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１ 調査の概要 

 

（１）調査の目的 

本調査は、総合計画の策定に当たり、市政運営に関わりの深い福祉・医療、教育・

文化、産業、都市基盤、生活環境、協働などの各分野において、様々なまちづくり活

動を展開している各種団体から、今後のまちづくりにおける課題や必要な取組につい

ての意見を集約することを目的として実施しました。 

 

（２）調査の対象団体 

各分野における市内関係団体など 67 団体を調査対象としました。 

【調査の対象団体】 

 

（３）調査期間 

令和２年 12 月 11 日（金）～12 月 25 日（金） 

 

（４）調査内容 

ア 活動分野における課題について 

イ 新型コロナウイルスの影響及び対策について 

ウ SDGs の取組について 

エ 市政に対する意見・提案 

分野 № 団体名（順不同） 分野 № 団体名（順不同）

1 子育て情報編集委員会 35 さくら町商店会

2 日立市高齢者クラブ連合会 36 多賀銀座商店会

3 （公社）日立市シルバー人材センター 37 常陸多賀中央商店会

4 日立市肢体不自由児父母の会 38 千石商店会

5 日立市視覚障害者協会 39 多賀駅前商店会

6 日立市聴覚障害者協会 40 久慈町商店会

7 日立市手をつなぐ親の会 41 日立料飲業組合

8 日立重症心身障害児（者）を守る会 42 日立旅料飲味楽会

9 ハートねっと日立市民の会 43 多賀三業料飲組合

10 日立市連合民生委員児童委員協議会 44 日立市南部旅料飲組合連合会

11 （福）日立市社会福祉協議会 45 常陸農業協同組合　十王営農経済センター

12 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会 46 常陸農業協同組合　みなみ営農経済センター

13 ＮＰＯ法人日立理科クラブ 47 日立市多賀農業協同組合

14 ひたち生き生き百年塾推進本部 48 たかはら・なか里田舎体験推進協議会

15 日立市子ども会育成連合会 49 久慈町漁業協同組合

16 （公財）日立市体育協会 50 久慈浜丸小漁業協同組合

17 国際交流ボランティアネットワークさくら 51 川尻漁業協同組合

18 日立商工会議所青年部 52 久慈浜水産加工業協同組合

19 日立製作所工業協同組合 53 日立おさかなセンター直販店組合

20 久慈鉄工協同組合 54 茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合日立支部

21 国分協同組合 55 日立市建設業協会

22 日立南工業団地協同組合 56 ＮＰＯ法人助け合いなかさと

23 日立中央工業協同組合 57 ＮＰＯ法人ふれあい坂下

24 ひたち立志塾 58 花樹の会

25 日高商店会 59 ＮＰＯ法人ひたちＮＰＯセンター・with you

26 滑川丘商店会 60 （公社）茨城県宅地建物取引業協会

27 神峰商工親交会 61 久慈川菜の花エコネットワーク推進会

28 下町商店会 62 日立市消防団

29 日立駅前平和共栄会 63 女性防火クラブ連絡協議会

30 ひたちぎんざもーる商店会 64 日立地区セーフティ・マイ・タウン・チーム

31 まいもーる商店会（日立銀座中央商店街振興組合） 65 みねこクラブ

32 日立銀座１丁目商店会 66 日立市女性センター友の会

33 パティオモール商店会 67 日立女性フォーラム

34 旭町商店会

産
業

都
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境

協
働

福
祉
・
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【団体の分野別内訳】

課題の有無 福祉・医療 教育・文化 産業 都市基盤 生活環境 協働 計

 ある 10 5 25 6 4 3 53

 ない 3 3

 わからない 3 3

 無回答 1 1

計 10 6 31 6 4 3 60

２ 調査結果 

 

（１）回答数 

調査対象 67 団体のうち、60 団体から回答がありました。（回収率 89.6％） 

図表１ 回答団体の分野別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）活動分野における課題について 

ア 60 団体のうち、53 団体（88.3％）が、「課題がある」と回答しました。 

図表２ 活動分野における課題の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 課題が「ある」と回答した 53 団体から 64 件の課題が挙げられました。 

ウ 最も多かった課題は「後継者不足」で、全体の 58.5％でした。 

エ 次いで「活動の在り方」が 18.9％となっており、活動内容や運営方法の見直

し、新規の取組の検討、活動範囲の拡大など、時代やニーズの変化への対応が課

題となっています。 

 

ある

88.3%

ない

5.0%

わからない

5.0%

無回答

1.7% （n=60）

分野 回答団体数 割合

 福祉・医療 10 16.7%

 教育・文化 6 10.0%

 産業 31 51.6%

 都市基盤 6 10.0%

 生活環境 4 6.7%

 協働 3 5.0%

計 60 100.0%

課題の有無 回答団体数 割合

 ある 53 88.3%

 ない 3 5.0%

 わからない 3 5.0%

 無回答 1 1.7%

計 60 100.0%
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図表３－１ 活動分野における課題の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３－２ 活動分野における課題についての主な意見等 

課題の内容 主な意見 

後継者不足 

 ・高齢化が進み、活動の担い手が不足している。 

 ・新規入会者が少ない。 

 ・加盟店が減少している。 

活動の在り方 

・組織の事業基盤の拡充強化が課題となっている。 

・新規の取組が必要である。 

・活動範囲の拡大が課題となっている。 

・関連団体との情報交換などが不足している。 

・活動の内容が時代に合わなくなってきている。 

財源確保 

・活動資金の安定的な確保が課題である。 

・会員数の減少で会費が激減している。 

・賃料等の運営費が負担となっている。 

活動の低下 

・団体としての機能が衰退している。 

・昨年まで実施していた事業が行えていない。 

・コロナ禍とも相まって、団体の活動が低迷している。 

その他 
・利用者のニーズの把握が必要である。 

・老朽化した施設、設備の更新が課題となっている。 

 

  

課題の内容 回答数 割合

後継者不足 31 58.5%

活動の在り方 10 18.9%

財源確保 5 9.4%

活動の低下 8 15.1%

その他 10 18.9%

回答団体数 53 -

複数回答
58.5%

18.9%

9.4%
15.1%

18.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
（n=53）
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影響がある

（あった）

98.3%

今後、影響が出る

と思う

1.7%

（n=60）

影響の内容 回答数 割合

 活動の縮小 34 58.6%

 売上の減少 21 36.2%

 交流機会の減少 3 5.2%

 その他 5 8.6%

回答団体数 58 -

複数回答 58.6%

36.2%

5.2% 8.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
（n=58）

（３）新型コロナウイルスの影響及び対策について 

ア 60 団体のうち、59 団体（98.3％）が、「影響がある(あった)」と回答しまし

た。 

図表４ 新型コロナウイルスの影響の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ 最も多かった影響は、イベント中止などの「活動の縮小」で、全体の 58.6％で

