行いました。 

（H24～28年度実績：特別養護老人ホーム７か所 182床分、地域密着型サービス施設６施設） 
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３ 現状と課題 

（１）高齢化の進行に伴う介護サービスのニーズの高まり     

平成 27年国勢調査によると、国全体では高齢者の約６人に１人がひとり暮らし世帯と

なっており、孤独死等の社会問題の一因となっています。そのような中、本市の高齢化

は年々進行し、平成 28年４月１日現在で 29.5％（住民基本台帳人口）となっており、平

成 15年以降は国・県を上回って推移しています。 

団塊の世代の方々が 75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」を見据え、利用者の

健康状態やニーズに応じた適正な介護サービスを受けられる体制等の充実を図るととも

に、介護老人福祉施設の入所待機者解消などの課題に対応する必要があります。 

 

（２）住み慣れた地域における安心した暮らしの実現 

本市の要介護認定者数は、平成 23 年度の 6,856 人から平成 27 年度には 7,811 人と約

１千人増加するなど、増加傾向となっています。また、要支援・要介護認定者の高齢者

人口に占める割合も上昇傾向にあります。 

高齢者が介護を必要とする状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で、安心して

暮らせる環境づくりが必要です。 

 

（３）要介護認定者数の増加を防ぐ介護予防 

高齢化の進行に伴い、認知症高齢者やひとり暮らし世帯の増加が見込まれることや、

要介護認定者数が増加傾向にある本市の状況を踏まえ、生活機能が低下している高齢者

を早期に把握し、要介護、要支援状態になる高齢者の増加を防ぐ体制づくりを進めると

ともに、利用者の実態やニーズに応じた介護予防を更に充実させる必要があります。 

 

（４）一億総活躍社会と高齢者の社会参加 

平成 28年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、元気で就労の意

欲にあふれ、豊かな経験と知恵を持つ高齢者（アクティブシニア）の就労促進が取組の

一つとして掲げられ、本市においても就業や活躍の場を確保する必要があります。また、

ひとり暮らし高齢者の生活支援も行うなど、高齢者が住み慣れた地域の中で、生きがい

を持ちながら自立して暮らせる環境づくりが必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

高齢者が住み慣れた地域の中で、安心してその人らしい生活を続けられるよう、高齢者や

その家族を支援するサービスの充実が図られています。 

また、高齢者の自立した暮らしや生きがいづくりの取組が充実し、高齢者が長年培ってき

た技能、知識、経験を活かすための社会参加の機会づくりや居場所づくりが図られ、地域の

中で生き生きと活動する高齢者が増加しています。 
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５ 数値目標 

（１）「高齢者福祉」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.84点 3.18点 （検討中）点 

今後の重要度 4.45点 4.37点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）適正な介護サービスの提供と施設整備の推進 

介護が必要となった時に、施設や自宅で健康状態や利用者のニーズに応じた介護サー

ビスを受けることができるよう、介護保険施設の計画的な基盤整備や、介護サービス事

業者に対する情報提供や指導監督に取り組むなど、適正な介護保険事業を推進し、介護

サービスの必要量の確保と質の向上を図ります。 

また、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、訪問介護、通所介護サービスなど

の居宅サービスや介護予防サービスを提供し、支援を要する高齢者やその家族の負担軽

減の取組を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】老人福祉施設等の民間施設整備費補助事業（高齢福祉課） 

・【新規】萬春園耐震補強事業（高齢福祉課） 

・【戦略】地域密着型サービス施設等の民間施設整備費補助事業（高齢福祉課） 

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画改定事業（高齢福祉課） 

・介護保険低所得者利用者負担対策事業（介護保険課） 

・地域密着型サービス運営委員会（介護保険課） 

・地域密着型サービス事業者等の指定・指導監督（介護保険課） 

・介護相談員派遣等事業（介護保険課） 

  ・介護サービス事業者振興事業（介護保険課） 

  ・介護給付等費用適正化事業（介護保険課） 

 

（取組２）住み慣れた地域での暮らしを支える地域包括ケアの充実  

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を続けられるよう、

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に対して、関係機関が連携を強化し、情報

共有による在宅医療と介護サービスの一体的な提供に努めます。 
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また、高齢者福祉サービスを提供する多様な主体間の連携・体制づくりを担い、地域

のつながりや支え合いを推進するコーディネーターの増員のほか、情報共有や連携強化

の場となるネットワーク会議等の協議体を増設するなど、医療・介護・介護予防・住ま

い及び生活支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を推進

します。 

さらに、認知症の初期段階から対策に努めるとともに、認知症対策としても有効な成

年後見制度の普及啓発と後見センターなどの体制づくりについて検討します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【拡充】【戦略】生活支援体制整備事業（コーディネーター及び協議体の増員・増設） 

（高齢福祉課） 

・【重点】【戦略】在宅医療・介護連携推進事業（高齢福祉課） 

・【拡充】【戦略】認知症地域支援・ケア向上事業（高齢福祉課） 

・【戦略】認知症初期集中支援推進事業（高齢福祉課） 

・地域包括支援センター運営事業（高齢福祉課） 

・介護予防ケアマネジメント事業（高齢福祉課） 

・成年後見制度利用支援事業（高齢福祉課） 

 

（取組３）地域の支え合いによる介護予防の推進 

要介護、要支援状態となる高齢者の増加を防ぐため、ふれあい健康クラブなど地域の

集いの場への参加により高齢者の閉じ込もりを防ぎ、外出を支援する取組を推進します。 

また、シルバーリハビリ体操指導士などによる地域における自主的な介護予防に資す

る活動の育成や支援を行い、高齢者自らが介護予防に取り組めるよう支援します。 

さらに、医師や歯科医師、保健師等による介護予防の普及啓発や各種運動教室の開催

などにより、介護予防の取組を推進します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】高齢者おでかけ支援実証事業（高齢福祉課） 

・【拡充】シルバーリハビリ体操普及事業（健康づくり推進課） 

・介護予防把握事業（高齢福祉課） 

・短期集中型訪問指導事業（健康づくり推進課） 

・介護予防普及啓発事業（健康づくり推進課） 

 

（取組４）自立生活の支援と生きがいづくりの推進 

ひとり暮らしなどにより日常生活上の支援を必要とする高齢者に対して、地域ボラン

ティア等と連携しながら高齢者福祉サービスを提供し、自立した生活に向けた支援を行

います。 

また、高齢者の豊富な知識・経験・ノウハウを活かすことができる就業や活躍の場を

提供するため、高齢者自身の自主性を尊重しながら、高齢者のニーズに応じた新たな社

会参加の機会や居場所づくりに取り組むなど、高齢者が住み慣れた地域の中で、生き生
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きと活動できる環境づくりを推進します。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】配食サービス事業（高齢福祉課） 

・緊急通報装置・福祉電話設置等事業（高齢福祉課） 

・家族介護用品購入費助成事業（高齢福祉課） 

・老人クラブ活動助成事業（高齢福祉課） 

・シルバー人材センター運営補助事業（高齢福祉課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市高齢者保健福祉計画 2015（H27～H29） 

 

８ 主に関係する課所 

高齢福祉課、介護保険課、健康づくり推進課 
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１ 基本方針 

■障害者が、地域で安心して生活できるよう、障害者を支えるサービスの充実や、社会参加

機会の充実を図ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●障害者の多様なニーズに応じた障害福祉サービスの提供や相談体制の充実に努めたほか、

地域での日常生活や社会生活を支援するため、日常生活用具の給付を行うなど、障害者の

実状に応じたサービスを提供しました。 

●開設後 40年以上が経過し、老朽化した各種障害者福祉施設のバリアフリー化や利用者ニー

ズに対応するため、新たな障害者福祉の拠点となる複合施設として鳩が丘障害者福祉施設

再整備事業に着手することとしました。 

●幼児･児童生徒を対象に発達障害の早期発見、早期支援を総合的に行うため、「こども発達

相談センター」を運営し、相談業務、小集団活動、研修会、広報などを行いました。 

●障害者の社会参加促進のため、日立市ふれあい運動会やスポーツ・レクリエーションふれ

あい教室等を開催しました。 

●福祉を担う人材の育成を図るため、手話奉仕員の養成講習会を実施しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）障害者福祉を取り巻く環境の変化 

平成 25年４月に障害者総合支援法が施行され、「共生社会の実現」を基本理念に、障

害福祉サービスの対象者の範囲や支援の拡充が図られ、平成 28年４月には、障害者差別

解消法が施行されるなど、障害者福祉を取り巻く環境が変化しています。 

こうした中、近年における本市の障害者手帳所持者は、毎年 100～200人程度ずつ増加

し、平成 28年３月 31日現在では 8,099人となっており、今後も高齢化の進行等に伴う

増加が予想されます。障害者がその能力や特性に応じて、自ら望む地域で自立した生活

を営むことができるよう、障害福祉サービスを充実させる取組が必要です。 

 

（２）障害者に対する理解と障害者の社会参加 

障害者やその家族が地域の中で安心して暮らしていくには、地域における障害に対す

る正しい理解が必要となりますが、平成 25年度に市内の障害者を対象としたアンケート

調査では、市民の障害者に対する理解が「十分にある」・「一部の人はある」との回答は
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４割程度にとどまっており、学校・企業・地域における障害への正しい理解を深める啓

発や福祉教育を推進する必要があります。 

また、障害者が自立した生活を送るためには収入の確保が不可欠です。平成 25年の障

害者雇用促進法の改正により、平成 30年４月から精神障害者の雇用が義務化され、就業

環境の改善が図られるものの、平成 27年６月１日現在における県内企業が雇用した障害

者の割合（実雇用率）は 1.83％と依然として厳しい状況にあり、就労機会の充実に向け

た取組が必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

行政、民間事業者、障害者団体等が連携し、障害者とその家族が住み慣れた地域で安心し

て生活ができる支援体制の整備が進み、障害者の増加や障害の多様化に伴うニーズの質と量

の変化に対応した、総合的な障害福祉サービスが充実しています。 

また、障害に関する正しい理解が深まり、障害者福祉を支える人材が育ち、障害者が就労

や社会参加をしやすい、障害者と共に生きる社会の実現に向けた取組が進められています。 

 

５ 数値目標 

（１）「障害者福祉」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.08点 3.14点 （検討中）点 

今後の重要度 4.14点 4.13点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）総合的な障害福祉サービスの充実 

福祉と保健・医療、教育など関係機関が連携しながら、障害の早期発見、早期療育を

始め、子どもから大人までの切れ目のない支援や、障害の内容に応じた適切なサービス

の量の確保と質の向上に向けたサービス体制の充実を図ります。 

また、障害者がその能力や特性に応じて、自ら望む地域で自立した生活を営むことが

できるよう、障害者やその家族等からの多様なニーズや個々の実状に応じた支援体制を

整備し、生活介護や就労支援、情報提供、各種相談支援等の障害福祉サービスの質の確

保と向上に向けた取組を推進します。 
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≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】鳩が丘障害者福祉施設再整備事業（障害福祉課） 

・【拡充】【戦略】知的障害児・情緒障害児学級（再掲）（子ども施設課） 

・【拡充】【戦略】ことばの教室（再掲）（子ども施設課） 

・【戦略】こども発達相談センター事業（再掲）（教育研究所） 

・障害者福祉計画策定事業（障害福祉課） 

・自立支援等給付事業（障害福祉課） 

・地域生活支援事業（障害福祉課） 

・障害者福祉事業（障害福祉課） 

・のびっこくらぶ・のびのび相談（再掲）（健康づくり推進課） 

 

（取組２）障害者の就労支援と社会参加の促進      

障害者の自立支援に向けて、就労を希望する障害者への職業訓練、公共職業安定所や

関係機関等との連携による就労支援体制の整備、企業等への障害者雇用の促進などに取

り組むほか、スポーツ・文化などの多様な活動の場の提供や、公共施設、商業施設等の

バリアフリー化など、ソフト・ハードの両面から障害者の社会参加を促進します。 

また、地域活動や災害時等において、地域で支え合う共生社会の実現を目指して、障

害者福祉を担う人材の育成や障害に関する正しい理解啓発による心のバリアフリー化を

進めるとともに、平成 23年６月に成立した障害者虐待防止法により求められている虐待

や差別行為をなくし、権利や利益を擁護する趣旨に基づき、障害者の自立及び社会参加

促進に向けた取組を推進します。 

≪主な事業≫ 

・自立支援等給付事業（就労支援方策の検討及び関係機関との連携強化）（再掲） 

（障害福祉課）   

・地域生活支援事業（障害者の地域生活及び社会参加のための相談体制の強化）（再掲） 

（障害福祉課）  

 

７ 関連計画等 

・元気ひたち障害者プラン（第４次日立市障害者施策長期行動計画）（H26～H32） 

・日立市障害福祉計画（第４期）（H27～H29） 
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８ 主に関係する課所 

障害福祉課、健康づくり推進課、子ども施設課、教育研究所 
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１ 基本方針 

■誰もが、安心して暮らすことができるようにするため、支援を要する人への対応の充実を

図るなど、地域の中で支え合うまちを構築します。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●地域福祉の充実を図るため、(福)日立市社会福祉協議会の「あんしん・安全ネットワーク」

による要支援者の見守り活動を支援しました。 

●地域福祉を担う人材の発掘及び育成のため、市民を対象とするボランティア講座を始めと

した各種講座を開催しました。 

●災害時における支援体制を構築するため、ひとり暮らし高齢者、緊急通報システム利用者、

障害者等のうち希望者の登録による災害時等要援護者台帳を整備しました。 

●平成 25 年３月に要援護者向けの設備が整う市の５施設を福祉避難所に指定するとともに、

市内に福祉施設を有する 11法人と「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書」

を締結し、22施設を福祉避難所に指定しました。 

●平成 26 年度からの５か年を計画期間とする日立市地域福祉計画「ひたちあったかプラン」

第３期計画を策定しました。 

●平成 27年４月に施行された生活困窮者自立支援法の趣旨を踏まえ、生活保護に至る前段階

での自立支援策の強化を図る取組を進めました。 

 

３ 現状と課題 

（１）高齢化等に伴う地域福祉に対するニーズの高まり 

本市では、高齢化の進行に伴い介護が必要な高齢者やひとり暮らし高齢者が増加傾向

にあるほか、子育て世帯への支援などを含めて、地域福祉の必要性が高まっています。

一方、生活保護世帯の子どもが、大人になって再び生活保護を受給するという「貧困の

連鎖」は全国的な社会問題となっており、その対策が求められています。住み慣れた地

域で誰もが健やかに安心して暮らすことができる環境づくりを進めるとともに、地域福

祉を支える人材の確保に向けた取組が必要です。 
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４ ５年後に目指す姿 

地域住民、コミュニティ、民生委員・児童委員、企業、(福)日立市社会福祉協議会、行政

等が連携して、地域の見守り活動や居場所づくり、災害時の支援体制確立などに取り組み、

ひとり暮らし高齢者や障害者、生活困窮者とその家族などが地域で孤立することなく、誰も

が健やかに安心して暮らせる地域づくりが進められています。 

また、多くの市民が地域福祉に参加しやすい仕組みが整い、地域福祉を担う人材が増え、

ボランティア等の活動の輪が広がり、地域住民同士がつながり、助け合い、支え合う、「参加

と協働」によるまちづくりが進められています。 

 

５ 数値目標 

（１）「地域福祉」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.10点 3.05点 （検討中）点 

今後の重要度 4.35点 4.20点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）参加と協働による地域福祉の推進       

住み慣れた地域で誰もが健やかに安心して暮らすことができる地域づくりのため、地

域福祉への理解を深める情報提供や相談体制の充実、サービス提供体制の整備など、支

援を必要とする方のニーズや状況に応じた取組を進めます。 

また、地域福祉に参加しやすい仕組みづくりや地域福祉を担う人材の育成など、地域

住民やコミュニティ、ボランティア、企業、(福)日立市社会福祉協議会等と連携・協働

して、地域福祉を推進します。 

さらに、生活保護世帯等の子どもの「貧困の連鎖」を防止する取組を充実させるほか、

ひとり暮らし高齢者を始めとする避難行動要支援者への支援体制の整備を進めるなど、

地域の支え合い体制の充実を図ります。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】地域子ども食堂運営補助事業（再掲）（社会福祉課） 

・【重点】生活困窮者自立支援事業（学習支援事業）（社会福祉課） 

・地域福祉推進事業（地域福祉活動推進事業、地域福祉推進員啓発育成事業、地区活動
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マンパワーアップ事業、福祉教育推進事業）（社会福祉課） 

・避難行動要支援者名簿情報の事前提供の推進（社会福祉課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市地域福祉計画「ひたちあったかプラン」（第３期）（H26～H30） 

 

８ 主に関係する課所 

社会福祉課、生活安全課 
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１ 基本方針 

■市民の健康を守るため、周産期母子医療を始め、救急医療などの地域医療体制の充実を図

ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●市内における分娩体制を確保する取組として、日立総合病院への産婦人科医師３名の派遣

を継続するため、市と東京医科大学との間で寄附講座の設置に関する協定を締結しました。

（平成 28年度から 30年度まで） 

●市民が安心できる救急医療体制を確保するため、市報や健康カレンダー等により、かかり

つけ医制度の周知を図るとともに、日立総合病院救命救急センターや病院群輪番制病院へ

の支援を行いました。 

●国民健康保険料の収納率向上のため、きめ細かな納付相談を行い、即納ができない者につ

いては、納付誓約書の提出を求めて納付の意識付けを行うなどの取組を進めました。 

●医療費の適正化を図るため、レセプト点検の強化、資格喪失後受診における不当利得者の

返納請求を行ったほか、ジェネリック医薬品の利用促進の周知に努めました。 

●少子化対策の一環として、小児に関わる医療費負担を軽減するため、平成 26 年 10 月から

中学生の入院まで、平成 27 年 10 月からは中学生の外来まで、段階的に医療福祉費支給制

度の対象年齢と給付範囲を拡大しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）高齢化等により増大する医療ニーズ 

高齢化などを背景に医療ニーズが増大する中、平成 24 年 10 月から県北地域唯一の第

三次救急医療を担う日立総合病院救命救急センターの運用が開始され、救急医療体制の

充実が図られました。 

今後も市民がいつでも安心して、身近な地域で必要な医療を受けられるよう、地域医

療体制の更なる充実を図る必要があります。 

 

（２）周産期医療に対するニーズの高まり 

平成 28年度に実施した市民ニーズ調査や市民意向調査の結果では、市内に産科や婦人

科の病院が少ないこと、ハイリスク分娩に対応する病院がないこと、小児科の充実、特

に夜間、休日の診療体制の充実など、子育てに関する医療環境の充実を求める意見が多
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く寄せられました。 

本市の人口 10万人当たりの医師数は、全国的にも少ない茨城県を更に下回っており、

特に産婦人科や小児科における医師が不足している状況を踏まえ、市内で安心して子ど

もを産み育てられる分娩体制の充実を図る必要があります。 

 

（３）増加する医療費への対応 

本市における国民健康保険の被保険者数は減少傾向にあるものの、入院・外来・調剤

の医療費全体の費用額は増加傾向にあります。 

こうした状況を踏まえ、安定した国民健康保険制度の運営に向けて、国民健康保険に

関する知識の普及、啓発を図り、収納率の向上や適正な受診による医療費の適正化に取

り組むとともに、平成 30年度からの新たな国民健康保険制度への円滑な移行を進める必

要があります。     

 

（４）社会情勢に応じた医療福祉費支給制度の充実 

本市の医療福祉支給制度は、経済的負担の多い子育て世代における医療費の負担を軽

減し、子育て支援を充実させるために拡充してきましたが、今後も少子化等の社会情勢

や国・県等の動向等を注視しながら、制度の充実を図る必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

市民が健康で生き生きと暮らすことができるよう、救急医療体制を始め、身近な地域で必

要な時に適正な医療が受けられる地域医療体制の整備が進むとともに、かかりつけ医・かか

りつけ歯科医・かかりつけ薬局を持つ人が増え、適切な受療行動（受診）が広く普及してい

ます。 

市内で安心して子どもを産み育てられる分娩体制の充実が図られるとともに、ハイリスク

分娩に対応する高度な医療を受けられる周産期母子医療体制の整備が進められています。 

国民健康保険制度については、平成 30年度から県を保険者とした新たな制度に移行し、市

では被保険者の特性に応じたきめ細かい保健指導等の事業に取り組んでいます。 

また、医療費の一部助成により子育て世代等の経済的負担が軽減され、誰もが安心して医

療を受けられる環境が整っています。 

 

５ 数値目標 

（１）「地域医療体制など」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.04点 2.85点 （検討中）点 

今後の重要度 4.18点 4.53点  
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（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）市民の健康を守る地域医療体制の充実 

地域医療体制の更なる充実を図るため、かかりつけ医による患者に寄り添った診療か

ら高機能病院による高度専門医療まで、誰もがいつでも安心して身近な地域で必要な医

療を受けられる環境の整備や、医師、看護師等の医療従事者の確保に向けた取組を進め

ます。 

また、適切な受療行動（受診）につながる、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かか

りつけ薬局制度の普及、啓発に取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】地域医療体制確保事業（公的病院等医療体制強化、高度専門医療体制確保）  

（健康づくり推進課） 

・【重点】【戦略】地域医療支援病院機能強化補助事業（健康づくり推進課） 

・【重点】救急救命士養成事業（消防本部総務課） 

・【新規】骨髄移植ドナー助成事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】ラピッド方式ドクターカー活用事業（警防課） 

・【戦略】地域医療体制の整備（健康づくり推進課） 

・【戦略】病院群輪番制病院運営補助事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】小児救急医療拠点病院運営補助事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】救命救急センター運営補助事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】二次救急医療体制整備補助事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】救急告示医療機関運営安定化事業（健康づくり推進課） 

・【戦略】公的病院等運営補助事業（健康づくり推進課） 

・休日診療事業（健康づくり推進課） 

 

（取組２）安心して妊娠、出産できる周産期母子医療体制の整備 

市内において、安心して子どもを産み育てられる周産期母子医療体制の充実を図ると

ともに、妊娠、出産から新生児に至るまでの高度な医療やハイリスク分娩にも対応する

ため、平成 21年４月から休止中の日立総合病院地域周産期母子医療センターの再開に向

けた施設等の環境整備や、産婦人科医及び小児科医（新生児科医）等の確保に向けた取

組を推進します。 
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≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】地域周産期母子医療センター整備事業（再掲）（健康づくり推進課） 

・【戦略】地域母子医療体制確保対策事業（再掲）（健康づくり推進課） 

・【戦略】地域産婦人科医療学寄附講座事業（再掲）（健康づくり推進課） 

・新生児医療機器整備事業（再掲）（健康づくり推進課）  

 

（取組３）国民健康保険制度の適切な運営と事業の推進 

安定した国民健康保険制度の運営に向けて、国民健康保険に関する知識の普及、啓発

を図り、収納率の向上や適正な受診による医療費の適正化に取り組むとともに、平成 30

年度からの県を保険者とした新たな制度への円滑な移行を進めます。 

また、被保険者の健康の保持増進を図るとともに、医療費の適正化を図るため、被保

険者の特性に応じたきめ細かい特定健康診査と特定保健指導などの事業を推進します。 

≪主な事業≫ 

・収納率向上事業（国民健康保険課） 

・医療費適正化事業（国民健康保険課） 

・特定健康診査・特定保健指導事業（健康づくり推進課） 

 

（取組４）医療福祉費支給制度の充実 

医療を受ける機会が多い小児や重度心身障害者の経済的負担の軽減などについて、本

市を取り巻く状況や利用者ニーズのほか、少子化等の社会情勢や国・県等の少子化対策、

医療対策の動向等を注視しながら、医療福祉費支給制度の充実に向けた取組を推進しま

す。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【拡充】【戦略】医療福祉費支給事業（小児）（対象者の拡大検討）（再掲） 

（国民健康保険課） 

・【戦略】医療福祉費支給事業（妊産婦）（再掲）（国民健康保険課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市国民健康保険特定健康診査等実施計画（第２期）（H25～H29） 

・日立市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）（H27～H29） 

・日立市新型インフルエンザ等対策行動計画 

・ひたち健康づくりプラン 21（第２次）（H25～H34） 

 

８ 主に関係する課所 

健康づくり推進課、国民健康保険課、消防本部総務課、警防課 
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１ 基本方針 

■誰もが、一生を通して健やかで生き生きと暮らせるように、各年代に合った健康づくり、

栄養改善、歯科保健の推進などに取り組みます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●生活習慣病を予防するため、幼児健診などの母子保健事業や、「おやこの食育教室」など乳

