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HITACHI CITY１ 各種調査の内容及び目的
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 次期日立市総合計画の策定に先立ち、市民の皆さんの声を幅広くお聴きし、今後の計画の策定や施策立案のための基礎資料とするこ

とを目的に、市民、コミュニティ、学生、各種団体等に意向調査やグループインタビューを実施しました。

 合わせて、基礎調査を実施し、国・県の動向の把握、本市の現状と課題の整理、類似都市との比較分析、さらには、将来フレームの

検討などを行いました。

グループインタビュー

市民意向調査

基礎調査

基本構想 基本計画

令和３年３～令和４年２月

２

市民ニーズ調査
※ 令和３年５月実施予定
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（１）市民意向調査・グループインタビュー

 慢性的な交通渋滞や高齢化に伴う生活交通手段の必要性を背景に「道路・公共交通」に関する意見

 with/afterコロナ時代の新潮流や新たな成長産業の必要性を背景に「デジタル化」に関する意見

 公害を克服した歴史やLNG基地の存在等を踏まえた「脱炭素社会の実現」に関する意見
市報等

 メンバーの高齢化を背景に後継者不足が共通的な課題

 新型コロナウイルス感染症は、社会経済活動の停滞、売上減少、交流機会の喪失など多方面に影響

 市政に対しては「コロナ対策」、「施策の周知」、「地方創生・人口減少対策」「団体活動への

支援」「多様な意見の反映」などを指摘

各種
団体

 住みやすさの良い点：「自然環境」、「日常の買い物環境」、「子育て支援策」

 住みやすさの改善点：「道路交通」、「にぎわい活気」、「医療福祉」

 子育て支援策の利用者は、総じて好意見であるが、制度の周知不足を指摘する意見、支援対象が

乳幼児の育児時期に偏っており、教育、医療、公園なども含めた包括的な施策展開への要望あり

子育て
世代

 顕在化している課題：「道路・公共交通」「社会経済」「まちづくり」「コミュニティ」「安全・安心」
「移住・定住」「若者・子育て」

 新たな課題 ：「コロナ対策」「デジタル化」「脱炭素社会の実現」
 子育て支援策 ：一定の評価を得ているものの、施策の周知や分野横断的な取組が必要

 若い世代を中心とした人口流出を背景に「移住・定住」、「若者・子育て」に関する意見

 新たな都市活力や雇用の創出、地域資源の活用の観点から「まちづくり」に関する意見

 新入会員が減少や高齢化が進む一方で、「コミュニティ」の負担が増大していることに関する意見

 災害発生時の避難体制や防災機能強化のためのソフト・ハード対策など「安全・安心」に関する意見

グループ
インタビュー



General Plan of
HITACHI CITY２ 調査結果の概要②
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（２）基礎調査

社会経済情勢の動向調査 他の自治体との比較分析日立市の現状と課題

国・県などの動向調査

 人口減少、少子高齢化
 新型コロナウイルス感染症、ニューノーマル
 人手不足、デジタル化
 激甚化・広域化する自然災害
 脱炭素社会の実現

 首都圏へのエネルギー供給のバックアップ拠点
や次世代産業集積地の形成

 ものづくり産業の集積を活かした産業拠点の形
成や、海岸線などの豊かな自然環境を活かした
交流人口の拡大

 年少、生産年齢人口の減少、高齢者の急増
 高齢単独世帯の増加、介護の質と量の充実
 継続的な子育て支援の取組
 すべての人々が安心して暮らせる社会の実現
 若者に選ばれる魅力あるまちづくり
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による地

域経済への影響
 若者、女性、高齢者の労働参加
 創業促進、雇用創出、企業誘致
 コンパクトなまちの構造、幹線道路の整備
 脱炭素社会の実現、エネルギーの地産地消
 地域（コミュニティ、公園等）の担い手不足

 産業の集積、元気な高齢者が多い、生涯学習の
基盤、公共交通の利便性が高い、公園の配置密
度の高さ、犯罪や火災が少ない、避難所の配置
密度の高さ、電子行政サービスの基盤の充実

 人口減少、高齢化、医師の少なさ、学校の小規
模化、完全失業率の高さ、産業の多様性、空き
家の多さ、道路事情、CO2排出量の多さ、女性
の活躍、財政の弾力性の低さ

強み

弱み

現在のトレンドでの将来予測

 人口や世帯の減少（2030年に約15.2万人、2040年に約12.8万人）
 従業人口の減少、市内経済の縮小
 人口密度の低下、生活サービスの縮小
 高齢者を支える人材の減少

想定される社会の変化（未来年表）

 脱炭素社会の実現に向けた動きの加速（次世代エネルギーの普及など）
 Society5.0の実現（AIやロボット、自動化技術）
 地域共生社会の実現
 激甚化する自然災害の発生