した。 

ウ 次いで、「売上の減少」が 36.2％となっており、地域経済への影響も見られます。 

図表５－１ 新型コロナウイルスの影響の内容 

 

 

 
 

 

 

 

 

図表５－２ 新型コロナウイルスの影響についての主な意見等 

影響の内容 主な意見 

活動の縮小 

 ・さくらまつり、ひたち国際大道芸などの各種イベントの中止に伴い、予定  

  していた活動が実施できなかった。 

 ・研修会等、集合形式の事業が中止となった。 

 ・年度初めに計画した事業を全て中止せざるを得ない状況となった。  

売上の減少 

・昨年６、７月のアワビ漁業は、コロナウイルスの影響で休業となった。 

・野菜や米、鮮魚などの地場産品の価格が下落した。 

・各工場の受注量が減少している。 

・飲食業は、お祝い、転勤、忘年会等の宴会が少なくなり、影響が大きいほか、

冠婚葬祭も縮小しており、それに関わる業種への影響が発生している。 

交流機会の減少 
・情報交換の場所が確保しづらい。 

・県をまたいでの出張ができず、予定も立てられない状況である。 

その他 

・今後も組合内で閉店が続く可能性がある。  

・Go Toトラベルを始めとした政府の観光支援事業の拙速さに振り回されている。 

・会費負担が重くなり、退会者の増加が懸念される。  

影響の有無 回答団体数 割合

 影響がある
（あった）

59 98.3%

 今後、影響が出る
 と思う

1 1.7%

計 60 100.0%
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取組を行っている

13.3%

今後、取組を行う

予定である

5.0%

取組んでいない

55.0%

わからない

21.7%

無回答

5.0%

（n=60）

対策の内容 回答数 割合

 感染症予防 40 80.0%

 アマビエちゃん登録 9 18.0%

 オンライン会議導入 5 10.0%

 活動の休止・自粛 5 10.0%

 その他 1 2.0%

回答団体数 50 -

複数回答

取組状況 回答団体数 割合

 取組を行っている 8 13.3%

 今後、取組を行う
 予定である

3 5.0%

 取組んでいない 33 55.0%

 わからない 13 21.7%

 無回答 3 5.0%

計 60 100.0%

【団体の分野別の取組状況】

取組状況 福祉・医療 教育・文化 産業 都市基盤 生活環境 協働 計

取組を行っている 2 2 2 1 1 8

今後、取組を行う予定である 1 1 1 3

取組んでいない 5 1 20 4 3 33

わからない 3 7 1 1 1 13

無回答 2 1 3

計 10 6 31 6 4 3 60

エ 新型コロナウイルス対策を実施している団体は 50 団体で 83.3％でした。 

オ 最も多かった対策は、手洗い、消毒、マスクの着用、３密回避といった「感染

症予防」で 80.0％でした。 

カ このほか、「アマビエちゃん登録」や「オンライン会議導入」なども挙げられ

ました。 

図表６ 新型コロナウイルス対策の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）SDGs の取組について 

ア 60 団体のうち、８団体（13.3％）が「SDGs の取組を行っている」と回答しまし

た。 

図表７－１ SDGs の取組状況 
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イ SDGs の 17 の国際目標のうち、10 の目標に取り組まれていました。 

ウ 最も多かった目標は「３ すべての人に健康と福祉を」で、その他にも「５ 

ジェンダー平等を実現しよう」、「７ エネルギーをみんなに そしてクリーン

に」、「11 住み続けられるまちづくりを」、「14 海の豊かさを守ろう」につ

いて、複数の団体が取組を進めています。 

 

図表７－２ SDGs の国際目標別の取組状況 

国際目標 取組数 取組状況 

１ 貧困をなくそう １  ・生活困窮世帯等の自立と生活の質の向上 

３ すべての人に健康と福祉を ４ 
・高齢者への福祉事業 
・健康関連講座の開催 
・禁煙・受動喫煙防止への対応 

４ 質の高い教育をみんなに 1 
・地域における福祉課題解決のための福祉教育・福

祉学習 

５ ジェンダー平等を実現しよう ２ 
・男女協働参画行事への協力 
・情報誌を通して女性の育児・家事について発信 

７ エネルギーをみんなに 
そしてクリーンに 

２ 
・再生エネルギーの利用に関する学習支援 
・自然エネルギーへの啓発活動 

８ 働きがいも経済成長も １ ・新卒向けの企業説明会を開催 

11 住み続けられるまちづくりを ２ 
・子育て支援や介護予防事業の実施 
・まちの問題発掘、魅力のＰＲ 

12 つくる責任 つかう責任 １ ・地域資源活用や地産地消 

13 気候変動に具体的な対策を １ ・地球温暖化対策の学習支援 

14 海の豊かさを守ろう ２ 
・魚に関する講演会の開催  
・海岸の清掃 

計 17  

 

  

複数回答 
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（５）市政に対する意見・提案 

各種団体から寄せられた市政に対する意見やアイデアのうち、多かった意見や特徴

的な意見を分野ごとにまとめました。 

     図表８ 市政に対する意見・提案 

分野 主な意見 

活動への支援 
 地域活性化のため、イベント等に対する助成等が必要である。 

 後継人材の確保に向けた行政の支援が必要である。 

活動の周知広報 
 市報などを活用した、団体活動の紹介や魅力の発信をお願いしたい。 

 若い世代の参加を促すためには団体の魅力の発信が必要である。 

意見交換の機会創出 

 行政や団体間における意見交換の機会を持つ必要がある。 

 子育て世代のニーズを市政に反映させる仕組みづくりを検討してほし

い。 

 まちのにぎわい創出に向けて、官民一体となって考えていきたい。 

コロナ対策 
 国の給付金などの申請は、複雑で手間がかかるため、今後も相談窓口な

どを設置していただきたい。 

地方創生・人口減少対策 

 定住人口が減少する中で、観光振興などによる交流人口の拡大を図る必

要性が高まっている。 

 定住促進のためには、働く場の確保と快適で安全な住環境の整備が重要

である。 
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資料編 

 

（１）活動分野における課題についての意見 

 