幼児期から望ましい食習慣を身に付ける食育推進事業を実施したほか、乳幼児から高齢者

までを対象に、むし歯・歯周病予防推進やかかりつけ歯科医制度の普及促進を図りました。 

●健康づくりや運動習慣づくりを推進するため、健康づくり推進員の養成や連絡会の組織化

を進め、推進員活動の活性化を図ったほか、ヘルスロードコースの拡充によりウォーキン

グの推進に取り組みました。 

●生活習慣病の予防、健康に関する正しい知識の普及啓発を図るため、各種健康教育・相談

を保健センターや各交流センター等で実施しました。 

●未成年者の喫煙・受動喫煙の防止を図るため、赤ちゃん訪問や幼稚園等における親子教育、

中学校における健康教育などの機会を通して広く普及啓発活動を行いました。 

●健康不安等の解消を図るため、夜間も相談できる「ひたち健康ダイヤル 24」のほか、保健

センター等での面接相談を実施したほか、増加傾向にある出産・子育てに関する相談につ

いては、内容に応じて関係機関と連携を図るなど、適切な保健指導を実施しました。 

●健康診査、各種がん検診の受診率の向上を図るため、セット健診の実施や通知の工夫、関

係機関や地域コミュニティ等と連携した受診啓発に取り組みました。 

●生活習慣病を予防するため、健康診査の結果等から対象者を把握し、適切な保健指導を行

いました。 

 

３ 現状と課題 

（１）生活習慣病の要因となる食生活と歯・口腔の健康 

現代社会の食習慣や生活スタイルの変化による栄養の偏った食生活や、むし歯、歯周

病は、生活習慣病の要因の一つと言われています。 

本市においては、心疾患や脳血管疾患などの生活習慣病による死因が約６割を占めて

います。これらの生活習慣病を予防するため、乳幼児から高齢者までライフステージに

応じた栄養・食生活の改善や歯と口腔の健康増進を推進する必要があります。 
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（２）がん、急性心筋梗塞等の健康課題 

本市では悪性新生物（がん）が主要死因の第１位となっており、約３人に１人ががん

により亡くなっています。県では、平成 27 年 12 月に条例を制定し、がん予防・検診の

推進などのがん対策の取組を強化しており、本市においても、国や県、地域の実状に合

わせながら、早期発見、早期治療につながるがん検診の取組を推進する必要があります。 

また、本市の急性心筋梗塞による標準化死亡比（※）は、男性が 1.75、女性は 1.82

と全国と比べて男女ともに高くなっており、さらに、末期腎不全による人工透析患者が

増加しているため、心筋梗塞の発症と関連性の高い慢性腎臓病対策を強化する必要があ

ります。 

   ※全国の基準を 1.00として、1.00より大きければ全国より悪く、小さければ全国より良いことを意味します。 

 

（３）健康寿命の延伸に向けた取組 

高齢になっても健康で生き生きと暮らすためには、市民のＱＯＬ（生活の質）の維持

及び悪化防止が不可欠となっており、健康意識の醸成や運動習慣づくりなど、健康寿命

の延伸につながる取組を推進する必要があります。 

また、核家族化や少子高齢化などを背景として、健康・医療・子育て・介護などへの

不安や悩みに関する相談が増加傾向にあるため、市民の健康などに関する不安や悩みを

軽減する体制づくりも必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

子どもの頃からの栄養・食生活の改善や、歯と口腔の健康管理の重要性が認識されるとと

もに、運動習慣づくりや心の健康、喫煙・飲酒対策を始めとした取組が進められ、生活習慣

病の予防と重症化予防に向けて、自ら健康を守り、自ら健康づくりに取り組む市民が増えて

います。 

また、健康に対する不安や悩みごとに対する相談体制の充実が図られるとともに、地域コ

ミュニティや地区担当保健師による地域ぐるみの取組や、医療機関等との連携による受診し

やすい健診体制が整い、健康診査の受診率が向上しています。 

健康意識の醸成や健診体制の充実等により、生活習慣病の早期発見・早期治療が図られ、

高齢になっても健康で生き生きと暮らす市民が増え、健康寿命の延伸が図られています。 

 

５ 数値目標 

（１）「健康づくり」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.33点 3.29点 （検討中）点 

今後の重要度 4.20点 4.20点  
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（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）生涯を通じた栄養・食生活の改善と歯・口腔の健康増進 

妊産婦から乳幼児、学童、成人、高齢者までの各ライフステージに合わせた健康の保

持増進及び疾病の予防、改善を図るため、減塩を始めとした食生活の見直しなどの栄養・

食生活の改善や、むし歯、歯周病の予防、口腔機能の維持向上に関する正しい知識や方

法の普及啓発に取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】食生活改善推進事業（健康づくり推進課） 

・歯科保健対策事業（健康づくり推進課） 

・歯周疾患検診事業（健康づくり推進課） 

 

（取組２）がん対策、生活習慣病予防と重症化予防の推進 

本市の主要死因の第１位であるがんの早期発見及び早期治療につなげるため、各種が

ん検診の受診率の向上と検診後の事後指導に取り組みます。さらに、未受診者対策を強

化するため、子育て中の女性などを含めた受診者の立場に立った受診しやすい体制づく

りなどの取組を推進します。 

また、本市の健康課題の一つである急性心筋梗塞の予防に取り組み、あわせて生活習

慣病に起因する人工透析の予防のために、慢性腎臓病対策を推進します。このため、早

期発見・早期治療につながる健康診査の実施と、受診結果に基づく医師や保健師等によ

る保健指導の充実を図り、生活習慣病予防及び重症化予防に取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【拡充】レディースがん検診事業（健康づくり推進課） 

・【拡充】慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策推進事業（健康づくり推進課） 

・がん検診事業（健康づくり推進課） 

・健康診査事業（健康づくり推進課） 

・特定健康診査・特定保健指導事業（再掲）（健康づくり推進課） 

 

（取組３）健康寿命の延伸に向けた健康づくりの推進 

健康・医療・子育て・介護などへの不安や悩みを軽減するため、相談者それぞれの状

態やニーズに応じた適切な指導・助言を行う相談体制の充実を図ります。 

また、市民一人一人が自らの健康は自らが守る意識を持ち、生涯を通じた健康づくり

を通して健康寿命の延伸が図られるよう、コミュニティ等の関係機関と連携し、地域ぐ
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るみで運動習慣を身に付ける取組や、健康意識の啓発を図る取組などを推進します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】ラジオ体操普及事業（生涯学習課） 

・【戦略】ひたち健康ダイヤル 24運営事業（再掲）（健康づくり推進課） 

・【戦略】健康運動教室（健康づくり推進課） 

・【戦略】高校生に対する思春期教育事業（健康づくり推進課） 

・健康相談事業（健康づくり推進課） 

・未成年者の喫煙対策の推進（健康づくり推進課） 

 

７ 関連計画等 

・ひたち健康づくりプラン 21（第２次）（H25～H34） 

 

８ 主に関係する課所 

健康づくり推進課、生涯学習課 
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１ 基本方針 

■自ら学び考える確かな学力の育成に取り組み、家庭や地域との連携を深めながら、豊かな

心と健やかな体、社会的・職業的な自立に必要な能力や姿勢を育てる教育を推進します。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●日立市の実情に応じた教育の振興を総合的かつ計画的に推進するため「日立市学校教育振

興プラン（2014～2018）」を平成 26 年３月に策定し、本市の教育施策の方針である「日立

市教育大綱」を平成 28年３月に策定しました。 

●子どもたちの学力向上と指導体制の充実のため、ティーム・ティーチングや教科担任制、

教育ボランティアの配置、外部人材の活用、理科学習支援講師の配置などを行いました。 

●特別支援教育の推進を図るため、小中学校への生活指導員配置や、障害に応じ一貫した就

学相談・指導の支援が図れるよう「子どもサポートブック」の作成・配布のほか、教職員

研修、教育課題の調査研究事業などを実施しました。 

●思いやりや美しいものに感動する心、郷土への誇りなどを育むため、中学１年生の宿泊体

験学習や、小中学校へのアーティスト派遣による体験授業、会瀬小・宮田小と栃木市合戦

場小との交流活動のほか、「大好き日立ふるさと手帳」の作成・配布を行いました。 

●教育上の様々な問題の早期解決と不登校等の未然防止のため、学区内への小学校訪問も行

う学校訪問相談員を中学校に配置し、日立市独自の教育相談体制を整えたほか、不登校状

態の解消に向けた取組を行いました。 

●国際社会で活躍する力を育成するため、小中学校全校へのＡＬＴ（外国語指導助手）配置

や英語体験活動の実施など実践的な活動を通して英語教育の充実を図りました。 

●科学する心を育むため、産業都市という本市の特性を活かし、日立理科クラブとの連携に

よる「理科室のおじさん」を配置した授業支援等により、学習内容の充実を図りました。 

●安全・安心な学習環境を整備するため、校舎の改築及び大規模改造を始め、屋内運動場の

天井等落下防止対策や校舎の耐震補強を集中的に進めました。 

●危機管理体制の強化と防災教育の充実のため、地域と連携した避難訓練や、全学校での防

災教室を実施したほか、「子どもを守る安全マップ」の作成などを行いました。 

●保護者負担の軽減を図るため、小学校の入学祝としてランドセルの贈呈や、中学校自転車

通学生徒へのヘルメット購入費補助のほか、経済的に困窮する世帯への支援を行いました。 
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３ 現状と課題 

（１）確かな学力の育成と子ども一人一人の状況に応じた教育指導・相談体制の確保 

本市ではこれまで、「日立市学校教育振興プラン」や「日立市教育大綱」に基づき、自

ら学び考える確かな学力の育成に取り組んできましたが、今後も引き続き、学習意欲を

高め基礎・基本となる学力の定着や、特別支援教育、不登校・いじめ・暴力などに対す

る指導・相談体制の充実など、子ども一人一人に寄り添った、本市の特性を活かした学

校教育の推進に取り組む必要があります。 

 

（２）豊かな心と健やかな体の育成 

全国的に子どもたちの心身の健康、アレルギー疾患、薬物乱用や性の問題行動等など

が教育上の課題となっており、本市においても子どもたちの心身のバランスの取れた成

長を図るため、命の大切さを学ぶ道徳教育や人権教育、食育の推進などで豊かな心と健

やかな体を育む取組が求められています。 

 

（３）社会環境の変化に応じた教育 

グローバル化、ＩＣＴ（情報通信技術）化の急速な進展により、教育を取り巻く環境

が変化する中、子どもたちの基本的な生活習慣の乱れや社会のルールを守る意識の低下、

人間関係づくりが苦手な子どもの増加や理数離れが課題となっています。 

このような中、学校での学習の充実と、地域との協働による様々な活動体験を通して、

社会の変化に対応できる能力の育成と、自らの生き方や進路について考え、実践してい

く力を育む取組が求められています。 

 

（４）学習環境の整備と地域に開かれた学校づくり 

学校は学習の場であるほか、地域の様々な活動や防災拠点としての役割も担っており、

良好な学習環境や施設の安全性の向上を図る必要があります。 

また、人口減少や少子化が進む中、より良い学習環境の整備と教育の質の向上を図る

ため、適正な学校の配置や規模の在り方を検討していく必要があります。 

子育てには、学校・家庭・地域の連携が不可欠です。家庭が人間形成の基礎をつくり

地域ぐるみで育てるには、信頼され開かれた学校づくりが必要です。 

さらに、東日本大震災の教訓を活かし、子どもたちが自ら行動し命を守る力を培う取

組も必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

子どもたちが自らの目標や課題を持って主体的に学習に取り組み、基礎・基本的な知識や

技能が定着し、確かな学びが進んでいます。特別な支援を必要とする子どもや様々な背景を

有する子ども一人一人が自信と意欲を持って学校生活を送り、いじめや不登校、暴力行為な

どの子どもたちの悩みごとが減少しています。 
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子どもたちは、積極的にコミュニケーションを図る態度や能力、勤労観・職業観等の価値

観を自ら育みながら、将来への夢と希望を持って意欲的に生活しているほか、郷土日立への

愛着が深まり、豊かな感性が育ち、健康な体や体力も育まれています。 

国際社会で主体的に行動できるように、外国文化についての理解や英語力が向上していま

す。たくましく未来を切り拓いていく力やリーダーシップを備え、科学的な考え方のできる

子どもたちが育っています。 

安全・安心な学校施設やＩＣＴ機器等が活用できる学習環境の整備が進められています。

学校に対する多様なニーズを、保護者や地域住民と連携・協力しながら、迅速かつ的確に学

校運営に反映させることができています。さらに、避難訓練や防災教育の充実などにより、

非常時に子どもたちが自ら考え、適切に行動できる力を身に付けています。 

 

５ 数値目標 

（１）「学校教育」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.09点 3.08点 （検討中）点 

今後の重要度 4.29点 4.07点  

 

（２）施策に関する目標指標 

 

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）確かな学力の定着と子ども一人一人に寄り添い支える教育の推進 

体験学習や特色ある教育内容の充実により、子どもたちの学習意欲を高めながら、基

礎・基本的な知識や技能を身に付け、感性や表現力、自主性・自立性、社会性などの資

質・能力を高めることで、自らの未来を切り拓く力を培う取組を進めます。 

また、教員等の配置や教職員研修の実施などにより、様々な背景を有する子ども一人

一人の特性に応じたきめ細かな教育相談・指導を行うとともに、いじめ・不登校等の未

然防止や早期発見・早期解決を図るための相談・支援体制を整備するなど、教育相談・

指導内容の充実を図り、子どもたちが粘り強く取り組む力を培います。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】子ども読書活動推進事業（学校施設課、指導課） 

・【戦略】少人数指導教員配置事業（学務課） 

・【戦略】学校図書事務員の全校配置（学務課） 

・【戦略】幼小中連携教育推進事業（指導課） 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   
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・【戦略】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）（指導課） 

・【戦略】地域人材を活用した学力向上推進事業（放課後学習室）（指導課） 

・【戦略】こども発達相談センター事業（再掲）（教育研究所） 

・【戦略】教育相談員の全校配置（教育研究所） 

・学校教育振興プラン改訂事業（教育委員会総務課） 

・教科担任制推進事業（学務課） 

・確かな学力育成事業（指導課） 

・特別支援教育振興事業（指導課） 

・いじめ防止対策への取組（指導課） 

・教職員研修事業（教育研究所） 

・教育課題調査研究事業（教育研究所） 

・教育相談事業（不登校対策支援）（教育研究所） 

   

（取組２）豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 

自分の良さに気付き、自信を持つことで他者を認め、未来を切り拓いていく力の育成

や、命を大切にする心や他者を思いやる心、善悪の判断や規範意識等の道徳性を身に付

ける豊かな心を育む教育の充実に取り組みます。 

生涯にわたる人格形成と義務教育の基礎を培う幼児教育の充実や環境の整備に取り組

むほか、長い歴史の中で培われた文化・芸術を理解し、感動する心を養う体験活動や、

学校での授業、部活動などを通した体力の向上や食育の推進に取り組みます。 

また、学校給食を安全に安定して提供するため、施設の計画的な改築や修繕を進める

とともに、円滑な運営体制の確保に取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】幼稚園教諭有資格者復職支援事業（子ども施設課） 

・【戦略】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）（指導課） 

・【戦略】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）（指導課） 

・【戦略】一時預かり事業（再掲）（子ども施設課） 

・学校給食共同調理場建設事業（学校施設課） 

・ふるさと大好き人づくり教育推進事業（指導課） 

・道徳教育の充実（指導課） 

・幼稚園施設開放事業（子ども施設課） 

・私立幼稚園就園奨励費補助事業（子ども施設課） 

・私立幼稚園就園推進補助事業（子ども施設課） 

 

（取組３）次代を担う力を磨き高める教育の推進 

ものづくりのまちの特性を活かした教育の一つである理数教育などの科学教育、英語

力強化のためのＡＬＴ全校配置と国際理解教育のほか、タブレットパソコンの整備を行

い、情報教育や環境教育などの推進に取り組みます。また、社会の変化に対応できる能
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力を育成し、自らの生き方や進路について考え、実践していく力を育むための様々な活

動体験を地域との協働で取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】科学学習推進事業（指導課） 

・【重点】【戦略】国際理解教育推進事業（英語体験活動）（指導課） 

・【重点】情報教育環境整備事業（学校施設課） 

・【戦略】ＡＬＴの全校配置（指導課） 

・【戦略】未来パスポート事業（指導課） 

 

（取組４）学習環境の充実と地域に開かれた魅力ある学校づくり 

安全・安心で快適な学習環境の充実を図るため、学校施設の改築による耐震化を始め、

大規模改造や施設・設備の老朽化対策、学校施設長寿命化計画策定などを進めるととも

に、関係機関及び保護者・地域住民等と連携して通学路の安全対策に総合的に取り組み

ます。 

また、少子化の進行や子どもたちを取り巻く環境の変化に対応した、より良い教育環

境の整備と教育の質の向上を図るため、適正な学校の配置や規模の在り方を検討するほ

か、保護者の経済的負担の軽減などに取り組みます。 

学校・家庭・地域が連携・協力して子どもたちを育むため、地域人材を活用した部活

動サポートや学校運営協議会制度の検討を進めるとともに、児童生徒の地域行事への参

加促進などにより、地域に開かれた魅力ある学校づくりに取り組みます。 

さらに、東日本大震災の経験を教訓とした、子どもたちが自ら命を守るための行動力

を養うため、学校・家庭・地域が連携し、安全教育や防災教育を推進します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】就学援助事業（学務課） 

・【重点】【戦略】ランドセル贈呈（学務課） 

・【重点】小・中学校校舎改築・大規模改造事業（学校施設課） 

・【重点】学校施設整備事業（老朽化対策等）（学校施設課） 

・【重点】学校適正配置検討事業（学務課） 

・【戦略】学校運営協議会制度検討事業（指導課） 

・【戦略】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）（再掲） 

（指導課） 

・通学援助事業（学務課） 

・通学路の安全対策（学務課） 

・地域と連携した学校防災力強化事業（学務課） 

・小・中学校屋内運動場改築事業（学校施設課） 

  ・幼稚園耐震化推進事業（子ども施設課） 
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７ 関連計画等 

・日立市学校教育振興プラン（H26～H30） 

・日立市教育大綱（H27～H31） 

・日立市いじめ防止基本方針 

 

８ 主に関係する課所 

学務課、指導課、学校施設課、教育研究所、教育委員会総務課、子ども施設課 
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１ 基本方針 

■大学や中高一貫教育校を始めとする優れた教育機関、人材育成機関の協力を得ながら、知

識や技術の産業への活用、魅力ある教育環境づくりなどに努めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●大学等との連携による地域中小企業の新製品・新技術の開発を推進するため、日立地区産

業支援センターへの自主事業交付金により、茨城大学工学部へ基礎研究及び応用研究を委

託し、産学連携の推進及び研究開発の支援を行いました。 

●市と連携協定を結んでいる大学の知識や技術を活かし、産業の活性化や地域課題解決に協

働で取り組む事業の検討を進めるため、市と大学との連携事業の実績や大学教員の市の委

員等への委嘱状況をデータベース化し、庁内での情報共有を図りました。 

●ものづくり人材の育成のため、技能五輪メダリスト等による公開デモンストレーションを

実施したほか、市内の小学６年生全員が「日立市郷土博物館」、「日鉱記念館」、「小平記念

館」等を見学し、ものづくりのまちである郷土についての理解を深めるとともに、子ども

たちの勤労観や職業観を育むキャリア教育の一環として職業探検少年団の運営を支援しま

した。 

●ものづくり技能の高度化を促進するため、中小企業等への従業員の職業訓練経費の補助を

行いました。 

●地域に蓄積された「ものづくり技術の伝承」を図るため、(一社)日本経済団体連合会から

(株)日立製作所が採択を受けた未来都市モデルプロジェクト（スマート工業都市）の一環

として、同社の各種教育機関の一部講座を地元中小企業従業員が受講できるよう連携して

取り組みました。 

●市内の中等教育の更なる活性化を図るため、平成 24年４月に開校した県立日立第一高等学

校附属中学校の市教育研究会や(公財)日本中学校体育連盟への加入により、部活動や科学

研究作品展等の場などで市立中学校との交流を行いました。 

●能力に応じた多様な教育環境を維持するため、奨学金貸付けにより奨学生が希望する学校

へ進学し社会で活躍するための修学支援を行ったほか、私立高等学校への支援により特色

ある学校教育の振興を図りました。 
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３ 現状と課題 

（１）まちの将来を担う人材の育成 

まちの将来を担う人材の育成を図るため、多くの可能性を秘めた若者が経済的に困難

な状況にあっても、能力に応じた高等教育を受けられる機会を確保するとともに、多様

なニーズに応じた教育環境の維持に努める必要があります。 

市内には、市と連携協定を締結している茨城大学と茨城キリスト教大学の２つの大学

と、ものづくりのまちとして発展した経緯から、県や企業などが設置する技能・技術系

の人材育成機関が立地しています。こうした大学や人材育成機関との連携・協働により、

引き続き、専門的で高度な知識や技術を活用しながら、ものづくりを支える人材の育成

を進めることが必要です。 

 

（２）大学や県、企業などが設置する人材育成機関が持つ知識や技術の活用 

産業の活性化や地域課題の解決に向けて、市と大学や日立地区産業支援センターなど

の人材育成機関との連携・協働により、専門的で高度な知識や技術を活用した取組を進

めていく必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

本市の基幹産業であるものづくりの大切さや素晴らしさを理解し、技術や技能を身に付け

ようとする若者が育っています。 

本市で生まれ育った若者が能力に応じて修学できる機会や、特色ある学校教育を受ける環

境が整っており、将来を担う人材の育成が図られています。 

 

５ 数値目標 

（１）「高等教育等」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 －点 3.05点 （検討中）点 

今後の重要度 －点 4.07点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   
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６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）修学援助と特徴ある教育への支援 

能力に応じた多様な教育機会を確保するため、引き続き、奨学生が希望する学校へ進

学し社会で活躍するための修学支援や、市内の私立高等学校の教育振興のための支援を

行います。また、本市への定住を促進するため、奨学生が本市に戻り定住した場合は奨

学金返還額の一部を助成します。 

さらに、社会的・職業的自立に向けた自分らしい生き方の実現を目指すキャリア教育

に取り組む職業探検少年団の運営支援や、本市の基幹産業であるものづくりの伝統を将

来に継承していくため、中小企業に対して従業員の職業訓練経費の一部を支援します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】【戦略】奨学金制度の拡充事業（Ｕターン促進）（教育委員会総務課） 

・【戦略】奨学金貸付事業（教育機会の確保）（教育委員会総務課） 

・【戦略】私立高等学校に対する助成事業（教育委員会総務課） 

・【戦略】職業探検少年団支援事業（生涯学習課） 

・中小企業等職業訓練事業補助（商工振興課） 

 

（取組２）大学と人材育成機関等の知識、技術を活用した産業の活性化や地域課題の検討 

大学等との連携による地域中小企業の新製品・新技術の開発を推進するため、引き続

き日立地区産業支援センターが中心となり、「産学連携による研究開発補助」の支援を行

います。 

また、市と連携協定を締結している大学の知識や技術を活かし、産業の活性化や地域

課題解決に協働で取り組む事業検討を引き続き進め、市と大学との連携事業の推進を図

ります。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】中小企業による茨城大学等への研究委託（商工振興課） 

・【戦略】大学連携推進事業（企画調整課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市奨学金貸付条例 

・日立市と茨城キリスト教大学との連携に関する基本協定書（H15) 

・日立市と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する協定書（H18) 

・日立市と常磐大学との連携協力に関する協定書（H20) 

 

８ 主に関係する課所 

教育委員会総務課、生涯学習課、商工振興課、企画調整課 
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１ 基本方針 

■地域や世代を超えた生涯学習機会の充実により、学びの成果を地域に活かすとともに、家

庭の教育力向上に向けた取組を推進します。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●市民が主体となって生涯学習に取り組む環境の充実を図るため、各交流センターや「ひた

ち生き生き百年塾」が行う各種講座や地域教育活動、生涯学習情報の提供などの活動を支

援しました。 

●身近な場所で生涯学習や文化などの交流活動を行える質の高い学習環境の整備を図るため、

図書館の無休化を本格的に実施するとともに、新たに南部地区に南部図書館を建設し、市

立図書館の４館体制を確立しました。 

●生涯学習施設の活用と利便性向上のため、自宅からインターネットを用いた図書館蔵書の

検索と予約ができるよう図書館情報システムを拡充しました。 

●教育の原点である「家庭の教育力」向上のため、家庭教育講座・講演会等による啓発や子

どもセンターでの相談などを通じて保護者への支援を行いました。 

●地域で支える教育活動を進めるため、日立市子ども会育成連合会活動への支援や、図書館

内への子育て支援に関するコーナー設置など、地域・行政・関係団体が連携・協働して地

域の中で子どもを教育する取組を推進しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）生涯学習機会の提供と環境整備 

本市では、市民の自主的な生涯学習活動が、各交流センターや百年塾、県北生涯学習

センターにおいて活発に進められていますが、多様化・高度化する学習ニーズや地域の

課題解決に向けた学習機会の充実を図る必要があります。 

 

（２）次代を担う子どもたちの育成・環境づくり 

少子化・家族構成の変化・地域における人間関係の希薄化などにより、家庭や地域に

おける教育力の低下が課題となっています。家庭教育の大切さの理解を促進し、保護者

自身の成長を促すとともに、様々な関係機関との連携・協働により、地域ぐるみで次代

を担う子どもたちの教育に取り組む環境づくりを進める必要があります。 
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４ ５年後に目指す姿 

