
グループインタビュー及び
市報アンケート等の

結果について（速報値）

資料４

市長公室 企画調整課

1
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１．グループインタビューの結果

開催日 コミュニティ単会の名称

12

7月6日

中小路学区コミュニティ推進会

13 河原子学区コミュニティ推進会

14 諏訪学区コミュニティ推進会

15 塙山学区住みよいまちをつくる会

16
7月7日

金沢学区コミュニティ推進会

17 大沼学区コミュニティ推進会

18 7月8日 大久保学区コミュニティ推進会

19 7月11日 油縄子学区コミュニティ推進会

20
7月12日

坂下地区コミュニティ推進会

21 大みか学区コミュニティ推進会

22 7月13日 久慈学区コミュニティ推進会

23 7月15日 水木学区コミュニティ推進会

開催日 コミュニティ単会の名称

1 6月27日 豊浦学区まちづくり推進会

2
6月28日

日高学区市民自治会

3 田尻学区コミュニティ推進会

4
6月29日

中里学区コミュニティ推進会

5 十王地区コミュニティ推進会

6
6月30日

会瀬学区コミュニティ推進会

7 助川学区コミュニティ推進会

8
7月1日

仲町学区コミュニティ推進会

9 成沢学区コミュニティ推進会

10 7月4日 滑川学区コミュニティ推進会

11 7月5日 宮田学区コミュニティ推進会

実施日程

ア 実施方式
・インタビュー方式

イ 主な調査項目
・市全体、各地域の魅力や課題
・今後のまちづくりの重点施策 など

（１）実施概要



○ 地域コミュニティの維持に関する問題が顕著になってきている。
・高齢化によるコミュニティ組織の後継者不足

・町内会、子ども会加入率の低下

○ 出産・子育てに関する支援（福祉・医療）が重視されている。
・出産できる環境（医療施設）の充実

・共働き世帯の増加に対応した保育施設の充実

○ 道路環境の改善や地域公共交通に対する要望がみられる。
・国道６号の４車線化など渋滞緩和策、その他幹線道路の整備

・高齢化社会における地域公共交通のあり方

○ 産業構造の変化に対応した施策が求められつつある。
・創業支援、中小企業支援の必要性（雇用の確保を含む）

・観光分野、農業の６次産業化に対する取組の充実

○ 地域防災力の低下を防ぐため、防災意識を高める必要がある。
・日立市は「災害が少ない」という意見が増加

・高齢化に伴い、地域防災体制の確保が課題となりつつある
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（２）実施結果（全体傾向）



施策分野 主な意見

大綱１
「福祉・医療」

【地域医療】産婦人科、小児科等、出産・子育てに必要な医療施設が十分
でない。人口流出の一因になっているのでは。

【こども福祉】地域内でも共働き世帯が増加しており支援体制が必要。一
方で、子どもが家に帰れば親がいる生活が本来望ましい。

【こども福祉・高齢者福祉】身近に高齢者や子どもが集まれる施設が必要
（空き家の活用も含む）。

【高齢者福祉】
・高齢者のみ世帯、独居世帯の増加がかなり目立つ。
・交流センターに来ることができない高齢者も増加している。もっと身
近に集まれる施設の充実が必要。