分野 NO 意見 団体名 

後継者不足 

（担い手不足） 

1 

会員増員活性化運動で加入促進を図っているが、クラブの解散

や会員減少が加速しており、現状の会員数の維持が難しい状況

にある。 

日立市高齢者クラブ 

連合会 

2 
定年延長などによる入会者数の減少と、それに伴う会員数の減

少が課題である。 

（公社）日立市 

シルバー人材センター 

3 
会員の減少と高齢化により、行事を計画しても人数の確保が困

難となっている。 
日立市視覚障害者協会 

4 
会員数が少なく、若い人が入会しないため、会員が高齢化して

おり、行事内容が限定的になっている。 
日立市聴覚障害者協会 

5 

・若い世代の入会が少なく、会全体が高齢化している。 

・会員は親も子も高齢化しており、親亡き後の子どもの将来が

心配である。 

日立市手をつなぐ親の会 

6 会員が高齢化しており、運営の担い手に不安がある。 
ハートねっと日立市民

の会 

7 

福祉のまちづくりに向けて、増え続ける支援を必要とする世帯

（引きこもり、ゴミ屋敷、認知症高齢者等）への対応を行って

おり、複雑多岐にわたる生活・福祉課題の解決に向け、職員の

確保が課題となっている。 

（福）日立市社会福祉

協議会 

8 後継人材の安定的な確保が課題である。 
NPO法人日立理科 

クラブ 

9 会員の高齢化が課題である。 
国際交流ボランティア

ネットワークさくら 

10 会員の減少、高齢化、後継者問題が課題である。 神峰商工親交会 

11 廃業による商店の減少が課題である。 下町商店会 

12 
組合員と店舗の減少（約10年前組合店舗数28店→現在16店）が

課題である。 

まいもーる商店会 

（日立銀座中央商店街

振興組合） 

13 
営業している店舗等の減少と商店会加入店舗・事業所の減少が

課題である。 
パティオモール商店会 

14 会員数の減少により商店会活動が縮小している。 千石商店会 

15 

数年前からの不景気と、今年のコロナ禍の中で組合員の減少、

組合活動力の低下など、飲食店組合の存続が問われている状況

が続いており、組合活動に協力してもらえる飲食店オーナーの

確保が課題である。 

日立料飲業組合 

16 
新規加入店が少ない一方で、脱退（閉店による退会等）が多く、

組合員数が年々減少している。 
多賀三業料飲組合 

17 組合員の減少、高齢化が課題である。 
日立市南部旅料飲組合

連合会 

18 
農業者の高齢化により、離農者が増加しており、特に畑作農家

が減少している。 

常陸農業協同組合 

みなみ営農経済センター 

19 
将来的な組合員の減少（漁業者の高齢化と後継者不足）が課題

である。 
久慈町漁業協同組合 

20 組合員数の減少が課題である。 久慈浜丸小漁業協同組合 

21 組合員、仲買人の減少のほか、シラス加工業者が不足している。 川尻漁業協同組合 
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分野 NO 意見 団体名 

