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Ⅰ 後期基本計画（素案）の構成 
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日立市の概要 

１ はじめに 

（１） 総合計画とは 

（２） 総合計画の構成と期間 

（３） 後期基本計画の策定に当たって 

３ 基本構想（平成24～33年度）の概要 

（１） まちづくりの基本理念 

（２） 将来都市像 

（３） 将来人口 

（４） 施策の大綱                              

２ 日立市の現状と課題 

（１） 前期基本計画の評価 

（２） 震災からの復旧・復興 

（３） 社会の潮流と県計画における位置付け 

（４） 市の現況及び市民ニーズの分析 

（５） 今後のまちづくりにおける主要課題 

４ 後期基本計画 

（１） 後期基本計画の施策体系 

（２） 総合戦略との関係性 

（３） まちづくりの重点プロジェクト 

 ○ 重点プロジェクト１：若者・子育て世代応援 
 ○ 重点プロジェクト２：生涯活躍社会の実現 
 ○ 重点プロジェクト３：安全・安心の確保 
 ○ 重点プロジェクト４：都市力向上 
 ○ 重点プロジェクト５：産業の振興 

（４） 後期基本計画の進行管理 

（５） 各論 

 ○大綱１ 福祉・医療 
 ○大綱２ 教育・文化 
 ○大綱３ 産業 
 ○大綱４ 都市基盤 
 ○大綱５ 生活環境 
 ○大綱６ 協働 



Ⅱ 後期基本計画（素案）の主な内容 
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   日立市の概要（本編P.3～4） 

（１）位置 

（２）歴史 

（３）気候・自然 

（４）市の花・木・鳥・さかな 

  １ はじめに（本編P.5～8） 

（１）総合計画とは 

 ・総合計画の位置付け 

  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 

（２）総合計画の構成と期間 

 ・３層（基本構想、基本計画、実施計画）で構成 

 ・計画期間（基本構想：H24～H33、後期基本計画：H29～H33） 

（３）後期基本計画の策定に当たって 

 ・後期基本計画の策定における「４つの新たな視点」 

   ①「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の適切な反映 

   ② 前期基本計画の検証作業（進捗評価）の実施 

   ③ 震災復旧・復興事業の振り返り 

   ④ 若い世代や市内各地域の意見を反映させた計画づくり 
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  ２ 日立市の現状と課題（本編P.9～16） 

（１）前期基本計画の評価 

 ・「主な事業」の取組状況 

  前期基本計画に掲載した全ての事業（353事業）が「事業完了、完了予定、実施中」で 

  あり、おおむね順調に取組が進んでいる状況 

 ・「目標指標」の達成状況 

  前期基本計画に掲載した目標指標（128項目）のうち、90指標が「達成見込、改善」 

  （合わせて70.3％）となっており、おおむね順調に取組が進んでいる状況 

（２）震災からの復旧・復興 

 ・「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：概ね完了 

（３）社会の潮流と県計画における位置付け 

 ・社会の潮流 

   ① 人口減少時代の到来と「地方創生」への取組 

   ② 急速な少子・超高齢化の進行と「2025年問題」 

   ③「一億総活躍社会」の実現 

   ④「安全・安心」に対する意識の高まり 

   ⑤「社会経済・産業構造」のグローバル化 

   ⑥ 情報通信技術（ＩＣＴ）等の進歩 

   ⑦「東京オリンピック」及び「茨城国体」等の開催 

 ・県計画（総合計画）における位置付け 

  県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 
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  ２ 日立市の現状と課題（続き）（本編P.17～29） 

（４）市の現況及び市民ニーズの分析 

 ・市の現況（人口動向、産業構造、生活環境に関するグラフデータ） 

 ・市民ニーズの分析 

   ① 成果指標（市民満足度の目標値）の達成状況 

    42施策のうち、全体の2/3（28施策）は、前期基本計画の策定時から市民満足度が 

    上昇 

   ② 「満足度」と「重要度」のマトリックス分析 

 

 

 

 

 

 

 

（５）今後のまちづくりにおける主要課題 

   ① 人口減少問題対策（若い世代の転入促進・転出抑制） 

   ② 2025年問題対策（超高齢社会への対応） 

   ③ 総合的な安全・安心の確保 

   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 

   ⑤「工都・日立」のポテンシャルを活かした産業の活性化 
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  ３ 基本構想（平成24～33年度）の概要（本編P.30～32） 