【健康づくり】「なってしまってからの医療」ではなく、健康維持のため
の施策が必要（医療費抑制）。

【地域福祉】民生委員等も高齢化が進んでいる。ボランティアの有償化も
考えるべきではないか。

大綱２
「教育・文化」

【学校教育】
・学校と地域の連携強化により、コミュニティスクールのような取組
も考えられるのではないか。

・高齢者が学校教育に関わることにより、日立らしい学習プログラムが
できるのではないか。

【生涯学習】少子化で子ども会の廃止・統合が進んでいる。そのため、コ
ミュニティ独自で学校との連携を進めている。

【文化・スポーツ】市、スポーツクラブ、コミュニティ等で独自のイベン
トを企画しているため、結果として子どもの取り合いになっている。 4

（３）実施結果（施策分野別の主な意見）



施策分野 主な意見

大綱３
「産業」

【雇用】若年層の定住のためには、企業誘致等による市内での雇用機会の
確保が必要。

【中小企業支援】これまで大企業に頼りすぎたのではないか。今後は中小
企業に対する支援が重要。日立地区産業支援センターを活用すべき。

【企業誘致】日立南ＩＣ、日立北ＩＣ周辺での企業誘致を進めることがで
きないか。

【観光】かみね公園、日鉱記念館、海や山などを活用した観光振興を戦略
的に進めることが必要。

【６次産業】茂宮カボチャの加工を市内で行うなど、農産物加工を就業の
場にできないか。

【農業】農家の高齢化が進んでいる。耕作放棄地になる前に対策が必要。

【商業】魅力ある商業施設誘致、銀座通りの活性化などが必要。

【人材育成】人材育成は学校教育だけでなく、産業分野でも必要。知恵を
出せば色々な産業が起きてくる。女性のアイデアを取り入れることも必
要。

大綱４
「都市基盤」

【渋滞緩和】国道６号の渋滞が多く、４車線化を進める必要がある。

【道路整備】市街地の幹線道路でも幅員が狭いところがあり、改善が必要。

【地域公共交通】
・ＢＲＴの延伸により便利になることが期待されるが、ＢＲＴまでの移
動手段も必要。

・地域の高齢化が進む中、地域公共交通のあり方が課題。

【空き家対策】地域によって空き家が増加しているところがある。今なら
持ち主が分かるケースもあり、適正な管理に向けた対策が必要。

【市街地整備】企業が土地を手放しており、住宅地や商業施設に変わるな
ど、土地利用が変わりつつある。 5



施策分野 主な意見

大綱５
「生活環境」

【防災】
・東日本大震災から時間が経過するのに伴い、防災に対する意識が希薄
化している。

・災害時は、向こう三軒両隣の関係が重要になるが、高齢化により近所
が支え合うことができなくなりつつある。

大綱６
「協働」

【コミュニティ】
・新しい分譲地やマンションには若い人が住むが、自治会に参加しない。
行政主導により参加を促す仕組みが必要。

・コミュニティの役割が大きくなっているが、高齢化や後継者不足など
で、活動が難しくなっている。

・国道６号の西側（山側）の高齢化、コミュニティ機能の低下が顕著に
なっている。

・地域を支えるため、ＮＰＯやコミュニティビジネスで担い手を確保す
ることも考える必要がある。

【ボランティア】ボランティアの高齢化と減少が課題になりつつある。有
償ボランティアを検討する必要がある。

「その他」

【シティプロモーション】
・茨城国体や東京オリンピックは、日立市のＰＲや観光化を進める上で
よい機会ではないか。

・日立市の魅力発信に取り組むことが必要。北関東最大のかみね動物園
等の資源がうまくＰＲされていない。

【重点施策】アンケートをやると計画が総花的になる。市で主体的に「こ
こは我慢しろ」ということも言って欲しい。

【都市像】昔は工業都市でよかったが、今はそうではなくなっている。こ
れからどんな都市像を目指すのかが計画に必要だと思う。
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○インタビュー参加者（計132人）が、６つの施策分野から特
に重要だと考えている施策（１人につき２施策以内を選択）

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

51 30 47 40 26 29 

22.9% 13.4% 21.1% 17.9% 11.7% 13.0%

1位 4位 2位 3位 6位 5位

（４）実施結果（重要と考える施策）
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２．市報アンケート等の結果

ア 調査期間
・7/1～7/31

イ 調査概要
・市報（7/5号）、市ホームページ
等を活用して意見を募集

（１）実施概要

回答方法 件数

１．市報 101

２．市ホームページ
一般 14

学生 1

３．インターネット
モニター

46

合 計 162

回答状況（7/20現在）

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案①：              分野 

 

 

日立市総合計画 後期基本計画（平成 29～33年度） 

まちづくりに対する意見・提案 

 

 

 

 

のりしろ 

のりしろ 

の
り
し
ろ

 

 

福祉・医療 

産  業 

生活環境 

教育・文化 

都市基盤 

協  働 

次の分野の中から、日立市が取り組むべきだと思う 
まちづくりの具体的な内容、アイデアをご記入ください。 

提案①：福祉・医療 分野 

具体的な提案： 
○○○○を△△△△させるため、□□□□を 

充実させてほしい。 

募集内容 

その他 

具体的な提案：                  

                        

                        

                        

                                  

                        

提案③：              分野 

具体的な提案：                  

                         