強み（Strength）

 ものづくり都市としての
拠点性の高さ

 豊かな自然環境と身近な
歴史、ストーリー性

弱み（Weakness）

 地方創生・人口減少対策
 2025年問題等への対応

機会（Opportunity）

 デジタル化への対応
 脱炭素社会の実現に

向けた取組

脅威（Threat）

 新型コロナウイルス感染
症対策

 激甚化する自然災害への
対応

基礎調査報告書の再掲
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 「市民意向調査」や「グループインタビュー」、「基礎調査」を通して、 本市が分野横断的に取り
組むべきと考えられる課題を以下のとおり整理しました。

課題

①継続して取り組む
ことが求められる

【地方創生・人口減少対策】
 まちづくりのあらゆる分野に影響を与える根幹的な課題で、市民等の課題意識も高い
 これまでの子育て支援策は評価されている面ある一方、課題も指摘されており、地方創生・人口減少対

策は、中長期な視点で引き続き取り組むことが必要

②この10年間で問題
が顕在化・本格化

【2025年問題】
 団塊の世代が75歳以上になることにより、福祉・医療分野はもとより、教育・文化、産業、都市基盤、

生活環境、協働のあらゆる分野において、集中的な対策が必要

③喫緊に対応する
ことが必要

【新型コロナウイルス感染症対策】
 命と暮らし、経済に関わる問題となっており、「地方創生・人口減少対策」や「2025年問題」に注力す

る上でも「新しい生活様式」の普及を市が抱える課題解決につなげることが必要

④近い将来に起こり
得るリスク

【激甚化する自然災害への対応】
 災害発生時の対応力の充実・強化に加えて、公共施設の保全・更新や、地域における見守り活動の支援、

社会経済活動の業務継続など、あらゆる分野において、ハード・ソフト両面からの取組が必要

⑤加速化する変化へ
の対応

【デジタル化への対応】
 新型コロナウイルス感染症を契機として、これまで予想された以上の速度で、社会のあらゆる分野にデ

ジタル化が進展する可能性
 地方創生においても、地域間競争を考えれば、先取りした取組が重要

⑥グローバルレベル
の新たな価値実現

【脱炭素社会の実現に向けた取組】
 2050年のカーボンニュートラルは、世界的な潮流となってきており、その実行は基礎自治体単位となる

ことから、都市のブランディングなど、新たな都市間競争の分野になる可能性
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（１）基本理念・将来都市像の検討

各
種
調
査
を
踏
ま
え
て

決
定

市民意向調査

基礎調査

〇〇〇のまち
（現：くらしの安心をつなぐ）

◇◇◇のまち
（現：まちの活力を育む）

△△△のまち
（現：地域の力を磨きいかす）

≪将来都市像≫
○○○ ○○○ ○○○ ○○○のまち ひたち

（現：生活未来都市・ひたち）

≪まちづくりの基本理念≫

これまで実施してきた各種調査等の結果を踏まえ、次期総合計画の基本構想に
おける、「まちづくりの基本理念」や「将来都市像」の検討を進めていきます。

グループインタ
ビュー

市民ニーズ調査
※ 令和３年５月実施予定
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【施策】 ① 子育て環境の整備（こども福祉）

② 高齢者の生きがいと自立の支援（高齢者福祉）

③ 障害者を支える環境の充実（障害者福祉）

④ 地域で支える福祉の推進（地域福祉）

⑤ 健康を支える医療の充実（地域医療体制など）

⑥ ライフステージに応じた健康づくりの推進（健康づくり）

目標：子どもから高齢者まで、健やかで安心できる
暮らしを実現します。

【施策】 ① 豊かな人間性と確かな学力の向上（学校教育）

② 特徴的な教育・人材育成機関との連携（高等教育等）

③ 学習機会の充実と地域・家庭の教育力向上（生涯学習）

④ 多様な文化・芸術の推進（文化・芸術）

⑤ 青少年の健全育成の推進（青少年育成）

⑥ 誰もが楽しめる生涯スポーツの推進（生涯スポーツ）

⑦ 多文化共生・平和の継承（国際化・平和）

目標：将来を担う人材を育成するとともに、豊かな
文化を育みます。

【施策】 ① 基幹産業の活性化と新産業創出の支援（工業）

② 地域に根ざした商業の活性化（商業）

③ 地域の特性を活かした農・林業の振興（農・林業）

④ 活力ある水産業の振興（水産業）

⑤ 物流ネットワークの拠点整備と活用（物流）

⑥ 地域の資源を活用した観光の振興（観光）

目標：ものづくりや産業創出の支援など、
産業の活性化に努めます。

【施策】 ① 快適な市街地の整備（市街地整備）
② まちの活力向上のための幹線道路と生活道路の整備

（道路交通体系）
③ 便利で環境にやさしい公共交通体系の構築（公共交通体系）
④ やすらげる公園・緑地の整備（公園・緑地）
⑤ 安全で親しみやすい河川・水路の整備（河川・水路）
⑥ 住みやすい環境の形成（住宅）
⑦ 安定したライフラインの提供（上下水道）