市民の誰もが生涯にわたって学習する機会が提供され、生きがいづくりやまちづくりにつ

ながる生涯学習活動が活発に進められています。 

また、ひたちの魅力を再発見する取組などにより、郷土の誇りを育む学びが進められてい

ます。 

家庭教育の大切さに関する保護者の理解が深まり、子どもの発達段階を意識した家庭にお

ける教育が充実するとともに、地域・行政・関係団体の連携・協働による地域の中で、子ど

もを教育する活動と環境整備が進み、次代を担う子どもたちが心身ともに健全に成長してい

ます。 

 

５ 数値目標 

（１）「生涯学習」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.21点 3.13点 （検討中）点 

今後の重要度 3.86点 3.77点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）市民の自主的な生涯学習活動への支援と環境整備 

市民のニーズにあった学習機会の提供と自主的な学習に対する支援に努めるとともに、

地域コミュニティ活動を次世代へつなぐため、活動の主体となる人材の育成や地域参加

のきっかけとなる学習機会の提供を行えるよう、市民と地域･行政･関係団体が連携・協

働する環境づくりを進めます。 

また、図書館の利用が困難な地域や身体等の不自由な方が図書を借りることができる

移動図書館など、図書館の更なる利用者増加に向けた取組を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】誰でも本が借りられる図書館推進事業（各図書館） 

・ひたち生き生き百年塾推進本部事業（生涯学習課） 

・郷土映像制作事業（視聴覚センター） 

・映像文化振興事業（視聴覚センター） 
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（取組２）家庭や地域における教育力の向上 

未就学児及び小学校低学年の保護者への家庭教育啓発活動の充実を図るとともに、不

足しがちな体験活動や多世代交流等の様々な場面で、家庭・地域・学校・行政・子ども

会など関係団体の連携を深め、地域ぐるみで次代を担う子どもたちの教育に取り組む環

境づくりを進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】放課後子ども教室推進事業（再掲）（生涯学習課） 

・【戦略】職業探検少年団支援事業（再掲）（生涯学習課） 

・【戦略】ひたち大好きパスポート事業（生涯学習課） 

・【戦略】子ども読書活動推進事業（各図書館） 

・【戦略】ブックスタート事業（各図書館） 

  ・家庭教育推進事業（生涯学習課） 

  ・子ども会育成連合会補助（生涯学習課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市子ども読書活動推進計画（H27～H31） 

・日立市教育大綱（H27～H31） 

 

８ 主に関係する課所 

生涯学習課、各図書館、視聴覚センター 
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１ 基本方針 

■地域の特徴ある文化資源の活用や、文化・芸術施設の魅力向上を図ります。また、様々に

展開されている市民の文化・芸術活動を支援します。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●市民の教養と憩いの場、生涯学習の場としてふさわしい文化・芸術施設等の魅力の向上を

図るため、次のような取組を推進しました。 

・ 正音楽記念館や角記念市民ギャラリーでの企画展開催と２館相互による広報 

・角記念市民ギャラリーとかみね動物園の連携による企画展開催 

・郷土博物館の開館 40周年を記念した収蔵品の「市宝展」や本市出身芸術家の特別展開催 

・郷土博物館とかみね動物園のコラボレーションイベントの共同開催 

・日立シビックセンター科学館とかみね動物園の共同企画展の開催 

●文化・芸術等施設の安全性の確保と利便性の向上を図るため、施設の計画修繕により耐震

補強や長寿命化を進めました。 

●市民による文化・芸術活動や郷土文化の保存・伝承活動支援のため、「日立市美術展覧会」、

「ひたちこども芸術祭」、「ふるさと教室」など各種講座を開催したほか、日立風流物人形

制作講座や伝統凧制作講座を開催し後継者育成を支援しました。また、日立市文化協会や

日立市文化少年団への支援を行いました。 

●郷土の歴史や文化などに対する理解を深めるため、郷土博物館において考古学的調査や歴

史・産業・民俗の調査・研究成果を掲載した「紀要」を発行したほか、発掘調査資料や民

俗資料など最新資料を活用して常設展示を実施しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）文化・芸術を取り巻く社会環境の変化 

本市では、「日立市美術展覧会」や「ひたちこども芸術祭」を始めとした、市民の自主

的な取組による様々な文化・芸術活動が進められています。しかし、人口減少や少子高

齢化の進行などにより、活動団体の指導者や後継者の不足が大きな課題となっており、

文化・芸術活動の継承を支援するための取組が求められています。 

また、早い時期から整備を進めてきた文化・芸術施設については、設備を含めた老朽

化が進んでおり、計画的な維持補修による長寿命化への対応も課題となっています。 
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（２）文化・芸術資源や関係施設の活用 

本市には、今年度ユネスコの無形文化遺産に再登録された「日立風流物」など、世界

に誇れる伝統芸能や、「ひたち国際大道芸」、「ひたち秋祭り郷土芸能大祭」など、全国各

地から多くの方々が訪れるイベントが毎年開催されています。 

また、本市出身の作曲家である 正氏の功績等を伝える 正音楽記念館や、国内

有数のプラネタリウムなどを有する日立シビックセンターなどの文化・芸術施設があり

ます。 

本市の重要な課題の一つとなっている交流人口の拡大を目指すため、これらの特徴あ

る文化・芸術資源や関係施設等の更なる活用を図る必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

新たな指導者育成や会員募集などによる活動継承の支援が進み、市民の自主的な取組によ

り、様々な文化・芸術活動が行われているほか、本市の「歴史」「民俗」「美術」などの調査

研究や各種講座の開催などにより、文化・芸術や郷土への理解が深まっています。 

文化・芸術施設の連携による各種事業の開催などにより、各事業の魅力向上が図られてい

ます。また、施設や設備等の計画的な修繕や更新が進み、安全性の確保と利便性の向上が図

られています。 

さらに、「日立風流物」を始め、「ひたち国際大道芸」、「ひたち秋祭り郷土芸能大祭」、「ひ

たち市民オペラ」、 正音楽記念館や日立シビックセンターなど、本市の特徴ある文化・芸

術資源の活用が進み、その魅力が市内外の多くの人々に理解され、市民の文化・芸術の振興

が図られるとともに、交流人口が拡大し、地域の活性化が進んでいます。 

 

５ 数値目標 

（１）「文化・芸術」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.27点 3.38点 （検討中）点 

今後の重要度 3.70点 3.77点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   
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６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）文化・芸術の振興と施設の魅力向上 

地域の特徴ある文化・芸術の更なる振興を図るため、日立市文化協会や日立市文化少

年団など、様々な文化・芸術活動に取り組む市民団体に対して、引き続き支援を進める

ほか、これらの活動が次の世代にも適切に引き継がれるように、新たな指導者の育成や

会員募集への支援等にも積極的に取り組みます。 

さらに、郷土への理解を深めるため、文化財などの調査・研究と活用方策の検討を進

めます。 

また、文化・芸術施設の計画的な維持補修を進めることで、各施設の長寿命化と魅力

向上を図るとともに、老朽化した日立風流物収蔵庫の整備を検討します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】日立風流物収蔵施設整備検討事業（郷土博物館） 

・【戦略】文化少年団支援事業（市民活動課） 

・各種活動団体の支援事業（市民活動課） 

・郷土博物館展示・教育普及事業（郷土博物館） 

・文化財保護事業（郷土博物館） 

・長者山遺跡発掘調査・活用事業（郷土博物館） 

・シビックセンター計画修繕事業（市民活動課） 

・市民会館（日立・多賀）維持補修事業（市民活動課） 

・ 正音楽記念館維持補修事業（市民活動課） 

 

（取組２）文化・芸術を通じた交流人口の拡大 

「日立風流物」を始め、「ひたち国際大道芸」、「ひたち秋祭り郷土芸能大祭」、「ひたち

市民オペラ」など、本市がこれまでに培ってきた特徴ある文化・芸術資源、 正音楽

記念館や日立シビックセンターなど、魅力ある文化・芸術施設を活用した各種イベント

等の一層の充実を図ることで、文化・芸術に対する関心を高め、まちのにぎわいと交流

人口の拡大を目指します。 

≪主な事業≫ 

・【新規】 正生誕 100周年記念事業（市民活動課） 

・【拡充】シビックセンター魅力づくり事業（市民活動課） 

・【戦略】ひたち国際大道芸開催事業（市民活動課） 

・【戦略】ひたち秋祭り開催事業（市民活動課） 

・ 正記念事業（市民活動課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市文化振興指針（H29～） 

・日立市教育大綱（H27～H31） 
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８ 主に関係する課所 

市民活動課、郷土博物館 
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１ 基本方針 

■次世代を担う青少年の健やかな育成を図るため、家庭、地域、学校の連携や相談体制の強

化を進めるとともに、青少年の自主的な活動を支援します。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●青少年の健全育成に対する市民の意識啓発のため、青少年関係団体や関係機関と連携し、

祭り会場などでの薬物乱用防止キャンペーンや、市内ＪＲ常磐線各駅での「あいさつ・声

かけ」運動を実施しました。 

●児童生徒の休日などにおける体験活動を促進するため、青少年団体や各種施設などが実施

する行事を案内する情報紙「インフォメーションゆう」を発行しました。 

●様々な生活体験や異年齢交流などを通じ、子どもの生きる力の育成と地域の教育力向上を

支援するため、各地域コミュニティなどに対し、「地域わんぱく隊」活動費の補助を行うほ

か、地域リーダー野外活動研修会を実施しました。 

●新成人の責任と自覚を認識するため、新成人自身が企画運営して新成人記念事業を行いま

した。 

●青少年のリーダー育成とボランティア活動への理解を促進するため、高校生を中心とした

ＹＬＣ（ヤングリーダーズクラブ）において、レクリエーションなどの研修を始め、子ど

も会や地域への支援活動を行いました。 

●青少年やその保護者などが抱える悩みごとを、気軽に相談できる体制を充実させるため、

「ひたちコドモでんわ」による電話相談や「悩みごと相談」による面接相談を行うととも

に、相談対応のスキルアップに向けた研修会を実施しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）青少年を取り巻く社会環境の変化 

ＩＣＴ（情報通信技術）の進展や、スマートフォンなどの携帯端末の普及に伴い、成

長過程にある青少年のインターネットやＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）

などによる非行・犯罪などが誘発・助長されやすい環境が問題となっています。このよ

うな社会環境の変化に対応しながら、青少年の健全育成を図る必要があります。 

 

（２）青少年の支援体制 

少子化や核家族化などの家族形態の変化に伴い、青少年が日常生活の中で様々な立場



- 102 - 

 

の人と関わり合う機会が失われつつあり、人と人とのつながりが希薄化する中、社会と

のつながりを持つことに苦手な青少年が増えていると指摘する声も聞かれます。 

また、青少年を取り巻く環境やコミュニケーションなどの変化で、青少年が抱える悩

みや問題も多様化し、悩みを抱えたまま孤立化することが懸念されます。問題の深刻化

を未然に防ぐためには、悩みごとを気軽に相談できる身近な窓口の維持・継続と相談機

能の向上などが必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

家庭・地域・学校・関係機関団体が連携し、青少年を見守り、育てる活動の取組により、

青少年の非行・犯罪の抑止が図られ、次世代を担う青少年の健やかな成長と、多様化する社

会に適応し、自ら進んで様々な活動に参加する意欲が高まっています。 

将来の進路や人間関係などに悩みを持つ若者が相談しやすい体制が確保され、青少年が的

確に導かれ、安心して暮らせる環境づくりが進んでいます。 

 

５ 数値目標 

（１）「青少年育成」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.16点 3.16点 （検討中）点 

今後の重要度 4.18点 4.05点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）家庭・地域・学校・関係機関団体との連携・協働による青少年健全育成の推進 

ＩＣＴの進展やＳＮＳの普及など、青少年を取り巻く社会環境の変化に対応しながら、

青少年が健全に育成される環境の維持向上を図るため、様々な関係機関・団体が連携し、

地域ぐるみで子どもの成長を見守る体制を強化するほか、青少年健全育成に関する意識

啓発を図ります。 

≪主な事業≫ 

・青少年健全育成事業（女性青少年課） 

・街頭活動事業（女性青少年課） 
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（取組２）青少年の自律的な成長の支援 

次世代のまちづくりを担う青少年が、自らの学びにより自主性・協調性・創造性など

を身に付け、思いやりのある社会性豊かな人間性が育まれるよう、家庭・学校・地域が

連携・協働し、様々な体験や人々と触れ合う機会を提供する取組を推進します。 

また、ＹＬＣ（ヤングリーダーズクラブ）の活動支援や、新成人者自らの企画・実行

による新成人記念事業の実施など、若者の様々な交流の取組への支援を行うほか、青少

年が抱える悩みや問題を解消するため、自主的な研修による研鑚を進め、地域や専門家

の協力を得ながら、相談・指導体制の充実を図ります。 

≪主な事業≫ 

・地域わんぱく隊事業（女性青少年課） 

・青少年団体による活動の支援事業（女性青少年課） 

・電話相談・悩みごと相談事業（女性青少年課） 

・豊かな体験を支援する課外授業実施事業（生涯学習課） 

・新成人記念事業（生涯学習課） 

 

７ 関連計画等 

・無し 

 

８ 主に関係する課所 

女性青少年課、生涯学習課 
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１ 基本方針 

■生涯にわたりスポーツに親しみ、心身ともに健やかに暮らすことができるように、市民の

健康増進や交流の機会としての生涯スポーツ活動を推進します。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●身近な地域で誰もがスポーツに親しめる環境を整えるため、十王スポーツ文化クラブの設

立や(仮称)ひたちみなみスポーツクラブ設立準備委員会の立ち上げなど、総合型地域スポ

ーツクラブの設立の支援に取り組みました。 

●市民が見て、参加して、スポーツに親しむ機会を提供するため、日立さくら杯社会人野球

大会や日立さくらロードレース、スポ・レクフェアやパンポン大会など、様々なスポーツ

大会やイベントを開催しました。 

●市民の誰もが健康増進や交流を図ることができる施設の環境充実を図るため、市民ニーズ

を踏まえながら施設の計画修繕により耐震補強や長寿命化を進め、安全性の確保と利便性

の向上を図りました。 

●東日本大震災で被害を受けた市民運動公園中央体育館を、震災復興のシンボルとなる市民

のスポーツ活動と文化活動に利用できる広域交流施設として整備を進めました。 

 

３ 現状と課題 

（１）市民が身近に親しめるスポーツ環境の整備 

「日立市スポーツ振興計画」に基づき、多くの市民がスポーツを通して健康増進や交

流を図ることができる環境を整備するため、市民ニーズを踏まえたスポーツ団体への支

援やイベント等の開催、施設の長寿命化に向けた計画的な修繕を行い、安全性の確保と

利便性の向上を図る必要があります。 

 

（２）スポーツイベントを活用したまちの活性化 

いきいき茨城ゆめ国体の開催や東京オリンピックを契機に、市民のスポーツに対する

関心を高めるとともに、交流人口の拡大を図り、まちの活性化につなげていくため、池

の川さくらアリーナ等を活用したより多くのスポーツイベントなどを開催していく必要

があります。 
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４ ５年後に目指す姿 

市民のスポーツに対する関心や健康志向が高まり、誰もが積極的に身近なところで気軽に

スポーツに参加できる環境づくりが進んでいます。 

平成 31 年のいきいき茨城ゆめ国体や平成 32 年の東京オリンピックなどの開催を契機とし

て、スポーツを通じた交流人口の拡大やまちの活性化が進んでいます。 

 

５ 数値目標 

（１）「生涯スポーツ」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.14点 3.16点 （検討中）点 

今後の重要度 3.82点 3.83点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）生涯スポーツ社会実現に向けたスポーツ環境の充実 

市民の誰もが身近な場所でスポーツに親しむことができる環境の充実を図るため、(公

財)日立市体育協会を始めとした関係団体等との連携・協働により、各種のスポーツ・レ

クリエーションに関する講習会・大会・イベント等を実施するとともに、市民の自主的

な活動への支援・促進を図ります。 

また、市民ニーズを捉えたスポーツ施設の安全性と利便性の向上を図るため、市民運

動公園やスポーツ広場などの計画的な改修・整備を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】ラジオ体操普及事業（再掲）（生涯学習課） 

・【重点】運動公園施設整備事業（野球場、陸上競技場、臨時駐車場等） 

（スポーツ振興課） 

・【戦略】スポーツ少年団支援事業（スポーツ振興課） 

・総合型地域スポーツクラブ育成事業（スポーツ振興課） 

・学校施設開放事業（スポーツ振興課） 

・スポーツ・レクリエーション事業の推進（スポーツ振興課） 

・スポ・レクフェアの開催（スポーツ振興課） 

・日立市長杯選抜野球大会、日立さくら杯社会人野球大会の開催（スポーツ振興課） 
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・スポーツ広場等施設整備事業（スポーツ振興課） 

 

（取組２）スポーツを通じた交流人口の拡大 

スポーツを通じて交流人口の拡大を図り、地域の活性化につなげていくため、平成 31

年のいきいき茨城ゆめ国体などの開催に向けた事業を推進するとともに、東京オリンピ

ックの事前キャンプの誘致や日立さくらロードレース開催、スポーツ合宿の誘致などに

取り組み、スポーツ・ツーリズムの促進を図ります。 

池の川さくらアリーナについては、トップアスリートが所属する実業団等の試合（Ｂ

リーグ、Ｖプレミアリーグなど）の誘致を図るほか、スポーツだけでなく様々なイベン

トに活用できるよう、(公財)日立市民科学文化財団などと連携・協働した文化イベント

等の誘致に取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】【戦略】いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会開催事業 

    （国体推進担当） 

・【戦略】池の川さくらアリーナ活用事業（スポーツ振興課） 

・【戦略】スポーツ・ツーリズム促進事業（スポーツ振興課） 

・日立さくらロードレースの開催（スポーツ振興課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市スポーツ振興計画（H20～H29） 

・日立市教育大綱（H27～H31） 

 

８ 主に関係する課所 

スポーツ振興課、国体推進担当、生涯学習課 
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１ 基本方針 

■国籍や民族の異なる人々が互いの文化を認め合い、それぞれの能力を発揮できる環境づく

りに努めるとともに、平和宣言都市として平和の大切さを継承する取組を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●市民の多文化への理解を深めるため、国内外の姉妹都市と青少年等の相互訪問やキルトを

通じた文化交流（フレンドシップ・キルト展等）を実施したほか、日立国際交流協議会の

会員団体などが実施する、国際交流や文化交流事業を支援しました。 

●平成 24 年度から在住外国人向けの防災訓練を実施し、平成 27 年度には中小路学区コミュ

ニティ推進会との連携により、地域防災訓練に在住外国人が参加しました。 

●他国の言語や文化を理解し、広い視野で国際社会に貢献できる子どもを育成するため、英

語圏以外の外国人講師による多文化体験学習（ワールドキャラバン）を行いました。 

●在住外国人が安心して暮らしやすい環境づくりのため、英語・中国語版の生活ガイドブッ

ク作成や外国人向け無料相談会を開催したほか、英語・中国語・ポルトガル語の市内通訳

ボランティアの登録を進め、茨城県国際交流協会と連携して、その他の言語の通訳ボラン

ティアを確保しました。 

●「日本語ボランティア養成講座」、「日本語ボランティア・ステップアップ講座」を実施し、

ボランティアの育成・スキルアップに取り組みました。また、日立国際交流協議会に所属

するボランティアグループが行う日本語教室の運営を支援しました。 

●日立市平和展を開催するとともに、各種団体が実施する平和活動への協力及び支援を行い

ました。また、戦災体験談を収集し、若い世代へ語り継ぐ取組を行いました。 

 

３ 現状と課題 

（１）在住外国人や国際親善姉妹都市等との交流促進 

平成 28年８月末現在、本市には 44か国、1,658人の外国人の方が居住しています。 

民間企業における雇用情勢の変化などにより、今後も、外国人の居住者が増加してい

く可能性があり、引き続き、在住外国人を含め、誰もが安心して暮らせる地域づくりの

取組を進める必要があります。 

また、国際親善姉妹都市であるバーミングハム市（アメリカ合衆国）やタウランガ市

（ニュージーランド国）とは、市民や企業との協働により、教育、文化、経済などの各

分野において、更なる交流の促進を図る必要があります。 
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（２）戦争の記憶の継承 

戦後 70年余りが経過し、戦争を体験していない世代が市民の大部分を占めるとともに、

戦災体験者の高齢化が進んでいます。 

「核兵器廃絶・平和都市宣言」の理念に基づく恒久平和の実現に向けて、太平洋戦争

の悲惨な記憶を次世代に継承するとともに、平和の尊さや大切さへの理解を一層深める

ための取組を進める必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

国際交流事業や国際化に関する教育の充実が図られ、外国の文化や習慣などへの理解が深

まり、在住外国人はもとより、誰もが暮らしやすい多文化共生の地域づくりが進められてい

ます。 

平和展の開催や学校での平和に関する教育などを通じて、戦争の悲惨さや平和の尊さへの

理解が深まり、平和意識の醸成と継承が続いています。 

 

５ 数値目標 

（１）「国際化」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.89点 2.88点 （検討中）点 

今後の重要度 3.63点 3.60点  

「平和」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.05点 3.08点 （検討中）点 

今後の重要度 4.13点 4.08点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）多文化共生の地域づくり 

言語や文化、生活習慣などが異なっていても、全ての住民が互いに理解し合い、尊重

し合える地域づくり（多文化共生の地域づくり）を進めるため、在住外国人との交流を

深めるための機会を提供するほか、旅行者を含めた外国人の利便性向上を図るため、公

共施設等における外国語表記等の普及を促進します。 
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また、バーミングハム市やタウランガ市との教育、文化、経済などの各分野における

国際交流の促進を図るため、市民訪問団の相互派遣や各団体の姉妹都市交流事業への支

援、積極的な情報の収集・発信に取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】国際理解教育推進事業（英語体験活動）（再掲）（指導課） 

・在住外国人への支援事業（市民活動課） 

・国際交流拠点の整備事業（市民活動課） 

・国際親善姉妹都市との交流促進事業（市民活動課） 

・公共サイン整備事業（都市政策課） 

 

（取組２）平和意識の醸成 

戦争の記憶を風化させることなく、平和の尊さや大切さを次世代に継承していくため、

引き続き、日立市平和展を開催するとともに、市民による平和活動への取組を支援しま

す。 

また、太平洋戦争末期に、空襲や艦砲射撃などにより、大きな被害を受けた本市の悲

惨な戦争の記憶を風化させないため、戦災体験談の収集や学校等と連携した平和学習の

推進、広島市、長崎市への中学生の派遣などに取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・平和啓発事業（市民活動課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市文化振興指針（H29～） 

 

８ 主に関係する課所 

市民活動課、指導課、都市政策課 
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１ 基本方針 

■ものづくり産業の活力を維持するため、ものづくりを支える人材の育成や中小企業への多

様な支援を進めるほか、企業誘致や異業種連携・創業支援を推進します。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●効果的な工業振興施策を推進するため、平成 24 年度に「日立市商工振興計画」を策定し、

計画に基づく各種事業を推進しました。 

●ものづくり産業の振興を図るため、(公財)日立地区産業支援センターにおいて、地域企業

の課題を解決するための相談や人材育成、新製品開発などを推進し、企業活動の充実に必

要な支援を行いました。 

●まちの将来の活力となる企業誘致を進めるため、産業集積促進制度や復興特区制度を活用

するとともに、未利用地の活用を含めた産業立地用地の確保を進めました。 

●多様な企業や就業機会が生まれる環境づくりを進めるため、(公財)日立地区産業支援セン

ターの施設や、県との協働により多賀地区に改修整備した街なかマイクロクリエイション

オフィスの活用により、創業希望者や創業して間もない方への支援を行いました。 

●雇用安定対策として、雇用相談コーナー多賀の運営（相談員２名配置）のほか、企業現場

見学会（高校卒業予定者を対象とした市内中小企業とのマッチング）を実施しました。 

●地域に蓄積された技術力や企業集積、産学官連携等を活かした新事業展開を支援するため、

(公財)日立地区産業支援センターにおいて、地域企業の新製品・新技術開発や海外展開へ

の支援、中小企業だけでは開発困難な研究を茨城大学に委託し、産学連携による研究開発

を支援しました。 

 

３ 現状と課題 

（１） ものづくり産業の活力の維持 

本市は 100 年を超える「ものづくりのまち」としての歴史を有する工業都市として、

大企業を中心に数多くの中小企業が集積されてきましたが、社会経済情勢が大きく変化

する中、グローバル化や企業再編などにより市内製造事業所数等の減少が見られます。 

工業の活力を維持するためには、本市のものづくりを支える中小企業のニーズに対応

した多様な支援が必要です。 

 

 



- 111 - 

 