                        

                        

                        

                                             

                          

                        

住所：日立市     町     丁目                        

性別：男 ・ 女   ※住所は丁目までご記入ください 

年齢：    歳 

職業： 自営業、正規職員(従業員)、 

派遣社員、パート・アルバイト、 

専業主婦(主夫)、学生、無職、 

その他（            ） 

【記入例】 

（
谷 

折 

り
） 提案②：              分野 

具体的な提案：                  

                        

                        

                        

                                  

                        

こども福祉      高齢者福祉 
障害者福祉      地域福祉 
地域医療体制など   健康づくり 

学校教育     高等教育等 
生涯学習     文化・芸術 
青少年育成    生涯スポーツ 
国際化・平和 

工業         商業 
農・林業       水産業 
物流         観光 

市街地整備     道路交通体系 
公共交通体系    公園・緑地 
河川・水路     住宅 
上下水道 

自然環境の保全と創造 
ごみ・資源      消防・救急 
防災・減災      防犯・交通安全 
墓地・葬祭場 

ｺﾐｭﾆﾃｨ活動       
産学官連携      男女共同参画 
広聴広報・相談    財政運営 
行政経営 

※６つの分野に分けられないものは、 
「その他」とご記入ください。 

＜分野＞ ＜主な内容＞         ＜分野＞ ＜主な内容＞         

 
3 3 
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（２）回答者の属性

性別 年齢

居住地①

（市内・市外）

居住地②

（居住地区）

21.7% 47.8% 6.5% 13.0%

2.2%

0.0%

6.5%

2.2%

モニター

（n=46）

37.6% 28.7% 8.9% 8.9%6.9%

1.0%

5.0%

3.0%

市報
(n=101)

本庁地区 多賀地区 南部地区
日高地区 豊浦地区 西部地区
十王地区 不明・市外

33.3% 20.0% 20.0% 13.3% 6.7%

0.0%0.0%

6.7%
市ＨＰ
（n=15）



○ まちの賑わいづくり・基盤づくり
・新たな賑わいの創出（ショッピングモール、映画館など）

・賑わい創出に向けた基盤づくりとしての道路整備

○ 従来の取組を見直す必要性
・子育て支援、地域医療体制の見直し、若者の雇用

・コミュニティにおける新たな支え合いのシステムの検討

・高齢化社会を見据え、高齢者を取り巻く提案（高齢者の移住推奨、自
動車免許返納、共同墓地、リバースモーゲージ等）

○ 既存資源の有効活用
・空き家、空き地等の増加に伴う有効活用（空き家、小中学校の空き教
室、耕作放棄地、社宅跡地、公営住宅空き室等）

・日立市独自の環境（海、かみね公園他）の有効活用

○ 住宅政策などによる転入・定住の促進
・若い人から高齢者までを対象とした、住宅政策や経済的支援などによ
る転入・定住促進

10

（３）実施結果（全体傾向）



施策分野 主な意見

大綱１
「福祉・医療」

【地域医療】
・日立総合病院以外の病院の救急車の受け入れ増加、診療科の充実
・産科、小児科の充実

【こども福祉】
・女性の社会（会社）復帰を支える保育園の充実
・子供の医療費無料化
・使わなくなった学用品を一ヶ所に集めて必要な方に無償か格安で譲ることができ
る譲渡会

・小中学校の空き教室を利用した保育・幼稚園施設の設置、生涯学習
・「子どもにやさしいまちづくり」宣言

【高齢者福祉・障害者福祉】
・障害者や高齢者などが、専門職から気軽にアドバイスを受けられる場所づくり
・市民の健康寿命を長くする施策（ウォーキング等のコースづくり）
・空き家を活用し、高齢者が歩いて行けるところにサロンを設置
（地域おこし協力隊を配置し、若者の雇用につなげる）

・要介護者や障害者を家族に持つ人の負担が少しでも減る仕組みづくり
・障害についての早めの教育、交流

【出会い応援】
・日立市内同士の結婚に力を入れる（婚活パーティー等）

大綱２
「教育・文化」

【学校教育】
・地域と学校の連携を一歩進めて、コミュニティスクール化
・中高一貫校をより整備して、流出している児童をつなぎ止める
・部活動の外部委託（先生の仕事の負担軽減）
・教育費無料化（教材、給食費等全て）