目標：資産を活かした機能性のある都市を
つくります。

【施策】 ① 豊かな自然環境の保全とエネルギー利用の効率化

（自然環境の保全と創造）

② 資源の有効活用の推進（ごみ・資源）

③ 消防・救急体制の強化（消防・救急）

④ 災害に強いまちづくりの推進（防災・減災）

⑤ 防犯活動・交通安全の推進（防犯・交通安全）

⑥ 墓地・葬祭場の整備と管理（墓地・葬祭場）

目標：自然と調和した安全で快適な生活環境を
つくります。

【施策】 ① コミュニティとの協働（コミュニティ活動）

② 市民の多様な活動の支援（市民の多様な活動）

③ 企業、大学等との協働（産学官連携）

④ 男女が共に築く社会（男女共同参画）

⑤ 情報共有の充実（広聴広報・相談）

⑥ 適正で持続可能な財政運営（財政運営）

⑦ 効率的・効果的な行政経営（行政経営）

目標：市民との協働により持続的なまちづくり
を進めます。

（１）現計画の施策体系（６大綱、39施策） 第１回会議資料の再掲



General Plan of
HITACHI CITY５ 大綱・施策について②

©Hitachi City. 2021. All rights reserved. ８

（２）大綱・施策の構造の検討

各
種
調
査
を
踏
ま
え
て

変
更
を
検
討

実施中の施策

（現行の大綱・施策の例）

市民意向調査

基礎調査

グループインタ
ビュー

市民ニーズ調査
※ 令和３年５月実施予定
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HITACHI CITY参考：基本理念・将来都市像の検討に向けたキーワード

自治体名 基本理念や目標など 将来の都市像やキャッチフレーズ

水戸市
第６次総合計画

 笑顔にあふれ快適に暮らせる安心都市づくり
 未来に躍動する活力ある先進都市づくり
 水戸ならではの歴史、自然を生かした魅力ある交流都市づくり

笑顔あふれる安心快適空間 未来に躍動する
魁（さきがけ）のまち・水戸

土浦市
第８次総合計画

 共に考え行動する「協働」によるまちづくり
 快適で安心・安全な「日本一住みやすい」まちづくり
 地域資源を生かした活力あるまちづくり

水・みどり・人がきらめく 安心のまち 活力のまち 土
浦

古河市
第２次総合計画

 住み続けたい、住んでみたい、良好な暮らしの環境があるまち
訪れてみたい・働いてみたい、地域資源が活かされ活力があるまち

 明日につなげたい・受け継ぎたい、次世代へとつながれていくまち

「華のある都市 古河」
～はなが好き、ひとが好き、古河が大好き～

取手市
第６次総合計画

―
ぬくもりとやすらぎに満ち、

共に活力を育むまち とりで

つくば市
未来構想

つながりを力に未来をつくる
 顔と顔が見える
 挑戦を応援する
 未来をつくる

Ⅰ 魅力をみんなで創るまち
Ⅱ 誰もが自分らしく生きるまち
Ⅲ 未来をつくる人が育つまち
Ⅳ 市民のために科学技術をいかすまち

ひたちなか市
第３次総合計画

―
世界とふれあう自立協働都市
豊かな産業といきいきとした暮らしが広がる
元気あふれるまち

筑西市
第２次総合計画

誰もが誇れる元気未来都市づくり
あらゆる世代が快適に暮らせる安⼼都市づくり
郷土愛を育む教育・文化都市づくり

あらゆる世代が安心して暮らせる元気都市 筑西 ～
若者よ 筑西に～

（１）県内主要都市の基本理念等

県内主要都市や類似団体、現在策定作業中の自治体の基本理念等を検討の参考として調査しました。

９
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HITACHI CITY参考：基本理念・将来都市像の検討に向けたキーワード