後継者不足 

（担い手不足） 

22 

・会員数の減少（後継者の問題による廃業等）が課題である。 

・技術者及び作業者の高齢化、中堅の建設技術者不足、若年層

の建築業離れによる若手技術者の減少が課題である。 

・若手の入職者が極端に少ない（建築系や土木系の入学者が減

少傾向にあり、人材を大手企業が奪い合う構図や「きつい・

汚い・危険」というイメージ、休日や給与の少なさといった

待遇面の課題がある。） 

日立市建設業協会 

23 

協力者（ボランティア）不足、弁当配達やその他男性支援者の

不足、NPO法人に対する理解が不足しており、困っている市民

に支援が行き届かない。 

NPO法人ふれあい坂下 

24 高齢化（平均79歳）で積極的な活動が困難になっている。 花樹の会 

25 高齢化、後継者問題が課題である。 
（公社）茨城県宅地 

建物取引業協会 

26 実行委員の高齢化により、将来の後継者不足が課題である。 
久慈川菜の花エコ 

ネットワーク推進会 

27 安定した消防団員数の確保が課題である。 日立市消防団 

28 

仕事や子育てをしながらのボランティア活動であり、コロナウ

イルスの影響もあることから、会員の増員をどのように図るか

が大きな問題である。 

日立市女性防火クラブ

連絡協議会 

29 

ボランティア活動に対しての関心が低下傾向にあり、後継者不

足が課題である。（チーム発足以来20年で、高齢による辞退や

死亡などにより、発足時65名体制から、約半数の36名まで減少） 

日立地区セーフティ・

マイ・タウン・チーム 

30 会員数の減少（高齢化）による人手不足が課題である。 みねこクラブ 

31 
これまで行ってきた活動について、ひとりでも多くの方に賛同

してもらい、次の世代を担う方々と連携を図っていきたい。 
日立女性フォーラム 

活動の在り方 

1 

60年間大きく活動を変えてこなかったため、時代に合わなくな

っており、働き方改革や共働きの増加により、市PTA連合会及

び各校PTAの活動内容、活動日時など様々な面で問題が発生し

ている。 

日立市立小・中学校PTA

連合会 

2 ロボットICTなど新規科学教育の取組が必要である。 
NPO法人日立理科 

クラブ 

3 

生涯学習の推進について、各コミュニティ単会とのコミュニケ

ーションが不足しているとともに、必要とされる活動支援など

も不十分である。 

ひたち生き生き百年塾

推進本部 

4 

・指定管理者として、「公共性・公益性の確保と民間的経営手

法の導入」と「サービスの向上と経費削減」という、相反す

る課題を限られた期間内で解決することが困難である。 

・継続して指定管理者となれる保証もない中では、長期にわた

る計画的な人員の雇用が困難である。 

（公財）日立市体育協会 

5 団体の運営方法が課題である。 ひたち立志塾 

6 

・地域とくらしを豊かにする協同組合運動の実践が必要であ

る。 

・組織の事業基盤の拡充強化が必要である。 

常陸農業協同組合 

十王営農経済センター 

7 冬期の利用者増加が課題である。 
たかはら・なか里田舎

体験推進協議会 

8 

・発注工事が短期間に集中する傾向にあり、人員確保、作業量

消化が課題である。 

・建設現場の仕事でIT化が進んでいるが、ソフトにかかる費用

が高い。 

日立市建設業協会 

9 
乗合タクシーの運行エリア拡大（日立市内、常陸太田市の主要

箇所）が必要である。 

NPO法人助け合い 

なかさと 

10 
各住宅団地における防犯団体（例：見守り隊）との情報交換な

どが不足している。 

日立地区セーフティ・

マイ・タウン・チーム 
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分野 NO 意見 団体名 

財源確保 

1 
独自に店舗を借りて運営しており、家賃等の維持費が負担と

なっている。 

ハートねっと日立市民 

の会 

2 運営における財源の確保が課題となっている。 
（福）日立市社会福祉

協議会 

3 活動資金の安定的な確保が課題である。 
NPO法人日立理科 

クラブ 

4 
会員数の減少により、会費収入が激減し、街路灯の電気代、水

道料などの支払いが困難になっている。 

ひたちぎんざもーる

商店会 

5 

街路灯の修繕や、防犯カメラの設置・周知により安全で安心

して買い物できるまちづくりを進めてきたが、加盟店の減少

で維持するのが困難になっている。 

常陸多賀中央商店会 

活動の低下 

1 
発注元である事業所の廃業や事業縮小による就業機会の減少

が課題である。 

（公社）日立市 

シルバー人材センター 

2 昨年まで実施していた事業の実施が困難になっている。 
日立商工会議所 

青年部 

3 
役員のなり手がおらず、商店も少ないため、活動は街路灯の

維持管理のみになっている。 
日立駅前平和共栄会 

4 商店会としての機能が衰退している。 
日立銀座１丁目 

商店会 

5 
新型コロナウイルスの影響により加工部門の活動が縮小して

いる。 

久慈浜水産加工業 

協同組合 

6 

観光誘客の促進には「食」が必要不可欠であるが、県内外客の

人気が高いアンコウ等の地魚類は、水揚げが少なく、需要に

追いついていない状況で、コロナ禍とも相まって「美食のま

ち日立」を目指す活動も低迷している。 

茨城県ホテル旅館 

生活衛生同業組合 

日立支部 

7 民間工事の受注減少や工事採算の悪化が課題となっている。 日立市建設業協会 

8 
自主サークルの減少や、会員の減少と高齢化による事業の不

活性化が課題である。 

日立市女性センター

友の会 

その他 

1 
読者（子育て中の当事者）の反応（声）が把握できないことが

課題である。 
子育て情報編集委員会 

2 入所施設とショートステイ実施事業所が不足している。 
日立重症心身障害児

（者）を守る会 

3 
災害発生時の避難行動要支援者名簿登録者への対応につい

て、責任体制を明確にしたい。 

日立市連合民生委員

児童委員協議会 

4 
工業団地として操業を開始して以来50年以上が経過してお

り、インフラの老朽化が進行している。 
久慈鉄工協同組合 

5 
日立南工業団地区域内の法的な建築協定の締結が必要であ

る。 

日立南工業団地 

協同組合 

6 

老朽化により、アーケードの屋根部の破損が激しく、歩行者

の安全が保てない状態にあるため、補修をしたが、柱の劣化

も激しいため、更なる対応が必要となっている。 

まいもーる商店会 

（日立銀座中央商店街 

振興組合） 

7 街路灯の維持管理が課題となっている。 千石商店会 

8 
大みか地区における防犯カメラ、街路灯の取り付けが必要で

ある。 
日立旅料飲味楽会 

9 農業者の所得増大が必要である。 
常陸農業協同組合 

十王営農経済センター 

10 
魚価が安く、漁労所得が少ない組合員が多いことが課題であ

る。 
川尻漁業協同組合 
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（２）新型コロナウイルスの影響についての意見 

 

