
 

 

 

 

 

 

日立市総合計画 
 

 

 

 

 

 

市報等のアンケート結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長公室 政策企画課 

  



 

 

 

 

 

【 目 次 】 

 

１ 調査の概要 ··································································· 1 

２ 調査結果 ······································································ 2 

資料編·············································································· 10 

 

 

 

 

 

  



- 1 - 

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、市民等を対象に、目指すべきまちの姿や市が

取り組むべきまちづくりに対する意見・提案を広く募集することを目的として実施し

ました。 

 

（２）調査対象者 

調査は、市報や市ホームページに掲載し、幅広く市民等からの意見を募集したほか、

インターネットモニター登録者への調査依頼を行いました。 

 

【調査の対象者】 

媒体 調査対象者 

市報   市民 

市ホームページ  対象者を限定していない（市外在住者も回答可） 

インターネットモニター  インターネットモニター登録者（216 名） 

 

（３）調査期間 

媒体 調査期間 

市報   新春号（１月１日号）に掲載 ～ 令和３年１月 22 日（金） 

市ホームページ 
 令和２年 12 月 11 日（金）～ 令和３年１月 22 日（金） 

インターネットモニター 

 

（４）調査内容 

ア まちづくりに対する意見・提案 

イ 日立市がめざすべきまちの姿 
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市報

74.3%

市ホーム

ページ

15.8%

インターネットモニター

9.9%
（n=202）

媒体 回答数 割合

 市報 150 74.3%

 市ホームページ 32 15.8%

 インターネットモニター 20 9.9%

計 202 100.0%

性別 回答数 割合

 男性 115 56.9%

 女性 79 39.1%

 無回答 8 4.0%

計 202 100.0%

男性

56.9%

女性

39.1%

無回答

4.0% （n=202）

２ 調査結果 

 

（１）回答数 

202 件の回答があり、市報を媒体とした回答が全体の 74.3％を占めています。 

 

図表１ 回答数及び媒体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）回答者の属性 

ア 回答者の性別は、男性が 56.9％、女性が 39.1％となっています。 

 

図表２ 回答者の性別 
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12.5%

0.7%

6.3%

0.7%

25.0%

28.0%

11.3%

10.0%

21.9%

6.0%

25.0%

21.9%

26.0%

15.0%

6.3%

18.0%

25.0%

3.1%

30.0% 7.3%

インター

ネット

モニター

市HP

市報

1.3%

3.5%

2.5%

2.6%

1.5%

17.7%

14.8%

15.3%

15.2%

5.2%

8.9%

19.0%

31.3%

25.3%

21.5%

12.2%

15.8%

22.8%

28.7%

25.3%

2.5%

1.7%

5.4%

女性

男性

全体

【回答者数】

男性 女性 無回答 市報 市HP
インターネット

モニター

 19歳以下 5 4 1 1 4

 20～29歳 3 3 1 2

 30～39歳 31 17 14 17 9 5

 40～49歳 18 6 12 9 7 2

 50～59歳 51 36 15 39 7 5

 60～69歳 32 14 17 1 27 2 3

 70歳以上 51 33 18 45 1 5

 無回答 11 2 2 7 11

計 202 115 79 8 150 32 20

【回答者の割合】

男性 女性 無回答 市報 市HP
インターネット

モニター

 19歳以下 2.5% 3.5% 1.3% 0.7% 12.5%

 20～29歳 1.5% 2.6% 0.7% 6.3%

 30～39歳 15.3% 14.8% 17.7% 11.3% 28.0% 25.0%

 40～49歳 8.9% 5.2% 15.2% 6.0% 21.9% 10.0%

 50～59歳 25.3% 31.3% 19.0% 26.0% 21.9% 25.0%

 60～69歳 15.8% 12.2% 21.5% 12.5% 18.0% 6.3% 15.0%

 70歳以上 25.3% 28.7% 22.8% 30.0% 3.1% 25.0%

 無回答 5.4% 1.7% 2.5% 87.5% 7.3%

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

媒体別

年齢別 全体

性別 媒体別

年齢別 全体

性別

イ 回答者の年齢構成は、60 歳未満の現役世代が 53.5％、60 歳以上が 41.1％とな

っていますが、媒体別に見ると、市ホームページからの回答者は、現役世代が

90％を超えています。 

図表３－１ 回答者の年齢構成（男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３－２ 回答者の年齢構成（媒体別） 
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自営業 3.9%

会社員・公務員

38.1%

パート・

アルバイト

10.4%

専業主婦

（主夫）

13.4%

学生 3.5%

無職 21.8%

その他 2.5%

無回答 6.4% （n=202）

本庁地区

33.2%

多賀地区

28.7%

南部地区

7.4%

日高地区

11.9%

豊浦地区

5.0%

十王地区

6.4%

市外

1.5%

無回答

5.9%
（n=202）

職業 回答数 割合

 自営業 8 3.9%

 会社員・公務員 77 38.1%

 パート・アルバイト 21 10.4%

 専業主婦（主夫） 27 13.4%

 学生 7 3.5%

 無職 44 21.8%

 その他 5 2.5%

 無回答 13 6.4%

計 202 100.0%

居住地 回答数 割合

 本庁地区 67 33.2%

 多賀地区 58 28.7%

 南部地区 15 7.4%

 日高地区 24 11.9%

 豊浦地区 10 5.0%

 十王地区 13 6.4%

 市外 3 1.5%

 無回答 12 5.9%

計 202 100.0%

ウ 回答者の職業は、「会社員・公務員」が 38.1％と最も多く、次いで「無職」が

21.8％、「専業主婦（主夫）」が 13.4％の順となっています。 

 

図表４ 回答者の職業 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 回答者の居住地は、本庁地区が 33.2％と最も多く、次いで多賀地区が 28.7％、

日高地区が 11.9％の順となっています。 

 

図表５ 回答者の居住地 
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30.0% 28.4%

35.1%

21.8% 20.3%
22.1%

38.6%

43.3%

27.3%

47.3%

54.0%

41.6%

25.9%
22.9%

32.5%

18.7%
16.9%

22.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

全体 男性 女性

福祉・医療 教育・文化 産業 都市基盤 生活環境 協働

複数回答

全体 男性 女性 無回答 全体 男性 女性 無回答
こども福祉 9 5 4 4.6% 4.4% 5.2%
高齢者福祉 14 8 6 7.1% 7.1% 7.8%
障害者福祉 7 2 5 3.6% 1.8% 6.5%
地域福祉 4 4 2.0% 5.2%
地域医療体制など 22 16 6 11.2% 14.2% 7.8%
健康づくり 3 1 2 1.5% 0.9% 2.6%

小計 59 32 27 30.0% 28.4% 35.1%
学校教育 23 10 10 3 11.7% 8.8% 13.0% 42.9%
高等教育等 6 4 2 3.0% 3.5% 2.6%
生涯学習 5 3 2 2.5% 2.7% 2.6%
文化・芸術 7 5 2 3.6% 4.4% 2.6%
国際化・平和 2 1 1 1.0% 0.9% 1.3%

小計 43 23 17 3 21.8% 20.3% 22.1% 42.9%
工業 21 17 4 10.7% 15.0% 5.2%
商業 15 10 4 1 7.6% 8.8% 5.2% 14.3%
観光 40 22 13 5 20.3% 19.5% 16.9% 71.4%

小計 76 49 21 6 38.6% 43.3% 27.3% 85.7%
市街地整備 24 16 8 12.2% 14.2% 10.4%
道路交通体系 31 23 8 15.7% 20.4% 10.4%
公共交通体系 20 12 8 10.2% 10.6% 10.4%
公園・緑地 8 6 2 4.1% 5.3% 2.6%
河川・水路 3 3 1.5% 3.9%
住宅 7 4 3 3.6% 3.5% 3.9%

小計 93 61 32 47.3% 54.0% 41.6%
自然環境の保全と創造 9 4 5 4.6% 3.5% 6.5%
ごみ・資源 26 12 14 13.2% 10.6% 18.2%
消防・救急 2 1 1 1.0% 0.9% 1.3%
防災・減災 8 5 3 4.1% 4.4% 3.9%
防犯・交通安全 5 4 1 2.5% 3.5% 1.3%
墓地・葬祭場 1 1 0.5% 1.3%

小計 51 26 25 25.9% 22.9% 32.5%
コミュニティ活動 5 2 3 2.5% 1.8% 3.9%
市民の多様な活動 2 1 1 1.0% 1.3% 14.3%
男女共同参画 2 1 1 1.0% 0.9% 1.3%
広聴広報・相談 12 7 5 6.1% 6.2% 6.5%
財政運営 3 3 1.5% 2.7%
行政経営 13 6 7 6.6% 5.3% 9.1%

小計 37 19 17 1 18.7% 16.9% 22.1% 14.3%
197 113 77 7

割合回答数

教育・文化

大綱 施策

福祉・医療

生活環境

協働

産業

都市基盤

回答者数

（３）まちづくりに対する意見・提案 

  ア 全体の概要 

(ｱ) まちづくりに対する意見・提案（複数回答）は、「都市基盤」に関するものが

47.3％と最も多く、次いで「産業」に関するものが 38.6％、「福祉・医療」に

関するものが 30.0％の順となっています。 

(ｲ) 「都市基盤」では、道路交通に関する意見・提案が最も多く、幹線道路の慢性

的な渋滞の解消を求める声が多い結果となりました。 

(ｳ) 「産業」では、観光、工業に関する意見・提案が多く、山や海を活かした観光

拠点の整備や、新たな企業誘致に関する意見が多い結果となりました。 

(ｴ) 「福祉・医療」では地域医療体制に対する意見・提案が最も多く、新たな総合

病院の整備に加え、産科・小児科の不足解消を求める意見が多い結果となりまし

た。 

 

図表６ まちづくりに対する意見・提案（男女別）  
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  イ 大綱・施策別の意見・提案の主な内容 

意見・提案の主な内容を、現在の基本構想の「大綱・施策別」にまとめました。 

 

図表７ 大綱・施策別の意見・提案の主な内容 

大綱 施策 主な意見・提案 

大綱１ 

福祉・医療 

こども福祉 
○ 子育て支援のため、保育園と認定こども園について、質、量ともに充実

させてほしい。 
○ 市内北部エリアに子どもが遊べる施設を作ってほしい。 

高齢者福祉 
○ 「2025年問題」は待ったなし。福祉施設の整備・人材確保等において民

間とも連携し推進してほしい。 
○ 高齢者が気軽に通えるフレイル予防の場を作ってほしい。 

障害者福祉 
○ 障害者のための就労移行支援施設が増えたらいいと思う。 
○ 障害者向けのグループホームを増やしてほしい。 

地域福祉 

○ 本当に必要な人が支援・介護を受けられるように、情報発信の工夫や公
平な支援をお願いしたい。 

○ 各学区の福祉推進員を市と地域（学区住民）のパイプ役としてもっと活
用すべきである。 

地域医療体制など 
○ 産婦人科・小児科の拡充と誘致。 
○ 災害や現在のコロナ等に対応でき、住民が利用しやすい大規模な病院を

整備（新規設立含む）してほしい。 

健康づくり 
○ 広場などにおけるラジオ体操を取り入れた健康づくり事業の実施を提案

したい。 
○ ラジオ体操を各地域で推進する。 

大綱２ 

教育・文化 

学校教育 

○ 子どもたちの学習環境を充実させるため、学校施設や物を充実させてほ
しい。 

○ もっと日本国内に先駆けての先進教育を取り入れてほしい。デジタル化
に力を入れてほしい。 

高等教育等 
○ 自然科学、人工知能、情報科学に秀でた人材の育成に力を入れてほしい。 
○ バランスのとれた文教都市としてのまちづくりを進めてほしい。 

生涯学習 
○ 各大学と連携して高齢者向けの専門性の高い講座を開講し、認知症予防

や高齢者の生きがいづくりにつなげてほしい。 
○ 定年や子育て後の後半生の学習機会の充実を図ってほしい。 

文化・芸術 
○ 市全体としての歴史資産の利活用を図るために、市全体の総合的計画の

立案・実施を願う。 
○ 全世代を通して、文化に親しめる環境の整備を進めてほしい。 

国際化・平和 
○ 休耕地の利用と外国人の休日の充実を図るため、家庭菜園の収穫物を使

った料理教室や福祉食堂を開催することで、地域住民との交流促進をして
ほしい。 

大綱３ 

産業 

工業 
○ IT産業（大企業、ベンチャー）の誘致を強く進めてほしい。 
○ 人口の流出を止めるためにも、働く場の確保が大事だ。企業誘致や市内

企業への補助の充実をしてほしい。 

商業 
○ 日立の商業の活性化のために、大型商業施設を充実してほしい。 
○ 家の近くで買い物できる環境を整備してほしい。 

観光 

○ 日立市の海岸線と里山をもっと利用するべきである。東京からちょうど
よい距離であり、海水浴客だけではなく、釣り客やサーフィン客、イベン
ト来場客等を取り込めば、通年で集客・収入・雇用が生まれる。 

○ 日立アルプスが整備されてきたと思う。山の名前がわかる案内板がある
とよい。 
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大綱 施策 主な意見・提案 

大綱４ 

都市基盤 

市街地整備 

○ 日立市の中心市街地（日立駅から平和通り）では、最近空き家などが増
えているので再開発を行って整備してほしい。 

○ 人口流出を防ぐため、民間主導で旧社宅等の跡地の再開発を市が推進し
てほしい。 

道路交通体系 
○ 国道６号を中心に、市内の渋滞を緩和してほしい。 
○ 歩道の整備等、安全に歩ける道路の整備を進めてほしい。 

公共交通体系 
○ 高齢化対策とバス利用推進のため、バス路線を減らさないでほしい。 
○ 高齢者が多い中、移動支援（福祉タクシー、乗合タクシー）、食品など

の買物支援（移動販売車の増）などの充実を図ってほしい。 

公園・緑地 
○ 芝生の公園を整備してほしい。遊具や設備を工夫した公園がほしい。 
○ 空き家、空き地を整備して、ボールなどを使える公園を町内に一つは整

備してほしい。 

河川・水路 
○ 河川が汚れているため、しっかり管理してほしい。 
○ ごみを捨てないよう、キャンペーンなど行ってほしい。 

住宅 

○ 日立市内の空き家を活用し、若い世代の移住を促す補助金制度を検討し
てはどうか。 

○ 空き家をリフォーム、リノベーションすることによって、若者世代や子
育て世帯が入居すれば、少子高齢化対策にもつながる。 

大綱５ 

生活環境 

自然環境の保全と

創造 

○ カーボンニュートラル宣言をしてほしい。環境にやさしいエネルギーを
使っていくことをPRするのは重要である。 

○ エネルギーミックスへの対応を図り、風力、水力、太陽光など自給自足
のエネルギーによる都市づくりを進めてほしい。 

ごみ・資源 
○ 高齢化が進んでいるので、できるだけ家の近くにごみを出せるようにし

てほしい。 
○ ごみの不法投棄を見つけたら、罰金を取るようにすればいいと思う。 

消防・救急 
○ 高齢化が進んでいる中で、救急車がきても受け入れ先が決まらず、なか

なか搬送できないこともあり、心配している。 

防災・減災 

○ 防災無線の個別受信機があるが、電波が悪く、聞き取りにくい。防災情
報を得られるようにしてほしい。 

○ 自然災害（水害、地震、津波）、原子力災害への対策の充実をお願いし
たい。 

防犯・交通安全 
○ 住宅地周辺に防犯灯を整備してほしい。 
○ 交通ルールについて学校で教えてほしい。 

大綱６ 

協働 

コミュニティ活動 
○ 若い人たちが学べたり、集まったりできるコミュニティがあるとよい。 
○ 幅広い世代が気軽に参加・協力できる新しいかたちの自治会を推進して

ほしい。 

市民の多様な活動 

○ 近隣同士の助け合いボランティア組織を立ち上げるための支援を充実さ
せるべきである。 

○ ボランティア活動の充実を図るため、「ボランティアポイント制度」を
導入してほしい。 

男女共同参画 
○ 女性の立場を確立させるため、自宅でも受講でき、資格も取得できるよ

うなオンラインコミュニティを設立してほしい。 
○ 若い女性が働き始めやすく、持続的に働ける環境を構築してはどうか。 

広聴広報・相談 
○ 情報の発信力が弱いと感じるので、もっともっと外へ発信してほしい。 
○ メーリングリストやSNSを活用したサービスの案内をしてほしい。 

財政運営 
○ 人口減少が進む中で、何に投資すべきかの戦略を考えてほしい。 
○ 限られた財源を有効に使う。その為には、専門家、関係者等から広く意

見を聞いてほしい。 
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大綱 施策 主な意見・提案 

大綱６ 

協働 
行政経営 

○ 交通システム、食糧や日用品の販売などについて、人口減少が進んだ将
来を見据え、立案してほしい。 

○ 若者や現役世代が楽しめるまちづくりをしてほしい。 

 

