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１．前期基本計画における重点施策
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○ 前期基本計画の重点施策は、

・市民ニーズ調査で把握した「重要度が高く、満足度が低い施策」や、

・グループインタビュー等を通じて得た、市民のまちづくりに対する意向を反映して設定

（１）前期基本計画における重点施策の設定手法

用常非
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（２）前期基本計画の重点施策
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（３）前期基本計画の重点施策の内容

災害に強いまちを目指します１ 防災力強化
市民がより安全に生活できる基礎をつくるため、平成23年3月11日の東日本大

震災で受けた経験を教訓とし、有効な防災手段を見極めながら、一層の防災力
の強化を図り、災害に強いまちを目指します。

用常非

若者が暮らしやすいまちを目指します２ 若者応援
本市の人口減少の特徴である若者層の市外流出を抑え、労働力人口を確保し、

将来に向けてまちづくりを担う優秀な人材を育んでいくため、就業や居住、子
育て等の環境を整え、次の世代を担う若者が暮らしやすいまちを目指します。

健康で生き生きと暮らせるまちを目指します３ 健康支援
まちの活力を維持していく上では、一人一人の健康が重要であるため、高齢

者の介護予防や子どもの頃からの健康づくりに積極的に取り組み、生涯にわた
り健康で生き生きと暮らせるまちを目指します。

都市機能が充実したにぎわいのあるまちを目指します４ 都市力向上
中心市街地の空洞化や山側団地等の高齢化、交通渋滞の慢性化などの課題に

対し、県内の中核都市、さらには関東と東北を結ぶ拠点となる力強い産業都市
としての活力を維持していくための基盤を構築し、都市機能が充実したにぎわ
いのあるまちを目指します。

ひたちらしさを磨き将来につなぎます５ ひたちらしさ
明治以降、鉱工業から発達してきた「ものづくりのまち」として、新たなも

のを受け入れる寛容さと進取の気質、多様な市民が織りなすコミュニティの絆、
世界的レベルのものづくり技術・知識の集積などの「ひたちらしさ」を磨き、
市民、企業、行政がともに支え合い、地域に愛着を持って暮らすことができる
まちを目指します。



２．まち・ひと・しごと創生総合戦略
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（１）日立市人口ビジョンの概要

人口の現状分析

○本市の人口動向
 1983年（昭和58年）の20万6,260人をピークに減少傾向に転じている。

○自然増減
 2005年（平成17年）以降は、死亡数が出生数を上回る自然減の状態となっている。
 合計特殊出生率は経年的に低下しており、2010年（平成22年）は1.46となっている。

○社会増減
 1975年（昭和50年）頃から社会減の状態が続いており、平成25・26年と２年連続で社会減が全国
２位となっている。

本市の人口移動は、転入・転出とも「水戸市近隣」及び「東京圏」が多く、特に15歳から39歳の
若者の転出が顕著となっている。

○人口推計
国立社会保障・人口問題研究所は、2040年（平成52年）の本市の人口を14.1万人と推計している。

人口の将来展望

○合計特殊出生率の回復に関する考え方
 2040年（平成52年）までに1.6～1.8の範囲内で回復

○転入促進・転出抑制に関する考え方
転出超過が著しい「20代女性」と「30代の子育て世代」について、転入・転出がそれぞれ１～２
割程度増加・減少

2040年（平成52年）における人口15万人以上を目指す

日立市人口ビジョン
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基本目標１ 「ひたちらしさ」を活かし、「安心と活力のあるまち」を創生する

○日立市の自然環境など、優れた地域資源を全国にＰＲするとともに、魅力ある施設の活用や、市民主
体の特色ある文化・芸術活動の支援、100年を超える「ものづくりのまち」としての産業基盤の活性化

などに取り組む。

基本目標２ しごとをつくり、安心して働けるようにする

○日立地区産業支援センターを始めとした「ものづくりのまち」としての特色を活用した産業振興や、
地域資源を活用した観光業の強化、スポーツ・文化活動を通じた交流人口の拡大などのほか、シティ