分野 NO 意見 団体名 

活動の縮小 

1 
会議の中止（４～６月）のほか、子連れで遊べる場所やイベン

トに制限がかかり、情報誌での紹介が困難となっている。 
子育て情報編集委員会 

2 

・研修会、スポーツ大会、芸能発表会、宿泊研修など、ほとん

どの事業を中止した。 

・今後も活動再開に対しては慎重に検討する必要がある。 

日立市高齢者クラブ 

連合会 

3 感染症対策に伴い、就業機会が減少した（イベントを含む）。 
（公社）日立市 

シルバー人材センター 

4 定期総会、各種講演会が中止となった。 日立市聴覚障害者協会 

5 
総会や幹事会、親子で楽しみにしている行事、青年学級のスポ

ーツ、レク、旅行などが全て中止となった。 
日立市手をつなぐ親の会 

6 
年度初めに計画した事業を全て中止せざるを得ない状況とな

った。 

日立重症心身障害児

（者）を守る会 

7 
精神障害者の居場所、相談窓口として運営している「つどいの

広場」を状況により休業したり、営業時間を短縮している。 

ハートねっと日立市民

の会 

8 研修、大会等が中止となった。 
日立市連合民生委員 

児童委員協議会 

9 

地域福祉活動等の推進において、対象者、福祉関係者ともに高

齢者が多いため、事業を中止したり、不要不急の外出を控えな

ければならず、活動や開催方法が制限された。 

（福）日立市社会福祉

協議会 

10 

・総会、全体会議、研修会など行事の80％は中止となった。 

・活動がないことで、団体や活動の必要性を考えるきっかけと

なった。 

日立市立小・中学校

PTA連合会 

11 

・小中学校の休校と夏休みの短縮等のため、「理科室のおじさ

ん」の勤務や授業支援、その他の活動スケジュールが大幅に

変更となった。 

・会員は高齢のため、コロナの危険性が高く、心理的な不安も

大きい。 

NPO法人日立理科 

クラブ 

12 
ひたち市民カレッジ等、従来実施してきた講座やイベント（百

年塾フェスタ）が中止となった。 

ひたち生き生き百年塾

推進本部 

13 イベントの開催や引継ぎができない。 
日立市子ども会育成 

連合会 

14 
30周年記念イベントを中止したが、10月から少しずつ活動の一

部を再開している。 

国際交流ボランティア

ネットワークさくら 

15 昨年まで実施していた事業が実施できていない。 
日立商工会議所 

青年部 

16 人を集めての会議、講習会等を控えている。 日立製作所工業協同組合 

17 活動を中止又は規模を縮小して実施している。 日立南工業団地協同組合 

18 総会が延期となった。 多賀銀座商店会 

19 イベントの自粛や店舗の閉店が発生した。 常陸多賀中央商店会 

20 
商店の減少が加速し、すべての活動ができなくなる可能性が出

てきた。 
千石商店会 

21 よかっぺまつり、ひたち国際大道芸が中止となった。 多賀駅前商店会 

22 
飲食イベント（ドリンクラリー、ジプシーマーケットなど）が

中止となった。 
多賀三業料飲組合 

23 対面での積極的な営業活動は自粛せざるを得ない。 日立市建設業協会 

24 

地域に出向いての高齢者サロン、子ども食堂への高齢者の参

加、地域住民とスタッフとの交流であるサロンの開催が全て中

止となった。 

NPO法人ふれあい坂下 
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分野 NO 意見 団体名 

活動の縮小 

25 感染防止のため活動を全て休止することとなった。 花樹の会 

26 学習支援塾を開催できなかった。 
NPO法人ひたちNPO 

センター・with you 

27 研修会等の集合形式の事業が中止となった。 
（公社）茨城県宅地 

建物取引業協会 

28 
今春の「菜の花まつり」は規模を縮小し、来春は収束が見込め

ず中止することになった。 

久慈川菜の花エコ 

ネットワーク推進会 

29 
令和２年度の事業計画において、行事が全て中止又は延期とな

り、消防団活動が制限されている。 
日立市消防団 

30 
40周年記念式典等は、人員が限られ、多くの会員が参加できな

かった。 

日立市女性防火クラブ

連絡協議会 

31 
さくらまつりなどの市の大型催事や地域内のイベント開催時

に併せて行うキャンペーンが中止になった。 

日立地区セーフティ・

マイ・タウン・チーム 

32 
春～夏頃は活動休止していたが、現在は、感染防止に注意して

活動を再開している。 
みねこクラブ 

33 
最大の事業である「女性センター祭り」をはじめ、バスハイク

などの事業が中止となり、年１回の総会も書面開催となった。 

日立市女性センター 

友の会 

34 
２年に一度の日立市へのまちづくり提言や20周年記念行事が

中止となった。 
日立女性フォーラム 

売上の減少 

1 主催事業の中止に伴う事業収益の減少が生じている。 （公財）日立市体育協会 

2 各工場の受注量の減少が生じている。 日立中央工業協同組合 

3 売上が減少している。 神峰商工親交会 

4 売上の減少やイベントの中止などの影響が出ている。 下町商店会 

5 

飲食業は、お祝い、転勤、忘年会等の宴会が少なくなり、影響

が大きいほか、冠婚葬祭も縮小しており、それに関わる業種へ

の影響が発生している。 

ひたちぎんざもーる 

商店会 

6 商店での客足が減少しており、今後の影響が心配である。 日立銀座１丁目商店会 

7 売上の減少、来街者の減少が見られる。 パティオモール商店会 

8 
コロナウイルスの影響により、各飲食店の客足が遠のいてい

る。 
日立旅料飲味楽会 

9 
組合費を半年分集金しなかったことによる収入の減少が生じ

ている。 
多賀三業料飲組合 

10 組合店の売上減少や、閉店する店が増加している。 
日立市南部旅料飲組合

連合会 

11 直売所の販売実績が減少している。 
常陸農業協同組合 

十王営農経済センター 

12 農産物価格が下落している。 
常陸農業協同組合 

みなみ営農経済センター 

13 
宿泊が全くなくなったほか、イベントが全て中止となり利用者

も激減している。 

たかはら・なか里田舎

体験推進協議会 

14 
・水揚げされた鮮魚等の魚価が下落している。 

・飲食店からの注文減少による販売高の減収が生じている。 
久慈町漁業協同組合 

15 
豊洲市場での受入れ自粛による休業と魚価の下落により、売上

が減少した。 
久慈浜丸小漁業協同組合 

16 

・コロナウイルスの影響で６、７月のアワビ漁業は休業となっ

た。 

・居酒屋等の休業により、活魚の単価が下落した。 

川尻漁業協同組合 

17 売上が減少している。 
久慈浜水産加工業 

協同組合 
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分野 NO 意見 団体名 

売上の減少 

18 集客人数や売上の減少が発生している。 
日立おさかなセンター

直販店組合 

19 

観光客のみならず、スポーツツーリズム包括連携協定により拡

大が期待されたスポーツ合宿の大半がキャンセルされ、今後の

集客にも影響が懸念される。 

茨城県ホテル旅館 

生活衛生同業組合 

日立支部 

20 設備投資凍結により売上高が減少している。 日立市建設業協会 

21 利用者が減少している。 
NPO法人助け合い 

なかさと 

交流機会の減少 

1 
・情報交換会の場所の確保が課題となっている。 

・交流会の開催ができない。 
国分協同組合 

2 
人が集まれず、活動ができない（他地域との交流ができな

い）。 
ひたち立志塾 

3 
県をまたいでの出張ができず、予定も立てられない状況であ

る。 
日立市建設業協会 

その他 

1 
当団体は全盲が半数を占めているため、ボランティア介助者が

必要であり密になりやすい傾向がある。 
日立市視覚障害者協会 

2 会費負担が重くなり、退会者が増加することを懸念している。 日立駅前平和共栄会 

3 

コロナ禍の中で当組合の中でも、閉店したお店が数店あり、年

末にかけても数店が閉店する予定で、閉店ラッシュが続く可能

性がある。 

日立料飲業組合 

4 
Go To トラベルを始めとした政府の観光支援事業の拙速さに振

り回されている。 

茨城県ホテル旅館 

生活衛生同業組合 

日立支部 

5 
他県から独居高齢者の親族が来られなくなったことにより、新

たな生活支援(病院送迎など）のニーズが発生している。 
NPO法人ふれあい坂下 
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（３）新型コロナウイルス対策の内容 

   