ウ 特徴的な意見・提案 

 (ｱ) 市が取り組むべき「まちづくりの方向性」について、多く寄せられた意見や特

徴的な意見を分野ごとにまとめました。 

 (ｲ) これまでの「若者・子育て」「道路・公共交通」や「にぎわいづくり」などに

加え、国が進めている「デジタル化」や「脱炭素社会の実現」などの新たな分野

への取組も求められています。 

 

図表８ 特徴的な意見・提案（まちづくりの方向性） 

分野 主な意見・提案 

若者・子育て 

○ 若者が住みやすいまちにならなければ人口減少はとめられないと考える。 
○ 充実した教育環境や高い教育レベルは、子供を持つ、あるいは持とうとする若い世

代に対して魅力になる。 
○ 若者や移住者の起業等を支援する制度をつくる。 

道路・公共交通 

○ 長年の問題と思うが、国道の渋滞の早期解決を望む。 
○ 公共交通の運行本数の増便、始発・最終の時間の見直しなど、利用しやすい環境を

整えてほしい。 
○ 市内におけるコミュニティバスの運行を行ってほしい。 

にぎわいづくり 

○ 集客、魅力の向上を図るため、大型ショッピング施設を誘致し、充実させてほしい。 
○ 人が集まるように、企業や学校の誘致、山と海を活かした観光に投資するべきである。 
○ 駅前の商業施設の活性化策として、学生や若者が集まる仕組み作りが必要である。 

デジタル化 

○ テレワークによる県外からの移住者を増やす。 
○ オンライン診察、処方薬の郵送などへの対応を推進してほしい。 
○ 授業効率化と教育レベルの引き上げのため、ICT（タブレット）導入の促進を提案

する。 

脱炭素社会の実現 

○ 風力、水力、太陽光など自給自足のエネルギーによる都市づくりを進めてほしい。 
○ カーボンニュートラル宣言をしてほしい。 
○ 脱炭素社会に向けて、二酸化炭素から燃料を作る技術を市内の大学で開発・研究し

ている。日立発の新エネルギーにしたい。 
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（４）日立市がめざすべきまちの姿 

「日立市がめざすべきまちの姿」に寄せられた意見を、キーワードごとにまとめる

と、海、山などの「自然・環境」のほか、「いきいき」「安全・安心」「夢・希望」

「若者」などが挙げられています。 

 

図表９ 特徴的な意見・提案（日立市がめざすべきまちの姿） 

キーワード 主な意見・提案 

自然・環境 

○ 美しい海、山をアピールすることにより、近郊から人を呼び込んでほしい。 

○ カーボンニュートラルを宣言し、自然エネルギーの活用とエネルギーの分散による災害

への備えを進めることが重要だ。 

○ 首都圏からのアクセスも良く、山川海が身近にある恵まれた地形をいかした方がいい。 

いきいき 

○ それぞれの年代が生きがいを持って楽しい人生を送れるようにしてほしい。 

○ 10年後の日立市は、安心して住める、生き生きと働ける、楽しく遊べる様なまちに。 

○ 海、山の両方の自然を持つ日立市の特徴を最大限に生かし、誰もが健康的に安心して暮

らしていける街とする。 

安全・安心 

○ 赤ちゃんからお年寄りまで誰もが安心して暮らせるまちにしてほしい。 

○ 公的支援・事業者支援・ボランティア支援を整え、連携し合うことで助け合いのある街

にする。 

○ 住民が安心安全な生活環境のもとで暮らし、居住地に愛着をもつことが大事と考える。 

夢・希望 

○ 市外の人が住みたくなるまちを目指すことが、日立市の明るい未来につながる。 

○ 行政は、未来に希望が持てるようなまちづくりに取り組んでもらいたい。 

○ 市民と知恵を出し合い、コンパクトで持続可能な、明るい未来につながる施策を考え出

すべきだ。 

若者 

○ 若い人たちが市内で就職できるよう、色々な働き口や働き方ができる環境をつくってほ

しい。 

○ 若者や現役世代が住みたい、住んでいて楽しいと感じられるまちづくりが重要である。 

○ 市民や若い世代が日立市に魅力を感じ、住み続けるメリットを享受できる施策が重要で

ある。 
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資料編 

（１）まちづくりに対する意見・提案 

大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱 1 

福祉・医療 

こども福祉 

千葉市のように男性保育士の活躍を推進してほしい。 市報-57 

子どもにかかる医療費を無料にしてほしい。 市報-74 

少子化・人口減少に歯止めをかけるため、子育てへのサポー

トを充実してほしい。具体的には、高校生までの医療費無料

と生活費（食料費や衣服費）の支援をしてほしい。 

市報-84 

子ども達が、安心安全に生活できるまちをつくってほしい。 市報-98 

日立市の少子化を少しでも食い止める為に、出産時期にある

女性に対して、少なくとも茨城県で（可能ならば全国で）一

番手厚い制度を実施する必要がある。それをPRし、近隣自治

体及び県内、出来れば、県外から女性を引き寄せてほしい。 

市 HP-17 

市内北部エリアに子どもが遊べる施設を作ってほしい。北部

エリアは新築住宅が多く建てられており、子どもの数も比較

的多い反面、遊び場が少ないと感じている。 

モニター-1 

安心して出産するために、産婦人科の医師を確保してほし

い。そのために医療従事者への奨学金制度の充実を図ってほ

しい。 

また、保育士や幼稚園教諭の給与を底上げして、託児所の更

なる充実に取り組んでほしい。 

モニター-8 

安心して子供を育てられる環境の整備を進めてほしい。(1)

産婦人科病院の充実(2)小児科病院の充実(3)幼稚園・託児所

の充実 

モニター-15 

子育て支援のため、保育園と認定こども園について、質、量

ともに充実させてほしい。 
モニター-16 

高齢者福祉 

独り身で持病があるので長年通院している。高齢者の通院時

のタクシー代などを助成してほしい。 
市報-1 

高齢者の孤独死対策として、低所得でも入居しやすく、元気

なうちからの入所も可能なグループホーム等の施設整備を

進めてほしい。 

市報-11 

高齢者の増加に比例して病院利用者も増えている。そこで、

健康づくりの推進として、以下を提案したい。①地域サロン

の活性化②ラジオ体操の励行③ウォーキング④グランドゴ

ルフへの参加の呼びかけと大会開催 

市報-22 

高齢者の健康づくりを促すために、以下を提案したい。①60

才以上の希望者全員に万歩計を無料又は定額で配布し、到達

した歩数ごとに景品を渡す。②BRT横の歩道に１kmごとに目

印をつける。③歩道を整備し、街灯をつける。 

市報-25 

高齢者の健康維持のために「集いの場」が設けられているが、

各地域に広げる必要があり、そして参加意欲を高めるために

ポイント付与を提案したい。また、「集いの場」と「シルバ

ーリハビリ体操」をセットにした運営を提案したい。 

市報-39 

子育て環境が素晴らしいと感じる反面、高齢者が元気に暮ら

していくための支援策をもっと充実してほしいと感じる。 
市報-65 

「2025年問題」は待ったなし。福祉施設の整備・人材確保等

において民間とも連携し推進してほしい。 
市報-70 

高齢者が通院するのに不便なことが多いため、交通網の整備

や、医療機関の充実を図ってほしい。 
市報-108 



- 11 - 

大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱 1 

福祉・医療 

高齢者福祉 

高齢者が増加の一途をたどる中、介護職員に対する手当てを

上げてほしい。 
市 HP-3 

コロナが蔓延している中、高齢者が自宅や施設などで体を動

かすことができるように、光回線の整備など、オンライン化

を進めてほしい。 

モニター-7 

高齢者が気軽に通えるフレイル予防の場を作ってほしい。 モニター-13 

障害者福祉 

「子ども食堂」や障害者のための就労移行支援施設が増えた

らいいと思う。 
市報-14 

精神障害者とその家族は困窮している人が多いので医療費

の支援をして頂きたい。 
市報-53 

Ｂ型事業所では仕事が無く困っている。Ｂ型事業所と市内企

業、さらにはＢ型事業所と連携する企業間の連携を促進させ

てほしい。 

市報-144 

１.インクルーシブ公園、遊具の整備 

東京で日本初のインクルーシブ公園（障害の有無に関わら

ず、大人も子どもも誰もが一緒に遊べる公園）が整備された

ことを知り、日立市にも整備してほしいと強く望む。整備に

おいては、公園の敷地に入る際の段差等についてもバリアフ

リー化をしてほしい。これは、高齢者にもやさしい環境とな

るはず。 

２.大人用オムツ替えのベッドの整備 

多目的トイレはあっても、オムツ替えのベッドがなく、自分

の車に戻って替えることが多い。赤ちゃん以外にも、オムツ

替えベッドが必要な人がいることを認識してほしい。 

市 HP-20 

障害者向けのグループホームを増やしてほしい。 モニター-7 

地域福祉 

本当に生活に困っている人、情報に敏感な人、それぞれ地域

福祉の利用の仕方に差がありすぎる。本当に必要な人が支

援・介護を受けられるように、情報発信の工夫や公平な支援

をお願いしたい。 

市報-26 

高齢者で月に７万円の厚生年金をやりくりする暮らしに疲

れている。一方で生活保護費の方が厚生年金よりも多く支給

されていたり、働きながら受給している人もいたりすること

に、疑問を感じている。 

市報-27 

生活保護を受給している人も、軽自動車だけは生活できる範

囲で使用させてもらいたい。バスやタクシーは、お金がかか

りすぎるばかりでなく、コロナ感染のリスクも大きい。 

市報-34 

各学区の福祉推進員を市と地域（学区住民）のパイプ役とし

てもっと活用すべきである。 
市報-50 

地域医療体制など 

産婦人科・小児科の拡充と誘致。海の見える景観のよい場所

への魅力的な産婦人科の誘致。 
市報-16 

日立市内には総合病院が少ないので難しいかもしれないが、

何時でも受診できる優しい総合病院を作ってほしい。 
市報-42 

高齢化を見据えた市立病院の設立 市報-56 

安心して病院に行けるよう、国民健康保険料等を下げる。さ

らに、産婦人科の強化で安心して子どもが産めるようにす

る。 

市報-95 

日立市の福祉・医療の充実は、県北地域全体の安心にもつな

がるので、施設の拡充や人材の確保にさらに力を入れてほし

い。 

市報-109 
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大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱 1 

福祉・医療 

地域医療体制など 

災害や現在のコロナ等に対応でき、住民が利用しやすい大規

模な病院を整備（新規設立含む）してほしい。 
市報-110 

久慈川以北には絶対的に大規模な総合病院が不足している。

日立総合病院以外の受入施設を県北地域全体で考えるべき

である。その時にもアクセス道路の整備や企業の撤退は考慮

すべきだ。 

市報-116 

県北臨海地域の救命救急医療の拡充・充実を求める。県立医

科大構想が消えてしまったが、福祉、福祉という割に福祉医

療が脆弱である。大規模病院を誘致してほしい。 

市報-117 

拠点と言える大規模病院の整備を交通網整備とともに推進

すべきだと考える。県北地域として、日立総合病院だけでは

足りていないと考える。 

市報-118 

日立総合病院に依存する状況から県北臨海部におけるもう

一つの大規模な総合病院を誘致し、医療における利便性と都

市力の向上を図ってほしい。 

市報-132 

子どもの検診に行った時、診てくださった先生が年配で心配

になった。小児科を充実させてほしい。 
市報-148 

県北地区の医師不足解消のため、医学部がある大学を誘致し

てほしい。 
市 HP-4 

出生率を増加させるため、不妊治療の医療機関を充実してほ

しい。市内で不妊治療が受けられる医療機関は１か所しかな

く、男性不妊治療に至っては市外・県外の医療機関に通わざ

るを得ないため、女性男性どちらもが不妊治療できる施設を

誘致してほしい。不妊治療の施設の充実は必ず出生率の上昇

に結びつく。 

市 HP-9 

みんなが医療を受けられるように、病院などを増やしてほし

い。 
市 HP-11 

拠点病院の設置を実施してほしい。 市 HP-32 

「新しい生活様式」の定着を見据え、オンライン診察、処方

薬の郵送などへの対応を推進してほしい。 
モニター-2 

高度な医療を受けられるような、婦人科、耳鼻科を増やして

ほしい。 
モニター-14 

医療制度の窓口的な総合医療科を市立診療所として設け適

切な医療受診が受けられるようにしてほしい。 
モニター-19 

健康づくり 

ラジオ体操を各地域で推進する。地域によっては、様々なグ

ループでラジオ体操を行っており、とてもはつらつとして皆

元気な上、コミュニケーションも活発だ。自由に参加できる

場があると毎日が充実してくる。 

市報-25 

十王総合健康福祉センターに健康器具がいくつかあるが、壊

れているものが多いため、高齢者が気軽に行って運動できる

ようにしてほしい。 

市報-69 

広場などにおけるラジオ体操を取り入れた健康づくり事業

の実施を提案したい。 
市報-88 

大綱２ 

教育・文化 
学校教育 

子育ての施策の充実は、人口減少の歯止めとなる。そのため、

学校統廃合を中止し、返済不要の奨学金等の教育環境の充実

にお金をかけるべきだ。 

市報-5 

退職した教員の人材バンクを整備し、先生方の急な休みや出

張等に対応できる体制を整備することで、働き方改革や地域

の協働にもつながる。 

市報-6 
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大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱２ 

教育・文化 
学校教育 

教育は人づくりの原点である。近年の子どもは忙しさやいじ

めの増加が顕著であることから、幼少期から音楽・美術によ

る感性を育成し、体育による体づくりを進め、道徳による社

会常識の醸成を図ることが重要である。 

市報-12 

保育園・小学校・中学校の給食をオーガニックにしてほしい。

すぐに対応が難しければ、選択制にしてほしい。 
市報-31 

①勉強の補習授業の対策や図書室で自学できるように、中高

生の教育をきめ細かくしてほしい。交流センターや市役所の

空き部屋等を中高生の遊び・交流の場や自学の場所として利

用できるようにしてほしい。 

②不登校などの悩みも増えているので、中高生の保護者の交

流講座を増やしてほしい。 

市報-33 

今の子どもはゲームなどばかりなので、外で遊ぶ昔の遊び

（石蹴り・縄跳び・鬼ごっこ・ベーゴマ・羽根つき・凧あげ

など）などを学校で取り入れてほしい。 

市報-35 

教育者たちのモラル教育を実施してほしい。教える側のスキ

ルアップが必要である。 
市報-45 

日々生活する上で勉強よりも大切なことが増えてきている。

性教育も必要ですが、犯罪についてもっと踏み込んで授業を

してほしい。 

市報-66 

市民や地域が一丸となって人間味ある教育を実践すること

で、更なる教育環境の充実へとつなげてほしい。 
市報-85 

市内の学校において、学校間の交流、親睦等を実施すること

で、思いやりや協力し合う意識の基礎づくりになると思う。 
市報-101 

全体的な学力の低下を感じる。塾や予備校に頼るのではな

く、公立の学校での学びを見直す必要があると思う。 
市報-111 

小中学校の統廃合は、市街地整備とセットで検討すべきだと

思う。今後のまちづくりのデザインについて考え、計画して

ほしい。 

市報-114 

最近若い学生と面談すると、昭和・平成初期の日立市の姿・

存在感を理解していない。まちの歴史に対する正しい知識と

郷土愛を深めてほしい。 

市報-125 

中学校の授業で証券リテラシーの時間を設けてはどうか。 市報-137 

小・中学生の保護者を対象とした勉強会を設置してほしい。 市報-137 

日本の歴史教育や、日本の伝統、日立市の伝統を伝えるため

の教育を充実させてほしい。 
市報-140 

少人数学級は教育現場の悲願である。子どもの学力問題も、

問題行動も、コロナ対策も根本はここにある。デジタル化は、

５年も経てば機器は古くなり、取り巻く環境もガラリと変わ

る。過去に取り入れられた学校のデジタル化の施策の現状を

きちんと検証してからとりかかってほしい。 

市報-147 
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大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱２ 

教育・文化 
学校教育 

子どもたちの学習環境を充実させるため、学校施設や物を充

実させてほしい。水戸市から日立市へ転入してきたが、環境

の違いに驚くことばかりである。市内でも、学校施設にかな

り格差がある。①ランドセルがいただけるのは良いが、地域

によっては、トイレが古く和式のままだったり、同じ学校内

でも学年によってトイレが改修されてきれいになっていた

り、古いままだったりと差がある。②ICTの環境も遅れてい

る。教室に昔のブラウン管テレビが設置されていて、震災の

ときには危ないと感じた。また、電子黒板も導入してほしい。

限られた予算を計画的に、本当に必要としているところへ使

ってほしい。地域間で学校教育環境に差が生じることのない

ようにしてほしい。学校の統廃合が予定されているが、子ど

もたちにとっては、学校生活の1年、1年がかけがえのない学

びの時間である。未来を担う子どもたちのために、もっと学

習環境を充実させ、実際に学校で生活している子どもや先生

が充実感を感じられるように、本当の意味で、日立市の教育

を魅力あるものにしてほしい。 

市 HP-1 

環境教育の強化や、地元学生や退職した教員などの有償ボラ

ンティア等の活用等による授業についていけない子どもの

徹底したケア、CATVのネット回線を通じたデジタル教育な

ど、専門家を集めて検討してほしい。 

市 HP-6 

授業効率化と教育レベルの引き上げのための、市内小中学生

への民間企業との協業とICT（タブレット）導入の促進を提案

する。主な理由は以下のとおり。 

1.官民一体での取り組みによる全国的なPR 

人口を増やすためには、若い世代が日立市に定住していくこ

とが重要であり、子供たちの充実した教育環境や高い教育レ

ベルは、子供を持つ、あるいは持とうとする若い世代に対し

て魅力になる。学力レベルを高めるためには、民間企業の力

を借りてみてはどうか。多くの民間企業は、タブレットでの

教材をすでに準備している。その道のプロがつくった質の高

い教材による授業は、効率化を促す。また、民間との大規模

なコラボは、日立市の取組の全国的なPRにもつながる。 

2.導入費用の低減 

タブレット導入や教材については、多大な費用がかかるが、

大手の民間企業はタブレットの教育プランをすでに準備し

ているかと思う。市全体で提携すれば、先方にとっても良い

PRになることに加え、分析のためのデータ収集の場が得られ

ることにもなり、交渉の余地があるのではないか。 

3.先生の負担軽減と生徒との会話時間の確保 

子供の授業参観を見ていると、先生が黒板に文字を書くこと

に多くの時間が費やされており、生徒とそれほど会話ができ

ていない。タブレット教材の利用で効率的な授業を進め、そ

の空いた分、先生と生徒の会話時間を確保することや、体験

学習（茨城の農業や、日立の水産業等）などを増やすことで、

幅の広い人材育成教育につながる。また、民間のタブレット

教材の採点や分析機能の利用により、先生の負担が大幅に減

り、教育現場でもワークライフバランスがとれて、より魅力

的な先生が集まる可能性がある。その他、将来学校が統廃合

されると聞いており、長距離の通学は交通事故のリスクも高

くなる。その際は諸外国のようにスクールバス導入なども検

討してはどうか。昼間のバスの不稼働時間は、遠足や、プー

ル授業のためのかみね市民プールへの移動手段としての利

用や、昼間のシニアの方々の交通手段として利用すれば、有

効活用にもつながる。 

市 HP-22 
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大綱２ 

教育・文化 

学校教育 

古い学校などの設備が老朽化しており、こどもたちの生活環

境が悪くなってきている。最近はコロナウイルスが流行って

いて、心配なので学校もテレワーク方式にしてほしい。 

市 HP-29 

小中学校編成計画は評価できるが、日立市にはぜひ、もっと

日本国内に先駆けての先進教育を取り入れてほしい。学校現

場は未だアナログで、コロナ禍の休校期間中は一切授業がな

かった。我が学区の小学校では、年末時点でタブレットはな

く、配布は来年になる見通しと聞いている。デジタル化に力

を入れてほしい。 

モニター-8 

共働き世帯の負担を減らすため、保護者が参加する活動を、

もっと参加しやすいような活動形態にしていただきたい。 
モニター-11 

高等教育等 

茨城大学、茨城キリスト教大学などで、市内に就職している

学生の実態調査をしてほしい。 
市報-10 

IT分野の知識は就職も有利であるため、市内の高校にIT科の

設置を進めてほしい。 
市報-28 

教育・文化の質を飛躍的に発展・向上させるため、世界的に

有名な大学等を誘致するとともに、「国際会議場」を創設し

「学術文化都市」をめざしてほしい。 

市報-32 

建築学科のある大学を誘致し、妹島和世氏の協力を得て、市

内に建築物を建てていくことで、建築に関するノウハウや建

築作品を集積し、建築学問の中心地としてほしい。 

市報-131 

茨城キリスト教大と茨城大学工学部、日立第一高等学校、明

秀学園日立高等学校を活用して、バランスのとれた文教都市

としてのまちづくりを進めてほしい。 

市報-143 

まちづくりに役立つ人材を育成するために、多彩な能力を伸

ばすことができる教育環境を整備してほしい。特に、自然科

学、人工知能、情報科学に秀でた人材の育成に力を入れてほ

しい。 

市 HP-12 

生涯学習 

高齢者が増加しているが、高齢者向けの高度な専門分野の講

座がない。各大学と連携して高齢者向けの専門性の高い講座

を開講し、認知症予防や高齢者の生きがいづくりにつなげて

ほしい。 

市報-9 

日立市には、山海を問わず豊かな自然生態系が広がっている

が、市民にほとんど知られていない。また、県北地域に生物

学・地学を学習できる施設はほとんどなく、市民が生物多様

性を学べる機会が減っている。このままでは環境問題等に対

して知識のないまま危機的状況を迎える可能性が高いため、

次のような特色を備えた自然史博物館の立ち上げを提案す

る。 

①まちなかで、日立市の生態系や地学を学べる施設、②市民

が市内に生息する生物を知り、生態系を実感できる施設、③

将来の地球について考えられる施設、④イベントや観察会を

通して生物多様性を実感できる施設 

市 HP-28 

日立市の独自性を生かした「自然教育」による地方再生 

①豊かな自然環境、②整備された都市基盤、③高い教育水準、

これら日立市の特性を生かして、都市部の子どもたちにもア

ピールできるような自然教育を推進し、地方再生を図ること

を提案したい。 

市 HP-30 
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大綱２ 

教育・文化 

生涯学習 

若者たちがHITACHIfrogsや県北ローカルベンチャーなどで

質の高い学びを提供しあい、学んでいるのに対し、中高年の

生涯学習は生きがいさがしや仲間づくりといったものばか

りである。定年や子育て後の後半生の学習機会の充実を図っ

てほしい。 

モニター-9 

市外から日立市に来てもらえる施設として、展望のよい図書

館ができたらよいのではないか。子どもたちが学習する環境

を整えることが子育て世代にとって最大の魅力となる。通信

環境が整った学習スペースがあれば、日立市の強みとなるは

ずである。 

モニター-12 

文化・芸術 

かつての日立市の住宅事情を示す建物を文化財として保存・

活用する方策をとってほしい。 
市報-43 

日立市には「歴史がない」ともいわれるが、これは歴史資産

の利用・活用が不十分なためである。市全体としての歴史資

産の利活用を図るために、市全体の総合的計画の立案・実施

を願う。 

市報-43 

伝統建築工匠の技がユネスコ無形文化遺産に登録された。市

としても伝統産業や技術の推進事業をさらに進めてほしい。 
市報-44 

日立市民会館は古く、狭い。また、駐車場も狭くて不便だ。

クラシックバレエ、伝統芸能、ダンス、歌手のコンサートを

観賞できるモダンで素敵なホールがほしい。 

市報-72 

諏訪町太平田鉱山跡地は、５億年前のカンブリア紀の地層や

岩石が観察できる貴重なジオサイトである。古代生物等の研

究のために、保存整備し、化石発掘のワークショップ、周辺

を見学できる遊歩道などの施設を作ってほしい。 

市報-90 

全世代を通して、文化に親しめる環境の整備を進めてほし

い。 
市報-130 

幼児の時から、文化に接する機会を増やす取組を進めてほし

い。 
市報-130 

国際化・平和 

日立駅からかみね動物園まで、中国語の案内表示を整備して

ほしい。 
市報-49 

市内企業には、外国人の方も多く勤めているが、日本人社会

から孤立する傾向にあり、休日は引きこもりがちな人もい

る。そこで、休耕地の利用と外国人の休日の充実を図るため、

家庭菜園の利用者募集を行うとともに商店街の空き店舗を

活用し、家庭菜園の収穫物を使った料理教室や福祉食堂を開

催することで、地域住民との交流促進をしてほしい。 

市 HP-15 

大綱３ 

産業 
工業 

日立製作所創業の地である日立市に、関連する本社機能を集

約してほしい。日立駅近くに新たなビジネス拠点を作ってほ

しい。 

市報-18 

IT産業（大企業、ベンチャー）の誘致を強く進めてほしい。

優秀な子供が就職のためにＵターンする場所が市内にはな

い。Ｕターンして町工場に勤めたい学生だけではない。 

市報-28 

現在の「IT」・「AI」を超えた「新しいビジネスモデル」を

構築し、シンガポールのように世界中から超一流の学者・研

究者を集めた「最先端研究所」を国・企業と連携して作り、

周辺のインフラ整備を実現させてほしい。 

市報-32 

心臓の血流・弁機能を正常作動させる技術や、脳の電気信号

をとらえて、不自由な体の一部を思うように作動させる技術

の開発などの医工学分野の推進 

市報-38 
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大綱３ 

産業 

工業 

脱炭素社会に向けて、二酸化炭素から燃料を作る技術を市内

の大学で開発・研究している。日立発の新エネルギーにした

い。 

市報-38 

茨城瓦を振興し、瓦の防災性が高まった現在、普及させては

どうか。 
市報-48 

市内にIT企業などの非製造業が進出しやすくするため、企業

に対しての減税、居住する従業員の住宅補助等の支援制度を

充実させてほしい。 

市報-54 

サハリンから天然ガスのパイプラインをひいてくる。これを

日立港までひければ安価なエネルギーが手にはいる。 
市報-77 

新たな大企業の工場を誘致してほしい。日立市は高速道路が

近く、茨城県の港もあり、物流面は悪くないと思う。その利

点を生かし、工場拠点を作るべきだと思う。 

市報-105 

人口の流出を止めるためにも働く場の確保が大事だ。企業誘

致や市内企業への補助の充実をしてほしい。 
市報-112 

補助金・助成金等、外部からの企業誘致と雇用・労働環境の

整備を行ってほしい。 
市報-120 

建築会社・事務所等の誘致をしてほしい。 市報-131 

高卒でも就職できる雇用の確保。世帯主の給料で豊かに生活

でき、共働きでないと生活できない給料から脱却できるよう

産業を充実させる。 

市報-140 

企業城下町と言われた日立市も新たな産業の創成が必要。そ

れには、市外企業の進出や、日立市発の企業が生まれやすい

土壌づくりが必要である。 

市報-143 

新しい技術と産業によるまちづくりを進めるために、研究開

発基盤を整備してほしい。 
市 HP-12 

日立駅周辺で、三菱のマークを目にすることが多くなった。

日立のエンブレムやロゴで日立駅周辺を電飾したらどうか。 
市 HP-13 

テレワークによる県外からの移住者を増やすため、日立市と

関係のある企業へピンポイントに広報・宣伝をしてほしい。

市内に事業所があるなど、日立市に関わりのある企業の従業

員であれば、比較的移住につながりやすく、認知度の向上も

図れるのではないか。 

市 HP-21 

まちに産業が興れば、人々の雇用が生まれ、税収が増える。

残りわずかな資源で、良い環境が利益を生む持続可能な好循

環を作るべきである。これまでの歴史と土地利用状況を活か

し、生活を支える製品を作る産業を育てるのがよい。介護分

野で活躍するロボットを作ってほしい。 

市 HP-27 

雇用促進を実施してほしい。 市 HP-32 

日立市には日立製作所の基礎を支えてきた技術系の中小企

業が多数ある。これらの人材を集めて技術都市を目指す協議

会を発足させ、長期的展望に立って、技術開発を促し、人の

定着を図ってほしい。 

モニター-18 

商業 

安心して住むためには、小売業の充実が欠かせないが、大型

店の進出と撤退が激しいのが現状だ。大型店の規制を進め、

小売店の進出を促す施策が必要である。 

市報-5 

家の近くに買い物ができる商業施設、コンビニが一店もな

く、徒歩30分の道のりは、年取った母には負担が大きすぎる。

家の近くで買い物できる環境を整備してほしい。 

市報-7 
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大綱３ 

産業 

商業 

スーパーが近くになく、必要な物を買いに行けず、買い物難

民と言われている。スーパーに行けるよう、小さなバスなど

の交通手段を整備してほしい。 

市報-62 

日高学区にスーパーマーケットを誘致してほしい。近隣の学

区には、それぞれ複数のスーパーがあるのに日高学区には一

つもなく不便。 

市報-74 

日立の商業の活性化のために、大型商業施設を充実してほし

い。市内の中規模施設ではなく、もう少し大規模な施設（例：

ひたちなか市のジョイフル本田や赤塚のイオン）を誘致して

ほしい。 

市報-84 

市外からも人が来訪するような店舗を誘致してほしい。銀座

通りの大規模再開発や、行列ができる店舗を誘致するなどの

活性化策が必要だと思う。また、ヨーカドービルの空きフロ

アを原宿化したらどうか。 

市報-99 

日立市民が日立市内で消費を行う場所がないので、市がサポ

ートして店舗の誘致やまちの賑わいを作ってほしい。 
市報-104 

企業城下町として栄えたが、これからは商業施設等の誘致と

そのためのインフラ整備が必要だと思う。 
市報-107 

イトーヨーカドーを企業と協力して再生させ、盛り上げてほ

しい。または、工場移転などにより土地を整備し、イオンの

巨大施設を、進出させ、競争力向上を図ってほしい。 

市報-132 

有料リモートワークステーション・レンタルスペースの整

備。空いているテナントを有効に活用することはできない

か。 

市 HP-20 

銀座モール商店街の空きテナントを有効活用してほしい。住

居として利用したり、テレワーク等のサテライトオフィスと

して利用したりできないだろうか。 

市 HP-21 

日立駅前の商業施設の活性化策として、ファーストフード店

の誘致や、自習エリアの整備などにより、学生や若者が集ま

る仕組み作りが必要である。 

市 HP-22 

若者や移住者の起業等を支援する制度をつくる。（商店街空

き店舗の家賃・購入補助など） 

さくらまつり・ロードレース・大道芸といった大型イベント

の際に、県内外のクリエイターを招待し、市内の空店舗など

を紹介する。一人が空店舗に入り、その方の紹介で、別の方

が入りという連鎖を作り出したい。 

市 HP-23 

シビックセンター前の新都市広場は、駅近でイトーヨーカド

ー、そして周辺に飲食店も多くあるが、成人式が開催されな

くなってから、閑散としている。他にも、もったいないスペ

ースがたくさんある。 

市 HP-23 

商業施設の誘致を実施してほしい。 市 HP-32 

観光 

日立アルプスが整備されてきたと思う。御岩山や高鈴山の見

晴らしや、山々から見ることができる山の名前がわかる案内

板があるとよい。 

市報-6 

管理海釣り施設を整備すれば海岸の維持管理費の創出や観

光施設にもなる。 
市報-8 

日立市は工業都市であることから、多種多様な工場や会社が

ある。それぞれの会社・工場を巡るツアー（有料）を企画し、

観光客を呼び寄せるとともに、全世代の方が市内就職に関心

を持つような事業を創ってほしい。 

市報-9 
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大綱３ 

産業 
観光 

①駅前、商店街の活性化 

様々な国の料理が食べられるレストランの誘致や、若い人や

外国人が出店しやすい補助金を創設する。商店街に特化した

個性を持たせる事で、観光地化を狙うことも可能だと思う。 

②海・山の自然環境の更なる活用 

日立市の海岸線と里山をもっと利用するべきである。東京か

らちょうど良い距離であり、海水浴客だけではなく、釣り客

やサーフィン客、イベント来場客等を取り込めば、通年で集

客・収入・雇用が生まれ、漁業関係者にも恩恵が発生する。 

市報-16 

史跡の看板や案内は車の運転中でも大きく目立つので、もっ

と標識（イラスト入り）があると良いと思う。 
市報-17 

ジャイアントパンダの誘致は、税金の無駄遣いなので中止し

てほしい。道路がこれ以上混雑したらますます住みにくい。 
市報-29 

文化観光拠点施設を中核とした文化観光の振興や市独自の

景観条例の制定により、更に観光を推進してほしい。 
市報-44 

パンダは必要ないと思う。生きた箱物は財政負担が大きいう

え、リピーターも期待できない。 
市報-45 

平和通りの桜だけでなく、市内各所に桜を植えて市全体でさ

くらまつりをして観光客を呼び込んでみてはどうか。 
市報-47 

周りの市町村と同じ時期にイベントを行う。例えば黄門まつ

りの後に日立市のイベントに参加するようなツアーを企画

し、周辺自治体と合わせて宿泊・観光してもらう。 

市報-47 

ハレニコのような施設をかみね動物園近くに整備してほし

い。また、かみね公園入口から頂上までつながるエレベータ

ーや動く歩道を整備してほしい。小さな子どもを連れて気軽

に散策できるような公園整備を検討してほしい。 

市報-49 

桜の時期に平和通り車道に人が立ち入って危険なため、歩道

側に桜を植え直すか、駐車スペースをなくしたほうが良い。 
市報-49 

日立駅近くの海岸に皆で楽しめる広場を整備してほしい。グ

ランドゴルフ、高低差を利用した巨大滑り台、ジップライン、

ポニー広場、散歩コース、オートキャンプ場等を整備してほ

しい。 

市報-51 

これまで以上に多様な集団（家族、学生、各種旅行団体等）

の需要を喚起するため、かみね動物園、遊園地、レジャーラ

ンドを一体化させて、ひとつの運営団体にすることを提案し

たい。 

市報-54 

鵜の岬周辺に観光クルーズ船を就航させてほしい。色々な形

の岩があるので楽しめると思う。 
市報-64 

滑川地区の温水スタンドを足湯として利用してはどうか。 市報-69 

日の出や水平線の素晴らしさを活かすとともに、ホテル等を

誘致してほしい。 
市報-71 

かみね動物園は、ペンキの剥げかかったところや、暗い通路

を改善してほしい。食べ物や花壇、イルミネーションなども

工夫が必要。 

市報-72 

かみね公園へのジャイアントパンダの誘致には反対。パンダ

のみを誘致しても、観光客の増加にはつながらないと考え

る。 

市報-78 

①日立アルプスのハイキングルートと休憩所の充実 

②（海外のような）リゾート海水浴場の整備 

③山側道路や山側団地への夜景展望台の整備 

市報-83 
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大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱３ 

産業 
観光 

交流人口、滞在人口を増やすために、市を挙げて自慢できる

資源を発掘、共有、充実させるとともに、市内外への積極的

かつ持続的なアピールを実施してほしい。 

市報-85 

ジオパークや大みか神社、海、諏訪梅林など市内の名所を巡

るトレイルコースを整備してほしい。宿泊施設やサーフィ

ン、つり、カヌー、サイクリングなどの体験型アクティビテ

ィが楽しめる施設を整備してほしい。 

市報-90 

諏訪梅林周辺にキャンプやバーベキューができる施設を整

備してはどうか。 
市報-91 

新たに水族館を整備してほしい。 市報-92 

御岩神社、かみね公園などをめぐり、歴史、文化、レジャー

を満喫でき、市内外の人が楽しめるバスツアーを企画してほ

しい。 

市報-99 

かみね公園、風神山、助川山等を活かしてほしい。 市報-101 

高鈴山のハイキングコースなど、山のレジャーを楽しめるよ

うに、行政として整備してほしい。 
市報-103 

かみね動物園を更に有効活用するため、もっとPRをするべき

である。 
市報-109 

かみね公園のパンダ誘致は賛成だが、コスト面や場当たり的

な政策にならないよう、進めてほしい。桜並木やスナネコな

ど人を呼べるコンテンツを整備してほしい。 

市報-122 

大平田鉱山跡をジオパークとして整備し、観光拠点として活

用する。 
市報-126 

日立市はもう企業城下町ではない。人口減少が予想より、早

いペースで進む中でも、人が集まるように、企業や学校の誘

致や、山と海を活かした観光に投資するべきである。市外か

らお金を落としてもらうため、奥日立きららの里は、大人か

ら子供まで楽しめるアスレチックの見直しや近代オートキ

ャンプ場の新設、日立市が一望できる展望台等、人を呼び込

めて、また行きたくなるような施設として、再整備するべき

である。また、パンダ誘致が実現すれば、日立市は賑わいを

取り戻すことができると思う。海水浴場においても綺麗で楽

しめる浜辺を整備して、新しい観光地として魅力ある素敵な

街づくりを希望する。 

市報-127 

観光、公園、環境保全を一体的に考え整備や、維持管理をす

べきである。街路樹の伐採や植林などにより、折角他市に誇

れる環境を自ら損ない、海岸や山からの展望、助川海防城、

日立アルプス、桜並木、工場群の産業遺産等の資源を活かす

べきだ。 

市報-141 

県北ジオパークを日立市の観光地として整備してほしい。 市報-145 

暇修館や助川城跡等の水戸藩に関わる貴重な文化財を整備

し、価値をPRするとともに、市外から来やすいように道路を

整備してほしい。 

市報-149 

太平田鉱山跡地のジオパーク化を提案する。日立市にはカン

ブリア紀の地層もあり、合わせて世界を魅了するような自

然・文化公園を整備してほしい。 

市報-149 

助川城跡公園を観光施設として周知してほしい。観光ガイド

パンフレット、観光協会ホームページ、るるぶ日立いずれに

も助川城跡公園及び助川海防城の記述はない。久しく途絶え

ている海防城入部行列も、通年が難しいなら隔年で復活して

ほしい。 

市 HP-5 
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大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱３ 

産業 
観光 

パンダ誘致について、断固反対する。ふさわしいインフラが

整っていない。渋滞対策等を講じたうえで実行すべきであ

る。 

市 HP-14 

①遊園地・動物園の施設の充実 

現在のかみね動物園と遊園地は、低年齢の子供をもつ家族に

は魅力があるが、小学校高学年から若者世代にとっては魅力

が薄い。景色の良さと斜面を利用して、かみね公園に大人が

本気で遊べるようなアトラクション（例：相模湖リゾートの

マッスルモンスターや、ジップラインなど）高学年から大人

まで楽しめる設備を導入などはどうか。かみね公園の客層の

拡大と、他エリアからの集客にもつながる。併せて、公園内

の歩道の舗装を改善してほしい。 

②オートキャンプ場やサーファー用施設の整備 

かみね公園や海沿いのエリアにオートキャンプ場を整備し

てはどうか。キャンプ場は、ホテルなどの宿舎を構築するよ

り費用が抑えられる。市外だけでなく、市内のキャンプ好き

の人も活用する可能性は大きい。海辺のエリアにはキャンプ

場と一緒に、ドッグラン、あるいは海辺のアクティビティ（釣

りや地引網体験など）を設けることで、新たな観光スポット

になり得る。また、日立市はサーファーがたくさん集まるの

で、シャワー設備の整備やキャンプエリアの併設、スケボー

エリア、入浴施設なども含めてサーファーの聖地として整備

してはどうか。 

③海沿いの景色が良いカフェ 

全国的知名度の高いコーヒーチェーンと連携して、「景色と

居心地が日本一よいカフェ」を作ることを目指してみてはど

うか。海、高台は、ひたちなか市や水戸市にはない魅力であ

り、まちの賑わい創出にもつながる。 

④トランポリンパーク 

現在首都圏で展開されているようなトランポリンパークは、

子供から大人まで楽しめる施設である。屋内施設のため、天

気が悪いときでも楽しめる。かみね公園や、ヨーカドーの屋

上、池の川さくらアリーナなどに併設させれば、にぎやかに

なるのではないか。 

⑤アイアンマンレース 

さくらロードレースは人気のイベントだが、久慈川にはサイ

クリングロードもあり、海や川もあるので、専門家と相談し、

春はマラソン、夏はトライアスロンレースと花火大会など季

節のイベントによるまちづくりを提案する。 

⑥歩道での飲食店テーブルの設置 

海外ではたいてい、カフェやレストラン、バーなどはお店の

前の歩道にもテーブルを出していて、にぎわっています。か

みね公園の施設の充実や、将来的にパンダが来た際には、平

和通り沿いにテーブルなどを設置できれば、賑わいづくりに

つながると思う。 

⑦御岩神社と堅破山のルート 

御岩神社や堅破山の遊歩道は、友達に紹介されるまで知らな

かったが、御岩神社は立派で、太刀割石は、今流行りのアニ

メを彷彿させる奇岩で、全国区の情報番組等で紹介されると

良い宣伝になる。 

市 HP-22 
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大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱３ 

産業 
観光 

全国から人を呼べる大型イベントを増やす。アンブレラスカ

イ、夏祭り、平和通りの桜並木を使ったイルミネーションな

ど。ひたちなか海浜公園はネモフィラ、コキア、そして夏に

は日本最大級のロックフェスなど四季を通じて、さまざまな

アクションがある。 

イベンターが高齢者の場合が多く、高齢の方向けのイベント

になっている。若者たちで新しい日立市を見つけ発信する。

家電や車なども、日々進化しており、それは、代々受け継が

れる技術と新しい技術が合わさってのことである。今までの

日立市を支えてきた方の教えと、若者の新しいアイデアで日

立市の再開発をし、全国に発信していきたい。 

市 HP-23 

日立駅の「ぷらっとひたち」には、市内のお土産や特産品が

揃っているが、駅を利用する際に目に付きづらいため、駅の

外側に配置してほしい。また、「HITACHI」のロゴ入りタオル

やＴシャツをお土産として販売することで地域の独自性が

発揮でき、SNSの人気を獲得できる。 

市 HP-31 

大綱４ 

都市基盤 
市街地整備 

シー・マーク・スクエアだけでなく、空地を活用して、イオ

ンモール等の施設を作ってほしい。 
市報-4 

山側団地の空き家対策として、空き家を無料提供すれば日立

市にもっと人を呼べるのではないかと思う。 
市報-4 

県北地域を周遊する鉄道を整備するとともに、各駅前に商店

や学校、公的機関を整備することで人を呼び込んでほしい。 
市報-52 

市街地・道路・公園整備が必要である。もっと身近で楽しめ

る広場や歩きやすい道路を希望する。 
市報-63 

商店街周辺の道路は、路上駐車可として街に人をもどす。 市報-83 

日立市の中心市街地（日立駅から平和通り）では、最近空き

家などが増えているので再開発を行って整備してほしい。 
市報-105 

イオンなどの商業施設の充実や、電車、バス等の公共交通の

利便性向上を図り、付加価値のある住宅供給を行ってほし

い。 

市報-114 

住宅、ビジネス、商業等すべてを考慮しまちを再開発してほ

しい。その際には、平和通り、国道６号、国道245号含め一体

的に道路を拡張してほしい。 

市報-115 

大みか～常陸多賀間、大みか付近、日立～小木津間、川尻付

近に新駅を作り、弁天町・東町等の旧市街地を再開発してほ

しい。 

市報-115 

余裕を持った市街地計画が必要である。区画整理をして道路

を整備しなおすことも必要である。 
市報-115 

市街地整備・区画整理を積極的に行い、JR各駅周辺おおむね

１km四方の活性化を行うとともに、主要道路の直線４車線化

を進めてほしい。 

市報-118 

BRT自動運転だけでなく、スマートグリッドの実証実験など、

藤沢市のスマートタウンのように大規模な実験都市・ショー

ルームとして再開発してほしい。 

市報-119 

部分的な再開発でなく、大規模な市街地整備を、道路・公共

交通・公園・商業施設・住宅・病院等と一体的に行う。 
市報-120 

中心市街地がなく、商業も弱いため買い物等の楽しみがな

い。駅直結のイオンモールと集合住宅、役所、病院を整備す

べきである。 

市報-123 
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大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱４ 

都市基盤 

 

旧市街地のスクラップアンドビルドを行い（常陸多賀駅、日

立駅周辺区域）、先進的な商業施設・住宅開発を行い、山・

海の眺望や、JR各駅からのアクセスの良さを活かしてほし

い。 

市報-133 

市街地整備 

銀座通りなどの空店舗をリノベーションし、学生や単身者に

低家賃で貸し出してはどうか。シャッターがおりているお店

が並んでいるのはとても悲しい。若者が住みやすいまちにな

らなければ人口減少はとめられないと考える。 

市報-139 

近隣旧市街地を一体化した再開発、区画整理で新たな直線、

四車線道路等を整備し、「Fujisawa SST（藤沢 サスティナ

ブル スマートタウン）」を参考に人口増加につながる住宅

供給を行ってほしい。 

市報-142 

常陸多賀駅付近の集客、魅力の向上を図るため、コストコや

IKEA等の大型ショッピング施設を誘致し、充実させてほし

い。 

市 HP-4 

日立市を好きな人を増やすため、景観を良くしてほしい。具

体的には、河川と、主要道路周りの整備を行ってほしい。市

内の小さな川のほとんどが雑草で覆われ、運転中の景観も、

整備されてない木々が多く、雑然としている。この街に住み

続けたい、という気持ちは、住環境の綺麗さにも左右される

と考える。 

市 HP-9 

日立市に人を集めるために、多くの人が遊べるイオンモール

を誘致してほしい。 
市 HP-11 

日立駅海岸口から広がる景色がテレビで取り上げられたり、

若いカップルを中心に他県ナンバーで来たりしているのを

毎朝みかける。バイパスのパーキングと駅のガラス張りの範

囲をひろげられたら、と常々思う。 

市 HP-13 

公共施設の多くはバス停から距離があり、高齢社会では不便

だと思う。車では、大したことのない距離でも、徒歩の高齢

者には厳しい。役所等に出かけた人達や迎えに来た家族が立

ち寄る飲食店などがないため、お金が回らない。各駅前も空

きビルが目立っており、思い切って経済の回る都市デザイン

を作ってほしい。 

市 HP-24 

以下を実施してほしい。 

・市街地再開発・拠点市街地作り 

・桜の植栽・住宅のエコタウン建設・商業施設の誘致 

市 HP-32 

人口流出を防ぐため、民間主導で旧社宅等の跡地の再開発を

市が推進してほしい。 
モニター-20 

道路交通体系 

小木津町と川尻町を通る中所沢川尻線の改良工事が、２度に

わたって行われているが、今まで完成していない。早く完成

させてほしい。 

市報-20 

山側道路や南北アクセス道路の開通によって、以前より改善

されたが、依然として生活道路の交通量は多く危険な状況で

ある。歩道の整備等、安全に歩ける道路の整備を進めてほし

い。 

市報-24 

高齢化に伴い、車を手放すことを検討しているが、歩道の舗

装が悪かったり、歩道が途切れたりしてベビーカーや自転

車、シニアカーが通れない区間があるため、歩道を整備して

ほしい。 

市報-56 

山側道路が大甕駅から常陸多賀駅まで来ているが、もっと北

まで早く伸ばしてほしい（市役所あたりまで）。 
市報-67 



- 24 - 

大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱４ 

都市基盤 
道路交通体系 

私の住宅に通ずる市道の幅員は４ｍに満たない。消防車が通

行できず、安全安心な生活が脅かされているため、一日も早

い対策を希望する。 

市報-68 

平和通りの「歩道」で自転車が猛スピードで走行している。

３、４台で横に広がって話しながら走行しているので危な

い。安全な歩道を整備すべきである。 

市報-76 

海岸沿いの「しおさいロード」は、雨が少しでも降ると水が

たまり、歩けなくなってしまう場所もある。また、雑草も手

入れがされていない。維持管理を行ってほしい。 

市報-96 

国道６号を中心に、市内の渋滞を緩和してほしい。せっかく

バイパス等作られているが、全体的な関連付けが遅れてい

る。広い視野で計画、取組をしてほしい（何年計画等が示さ

れれば期待しながら待つこともできる）。 

市報-101 

国道６号を４車線化してほしい。 市報-106 

交通渋滞を緩和する道路づくりを実現してほしい。そのうえ

で公共交通の運行本数の増便、始発・最終の時間の見直しな

ど、利用しやすい環境を整えてほしい。 

市報-107 

幹線道路である国道６号を片側２車線にすることが必須だ。

日立市の中心部の交通の流れをスムーズにするべきである。 
市報-110 

まちの発展のため、インフラの整備は最重要課題と考える。

東海村から水戸市にかけて、片側２車線道路が整備されたと

ころは発展していると感じる。 

市報-111 

日立市の慢性渋滞の緩和対策を行ってほしい。海側のバイパ

スや山側道路では中心部の発展が望めない。国道そのものを

拡張整備してほしい。 

市報-112 

県道36号日立山方線と県道61号日立笠間線はトンネルを拡

幅し、４車線で整備するべきである。東海原発等の事故で避

難をする場合、国道６号だけでは導線が確保できない。 

市報-119 

国道６号と国道245号の南北アクセスはもちろんのこと、両

国道間のアクセス向上を図るため、アンダーパスの４車線道

路を増やしてほしい。 

市報-121 

今の施策は水戸市を中心に放射状の交通整備が既定路線と

なっているが、日立市から大子町・福島県方面への交通を整

備し、医療と防災上のサブ機能を持たせることで、県が抱え

る南北問題の解消の一助とするべきである。 

市報-124 

道路、公共交通の利便性向上を図り、今までのハンデキャッ

プを解消することで、日立市の利便性、快適性をアピールし

競争力が持てるような都市づくりをしてほしい。 

市報-133 

国道６号を拡幅し、４車線化する。県道61号日立笠間線を開

通させ国道293号太田東バイパスと一体化して整備する。 
市報-142 

日立南インターから日立北インターを無料化し、市内を通過

するトラックなどを減らしてほしい。 
市 HP-2 

①日立市内の渋滞対策してほしい。市内在住で市内に通勤し

ており、朝は10キロの距離を１時間かかることもある。若い

人達に日立市に住んでもらうために必要な対策だと思う。 

②混雑具合を予想してくれるアプリを開発してほしい。市内

の大きな事業所や学校の休み、天気などを基にAIに計算させ

て渋滞予想をしてくれるアプリを作ってほしい。 

市 HP-16 

長年の問題と思うが、国道の渋滞の早期解決を望む。 市 HP-20 
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道路交通体系 

街のイメージを良くするために、道路などの人が移動する場

所を綺麗にしてほしい。 
市 HP-29 

大綱４ 

都市基盤 

シー・マーク・スクエアの開店などで、発展が著しい滑川地

区では、住宅街と商業施設の多さから国道６号が混むことが

多いので山側（または海側）に、新たに大きな道路を整備し、

道路交通の充実を図ってほしい。 

市 HP-31 

道路の４車線化を実施してほしい。 市 HP-32 

道路渋滞緩和のため、引き続き国道６号、国道245号に隣接す

る道路の拡充を進めてほしい。 
モニター-4 

国道６号の渋滞解消を図るため、信号機の見直し、山側、海

側の道路を拡充してほしい。 
モニター-5 

国道６号の慢性的な渋滞を緩和させるために、山側道路の延

伸を実現してほしい。 
モニター-6 

道路の渋滞がひどいので、山側や海側に道路を作ってほし

い。 
モニター-14 

健康促進・CO2削減のため、自転車通勤・通学しやすいように、

主要道路の路肩側に自転車専用レーンを整備してほしい。 
モニター-17 

公共交通体系 

市内におけるコミュニティバスの運行を行ってほしい（ひた

ちなか市は100円で運行）。 
市報-4 

コロナ禍でバスなどの公共交通機関を利用しづらく、病院や

買い物に行くのも大変だ。生活保護を受給している場合は、

タクシーなどに乗って出かけることもできず、バスに乗るに

も日中は本数が少なく、利用しづらい。 

市報-34 

免許証返納等により、バスの利用頻度が増えているため、市

内バス運行本数について、日中でも最低１時間に１本の運行

を望む。 

市報-36 

市内の公共交通を１本で結ぶために富山市のようなLRTを整

備してほしい。久慈浜周辺からJR各駅を経由し、鵜の岬周辺

まで通せば観光客にも便利で、渋滞もないので市民も利用し

やすいと思う。 

市報-40 

私はタクシーしか移動手段がない。足が不自由でバスには乗

れない。金銭面でも負担が大きいため、市内各所を走る巡回

タクシーの整備をぜひお願いしたい。 

市報-59 

年齢を重ねると、複数の医療機関への通院が必要になるが、

そのたびにタクシーを使ったら国民年金では賄いきれない。

日立市内や高萩市などの周辺自治体まで通院できるように

マイクロバスを運行してほしい。 

市報-62 

BRTに関連して以下を提案したい。 

①BRTを観光客にも利用しやすくする。②常陸太田市方面と

十王方面まで延長する。③観光向けPRをする。 

市報-83 

高齢者が多いなか、移動支援（福祉タクシー、乗合タクシー）、

食品などの買い物支援（移動販売車の増）などの充実を図っ

てほしい。 

市報-93 

市民が通院、買い物、通勤通学などでバス、タクシー等の公

共交通機関を利用する際の料金を助成してほしい。 
市報-95 

鉄道の本数が少ないことが、学生や会社員が生活するうえ

で、利便性の低下につながっているので、本数を増やしてほ

しい。（特に19～22時台） 

市報-104 
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大綱４ 

都市基盤 

公共交通体系 

路線バスを充実してほしい。小木津駅～常陸多賀駅の区間と

比べると、大みか駅周辺、特に川尻周辺のバス利用がとても

不便である。 

市報-108 

JR常磐線を拡充してほしい。勝田駅～いわき駅間の定時性

と、鉄道と路線バスの接続の利便性を向上させてほしい。 
市報-121 

日立駅に車両基地（高萩駅でも可）を整備するなど、現在勝

田駅止まりとなっている電車を県北地域（久慈川以北）まで

運行させ、運行本数を増やせる政策を考え、実行してほしい。 

市報-123 

日立電鉄線の廃線により、常陸太田市～日立市間の往来が不

便になった。今後は国道293号と県道61号と共に新たな交通

手段の導入も検討すべきと考える。 

市報-124 

鉄道やバスの本数を増やす。「人口が減ったから交通インフ

ラを減らす」のではなく、「（住みよい街にするべく）人口

が増えるために交通インフラを増やす」努力が必要と考え

る。 

市報-135 

常陸太田止まりの水郡線を日立駅まで延長させる。 市報-142 

JR常磐線増発と水郡線乗り入れを実施してほしい。 市 HP-32 

BRTをより活性化させるために、企業のバス通勤を推奨する

取組をしてほしい。 
モニター-6 

日立市は、どこに行くのにも車がないと不便である。その車

でさえも、利便性が悪いので、公共交通機関を充実していた

だきたい。市外から日立市に来てもらうにも、道路は渋滞し

ており、電車やバスは本数が少なく、不便である。特に、西

成沢は、常陸多賀駅からのバスは１本もない。道路が狭く、

普通のバスを走らせることが難しいならば、マイクロバスを

走らせてほしい。 

モニター-12 

高齢化対策とバス利用推進のため、バス路線を減らさないで

ほしい。 
モニター-20 

公園・緑地 

かみね公園は、春は桜で賑わっているが、秋にも集客できる

よう、紅葉を植えてはどうか。市民から苗木を募集し、植え

た苗木に寄贈者の名前を付けておけば、定期的な集客が見込

まれる。また、十王名産のポポーを公園内に植えることも検

討してみてはどうか。 

市報-58 

高齢者に憩いの場を提供してほしい。 市報-88 

子どもが裸足で遊べるような芝生の公園を整備してほしい。

既存の公園は、あまり特徴がないと思うので、遊具や設備を

工夫した公園がほしい。 

市報-92 

日立地区（弁天町・鹿島町）に、大規模な公園を作り、平和

通りの桜等を移植し、イベントや災害時の避難所として整備

してほしい。 

市報-116 

街路樹の管理に疑問がある。立派な桜やケヤキ、銀杏を伐採

しており、大樹や育った年月に目が向けられないことが悲し

い。 

市報-117 

子育て世帯の定住促進のためにも子育て世帯が使いやすい

公園を整備してほしい。（自転車に乗れるコースやトランポ

リンがある公園など）現在は、わざわざ市外の公園に出かけ

ることが多い。 

市報-150 
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大綱４ 

都市基盤 

公園・緑地 

団地の中も高齢者が多く家にこもりがちとなっており、町の

住民同士の交流も少なくなっていると感じる。そこで住民同

士の交流促進と子供の見守り体制を強化するため、公園に高

齢者用遊具も合わせて設置し、高齢者が外に出る機会を作る

とともに、年齢に関係なく人が集う公園を整備してほしい。 

市 HP-15 

子供たちを外で思う存分遊ばせたい。空き家、空き地を整備

して、シンプルでいいので、ボールなども使える公園を町内

に一つは整備してほしい。近所の友達同士が、近場で遊べる

ようにしてほしい。 

市 HP-18 

河川・水路 

河川や公園が汚れているため、しっかり管理してほしい。 市報-2 

河川がごみで汚れているので、もう少し綺麗に管理してほし

い。ごみを捨てないようキャンペーンなど行ってほしい。 
市報-14 

最近高齢化が進み、川の清掃活動の参加者数が減少してい

る。事故等が起こる前に、河川を管理する専門部署を設置し

てほしい。 

市報-36 

住宅 

住宅環境も整備してほしい。 市報-2 

日立市内の空き家を活用し、若い世代の移住を促す補助金制

度を検討してどうか。コロナ禍で移住を考える人もいるた

め、今が好機だと思う。空き家が増えている山側の宅地も若

い人なら住むのに問題はない。大切なことは、新しい住民を

快く迎える雰囲気・体制だと思う。 

市報-16 

廃屋と化した住宅、店舗が散在している。持主との関係もあ

り難しいが、改築費等を市が一部補助し、学生等の希望者が

利活用できるようにしてはどうか。 

市報-22 

市街地の空き家やアパートの空き部屋をなくすため、山側団

地の方々を、市街地の空き物件に誘導する政策が必要。 
市報-77 

空き家を多く見かけるため、リフォームし、町工場等にも有

効活用してほしい。 
市報-144 

雑草が生い茂りひどい状況の空き家を多く見かける。空き家

を生かしたまちづくりを展開してほしい。空き家をリフォー

ム、リノベーションすることによって、若者世代や子育て世

帯が入居すれば、少子高齢化対策にもつながる。 

市 HP-16 

放置されて、買い手のつかない空き家や、空き地が多い。そ

の一因は、周辺地域とのバランスや安全性を考慮せず、まち

の資産価値を下げるような開発行為だと考える。市の条例を

設けて、将来の資産価値が低下しないように、開発業者を指

導すべきである。 

モニター-10 

大綱５ 

生活環境 
環境の保全と創造 

環境保全にもっと力を入れてほしい。 市報-2 

台原中グラウンド近くに、枯草が数年にわたり放置されたま

まとなっている。ボヤ騒ぎが４回あるなど非常に危険な状態

となっているため、対策を講じてほしい。 

市報-65 

歩きタバコやタバコのポイ捨て、飲食店前・歩道での喫煙を

やめさせてほしい。 
市報-76 

河川の保全のため、大規模な太陽光発電の設置には、市の管

理が必要である。 
市報-106 

エネルギーミックスへの対応を図り、風力、水力、太陽光な

ど自給自足のエネルギーによる都市づくりを進めてほしい。 
市報-136 
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大綱５ 