自治体名 基本理念など 将来の都市像

栃木県栃木市
総合計画

－
”自然””歴史””文化”が息づき
”みんな”が笑顔のあったか栃木市

栃木県小山市
第７次総合計画

 ひと・行政を創る：市民
協働と行財政改革を進め
るひと・行政づくり

 まちを創る：みんなが住
み続けたくなる活気ある
まちづくり

 くらしを創る：みんなが
いきいきと豊かで幸せな
くらしづくり

夢・魅力いっぱい 未来へつなぐ
－みんなの笑顔と元気で明日の小山
創生－

千葉県市原市
総合計画

 「変革と創造」で新たな
未来を切り拓くまちづく
り

夢つなぎ ひときらめく 未来創造都
市 いちはら
～ひとの活躍が新たな誇りを創るま
ちへ～

富山県高岡市
総合計画

豊かな自然と歴史・文化につつまれ
人と人がつながる 市民創造都市
高岡

長野県上田市
第二次総合計画

市民力、地域力、行政力、
それぞれが役割を果たし、
協働のもと、まちの魅力と
総合力を高めます

ひと笑顔あふれ 輝く未来につなが
る健幸都市

岐阜県大垣市
未来ビジョン

希望あふれる産業文化都市 みんな
で創る

静岡県磐田市
第２次総合計画

未来のまちづくりを担う
「人づくり・地域づくり」
を進めます

たくさんの元気と笑顔があふれるま
ち 磐田
～今までも、これからも ずっと磐
田～

愛知県豊川市
第６次総合計画

光・緑・人 輝くとよかわ

愛知県刈谷市
第８次総合計画

（案）

人が輝く 安心快適な産業文化都市

（２）県外の類似団体の基本理念等

自治体名 基本理念など 将来の都市像

愛知県安城市
第８次総合計画

市民一人ひとりが 生活の豊か
さとともに 幸せを実感できる
まち

幸せつながる健幸都市 安城

愛知県西尾市
第７次総合計画

 活力・創造 ～地域の個性を
活かして新たな魅力を創造す
る～

 安心・便利 ～市民の暮らし
を守りゆとりある暮らしを育
む～

 自立・協働 ～誰もが活躍で
きる市民主体のまちづくりを
を進める～

自然と文化と人々がとけあい
心豊かに暮らせるまち 西尾

愛知県小牧市
第６次総合計画

―

 こども夢・チャレンジ No. 
１都市

 元気創造都市
 支え合い共生都市

三重県松阪市
総合計画

―
ここに住んで良かった・・・み
んな大好き松阪市

三重県鈴鹿市
総合計画2023

―
みんなで創り 育み 成長し
みんなに愛され選ばれるまち
すずか

島根県出雲市
総合計画

 市民が主役のまちづくり
 地域特性が光るまちづくり
 自立するまちづくり

げんき、やさしさ、しあわせあ
ふれる 縁結びのまち 出雲

広島県東広島
市

第五次総合計画

これまでの発展を基盤に「新た
な価値」の創出

未来に挑戦する自然豊かな国際
学術研究都市
～住みたい、働きたい、学びた
いまち、東広島～

愛媛県今治市
第２次総合計画

―

ずっと住み続けたい“ここちい
い （心地好い）”まち いまば
り あの橋を渡って 世界へ
未来へ

10



General Plan of
HITACHI CITY

（３）直近に策定した自治体の基本理念等

自治体名 基本理念 将来都市像

八千代市
R3-R10

・誇りと愛着
・共生と自立
・安心と安全

人がつながり 未来につなぐ

緑豊かな 笑顔あふれるまち やちよ

目黒区
R3-R22

・学び合い成長し合えるまち
・人が集い活力あふれるまち
・健康で自分らしく暮らし続けられるまち
・快適で暮らしやすい持続可能なまち
・安全で安心に暮らせるまち

さくら咲き
心地よいまち
ずっと
めぐろ

中野区
R3-R12

・人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち
・未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまち
・誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまち
・安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまち

つながる
はじまる
なかの

小金井市
R3-R12

・みんなで幸せになるまちづくり
・みんなで進めるまちづくり
・未来につなげるまちづくり

いかそうみどり 増やそう笑顔
つなごう人の輪 小金井市

厚木市
R3-R14

・命、財産を守り抜くまち
・支え合い、生き生きと暮らせるまち
・夢や希望を持ち、自己実現ができるまち
・人が集い、交流し、新たな価値を生むまち
・環境に優しく、自然と共生するまち
・市民と共に確かな成長を創り出すまち

自分らしさ輝く
希望と幸せあふれる
元気なまち
あつぎ

糸満市
R3-R12

・果てしない希望を抱き飛躍的前進を目指すまち
・自然を保護し健康で快適な住みよいまち
・平和を願い情操豊かな明るいまち

つながりを深め
チャレンジするまち
糸満市

参考：基本理念・将来都市像の検討に向けたキーワード
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General Plan of
HITACHI CITY参考：基本理念・将来都市像の検討に向けたキーワード

