
市民意向等の反映のための
取組について（経過報告）

資料２

市長公室 企画調整課

1

日立市総合計画 後期基本計画



１．後期基本計画の策定に向けて

前期基本計画

●くらしを明日につなぐプラン

後期基本計画

●新重点施策
日立市まち・ひと・

しごと創生総合戦略

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

市民ニーズ調査

グループインタビュー等

基本的な

考え方

人口減少対策

・地域活性化

市民ニーズ

の変化

まちづくり

の提案

2

用常非
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２．市民意向等の反映のための取組状況

（１）策定委員会の開催

（２）市民ニーズ調査の実施

（３）市民団体等意向調査の実施
ア グループインタビュー
イ 各種団体アンケート（対象団体を追加して実施）

（４）市報等を活用した意見募集
ア 市報アンケート
イ インターネットモニター制度によるアンケート
ウ 市ホームページ等によるアンケート

（学生向けチラシ等の配布、団体用・市外在住者用の入力区分追加）

エ 市外在住者（ふるさと寄附金の寄附者）に対するアンケート

（５）市民懇談会の開催

（１）「学生と市長とのまちづくりトーク」（懇談会）の開催

（２）パブリックコメントの実施

これまでの取組

今後の取組



4

３．これまでの取組（６月～７月）

（１） 策定委員会の開催

【概要】学識経験者、各種団体代表者、公募委員など２６名で構成する

策定委員会を開催し、計画策定に必要な審議及び検討を行って

います。

【開催状況】

開催日 場所 主な内容

第１回 6/23（木） 多賀市民会館

・後期基本計画の策定
・総合戦略の概要
・基礎調査報告書の概要
・前期基本計画の検証 など

第２回 8/9（火） 消防拠点施設

・窓口アンケートの結果
・市民ニーズ調査の結果
・グループインタビュー等の
結果 など

第３回 10月頃 （未定）
・後期基本計画に掲載する施策、
事業等について（予定）

第４回 12月頃 （未定） ・骨子案について（予定）

第５回 2月頃 （未定） ・答申案について（予定）
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【概要】市民の市政に対する意向等を把握するため、アンケートを行

い、前期基本計画で設定した「成果指標」の評価を行いまし

た。

【実施状況】

○ 対象者 市民3,000人（18歳以上の男女 各1,500人を無作為抽出）

○ 調査期間 6/3～6/29

・6/3に調査票を発送し、6/22を「第1次締切」としました。

・礼状兼再依頼（ハガキ）を6/21に発送し、6/29を「第2次締切」

としました。

○ 回答状況 1,506件（7/22現在）

（２） 市民ニーズ調査の実施

平成28年度
（今回）

平成26年度
（中間調査）

平成23年度
（前期計画時）

発送数 3,000件 3,000件 3,000件

有効回答数 1,506件 1,561件 1,719件

有効回答率 50.2％ 52.0％ 57.3％
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ア グループインタビュー

【概要】全コミュニティ単会を対象としたグループインタビューを実施

しました。

【実施状況】

（３） 市民団体等意向調査の実施

学区名 実施日

1 豊浦 6/27

2 日高 6/28

3 田尻 〃

4 中里 6/29

5 十王 〃

6 会瀬 6/30

7 助川 〃

8 仲町 7/1

9 成沢 〃

10 滑川 7/4

11 宮田 7/5

12 中小路 7/6

学区名 実施日

13 河原子 7/6

14 諏訪 〃

15 塙山 〃

16 金沢 7/7

17 大沼 〃

18 大久保 7/8

19 油縄子 7/11

20 坂下 7/12

21 大みか 〃

22 久慈 7/13

23 水木 7/15

参加者計 132人
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イ 各種団体アンケート

【概要】市政運営に関わりの深い各種団体を対象としたアンケートを実

施しました。

【実施状況】

○ 対象団体 67団体（当初予定 54団体）

≪ 対象団体の追加、変更について ≫

○ 調査期間 7/6～7/21

○ 回答状況 50件（7/29現在）

区分
当初予定団体
（変更前）

調査実施団体
（変更後）

変更 市福祉団体連絡協議会

市肢体不自由児父母の会、
市身体障害者福祉協議会、
市視覚障害者協会、市聴覚障害者協会、
市手をつなぐ親の会、
日立重症心身障害児（者）を守る会、
ハートねっと日立市民の会