（２）持続可能な産業基盤の確立 

国際化やＩＣＴ（情報通信技術）化の進展による企業の再編は、今後更に進行すると

予想されることから、これまで地域に蓄積されたものづくり技術をより高め、成長産業

分野等への事業展開を図る取組を促進するほか、多様な企業の誘致などを進めることに

より、将来にわたり持続可能な産業基盤の確立を目指すことが必要です。 

 

（３）定住促進につながる雇用環境づくり 

平成 28年度に実施した市民ニーズ調査等の結果では、若者や女性の就業機会の確保や

市内外に向けた地元企業のＰＲの充実、企業との連携による労働環境の整備といった雇

用の創出や充実を求める意見が数多く寄せられました。 

本市の人口減少の要因の一つは社会減（転出超過）であり、特に転勤、就職等の理由

による若者の転出が顕著になっています。また、全国的に製造業の従業員は男性が女性

より多い傾向にあり、製造業の多い本市においては、女性が働ける環境づくりも課題と

なっています。 

 

４ ５年後に目指す姿 

これまでに蓄積されたものづくり技術を活用しながら、中小企業への支援の充実と新たな

成長分野での事業展開、多様な企業の誘致など、将来にわたる持続可能な産業基盤の確立を

目指した取組が進められています。 

ものづくり産業や新たな成長産業分野等の産業基盤の整備に合わせ、雇用の創出や、若者

や女性の就業促進などが進められています。 

 

５ 数値目標 

（１）「工業」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.44点 2.57点 （検討中）点 

今後の重要度 4.35点 4.28点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   
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６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）中小企業の課題やニーズに対応した多様な支援体制、施策の構築 

様々な社会情勢の変化を捉え、基幹産業の活性化と新産業創出を支援するため、中長

期における効果的な施策を検討し、計画を策定します。 

これまでに蓄積された産業技術の伝承や新たな創造を支える人材の確保と育成、製品

開発や販路開拓、きめ細かな相談体制の充実など、中小企業の課題やニーズに対応した

多様な取組を推進し、中小企業への支援の充実を図ります。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】魅せる「ひたちらしさ」体感事業による中小企業活性化と人材確保事 

業（商工振興課） 

・【戦略】産業技術専門学院等を活用した高度技能者養成の推進（商工振興課） 

・【戦略】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） 

（商工振興課） 

・【戦略】中小企業競争力強化支援事業（国際認証の取得支援）（商工振興課） 

・【戦略】日立地区製造業活性化協議会の取組推進（商工振興課） 

・【戦略】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（商工振興課） 

・【戦略】他社特許活用による新製品開発支援事業（商工振興課） 

・【戦略】３市連携デジタルものづくり拠点化事業（商工振興課） 

・第２次商工振興計画策定事業（商工振興課） 

・金融支援対策事業（商工振興課） 

 

（取組２）成長産業等への事業展開の促進と企業誘致の推進 

これまで地域に蓄積されたものづくり技術を、従来の電力、家電、自動車、計測器関

連分野でより高める取組を促進するとともに、エネルギーや医療・福祉などの成長産業

分野等への事業展開を図る取組などを支援するほか、中小企業の技術や製品を国内外に

広める取組を支援します。 

また、異業種との連携や創業支援、多様な企業の誘致を進めるとともに、新たな産業

立地用地の確保、創出等の検討を行います。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】産業立地用地の確保検討事業（産業立地推進課） 

・【重点】【戦略】日立港区後背地～日立南太田ＩＣ周辺地区開発研究事業                                               

（企画調整課） 

・【戦略】ドイツでの産業クラスター交流事業（商工振興課） 

・【戦略】ジェトロ茨城との連携強化（商工振興課） 

・【戦略】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（商工振興課） 

・【戦略】中小企業による茨城大学等への研究委託（再掲）（商工振興課） 

・【戦略】東京サテライトオフィス運営事業（商工振興課） 

・【戦略】本社機能移転等促進事業（産業立地推進課） 
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・日立地区産業支援センターを活用した創業支援事業（商工振興課） 

・新製品・新技術開発支援事業（商工振興課） 

・産業集積促進事業（産業立地推進課） 

 

（取組３）雇用の創出と若者や女性の就業促進 

定住促進を図り、まちの活力につなげるため、特に転出傾向が見られる若者や女性が

働く場を確保できるよう就業促進の取組として、国・県・市の連携・協働による雇用相

談窓口の機能強化や高校生の市内企業への就職を促進する取組、若者の定住と就労を融

合した新たな取組への支援、製造業における女性の就業環境の整備など、就業機会が生

まれる環境づくりを進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】【戦略】地方版ハローワークの設置運営事業（商工振興課） 

・【重点】【戦略】女性就業環境整備促進事業（商工振興課） 

・【重点】【戦略】魅せる「ひたちらしさ」体感事業による中小企業活性化と人材確保事 

業（再掲）（商工振興課） 

・【拡充】【戦略】雇用相談コーナー多賀での職業相談の実施（商工振興課） 

・【拡充】【戦略】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 

（商工振興課） 

・【戦略】産業技術専門学院サポート協議会の取組推進（商工振興課） 

・【戦略】地元雇用推進支援事業（商工振興課） 

・【戦略】雇用安定対策会議の機能強化（高卒者等の地元採用推進）（商工振興課） 

・【戦略】高校生の企業見学会の実施（商工振興課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市商工振興計画（H25～H29） 

 

８ 主に関係する課所 

商工振興課、産業立地推進課、企画調整課 

 



- 114 - 

 

 

１ 基本方針 

■生活の利便性の向上や、集客力を高めるための支援の充実、農商工連携による特産化の推

進などを進めます。また、地域に根ざした商業の活性化を図る再整備などについて、検討

を行います。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●効果的な商業振興施策を推進するため、平成 24年度に「日立市商工振興計画」を策定し、

計画に基づく各種事業を推進しました。 

●商業の活性化を図るため、商店街が行うオリジナル商品の開発支援を始め、イベント開催

やガイドブック作成などに対する支援を行いました。 

●徒歩圏内に商店が少ない山側住宅団地や農村地域などにおいて、買物の利便性向上を図る

ため、民間事業者との連携により移動スーパー事業を導入し、生鮮食品等の買物機会の提

供を行いました。 

●中心商店街への店舗の誘致を促進するため、空き店舗等を活用し、創業者や他の地域から

移転を希望する事業者に対し、施設整備などに係る費用を助成しました。 

●地域ブランドの開発と情報発信を促進するため、「茂宮かぼちゃ」を使用した新商品開発、

観光物産協会と連携した「ふるさと自慢宅配キャンペーン」を始め、市内外の物産販売イ

ベント等を通して地域資源の積極的な情報発信を行いました。 

 

３ 現状と課題 

（１）社会情勢の変化に伴う買物環境の変化 

市内においては、人口減少や少子高齢化、消費行動の多様化、厳しい経済低迷など、

社会情勢の変化を背景として、チェーンストアの立地が進む一方で、地域商店の撤退な

どにより、買物環境も変化しており、徒歩圏内で食品や生活用品などを買うことが難し

い地域が生じています。駅周辺の商店街においても、店舗が減少しており、水戸市やひ

たちなか市等の大型商業施設へ購買力が流出しています。 

買物の利便性向上や商業の集客力を高めるため、適切な支援メニューの充実や検討が

必要です。 
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（２）商店街を取り巻く環境の変化 

日立駅前や常陸多賀駅前等の商店街は、本市の中心的な商業拠点として発展してきま

したが、バブル経済崩壊後の景気停滞が続く中、他の地方都市と同様に「空き店舗」が

増加し、連担した商店街機能が低下しています。 

また、社会情勢の変化に伴い、商店街には商品を提供する機能ばかりでなく、高齢者

や子育て世代の交流の場や、コミュニティビジネスの拠点としての機能なども期待され

ています。 

 

（３）地域ブランドの創出・強化と情報発信 

海・山に恵まれ、ものづくりのまちとして発展してきた本市には、農水産品や加工食

品、菓子、酒、工業製品などの特産品が多数あり、情報発信や新たな商品開発等への支

援を通して、地域ブランドの創出や強化に取り組んでいます。 

本市の地域ブランド力を高めるため、特産品の開発や販売促進、積極的な情報発信を

進めることが必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

駅周辺の商店街の集客力を高めるため、市民等との連携・協働による取組や様々な支援の

充実により、地域に根ざした商業の活性化が図られています。 

高齢化の進行に伴い買物弱者が増加する中、市民の生活を支えるための買物の利便性向上

のための体制充実が図られています。 

農商工の連携・協働により、本市の地域資源を活用した特産品の開発が進み、地域のブラ

ンド力が高まっています。 

 

５ 数値目標 

（１）「商業」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.63点 2.52点 （検討中）点 

今後の重要度 4.23点 4.28点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   
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６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）買物の利便性向上や商業の集客力を高めるための支援メニュー等の充実 

様々な社会情勢の変化を捉え、地域に根ざした商業の活性化を図るため、中長期にお

ける効果的な施策を検討し、計画を策定します。 

高齢化の進行等に伴い、買物弱者の増加が予想される山側住宅団地や農村地域などで

の買物の利便性向上を図るため、地域や民間事業者などと連携しながら取組を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】買物弱者支援対策事業（移動スーパーの支援） 

（商工振興課、高齢福祉課） 

・第２次商工振興計画策定事業（再掲）（商工振興課） 

 

（取組２）各機関と連携した商店街の魅力づくり、にぎわいづくり 

社会情勢の変化に対応しながら商店街の活性化を図るため、市民や地域、関係団体な

どの様々な主体との連携・協働により、商店街の空き店舗を活用した創業や新たな出店、

担い手や後継者の育成、にぎわい創出の支援など、多様な取組を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】街なかマイクロクリエイションオフィス整備事業（商工振興課） 

・【重点】【戦略】商店街まちの起業家支援事業（商店街での創業の推進）（商工振興課） 

・【新規】【戦略】まちなか空き店舗活用事業（商工振興課） 

・【戦略】ひたち立商塾（商業分野での若手経営者塾事業）（商工振興課） 

・【戦略】金融機関等との連携による創業支援ネットワーク事業（商工振興課） 

・【戦略】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（商工振興課） 

・【戦略】商店街にぎわい創出事業（商店街イベント支援）（商工振興課） 

・中心市街地企業誘致促進事業（商工振興課） 

 

（取組３）農商工連携等による地域商品の開発と情報発信 

本市の地域ブランド力を高めるため、製造業、農水産業及び商業の事業者等が連携し、

それぞれの経営資源を有効に活用して、新製品、新商品の生産から販路開拓まで行う取

組を支援するとともに、積極的な情報発信を行います。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】【戦略】６次産業化、農商工連携の推進事業（商工振興課、農林水産課） 

・【戦略】地域ブランド創出事業（観光物産課） 

・【戦略】地域の食材活用事業（農林水産課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市商工振興計画（H25～H29） 
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８ 主に関係する課所 

商工振興課、観光物産課、農林水産課、高齢福祉課 
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１ 基本方針 

■新たな担い手の育成、商品価値の高い新たな作物の育成や就業環境の整備、地場産品を 

ＰＲする取組を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●十王町黒坂地区の農地生産環境向上のため進めてきた県営ふるさと農道緊急整備事業が完

了したほか、旧十王町全域を対象とした県営中山間地域総合整備事業についても、ほ場整

備等が完了し、集落道の整備を進めています。また、森林の維持・保全を図るため、県の

森林湖沼環境税を活用しながら、緊急に間伐を必要とする荒廃した森林の整備を行いまし

た。 

●農業者の経営安定化や後継者不足に対する支援として、青年の就農意欲の喚起と就農後の

定着を図るため、青年等新規就農者に対し、経営が不安定な就農直後の所得を支援する給

付を行いました。 

●新規就農者の育成やボランティア活動の支援を進めるため、中里レジャー農園サポーター

協議会が実施するサポーター（援農ボランティア)制度の運営経費の一部を助成し、地域農

業の振興と地域活性化を図っています。 

●農林業や農村の魅力を伝えるため、都市住民が中里地区の自然に親しみながら農業を体験

できる農園を管理運営しています。 

●農水産物流通ネットワーク促進事業として、農業協同組合、漁業協同組合と連携し、十王

物産センター鵜喜鵜喜と道の駅日立おさかなセンターを拠点に、地元農水産物の円滑な流

通・販売に取り組みました。 

 

３ 現状と課題 

（１）農地、森林の維持・保全 

中山間地域が多い本市では、農地だけでなく、市域の約６割を占める森林の維持・保

全も重要となっています。耕作放棄地の増加や山林の維持といった課題が顕在化してお

り、農業生産の効率化や農地の集約化、農山村環境の維持・保全のための取組が必要で

す。 

 

（２）農林業の担い手の確保、育成 

全国的な傾向と同様に、本市の農林業は、高齢化や後継者不足等の傾向を示しており、
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後継人材の確保と育成が課題となっています。 

 

（３）農林資源の活用 

中里・高原地区において、都市住民が自然の中で農業を体験できる農園の運営や、果

樹を活用した商品開発のほか、地域おこし協力隊による地域資源を活かした農業や自然

体験プログラムを進めています。引き続き、農林資源を活用した魅力ある地域づくりの

実現に向けた取組を進める必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

農林業振興施策の計画的な実施などにより、農業生産の効率化や農地の集約化のほか、新

たな担い手の確保や育成が進められており、耕作放棄地の増加や後継者不足などの課題が

徐々に解消され、地域において農林業の維持が図られています。 

また、豊かな農林資源を活用した農業体験プログラムの実施や地元農産物による加工品の

開発などが進められ、地域の活性化が図られています。 

 

５ 数値目標 

（１）「農・林業」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.37点 3.22点 （検討中）点 

今後の重要度 4.07点 4.01点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）農林業振興施策の計画的な実施 

農山村環境の維持保全や効率的生産を支えるため、農地の集約化や集落環境の整備、

森林環境の整備を進めるなど、農林業振興施策を計画的に実施します。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】多面的機能保全支援事業（環境保全型農業支援事業等）（農林水産課） 

・森林機能緊急回復整備事業（農林水産課） 

・農地中間管理事業（農地の集約化による有効利用等）（農林水産課） 
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（取組２）新たな農林業の担い手の確保、育成 

農林業における後継人材の確保に向けて、後継者の育成や新規就農支援などの取組を 

進めます。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】青年就農支援事業（農林水産課） 

 

（取組３）豊かな農林資源の活用による地域活性化 

農林資源を活用した魅力ある地域づくりを実現するため、地域資源を活かした体験プ

ログラムの実施や、６次産業化、農商工の連携・協働による地元農産物の加工・開発な

どに取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】【戦略】６次産業化、農商工連携の推進事業（再掲） 

（商工振興課、農林水産課） 

・【重点】【戦略】果樹産地育成事業（農林水産課） 

・【戦略】中里・たかはら地区定住促進対策事業（地域おこし協力隊）（農林水産課） 

・田舎体験交流支援事業（農林水産課） 

・たかはら自然体験交流施設運営事業（観光物産課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市坂下地区の農業振興方策 

・農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

 

８ 主に関係する課所 

農林水産課、商工振興課、観光物産課 



- 121 - 

 

 

１ 基本方針 

■新たな担い手の育成、漁場の環境整備や商品価値の高い水産物の開発等による漁業経営の

体力強化、地場産品をＰＲする取組を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●効果的な水産振興施策を推進するため、平成 24 年度に「日立市水産振興計画」を策定し、

計画に基づく各種事業を推進しました。 

●東日本大震災により岸壁等の損壊などの大きな被害を受けた漁港施設の震災復旧工事を行

いました。 

●漁業生産の中心組織である漁業協同組合の組織・経営基盤を強化するため、合併に向けた

足掛かりとして、水揚げ漁港の集約化などの方向性について、漁業協同組合との協議を進

めました。 

●漁業就業者の減少や高齢化対策として、市内の漁業協同組合が新規漁業就業者を雇用し、

実務研修を実施する際に必要な経費の一部を助成しました。 

●地元水産物の普及促進を図るため、漁業協同組合が行う６次産業化に向けた水産加工施設

整備等に対して支援を行ったほか、地元飲食店との連携による新たな商品開発に協力しま

した。また、地魚料理試食イベントを実施し、地元水産物のＰＲを実施しました。 

●農水産物流通ネットワーク促進事業として、農業協同組合、漁業協同組合と連携し、十王

物産センター鵜喜鵜喜と道の駅日立おさかなセンターを拠点に、地元農水産物の円滑な流

通・販売に取り組みました。 

 

３ 現状と課題 

（１）漁業を取り巻く環境 

本市は太平洋に面し、川尻・河原子の２つの港湾と、日高、会瀬、水木、久慈の４つ

の漁港を有しています。本市のあわびは県内でも高い水揚高を誇っていますが、近年は

水産物全体の漁獲高、漁獲量、漁業経営体数のいずれも減少傾向にあり、特に東日本大

震災以降は厳しい状況が続いています。 

漁業生産活動の拠点となる漁港施設は、震災被害からの復旧工事が完了しましたが、

引き続き維持管理や機能向上を図る必要があります。 

 

 



- 122 - 

 

（２）水産業の担い手の確保、育成 

本市の漁業就業者は減少傾向となっており、高齢化も進行している状況から、次世代

の水産業を担う漁業後継者の確保と育成を支援する必要があります。 

 

（３）地元水産物の普及 

平成 26年９月に日立おさかなセンターが道の駅として開設し、市内外から訪れる多く

の方に新鮮な魚介類を提供しています。本市では、これまでも市内イベントを始め、様々

な機会を通じて地元水産物の普及促進を図ってきましたが、今後も引き続き、地元水産

物を広く消費者に周知するとともに、特産品の開発、更なる流通・販売等の充実を図る

必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

本市の特色の一つである水産業において、漁業経営の改善や体力強化への取組のほか、漁

業就業者の減少や高齢化への対応として、新たな担い手の確保と育成が進められており、水

産業の振興が図られています。 

また、水産物の流通・加工基盤を強化する取組などにより、地元水産物が広く消費者に周

知され、消費拡大につながっています。 

 

５ 数値目標 

（１）「水産業」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.25点 3.21点 （検討中）点 

今後の重要度 3.98点 3.94点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）漁業経営の体力強化と収益性向上 

漁業従事者に対する効果的な支援や漁業協同組合の経営基盤の強化を図るため、引き

続き、漁業協同組合の合併促進に取り組むとともに、漁港の整備促進について県への働

き掛けを行います。 

 



- 123 - 

 

様々な社会情勢の変化を捉え、水産業をより活力ある産業へと育てるため、中長期に

おける効果的な施策を検討し、計画を策定します。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】漁港整備事業（農林水産課） 

・漁業協同組合合併促進事業（農林水産課） 

・第２次水産振興計画策定事業（農林水産課） 

 

（取組２）新たな水産業の担い手の確保、育成 

漁業後継者の確保と育成を図るため、市内の漁業協同組合が行う新規漁業就業者の雇

用に対する支援を行います。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】新規漁業就業者支援事業（農林水産課） 

 

（取組３）地元水産物の普及促進 

地元水産物の普及促進を図るため、６次産業化や農商工の連携・協働による特産品の

開発、水産物の生産・加工、流通・販売の充実に取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】【戦略】６次産業化、農商工連携の推進事業（再掲） 

（商工振興課、農林水産課） 

・【重点】【戦略】水産物流通・加工基盤強化事業（農林水産課） 

・あわび栽培漁業推進事業（農林水産課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市水産振興計画（H25～H29） 

・浜の活力再生プラン（H27～H31） 

・茨城県水産業振興計画（H28～H32） 

 

８ 主に関係する課所 

農林水産課、商工振興課 
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１ 基本方針 

■広域的な物流を促し、産業の持続的な発展に資するため、幹線道路体系の整備と合わせ、

物流ネットワークの拠点である「茨城港日立港区」の整備促進と自動車取扱いを中心とし

た活用を図ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●日立港区第５ふ頭地区に日立ＬＮＧ基地が完成し、首都圏を含む広域的なエネルギー供給

拠点として港湾の機能が強化されました。 

●完成自動車の取扱拠点としての機能拡充を図るため、第３ふ頭地区の整備を進めています。 

●災害時の海上輸送ルートを確保するため、第４ふ頭地区に水深 10ｍの耐震強化岸壁を整備

しました。 

●日立港区の利用促進に向け、茨城県、港湾関連企業と連携し、自動車メーカー等の港湾を

利用する企業等へのＰＲ活動を行いました。 

 

３ 現状と課題 

（１）日立港区の発展可能性 

日立港区は、完成自動車の物流拠点として成長を続けていますが、平成 28年３月には

東京ガス(株)日立ＬＮＧ基地が本格稼働を開始し、さらに平成 32年完成を目標とした基

地拡張（タンク増設）計画が進んでおり、首都圏を含む広域的なエネルギー供給拠点と

して、更に発展する可能性が高まっています。 

 

（２）日立港区の更なる活用 

近年の取扱貨物量は年間 500 万トン前後で推移しており、今後は、日立ＬＮＧ基地の

運転開始に伴い、段階的に増加していくことが見込まれますが、日立港区の更なる発展

に向けた既存貨物の維持・拡大、新規貨物の確保など、引き続き日立港区の利用促進を

図る必要があります。 
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４ ５年後に目指す姿 

自動車取扱港湾・エネルギー関連港湾として、ふ頭用地や沖防波堤などが整備され、港湾

機能の向上が進み、日立港区の利用促進が図られています。 

 

５ 数値目標 

（１）「物流」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.90点 3.09点 （検討中）点 

今後の重要度 3.97点 3.87点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）日立港区の整備促進と産業立地の推進 

自動車取扱港湾・エネルギー関連港湾として港湾機能を高めるため、ふ頭用地や沖防

波堤などの整備促進を図るとともに、更なる産業立地を推進します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】日立港区第３ふ頭地区整備事業（産業立地推進課） 

・ＬＮＧ基地等の産業立地の推進（産業立地推進課） 

・日立港区整備事業（産業立地推進課） 

 

（取組２）日立港区の利用促進 

既存貨物の維持・拡大、新規貨物の確保などを図るため、関係機関と連携し、日立港

区の利用促進を図ります。 

≪主な事業≫ 

・日立港区振興事業（利用促進ＰＲ活動、企業説明会など）（産業立地推進課） 

 

７ 関連計画等 

・茨城港港湾計画 
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８ 主に関係する課所 

産業立地推進課 
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１ 基本方針 

■海、山などの自然、本市のシンボルである「さくら」、かみね動物園、奥日立きららの里な

どの施設を始め、「ものづくり都市」に培われた産業資産などを活用し、積極的に情報発信

を行うなど、地域の資源を十分に活かした観光振興の取組を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●効果的な観光振興施策を推進するため、平成 24 年度に「第２次日立市観光物産振興計画」

を策定し、計画に基づく各種事業を推進しました。 

●本市の魅力や観光情報を発信するため、市ホームページや観光キャンペーンを通じて海・

山・桜などの観光資源の積極的なＰＲ活動を推進しました。 

●観光拠点の魅力向上を図るため、かみね動物園のキリン舎やシカ舎など新たな獣舎を整備

するとともに、公衆無線ＬＡＮを設置しました。また、奥日立きららの里にオートキャン

プ場を整備するとともに、冬期の入場料無料化や宿泊等使用料割引の試行を行いました。 

●各種観光物産関連事業の積極的な展開を図るため、平成 28年２月の法人化により体制を強

化した(一社)日立市観光物産協会と連携・協力しながら、観光振興施策の実践に取り組み

ました。 

●来訪者へのおもてなしと市の魅力を伝える取組として、さくらまつりなどのイベントにお

いて、市民ボランティアによるイベント案内などを行いました。 

 

３ 現状と課題 

（１）本市の観光資源と観光入込客数の状況 

本市は、海・山・桜など四季折々の自然、かみね公園や奥日立きららの里といった観

光施設など、多様な観光資源を有しており、近年では、日立駅や御岩神社等の新たなス

ポットも注目を集めています。しかし、東日本大震災以降、海水浴客を始め、観光入込

客数は震災前の水準には回復していない状況にあります。 

 

（２）観光拠点の魅力向上 

市内観光拠点への集客力を高めるため、かみね動物園の新獣舎や奥日立きららの里の 

オートキャンプ場を始めとした施設整備のほか、各種イベント開催などにより各施設等 

の魅力向上に取り組んできましたが、より多くの観光客に訪れてもらうためには、更に 

観光拠点の整備・充実を図る必要があります。 
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（３）観光振興に向けた市民、事業者との連携 

観光振興施策の実施に当たっては、(一社)日立市観光物産協会や市民ボランティア等

との連携により取り組んでいますが、来訪者へのサービス向上の視点から、多様化する

観光ニーズに対応するためには、市民や事業者との更なる連携強化が必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

戦略的な視点から観光資源の活用検討や効果的な情報発信の取組が進められており、本市

に訪れる観光客が増加しています。また、市内観光拠点である各施設等の整備や内容の充実

等が進められ、観光拠点への集客力が高められているほか、市民、事業者、行政が一体とな

り、観光振興に取り組んでいます。 

こうした観光分野の様々な取組の進展により、交流人口の拡大やまちの魅力の発信力強化

など、地域の活性化が図られています。 

 