重点取組事項
（案）

まちづくりの基本理念
（まちづくりを進める考え方）

将来の都市像
（目指す姿・状態）

地方創生・人口
減少対策

暮
ら
し
・

産
業
系

2025年問題

安
全
・
安
心
系

新型コロナウイ
ルス感染症対策

激甚化する自然
災害への対応

デジタル化への
対応

未
来
系

脱炭素社会の実
現に向けた取組

安心 笑顔あふれる

創造都市未来都市

協働

住みやすい

安全

暮らしやすい

活力/活気/元気のある

リードする 魁となる

～をいかす/伸ばす/創る/育む

挑戦する

幸せ/健幸

切り拓く

人と人がつながる

先進都市

希望

支えあい

選ばれる

世界

共生

ナンバー１

心豊かぬくもり

スマートシティ

やさしい

にぎやかな

発信する

最先端都市

愛着

～を守る/大切にする/継承する

地域主体

環境共生都市

誇れる

触れ合いのある

連携 のびのび

いきいき

すこやか

居心地の良い

コミュニティ力

県内主要都市・類似団体を参考にしたキーワード市報等アンケート結果を参考にしたキーワード
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General Plan of
HITACHI CITY参考：県内自治体の将来都市像、キャッチフレーズ①

自治体名 将来都市像、キャッチフレーズ

水戸市 県都にふさわしい風格と安らぎのある 元気都市・水戸

日立市 生活未来都市・ひたち ～知恵と自然が響き合い、くらしを明日につなぐまち～

土浦市 水・みどり・人がきらめく 安心のまち 活力のまち 土浦

古河市 風格と希望に満ちた“いきいき古河”

石岡市 古都1300年の歴史と郷の文化に出会える街

結城市 みんなでつくる活気と風情のある快適なまち・結城

龍ケ崎市 共によろこび 共に育てる 健康・教育都市

下妻市 輝く自然・あふれるやさしさ・活力みなぎるまち しもつま ～ひとがいきいきかがやくまち～

常総市 健やかにひとを育み、みどり豊かなまちづくり

常陸太田市 自然・歴史を活かし、人・地域がかがやく協働のまち

高萩市 感性はぐくむ「こころの里City」 たかはぎ

北茨城市 安心 快適 住みたいまち ～人・自然・まち・文化 みんなでつくる北茨城～

笠間市 住みよいまち 訪れてよいまち 笠間 ～みんなで創る文化交流都市～

取手市 水と緑を育み、美と文化を創る活き活きリビングタウン

牛久市 笑顔があふれ やすらぎのあるまち うしく

つくば市 わたしのつくばをみつけよう。 人と自然と科学が調和し、安らぎと活力に満ちた“健康で健全なまち・つくば”の創造

ひたちなか市 豊かな産業といきいきとした暮らしが広がる 世界とふれあう自立協働都市

鹿嶋市 ときめきホームタウン かしま

潮来市 豊かな自然 あふれる元気 みんなでつくる水の郷

守谷市 豊かな大地に明日の生活と文化を築くまち

常陸大宮市 豊かな自然と調和した 安心・快適な活力のまち

那珂市 人にやさしく文化の香り高いまち
出典：地方公共団体情報システム機構
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General Plan of
HITACHI CITY参考：県内自治体の将来都市像、キャッチフレーズ②

自治体名 将来都市像、キャッチフレーズ

筑西市 人と自然 安心して暮らせる 共生文化都市 －市民との協働で進める筑西市の創造－

坂東市 人と自然がおりなす活力・安心・協働にみちた坂東市

稲敷市 みんなが住みたい素敵なまち

かすみがうら市 きらきら いきいき ふれあい育む 豊かなめぐみ野

桜川市 伝統と豊かな自然に恵まれた田園文化都市 ～やすらぎのまち 桜川～

神栖市 市民とともにつくる“躍進する中核都市”かみす

行方市 水辺と大地と暮らしぶり自慢の行方市

鉾田市 「いのち」と「くらし」の先進都市 ～自然を尊び、農を誇り、喜びを生みだす 21世紀のまち 鉾田～

つくばみらい市 活力に満ちた うるおいとやすらぎのまち

小美玉市 人が輝く水と緑の交流都市

茨城町 湖沼を中心に水と緑に恵まれた田園都市 安全・安心で活力あるまち いばらき ～みんなでキャッチボールしてまちづくり～

大洗町 人が輝き・海が育む・ふれあいのまち大洗

城里町 人と自然が響きあい ともに輝く住みよいまち

東海村 ～自然といのち・調和と循環～

大子町 花と緑と若者の住む 互いに支え合う 心豊かなまち

美浦村 人と自然が輝く美浦村 ともに生きる人と人、人と自然 地域に育まれた湖岸文化

阿見町 人と自然がつくる楽しいまち あみ

河内町 太陽が光かがやく水とみどりの調和した安心して暮らせるまち

八千代町 人・地域・ともに輝く 協働のまち 八千代

五霞町 人がきらめき だれもが安心・安全に暮らせるまち 五霞

境町 水と緑とふれあいの町 さかい

利根町 みんなの笑顔が輝くまち！

出典：地方公共団体情報システム機構
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General Plan of
HITACHI CITY参考：類似団体の将来都市像、キャッチフレーズ