（１）まちづくりの基本理念 

 ・基本構想における３つの理念 

 

 

 

（２）将来都市像 

 ・基本構想における将来像 

 

 

 

（３）将来人口 

 ・基本構想の目標年次である平成33年度の人口 ： 17万人から19万人の間と想定 

 

（４）施策の大綱 

 ・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 
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  ４ 後期基本計画（本編P.33～58） 

（１）後期基本計画の施策体系 

 ・基本構想の施策体系である、６大綱・39施策を設定 

 

（２）総合戦略との関係性 

 ・総合戦略に掲げた「まち・ひと・しごと」に係る施策、事業を包摂し、それぞれ関係する 

  分野の大綱・施策に位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

（３）まちづくりの重点プロジェクト 

 ・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設定 

 

 

 

 

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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●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。 

●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） 
【新規】奨学金制度の拡充事業（Ｕターン促進） 
お試し居住事業 

 

●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） 
産前・産後ママサポート事業 
【新規】地域子ども食堂運営補助事業 
生活困窮者自立支援事業（学習支援事業） 

・【新規】放課後子ども教室推進事業 
就学援助事業 
ランドセル贈呈 

 

●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 
子どもセンター運営事業 

主な重点事業 

●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 
・（仮称）はなやま認定こども園園舎建設事業 
・学校適正配置検討事業 
 

●特色ある教育の推進 
科学学習推進事業 
国際理解教育推進事業（英語体験活動） 
環境教育活動支援事業 
情報教育環境整備事業 

 

●若者の交流応援 
・【拡充】若者イベント推進事業 
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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。 

●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 
在宅医療・介護連携推進事業 
【新規】ごみ等排出困難世帯回収支援事業 
買物弱者支援対策事業（移動スーパーの支援） 

・【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） 
 

●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 
・運動公園施設整備事業（野球場、陸上競技場等） 
・【新規】ラジオ体操普及事業 

●女性の活躍応援 
【拡充】女性の人材育成と就業支援事業 
【新規】幼稚園教諭有資格者復職支援事業 
女性就業環境整備促進事業 

 

●福祉施設の整備・充実 
鳩が丘障害者福祉施設再整備事業 
老人福祉施設等の民間施設整備費補助事業 

 

●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 
・【新規】国体支援コミュニティ活動推進事業 

主な重点事業 
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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・防犯体制の充実 
【新規】災害監視カメラ整備事業 
防災体制整備事業（デジタル無線設備の整備など） 
新庁舎建設事業 

・住宅・建築物耐震改修促進事業 
・【新規】防犯灯の在り方検討事業 
【拡充】生活安全対策事業（防犯カメラ設置等） 

 

●消防・救急体制の強化 
南部地区消防庁舎整備事業 
救急救命士養成事業 

・防火水槽整備・改修（耐震化）事業 
消防・救急車両整備事業 

 

●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等） 
地域医療支援病院機能強化補助事業 

 

●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 
学校施設整備事業（老朽化対策等） 

主な重点事業 
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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。 

●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 
常陸多賀駅周辺地区整備事業 
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） 
 

●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 

・公共交通政策検討事業（パートナーシップ事業） 
 

●新交通（ひたちＢＲＴ）の整備・活用 
新交通（ＢＲＴ）導入事業（第Ⅱ期・Ⅲ期） 
ひたちＢＲＴまちづくり事業 

 

●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 

●良好な住環境の構築 
空家等適正管理対策事業 
【新規】市営滑川団地建替事業 
新エネルギー普及促進事業 

 

●都市の魅力発信 
・シティプロモーション推進事業 
 

●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 
 

●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 
上下水道施設の更新及び耐震化の推進 

主な重点事業 
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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。 

●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 
【新規】地方版ハローワークの設置運営事業 
創業支援事業 

 

●産業基盤の整備 
日立港区第３ふ頭地区整備事業 
【新規】産業立地用地の確保検討事業 
日立港区後背地～日立南太田ＩＣ周辺地区開発研究事業 

 

●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 

果樹産地育成事業 
・水産物流通・加工基盤強化事業 
 

●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 
【新規】道の駅再整備検討事業 
海水浴場にぎわい創出検討事業 
かみね公園モデル整備地区桜植栽事業 
【新規】日立風流物収蔵施設整備検討事業 

 

●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 

主な重点事業 
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  ４ 後期基本計画（続き）（本編P.59） 

（４）後期基本計画の進行管理 

 ・PDCAサイクルによる進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・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 