変更 常陸農業協同組合
常陸農業協同組合
（十王営農経済センター）
（みなみ営農経済センター）

追加 －

日立料飲業組合、日立旅料飲味楽会組合、
多賀三業料飲組合、多賀南部旅料飲組合、
日高料飲業組合、
県ホテル旅館生活衛生同業組合日立支部
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≪ 各種団体アンケート対象一覧（追加、変更後）≫

大綱の区分 団体名（順不同） 団体数

１福祉・医療

子育て情報編集委員会、市高齢者クラブ連合会、
市シルバー人材センター、市肢体不自由児父母の会、
市身体障害者福祉協議会、市視覚障害者協会、市聴覚障害者協会、
市手をつなぐ親の会、日立重症心身障害児（者）を守る会、
ハートねっと日立市民の会、市連合民生委員児童委員協議会、
市社会福祉協議会

12

２教育・文化
市立小・中学校ＰＴＡ連合会、ＮＰＯ法人日立理科クラブ、
ひたち生き生き百年塾推進本部、市子ども会育成連合会、
市体育協会、国際交流ボランティアネットワークさくら

6

３産業

日立商工会議所青年部、ひたち立志塾、
工業協同組合（日立製作所工業協同組合など６組合）、
農業協同組合（常陸農業協同組合（十王営農経済センター、みなみ
営農経済センター）、多賀農業協同組合）、
漁業協同組合（久慈町漁業協同組合など３組合）、
商店街（パティオモール商店会など１６商店会）、
たかはら・なか里田舎体験推進協議会、久慈浜水産加工業協同組合、
日立おさかなセンター直販店組合、日立料飲業組合、
日立旅料飲味楽会組合、多賀三業料飲組合、多賀南部旅料飲組合、
日高料飲業組合、県ホテル旅館生活衛生同業組合日立支部

39

４都市基盤
市建設業協会、県宅地建物取引業協会、
ＮＰＯ法人助け合いなかさと、ＮＰＯ法人ふれあい坂下

4

５生活環境
久慈川菜の花エコネットワーク推進会、市消防団、
女性防火クラブ連絡協議会、
日立地区セーフティ・マイ・タウン・チーム

4

６協働 市女性センター友の会、日立女性フォーラム 2

合 計 67
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ア 市報アンケート

【概要】7/5号市報に「切り抜きハ

ガキ形式」による調査票を

掲載し、アンケートを実施

しています。

【実施状況】

○ 調査期間 7/5～7/31

○ 回答状況 133件（8/1現在）

（４） 市報等を活用した意見募集

イ インターネットモニター制度によるアンケート

【概要】インターネットモニター制度により、7/1現在の登録者

（309人）に対してアンケートを実施しています。

【実施状況】

○ 調査期間 7/1～7/31

○ 回答状況 46件（8/1現在）

≪インターネットモニター制度とは≫

あらかじめ登録した市民の方を対象に、イン
ターネットを利用して、市からのアンケートや
意識調査にお答えいただく制度
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ウ 市ホームページ等によるアンケート