自治体名 将来都市像、キャッチフレーズ

栃木市 “自然”“歴史”“地域”“人” それぞれに生み出す流れが大河を創り 悠久の流れが未来を築く 新生・栃木市

小山市 水と緑と大地のゆたかなまち 夢 大地 きらめき 笑顔 みんなでつくる ふるさと小山

市原市 夢つなぎ ひときらめく 未来創造都市 いちはら

高岡市 ほっとホット高岡 水・みどり・人 光り輝く躍動のまち 高岡

上田市 日本のまん中 人がまん中 生活快適都市 ～水跳ね 緑かがやき 空 こころ 晴れわたるまち～

大垣市 水の都・おおがき 水と緑の文化・産業・情報・交流都市

磐田市 光と風・水と緑 ひとが、まちが、いま輝き出す～自然あふれ、歴史・文化薫るゆとりと活力のまち～

豊川市 光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち

刈谷市 人が輝く 安心快適な産業文化都市

安城市 受け継ぐ想いを未来に届ける 望遠郷 市民とともに育む環境首都・安城

西尾市 自然と文化と人々がとけあい 心豊かに暮らせるまち 西尾

小牧市 人と緑かがやく創造のまち

松阪市 市民・地域の個性が光り輝き、誇りと美しさを備えた交流都市 まつさか

鈴鹿市 元気発信！鈴鹿市 市民一人ひとりが夢や生きがいをもって安心して暮らせるまち すずか

出雲市 西部日本海域の中心都市 神話の夢舞台出雲 世界を結ぶご縁都市

東広島市 くふうに満ちてる東広島

今治市 ゆとり彩りものづくり みんなで奏でる海響都市いまばり

出典：地方公共団体情報システム機構
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General Plan of
HITACHI CITY参考：全国の将来都市像、キャッチフレーズ

動詞 回数

輝く 248

住む 128

育む 80

創る 80

つくる 80

つなぐ 48

満ちる 44

あう 43

ふれあう 39

築く 36

うるおう 35

めざす 35

織りなす 34

暮らせる 33

活かす 32

きらめく 31

薫る 26

続ける 26

暮らす 26

かがやく 25

息づく 24

つながる 23

目指す 23

合う 23

響く 23

できる 22

支える 21

ひらく 21

生きる 20

光る 19

出典：地方公共団体情報システム機構

形容詞 回数

やさしい 77

よい 73

美しい 67

新しい 21

明るい 18

小さい 17

やすい 16

優しい 14

高い 11

たくましい 9

いい 8

青い 7

くい 7

良い 6

あたたかい 6

楽しい 6

おおい 5

清い 5

強い 4

温かい 4

あったかい 3

力強い 3

おいしい 2

近い 2

さむい 2

心地よい 2

ふるい 2

こすい 1

白い 1

なかよい 1

名詞 回数

まち 988

自然 461

都市 311

文化 264

豊か 254

元気 170

活力 168

あふれる 155

歴史 146

交流 131

笑顔 115

未来 114

ふるさと 105

ひと 102

安心 97

ふれあい 96

まちづくり 95

創造 89

健康 72

共生 69

やすらぎ 65

市民 64

協働 63

調和 62

地域 59

環境 54

躍動 53

大地 53

みどり 52

快適 50

全国の自治体の将来都市像、キャッチ
フレーズで用いられている語のトップ30

・「まち」と「都市」は、合わせて1,299
団体（67.8％）

・200回以上使われている語は、全団体の
10％以上で使われている語となる。

・出現傾向が似ている単語が、同じ色の
グループ

調査対象団体
1,916団体（政令市の区を含む。）

分析方法
オンラインのテキストマイニングツール
（ User Local ）を用いて、集計・抽出
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General Plan of
HITACHI CITY参考：県内自治体、類似団体でよく使われている語

動詞 回数
光り輝く 2
暮らせる 2
輝く 2
ある 1
きらめく 1
はる 1
生み出す 1
晴れわたる 1
築く 1
出す 1
あふれる 1
薫る 1
映える 1
住む 1
つくる 1
受け継ぐ 1
届ける 1
育む 1
とけあう 1
創る 1
かがやく 1
備える 1
まつ 1
する 1
結ぶ 1
満ちる 1
てる 1
奏でる 1