【文化】
・地域の文化向上のため、大学なども加わった文化交流
・市民美術館（ギャラリーの設置）
・映画館が無いので、空いているスペースで出来れば 11

（４）実施結果（施策分野別の主な意見）



施策分野 主な意見

大綱３
「産業」

【企業誘致・中小企業支援】
・日立市内の中小企業の技術を活かす取組（つくば市の先端技術開発等の試作品造
り、下請け的な作業の拡大）

・日立製作所グループのソフト・サービス関係の事業誘致

【観光】
・年寄りが多くなるのでボランティアで花を見て楽しめる場所づくり
・ワンコイン（500円）で市内と近隣の観光コースめぐり
・きららの里に大規模なオートキャンプ場を整備
・従来のメジャーな観光という視点にとらわれず、交流人口を増やすという視点で
ひたちの「いいね」を活用

【農業】
・耕作放棄地を集約して、農業法人化組織を作り、市内の大学、企業、研究所と連
携した次世代の農業研究

・農家の高齢化が進んでいる。耕作放棄地になる前に対策が必要。

【商業・工業】
・市内商業施設を充実させるため、かみね公園を中心とした商業施設群整備
・日立駅前の平和通りの下に地下街を作り、集客を図る
・技術を生かし、もっと海を目指した計画を（海中エスカレーター等）
・せめてショッピングモールを

【物流】
・日立港の船舶入港隻数増加による税収入の増加

大綱４
「都市基盤」

【渋滞緩和】
・山側道路の延長（十王あたりまで）による混雑緩和
・海側道路の延伸により、バイパス効果を高める

【道路整備】
・国道6号に頼らない山間部ルートや中間ルートを作り災害時孤立をなくす

【地域公共交通】
・BRT路線の伸長に伴い、バスターミナルをハブ化（小型のコミュニティーバスを
細かい路線に走らせ、マイカーからの交通手段の転換）

・市内幹線道路を通る乗合バスの本数増加（休日でも朝は１時間に１本）
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施策分野 主な意見

大綱４
「都市基盤」

【住宅】
・公営住宅の空き室が多い。リフォーム、リノベーションしてもう少し独身者も
入居可能にしてほしい

【公園】
・日立製作所社宅や寮の跡地を有効利用。景観もよく広い土地なので、公園又は
コミュニティ広場はどうか

・場所柄使われていない公園を廃止し、必要な地域への公園整備を

【市街地整備】
・コンパクトシティを実現するために空き店舗や建物を放置せずに活用又は再開
発へ導くケアを検討

大綱５
「生活環境」

【救急】
・救急車の経費を下げるため、出動回数を減らすためのマニュアルを作成。保存版
として市報と一緒に各家庭や学校に配布

【交通安全】
・大きな事故が起きる前に免許を返納し、公共交通を利用できるシステムを（自ら
返納したい、家族が返納したらと言えるような仕組み）

【墓地】
・永代供養してもらえる共同墓地、山間部に「樹木葬」墓地

【新エネルギー】
・海洋エネルギーを利用し、水素で市内エネルギーを賄う地産地消を計画

大綱６
「協働」

【コミュニティ・ボランティア】
・向こう三軒両隣りの町内会を崩壊しない仕組みを議会、企業、学区コミュニティ
と行政が真剣に取り組む

・ちょっとだけ手伝ってほしい、たまになら自分の出来ることなら助けてあげたい
と思うことをリストに載っている人に頼むシステム（有料で）

・高齢化が進む日立市で、高齢者は高齢者同士で助け合えれば、財政も助かると思
う（１回300円とか500円で）

・市報などの情報誌で、やってもらいたい事と、やってあげられる事を、提案し、
マッチング
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施策分野 主な意見

大綱６
「協働」

【行政経営】
・公共施設の整理統合による更新

「その他」

【転入・定住促進】
・若い人たちの移住と経済を活性化させるため、スタートアップ法人減税を導入
・東京の高齢者の移住を推奨。お年寄りでも人口が増えるのはいいことなのでは
・民間の賃貸住宅に住む65才以上の高齢者に家賃の定額補助
・リバースモーゲージ制度（自宅を担保にした年金制度の一種）の活用
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（５）意見・提案の分野別件数（複数回答）


