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１．構成検討に当たっての前提要件
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（１）前期基本計画の評価

（２）総合戦略における取組との関係性

（３）震災復旧・復興事業の振り返り

○ 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）を設定しました。

○ 後期基本計画では、これらの指標の評価を行い、最新の市民ニーズを明らかに
する必要があります。

○ 前期基本計画は、震災直後に策定作業が進められました。

○ 後期基本計画では、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・復興事業の取組を振り返る必要があります。

○ 急激な人口減少と超高齢化が進行する中で、国を挙げて地方創生
が進められ、本市も昨年12月に総合戦略を策定しました。

○ 総合戦略は、後期基本計画と計画期間が重なり、両計画の施策は密接に関連す
るため、後期基本計画と総合戦略との関係性を明らかにする必要があります。



3

２．後期基本計画の構成（目次）案

後期基本計画 （案） 基本構想・前期基本計画

１ はじめに
（１） 策定の趣旨

（２） 策定の視点
・市民参画によるわかりやすい計画
・地域の特性をいかす計画

（３） 総合計画の構成と期間

（４） 県計画における日立市の位置づけ

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

２ 基本構想

（１） 社会の潮流

（２） 本市を取り巻く現状と課題

（３） まちづくりの基本理念

（４） 将来都市像

（５） 基本構想の期間

（６） 将来人口

（７） 施策の大綱

３ 基本構想の概要
（１） まちづくりの基本理念

（２） 将来都市像

（３） 将来人口 人口ビジョンとの関係性も整理

（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

市民ニーズ調査の結果を分析し、前期基本計画を総括

（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づけ
県総合計画 「いばらき未来共創プラン（H28.3）」 を反映

（４） 市の現況及び市民ニーズの変化
インタビュー、アンケート調査等の分析

（５） 今後のまちづくりにおける主要課題
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後期基本計画 （案） 基本構想・前期基本計画

３ 基本計画
（１） 基本計画の役割

（２） 基本計画の期間

（３） くらしを明日につなぐプラン

（４） 基本計画の進行管理

（５） 施 策
・基本計画 各施策の構成と見方
・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

４ 資料編
（１） 策定経過

（２） 策定体制

（３） 市民意向等の反映のための取り組み

（４） 人口の推移
転入・転出者窓口アンケート等

（５） 目標指標一覧表

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） （仮称）ひたち創生戦略プラン
総合戦略を踏まえたまちづくりの重点施策

（４） 施 策
・各施策の構成と見方
・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

（５） 後期基本計画の進行管理

５ 資料編
（１） 策定経過

（２） 策定体制

（３） 市民意向等の反映のための取り組み

（４） 目標指標一覧表



３．前期基本計画の評価事例（参考）
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② 北見市（北海道）① 福島市（福島県）

数値で定量的に表現したもの
（各課の４段階評価の平均値）

文章で定性的に表現したもの
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③ 苫小牧市（北海道） ④ 東海村（茨城県）

遅れている施策の分析、
計画期間の事業費の総括を提示したもの

目標の達成状況と
住民意識調査の結果を提示したもの



４．総合戦略との関連性に関する事例
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① 滑川市（富山県）

② 日高市（埼玉県）総合戦略＝重点プロジェクト
として位置づけ

（基本計画ではあまり触れない）

③ 結城市（茨城県）
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④ 可児市（岐阜県）

⑤ 呉市（広島県）
総合戦略は基本計画の個別プランと位置づけ
（重点方針≠総合戦略だが、内容は整合）



⑥ 矢板市（栃木県）

総合戦略≦重点計画で、
相互に関係する部分を具体的に整理
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５．震災復旧・復興の記載事例

③ いわき市（福島県）① 那珂市（茨城県）

② 水戸市（茨城県）
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④ 東海村（茨城県）
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６．各項目に記載する主な内容
１ はじめに

（１） 総合計画とは
・総合計画は、本市行政の最上位計画であり、将来都市像と、これを実現するための基本的な考え方や施策な
どを示す中長期的計画であることを説明します。

（２） 総合計画の構成と期間
・総合計画の構成や、計画期間について説明します。

（３） 後期基本計画の策定に当たって
・社会経済情勢の変化や市民ニーズなどを踏まえながら、日立市が今後５年間に取り組むべき重点施策や事業
などを定めるため、後期基本計画を策定することを説明します。

２ 日立市の現状と課題

（１） 前期基本計画の評価
・前期基本計画で定めた目標の達成状況について、市民ニーズ（満足度）調査の結果を分析し、前期基本計画
の取組状況を総括します。

（２） 震災からの復旧・復興
・震災を教訓とした安全・安心なまちづくりを進めるため、これまでに取り組んできた復旧・復興事業を総括します。

（３） 社会の潮流と県計画における位置づけ
・近年の社会情勢の変化や、県の総合計画（H28.3策定）のうち日立市に関連する内容を記載します。

（４） 市の現況及び市民ニーズの変化
・市の現況をグラフ等のデータで示すとともに、アンケート調査等の集計（転入・転出アンケートを含む）による市民
ニーズの変化を分析します。

（５） 今後のまちづくりにおける主要課題
・前期基本計画の評価や市民ニーズの変化を踏まえ、今後のまちづくりにおける課題を整理します。 12
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３ 基本構想の概要

（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

４ 後期基本計画

（１） 後期基本計画の施策体系

・後期基本計画の施策体系について整理します。

（２） 総合戦略との関係性

・後期基本計画と「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」との関係性を整理します。

（３） （仮称）ひたち創生戦略プラン
・市民ニーズ調査やインタビューなどの市民意見等を踏まえ、今後５年間の重点プロジェクトを設定し
ます。

（４） 施 策
・各施策の構成と見方
・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

（５） 後期基本計画の進行管理

・計画の進行管理の方法を説明します。

・基本構想の概要を記載します。
・将来人口については、「日立市人口ビジョン」との関係性も整理します。

・基本構想の大綱別に、具体的な施策を定めます。
・市民満足度の新たな目標値（成果指標）を定めます。
・各施策の目標指標について、項目や目標値の見直しを行います。



５ 資料編

（１） 策定経過

・計画の策定経過を時系列に整理して記載します。

（２） 策定体制

・計画の策定体制（組織、委員名簿等）を記載します。

（３） 市民意向等の反映のための取り組み

・市民意向等を把握するために実施した内容と、インタビューやアンケート等の集計結果を記載します。

（４） 目標指標一覧表

・後期基本計画で定めた目標指標を一覧表形式にして再掲します。
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７．後期基本計画のレイアウト（案）

（１）前期基本計画のレイアウト
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施策の基本方針

成果指標

現状と課題

関連計画等

施策の方向、主な取組、
主な事業

参考データ

目標指標
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前期基本計画では、施策の方向
ごとに「目標指標」を設定



（２）後期基本計画のレイアウト（案）≪基本方針部分≫
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施策を印象付ける写真
を掲載します。

施策の基本方針を記載
します。

日立市独自の取組を紹
介します。

施策の動向と課題につい
て、グラフや写真を用い
ながら整理します。

施策に関連する計画を
記載します。

成果指標と目標指標を記
載します。
目標指標は、各施策ごと
に重要と考えられる１～
２指標程度に整理します。

後期基本計画では、各施策の内容を分かりやすく表示するため、「基本方針」「動向と課題」
「指標」を見開きでレイアウトし、事業は分野別に一覧として掲載します。



（３）後期基本計画のレイアウト（案）≪事業部分≫
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新規事業や総合戦略登載
事業が把握できるように
表示します。

今後５年間の取組につ
いて、一覧表形式で表
示します。


