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～ 地方創生時代における計画づくり ～

地方創生時代の課題

１．人口減少がもたらす多岐にわたる問題が山積１．人口減少がもたらす多岐にわたる問題が山積

若者の就業、定住化、交流人口の増加、地場産業の育成、高齢化対策など、課題が多
岐にわたり、行政だけでは対応が難しくなってきている。

２．地域の実情に応じた「実効性」のある基本計画２．地域の実情に応じた「実効性」のある基本計画

「地域全体をどのようにしていくか」という、実効性のある、地域独自の計画づくり
が求められている。

３．市民目線での「魅力」「安心」に配慮３．市民目線での「魅力」「安心」に配慮

地域社会を維持していくためには、特に女性や若者が「魅力」や「安心」を感じるこ
とができる地域づくりが重要となる。

幅広い市民の意見をいかに取り込むか

○適時・適切な手法の検討
○多様な世代から意見を引き出す工夫（特に若い世代・子育て世代）

１．市民意向等の反映に向けた課題
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２．市民意向等の反映のための取組

【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において、計画策定に必要
な審議及び検討を行います。（５回程度開催予定）

【実施時期】６月初旬 ～ ７月中旬

【概要】市民の市政に対する意向等を把握するため、アン
ケート調査を行い、前期基本計画で設定した「成果
指標」の評価を行います。

【対象者】市民3,000人（無作為抽出）≪6/3発送済≫

【実施時期】６月下旬 ～ ８月上旬

【概要】市政運営に関わりの深い「コミュニティ」や「各
種団体」からインタビュー又はアンケート形式で個
別に意見を聴取し、計画に反映させます。

【対象団体】市民団体等 約８０団体（予定）

（１） 策定委員会の設置

（２） 市民ニーズ調査の実施 （５） 市民懇談会の実施

（３） 市民団体等意向調査の実施

【実施時期】７月下旬

【概要】本庁・各支所の地区別に市民懇談会を開催し、市
政に対する市民等の意見を直接聴取し、計画に反映
させます。

【実施場所】休日・夜間に市内７箇所で開催

【実施時期】１２月頃

【概要】後期基本計画（骨子案）に対する市民からの意見
を募集し、計画に反映させます。

【実施方法】市報・インターネット等を活用予定

（６） パブリックコメントの実施

（４） 市報等を活用した意見募集

【実施時期】７月初旬 ～ ８月中旬

【概要】市報（7/5号予定）・インターネット等を活用し、
広く市民から意見を募集して、計画に反映させます。
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後期基本計画の策定プロセス（市民参画のタイミング）

課題抽出 方向性検討
施策・事業
検討

計画策定

市民ニーズ調査
市報等を活用した

意見募集

市民団体等
意向調査

市民懇談会

パブリック
コメント

市民目線での
課題の洗い出し

最終決定前にお
ける市民の意見
確認

市民と職員が市
政・事業の方向
性を検討

策定委員会 策定委員会 策定委員会 策定委員会

市議会 市議会市議会市議会

前期基本計画の検証

～ 後期基本計画の策定における市民参画等のプロセス ～

市民代表者・

議会による審
議・調査の実施

骨子案に対する意見募集

施策分野の意見募集

対面方式での話し合い直接的な意見聴取
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３．市民ニーズ調査について

○ 平成２３・２６年度に実施した調査と同様の市民ニーズに関する

アンケート調査を実施し、前期基本計画で設定した「成果指標」

の検証を行う

○ 市民が考える「施策の重要度」を把握し、計画に反映させる

【前期基本計画（抜粋）】

成
果
指
標

施
策
の
重
要
度

■目的
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市民ニーズ調査でわかること

日立市のまちづくりの取組 現在の評価と今後の重要度の関係

○ 今後の重要度 ：「高い」施策
○ 現在の評価（満足度）：「低い」施策

今後力を注ぐべき施策

今後の重要度：低

現在の評価 ：低

今後の重要度：高

現在の評価 ：低

今後の重要度：高

現在の評価 ：高

今後の重要度：低

現在の評価 ：高
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（１）対象者

市内に居住する満１８歳以上の市民３，０００人

（男女各１，５００人を無作為抽出）

（２）実施時期

６月初旬～７月中旬（約１箇月間）

（３）調査項目

ア 属性：年齢、性別、家族構成、居住地区、居住年数等

イ 基本項目：日立市のまちづくりに対する「現在の評価」と「今後の

重要度」を５段階評価（６分野４２項目）

ウ 補完項目：市の重要課題（地方創生）に関連した施策等の市民ニー

ズ（定住促進、子育て支援、雇用創出等）

■概要
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４．市民団体等意向調査について

○ コミュニティをはじめ、市政運営に関わりの深い、福祉・教育・

産業・都市基盤・生活環境などの各分野における「市民団体」等

から、今後のまちづくりにおける課題や必要な取組について、団

体別に意見を聴取する

■目的

■概要

（１）実施時期

ア コミュニティ単会：６月２７日（月）～７月１５日（金）（予定）

イ 学生（高校・大学）、各分野の市民団体等：６月下旬～８月上旬

（２）実施方法

ア コミュニティ単会、学生：インタビュー方式

（コミュニティ単会には、事前に準備シートを配布した上で実施）

イ 各分野の市民団体等：アンケート方式

（３）主な調査項目（案）

○ 市全体・各地域の魅力や課題

○ 各団体における課題

○ 今後のまちづくりにおいて取り組むべき内容 など
前回のインタビューの様子
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■調査団体（案）