５ 数値目標 

（１）「観光」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.82点 3.11点 （検討中）点 

今後の重要度 3.84点 4.17点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）戦略的な観光振興の推進 

戦略的な視点から、本市が有する様々な地域資源の付加価値を高め、魅力的な観光資

源として活用する施策の検討や、効果的な情報発信を始めとした各種事業を推進します。 

様々な社会情勢の変化を捉え、観光物産の振興を図るため、中長期における効果的な

施策を検討し、計画を策定します。 

≪主な事業≫ 

・【拡充】【戦略】市特産品ＰＲ事業（観光物産課） 

・【戦略】観光宣伝事業（観光物産課） 

・【戦略】ひたちのブランド発信事業（観光物産課） 

・第３次観光物産振興計画策定事業（観光物産課） 
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・観光資源活用事業（観光物産課） 

 

（取組２）観光拠点の魅力向上による利用促進 

市内観光拠点への集客力を高めるため、観光拠点の魅力向上につながる各施設等の整 

備や内容の充実等を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】道の駅再整備検討事業（観光物産課） 

・【重点】【戦略】海水浴場にぎわい創出検討事業（観光物産課） 

・【重点】【戦略】動物園開園 60周年記念新獣舎整備事業（かみね公園管理事務所） 

・【重点】【戦略】かみね公園モデル整備地区桜植栽事業（かみね公園管理事務所） 

・【戦略】日立駅情報交流プラザ運営事業（観光物産課） 

・【戦略】奥日立きららの里魅力づくり事業（観光物産課） 

・【戦略】道の駅日立おさかなセンター活性化事業（観光物産課） 

・【戦略】ホテル等改修支援事業（観光物産課） 

・【戦略】日立アルプス活用検討事業（観光物産課） 

・【戦略】かみね公園「日立紅寒桜」拠点整備事業（かみね公園管理事務所） 

・【戦略】動物園再整備事業（かみね公園管理事務所） 

・【戦略】動物園教育普及事業（かみね・おもしろ・ＺＯＯサロン事業等） 

（かみね公園管理事務所） 

・【戦略】動物園・大学連携共同調査研究事業（かみね公園管理事務所） 

・【戦略】北関東・福島動物園水族館連携事業（かみね公園管理事務所） 

・久慈サンピア日立運営事業（観光物産課） 

・鵜来来の湯十王運営事業（観光物産課） 

 

（取組３）観光振興に向けた市民、事業者との連携強化 

(一社)日立市観光物産協会を始め、市民や事業者との連携・協働により、地域資源を 

活用した体験型、交流型の要素を取り入れたニューツーリズムを始め、本市の良さや魅 

力を発信するなど観光振興の取組を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】ひたちのブランド発信事業（再掲）（観光物産課） 

・【戦略】全国さくらシンポジウム開催事業（観光物産課） 

・【戦略】イベント等開催支援事業（観光物産課） 

・【戦略】グリーンツーリズム推進事業（観光物産課） 

・【戦略】産業観光推進事業（観光物産課） 

・【戦略】スポーツ・ツーリズム促進事業（再掲）（スポーツ振興課） 

・観光団体助成事業（観光物産課） 

・さくらのまちづくり事業（観光物産課） 

・ウミウのまちづくり事業（観光物産課） 
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７ 関連計画等 

・第２次日立市観光物産振興計画（H25～H29） 

 

８ 主に関係する課所 

観光物産課、かみね公園管理事務所、スポーツ振興課 
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１ 基本方針 

■高齢化・人口減少等の社会情勢の変化に対応した都市の在り方を検討し、都市拠点機能の

再編強化を進めるとともに、市街地環境の向上を図ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●将来における持続可能な都市構造を形成するため、都市計画マスタープランの改定に着手 

しました。 

●市街地の土地利用を促進するため、久慈浜地区において、まちづくり協定の締結を前提と 

した新たな生活道路の整備などにより、接道不良宅地の解消を図りました。 

●本市南部の玄関口として魅力あるまちづくりの推進を図るため、大甕駅周辺地区において 

新交通（ひたちＢＲＴ）との一体的な都市基盤整備を進めました。 

●末広地区(末広町１丁目)の公共施設再整備を図るため、各施設の現況と課題を整理検討し、 

再配置及び再整備の方針を定め、多賀消防署改築やおおくぼ児童公園再整備を行いました。 

●高齢者や身体障害者等の移動の円滑化を促進するため、平成 20年度に策定した「日立市バ 

 リアフリー特定事業計画」に基づき、駅周辺の段差解消や視覚障害者用ブロックの設置等 

 を進めました。 

●公設地方卸売市場の廃止に伴う用地活用を図るため、民間から事業提案を募集し、事業者 

を選定しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）社会情勢の変化に対応した土地利用の規制、誘導 

我が国の人口減少、少子高齢化や産業構造の変化、市街地中心部の空洞化など様々な

社会情勢の変化を踏まえたまちづくり制度の見直しが行われています。本市においても

様々な社会情勢の変化を的確に捉え、将来人口などを考慮した土地利用の規制、誘導に

取り組む必要があります。 

 

（２）都市拠点機能の強化と持続可能なまちづくり 

本市はＪＲ常磐線各駅に工場が立地し、その周辺に住宅地や商業地が形成され、各駅

を中心に一定の人口と都市機能が集約し、市全体の市街地が形成されてきました。 

人口減少や高齢化、産業構造の変化を踏まえ、財政的・経済的視点から持続可能な都

市経営を進め、市民に安全・安心で快適な生活環境を提供していくためには、これまで
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の都市形成過程を踏まえながら、コンパクトなまちづくりを進める必要があります。ま

た、まちの活力を更に高めるため、公設地方卸売市場跡地の活用などに取り組むことが

必要です。 

 

（３）市街地環境の向上 

現在、第Ⅱ期区間（大甕駅～常陸多賀駅間）の整備が進められている新交通（ひた

ちＢＲＴ）は、全国初の歩道を併設したバス専用道路を有し、車に過度に頼らず生活す

るための、ひとにやさしい新たな生活軸として期待されます。市民が歩いて暮らせる都

市環境を整備するためには、ＢＲＴ沿線に居住機能や生活利便機能の立地促進を図る必

要があります。 

 

（４）特徴ある都市景観の保全 

これまで市民との協働による違反広告物の撤去、デザインや色彩に配慮した公共施設

の整備など、地域性と高い機能性を有する都市デザイン導入を進めてきましたが、引き

続き、魅力ある都市景観の形成に向けた取組を進める必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

コンパクトで、誰もが暮らしやすく、魅力的でにぎわいのあるまちづくりが進んでいます。 

人口減少や高齢化等の様々な社会情勢の変化に対応する都市計画の推進や、豊かな自然環

境と市街地が近接する本市の特徴的な都市構造を活かした都市拠点機能の再編が進み、生活

利便性が高く、快適な市街地づくりが進められています。 

 

５ 数値目標 

（１）「市街地整備」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.90点 2.92点 （検討中）点 

今後の重要度 4.10点 4.09点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   
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６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）社会情勢の変化に対応した都市計画の推進 

様々な社会情勢の変化を踏まえ、将来人口などを考慮しながら本市の持続的な発展に

つながる都市構造の検討を進め、インフラ整備や土地利用の規制とともに、公共交通と

の連携を図りながら、居住や医療・福祉、商業など都市生活を支える機能の立地を緩や

かに誘導する取組を進めます。 

また、既成市街地や山側住宅団地の土地利用更新の検討や、市民等が主体のまちづく

りを支援することにより、市街地の土地の有効活用を促進し、良好な居住環境の形成を

図ります。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】都市計画マスタープラン改定事業（立地適正化計画検討事業） 

  （都市政策課） 

・【新規】山側住宅団地再生プロジェクト検討事業（都市政策課） 

・【新規】諏訪台土地区画整理事業（都市整備課） 

・【戦略】久慈浜地区まちづくり事業（都市政策課） 

・都市計画変更調査事業（都市政策課） 

・森山町一丁目土地区画整理事業（都市整備課） 

 

（取組２）都市拠点機能強化によるコンパクトなまちづくりの推進 

利便性とにぎわいを確保し、市民が安心して暮らせるまちを実現するため、ＪＲ常磐

線各駅を始めとする交通結節点強化、駅周辺のにぎわいのある都市空間の形成、周辺住

宅地との連携を確保する公共交通等の利便性向上などによる都市機能の再構築を図りな

がら、コンパクトなまちづくりを進めます。 

また、都市構造の再編と住環境の向上を実現するため民間活力を取り入れた市街地再

開発事業の検討を行うほか、まちの活力を高めるため公設地方卸売市場跡地を活用した

大規模商業施設の整備促進を図ります。 

なお、本市産業の活力向上等に向けては、日立港区後背地から日立南太田ＩＣ周辺の

市街化調整区域において、まとまりのある産業用地としての土地利用を図るための事業

手法を検討します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】大甕駅周辺地区整備事業（新交通推進課） 

・【重点】【戦略】常陸多賀駅周辺地区整備事業（新交通推進課） 

・【重点】【戦略】公設地方卸売市場跡地活用事業（企画調整課） 

・【重点】【戦略】日立港区後背地～日立南太田ＩＣ周辺地区開発研究事業（再掲） 

                               （企画調整課） 

・【新規】市街地再開発等導入検討事業（都市政策課） 

・交通バリアフリー推進事業（都市政策課）  
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（取組３）新交通（ひたちＢＲＴ）を活かしたまちづくりの推進 

ひたちＢＲＴ沿線への定住促進を図るため、沿線地域におけるまちづくり協議会等を

設置し、コミュニティや民間事業者等との連携・協働により、「ひたちＢＲＴまちづくり

計画」に基づく居住機能や都市機能の誘導を図ります。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】ひたちＢＲＴまちづくり事業（都市政策課） 

 

（取組４）良好な都市景観の形成 

まちの美観や景観の保全のために、市民と共に違反広告物撤去に取り組むほか、快適

で潤いのある都市環境づくりを推進するため、都市環境デザイン委員会を開催し、公共

施設のデザインや色彩等への助言などを行います。また、公共施設等への誘導サインに

ついても景観に配慮した統一化を図ります。 

≪主な事業≫ 

・都市景観形成推進事業（都市政策課） 

・公共サイン整備事業（再掲）（都市政策課） 

 

７ 関連計画等 

・日立駅周辺地区整備構想 

・日立電鉄線跡地活用整備基本構想（H21～H32） 

・日立市交通バリアフリー基本構想（H15～H30） 

・日立市バリアフリー基本構想（その２）（H21～H30） 

・日立市都市計画マスタープラン（H12～H32） 

・ひたちＢＲＴまちづくり計画（H26～H33） 

 

８ 主に関係する課所 

都市政策課、新交通推進課、都市整備課、企画調整課 
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１ 基本方針 

■市の持続的な発展を支える広域的な交流の促進や産業の振興などを図っていくため、国道

６号日立バイパスの旭町以南の延伸や国道２４５号の４車線化などの早期事業化等、都市

の基盤である幹線道路の整備を促進します。 

■また、生活に欠かせない道路などについての維持補修、災害時にも対応できるような道路

の整備など、安全で円滑に移動できる道路交通体系の構築やバリアフリー化を図ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●本市の道路ネットワークの骨格を形成する国道６号など主要幹線道路の整備促進について、 

国・県等に対して強く働き掛けを実施しました。 

●国道６号の渋滞緩和と山側住宅団地の交通利便性の向上を図るため、山側道路の石名坂町 

から大久保町までの区間を県と協力しながら整備しました。 

●安全で快適な道路環境を維持するため、計画的な舗装の改修や、「橋梁長寿命化修繕計画」 

に基づく定期点検を実施し、補修工事や架け替え工事を実施しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）幹線道路の交通容量不足 

市内の幹線道路は、交通容量の不足などにより、国道６号や国道 245 号を中心に慢性

的な渋滞が生じています。市民生活や産業活動を支え、災害時には迅速な避難や物資輸

送機能を担う広域連絡性の高い国道・県道の整備促進とともに、それらを補完する市内

道路ネットワークの整備に取り組む必要があります。 

 

（２）安全で安心な道路環境 

市民生活を支える基盤として、生活道路に対するニーズは高くなっており、道幅の狭

あい部分の改良、歩道設置や段差解消等に取り組み、市民が安全・安心で快適に移動で

きる道路環境の充実を進めることが必要です。 

 

（３）道路の適切な維持管理 

市が管理する道路の延長は 1,500km 以上になっており、今後も道路の新設等により増

加が見込まれます。安全で快適な道路環境を保つためには、舗装面や橋梁等の適切な維

持管理を計画的に進める必要があります。 
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また、市民との協働によりこれまで進めてきた地域道路の管理（美化）活動において、

参加団体の高齢化が進んでおり、今後、参加団体を維持する取組が必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

長年の課題である慢性的な交通渋滞の緩和につながる幹線道路の整備が、国・県により進

められています。 

また、歩行者や交通弱者に優しい道路や身近な生活道路の整備も進められているほか、市

民との協働による地域の道路管理（美化）活動が引き続き取り組まれています。道路・橋梁

などの道路ストックの計画的な維持管理が行われ、安全・安心して快適に移動できる道路環

境の整備が進んでいます。 

 

５ 数値目標 

（１）「道路交通体系」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.89点 2.76点 （検討中）点 

今後の重要度 4.19点 4.23点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）地域間の連絡性を高める幹線道路の整備 

まちの持続的な発展や渋滞緩和につながる幹線道路の整備を促進し、交通利便性の向

上を図るため、国道６号日立バイパスの延伸や現道拡幅、国道 245 号の４車線化を国・

県に対して強く働き掛けるとともに、それらを補完する市の幹線道路や、災害時の迅速

な避難を可能とする道路の整備を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】市道３号線改良事業（東滑川町・田尻町）（道路建設課） 

・【重点】市道９号線改築事業（東大沼町）（道路建設課） 

・【重点】市道 24号線改良事業（中成沢町・東成沢町）（道路建設課） 

・【戦略】国道６号日立バイパスの整備促進（幹線道路整備促進課） 

・【戦略】国道６号の整備促進（大和田拡幅、桜川拡幅）（幹線道路整備促進課） 

・久慈茂宮線（市道 7175号線）改良事業（久慈町）（道路建設課） 
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・鮎川町地内道路（市道 6738号線）新設事業（鮎川町）（道路建設課） 

・中所沢川尻線（市道 640号線）改築事業（小木津町・折笠町）（道路建設課） 

・大甕水木連絡道路整備事業（新交通推進課） 

・市道 3509号線改築事業（会瀬町・幸町）（道路建設課） 

・幹線道路整備検討事業（幹線道路整備促進課） 

 

（取組２）市民の暮らしを支える生活道路の整備 

日常の市民生活において安全・安心して快適に移動できる道路環境を作るため、狭あ

い道路の拡幅改良や、段差の解消、通学路を始めとする歩行者空間の整備を進めます。 

また、災害時の複数避難経路となる新たなアクセス道路の確保や土地利用促進を図る

ため、山側住宅団地間の連絡性を高める生活道路の整備について検討を進めます。 

≪主な事業≫ 

・歩行者にやさしいバリアフリー事業（道路建設課） 

・市道 6369号線改良事業（水木町）（道路建設課） 

・市道 817号線改良事業（小木津町）（道路建設課） 

・市道 2602号線外２線改良事業（助川町・高鈴町）（道路建設課） 

・道路新設改良事業（道路建設課） 

 

（取組３）計画的な道路ストックの維持・保全 

道路・橋梁等を始めとする道路ストックの適正な管理のため、定期的な点検を行うと

ともに、ライフサイクルコストの縮減を踏まえた計画的な維持・保全を行います。また、

地域道路の管理（美化）活動についての市民への啓発を進めるとともに、今後、参加団

体を維持する取組を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【新規】道路法面維持修繕事業（道路管理課） 

・橋梁長寿命化事業（道路建設課） 

・道路舗装整備事業（道路管理課） 

・横断歩道橋改修事業（道路管理課） 

・道路里親制度活動事業（道路管理課） 

・街路樹更新事業（道路管理課） 

・交通安全施設整備事業（道路管理課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市交通バリアフリー基本構想（H15～H30） 

・日立市バリアフリー基本構想（その２）（H21～H30） 

・日立市橋梁長寿命化修繕計画（H26～H35） 

・日立市都市計画マスタープラン（H12～H32） 

・日立市幹線道路整備プログラム(H28～H47) 
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８ 主に関係する課所 

都市政策課、幹線道路整備促進課、道路建設課、道路管理課、新交通推進課 
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１ 基本方針 

■生活の利便を確保するため、地域公共交通の充実など円滑な移動が確保できるような環境

にやさしい公共交通体系の構築を図ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●本市の将来都市構造の形成及びそれを実現するための施策を定めた、本市公共交通の基本 

計画として、平成 27年度に「日立市公共交通網形成計画」を策定しました。 

●公共交通空白地区の解消を図るため、坂下地区及び中里地区において、住民組織が主体と 

なって運行する乗合タクシー運営を支援しました。 

●地域・バス事業者とパートナーシップ協定を締結し、市内６地区において、地域住民によ 

るバス乗車促進運動、事業者による地域の声を踏まえた利便性向上の取組を行いました。 

●平成 25年３月から第Ⅰ期区間（日立おさかなセンター～大甕駅間）で運行されている、定 

時性と速達性を兼ね備えた新交通（ひたちＢＲＴ）について、その先線に当たる第Ⅱ期区 

間（大甕駅～常陸多賀駅間）の整備を進めました。 

 

３ 現状と課題 

（１）公共交通による市民の生活利便の確保 

市内の慢性的な交通渋滞により路線バスの定時性が損なわれ、利用者の減少が進んで

いますが、一方で車の運転ができない市民等の移動手段や環境負荷の軽減等に果たすバ

ス交通は、重要な役割を担っています。また、将来にわたって市民の円滑な移動を確保

するためには、鉄道とバス・乗合タクシー等の特性を活かし、交通結節機能を高めた公

共交通ネットワークを再構築することが必要です。 

 

（２）公共交通の維持・確保 

高齢化の進行に伴い、運転免許証を自主返納する高齢者が増加しているなど、マイカ

ーを移動手段としたライフスタイルに変化が見られ、今後、バスなど公共交通による移

動手段の確保が重要になります。 

引き続き、地域等との連携・協働による公共交通の維持・確保及び利用促進を図ると

ともに、市内企業や学校等と協働して、利用促進に向けた取組を拡大していく必要があ

ります。 
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（３）新交通導入による新たな幹線軸とバス路線の再編 

新交通（ひたちＢＲＴ）には、公共交通の新たな南北幹線軸としての役割が期待され

ることから、日立駅までの延伸整備（第Ⅲ期）について、具体的な検討を早期に進める

ことが必要です。 

また、公共交通の利便性向上のため、新交通の整備進捗に合わせ、生活圏内の移動を

支える支線の組合せによるバス路線の再編を検討する必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

市民が移動しやすい公共交通体系づくりが進んでいます。 

ＪＲ常磐線各駅、新交通（ひたちＢＲＴ）やバスなどを連絡する交通結節機能が充実し、公共

交通ネットワークの再編が進んだことにより、市内の主要な拠点を結ぶ機能的な交通手段として

の市民の理解が深まり、買物や病院、通学など目的に応じた交通の利用が日常生活の中で進んで

います。 

公共交通の整備充実により、誰もが安全に安心して快適に移動できる手段が確保されるととも

に、マイカーから公共交通への移動手段の転換による環境にやさしいまちづくりが進められてい

ます。 

 

５ 数値目標 

（１）「公共交通」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.65点 2.71点 （検討中）点 

今後の重要度 4.18点 4.16点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）多様な公共交通の連携による公共交通ネットワークの再構築 

「日立市公共交通網形成計画」に基づき、鉄道・バス・乗合タクシー等の各事業者が

地域の特性や移動目的に応じて役割を分担し、連携・協働して交通結節機能を充実させ、

利便性が高く、将来にわたり持続可能な公共交通ネットワークの再構築を図ります。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】地域公共交通再編事業（地方バス路線維持等）（都市政策課） 
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・【戦略】ＪＲ常磐線の機能強化（企画調整課） 

 

（取組２）地域や企業等との連携・協働による公共交通の維持・確保 

地域等との連携・協働による公共交通の維持及び確保を図るため、バスの待合環境整

備や利用促進に向けた各種取組を進めるとともに、地域や事業者、市内企業、学校等と

のパートナーシップ事業を更に推進します。 

また、バスでの運行継続が困難な地域等において、地域の特性に応じた新たな地域公

共交通の導入を引き続き支援します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】地域公共交通再編事業（地域公共交通支援）（都市政策課） 

・【重点】公共交通政策検討事業（パートナーシップ事業）（都市政策課） 

・交通バリアフリー推進事業（ノンステップバス導入補助）（都市政策課） 

 

（取組３）新交通導入・延伸とフィーダー路線（支線）の整備検討 

新交通（ひたちＢＲＴ）の第Ⅱ期区間（大甕駅～常陸多賀駅間）の整備とともに、第

Ⅲ期区間（常陸多賀駅～日立駅間）の具体的な検討を進めます。 

また、新交通を幹線軸としたバス路線ネットワークの再構築を図るため、地域や関係

企業との連携・協働による実証運行を実施し、フィーダー路線の整備検討を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】新交通（ＢＲＴ）導入事業（第Ⅱ・Ⅲ期）（新交通推進課） 

・【重点】【戦略】地域公共交通再編事業（地方バス路線維持等）（再掲）（都市政策課） 

 

７ 関連計画等 

・日立電鉄線跡地新交通導入計画（H23～） 

・ひたちＢＲＴまちづくり計画（H26～H33） 

・日立市都市計画マスタープラン（H12～H32） 

・日立市地域公共交通網形成計画（H28～H32） 

 

８ 主に関係する課所 

都市政策課、新交通推進課、企画調整課 
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１ 基本方針 

■潤いとやすらぎのある生活環境を創出するため、ニーズに合った公園・緑地の整備や市民

との協働による公園・緑地の管理を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●快適な公園環境を維持するため、公園等施設の計画的な修繕による長寿命化や、地元住民 

の意向を踏まえた遊具等の更新・撤去を進めました。また、一部の公園・緑地については、 

災害時の活用を想定した機能として、太陽光発電式公園灯やかまど式ベンチ等を整備しま 

した。 

●かみね公園来園者の利便性向上のため、北駐車場の舗装整備や南第２駐車場の整備のほか、 

給水施設の更新や頂上トイレ天井の塗装工事などを実施しました。 

●市内にある 263 の公園において、公園里親や公園等を守る会など、180 団体との連携・協

働により、維持管理に取り組みました。 

 

３ 現状と課題 

（１）特徴ある公園・緑地の整備等 

「日本のさくら名所 100 選」に選ばれているかみね公園は、市内外から多くの方が訪

れていますが、昭和 30 年代から順次整備してきた施設の老朽化や植栽した桜の老木化、

衰弱化が進んでおり、計画的な更新・整備が必要です。 

また、小木津山自然公園や助川市民の森など地域にある公園・緑地については、それ

ぞれの特色や役割を活かすためにも、適切な再整備や維持管理を進める必要があります。 

 

（２）身近な公園・緑地の管理の在り方 

市民に潤いとやすらぎのある生活環境を創出するためには、公園・緑地が身近に安心

して利用できるよう適切に維持管理する必要があります。 

また、これまで公園の維持管理について連携・協働してきた公園里親や公園等を守る

会（ボランティア）の高齢化が進んでおり、今後の協働や持続可能な管理方法について

検討する必要があります。 
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４ ５年後に目指す姿 

子育て世代を始め、誰からも親しまれる憩いの場として、きれいで安全な公園・緑地が保

たれています。 

かみね公園や小木津山自然公園、十王パノラマ公園、助川山市民の森など、それぞれの公

園の特色や役割を活かした公園の再整備や維持管理が進み、潤いのある安らぎの空間が市内

外を問わず、多くの利用者に提供されています。 

市民等との連携・協働により緑化の推進が図られており、地域の暮らしに根ざした公園・

緑地等の維持管理が行われるとともに、安全・安心で快適に利用されています。 

 

５ 数値目標 

（１）「公園・緑地」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.91点 2.86点 （検討中）点 

今後の重要度 3.98点 3.92点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）地域特性と市民ニーズを踏まえた公園づくり 

かみね公園を始めとした本市の魅力発信及び交流人口の拡大に寄与する公園について

は、植栽の更新や施設の整備など適切な維持管理を計画的に進めるとともに、身近な街

区公園については、市民ニーズを踏まえながら、安心して利用ができる、親しまれる公

園整備を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】かみね公園モデル整備地区桜植栽事業（再掲）（かみね公園管理事務所） 

・【戦略】かみね公園「日立紅寒桜」拠点整備事業（再掲）（かみね公園管理事務所） 

・小木津山自然公園拡張整備事業（都市整備課） 

・おおくぼ児童公園整備事業（都市整備課） 

 