生活環境 

環境の保全と創造 

日立市の街をきれいにする施策に取り組んでほしい。①除草

剤を使用しないように、小まめに草かりをしてほしい。②犬

の散歩の時は袋とペットボトルの水を持ち歩いてほしい。③

牛久市のように「ゼロカーボンシティ」に取り組んでほしい。

④気候変動問題は緊急課題であり、急いで取り組んでほし

い。 

市報-148 

全ての分野に関わるが、SDGsの理念も掲げているので、2050

年カーボンニュートラル宣言をしてほしい。工業都市が宣言

をすれば注目も集まる。日立港でのＬＮＧ基地拡張もあるの

で、環境にやさしいエネルギーを使っていくことをPRするの

は重要である。 

市 HP-6 

ごみ・資源 

使い捨て安全カミソリを燃えるごみに入れて捨てている人

が多く、清掃作業者の安全上問題である。乾電池などと同じ

く、中身が見える透明な袋に入れて出すようにすれば安全が

確保できると思う。 

市報-21 

特に海や公園などでごみが目立つ。駐車違反同様に、ごみの

不法投棄を見つけたら罰金を取るようにすればいいと思う。 
市報-35 

ゴミの問題。諏訪地区に県の産業廃棄物最終処理場の設置は

受け入れるべき。ただし、アクセス道路の整備を受け入れ条

件に盛り込むべき。 

市報-41 

粗大ごみと燃えないごみの専用袋の種類を増やしてほしい。

燃えるごみのように少量サイズがあれば、割れたガラスなど

も出しやすくなる。 

市報-64 

ごみ集積所を増やしてほしい。高齢者にとって坂道は辛くな

っている。 
市報-73 

高齢化などの様々な理由により、地域によっては資源ゴミ当

番が、成り立たなくなっている。資源ごみについては、高齢

世帯に限らず、すべての世帯を対象に、戸別回収のシステム

に移行してほしい。 

市報-100 

高齢化が進んでいるので、できるだけ家の近くにごみを出せ

るようにしてほしい。 
市報-103 

諏訪町に産業廃棄物最終処分場を建設しないでほしい。今で

も交通量が多いのに、処分場が建設されたら生活に支障がで

るのは明らか。交通事故の増加も不安で、安心して子どもを

育てることはできない。（産業廃棄物最終処分場への反対意

見 外17件） 

市 HP-10 

消防・救急 

日立は高齢化がすごいスピードで進んでいる中で、救急車が

来ても受け入れ先が決まらず、なかなか搬送できないことも

あり、心配している。 

市報-60 

防災・減災 

防災についてもしっかり考えてほしい。 市報-2 

防災無線の戸別受信機があるが、電波が悪く、聞き取りにく

い。無線放送塔からの放送も聞き取れなくて困っているが、

無線放送搭を増設するなど、防災情報を得られるようにして

ほしい。 

市報-69 

自然災害（水害、地震、津波）、原子力災害への対策の充実

をお願いしたい。太平洋沿岸や、久慈川等の河川流域への防

災対策の呼びかけが弱いように感じる。取組状況など随時教

えていただきたい。 

市報-70 

防災無線のメッセージをもっと的確にしてほしい。特にコロ

ナに感染した時の対処方法や連絡先などを明確に放送して

ほしい。 

市報-78 
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大綱５ 

生活環境 

防災・減災 

現状では交通インフラが脆弱で、渋滞により、災害時に逃げ

られない。平成３年の助川町林野火災の時の渋滞の教訓が、

活かされていないと感じる。 

市報-122 

東海第二原発は即廃止するよう市は力を尽くしてほしい。 市報-134 

日立市を守るための最大条件は、東海第二原発の再稼働に反

対し、廃炉にすることにあると思う。 
市報-145 

外で日立市の防災マップを見かけることが少なく、外出時に

災害が発生した場合に不便になる可能性がある。そのため、

誰が見ても分かるように、近くの避難所等を簡潔にまとめた

防災マップを市内各所に設置してほしい。 

市 HP-8 

防犯・交通安全 

住宅地周辺に防犯灯を整備してほしい。 市報-23 

安心して駅周辺で生活できるよう、小木津駅前に交番を設置

してほしい。小木津駅は、学生も多く利用するのにも関わら

ず、不審者情報が多く、駆け込めるお店も少ない。 

市 HP-19 

銀座モールを中心とした鹿島町・若葉町周辺は街灯が少な

く、夜になるとかなり暗くなる。街灯を増やしてほしい。 
市 HP-21 

生活道路の違法駐車の根絶を図ってほしい。特に市営アパー

ト周辺の違法駐車を改善してほしい。 
モニター-5 

交通ルールについて学校で教えてほしい。また外国人に対し

ても交通ルールを教えてほしい。最近、大学生や外国人によ

る違法通行（右側通行、イヤホン使用、片手スマホなど）が

他の市町村より目立つように感じる。 

モニター-17 

墓地・葬祭場 
公園墓地のようにして樹木葬もできるよう、検討してほし

い。 
市報-103 

大綱６ 

協働 

コミュニティ活動 

市民が安心してふれあい、話し合い、助け合える地域にする

ためにも、自治会、学校など様々な組織と連携したコミュニ

ティ活動が必要である。 

市報-12 

市民が安心して暮らせるために、幅広い世代が気軽に参加・

協力できる新しい形の自治会を推進してほしい。 
市報-40 

若い人たちが学べたり、集まったりできるコミュニティがあ

るとよい。日立市は若者がどんどん離れてしまっている。若

者を集めるため、「おしゃれ」をキーワードにコミュニティ

を作ってほしい。 

市 HP-25 

コミュニティ活動の定着に伴い、事業が定例化し、先に仕事

があり、仕事が住民に割り当てられる形になってきた。無償

で行っているのでボランティアと称しているが、住民の自主

性、自発性のないものはボランティアとは言えない。定例業

務の業者化を進め、住民はもっと自発的、自主的活動に取り

組めるようにしてはどうか。日立のコミュニティは小さすぎ

てパワー不足のため、中学校校区単位にしてはどうか。 

モニター-9 

市民の多様な活動 

近隣同士の助け合いボランティア組織を立ち上げるための

支援を充実させるべきである。 
市報-50 

それぞれの年代の生きがいづくりとして、ボランティア活動

の充実を図るため、「ボランティアポイント制度」を導入し

てほしい。 

市報-51 
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大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱６ 

協働 

男女共同参画 

女性の立場を確立させるため、自宅でも受講でき、資格も取

得できるようなオンラインコミュニティを設立してほしい。

自立できる力を育て、就職支援を充実させてほしい。子育て

支援が充実していても、女性の住みやすさが伝わらなけれ

ば、移住につながらない。リモートワークが広まる時代なの

だから、資格取得講座などにオンラインを利用してもいいと

思う。 

市 HP-7 

茨城県内の市の中でも、日立市は若い女性が少ない。だから

こそ、幼児保育施設で働く保育士等の福利厚生を手厚くし、

若い女性が働き始めやすく持続的に働ける環境を構築して

はどうか。市外に住む人が日立市に住む動機付けになること

が期待できる。 

市 HP-26 

広聴広報・相談 

市報の内容の見直し、有料化しても読みたくなる誌面を目指

してほしい。 
市報-16 

市外から人を呼び込む意識改革とまちのブランド力の向上

が必要。 
市報-16 

市報の発行回数や配布方法、発行部数の見直し・検討が必要

である。 
市報-19 

コロナや地震の情報を正確に早く知らせてほしい。 市報-37 

農業でも漁業でもよいのでこれぞ「日立市」というものを全

国にアピールしてほしい。 
市報-60 

市報の表紙を飾る写真は、どれも素晴らしいので、ポストカ

ードとして販売してほしい。手紙やお土産として利用される

ことで宣伝効果が期待できる。 

市報-61 

1/20号市報『ひたちぐらしのススメ』の記事は、日立市民に

向けたものか、日立市に移住してもらいたい市外の人に向け

たものかわからない。市外の人が対象ならば、市報以外の情

報媒体の活用が必要である。 

市報-113 

市民の声を集める方法について 

市報への掲載以外に、HPへのバナー掲載やSNSの活用により、

もっと多くの声を集めるべきである。回答方法も、自由記入

式だけでなく、選択式で優先順位を回答する等、併用するべ

きだ。市民からの要望に対しどのような対応をしたかを開示

してほしい。市民に真摯に向き合ってくれていると感じる人

が増えれば、市民からも声が増える。 

市 HP-20 

「学べるまち日立市」として発信してほしい。歴史、動物、

自然など学べる要素が日立市にはそろっている。情報の発信

力が弱いと感じるので、もっともっと外へ発信してほしい。 

市 HP-25 

熱海市がメディア（特にTV業界）と積極的に協力し、宣伝し

たことにより、まちおこしに成功した話は非常に有名であ

る。その一歩先を進んだメディア、特に Youtuberとの積極

的な協力を提案する。具体的には、一定の宣伝効果が見込め

るメディアや人物に対し、撮影場所やネタを安価に提供し、

日立市をメディアやYouTube、SNSで取り上げてもらえば、高

い宣伝効果が見込める。 

市 HP-26 

メーリングリストやSNSを活用したサービスの案内をしてほ

しい。自分が対象となるものや興味のあるものだけを受信で

きるように設定できれば、イベント等の情報を見逃すことも

ない。 

モニター-1 
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大綱 施策 意見・提案 回答者番号 

大綱６ 

協働 

広聴広報・相談 

日立市が他の自治体に優位なことは、安定した穏やかな気候

である。天気相談所で未来の天候予測を行い、日立市の経済

効果や住みやすさを数値化し、産業誘致や住民の定住化に向

けてPRしてほしい。 

モニター-19 

財政運営 

経費削減策として、市報の紙質を「A3の新聞紙同等紙」へ変

更することを提案する。 
市報-13 

限られた財源を有効に使う。その為には専門家、関係者等か

ら広く意見を聞いてほしい。 
市報-70 

人口減少が進む中で、2040年までの歳入、歳出のシミュレー

ションを行い、その結果に基づき、何に投資すべきかの戦略

を考えてほしい。 

市 HP-17 

行政経営 

市に提案・意見したことが、反映されない。何らかの対策を

してほしい。 
市報-1 

我が家の孫たちのうち、一人は、市内には就職先がないと都

内で就職してしまい、もう一人も就職先がないため、帰って

くるか分からない。行政は、人口が増えている自治体を見て

勉強してほしい。 

市報-10 

もっと若い人の意見に耳を向けるべきだと思う。 市報-15 

市に天気相談所をおく必要性があるのか、再検討が必要であ

る。 
市報-19 

ある交流センターに、昼間灰皿を出してタバコを吸っている

職員がいて見苦しい。市から強く指導してほしい。 
市報-30 

市の施設の接遇を改善してほしい。 市報-63 

市役所職員の接遇の向上を図ってほしい。 市報-66 

将来的なマイナンバーの利用方法に不安と疑問を持ってい

る。マイナンバーの安全で有効な活用方法を検討してほし

い。 

市報-66 

まちづくりを考えるうえで、日立市は、国等に合わせた総括

的な取組ではなく、地域の実情に合った具体的な取組を検討

するべきである。 

市報-113 

市政を行うに当たり、様々な立場や関係各所から色々な要

望・意見が出ると思うが、市全体の均衡ある発展に資するよ

う政策を進めてほしい。 

市報-125 

 

若者や現役世代が楽しめる街づくりをしてほしい。 市報-141 

プレゼン方式等により、日立市を盛り上げていきたい、変え

ていきたいと強く熱望する人を募集する。 
市 HP-23 

人口減少は必然との前提に立った立案、実行が必要と思う。

交通システム、食料や日用品の販売などについて、人口減少

が進んだ将来を見据え、立案してほしい。 

モニター-2 
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（２）日立市がめざすべきまちの姿 

大綱  まちの姿 

意見・提案 

※キーワード 緑：自然・環境、青：いきいき、赤：安全・安心、 

橙：夢・希望、  紫：若者 

回答者番号 

大綱１ 

福祉・医療 

障害者に令
やさ

しいまち 
令和の令は、やさしいという意味があると聞く。市民、特に障

害者にやさしいまちづくりをしてほしい。 
市報-3 

お年寄りの方が元気

で楽しく暮らすまち 

健康で長生きするためには健康寿命を延ばすことが大切。体

力に自信がつくと、精神面が安定し、生き生きする。お年寄り

が外で楽しめるコミュニティや運動施設を充実させてほし

い。 

市報-25 

人口増加に転換し、

これから「100 年先」

もあり続けるまち 

「税金の使い方」を結婚支援や出産祝金など若者や子育て世

帯支援に特化し、重点的に使うまちづくりを行ってはどうか。 
市報-32 

高齢者を大切にする

まち 

一人暮らしの高齢者は、快適とは言えない環境で終末を迎え

る状況にある。かつて市に貢献してきた高齢者に目を向けて

ほしい。 

市報-45 

誰もが安心して暮ら

せるまち 

日立市は自然に恵まれ、災害も少なく古くから福祉のまちと

言われているように赤ちゃんからお年寄りまで誰もが安心し

て暮らせるまちにしてほしい。 

市報-53 

子育て世帯が住みた

くなるまち 

現在日立市の人口は減っており、何より子どもの数が少ない。

おむつ無料券や子どもセンターが主催するイベント等は充実

しており、大変助かっているが、医療費の無償化など、子育て

支援策の充実を図ることで、子育て世帯に選ばれるまちづく

りしてほしい。 

市報-74 

高齢者が充実した生

活を送れるまち 

高齢者が楽しく遊べる場所として利用できるように、市内の

公園を整備し、スポーツ等を通して高齢者の健康寿命を延ば

す環境の充実を図ってほしい。 

市報-88 

大綱２ 

教育・文化 

高速通信網のあるま

ち 

これからは学業も仕事もオンラインへとシフトしていく。各

家庭に低料金（または無料）でインターネット環境を整備し

てほしい。行政は、高齢者より若者に目を向けるべき。それに

は、技術面で日立製作所の協力を求めるべきだ。 

市報-8 

子どもたちが安心し

て負担なく、学び生

活できるまち 

小中学校の合併とそれに伴う通学距離の延長が検討されてい

るが、スクールバスなどの整備も含め、若い人たちが安心し

て負担のかからない生活ができるように考慮して頂きたい。 

市報-19 

工都からの脱却 

本のまち、日立市 

市オリジナルの文学賞の創設や、市内各所への読書スペース

の整備などにより、市民の読書活動を推進してほしい。 
市報-47 

健康で文化的なまち

づくり 

生涯学習、文化・芸術、スポーツの充実発展を中心に据え、市

民の意見を取り入れながら、今後のまちづくりを検討してほ

しい。 

市報-75 

文化を生かしたまち

づくり 
人生を豊かにするまちづくりを期待する。 市報-130 

教育をいかしたまち

づくり 

公立校の学習環境の充実により、知識をしっかりと積み上げ

られる教育を行ってほしい。 
市報-137 

産業遺跡をいかした

歴史・文化のまち 

産業遺跡など歴史や文化のイメージと、山と海に囲まれた美

しいまちのイメージを大切に、次世代に継承してほしい。 
市報-149 

助川海防城を市民の

誇りに 

助川海防城の認知度向上を図り、心の拠り所として後世に残

してほしい。 
市 HP-5 

大綱３ 

産業 

動物園・桜など自然

をいかしたまちづく

り 

東京からちょうどよい距離にあり、動物園・桜などの豊かな

自然があることをもっとPRしてほしい。 
市報-4 
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大綱  まちの姿 