分野 NO 内容 団体名 

感染症予防 

1 会議時のマスク着用、手指消毒、換気等を行っている。 子育て情報編集委員会 

2 
少人数で集まる場合でも、マスク、手洗いの徹底や、消毒液は

各自が持参するようにしている。 
日立市視覚障害者協会 

3 

・各事業所（作業所、通所介護施設）へ通う際の朝の検温のほ

か、マスクの着用、帰宅時の手洗いを実施している。 

・会議等はなるべく少人数で、マスク着用、間隔を空ける、換

気などを実施している。 

・大人数での会食などは控える。 

日立市手をつなぐ親の会 

4 
三密とならない行動の実践や、マスク着用、手洗いの徹底、会

員に対するマスク配布を実施している。 

日立重症心身障害児

（者）を守る会 

5 
・訪問や会議等での三密対策を行っている。 

・一人暮らし高齢者等への注意喚起を工夫して実施している。 

日立市連合民生委員 

児童委員協議会 

6 

事業の開催に当たっては３密を避けるなどの感染防止対策を

取るとともに、福祉プラザにおいても来館者及び職員の検温、

消毒、飛沫感染防止、換気等を行っているほか、職員には感染

拡大地域への不要不急の外出の自粛を徹底している。 

（福）日立市社会福祉

協議会 

7 

・県のステージに応じて活動の基準を定めている。 

・通常の活動内容から、ドローンを活用した動画制作など子ど

もたちの思い出作り事業に内容を変更し、活動している。 

日立市立小・中学校

PTA連合会 

8 三密対策、手指消毒、検温の徹底を行っている。 
NPO法人日立理科 

クラブ 

9 

マスク着用等の基本対策の遵守や、問診票の提出、フェイスシ

ールドやパーテーションの活用、講座の定員削減・時間短縮、

イベントの分散開催を行っている。 

ひたち生き生き百年塾

推進本部 

10 

個人利用者に対する検温・消毒の依頼、大会利用者に対するコ

ロナ対策確認に加え、園内看板・定時放送での周知を行ってい

る。 

（公財）日立市体育協会 

11 
活動を停止させないよう、規模を小さくしてでも実施し、新生

活様式に移行することが必要と考えている。 

国際交流ボランティア

ネットワークさくら 

12 事務室内においての換気、消毒等を実施している。 日立製作所工業協同組合 

13 
従業員の定期健康診断の対策として、組合事業所の工場（広い

スペース）を借用して実施した。 
日立南工業団地協同組合 

14 
マスク着用、除菌アルコールの設置、飛沫感染防止パーテーシ

ョンの設置を行っている。 
日立中央工業協同組合 

15 
Fun-Mu（足踏み式消毒液噴霧装置）の設置、ソーシャルディス

タンス確保を行っている。 
ひたち立志塾 

16 
各店舗で三密の回避、マスク着用、アルコール消毒の設置等を

行っている。 
下町商店会 

17 
交流センター「よって家」では体温計、アルコール、次亜塩素

酸水を設置するとともに、換気を実施している。 

ひたちぎんざもーる 

商店会 

18 

コロナそのものは目に見えず、対策の取りようがないため、組

合活動としての対応は難しく、個々で基本的なマスク、手洗い

等を強化している。 

まいもーる商店会 

（日立銀座中央商店街

振興組合） 

19 
マスクの着用、飛沫防止のパーテーション、除菌用アルコール

の設置を行っている。 
常陸多賀中央商店会 

20 上半期にマスクを配布した。 千石商店会 

21 アルコール消毒液の配布を行っている。 日立料飲業組合 

22 
当組合では、消毒液、見舞金を配布したほか、時短営業、マス

ク着用、手洗いの実行を促進している。 
日立旅料飲味楽会 
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分野 NO 内容 団体名 

感染症予防 

23 
保健所などからのコロナ対策の案内や、コロナ関係の補助制度

等の資料、アルコール手指消毒剤の配布を行っている。 
多賀三業料飲組合 

24 手洗いの指導などを行っている。 
日立市南部旅料飲組合

連合会 

25 飛沫防止フィルムの設置、事務所の換気、消毒を実施している。 
常陸農業協同組合 

みなみ営農経済センター 

26 マスクの全員着用、消毒の徹底、検温を実施している。 
たかはら・なか里田舎

体験推進協議会 

27 
マスク着用や事務室の換気、石けんによる手洗いなどを行って

いる。 
久慈町漁業協同組合 

28 
マスクの着用、アルコール消毒のほか、組合員及び市内飲食店

への次亜塩素酸水の配布を行っている。 
久慈浜丸小漁業協同組合 

29 マスクの着用、消毒スプレーの設置等を行っている。 川尻漁業協同組合 

30 

マスク着用、アルコール消毒液の設置、サーモカメラによる体

温測定、ソーシャルディスタンスの周知、ビニールカーテンや

仕切り板の設置等を行っている。 

日立おさかなセンター

直販店組合 

31 
茨城県が定めるガイドラインに基づいた感染防止対策を実施

している。 

茨城県ホテル旅館 

生活衛生同業組合 

日立支部 

32 

・国土交通省や全国建設業協会による新型コロナウイルス感

染症対策の実践の周知を行っている。 

・手洗い、手指消毒、マスク着用、大人数での会食・懇親会の

中止を行っている。 

・会社事務所に加湿空気清浄機を複数台設置している。 

・社内外において適切な換気、社会的距離確保等３密回避を徹

底している。 

日立市建設業協会 

33 
・運転員のマスク着用、消毒などのコロナ対策を行っている。 

・利用者へのマスク着用、消毒などの依頼を行っている。 

NPO法人助け合い 

なかさと 

34 

・市の助成金を活用して、子ども食堂への空気清浄機やクリア

パネルを設置したほか、消毒液、体温計などの衛生用品を充

実させた。 

・開催中の子ども食堂に、フードバンクの食材を提供でき、喜

んでもらっている。 

・三密を避け、教室スタイルにテーブル２人まで、検温、手指

消毒、換気、食後のテーブル除菌、個配（かつてはオードブ

ル）を実施している。 

・付添送迎においては、マスク必着、手指等の消毒、保温配食

においては、自前のマスクと備品マスクを交換しての作業な

ど、これまで以上に衛生面に配慮している。 

NPO法人ふれあい坂下 

35 
検温、マスク、消毒、アクリル板、フェイスシールド着用等を

行っている。 

NPO法人ひたちNPO 

センター・with you 

36 少人数での活動を心掛けている。 
久慈川菜の花エコ 

ネットワーク推進会 

37 
定期的な機械点検を実施する場合、最小限の人数で、全員マス

クの着用、手指消毒を徹底している。 
日立市消防団 

38 
マスクの着用、うがい、手洗いのほか、三密にならないよう注

意している。 

日立市女性防火クラブ

連絡協議会 

39 アルコール消毒液の設置、マスク着用を行っている。 みねこクラブ 

40 
手指消毒用のアルコール自動ディスペンサーを２台、利用施設

に贈呈した。 

日立市女性センター 

友の会 

アマビエちゃん

登録 
1 

式典、イベントでの「いばらきアマビエちゃん」登録を行っ

ている。 

（公社）日立市 

シルバー人材センター 
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分野 NO 内容 団体名 

アマビエちゃん

登録 

2 いばらきアマビエちゃん登録を行っている。 
ハートねっと日立市民

の会 

3 アマビエちゃん登録を進めている。 
ひたち生き生き百年塾

推進本部 

4 いばらきアマビエのお知らせを掲示している。 神峰商工親交会 

5 
各店にいばらきアマビエちゃん登録を要請し、実行してい

る。 

ひたちぎんざもーる 

商店会 

6 アマビエちゃんの登録を行っている。 常陸多賀中央商店会 

7 「いばらきアマビエちゃん」への登録を推進している。 日立料飲業組合 

8 アマビエちゃん登録を行っている。 
たかはら・なか里田舎

体験推進協議会 

9 いばらきアマビエちゃんの利用登録を推進している。 

茨城県ホテル旅館 

生活衛生同業組合 

日立支部 

オンライン会議

導入 

1 

オンライン授業やオンライン会議の取組を拡大したほか、オン

ライン授業等を可能とするハード・ソフトを積極的に導入し

た。 

NPO法人日立理科 

クラブ 

2 ZOOM等の導入を行った。 
ひたち生き生き百年塾

推進本部 

3 ZOOMを購入した。 ひたち立志塾 

4 WEB会議を導入した。 
（公社）茨城県宅地 

建物取引業協会 

5 リモート会議体験研修を開催した。 日立女性フォーラム 

活動の休止・ 

自粛 

1 役員会の回数を制限したほか、話し合いの時間を短縮した。 日立市聴覚障害者協会 

2 活動自粛及び学区、単会への自粛要請を行った。 
日立市子ども会育成 

連合会 

3 コロナ感染拡大防止のための計画休暇取得を推進した。 
常陸農業協同組合 

十王営農経済センター 

4 講習会、研修会の中止を行った。 
常陸農業協同組合 

みなみ営農経済センター 

5 活動を休止した。 花樹の会 

その他 1 オープンテラス設置の検討を行った。 日立駅前平和共栄会 
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（４）SDGsの取組の内容について 