（取組２）市民との協働による身近な公園・緑地の管理 

市民に身近な公園・緑地の効率的・効果的な維持管理を進めるため、「日立市公共施設

マネジメント基本方針」に基づき、計画的な修繕による長寿命化や、地元住民の意向を
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踏まえた遊具等の更新・撤去などを進めるとともに、高齢化の進む公園里親や公園等を

守る会への積極的な支援を実施し、市民との連携・協働による持続可能な維持管理を進

めます。 

また、市民の協力を得ながら緑化の推進や保存緑地・保存樹林の保全に取り組むとと

もに、平成 31年に開催される茨城国体を迎えるに当たり、公園の美観や快適性、安全性

と合わせ、魅力向上を図る環境整備を実施します。 

≪主な事業≫ 

・【新規】公園すてき化整備事業（都市整備課） 

・公園管理パートナーシップ事業（都市整備課） 

・緑化推進事業（都市整備課） 

・都市公園等森林整備事業（都市整備課） 

・公園等施設長寿命化事業（都市整備課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市都市計画マスタープラン（H12～H32） 

・日立市公共施設マネジメント基本方針(H26～H52) 

・日立市公共施設マネジメント基本方針（分野別編）(H26～H52) 

・日立市公共施設マネジメント前期行動計画(H28～H33) 

 

８ 主に関係する課所 

都市整備課、かみね公園管理事務所 
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１ 基本方針 

■集中豪雨などによる都市型水害への対応を含め、総合的な治水対策を進めるとともに、親

水機能が確保された河川・水路の整備を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●田尻川流域の雨水流出を抑制するため、調整池の整備を進めました。 

●茨城県が進めている本市海岸部の津波・高潮対策事業に合わせ、津波シミュレーションに 

基づく津波遡上対策を検討し、市管理河川部分の遡上対策工事を進めました。 

●まちに潤いを与え、市民に親しまれる親水空間となるよう、河川等の環境整備を行いまし 

た。 

 

３ 現状と課題 

（１）都市型水害への対応 

本市は山と海に挟まれた南北に細長い段丘面に市街地が形成されており、山から急な

勾配で海に流れ込む河川・水路が多く、「ゲリラ豪雨」と言われる局地的な集中豪雨によ

る都市型水害への対応を図るためには、河川改修や雨水排水の抑制に取り組むことが必

要です。 

 

（２）河川等の水辺環境の維持 

まちに潤いを与え、市民が水辺に親しめる空間となるよう、引き続き水辺環境の治水

対策と整合を図りながら、河川等の水辺環境の維持向上に努める必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

きれいで安全な河川の整備が進んでいます。 

国や県が管理する河川や、市が管理する河川・水路や調整池の改修、整備により雨水排水

の抑制が図られ、多発する台風や集中豪雨による水害に対応した総合的な治水対策が進んで

います。 

河川など水辺の持つ親水機能や豊かな生態系を保全し、自然に親しむ空間整備が図られて

います。 
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５ 数値目標 

（１）「河川・水路」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.14点 3.18点 （検討中）点 

今後の重要度 3.99点 3.94点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）本市の地形や河川の特性に合わせた総合的な治水対策の推進 

国・県が管理する河川の整備促進を強く働き掛けるとともに、市が管理する河川・水

路について、雨水流出抑制のための調整池などの整備や冠水対策に取り組むほか、河口

部での津波遡上対策を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【新規】調整池機能管理事業（都市整備課） 

・河川・排水路改修事業（都市整備課） 

・田尻川調整池整備事業（都市整備課） 

・準用河川大川改修事業（都市整備課） 

・津波防護施設整備事業（都市整備課） 

・堂ノ下排水路改修事業（都市整備課） 

・久慈浜地区雨水対策事業（都市整備課） 

・田尻川河口防災対策事業（都市整備課） 

・水木町地内（市道 6004号線）冠水対策事業（都市整備課） 

 

（取組２）自然に親しむ水辺空間の整備 

まちに潤いを与える水辺空間として、河川等の環境整備を行います。 

≪主な事業≫ 

・田尻川調整池整備事業（再掲）（都市整備課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市都市計画マスタープラン（H12～H32） 
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８ 主に関係する課所 

都市整備課、下水道課 
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１ 基本方針 

■ライフスタイルに応じた住宅の提供促進や市営住宅の適正な運用など、住みやすい環境の

形成に努め定住促進を図ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●平成 25年度に改訂した「日立市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、管理戸数の適正 

化を図るため、市営住宅の用途廃止事業を進めたほか、外壁改修や給水管更新等の修繕を 

行い、建物の長寿命化や住環境整備に取り組みました。 

●本市の良好な住環境の形成及び居住の安定確保のため、今後の住宅と居住環境整備に関す 

る政策の方向性を定めた「日立市住生活基本計画」を平成 25年度に策定しました。 

●平成 27年度に策定した「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、若者・子育 

て世代の定住を促進するため、子育て世帯の住宅取得等に対する支援を行いました。 

●民間住宅の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修等に係る費用の一部補助を行いま 

した。 

 

３ 現状と課題 

（１）住宅ストックの適正化 

人口減少、少子高齢化が進行する中でも、本市では住宅総数と空き家が増加しており、

空き家等の適正管理に向けた取組や、空き家の様々な形での再利用や除却を促進する取

組が必要です。 

高齢化の進行に伴い、団塊世代等の単身又は夫婦のみ世帯が増加する中で、高齢者か

らは安心して暮らせる「住」と福祉サービス等の「生活」が一体的に提供されることが

求められる一方、若者・新婚・子育て世代からは住みやすい住宅の整備等に対する支援

が求められており、住生活への総合的な対応が必要となっています。 

 

（２）若者や子育て世代の市外への転出 

平成 27年度から行っている転入・転出窓口アンケートの結果からは、子育て世代が住

宅取得を理由として近隣自治体へ転出している状況が多くみられ、高齢化の進行と相ま

って、地域の活力の低下が懸念されます。 

若者や子育て世代の転入・定住促進事業に取り組むとともに、その効果検証を踏まえ

ながら、民間活力による居住誘導の検討なども必要です。 
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４ ５年後に目指す姿 

誰もが住みやすい環境が整っています。 

空き家の状況に応じた幅広い活用や適正管理がされており、住宅ストックの適正化が図られて

います。 

耐震化や環境に配慮した設備の整った住宅など、良質な居住水準の確保が進んでいます。 

新婚・子育て世代を対象とした施策の充実や多世代が暮らせる地域づくりにより、若年層を中

心に定住が進み、良好な住環境が形成されています。 

 

５ 数値目標 

（１）「住宅」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.89点 3.08点 （検討中）点 

今後の重要度 4.06点 4.01点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）総合的な住生活対策の推進 

良好な住宅環境の保全のため、適正な管理がなされていない空き家等所有者への助

言・指導や相談、空き家等の利活用や除却支援を行うほか、民間住宅等への助成事業を

実施し、居住水準の確保を進めます。 

また、若者や子育て世代、高齢者など多様な世代に住環境を提供するため、良質な宅

地供給のための民間開発に対する誘導・支援の検討や、住宅セーフティネットとしての

機能を維持・確保しながら、市営住宅ストックの適正化を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】市営滑川団地建替事業（住宅課） 

・【重点】【戦略】山側住宅団地住み替え検討事業（都市政策課） 

・【重点】【戦略】新エネルギー普及促進事業（環境政策課） 

・【重点】空家等適正管理対策事業（都市政策課） 

・【重点】住宅・建築物耐震改修促進事業（建築指導課） 

・【戦略】安全・安心・住まいる助成事業（都市政策課） 

・市営住宅用途廃止事業（住宅課） 
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・市営住宅計画修繕事業（住宅課） 

 

（取組２）若者や子育て世代の定住促進 

若者や子育て世代の転入を促進し転出を抑制するため、新婚世帯や子育て世帯を対象

とした各種支援や市内の賃貸、売買等不動産物件の情報提供を行うとともに、本市が有

する地域資源を活用しながら、多様なライフスタイルやライフステージに応じた転入・

定住促進事業を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】「転入・子育て・定住支援」住宅情報提供事業（都市政策課） 

・【重点】【戦略】定住促進事業（子育て世帯に対する住み替え支援等）（都市政策課） 

・【重点】【戦略】住宅ローン金利優遇事業（都市政策課） 

・【重点】【戦略】リフォームローン金利優遇事業（都市政策課） 

・【重点】【戦略】お試し居住事業（地域創生担当） 

・【戦略】窓口における転出入者の実態調査事業（地域創生担当） 

・【戦略】結婚新生活支援事業（再掲）（子ども福祉課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市住生活基本計画（H26～H35） 

・日立市営住宅ストック総合活用計画（改訂版）（H26～H34） 

・日立市耐震改修促進計画（H28～H32） 

 

８ 主に関係する課所 

住宅課、都市政策課、環境政策課、建築指導課、地域創生担当、子ども福祉課 
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１ 基本方針 

■災害時に強いライフラインの確保、日常の生活に欠かすことのできない安全・安心でおい

しい水の提供、生活排水の適切な処理を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●経営基盤の強化のため、工業用水道事業の廃止、上水道事業と簡易水道事業との事業統合、

水道料金の改定等に取り組みました。 

●有収率の向上を図るため、水道管路の漏水調査や不明水等の原因究明のための下水道管路

施設調査を実施しました。 

●水道事業においては、災害時に強いライフラインの確保や日常生活に欠かせない安全で良

質な水の安定供給を進めるため、平成 24年度に策定した「日立市水道施設更新計画」に基

づき、第Ⅰ-１期（平成 25年度～平成 29年度）に位置付けた送水管及び配水管の更新事業

を計画的に推進するとともに、耐震化を図りました。 

●下水道事業においても、災害時に強いライフラインの確保や適切な排水処理を進めるため、

平成 26年度に策定した「日立市公共下水道事業総合基本計画」に基づき、管路施設や池の

川処理場等の施設・設備の更新及び耐震化を計画的に推進しました。 

●近年増加する都市型水害への対策を講じ、浸水被害の抑制を図るため、平成 15年度に策定

した「日立市公共下水道雨水基本構想」において、重点整備地区として位置付けた八反原

川流域や大沼川流域等の雨水排水施設の整備を進めました。 

 

３ 現状と課題 

（１）上下水道事業を取り巻く社会情勢の変化 

人口減少や節水型社会の定着により、水需要が減少し、事業収益の根幹となる上下水

道料金収入の増加が見込めない中、水の安定的な供給や適正な排水処理を維持するため

には、経営基盤の強化に向けた一層の取組が必要となっています。また、上下水道に関

する新たな技術の習得や技術の継承等をより効果的に実施するため、職員の育成や適正

配置が求められています。 

 

（２）上下水道施設の維持管理と更新 

100％に近い普及率を誇る本市の上下水道は、市民のライフラインとして大きな役割を

担っており、施設の維持管理と更新が重要な施策となっています。都市インフラとして
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の機能を維持するため、上下水道施設の適正な維持管理を図るとともに、計画的な更新

及び耐震化を進める必要があります。 

 

（３）都市型水害の抑制 

ゲリラ豪雨などによる都市型水害の抑制を図るため、雨水排水施設の整備等を進める

とともに、効率的・効果的な浸水対策を推進する必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

上下水道事業経営戦略に基づき、経営基盤の強化が進められるとともに、上下水道施設の

更新及び耐震化が着実に進捗し、将来にわたる上下水道の安定的なサービスが提供されてい

ます。 

また、近年多発する都市型水害に対し、雨水排水施設の整備などの必要な対策が行われて

います。 

 

５ 数値目標 

（１）「上下水道」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.91点 3.93点 （検討中）点 

今後の重要度 4.40点 4.23点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）上下水道事業経営基盤の強化 

人口減少等に伴う水需要の減少が見込まれる中、上下水道の安定的なサービス提供を

継続するため、中長期的な視点に立った「上下水道事業経営戦略」を策定し、経営基盤

の強化を図ります。 

また、上下水道の安定的なサービスを効率的・効果的に提供するため、職員研修を通

じて人材の育成に取り組むほか、市民の一層の理解を得るため、広報啓発活動に取り組

みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】上下水道事業経営戦略の策定（上下水道部総務課、経理課、下水道課） 
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・【戦略】下水道管路施設調査（下水道課） 

・技術継承研修等による人材の育成（上下水道部総務課） 

・上下水道事業広報啓発活動の充実（上下水道部総務課、下水道課） 

・漏水調査（水道課） 

 

（取組２）上下水道施設の計画的な更新及び耐震化 

市民生活に不可欠な上下水道サービスを今後も安定的に提供するため、「日立市水道施

設更新計画」及び「日立市公共下水道事業総合基本計画」に基づき、上下水道施設の適

正な維持管理を図るとともに、老朽化が進む施設の更新及び耐震化を着実に推進します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】水道管路施設更新事業（水道課） 

・【重点】【戦略】下水道管路施設改築更新事業（下水道課） 

・【重点】【戦略】下水道管路施設耐震化事業（下水道課） 

・【重点】【戦略】池の川処理場等設備改良事業（浄化センター） 

・【重点】【戦略】池の川処理場等施設耐震化事業（浄化センター） 

・浄水設備等改良事業（浄水課） 

 

（取組３）効率的・効果的な浸水対策の推進 

市民が安心して暮らせる安全なまちづくりを進めるため、「日立市公共下水道雨水基本

構想」に基づき、近年多発する都市型水害に対し、雨水排水施設の整備などの必要な対

策を進め、浸水被害の抑制を図ります。 

≪主な事業≫ 

・雨水対策事業（下水道課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市企業局中期経営プラン（H24～H29） 

・日立市地域水道ビジョン（H20～H29） 

・日立市水道事業総合基本計画（H24～H83） 

・日立市水道施設更新計画（H25～H39） 

・日立市簡易水道事業施設整備基本計画（H20～H29） 

・日立市公共下水道雨水基本構想（H16～H35） 

・日立市下水道長寿命化計画 

  管渠編（H26～H30） 

  ポンプ場編（H27～H31） 

  処理場編（H25～H31） 

・日立市下水道総合地震対策計画（H27～H31） 

・日立市公共下水道事業総合基本計画（H27～H76） 
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８ 主に関係する課所 

上下水道部総務課、経理課、水道課、浄水課、下水道課、浄化センター 
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１ 基本方針 

■豊かな自然を後世に引き継ぐため、自然環境の保全への意識啓発や循環型社会形成への取

組を進めるとともに、新たなエネルギー環境の構築を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●身近な自然環境や生活環境への意識を高めるため、子どもを対象とした環境教育活動や、

「エコフェスひたち」の開催、市民・事業者・行政で構成する協働組織「環境を創る日立

市民会議」による各種事業の取組を支援しました。 

●自然環境や生活環境を守るため、大気・水質・騒音の環境基準の順守状況を監視するとと

もに、事業所に対する指導啓発を行いました。 

●温暖化対策を推進するため、市民等への省エネに関する商品情報提供や街頭キャンペーン、

エコドライブ講習会を実施しました。 

●新エネルギー普及のため、住宅用太陽光発電システムやエネファームを設置する市民に対

して、設置経費の一部を補助しました。 

●平成 28 年度に「日立市新エネルギービジョン」を策定したほか、平成 29 年度の「環境基

本計画」改定に資するため、市民・事業者を対象としたアンケートを実施しました。 

●(一社)日本経済団体連合会から(株)日立製作所が採択を受けた未来都市モデルプロジェク

ト（スマート工業都市）実現に向けて、平成 24 年度からの３か年で、交流センター23 館

全てに太陽光発電・蓄電池設備などを構築しました。 

●自然や気象変動を把握するために、継続して気象やさくらの開花などを観測しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）自然環境の保全と活用 

本市は、美しい海岸線や緑豊かな山に囲まれた自然と温暖な気候に恵まれ、他市に誇

れる自然環境を有しています。鉱工業都市として発展した過程において、市民・企業・

行政が協働して公害問題を解決してきた歴史があり、先人たちの環境への思いを継承す

るとともに、豊かな自然環境や気象を把握し、環境の保全と活用に向けた取組を進めて

いくことが必要です。 

 

（２）環境負荷低減への対応 

地球規模で進行し、様々な問題が生じている地球温暖化に関する対策は、自治体にお
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いても早急に取り組むべき課題であり、「日立市環境基本計画」に基づき、市民・事業者

と協働して、新エネルギーの利活用などに関する取組を推進する必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

身近な自然環境や生活環境に対する意識が高まり、より多くの市民や企業が環境保全に取

り組む体制が整えられています。 

また、知恵と自然が融合する「生活未来都市」を目指し、環境負荷を低減する省資源・省

エネルギーの取組、太陽光などの新エネルギーの利活用について、市民・企業・大学・行政

が一体となった取組が進められています。 

 

５ 数値目標 

（１）「自然環境の保全と創造」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.61点 3.05点 （検討中）点 

今後の重要度 4.17点 3.71点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）自然環境の保全と活用に対する意識向上 

「日立市環境都市宣言」及び「日立市環境基本条例」の基本理念に沿って、自然環境

や気象に対する意識や関心を高め、環境の保全と活用を推進する取組を市民・事業者・

行政の連携・協働により推進するほか、本市の実情に即した取組を計画的に推進するた

め、「第３次日立市環境基本計画」を策定します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】環境教育活動支援事業（環境政策課） 

・【拡充】天気相談所運営事業（環境政策課） 

・第３次環境基本計画策定事業（環境政策課） 

・エコフェスひたち開催事業（環境政策課） 

 

（取組２）環境負荷低減の促進 

持続可能な社会の構築と未来の地球環境のために、「日立市新エネルギービジョン」と
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平成 29年度に策定する「第３次日立市環境基本計画」に基づき、市民・事業者・行政の

連携・協働により環境負荷を低減する省資源・省エネルギー化や新エネルギーの普及促

進・活用に向けた取組を推進します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】新エネルギー普及促進事業（再掲）（環境政策課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市地域新エネルギービジョン 

・第２次日立市環境基本計画（H25～H29） 

・第３期日立市環境保全率先実行計画（エコオフィスプラン）（H25～H30） 

 

８ 主に関係する課所 

環境政策課 
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１ 基本方針 

■高齢化やコミュニティの変化に対応した、ごみ収集システムの見直しを進めるとともに、

ごみの減量化、資源化など循環型社会形成への取組を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●ごみの減量化・資源化を推進するため、エコ・ショップ（環境にやさしい商品等の販売や

ごみの減量化・資源化に積極的に取り組んでいる店舗）と協働し、マイバック普及啓発を

推進しました。（レジ袋辞退率 85.2％（平成 28年４月現在)） 

●再生資源回収システムを見直し、当番者の役割等の簡素化を図りました。また、事情によ

り集積所へ出せない市民の利便性向上のため、集積所回収の補完的な取組となる休日拠点

回収を行いました。 

●事業系一般廃棄物の更なる減量化、資源化、適正処理などを促すため、事業所へのリーフ

レットの配布や、一般廃棄物収集運搬許可業者を通した適正処理などを推進しました。 

●不法投棄防止のため、不法投棄禁止看板を設置するとともに、各コミュニティ単会から推

薦された不法投棄監視員からの報告に基づき、不法投棄物の回収を行いました。 

●ごみ処理施設の効率的な運用を図るため、焼却炉３基及び電気・計装設備などの修繕を実

施しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）社会情勢に応じた収集システムの見直しとごみの減量化・資源化 

市民の生活形態の変化や高齢化などに伴うごみの収集方法等について、社会情勢に応

じた見直しが求められています。また、コミュニティと連携した再生資源回収や、ごみ

処理ハンドブックの配布による啓発活動を進めていますが、近年、市民一人当たりのご

み排出量は横ばいとなっているため、ごみの減量化・資源化に対する更なる取組が必要

です。 

 

（２）ごみ処理施設の老朽化対策等 

平成 13 年３月に完成した清掃センターのごみ焼却施設・溶融設備は、これまで 15 年

間、24 時間体制で運用されており、老朽化が進んでいます。今後も市民生活の営みによ

り排出されるごみを安全かつ確実に処理するため、施設の適正な維持管理を行う必要が

あります。 
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４ ５年後に目指す姿 

家庭や事業所では、持続可能な循環型社会の実現に向けて、ごみの減量化や資源化などの

身近な取組が行われ、適正なごみ処理が進められています。 

人目につきにくい山間部や河川沿いなどで不法投棄をしない意識が醸成され、豊かな山や

海などの自然環境の保全が進み、自然と共生する社会づくりが行われています。 

ごみ処理施設や最終処分場設備の計画的な修繕や更新により、施設の長寿命化が図られて

います。 

 

５ 数値目標 

（１）「ごみ・資源」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.48点 3.56点 （検討中）点 

今後の重要度 4.33点 4.15点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）新たなごみ収集システムの構築とごみの減量化・資源化の推進 

家庭系ごみについては、生活形態の変化や高齢化などに対応したごみ収集システムの

検討を進め、新たな収集システムを構築します。 

また、循環型社会形成に向けた取組として、４Ｒ活動（※）など学校や各家庭、事業

所等での更なる広報啓発活動を推進するとともに、市内全体で年間約 1,800 件の報告が

寄せられている不法投棄の未然防止対策を強化します。 

※リサイクル（再生利用）、リユース（再使用）、リデュース（ゴミ減量）、リフューズ（購入拒否） 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】ごみ等排出困難世帯回収支援事業（環境衛生課） 

・【新規】ごみ受入れ品目拡大事業（清掃センター） 

・【新規】一般廃棄物処理基本計画等策定事業（環境衛生課） 

・【拡充】資源物拠点回収事業（環境衛生課） 

・ごみ減量推進事業（環境衛生課） 

・不法投棄対策事業（清掃センター） 
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（取組２）ごみ処理施設の適正管理と長寿命化 

老朽化が進む清掃センターについては、平成 43年度までの運用を目指し、定期的な保

守点検、計画的な基幹改良や修繕工事など、施設の適正な管理運営と長寿命化対策に取

り組みます。 

≪主な事業≫ 

・清掃センター計画修繕事業（清掃センター） 

 

７ 関連計画等 

・日立市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（H18～H33） 

・日立市分別収集計画（第８期）（H29～H33） 

 

８ 主に関係する課所 

環境衛生課、清掃センター 
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１ 基本方針 

■災害や緊急時に対応するため、消防施設の整備や救急救助体制の充実、地域防災力の強化

を図ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●消防施設の機能強化のため、多賀消防署の建て替えを行いました。 

●119 番通報への迅速な対応と現場活動の効率化のため、消防・救急無線をデジタル化整備

したほか、消防車や救急車など車両 10台の更新や資機材の充実を図りました。 

●救急救命体制の充実・強化のため、救急車１台に常時２名の救急救命士が搭乗する体制を

目指し、研修所への職員派遣を行いました。 

●県北臨海３市（日立市・高萩市・北茨城市）の連携・協働事業として、平成 28年度からラ

ピッド方式ドクターカーの運用を開始し、「安心して暮らせる地域」の実現に向けた救命率

の向上を図りました。 

●消防団員を確保するため、入団条件を緩和し、女性も入団できるようになりました。 

また、消防団車両については、消防ポンプ自動車など５台を更新しました。 

●火災予防の取組として、市ホームページ、ケーブルテレビ、市報、ＳＮＳの各種媒体を活

用し、災害や火災予防に関する情報を発信して広報啓発に努めたほか、事業所への定期的

な立入検査、広報誌等の配布などにより安全指導を行いました。 

●住宅防火対策として、住宅用火災警報器設置促進事業を推進し、5,967 世帯からの補助申

請に対して 11,092個の住宅用火災警報器の購入費用の一部を補助したことにより、設置率

の向上を図りました。 

 

３ 現状と課題 

（１）消防施設の老朽化対策等 

災害発生時における活動拠点等としての機能強化を図るため、老朽化が進んでいる消

防施設の適正な維持管理や、消防・救急車両及び資機材の計画的な修繕・更新を進め、

消防機動力の維持・強化を図る必要があります。 

 

（２）火災予防と高齢化や疾病構造の変化 

住宅の防火安全対策の推進、各種施設や店舗等における防火管理体制の確立など、火

災予防対策の充実が必要です。 
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高齢化の進行や疾病構造の変化などを背景に、救急需要が多様化し、出場件数が年々

増加しています。また、救急救命士法施行規則の一部改正に伴い、救急救命士が行うこ

とができる救急救命処置が拡大され、質の高い救命措置が求められています。 

 

（３）自助・共助による防災活動 

大規模災害はもとより、様々な災害や緊急時に臨機応変に対応するには、地域全体が

共に助け合う体制の整備が求められています。救命活動が円滑に行えるよう市民などに

対するＡＥＤ（自動体外式除細動器）を活用した応急手当の普及や、消防団の人材確保

や資機材の充実、消防団と自主防災組織など、地域が連携・協働することで、地域防災

力の充実・強化を図る取組が必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

市民の生命と財産を守るため、消防庁舎整備を始めとした計画的な施設及び消防・救急車

両などの更新が進められ、消防力の充実が図られています。また、火災予防対策により市民

の意識向上や防火管理体制の確立が推進されるとともに、救急救命士の養成や高度な救命処

置資機材及び救助資機材の計画的な整備により、救急救助体制の充実が図られています。 

災害時に、「自助」「共助」「公助」が三位一体となって臨機応変な対応が図られるよう、消

防団活動の充実や地域防災力の強化が進められています。 

 