プロモーションによる広域的、戦略的な情報発信に取り組む。

基本目標３ 新しいひとの流れをつくる

○新婚世帯や子育て世代など、若者を対象とした、転入・定住の促進や、茨城港日立港区の活用などに

よる、企業誘致の推進などに取り組む。

基本目標４ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

○合計特殊出生率の回復を促し、子育て世代の定住を図るため、福祉、医療、教育などの分野における

切れ目のない支援を行うことで、出産や子育てのしやすい環境づくりを目指す。

基本目標５ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

○北茨城市、高萩市との連携・協働による広域的な取組など、まちづくりにおける地域連携の推進や、

安全・安心を基本に、ひとの流れと活気を生み出す地域空間の形成などに取り組む。

転入促進・
転出抑制

子育て応援

地域連携

ひたちらしさ
の活用

雇用の確保・
創出

（２）日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標
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３．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



（１）市民ニーズ調査の結果（概要）
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施策名 分野

１位 地域医療体制など 福祉

２位 こども福祉 福祉

３位 消防・救急 安全・安心

４位 防災・減災 安全・安心

５位 高齢者福祉 福祉

施策名 分野

38位 財政運営 行政運営

39位 道路交通 都市基盤

40位 公共交通 都市基盤

41位 工業 産業

42位 商業 産業

今後の重要度が高い上位５施策

現在の評価が低い下位５施策



（２）グループインタビュー等の実施結果（概要）
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ア グループインタビューの結果

【全体傾向】

○ 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。

○ 出産・子育てに関する支援（福祉・医療）が重視されている。

○ 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。

○ 産業構造の変化に対応した施策が求められつつある。

○ 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。

○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）
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イ 市報アンケート等の結果

【全体傾向】

○ 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

○ 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
・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、住宅施策や経済的支援などによる転入・定住促進

意見・提案の分野別件数



４．後期基本計画における重点施策（案）

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

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
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前期基本計画

●くらしを明日につなぐプラン

用常非

（１）後期基本計画の策定に向けて（再掲）

基本的な

考え方
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前期基本計画

1.防災力強化

2.若者応援

3.健康支援

4.都市力向上

5.ひたちらしさ

総合戦略

1.ひたちらしさの活用

2.雇用の確保・創出

3.転入促進・転出抑制

4.子育て応援

5.地域連携

後期基本計画

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.産業の振興

5.都市力向上

○ 市民ニーズ調査等の結果を踏まえつつ、前期基本計画の重点プランと、総合戦

略の基本目標を整理して設定

（仮称） ひたち創生戦略プラン

【市民ニーズ調査】

・重要度が高い施策 地域医療体制、こども福祉、
消防・救急、防災・減災、高齢者福祉

・評価が低い施策 商業、工業、公共交通、道路交
通、財政運営

【グループインタビュー等】

・インタビュー参加者が考える重要な施策
福祉・医療、産業、都市基盤

・市報アンケート等で意見、提案が多かった施策
都市基盤、福祉・医療、産業

（２）重点施策の検討

～ ひたちらしさを活用した地域創生 ～



（仮称）ひたち創生戦略プラン

全施策の共通テーマ ～ひたちらしさを活用した地域創生～

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

産業の振興

５

都市力向上

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

2025年問題対策、生き

がいづくり、健康寿
命の延伸、女性の活
躍、コミュニティ

防災・減災、
消防・救急、
地域医療体制など

企業誘致、創業支援、
中小企業支援、
６次産業化、
観光振興

インフラ整備、
公共交通、
空き家対策、シティ
プロモーション
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しごとまちひと

地方創生との関連付け

○ 後期基本計画の重点施策（案）

○ 基本構想

（３）重点施策（案）

まち

想
定
さ
れ
る

施
策
内
容