 

国際目標 NO 内容 団体名 

1.貧困をなくそう 1 
生活困難・困窮世帯の自立と生活の質向上に取り組

んでいる。 

（福）日立市社会福祉

協議会 

3.すべての人に健康と 

福祉を 

1 福祉課題への対応を行っている。 
（福）日立市社会福祉

協議会 

2 健康関連講座を開催している。 
ひたち生き生き百年塾

推進本部 

3 禁煙、受動喫煙防止への対応を行っている。 多賀三業料飲組合 

4 高齢者への福祉事業を行っている。 
NPO法人助け合い 

なかさと 

4.質の高い教育をみんなに 1 
地域における福祉課題解決のための福祉教育・福祉

学習に取り組んでいる。 

（福）日立市社会福祉

協議会 

5.ジェンダー平等を 

実現しよう 

1 

子育て中の女性の代表として意見を述べる機会に

参加することや、子育て情報誌による情報発信で、

無報酬の育児・家事について認識を高めることの一

助になっていると認識している。 

子育て情報編集委員会 

2 男女共同参画行事への協力を行っている。 日立女性フォーラム 

7.エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 

1 
発電のしくみ等の授業支援において、再生エネルギ

ーの利用の重要性を伝えている。 

NPO法人日立理科 

クラブ 

2 自然エネルギーへの啓発活動を実施している。 
ひたち生き生き百年塾

推進本部 

8.働きがいも経済成長も 1 

市内において大手企業の説明会が実施されないこ

とから、若手人材の確保のため、日立市独自の新卒

向けの企業説明会を開催している。 

日立商工会議所 

青年部 

11.住み続けられるまち   

づくりを 

1 子育て支援や介護予防に取り組んでいる。 
（福）日立市社会福祉

協議会 

2 
まちの問題発掘、魅力PRとして市への提言会の開

催、MAPつくりなどを実施している。 
日立女性フォーラム 

12.つくる責任 つかう責任 1 地域資源活用や地産地消に取り組んでいる。 
ひたち生き生き百年塾

推進本部 

13.気候変動に具体的な 

対策を 
1 

・発電のしくみ等の授業支援において、地球温暖化

対策の重要性を伝えている。 

・授業支援を通じて自然の大切さを講義している。 

NPO法人日立理科 

クラブ 

14.海の豊かさを守ろう 

1 若い世代向けのお魚講演会を開催している。 
ひたち生き生き百年塾

推進本部 

2 
レジ袋削減の取組、河原子海岸の清掃などを行って

いる。 
多賀三業料飲組合 
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（５）市政に対する意見・提案について 

 