５ 数値目標 

（１）「消防・救急」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.73点 3.67点 （検討中）点 

今後の重要度 4.47点 4.48点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）消防力の充実 

消防施設の機能強化として消防庁舎の整備を進めるとともに、突発的に発生する災害

事案に臨機応変に対応するため、消防施設や防火水槽、消防・救急車両などの計画的な

改修・更新を進めます。 
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≪主な事業≫ 

・【重点】南部地区消防庁舎整備事業（消防本部総務課） 

・【重点】防火水槽整備・改修（耐震化）事業（警防課） 

・【重点】消防・救急車両整備事業（警防課） 

 

（取組２）火災予防と救急救助体制の充実 

火災予防対策の充実のため、防火安全意識を高める広報・啓発や、事業所などへの安

全指導を行います。 

また、救命率の向上を図るため、高萩市・北茨城市と連携・協働し、ラピッド方式ド

クターカーを引き続き運用するとともに、社会情勢などの変化に対応した救急救命士を

養成し、救急救助体制の充実を図ります。 

≪主な事業≫ 

・【重点】救急救命士養成事業（再掲）（消防本部総務課） 

・【戦略】ラピッド方式ドクターカー活用事業（再掲）（警防課） 

・救助・消防活動整備事業（消防活動資機材整備）（警防課） 

・住宅防火対策推進事業（予防課） 

 

（取組３）地域防災力の充実・強化 

地域防災力の充実・強化を図るため、人材確保や資機材整備による消防団活動の充実、

地域や関係機関・団体と協働した各種訓練の実施、市民などへのＡＥＤを活用した応急

救護知識の普及などに取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・消防団車両等整備事業（警防課） 

・応急救護知識の普及啓発事業（警防課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市消防総合基本計画（H27～H36） 

 

８ 主に関係する課所 

消防本部総務課、警防課、予防課 
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１ 基本方針 

■災害時の広報手段や避難所機能、地域での防災体制の充実など、危機管理体制の強化を図

ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●東日本大震災の経験を踏まえた地域防災体制の総合的な見直しを行い、「日立市地域防災計

画」を再編し、平成 24年度に津波災害対策計画編を新たに策定しました。 

●被害が大きかった津波への対策として、津波監視カメラシステムや海抜表示看板、津波避

難誘導標識、津波避難場所、避難道路、避難階段などを整備しました。 

●海岸部や急傾斜地等の減災対策工事を県と協力して進めるとともに、「日立市耐震改修促進

計画」を改訂して一定の用途・規模以上の建物の耐震化率（目標値）を平成 32年度末 95％

と定めたほか、安全・安心・住まいる助成事業により住宅耐震対策や浸水防止策を推進し

ました。 

●原子力防災体制を強化するため、国の防災基本計画及び原子力災害対策指針等に基づき、

「日立市地域防災計画（原子力災害対策計画編）」を改訂するとともに、広域避難計画の策

定を進めました。 

●的確な情報伝達手段を確保するため、防災行政無線屋外放送塔を増設し、市内全戸へ戸別

受信機整備を完了させたほか、市ホームページやケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、Ｓ

ＮＳなどの多様な情報媒体を活用した情報伝達体制を整備しました。 

●避難所機能の充実を図るため、防災備蓄倉庫 65か所を整備して飲料水や非常食、生活物資

などを備蓄し、プールのない学校には井戸を掘削するとともに、避難所運営マニュアルを

作成したほか、コミュニティ組織と連携して「コミュニティ版防災ハンドブック」を作成

しました。 

●家庭における日頃の備えや避難所を明記した「家庭版防災ハンドブック」を作成し、「災害

時非常用持出袋」と合わせて市内全戸に配布しました。 

●生活物資等の供給体制を強化するため、関連事業者等と災害時における必要な物資の調達

や緊急救援輸送に関する協定などを締結しました。 

●災害時の応急給水拠点を 22か所に拡大し、供給能力を 1,200ｔ／日としたほか、市民が保

有し、災害時に生活用水を提供する「災害時協力井戸」の登録を推進しました。 

●防災意識向上のため、津波ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ及び学区ごとの防災

マップを作成したほか、自主防災組織と行政が連携し、実践的な防災訓練を進めました。 

●防災教育充実のため各学校の避難計画、避難体制及び連絡体制を見直したほか、東日本大
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震災の記憶を風化させないよう、震災対応の経過、被災写真等を掲載した記録誌を作成し

ました。 

 

３ 現状と課題 

（１）災害への備え 

東日本大震災の教訓を踏まえ、これまで地震や津波、原子力災害を始めとした地域防

災体制の強化を図ってきましたが、その後に発生した平成 27年９月の関東・東北豪雨や

平成 28年４月の熊本地震などの災害から、早期の避難行動や自助、共助、公助が連携し

た地域防災体制の重要性を改めて認識し、本市の防災・減災対策に活かしていく必要が

あります。 

また、福島第一原発の事故を踏まえた防護措置の実施を確実なものとするため、原子

力災害に係る緊急時対応の体制を構築する必要があります。 

 

（２）防災情報の伝達 

住民への迅速かつ的確な情報伝達を行うため、市内全戸への戸別受信機整備を始め、

市ホームページやケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、携帯電話などを活用した情報伝

達体制を充実させてきました。防災・減災を確かなものとするためには、広報手段を更

に充実させ、防災情報を確実に伝えるとともに、要配慮者への対応も含め、情報を受け

る側にとって理解しやすく、行動に移しやすい広報を推進していく必要があります。 

 

（３）防災体制の確立 

市全体の防災体制を確立するため、風水害や地震、津波、事故、原子力災害の各編及

び国民保護計画は、過去の大災害などの教訓を踏まえた見直しを行ってきました。また、

これらの計画のうち原子力災害対策計画編は、福島第一原発事故を踏まえて見直しを行

い、その行動計画として、国の防災基本計画及び原子力災害対策指針等に基づく広域避

難計画を策定しています。 

市民の生命・身体・財産を災害から守るためには、今後も不断の見直しを行うととも

に、防災訓練等を通じて検証を行っていく必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

津波・洪水・土砂災害等のハザードマップにより、住民が身近な場所の危険性を日頃から

確認でき、市は、大災害につながる危険性を持つ海岸線や河川の状況をリアルタイムに確認

し、タイムラインの考え方に基づいて早い段階から事前措置や防災活動を展開し、その状況

を住民に伝える体制が整っています。 

災害関連情報を得た住民は、自助、共助の連携により落ち着いて避難行動をとることがで

き、洪水などからの逃げ遅れゼロや、原子力災害時における円滑な避難が実施できる体制が

整っています。 
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また、地域における自主防災訓練など、防災訓練や防災教育が活発に行われ、住民が積極

的に参加しています。 

 

５ 数値目標 

（１）「防災・減災」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.88点 3.50点 （検討中）点 

今後の重要度 4.50点 4.40点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）地域防災体制の強化 

津波対策として整備した津波監視カメラシステムに加え、洪水発生の要因となる主要

な河川には災害監視カメラを設置し、監視カメラシステムの拡充を図ります。 

久慈川、茂宮川及び十王川の洪水ハザードマップを見直し、新たな浸水想定区域や避 

難に関する情報を分かりやすく伝えます。 

総合防災訓練、自主防災訓練などの防災訓練を実施し、自主防災組織を育成・支援す

るとともに、住民の防災意識向上を図るほか、福祉避難所の追加、備蓄の適正化など、

避難所機能の充実・強化に取り組みます。 

また、原子力災害に備えた安定ヨウ素剤の事前配布事業を県と共同で進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】災害監視カメラ整備事業（生活安全課） 

・【戦略】防災体制整備事業（避難所機能の充実、防災訓練の実施、河川洪水ハザード 

マップの作成）（生活安全課） 

・安定ヨウ素剤配布事業（生活安全課） 

・応急給水体制整備事業（水道課） 

 

（取組２）住民への広報手段の強化 

   災害時において迅速かつ確実に情報を伝達するため、防災行政無線の送受信環境確保

対策として、防災行政無線にデジタル無線設備を整備します。 

   災害情報の重要性、避難情報の意味を住民に説明することにより、避難行動の理解促

進を図り、災害からの逃げ遅れゼロを目指します。 
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≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】防災体制整備事業（再掲）（デジタル無線設備の整備）（生活安全課） 

・【新規】防災啓発事業（高齢者在家庭訪問など）（生活安全課） 

・災害時情報発信事業（生活安全課） 

 

（取組３）地域防災計画等の見直し 

市全体の防災体制を確立するため、災害事例等を踏まえた地域防災体制の更なる見直

しを行うとともに、原子力災害に備えた広域避難計画を策定します。 

また、減災対策として、海岸部や急傾斜地等の危険防止策を県と協力して進めるほか、

建物の耐震化等を促進します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】防災体制整備事業（再掲）（地域防災計画の見直しなど）（生活安全課） 

・【重点】住宅・建築物耐震改修促進事業（再掲）（建築指導課） 

・【戦略】安全・安心・住まいる助成事業（再掲）（都市政策課） 

・広域避難計画策定事業（生活安全課） 

・津波防護施設整備事業（再掲）（都市整備課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市業務継続計画（地震対策編）（H27～） 

・日立市地域防災計画（総則・風水害・地震・津波・事故災害、原子力事故災害、資料編） 

・日立市国民保護計画 

・日立市耐震改修促進計画（H28～H32） 

 

８ 主に関係する課所 

生活安全課、水道課、都市政策課、都市整備課、建築指導課 
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１ 基本方針 

■防犯意識の向上や地域防犯活動を支える人材の育成を図り、犯罪のない地域づくりに努め

るほか、子どもや高齢者に対する交通安全意識の啓発や自転車利用者のマナー向上、安全

確保などを進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●自警団の活動促進のため、防犯講演会を開催したほか、防犯用品の購入や青色防犯回転灯

の設置を行う自警団を対象に費用助成を行いました。 

●地域の防犯灯設置を推進するため、ＬＥＤ防犯灯への新設及び更新工事を行う町内会等を

対象に費用助成を行いました。 

●地域防犯活動を支える人材育成のため、講習会開催などにより自警団リーダーを養成しま

した。 

●防犯意識の高揚のため、講習会や街頭キャンペーンの実施、市報・市ホームページによる

広報・啓発活動を実施しました。 

●交通安全対策の充実のため、小学生や高齢者等を対象とした交通安全教室や関係団体と連

携した交通安全キャンペーンなどを行ったほか、教育委員会の通学路交通安全合同点検や

点検パトロールの結果等を基に、歩道（11か所）や道路照明灯（４か所）、防護柵等（20

か所）の新設・更新を行いました。 

●駅前等における自転車の放置防止のため、常陸多賀駅前と日立駅前に自転車駐車場（駐輪

場）を整備するとともに、自転車放置禁止区域において指導等を実施しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）地域の安全確保 

本市では、平成 16年度に防犯サポーター制度を導入し、青色防犯パトロール車の巡回

や防犯講話・教室の開催などを実施しているほか、自警団などの防犯団体もほぼ市内全

域で活動しています。こうした犯罪抑止及び被害防止の取組により市民の防犯意識も高

まり、刑法犯認知件数は年々減少傾向にあるものの、高齢者などを狙ったニセ電話詐欺

や子どもたちを狙った不審者の出没など、生活の安全を脅かす事態がなくならないこと

から、更なる地域の安全確保に向けて地域防犯体制を強化することが求められています。 

一方、平成 24年度をピークに自警団員数は減少傾向にあり、加えて自警団員の高齢化

が進行していることから、防犯活動を支える人材の確保・育成が課題となっています。 
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（２）交通事故の現況 

本市の交通事故発生件数は、全国と同様に減少傾向となっていますが、高齢化の進行

に伴い、市内で発生する交通事故における高齢者の関わる割合が高いことなどを踏まえ、

幅広い年齢層を対象に、自動車の運転者だけでなく、自転車利用者及び歩行者への交通

指導・啓発を含めた総合的な交通安全対策を進める必要があります。 

 

（３）自転車の放置等 

駅周辺等では、放置される自転車が見受けられることなどから、自転車の放置防止対

策及び安全利用に対する指導・啓発活動を実施する必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

市民、地域、関係機関・団体などと市の連携・協働により、市民が安全に安心して暮らせ

るまちづくりに向けた取組が進められています。 

市民の防犯に対する意識が向上し、「自分たちのまちは自分たちで守る」という理念の下、

地域の自警団やコミュニティが連携して自主的な防犯活動が積極的に実施されているほか、

駅周辺などで防犯カメラの設置が進み、更なる犯罪抑止につながっています。 

市民一人一人の交通安全に対する意識が向上し、子どもや高齢者が関わる事故を始め、市

内の交通事故が減少しているほか、駅周辺の放置自転車数も減少しています。 

 

５ 数値目標 

（１）「防犯」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.03点 3.14点 （検討中）点 

今後の重要度 4.41点 4.20点  

「交通安全」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.01点 3.10点 （検討中）点 

今後の重要度 4.31点 4.07点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   
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６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）地域防犯体制の強化 

市民が安全に安心して暮らせるまちづくりをより一層推進するため、市内ＪＲ常磐線

の各駅周辺など公共空間への防犯カメラ設置を更に進めるとともに、地域防犯活動への

支援を行うなど、地域防犯体制の強化に取り組みます。また、町内会や自治会が維持管

理している防犯灯について、町内会等の加入者の減少や高齢化などの現状を踏まえ、今

後の防犯灯の整備と運用の方法を検討します。 

市民の防犯意識を更に高めるため、防犯講演会や街頭キャンペーンなどの啓発活動や、

市報・市ホームページなど多様な媒体を活用した広報活動に取り組むほか、住宅の防犯

対策工事への助成を行います。 

また、地域の防犯活動を支える人材を育成するため、防犯リーダー講習会などを実施

します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【拡充】【戦略】生活安全対策事業（防犯カメラ設置等）（生活安全課） 

・【重点】【新規】防犯灯の在り方検討事業（生活安全課） 

・【戦略】防犯灯設置費補助事業（生活安全課） 

・【戦略】安全・安心・住まいる助成事業（再掲）（都市政策課） 

・防犯用品の購入経費補助（生活安全課） 

・防犯リーダー講習会（生活安全課） 

 

（取組２）交通安全の指導・啓発 

交通死亡事故のない社会を目指すとともに、高齢者を始めとする交通事故の未然防止

を一層推進するため、交通安全教室や街頭キャンペーン等による交通安全の指導・啓発

を実施します。 

≪主な事業≫ 

・【拡充】高齢者運転免許自主返納支援事業（生活安全課） 

・交通安全教育・啓発事業（生活安全課） 

 

（取組３）自転車の放置防止 

駅周辺等における自転車の放置防止対策や、自転車の安全利用に対する指導・啓発を 

行うほか、大甕駅前の自転車駐車場（駐輪場）整備を進めます。 

≪主な事業≫ 

・放置自転車対策事業（生活安全課） 

・自転車駐車場整備事業（生活安全課） 

 

７ 関連計画等 

・第 10次日立市交通安全計画（H28～H32） 
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８ 主に関係する課所 

生活安全課、都市政策課 
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１ 基本方針 

■墓地の需要に対応した整備の推進と、葬祭施設の適正な管理を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●墓地の適正管理のため、墓所の区画整備や通路・駐車場など霊園内施設の改修等を行いま

した。 

●多様な墓地需要を踏まえた墓地や納骨堂の整備を検討するため、「今後のお墓の在り方に関

する意識調査（アンケート）」を実施しました。 

●金沢葬祭場の改修工事や金沢火葬場・中央斎場・鞍掛山斎場の計画修繕工事を行い、火葬

場・葬祭場の適正な管理に努めました。 

 

３ 現状と課題 

（１）多様化する墓地需要と霊園の適正管理 

近年、核家族化や少子高齢化の進行などによって、墓所の承継に不安を持つ市民が増

加しており、多様な墓地需要を踏まえ、合葬式墓地など新たな墓地の整備検討を進める

必要があります。 

霊園については、施設の計画的な維持補修などを進め、適正な管理運営に努める必要

があります。 

 

（２）葬祭施設の老朽化対策等 

本市には、火葬場３施設（金沢火葬場、中央斎場、鞍掛山斎場）と、葬祭場１施設（金

沢葬祭場）があり、適正な維持管理を進めるためには、計画的に改修を進めていく必要

があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

多様化する墓地需要に対応するため、合葬式墓地など新しい墓地の在り方を検討するとと

もに、今後、需要の増加が予想される葬祭場や火葬場について、適正な管理が行われていま

す。 
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５ 数値目標 

（１）「墓地・葬祭場」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.57点 3.54点 （検討中）点 

今後の重要度 3.89点 3.80点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）霊園の適正管理と多様な墓地需要への対応 

各霊園施設の計画的な維持補修など、適正な管理運営に努めます。また、多様な墓地

需要を踏まえ、合葬式墓地など新たな墓地の整備検討を進めます。 

≪主な事業≫ 

・霊園管理事業（環境衛生課） 

・合葬式墓地（納骨堂）整備事業（環境衛生課） 

 

（取組２）葬祭施設の適正な管理 

火葬場については、需要を的確に把握して機能を確保しながら施設の計画修繕を行う

とともに、老朽化の進む金沢火葬場の今後の在り方について検討します。 

≪主な事業≫ 

・火葬場・葬祭場運営事業（環境衛生課） 

 

７ 関連計画等 

・無し 

 

８ 主に関係する課所 

環境衛生課 
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１ 基本方針 

■23 学区（地区）で自主的に展開されているコミュニティ活動の自治・経営の仕組みの確

立を支援するとともに、まちづくりのパートナーとして、協働により地域の課題に対応で

きるような体制づくりに取り組みます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●コミュニティに対する市民意識を醸成するため、「日立市コミュニティ活動ハンドブック」

を作成して全戸配布したほか、市報やケーブルテレビなど様々な媒体を通じ、広報・啓発

活動を行いました。 

●各学区のコミュニティプランの改訂などの支援を行いました。 

●市新任職員研修で「コミュニティ活動体験」を実施するなど、コミュニティ活動への参加

促進や新たな人材育成に努めました。 

●交流センターの安全性及び利便性を確保するため、計画修繕により施設の長寿命化に取り

組みました。 

 

３ 現状と課題 

（１）コミュニティを取り巻く環境の変化 

人口減少や少子高齢化の進行、市民意識の多様化などに伴い、全国的な傾向と同様に、

本市においても町内会未加入世帯の増加や、コミュニティ活動の担い手不足などの課題

が生じています。 

コミュニティを取り巻く環境の変化が進む中で、改めて市民一人一人が「共助」の重

要性を認識し、コミュニティ活動に対する理解を深めるための取組が求められています。 

 

（２）コミュニティ活動の活性化 

   平成 31年に、茨城県で２度目となる国体が開催されます。国内最大のスポーツの祭典

である国体の開催を契機として、コミュニティ活動の更なる活性化を目指す必要があり

ます。 

 

（３）交流センター施設の老朽化への対応 

本市の交流センターは、全ての小学校区（23 学区・地区）に整備されており、コミュ

ニティ活動のほか、生涯学習や介護予防など、地域福祉の拠点施設として利用されてい
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ますが、建設後 20年以上を経過している施設が全体の約６割を占めている状況です。 

そのため、利用者の安全や利便性を確保し、施設の更なる利用促進を図るためには、

計画的な維持補修及びバリアフリー化に取り組む必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

「共助」の中核的な役割を担うコミュニティ活動の重要性を理解し、関心を持つ市民が増

え、平成 31 年の茨城国体開催を契機として、コミュニティ組織の人材確保や育成が図られ、

将来にわたる持続的な活動が進められています。 

生涯学習や介護、こども福祉、健康づくりなどの様々な分野において、コミュニティ組織

と各種団体、行政が連携・協働して、市民が安心して暮らせるまちづくりの取組が進められ

ています。 

 

５ 数値目標 

（１）「コミュニティ活動」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.35点 3.21点 （検討中）点 

今後の重要度 3.79点 3.75点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）コミュニティとの協働体制の強化 

  本市のコミュニティ活動は、昭和 49 年の茨城国体を契機とした市民運動から始まり、

平成 27年に 40周年を迎え、その先進的な取組は、全国的にも注目されています。 

今後も、「共助」の中核的役割を担うコミュニティが、行政との協働により、継続し

て活発に活動を進められるよう、コミュニティ関係者との協議、検討を進め、必要な支

援に取り組みます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【新規】コミュニティ人材確保・育成事業（働く世代参加促進、コミュニティ

活動研修の充実など）（市民活動課、関係課） 

  ・【重点】コミュニティへの依頼業務見直し事業（市民活動課、関係課） 

・【重点】コミュニティプラン改訂支援事業（市民活動課、関係課） 
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（取組２）国体を契機としたコミュニティの活性化 

   平成 31年の茨城国体開催を契機として、全国から本市を訪れる方々への「おもてなし」

の取組などを、コミュニティと協議しながら積極的に展開することで、コミュニティ活

動の更なる活性化を目指します。 

≪主な事業≫ 

  ・【重点】【新規】国体支援コミュニティ活動推進事業（市民活動課） 

 

（取組３）交流センター施設の計画的な修繕・バリアフリー化 

コミュニティ活動の拠点施設である交流センターの更なる利活用を促進するため、計

画的な維持補修及びバリアフリー化を進めます。 

また、支所との複合施設となっている、豊浦交流センター及び日高交流センターにつ

いては、支所と合わせて今後の施設の在り方について検討を進めます。 

≪主な事業≫ 

・交流センター計画修繕事業（市民活動課） 

 

７ 関連計画等 

・行政とコミュニティ活動のあり方検討委員会報告書（H23） 

・日立市公共施設マネジメント基本方針（H26～H52） 

・日立市公共施設マネジメント基本方針（分野別編） 

 

８ 主に関係する課所 

市民活動課、関係課 
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１ 基本方針 

■各種市民活動団体、ＮＰＯ法人やボランティアなどの市民の多様で自主的な活動を支援し、

協働によるまちづくりを進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●市民の社会活動への参加を促進するため、市の「ボランティア情報相談コーナー」と(福)

日立市社会福祉協議会の「ボランティアプラザ」の連携による、積極的な情報発信に取り

組んだほか、市報・市ホームページを始め、多様な媒体を活用して、様々な分野のボラン

ティア活動の紹介など、情報提供の充実に努めました。 

●市民の活動の場の充実や支援のため、各種講座などへの参加の機会を創出しました。また、

県からＮＰＯ法人認証等事務の権限委譲を受けるなど、支援の強化に取り組みました。 

●ＳＮＳを情報発信・交流基盤として活用するための庁内研修を実施しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）行政と各種団体によるまちづくり 

平成 28 年８月末現在、本市では 121 のボランティア団体と 27 のＮＰＯ法人が、福祉

や教育、環境保全などの幅広い分野で活動しています。 

今後も、市民のニーズに応じた様々な活動が展開できる団体の設立等に向け、支援体

制の充実等を図ることが必要です。 

 

（２）社会活動に関する市民への分かりやすい情報提供 

市民の社会活動への参加を促進するために、ボランティア団体やＮＰＯ法人等の活動

状況や会員募集などについて、効果的な情報提供を行うことが必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

市民自らが、興味関心のある社会活動についての幅広い情報を得ることができ、活動の担

い手となって、協働によるまちづくりが進められています。 
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５ 数値目標 

（１）「市民の多様な活動」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.01点 3.01点 （検討中）点 

今後の重要度 3.68点 3.60点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）多分野における社会活動への支援 

安全で安心して生き生きと暮らせるまちの実現に向け、多分野で活動するボランティ

ア団体、ＮＰＯ法人、各種市民団体、企業等と行政が協働できる仕組みや体制づくりな

どについて検討します。 

≪主な事業≫ 

  ・ＮＰＯ法人認証等事業（市民活動課） 

 

（取組２）社会活動への参加促進 

市民の社会活動への参加を促進するため、（福）日立市社会福祉協議会と連携し、各

種団体の活動内容や募集状況などについての情報発信や、窓口相談体制の充実などに取

り組みます。 

≪主な事業≫ 

・ボランティア情報相談コーナー運営事業（市民活動課） 

 

７ 関連計画等 

・無し 

 

８ 主に関係する課所 

市民活動課、社会福祉課 
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１ 基本方針 

■環境問題やエネルギー利用の効率化など未来を拓くための課題に対し、「未来都市モデルプ

ロジェクト」を始めとして、企業や大学等と協働した取組を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●様々な地域社会の課題解決や地域の活性化、多様な人材の育成等を図るため、茨城キリス