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、市福祉団体連絡協議会、
市連合民生委員児童委員協議会、市社会福祉協議会

6

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、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

32

４都市基盤
市建設業協会、県宅地建物取引業協会県北支部、
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、
日立地区セイフティ・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 （インタビュー方式＋アンケート方式） 80

大綱の区分 団体名（順不同） 団体数

６協働
コミュニティ全２３単会、大学生（茨城キリスト教大学、茨城
大学）、高校生（日立ヤングリーダーズクラブ） 26

インタビュー方式

アンケート方式
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５．市報等を活用した意見募集について

■目的

○ 今後のまちづくりに対する意見・提案を、市報・インターネット

等を活用して、広く市民から募集する

■概要

（１）実施時期

ア 市報：７月５日号に掲載予定

イ インターネット：７月初旬～８月中旬

（２）調査方法（いずれも自由記述方式）

ア 市報：切り抜きハガキ形式による郵送回収

イ インターネット：メールによる回答

（市ホームページによる一般募集のほか、インター

ネットモニターにも依頼予定）

（３）期待される意見等（見込み）

○ 日立市に活気を生み出すためのアイデア

○ 若者や子育て世代の支援策として特に必要なもの

○ 住んでいて不便に感じること、良かったと思うこと

○ 日立市が他に誇れるもの（ひたちらしさ） など
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６．市民懇談会の実施について

■目的

○ 今後のまちづくりに対する意見・提案を、懇談会の場で直接聴取

するとともに、意見交換等によりニーズを把握する

■概要

○ 開催日時及び場所

本庁・各支所の地区別（７か所）に会場を設置し、夜間又は休日

に開催する（各会場とも、住所や年齢等の要件を設けない）

期日 時間 区分 地区 場所

7/19（火） 午後6時30分～午後8時 夜間 本庁 市役所

7/23（土） 午前10時～午前11時30分 休日 西部 中里交流センター

〃 午後2時～午後3時30分 〃 日高 日高交流センター

〃 午後5時～午後6時30分 〃 十王 十王交流センター

7/24（日） 午前10時～午前11時30分 〃 南部 久慈交流センター

〃 午後2時～午後3時30分 〃 豊浦 豊浦交流センター

7/27（水） 午後6時30分～午後8時 夜間 多賀 大久保交流センター
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■周知方法

○ 市報（７月５日号予定）

○ 市ホームページ

○ 市フェイスブック

○ 行政放送（ケーブルテレビ）

○ ＦＭひたち

○ チラシ配架

（市民課・各支所・各交流

センター等）

チラシ（案）

前回の市民懇談会の様子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市では、平成２９年度から平成３３年までの５年間のまちづくりの 

指標となる「日立市総合計画 後期基本計画」を策定しています。 

策定の参考にさせていただくため、市民の皆様からまちづくりに関する 

ご意見を伺うことを目的として、市民懇談会を開催します。 

都合の良い日時に、ぜひ、お誘い合わせのうえお越しください。 

 

★日 程  平成２８年７月１９日(火)から２７日(水)まで（下表のとおり） 

★対 象  日立市内にお住まいの方、日立市内に通勤・通学している方 

★内 容  ○後期基本計画策定の概要説明 

○意見交換会 

○今後のスケジュールなど 

★申 込  不要 ※直接会場へお越しください。 
 

 とき・ところ 

７月１９日（火） 午後６時３０分から８時まで       日立市役所５１１号会議室 

２３日（土） 午前 10 時から 11 時３０分まで  中里交流センター 健康増進室 

午後２時から３時３０分まで    日高交流センター２階１号室 

午後５時から６時３０分まで    十王交流センター会議室１ 

２４日（日） 午前 10 時から 11 時３０分まで   久慈交流センター 多目的ホール 

午後２時から３時３０分まで    豊浦交流センター ２階１号室 

２７日（水） 午後６時３０分から８時まで       大久保交流センター ４階会議室 

 

問い合わせ先 日立市市長公室 企画調整課 

IP 電話 ０５０（５５２８）５０３２ 

TEL  ０２９４（２２）３１１１ 内線３２５ 

～ 後期基本計画策定のための市民懇談会を開催します ～ 

 

皆さんのまちづくりに関する 

ご意見をお聞かせください 