分野 NO 意見・提案 団体名 

コロナ対策 

1 

加入店舗のほとんどが、地場の零細企業もしくは家族経営の店

舗であり、今回の国の給付金や県の協力金の申請などに手間を

要した。組合によるフォローも限界があり、市に今後も相談窓

口やフォローする部署を設置していただきたい。持続化給付金

の際の産業経済部のフォローは助かった。 

日立料飲業組合 

2 
組合を続けていくには、コロナ終結が必要である。そのために

は、市のリーダーシップが必要と思われる。 
日立旅料飲味楽会 

3 スナックも参加できるコロナ支援策を出してほしい。 
日立市南部旅料飲組合

連合会 

活動の周知広報 

1 若い世代の参加のためには会の魅力発信が必要である。 日立市視覚障害者協会 

2 

・SDGsへの取組及び災害の応急復旧対策以外に市民へPRでき

る協会活動の実践が必要である。 

・中学生、高校生、大学生に対し、建設業のイメージアップや

PR活動を積極的に行い、雇用に結びつける取組が必要であ

る。 

日立市建設業協会 

3 
活動の広報、困っている市民への情報提供は、積極的に行って

ほしい。 
NPO法人ふれあい坂下 

4 
日立市の南玄関口としてのPRと菜の花畑へのアクセスの利便

性向上が必要である。 

久慈川菜の花エコ 

ネットワーク推進会 

5 
団員数の確保のためには、従来の活動に固執することなく、市

報等を利用した魅力向上を推進する必要がある。 
日立市消防団 

6 市報などで活動を取り上げPRしてほしい。 
日立地区セーフティ・

マイ・タウン・チーム 

地方創生・ 

人口減少対策 

1 

将来を見据えた場合、人口流出を如何に止めるか、そして人口

増加をどのように図るかが、非常に大きな問題である。そのた

めに、県北の学園都市づくりと「福祉のまち日立市」の再現に

より、日立市に住みたい、見学したいと思われるまちにしたい。 

日立重症心身障害児

（者）を守る会 

2 

日立市の急激な人口減少と高齢化傾向には危機感を感じてい

る。定住化促進のためには、働く場の確保と快適で安全な住環

境整備が重要と思われる。住環境の面はほぼ満足しているが、

更なる地域商工業の振興策が望まれる。 

久慈鉄工協同組合 

3 
年々高齢化が進み、民泊を受け入れる家庭が減少している。若

者の定住策が必要である。 

たかはら・なか里田舎

体験推進協議会 

4 

定住人口が減少する中で、観光振興により交流人口の拡大を図

る重要性が増している。日立市の活性化を促進するためにも、

少しでも工業振興から観光振興へと軸足を移してほしい。これ

からの観光振興においては、恵まれた立地性を活かす観光資源

の掘り起こしとブラッシュアップを行う必要がある。日立市が

得意とする観光スタイルを構築し、先人が夢見た「常陸湘南」

の実現を目指してほしい。 

茨城県ホテル旅館 

生活衛生同業組合 

日立支部 

活動への支援 

1 

今後も、会員が地域に貢献していることを感じながら活躍でき

るよう、市民生活に関わる分野における就業の機会の提供など

の、協力をお願いする。 

（公社）日立市 

シルバー人材センター 

2 

色々な場所に、手話で会話できる人がいれば安心して生活でき

るため、一般の人を対象とした手話の勉強会を開催してほし

い。 

日立市聴覚障害者協会 
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分野 NO 意見・提案 団体名 

活動への支援 

3 

・市全体（特に北部）におけるグループホームの充実が必要で

ある。 

・就学時及び支援学校卒業時の教育と福祉の強化が必要であ

る。 

・障害者の差別解消について、小学校などの授業の中に組み込

むことが必要である。 

日立市手をつなぐ親の会 

4 

本会が地域福祉を推進する中核の団体として、発展・活動を継

続するためには、市よる本会活動への理解と継続的な財政支援

とともに、保健・福祉関係各課を中心とした更なる連携が重要

である。 

（福）日立市社会福祉

協議会 

5 

・コミュニティ活動の一部を市の事業にしてほしい。PTA役員

がコミュニティに参加や協力を求められるが、限界がある。 

・PTAやコミュニティ活動に市職員の参加が少ないため、参加

している人は評価すべきだと思う。 

日立市立小・中学校

PTA連合会 

6 

・今後も引き続き市からの物心両面の援助をお願いしたい。 

・後継人材の安定的な確保のため、教員OB等の協力をお願いし

たい。また、科学館との活動の連携を強めたい。 

NPO法人日立理科 

クラブ 

7 

当組合では特に上下水道が各所で劣化していることから、早急

な修繕が必要な状況にあるが、財政面は厳しく、公的な資金調

達も相談窓口が限られており、困難となっている。 

久慈鉄工協同組合 

8 
地域活性化のため、季節のイベント等に対しての助成、補助金

の増額が必要である。 
下町商店会 

9 
中心部での集客を望む。個々の店の力だけでは、活性化は困難

である。 
日立銀座１丁目商店会 

10 

当商店会の発展には、会員店舗の経済的向上が必要である。駅

前や、まちなかがどのようになれば、生活者、消費者に受け入

れられるのかを第一に、再々開発をお願いしたい。 

パティオモール商店会 

11 

コロナ禍の影響で店舗を維持することが難しくなってきてお

り、商店会会費の集金が難しい状況である。商店会費の助成を

考えてほしい。 

常陸多賀中央商店会 

12 
商店会での街灯の維持管理が大変であり、行政にお願いした

い。 
千石商店会 

13 

発展には同業者同士の横の繋がりが大事だと思う。飲食店同士

の力を合わせて活動する飲食店組合への加入を市の補助金利

用の要件としてほしい。 

多賀三業料飲組合 

14 法人税、固定資産税を安くしてほしい。 川尻漁業協同組合 

15 

・女性、若者の建設業界への入職を目指し、市が発注する工事

では、週休二日制及び十分な対価を標準化してほしい。 

・老朽化したライフラインの積極的な修復と更新工事の強力

な推進が必要である。 

・工事発注の平準化や建設工事に関わるソフトの費用に対す

る助成金制度の導入等が必要である。 

日立市建設業協会 

16 
他市町村との横並び行政ではなく、日立市で初めて実施するも

の（運行エリア拡大等）に取り組んでいただきたい。 

NPO法人助け合い 

なかさと 

17 

会の発足当初は市役所OBが２～３割程度在籍していた。退職す

る市職員に入会を勧め、防犯意識を高めるよう努力してほし

い。 

日立地区セーフティ・

マイ・タウン・チーム 

18 
駐車場の整備が必要である。また、会員減少や高齢化に伴う会

費負担軽減のために事業予算への補助が必要である。 

日立市女性センター 

友の会 

19 地域愛と行動力のある仲間が必要である。 日立女性フォーラム 

意見交換の機会

創出 
1 

市政に対しては、子育て当事者のニーズを市政に反映させる方

法を明示してほしい。 
子育て情報編集委員会 
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分野 NO 意見・提案 団体名 

意見交換の機会

創出 

2 

高齢者クラブに関する補助金の仕組みや事務局の在り方など

について、行政・社協・市高連が連携して議論を深めていく必

要があると思う。 

日立市高齢者クラブ 

連合会 

3 
PTAと教育委員会と学校の三者で話し合いを設けて、予算に反

映する仕組みを作ってほしい。 

日立市立小・中学校

PTA連合会 

4 
適正予算の付与や忌憚のない意見交換会の実施（団体および行

政間）が必要である。 

日立市子ども会育成 

連合会 

5 

ぎんざもーる街の通りを利用して学生の発表会など若者が集

まる取組と、二十三夜尊に集まるお年寄りをうまく融合する仕

組みをつくり、市民と一緒に商店街をつくり上げていけると良

いと思う。人、モノ、金の流れを官民一体となって考えていけ

れば良いと思う。 

ひたちぎんざもーる 

商店会 

6 

桜のまちづくりの方針・施策について、市長自らの考えや、ボ

ランティア団体との協力・連携を聞くチャンスがあれば、意欲

向上につながる。 

花樹の会 

その他 

1 

今後の活動については、記事編集以外にもスケジュール等の検

討のための会議を持つことや会議のリモート化の検討が必要

である。 

子育て情報編集委員会 

2 
JR常磐線各駅で、遅延などについて字幕での情報提供が必要で

ある。 
日立市聴覚障害者協会 

3 

今後は障がいの壁をなくしていくことが大事である。壁をなく

すことで相互理解が進み、誰もが障がいがあることが特別では

ないという意識を持つことにつながると考える。 

ハートねっと日立市民

の会 

4 市民が全員で進んでいける方向を示してほしい。 
日立市連合民生委員 

児童委員協議会 

5 ロボット技術やICTなど新規科学教育の取組を検討したい。 
NPO法人日立理科 

クラブ 

6 

「民間」と「公共」を併せ持つ「日立市体育協会」が、指定管

理者制度のもと構築してきたノウハウをアピールし、引き続き

指定管理者に選定されることこそが、スポーツ施設の公益性・

公共性の確保につながることを示すため、市体育協会は、「生

き残り」を賭け、これから必死の思いで事業展開していかなけ

ればならないと考えている。 

（公財）日立市体育協会 

7 

平和通りに無料のパーキング帯があるが、特定者の月極駐車場

となっている現状がある。以前にこの件で検討会が設けられた

が、改善に至っていない。 

日立駅前平和共栄会 

8 

・日立市でSDGsの取組を進めているということだが、もっと市

民にSDGsの内容や取組をアピールした方が良い。一部だけが

知っているのでは、生活に浸透しない。 

・公園の遊具の管理や点検等の安全管理が心配である。 

・街灯が少ないので暗く、安全面（不審者等）が不安である。 

・公道の雑草処理（交通事故防止、美観維持、健康対策）が必

要である。 

・日立市の総合計画では、どういうまちづくりをするか総花的

で具体性がない。そこで、SDGsを核として全面に出してのま

ちづくり政策を推進すべきと提案する。 

日立市建設業協会 

9 
地域内にたくさんのボランティア団体やNPO法人を育て、行政に活

かしている、先進自治体についてもっと勉強してもらいたい。 
NPO法人ふれあい坂下 

10 委託事業の在り方について、検討が必要である。 
NPO法人ひたちNPO 

センター・with you 

11 
消防団活動が消火活動中心から予防警戒、安全確保に関わる活動に

拡大しており、活動への参加や訓練方法の検討が必要である。 
日立市消防団 

12 日立女性フォーラムの提言を少しずつでも実現してほしい。 日立女性フォーラム  