意見・提案 

※キーワード 緑：自然・環境、青：いきいき、赤：安全・安心、 

橙：夢・希望、  紫：若者 

回答者番号 

大綱３ 

産業 

若い人が元気に生活

できる日立市 

若い人たちが市内で就職できるよう、色々な働き口や働き方

ができる環境をつくってほしい。 
市報-10 

他県から呼び込む観

光と子供の福祉が充

実したまち 

海の見える道の駅を整備し、地産地消に活かす。また、産科医

療機関の整備や子供や子育て世帯への支援を充実してほし

い。 

市報-11 

住むまち、働くまち、

楽しむまち、日立 

10年後の日立市は、茨城県内の中核都市として、適正な人口

規模で、安心して住める、生き生きと働ける、楽しく遊べる様

なまちに。そして茨城県をリードし、日立市民が自慢できる

日立市となっていてほしい。 

市報-12 

若者が市内で働ける

まち 

企業誘致などにより、高校・大学卒業後スムーズに地元企業

へ就職できる環境づくりに努めていただきたい。 
市報-13 

在宅で働きやすいま

ち 

在宅でしごとができるように、リモートワークのための補助

金を設けることで、転入促進を図る。 
市報-14 

安心して日常生活が

送れるまち 

食料品や日用品を購入するスーパーが近くになく、困ってい

る高齢者もいるため、商業施設の誘致や買物支援などを行っ

てほしい。 

市報-20 

まちの活性化 

人口減少に歯止めがかからない最大の理由は、働く場所（企

業・職場）が少ないことだと考える。商店街のにぎわいづくり

や観光の振興により、しごとの創出やまちの活性化に取り組

んでほしい。 

市報-22 

生まれ育った町、日

立で子どもたちが日

立の未来を考えられ

るまちづくり 

子育て支援・移住支援に力を入れているが、親世代、子世代の

就職先が少ない。持続可能なまちを形成するには、産業面で

の対策を進め、将来も住み続けたいと思うまちづくりが必要。 

市報-28 

健康なまち 
オーガニック店やオーガニック食の店・カフェなどを増やす。

心も体も健康なまちであってほしい。 
市報-31 

海をいかしたまちづ

くり 
サンドアートや花火などのイベントを復活させてほしい。 市報-35 

にぎわいのあるまち 
イベント等の開催ができれば、まちが活気づき、若者の意識

も変わってくると思う。 
市報-36 

夢や希望があふれた

まち 

人口減少や商店街の衰退により、目に見えて賑わいがなくな

っている。行政は、未来に希望が持てるようなまちづくりに

取り組んでもらいたい。 

市報-37 

人の流れの誘導によ

り、にぎわいのある

まち 

日立市には海・山・かみね動物園、きららの里がある。これら

を一体的に活用できるようにロープウェイの設置を提案す

る。来訪により日立市の環境（気候を含めて）の良さを知って

もらい定住（移住）を促してはどうか。 

市報-39 

工業都市からの脱却 

台風や豪雪などの自然災害の少ない温暖な気候を活かし、リ

モート経済活動を中心とした都市整備を行ってほしい。また、

Ｊリーグなどのスポーツクラブの誘致活動を目指してほし

い。 

市報-41 

明るいまちづくり 

企業城下町のイメージがうすれ、人口が減少し、税収も減っ

ている中で、歳出の見直しをしないままパンダを誘致するの

ではなく、コロナ対策や商店街活性化に力を入れてほしい。 

市報-46 

皆が楽しく生きられ

るまち 

それぞれの年代が生きがいを持って楽しい人生を送れるよう

にしてほしい。産業を開発し、経済的に潤ったまちにしてほ

しい。 

市報-51 
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大綱  まちの姿 

意見・提案 

※キーワード 緑：自然・環境、青：いきいき、赤：安全・安心、 

橙：夢・希望、  紫：若者 

回答者番号 

大綱３ 

産業 

短期滞在を活用した

観光のまちづくり 

かみね公園や御岩神社の観光地を生かし、短い時間で金を落

としてもらえる方策を検討すべきである。そのためには地域

の強みを今一度見直し、工場見学など、地元企業とも協力し

て、観光地としてのポテンシャルを高めてほしい。 

市報-54 

自然を生かしたまち

づくり 

美しい海、山をアピールすることにより、近郊から人を呼び

込んでほしい。 
市報-60 

動物園を生かした賑

わいある街づくり 

動物園にぜひパンダを連れてきてほしい。かみね公園全体を、

人を呼び込める大規模公園として整備してほしい。 
市報-67 

日用品（食料）の購入

に便利なまちづくり 

日用品（特に食糧）の購入が困難な高齢者が多くなってきて

いる。スーパーの出店などを支援し、日常の暮らしが楽にな

るようにしてほしい。 

市報-68 

自然をいかしたまち

づくり 

日立市は海で勝負した方が良いと思う。満月も日の出も素晴

らしい。 
市報-71 

見直し、改善をいか

したまちづくり 

シー・マーク・スクエアの足湯や日立駅のカフェなどは、多く

の市民が気持ちよく利用できる、憩いの場所として改善して

ほしい。 

市報-72 

観光の開発と整備を

進め、新しいまちの

イメージを実現する 

東京と福島を結ぶ太平洋観光ルート構想を策定し、その中心

に日立市を位置づける。日立市は山と海が接近している非常

にユニークな地形があるから、それを生かすことが大事だ。 

市報-83 

土地柄をいかしたま

ち作り 

海や山を活かした観光振興や、市街地への大型商業施設の誘

致を行い、エリアごとの特色を生かしたまちづくりを行って

ほしい。 

市報-84 

山、川、海、きれいな

自然をそのままいか

したまちづくり 

首都圏からのアクセスも良く、山川海が身近にある恵まれた

地形をいかした方がいいと思う。快水浴場百選に選ばれた海

など、豊かな自然を次代に残したい。 

市報-90 

自然を生かしたまち

づくり 

せっかく海や山があり、自然豊かな日立市を観光面でPRして

いきたい。 
市報-91 

かみね公園近郊の眺

望、豊かな自然を生

かした街づくり 

かみね公園を中核に、既存の周辺施設を改修し、子供からシ

ニア層まで誰もが楽しめる空間を創出し、人を呼び込んでほ

しい。 

市報-97 

かみね動物園の魅力

を最大限引き出した

文化・観光のまち 

かみね動物園を中心に、足湯やドッグラン、飲食店、土産物店

等を一体的に整備するとともに、季節ごとのイベントを開催

し北関東での有名な観光地になることを期待したい。 

市報-102 

県北地域の中心とし

て発展するまち 

日立市の発展は、県北地域全体に「ひと」や「しごと」を呼び

込むことにつながる。 
市報-104 

日本の製造業の拠点

としてのまち 

世界的大企業の創業地として、日立市が改めてものづくりの

技術を守り育てることで、ものづくりのまちとしての再評価

につながると思う。 

市報-105 

コンパクトシティ 
企業のデジタル化の流れを捉え、企業と連携してデジタル化

のモデル都市として発展させる。 
市報-106 

以前のような活気あ

るまちづくり 

以前のように魅力のあるお店が集まる商店街や百貨店等があ

り、近隣自治体からも人が集まるまちを取り戻し、人口の流

出を抑えることが大切だと考える。 

市報-110 

働きやすいまちづく

り 

学校を卒業しても市内では希望する職業に就きづらい。学生

や若者の選択肢を増やすため、企業の誘致や市内企業の成長

を支援してほしい。 

市報-112 
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大綱  まちの姿 

意見・提案 

※キーワード 緑：自然・環境、青：いきいき、赤：安全・安心、 

橙：夢・希望、  紫：若者 

回答者番号 

大綱３ 

産業 

将来を見据えたスク

ラップ＆ビルドを実

現したモデル都市づ

くり 

産業構造を転換し、他の都市に先駆けたモデル都市を目指し

てほしい。そのためには、成功事例を取り入れ、娯楽や遊びの

充実を図ることが必要だ。 

市報-114 

企業城下町からの脱

却 

多くの様々な企業が参入しやすいような支援体制を整え、街

の発展につなげるべきだと考える。 
市報-135 

産業構造の変革にと

り組むまち 

新たな産業やしごとの創出に取り組むとともに、交通インフ

ラの再整備や産業団地の整備、助成制度の充実などにより、

雇用を生み出す企業の進出を促すべきだ。 

市報-143 

自然を生かしたまち

づくり 
日立市の自然環境（海・山・川など）を生かすこと。 市報-145 

海をいかしたまちづ

くり 

浜の宮の駐車場周辺を利用し、海の見えるカフェ、レストラ

ン、入浴施設等を整備し、朝日が素晴らしいまちをPRするこ

とが重要である。 

市 HP-2 

自然をいかしたまち

づくり 

日立市の豊かな自然や美しい星空を観光資源として生かし、

観光客を集客するために使ってほしい。 
市 HP-8 

全国から集まる若者

をいかしたまちづく

り 

市内企業への就職のため全国から集まる若者に、日立市を好

きになり、定住し、次の世代を産み、育ててもらうためには、

新しく来た若い方を歓迎する体制、まちづくりが重要である。

また、外から来た若者が地域の活動に参加する仕組みをつく

り、新しい風を吹かせることも大切だ。 

市 HP-9 

景観をいかしたまち

づくり 
日立駅や海などが綺麗であるため、これを活用した方が良い。 市 HP-11 

日立市の強みをいか

した新産業都市づく

り 

これまでのものづくりの土台を生かしつつ、地球温暖化・食

糧不足・新たな感染症などの諸課題の解決に向けて、将来的

に世界から求められる技術・産業を生み出すことが、日立市

の新たな発展につながる。 

市 HP-12 

豊かな自然と共に健

康に住み続けられる

まちづくり 

海、山の両方の自然を持つ日立市の特徴を最大限に生かし、

産業、観光、レクリエーション、健康増進、子育て、教育等、

あらゆる分野に、もっと活用し、誰もが健康的に安心して暮

らしていける街とする。 

市 HP-17 

青い海を活かした観

光のまち 

最近は、写真映えする場所や、アニメ等の聖地が集客効果を

期待できる。SNSを効果的に使った情報発信や銘菓等のお土産

の開発に力を入れてほしい。 

市 HP-20 

友人や知人に自慢で

きるような街 

人が集まり、子供たちが大人になっても日立市に住み続けら

れるよう、未来志向で観光の振興や商工業の活性化等の取組

を進めてほしい。 

市 HP-23 

火がともり始めたカ

フェ文化を活かした

まちづくり 

近年、魅力的なコーヒーや焼き菓子専門店、カフェなどが市

内各所に出店している。こうしたお店をいかして「カフェの

まち日立市」としてPRすれば、若い世代の活躍や多世代交流、

市のイメージアップにつながると考える。 

市 HP-24 

観光をいかしたまち

づくり 

日立市は観光でひとを集めて街を活性化するべきである。歴

史や、山、海などの自然、近代的な日立駅など多くの観光資源

に恵まれている。 

市 HP-25 

企業をいかした街づ

くり 

男性の雇用は多い。今後、女性雇用の拡大を図り、人口増加に

繋がる街作りが大事と考える。 
市 HP-26 

動物園を中核とした

まちづくり 

かみね動物園の利便性を高め、魅力を発信することで、子育

て世代の移住を促進してほしい。 
モニター-6 
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大綱  まちの姿 