出典：地方公共団体情報システム機構

形容詞 回数
よい 1
美しい 1
くい 1

名詞 回数
まち 9
都市 6
市民 3
文化 3
自然 3
未来 3
大地 2
安心 2
いま 2
交流 2
ゆとり 2
ゆたか 2
流れ 2
地域 2
歴史 2
みんな 2
快適 2
まん中 2
日本 2
ひと 2
高岡 2
元気 1
ホット 1
創造都市 1
みどり 1
躍動 1
つなぎ 1
小山 1
生活 1
ふるさと 1

動詞 回数
する 8
輝く 6
住む 5
つくる 5
育む 5
ある 4
かがやく 3
満ちる 3
暮らせる 3
合う 2
響く 2
恵まれる 2
創る 2
みなぎる 1
活かす 1
はぐくむ 1
はぐ 1
育てる 1
訪れる 1
よろこぶ 1
しく 1
みつける 1
出会える 1
広がる 1
ふれあう 1
築く 1
きらめく 1
進める 1
おりなす 1
みちる 1

形容詞 回数
よい 3
ふさわしい 1
やさしい 1
高い 1
楽しい 1

名詞 回数
まち 26
自然 16
都市 9
文化 9
安心 8
みんな 7
豊か 7
活力 7
協働 5
調和 4
地域 3
ふれあい 3
やすらぎ 3
快適 3
風格 2
明日 2
くらし 2
暮らし 2
大地 2
創造 2
市民 2
歴史 2
いのち 2
生活 2
つくば 2
安全 2
元気 2
笑顔 2
健康 2
交流 2

県内自治体 類似団体
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General Plan of
HITACHI CITY参考：本市の過去の基本理念、将来都市像①

計画名 日立市建設基本計画書 日立市長期計画書 日立市長期計画書 日立市基本構想

策定時期 昭和35年 昭和44年６月（１年前倒し） 昭和46年９月（３年前倒し） 昭和51年９月

構想期間 昭和35年度～昭和44年度
（10年間）

昭和44年度～昭和48年度
（５年間）

昭和46年度～昭和50年度
（５年間）

昭和51年～
（目標年度の明記なし）

基本計画 ― ― ― 昭和51年～昭和55年
昭和54年～昭和58年
昭和56年～昭和58年

都市像 なし
（はしがきに「風光の美と人情
の厚さを誇る」「和の精神」
「全市一体化」「撓まざる努
力」「10年後の本市の光に満ち
た姿を描き」と記述）

１ 三本の柱
(1) 生活するまち
(2) 働くまち
(3) 楽しむまち
２ 市民がつくるまち

１ 三本の柱
(1) 生活するまち
(2) 働くまち
(3) 楽しむまち
２ 市民がつくるまち

１ 三本の柱
(1) 住むまち
(2) 働くまち
(3) 楽しむまち
２ 市民がつくるまち

目標人口 195,118人（昭和44年） 230,000人 260,000人（昭和55年） 213,500人（昭和55年）

市長 第３代 高嶋 秀吉
（昭和20年～昭和38年）

第４代 萬田 五郎
（昭和38年～昭和50年）

第４代 萬田 五郎 第５代 立花 留治
（昭和50年～平成３年）

国 全国総合開発計画
地域間の均衡ある発展
池田内閣

新全国総合開発計画
豊かな環境の創造
佐藤内閣

新全国総合開発計画
豊かな環境の創造
佐藤内閣

第三次全国総合開発計画
人間居住の総合的環境の整備
福田内閣

策定時の
時代背景
(日立市)

・豊浦町を編入合併し、昭和の
大合併が終了（S31）

・かみね動物園開園（S32）

・住宅団地の造成開始（S37）
・日立市民会館開設（S40）

・太陽の家開設（S45）
・公共下水道事業に着手
（S44)