ト教大学の学生が調査・研究を行う「学生プロジェクト」に大学と協働で取り組んだほか、

茨城キリスト教大学及び茨城大学が行う講座の講師として市職員を派遣しました。 

●大学等との連携による地域中小企業の新製品・新技術の開発を推進するため、日立地区産

業支援センターへの自主事業交付金により、茨城大学工学部へ基礎研究及び応用研究を委

託し、産学連携の推進及び研究開発の支援を行いました。 

●住民が一体となって煙害を克服した鞍掛山のシンボルであるオオシマザクラを守り育てる

とともに、環境教育の場として活用するため、ＪＸ金属(株)やコミュニティ、高校生、市

民ボランティアと協働し、市民の環境保全の意識を高める「鞍掛山さくらの山づくり事業」

に取り組みました。 

 

３ 現状と課題 

（１）大学等との連携 

包括的な連携協定を締結した茨城大学、茨城キリスト教大学及び常磐大学との間で、

市と大学の共通課題を情報共有し、相互にメリットのある取組を進めることなどについ

て、検討・協議を図る必要があります。また、平成 27年３月に茨城大学を中心として設

立された、「いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム」との連携の可能性などにつ

いて検討していく必要があります。 

 

（２）企業、大学等との協働 

本市は、日立地区産業支援センターを通して、中小企業等の新製品・新技術開発を促

進するため、中小企業等のニーズと大学の知見とのマッチングを進め、産学連携による

研究開発を行う取組を支援してきました。 

引き続き、大学の研究成果等を中小企業等における技術開発や共同研究、人材育成等

に活かすため、中小企業等のニーズ及び大学の研究内容の把握や、発展が期待される分

野における企業や大学等が連携した先進的な事業展開を図ることが必要です。 
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また、さくらの保護のほか、鞍掛山の更なる魅力づくりなどを進めるため、企業等と

協働して取り組む必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

大学との連携により、地域社会の課題解決や活性化、人材育成などが進められています。 

高度なものづくり産業の集積と、茨城大学工学部が立地する本市の特性を活かし、企業と

大学との連携により、大学の知識や技術の蓄積を活かした技術開発や共同研究等の先進的な

取組が行われています。 

企業・地域・市民・行政などの協働により、「鞍掛山さくらの山づくり事業」が進められ、

地域資源の保全と活用が図られています。 

 

５ 数値目標 

（１）「産学官連携」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 －点 2.94点 （検討中）点 

今後の重要度 －点 3.63点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）大学等との連携による地域社会の課題解決や活性化 

少子化時代における地域に根ざした人材確保と育成や、若年層の地元定着の促進など、

地域社会が抱える課題解決や地域の活性化につながる特色のある取組について、連携協

定を締結している３大学（茨城大学、茨城キリスト教大学、常磐大学）との連携に向け

た協議等を行います。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】大学連携推進事業（再掲）（企画調整課） 

 

（取組２）企業、大学等との連携・協働による研究開発の支援や地域づくりの推進 

中小企業等のニーズ及び大学の研究内容の把握に努め、新製品や新技術開発等につな

がるマッチングを進めることで、中小企業等と大学が連携した先進的な事業が展開され

るよう引き続き支援を行います。 
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また、企業等と協働して取り組む「鞍掛山さくらの山づくり事業」を進め、さくらの

保護のほか、鞍掛山の更なる魅力づくり等に取り組み、市民の環境保全の意識醸成を図

ります。 

≪主な事業≫ 

・【戦略】中小企業による茨城大学等への研究委託（再掲）（商工振興課） 

・鞍掛山さくらの山づくり事業（環境政策課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市と茨城キリスト教大学との連携に関する基本協定書（H15) 

・日立市と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する協定書（H18) 

・日立市と常磐大学との連携協力に関する協定書（H20)  

 

８ 主に関係する課所 

企画調整課、商工振興課、環境政策課 
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１ 基本方針 

■男女が共に働きやすい環境づくりや女性の社会参画支援の充実を図るなど、男女共同参画

社会の構築に努め、男性も女性も暮らしやすいまちづくりを進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●男女共同参画の意識を高めるため、「男女共同参画をすすめるつどい」や、男女共同参画情

報紙の発行等により、市民・企業に向けた啓発や情報提供をしたほか、小学生の絵画・中

学生の作文の募集と展示、中学生用ハンドブックの作成・配布、ＤＶ（ドメスティック・

バイオレンス、家庭内暴力）相談を含めた女性生活相談を行いました。 

●女性の社会参画を支援するため、地域・社会活動に参画できる人材を育成する講座の開催

や研修事業への参加費用の補助を行ったほか、女性センターにおいて技能獲得・資格取得

準備・起業などをテーマとした就業支援講座等の開催や女性生活相談などを実施しました。 

●男女が共に働きやすい環境づくりのため、ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供に

より、仕事と家庭の両立を図るための普及・啓発を行いました。 

 

３ 現状と課題 

（１）男女共同参画に対する意識の改革 

個人や家庭・職場・地域の慣行などに固定的な男女の役割分担意識が残っており、女

性の活動が制約を受けることもあります。 

本市では「日立市男女共同参画社会基本条例」に基づき、家庭・職場・地域への意識

啓発に取り組んできましたが、長い期間を掛けて作られてきた意識を変えるには、引き

続き、長期的・継続的な意識改革の取組を推進する必要があります。 

 

（２）女性の参画拡大とワーク・ライフ・バランスの推進 

様々な場面で、男女の意見や考えが平等に反映されるよう、まちづくりの政策や方針

決定の場面への女性参画の拡大や、人材育成などに取り組んできましたが、まだ十分と

は言えない状況です。 

男女共同参画の取組によって、職場や地域など多方面で女性が活躍できるよう、女性

の参画拡大や、仕事と家庭を両立させること（ワーク・ライフ・バランス）などの取組

を推進する必要があります。 

 



- 183 - 

 

（３）女性に対する差別や暴力の抑止 

女性に対する差別や暴力は重大な人権侵害であり、その根絶と被害者の救済は、男女

共同参画社会の重要な課題の一つです。 

ＤＶなどの女性が被害を受けやすい問題について、適切に対応するとともに、被害者

にも加害者にもならないための意識啓発が必要です。 

 

４ ５年後に目指す姿 

家事や育児、地域活動などの市民生活のあらゆる場面で、男女が自然に協力し合う意識が

根付き、行政や企業、社会活動などの様々な場面で女性が活躍しています。 

職場では、出産・育児や介護等を支援する仕組みが充実し、ライフスタイルに合わせて多

様な働き方の選択肢が増えるなど、働く女性が安心して社会で活躍できる環境づくりが進み、

女性の就労継続・再就職や社会参加が進んでいます。 

 

５ 数値目標 

（１）「男女共同参画」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.81点 2.90点 （検討中）点 

今後の重要度 4.03点 3.87点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）男女共同参画社会の実現に向けた理解の促進 

性別に関係なく、誰もがお互いを大切にして責任を分かち合い、生き生きと個性と能

力を発揮することができる男女共同参画社会の形成に向けて、積極的な情報提供や意識

啓発を行います。 

≪主な事業≫ 

・【拡充】【戦略】男女共同参画の啓発事業（女性青少年課） 

・【戦略】次期男女共同参画計画策定事業（女性青少年課） 

 

（取組２）あらゆる分野における女性の活躍推進 

様々な場面で男女の意見や考えが平等に反映されるよう、まちづくりの政策や方針決
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定の場面への女性の参画機会の拡大や、女性の活躍に向けた人材の育成に取り組むとと

もに、男女が余裕を持って仕事と家庭を両立させること（ワーク・ライフ・バランス）

についての意識啓発を推進します。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【拡充】【戦略】女性の人材育成と就業支援事業（女性青少年課） 

 

（取組３）一人一人の人権の尊重 

ＤＶやセクシャル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントなどに関する相談に適

切に対応し、関係機関等と連携した支援を推進します。 

また、子育てや生活上の困難に陥りやすいひとり親家庭に対し、子育て・生活の支援

や、経済的自立に向けた支援を推進します。 

  ≪主な事業≫ 

  ・女性生活相談事業（女性青少年課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市男女共同参画社会基本条例 

・第３次ひたち男女共同参画計画（H29～H33） 

 

８ 主に関係する課所 

女性青少年課 
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１ 基本方針 

■市民のニーズを的確に把握し市政につなげるとともに、市内外へ本市の魅力を発信する戦

略的な広報活動の展開を図ります。また、消費生活相談を始め市民からの相談への対応体

制の充実を図ります。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●日立市の魅力を広くアピールし、イメージアップと交流人口の拡大及び定住促進を図るた

め、平成 28年４月に広聴広報課内に「シティプロモーション推進室」を設置し、まちの魅

力などの情報発信を戦略的に推進する体制の強化を図りました。 

●本市の様々な魅力や特性を市内外に向けて積極的に発信するため、市報や市ホームページ、

ＳＮＳ、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭなどの多様な媒体を活用するとともに、東京

圏での街頭キャンペーンの実施や、プロモーションビデオ及びＰＲ用小冊子等の制作を行

いました。 

●市の政策やまちの魅力をより分かりやすく伝えるため、市報の増ページや紙面のカラー化、

ラジオ、新聞等を活用した広域的な情報発信に取り組んだほか、市報のより良い紙面づく

りのため、専門家のアドバイスを踏まえた改善を図りました。 

●災害時における迅速な情報伝達のため、屋外放送塔や戸別受信機を始め、あらゆる媒体で、

迅速で的確な防災・災害情報の提供に努めました。 

●本市の情報基盤の一つであるケーブルテレビ網を有効に活用し、市民生活の利便性の向上

を図るため、ケーブルテレビへの新規加入費用の一部を助成し、視聴者の拡大を図りまし

た。 

●情報発信力の向上を図り、利用者の誰もが必要な情報を探しやすく、より使いやすくする

ことを目的に、平成 26年３月に市ホームページをリニューアルし、運用を行いました。 

●市民のニーズを把握し施策に活かすため、市政懇談会やインターネットモニターアンケー

ト、陳情・請願・要望の受付、eメールによる市政への提案受付などを実施しました。 

●日々の暮らしの困りごとについて、誰もが気軽に相談しやすい体制の強化のため、市の相

談業務の入口となる市民相談室に直通電話を設置するとともに、庁内の市民相談情報連絡

会議での情報共有や連携体制づくりに努めたほか、新たに「市民相談ハンドブック」を作

成しました。 

●公共施設利用予約の利便性を向上させるため、インターネットを活用した公共施設予約シ

ステムを構築しました。 

●日立駅情報交流プラザやかみね動物園などの交流拠点へＷi-Ｆｉスポットを整備しました。 
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３ 現状と課題 

（１）積極的なまちの魅力の情報発信 

本市の魅力をアピールするため、シティプロモーションの考え方を取り入れた組織の

強化や、東京圏を始めとした市内外に向けて、本市の伝統文化やまちの様々な魅力、特

性などの積極的な情報発信に努めています。 

今後、更なる交流人口の拡大と市内への定住促進を図るため、市内外へ積極的にまち

の魅力の情報発信を進めていく必要があります。 

また、市民への積極的な市政情報や市の魅力などの発信のほか、災害時における迅速

な情報伝達のため、引き続き、広報活動の充実を図る必要があります。 

 

（２）市民ニーズの把握と活用 

市民のニーズを施策に活かしていくため、引き続き、陳情・請願・要望の受付や eメ

ールによる市政への提案受付、各種計画を策定する際に市民の意見や提案を伺うパブリ

ックコメントなどに積極的に取り組むことが必要です。 

 

（３）誰もが気軽に相談しやすい体制づくり 

市民からの法律・行政相談や消費生活相談などの内容が多様化・複雑化する中、市民

の日々の暮らしにおける問題や困りごとの相談に適切に応じ、誰もが気軽に相談しやす

い体制づくりを進める必要があります。 

また、引き続き、消費者問題に対する意識啓発や、商品の自主計量管理や計量器の定

期検査による計量の適正化を図る必要があります。 

 

（４）ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 

安心で快適な市民生活の実現のため、引き続きＩＣＴを活用した地域情報基盤の整備

拡充を図る必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

シティプロモーションの推進により、本市のまちの魅力などの情報発信力が強化され、市

のイメージアップや交流人口の拡大、定住促進に向けた取組が進んでいます。 

また、市報や市ホームページ、ＳＮＳ、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭなどの多様な

媒体の活用により、効果的な情報発信が行われ、市政情報などの様々な情報提供が進む一方、

多様な機会を用いて市民の意見や提案を受け止め、市民ニーズを的確に把握し、施策に活か

していく取組によって、市民と行政のコミュニケーションが円滑に進められています。 

多様化・複雑化する市民の日々の暮らしにおける問題や困りごとの相談に適切に応じる体

制が整い、市民に寄り添った相談対応が行われ、市民が生き生きと安全に安心して暮らせる

まちづくりが進んでいます。 
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５ 数値目標 

（１）「広聴広報」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 3.28点 3.30点 （検討中）点 

今後の重要度 3.89点 3.72点  

「相談」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.91点 3.05点 （検討中）点 

今後の重要度 3.91点 3.78点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）シティプロモーションの推進と市民への広報活動の充実 

本市に対する認知度の向上と愛着・誇りの醸成を促すとともに、本市の魅力を市内外

に広く発信することで、まちのイメージアップを図り交流人口の拡大と定住促進につな

げていくため、誰もが共感できる「ひたちらしさ」を確立した上で、新たな発想や手段

による各種ＰＲ事業を推進し、全庁的な取組として、シティプロモーション事業の推進・

強化を図ります。 

また、市報や行政放送番組の内容を分かりやすく見直すとともに、今後も多様な情報

媒体を効果的に活用し、市民への積極的な市政情報の提供や、災害時における迅速な情

報伝達に努めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】シティプロモーション推進事業（広聴広報課） 

・【拡充】天気相談所運営事業（再掲）（環境政策課） 

・【戦略】政策広報推進事業（広聴広報課） 

・【戦略】行政放送事業（広聴広報課） 

・【戦略】ケーブルテレビ基盤活用事業（広聴広報課） 

・【戦略】コミュニティＦＭ活用事業（広聴広報課） 

・【戦略】広域連携広報事業（広聴広報課） 

・災害時情報発信事業（再掲）（生活安全課） 
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（取組２）市民と行政のコミュニケーションの促進 

陳情・請願・要望の受付や e メールによる市政への提案受付、各種計画を策定する際

に市民の意見や提案を伺うパブリックコメントなど、市民のニーズを施策に活かしてい

くための取組を引き続き積極的に推進します。 

≪主な事業≫ 

・パブリックコメントの実施（企画調整課） 

・次期総合計画策定事業（企画調整課） 

・陳情・請願・要望の受付（広聴広報課） 

・eメールによる市政への提案（広聴広報課） 

 

（取組３）市民相談体制の充実 

市民が生き生きと安全に安心して暮らせるまちづくりを進めるため、多様化・複雑化

する市民の日々の暮らしにおける問題や困りごとの相談に適切に対応し、解決に向けた

取組が進められるよう、専門相談の充実及び庁内関係課や各種機関・団体等との連携・

協働による相談体制の強化を図ります。 

消費生活の分野では、市民が消費者被害に遭わないよう、巧妙化する悪質な事案に対

する意識啓発に引き続き取り組むとともに、商品の自主計量管理の推進や計量器の定期

検査により、計量の適正化に努めます。 

≪主な事業≫ 

・市民相談事業（広聴広報課） 

・消費生活相談事業（女性青少年課） 

・計量検査所運営事業（商工振興課） 

 

（取組４）地域情報化の推進 

引き続き、災害時の避難所等への通信手段の拡充や、コミュニティＦＭ、ケーブルテ

レビ等の各種媒体の活用などに取り組むほか、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して、安

心で快適なまちづくりを進めます。 

≪主な事業≫ 

・【新規】公衆無線ＬＡＮ整備事業（行政管理課） 

・【新規】行政情報活用事業（行政管理課） 

 

７ 関連計画等 

・第４次日立市情報化推進計画（ＩＣＴ活用推進プラン）（H25～H29） 

・日立市行財政改革大綱（第７次計画）（H29～H31） 
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８ 主に関係する課所 

広聴広報課、企画調整課、行政管理課、生活安全課、女性青少年課、商工振興課、 

環境政策課 
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１ 基本方針 

■徹底した経費の縮減や効果的な財源配分、民間活力の活用などに努め、健全で持続可能な

財政運営を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●市税や保険料等の収納率の向上を図るため、平成 24年度から市税、保険料及び水道料金の

コンビニエンスストア納付や、市税及び保険料のクレジットカード納付ができるよう納付

方法を拡充したほか、滞納整理や納付相談を行いました。 

●全庁的に使用料・手数料の見直しを進め、平成 26年４月１日から一部料金の改定を実施し

ました。 

●財源確保のため、かみね動物園での新たな有料広告事業や、未利用地の公募売払い等を行

いました。 

●ふるさと納税の専門サイトや専門誌に情報を提供して全国に向けた市のＰＲを行い、ふる

さと寄附金の確保を図りました。 

●財政運営の効率化を図るため、財務会計情報を一元管理する新財務会計総合システムを導

入しました。 

 

３ 現状と課題 

（１）市税収入の減少と義務的経費の増加 

人口減少や少子高齢化の進行、地域経済の低迷などの社会情勢の変化により、歳入面

では市税収入の減少が予測される一方、歳出面では生活保護や児童手当など法律に基づ

いて支給する扶助費や、大型事業に充てられた市債を返済する公債費などの義務的経費

の増加が見込まれるため、引き続き、歳入面では財源の確保、歳出面では徹底した経費

の縮減を図る必要があります。 

 

（２）健全な財政運営 

東日本大震災からの復旧・復興のため、公共施設の復旧や防災対策等の重点事業の実

施に必要な市債発行を行ってきましたが、今後は地方創生や 2025年問題に対応した事業

の推進を図りながら、中長期的な展望を持って健全で持続可能な財政運営に取り組むこ

とが必要です。 

また、財産や財務の状況を適正に把握・管理し、財政運営の効率化や見える化などを
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図るため、全国的に導入が進められている公会計制度に適切に対応することが求められ

ています。 

 

４ ５年後に目指す姿 

市民が安全に安心して暮らせるまちづくりを進めるため、人口減少や少子高齢化の進行、

地域経済の低迷などの社会情勢が変化する中にあっても、市税等の収納率向上を始めとした

財源確保の推進、徹底した経費の縮減や効果的な財源配分、民間活力の活用などにより、健

全で持続可能な財政運営が行われています。 

 

５ 数値目標 

（１）「財政運営」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.74点 2.82点 （検討中）点 

今後の重要度 4.22点 4.11点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）自主財源の確保と徹底した経費の縮減 

持続可能な財政運営を維持し、各種事業の着実な推進を図るために、歳入面では市税

等の収納率向上、有料広告事業や未利用地等の売払いや、ふるさと寄附金などの自主財

源の確保、国・県等の補助など特定財源の確保に取り組みます。歳出面では借地の解消

推進や、経常経費の見直しなどによる徹底した経費の縮減に取り組みます。 

あわせて、予算編成の方式についても、他市町村の事例等を調査し、見直しに努めま

す。 

≪主な事業≫ 

・借地の解消推進（管財課） 

 

（取組２）健全な財政運営の推進 

市民が安全に安心して暮らせるまちづくりを進めるため、地方創生や 2025年問題に対

応した事業の推進が計画的かつ効果的に図られるよう、中長期的な展望を持って限られ

た財源の効率的・効果的な配分に努めながら、健全で持続可能な財政運営に取り組みま
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す。 

≪主な事業≫ 

・財務書類を活用した財政運営（財政課） 

 

７ 関連計画等 

・無し 

 

８ 主に関係する課所 

財政課、管財課 
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１ 基本方針 

■行政評価の運用や不断の行財政改革の推進、行政課題に対応した柔軟な組織や人事により、

効率的・効果的な行政経営を進めます。 

■また、市民に使いやすい市庁舎の整備を進めるとともに、公共施設の復旧や整備・統合の

検討を進めます。 

 

２ 前期基本計画における主な取組内容 

●社会情勢の変化に適応しながら、市民サービスの維持・向上と健全財政を堅持するため、

平成 24 年度に「日立市行財政改革大綱（第６次計画）」を策定し、全庁的に行財政改革を

推進しました。 

●新財務会計総合システム（実施計画・行政評価支援システム）を導入し、実施計画から予

算編成、予算執行、決算、事務事業評価までの一連のデータ連携を図りました。 

●前期基本計画に掲げた施策の取組に対する「現在の評価」や「今後の重要度」及び市民の

意向等を把握するため、平成 26年度と平成 28年度に市民ニーズ調査を実施しました。 

●平成 26年度から、「ひまわり学園」と「しいの木学園」に指定管理者制度を導入しました。 

●マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）導入のため、必要なシステムを構築し、平成

28年１月から、マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付を開始しました。 

●市民サービスの向上や防災拠点機能の充実のため、市役所新庁舎の整備を推進しました。 

●老朽化する公共施設の耐震化・長寿命化、機能集約による複合化・統廃合などを計画的に

進めるため、日立市の公共施設等総合管理計画である公共施設マネジメントの基本方針、

分野別編及び前期行動計画を策定したほか、「公共施設等総合管理基金」を設置し、計画的

な保全や長寿命化対策等を進めました。 

 

３ 現状と課題 

（１）行政経営を取り巻く社会情勢の変化 

人口減少や少子高齢化の進行、地域経済の低迷などの社会情勢の変化に伴い、市民ニ

ーズは多様化、複雑化しています。 

健全財政を堅持しながら、限りある資金・施設・人材などの経営資源を有効活用し、

最少の経費で最大の効果が発揮できる効率的・効果的な行政経営を行う必要があります。 
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（２）公共施設の老朽化と適正な管理運営 

本市は、昭和 30年代からの高度経済成長期に人口が急増し、様々な行政ニーズに対応

するために多数の公共施設を整備しましたが、それらの施設の老朽化や耐震化が大きな

課題となっています。 

学校や福祉施設、文化・スポーツ施設、市営住宅などの公共施設について、施設の維

持と市民サービスの向上との両立を図るため、計画的な施設の更新・統合・用途廃止、

保全工事等を進めていく必要があります。 

 

４ ５年後に目指す姿 

最少の経費で最大の効果の発揮を目指した、効率的・効果的な行政経営が進められており、

人口減少や少子高齢化が進行する中で、多様化・複雑化する市民ニーズに対応した行政サー

ビスの提供が図られています。 

また、将来にわたり持続可能な行政サービスを提供するため、平成 27年度に策定した「日

立市公共施設マネジメント前期行動計画」に基づく公共施設の見直しが進み、適正な配置や

管理運営等が進められています。 

 

５ 数値目標 

（１）「行政経営」に関する成果指標（市民ニーズ調査から） 

項 目 前期計画（H23） 現状値（H28） 目標値（H33） 

現在の評価 2.86点 3.27点 （検討中）点 

今後の重要度 4.04点 3.73点  

 

（２）施策に関する目標指標 

項 目 現状値（H28） 目標値（H33） 

（検討中）   

   

 

６ 目指す姿を実現するための主な取組 

（取組１）社会情勢の変化に対応した効率的・効果的な行政経営の推進 

総合計画に位置付けた施策の着実な推進を図るため、「日立市行財政改革大綱（第７次

計画）」に基づき、間断なき行財政改革に取り組みます。 

また、行政運営の更なる効率化と、より効果的な行政サービスの提供を図るため、適

正な人事評価や研修等による人材育成、新庁舎の建設に合わせた業務体制の見直し、行

政課題に対応した組織体制の整備、ＩＣＴ(情報通信技術)の活用などによる事務の効率

化のほか、マイナンバー制度等を活用した行政サービスの拡充や情報セキュリティの強
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化、民間委託の推進、市民・企業・各種団体等との連携・協働などによる取組を進めま

す。 

さらに、市民ニーズを把握し施策に活かしていくため、市民ニーズ調査を実施し、後

期基本計画の進捗管理や次期総合計画の策定を進めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】新庁舎建設事業（新庁舎整備局） 

・【新規】【戦略】新庁舎活用検討事業（大屋根下広場の活用等）（新庁舎整備局） 

・【戦略】コンビニエンスストアでの各種証明書の発行事業（市民課） 

・次期総合計画策定事業（再掲）（企画調整課） 

・人を育てる研修制度の充実（人事課） 

・市民窓口休日開庁事業（市民課） 

 

（取組２）持続可能な公共施設マネジメントの推進 

「日立市公共施設マネジメント前期行動計画」に基づき、平成 33年度までの計画期間

における、施設の更新・統合・用途廃止、保全工事等を年次的に進めるほか、既に実施

している施設安全点検等を通して、施設の安全管理に努めます。 

≪主な事業≫ 

・【重点】【戦略】公共施設マネジメント推進事業（行政管理課） 

 

７ 関連計画等 

・日立市公共施設マネジメント基本方針（H26～H52） 

・日立市公共施設マネジメント基本方針（分野別編）（H27～H52） 

・日立市公共施設マネジメント前期行動計画（H28～H33） 

・日立市行財政改革大綱（第７次計画）（H29～H31） 

 

８ 主に関係する課所 

行政管理課、新庁舎整備局、市民課、企画調整課、人事課、生活安全課 

 