意見・提案 

※キーワード 緑：自然・環境、青：いきいき、赤：安全・安心、 

橙：夢・希望、  紫：若者 

回答者番号 

大綱３ 

産業 

特性を活かしたまち

づくり 

市内企業や市民一人ひとりが持つ特性・特技が生かされるま

ちづくりが大切だと思う。 
モニター-7 

海をいかしたまちづ

くり 

日立市の魅力のひとつに、美しい海があるが、無料駐車場等

の周辺環境を整えて、観光の活性化に期待したい。 
モニター-8 

歴史を活かしたまち

づくり 

日立市は古い歴史があり、名所も多い。新しいものを作るこ

とも大事だが、昔からある文化や景観を保護し、アピールす

ることも重要だ。 

モニター-11 

観光をいかしたまち

づくり 

動物園、鵜の岬等へ観光客を誘致するほか、商工業も含めた

産業をいかして人が集まる街づくりをするべきである。 
モニター-14 

自然環境と融和した

都市 

日立市は海にも山にも気軽に行ける自然に恵まれたまちであ

るが、生かしきれていない。高台の住宅団地を保養地として

活用するなど検討してほしい。 

モニター-15 

大綱４ 

都市基盤 

街の姿をいかしたま

ちづくり 

外観が素敵な建物や、整備された美しい街並みをいかしたま

ちづくりを目指してほしい。 
市報-2 

一人一人が住みやす

く感じるまち 

身近なところから、誰もが住みやすく、にぎわいや活気のあ

るまちにしてほしい。 
市報-7 

美しい道路のまち 

いつも通る道路が安全で美しければ、自然と住み続けたくな

る。ドライバーや歩行者が心優しくなれる道づくりが必要で

ある。 

市報-17 

しごとがあり、移動

がスムーズにできる

まち 

日立市を中心に、周辺自治体との交通網を整備するとともに、

仕事を創出することで、県北地域全体の活性化につなげてほ

しい。 

市報-18 

堅実なものづくりを

活かした住みやすい

まちづくり 

ものづくりのまちとしての特性を活かしつつ、市内に商業施

設や文化施設、公園などを整備し、居心地のいいまちづくり

を進めてほしい。 

市報-40 

人を増やすまちづく

り 

商店街に人通りが少なく、山側団地は高齢者には住みづらい。

市街地に住宅地を整備し、にぎわいづくりをしてほしい。 
市報-42 

コンパクトでもピリ

ッとした魅力あるま

ち 

主要交通を中心に、各地域に核となる拠点を設けることでコ

ンパクト化し、それぞれの地域の特色を活かしながら相互に

補完し合えるようにする 

市報-43 

高齢者・幼児等が生

き生きと安心して外

に出られる環境作り 

高齢化が進む中で、歩道や自転車専用レーンの整備を行い、

歩行者などが安全に外出できる環境を整えることで、健康増

進が促され、明るく暮らせる社会になる。 

市報-56 

安心・安全に暮らせ

る環境整備 

空き地などの適切な管理を行い、地域住民が安心して暮らせ

るまちづくりをしてほしい。 
市報-65 

いきいきまちづくり 歩道の整備を進めてほしい。 市報-76 

昔の銀座通りに 
銀座通りをまっすぐに整備し、小さな店を活性化することに

より、人も集まると思う。 
市報-103 

すべての世代を意識

したまちづくり 

若者や現役世代向けの施設が少ない印象があるため、幅広い

年齢層を対象としたまちづくりをするべきだと思う。 
市報-107 

現実を見据えたまち

づくり 

高齢化が進んでいるが、交通手段が限られている。人口の流

出問題も大事だが、今住んでいる人たちの生活利便性の確保

も大事だと考える。 

市報-108 

人口が減少しても機

能するまちづくり 

人口減少は日立市だけの問題ではないので、人口が減少して

も機能する、住みやすいまちを目指し、人を呼び込むべきで

ある。 

市報-109 
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大綱  まちの姿 

意見・提案 

※キーワード 緑：自然・環境、青：いきいき、赤：安全・安心、 

橙：夢・希望、  紫：若者 

回答者番号 

大綱４ 

都市基盤 

生活しやすいまちづ

くり 

公共交通網の整備、渋滞の緩和、商業施設の充実等により、す

べての世代が住みやすいまちにしてほしい。 
市報-111 

縮小化したまちづく

り 

居住地域の集約化と公共サービスの効率化を推進する必要が

ある。 
市報-113 

かつて20万都市の時

に行うべきだったこ

とを粛々と行うまち 

渋滞緩和など、長年の課題を一つ一つ解決していくことも大

切である。 
市報-116 

ちゃんとしたことが

当たり前にできるま

ちづくり 

信号や交差点など生活しづらい、不便だと感じることが多々

あるので、一つ一つ真面目に改善してほしい。 
市報-117 

県北および県内の拠

点都市 

周辺自治体に負けない都市機能の整備や魅力づくりが必要と

考える。 
市報-118 

先進的な産業都市 

長年培った企業城下町という文化・伝統を継承しつつ、

Fujisawa SSTを参考に、実験性と先進性を取り入れた都市整

備を行うべきである。 

市報-120 

関東圏として最低限

の文化的な生活がで

きるまち 

人口減少の主な要因は交通や買い物などが不便なことであ

る。水戸市やひたちなか市のように利便性を高める努力が必

要である。 

市報-121 

特徴あるオンリーワ

ンなまちづくり 

区画整理と交通体系が整えばコンパクトシティとして短所を

長所に変えられるポテンシャルを活かし、集中化に政策を転

換すべきと考える。 

市報-122 

建築を生かした街作

り 

世界的な建築家の作品を建造し、街を建築作品の展示場・実

験場として展開する。 
市報-131 

近隣自治体との差別

化と短所を生かした

市街地形成 

「山と海に囲まれ平坦な土地が少ない」「交通の便が悪い」

「産業構造が単一」等といった短所を長所に転換し、近隣自

治体と差別化したまちづくりが必要である。 

市報-133 

地形を生かした利便

性のあるまち 

日立市は万年渋滞が解消されず、人口流出も続いている。山

と海に囲まれた細長い地形を逆手にとり、ラダー型の交通網

を整備してはどうか。 

市報-142 

道路をいかしたまち

づくり 

せっかく近くに遊べる施設、海も山もあるのに活かしきれて

いないので、県内ワーストクラスの渋滞問題を解消してほし

い。 

市 HP-4 

日立駅と国道６号に

挟まれた地形を生か

した街づくり 

近隣自治体への人口流出を防ぐためには、日立駅前中心市街

地に商業施設や娯楽施設、住環境を集約することが有効だと

考える。国道に挟まれた幅約１kmの南北に伸びた地域の活性

化が重要だ。この地形に銀座モール、イトーヨーカドー、各種

店が集結している。そこで、この地域に人が住みやすいよう

な施設（アパート、スーパー、娯楽施設等）を新設し、日立市

と縁のある会社の従業員を居住地誘導、あるいは、住むこと

でメリットがある街を作ることで、流出を防げると思う。 

市 HP-21 

平和通りを生かした

まちづくり 

大手チェーンやアニメイト等の若者向けの店舗を取り込みな

がら平和通りを再整備することで、人が集まり、まちが活性

化すると思う。 

市 HP-29 

過疎化を活かした街

づくり 

平地が少ない地形と過疎化の著しい状況を鑑み、ゾーニング

の加速化が必要だ。移動手段を最優先に就労、生活、教養・娯

楽地域を明確化し、機能的かつ効率的な街づくりを進めてほ

しい。 

モニター-19 
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大綱  まちの姿 

意見・提案 

※キーワード 緑：自然・環境、青：いきいき、赤：安全・安心、 

橙：夢・希望、  紫：若者 

回答者番号 

大綱４ 

都市基盤 

公共交通機関（バス・

BRT）をいかしたまち

づくり 

BRTには力を入れているが、路線バスは運行本数の減少や最終

バスの繰上げで不便になっている。バスなどの公共交通の不

便さは人口流出の一因にもなるため、充実を図るべきだ。 

モニター-20 

大綱５ 

生活環境 

自然環境大事に 
海・山・川とこんなに自然のあるまちは珍しい。必要以上の開

発はやめてほしい。 
市報-30 

最適なスマートシテ

ィ 

自然エネルギー発電や二酸化炭素からメタノールを合成する

新しい技術などを積極的に取り入れ、世界最先端のスマート

エネルギーシティを目指してほしい。 

市報-38 

自然豊かなまち 

県外の産廃を１割程度受け入れると聞いたが、自然豊かな日

立市を県内外の産廃の捨て場にしてはいけない。域外からダ

ンプカーが通行するような状況は受け入れられない。 

市報-55 

ごみのないまちづく

り 

市民一人ひとりが意識してごみのない、きれいなまちにする

とともに、高齢者等が情報交換し、生き生きと過ごせる憩い

の場を整備してほしい。 

市報-73 

環境先端都市 
脱炭素社会に向けた取組として、公共の施設を作る時はCLT工

法を採用し、木材の利用を進めるべきだと思う。 
市報-77 

住みよいまち 

産業廃棄物最終処分場の建設や学校再編計画の影響、高齢化

が著しい中でのデジタル化、商業施設の不足などの課題を解

消し、住みよいまちづくりをしてほしい。 

市報-99 

環境共生のまちづく

り 

カーボンニュートラルを宣言し、自然エネルギーの活用とエ

ネルギーの分散による災害への備えを進めることが重要だ。 市 HP-6 

生物多様性を維持で

きるまちづくり 

日立市は、生物多様性に恵まれた地域だ。生態系の恵みを生

かした観光・教育・農林水産業などの振興を進めるべきだ。 
市 HP-28 

大綱６ 

協働 

安心して住めるまち

づくり 

日立市は海・山に囲まれ、住みやすいまちである。誰もが安心

して住めるようなまちづくりが必要である。 
市報-5 

ぬくもりのあるまち

づくり 

デジタル化が進む一方、人と人とがふれあう機会が大切にな

ってくると思う。 
市報-6 

温暖な気候、海・山、

工業都市を活かした

まちづくり 

少子高齢化・人口減少が進む社会では、社会・地域の担い手と

して高齢者の活躍の場を広げることが大切である。 
市報-9 

希望のあるまち 

若い人達にとって魅力あるまちづくりが将来の希望につなが

る。市外の人が住みたくなるまちを目指すことが、日立市の

明るい未来につながる。 

市報-15 

若者が住んでみたい

と思うまち 

市内には、魅力的なお店を出店したいなど意欲ある若者も多

くいるが、商店街の高すぎる賃料などの「古い価値観」が若者

の挑戦を阻んでいる。若者が「よいところ」、「住んでみたい」

と思えるまちを目指し、若者の移住定住を促進すべきである。 

市報-16 

広域的な街づくり 
日立市内の土地は限られるため、近隣自治体と連携し、公共

交通機関や産業団地、住宅地の整備を行うべきである。 
市報-24 

活気ある多世代型地

域コミュニティの確

立されたまち 

地域コミュニティが機能しなければ、子育てや介護も難しく

なると感じる。子どもから高齢者まで、年齢に関わらず人が

集まる場所の整備と活動を主導する人材の養成が必要であ

る。同時にまちの活性化を図ることも必要である。 

市報-33 

安心して一人暮らし

ができるまち 

公的支援・事業者支援・ボランティア支援を整え、連携し合う

ことで助け合いのある街にする。高齢者だけでなく、若者も

安心して一人暮らしができる街にしてほしい。 

市報-50 
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大綱  まちの姿 

意見・提案 

※キーワード 緑：自然・環境、青：いきいき、赤：安全・安心、 

橙：夢・希望、  紫：若者 

回答者番号 

大綱６ 

協働 

活気あふれるまち、

日立市 

かつては、まちも活気で満ち溢れていた。若い世代が楽しめ

るまちづくりが必要だと考える。 
市報-59 

市民がストレスフリ

ーで生活できるまち

づくり 

親切なひと、人にやさしい人に溢れたまちを目指してほしい。 市報-63 

住民が住み心地を実

感できるまちづくり 

住民が安心安全な生活環境のもとで暮らし、居住地に愛着を

もつことが大事と考える。市報等の広報媒体を生かし市政の

課題、施策の取組状況などについて、市民と共有することで、

一層信頼が増すものと思う。 

市報-70 

『ひたちならでは』

を合言葉に、ひたち

独自の資源を活かし

た魅力あるまち 

「ひたちならでは」と市民が自慢できるオンリーワンの「ひ

と」「こと」「もの」「場所」「景色」などをクローズアップ

し、市を挙げてPRし、未来へつなげてほしい。 

市報-85 

産学官連携を図り、

自然や地場産品を生

かしたまちづくり 

一次産業従事者や企業、学生など様々な立場の人が協力し、

自然や地場産品をいかした観光振興や環境保全などに取り組

むことで、郷土愛と誇りを持てる魅力あるまちを目指したい。 

市報-86 

若い世代の意見が反

映され、若い世代が

住みやすい街 

人口の流出の原因は、観光や公園などの生活面で、他の市町

村より魅力がないことだと思う。今の若い世代の人たちの声

を反映させるような体制が必要だ。 

市報-92 

人口が増加するまち

づくり 

これまでのまちづくりを分析し、改善すべき点見つけ、解決

してほしい。 
市報-119 

県北の拠点都市を死

守する 

高萩市や常陸太田市と合併を検討すべきであると考える。地

勢的には望ましいと考える。 
市報-124 

発展性のあるビジョ

ンを実現できるまち 

地勢的な制約もあり、日立市は何もしなければ衰退する。国

や県と協力してプロジェクトを計画、実現できれば産業・都

市基盤等に目覚ましい効果が現れると考える。 

市報-125 

住んでいて楽しい、

優越感と利便性、競

争力のあるまち 

人口流出の要因は、商業・医療・交通面の不便さと魅力の乏し

さである。若者や現役世代が住みたい、住んでいて楽しいと

感じられるまちづくりが重要である。 

市報-132 

意思を持った街作

り、人が輝く街 

一つ一つの取組がばらばらになっているので、統一的な考え

方を作り、それに沿った色々な施策がまとまった総合計画を

策定すべきである。 

市報-136 

若者が住みやすく働

きやすいまちづくり 

コロナ禍により、リモートワークが日常となる中、自然に恵

まれた日立市を、都心の方に是非知ってもらいたい。 
市報-139 

海、山、公園、神社を

生かしたまちづくり 

日立市は自然豊かで絶景の海岸、山、公園の整備が充実して

いるのに知名度が不足している。もっとPRし、人を呼び込む

べきだ。 

市報-140 

人が定着し、人が呼

べ、訪れるまち 

産業の振興、交通の充実はもとより、娯楽や潤い、さらに、医

療や文教といった生活の安心・安全・安定を支える基盤整備

が不可欠である。景観や文化を保全し、市民の誇りや安らぎ

を与えるまちづくりを望む。 

市報-141 

豊かな自然環境をい

かしたずっと住み続

けたいと思えるまち

づくり 

子供たちが大人になった時に、また日立市に住みたいと思っ

てもらえるようなまちにしてほしい。住み続けている住民に

メリットがある施策をしてほしい。 

市報-150 

女性が楽しい街づく

り！！ 

市内には固定的性別役割分担意識が根強く、意識改革を図る

必要がある。 
市 HP-7 
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大綱６ 

協働 

ひとりひとりを大切

にするまちづくり 

高齢者、子育て世代、ひきこもりとその保護者、自営業など、

色々な人の立場に立ち考え、実行できる日立市であってほし

い。 

市 HP-18 

市民が心地いいまち

づくり 

今住んでいる市民の心地よさを大切にしてほしい。今住んで

いる人が暮らしにくければ、転出につながる。市外に出ても、

帰ってきたいと思える街づくりをしてほしい。 

市 HP-19 

幅広い世代に魅力あ

るまちづくり 

市民や若い世代が日立市に魅力を感じ、住み続けるメリット

を享受できる施策が重要である。そして幅広い世代にとって

魅力あるまちづくりに向けて、若者のアイデアを取り入れる

仕組みを検討してほしい。 

市 HP-22 

Great Hitachi city 

again! 

市民と知恵を出し合い、コンパクトで持続可能な、明るい未

来につながる施策を考え出すべきだ。 
市 HP-27 

日立市民であること

を誇りに思えるまち

づくり 

市報などを活用し、他の自治体にはない特徴的な施策や市の

魅力についてプロモーションすることが大切だと思う。 
市 HP-31 

地形を活かし競合都

市と差別化したまち

づくり 

事業のスクラップアンドビルド、コンパクトシティ化、まち

のブランディングが必要だと考える。 
市 HP-32 

子育てに良いまちづ

くり 

他の自治体にはない魅力のアピールと、実際に市内で子育て

されている方の声を効果的に発信することで子育て世代の居

住促進や満足度の向上につながると思う。 

モニター-1 

気軽に挨拶できるま

ち 

最近はギスギスした雰囲気があり気軽に挨拶できる街になっ

てほしい。 
モニター-3 

タテとヨコのネット

ワークを生かしたま

ちづくり 

コミュニティ活動の縦と横のネットワークを広げ、現役世代

や子育て中の方、若者等の参加を促し、住民の自発的・自主的

活動によるまちづくりを支援するべきだと考える。 

モニター-9 

人材をいかしたまち

づくり 

市内には病院や企業、大学がある。そこに働く世代が子育て

しやすい環境を整えれば、子育て世代に魅力があるまちにな

る。地域の人材をいかしてほしい。 

モニター-12 

 