【概要】市ホームページ及び市フェイスブックにより、まちづくりに関

する意見の一般募集を行っています。

【実施状況】

○ 調査期間 7/1～7/31

○ 回答状況 23件（8/1現在）
※うち学生 1件

○ 学生に対する周知の取組

市内の大学・高校に、ＱＲコー

ド入りの学生向けポスターの掲

示、チラシの配架を行いました。

○ フェイスブックによる周知状況

閲覧人数 約2,000人

○ 入力画面の区分設定の追加

個人用、団体用、学生用

（市外の方も入力可能）

大学：茨城大学工学部、茨城キリスト教大学
高校：日立第一、日立第二、日立北、

日立商業、日立工業、多賀、
明秀学園日立、茨城キリスト教学園

≪ 学生向けチラシ ≫

ＱＲコード
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エ 市外在住者に対するアンケート

【概要】日立市に「ふるさと寄附金」をいただいた方に対し、アンケー

トを実施しています。

【実施状況】

○ 対象者 6/1～6/30までに、日立市に「ふるさと寄附金」をご寄附

いただいた、市外在住の方

○ 調査期間 7/1～7/31

○ 調査方法 ふるさと寄附金の礼状送付時に、アンケート調査票

（市報に掲載した調査票を、寄附者用に一部修正した

もの）を同封

○ 回答状況 0件（8/1現在）

ふるさと寄附金入金時期 対象者数 アンケート発送日

6月前半 77人 6/30

6月後半 177人 7/15

合計 254人
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【概要】市政に対する市民等の意見を直接聴取するため、市内7地区に

おいて、夜間・休日に市民懇談会を開催しました。

【開催状況】

（５） 市民懇談会の開催

開催日 時間 区分 地区 場所

7/19

（火）
午後6時30分～ 夜間 本庁 市役所

7/23

（土）
午前10時～ 休日 西部 中里交流センター

〃 午後2時～ 〃 日高 日高交流センター

〃 午後5時～ 〃 十王 十王交流センター

7/24

（日）
午前10時～ 〃 南部 久慈交流センター

〃 午後2時～ 〃 豊浦 豊浦交流センター

7/27

（水）
午後6時30分～ 夜間 多賀 大久保交流センター

参加者計 49人
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４．市民ニーズ（まとめ）

現時点における市民ニーズの分析結果

グループインタビュー市民ニーズ調査 市報アンケート等

○都市の活力や賑わい向上に関する
施策ニーズの高まり
（産業（商業、工業等）、
都市基盤（道路、交通等）など）

○暮らしのベースとなる施策ニーズ
も依然として高い
（福祉・医療、消防・防災など）

○全体傾向
・地域コミュニティ維持の問題
・出産、子育て支援を重視
・道路環境の改善、地域公共交通
のあり方

・産業構造の変化に対応した施策
・防災意識の維持向上

○参加者が特に重要と考える施策
（①福祉・医療、②産業、
③都市基盤）

○全体傾向
・まちの賑わいづくり、基盤づく
り

・従来の取組を見直す必要性
・既存資源の有効活用
・住宅政策などによる転入・定住
の促進

○意見・提案が多かった分野別件数
（①都市基盤、②福祉・医療、
③産業）

市民ニーズ

・暮らしの基本となる
安全・安心の確保

・まちの賑わいづくり、
基盤づくり

○ 福祉・医療

○ 都市基盤

○ 産業

… 「ひと」を育む

… 「まち」を築く

… 「しごと」を創る
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５．今後の取組（８月～）

（１） 「学生と市長とのまちづくりトーク」 の開催

【概要】「次代を担う若者」の意見や提案を反映させるため、学生と市

長との懇談会を開催します。

○ 対象者 市内に在住又は在学している大学生、高校生等

○ 日 時 8月19日（金）午後2時から

○ 場 所 日立シビックセンター 502号会議室

○ 内 容 市長講話、学生と市長との意見交換会 など

○ 周知方法 市報、市ホームページ、行政放送、フェイスブック、
ＦＭひたち、市内大学・高校への周知・案内

（２） パブリックコメントの実施

【概要】後期基本計画（骨子案）に対する意見を募集します。

○ 実施時期 12月頃

○ 実施方法 市報・インターネット等を活用予定