・茨城国体開催（S49）
・萬春園開園、郷土博物館開
設（S50）

18



General Plan of
HITACHI CITY参考：本市の過去の基本理念、将来都市像②

計画名 日立市基本構想・基本計画 日立市基本構想・基本計画 日立市総合計画

策定時期 昭和62年12月 平成９年３月（７年前倒し） 平成24年３月

構想期間 昭和62年～平成12年（17年間） 平成９年度～平成23年度（15年間） 平成24年年度～令和３年度（10年間）

基本計画 第１期（昭和62年～平成３年）
第２期（平成４年～平成８年）

前期（平成９年度～平成13年度）
中期（平成13年度～平成17年度）
後期（平成18年度～平成22年度）
新市建設計画（H17～H26）

前期（平成24年度～平成28年度）
後期（平成29年度～令和３年度）
新市建設計画（H17～R3）H26に変更

都市像 １ 住むまち・働くまち・楽しむまち
・住むまち～美しい自然ななかではぐく
まれる人間尊重と豊かな人間生活～

・働くまち～魅力ある就業機会の創出と
高次な都市機能の集積～

・楽しむまち～人々の集い、にぎわい、
個性あふれる文化の創造～

２ 市民がつくるまち

創造とふれあいの都市（まち）・日立 生活未来都市・ひたち
～知恵と自然が響き合い、くらしを明日

につなぐまち～

まちづくりの理念
創造（人、文化、産業を創るまち）
交流（人々が広く集うまち）
人間環境（人が生き生きと暮らすまち）

まちづくりの基本理念
くらしの安心をつなぐ
まちの活力を育む
地域の力を磨きいかす

目標人口 235,000人（昭和75年（平成12年）） 210,000人（平成23年） 170,000人～190,000人（令和３年）

市長 第５代 立花 留治 第６代 飯山 利雄（H3～H11）
第７代 樫村 千秋（H11～H23）

第８代 吉成 明（H23～H27）
第９代 小川 春樹（H27～）

国 第四次全国総合開発計画
多極分散型国土の構築
中曽根内閣

21世紀の国土のグランドデザイン
多軸型国土構造形成の基礎づくり
橋本内閣

新たな国土形成計画（全国計画）
対流促進型国土の形成
安倍内閣

策定時の
時代背景
(日立市)

・清掃センター新設（S55）
・日立銀座モール開設（S57）
・人口ピーク（S58）

・日立シビックセンター開設（H2）
・大煙突崩壊（H5）

・多賀郡十王町と合併（H16）
・東日本大震災（H23）
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General Plan of
HITACHI CITY

これまで築き上げてきた本市の資産を基礎として、市民、企業、行政が力を合わ
せ、誰もが安心して生き生きと暮らし、本市の魅力を実感し、未来に希望を持って
暮らせるまちづくりを目指し、次の３つの理念を設定します。

参考：現在の「基本構想」の概要①

（１）まちづくりの基本理念

くらしの安心 をつなぐ

 東日本大震災での経験を踏まえた

災害への対応や防犯の強化を図る

とともに、就業機会の確保、子育

て支援や高齢者福祉など、日常の

基本的な暮らしの充実を図ります。

 一生を通して、誰もが住み慣れた

地域の中で生き生きと支え合いな

がら安心して生活できるまちづく

りを進めます。

地域の力 を磨きいかす

 本市が有する産業の集積、市民文

化、海と山などの自然、人材、人

と人との絆など、これまで育まれ

てきた資産を磨き、地域の力を高

めます。

 市民、企業、行政が、それぞれ持

てる力を十分に発揮し合い、暮ら

しを明日につなぐまちづくりを進

めます。

まちの活力 を育む

 先人たちにより培われた「ものづ

くり」の技術や精神を基盤として、

更に「ものづくり都市」としての

価値を高め、まちの将来を担う人

材や新たな産業などの活力を育み

ます。

 東日本大震災からの復興や自然と

産業の調和などの課題を見据え、

誰もが住み続けたいと思うまちづ

くりを進めます。

第１回会議資料の再掲
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General Plan of
HITACHI CITY参考：現在の「基本構想」の概要②

令和３年の人口を 17万人から19万人の間 と想定
 本市では、昭和58年の206,260人をピークに人口

減少が続いている。

 全国的に人口減少が本格化していく中で、都市機
能を求め都市部に人口が集中する傾向にある。

【
背
景
】

① 都市機能の整備推進
② 若年層の定住促進
③ 子育て環境の整備

【
対
策
】

（２）将来都市像

生活未来都市・ひたち
～知恵と自然が響き合い、くらしを明日につなぐまち～

◆：国勢調査 ◎：前期又は後期基本計画最終年

国立社会保障・人口問題研究所推計参考値 現在の「基本構想」推計値

まちづくりの基本理念である「くらしの安心をつなぐ」、「まちの活力を育む」、「地域の力を磨きいかす」を踏まえ、

これまで築き上げてきたまちの資産をいかしながら、私たちが目指すまちの将来都市像を次のように定めます。

「生活未来都市・ひたち」は、「ものづくり都市」として新たな価値を生み出す力と、人々の生活の歴史や文化が相互に
作用し合い、地域の魅力を高め合う懐の深いまちの姿、それを未来に向けてつないでいこうとする強い意志を表しています。

（３）将来人口の想定

21

20

19

18

17

16

15

（万人）

令
和
３
年

令
和
２
年

◆ ◆ ◎ ◆ ◎ ◆ ◎

人口減少の抑制に
努める

第１回会議資料の再掲
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