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大綱・施策（案） 

 

 現行 案 

大綱１ 福祉・医療「健やかで安心して暮らせるまち」 福祉・医療「健やかに生き生きと暮らせるまち」 

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。 

子どもから高齢者まで、誰もが住み慣れた地域に

おいて、健やかに生き生きと暮らせるまちを実現

します。 

分野 

本市は比較的早い段階から「福祉のまち」とし

て各種施設の整備や人材の育成等に取り組んで

きました。今後の 10 年は、高齢化が更に進むこと

が予測されるため、元気な高齢者の社会参加の機

会の確保、介護予防をはじめとした高齢者への対

応の充実を図ります。 

 また、障害者の生活支援の充実を図るととも

に、地域医療体制の充実をはじめ健康に暮らして

いくための施策の充実、出産環境の整備、子ども

が豊かに成長するための環境づくりなど、一生を

とおして、誰もが住み慣れた地域の中で、健康で

生き生きと暮らせる環境を次世代につなぐまち

づくりを進めます。 

本市は、全国的にも早くから「福祉のまち日立」

として各種施設整備などの先進的な取組を進め

るとともに、近年では、市独自の子育て支援策や

本格的な超高齢社会の到来を見据えた地域包括

ケアシステムの推進などにも重点的に取り組ん

できました。 

今後は、本市の課題の一つである若者やファミ

リー世代の定着を図るため、独自の子育て支援策

を始めとした切れ目のない支援に引き続き取り

組むとともに、ニーズの変化に応じた制度の拡

充、子育てに関する情報発信・相談体制の充実に

努めます。 

また、地域包括ケアシステムの更なる推進や障

害福祉サービスの一層の充実を図り、すべての人

が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続け

ることができる共生社会の実現を目指します。 

さらに、周産期医療や救急医療など地域医療体

制の充実を図るとともに、高齢化の進展に伴い増

大する医療・介護需要への対応、人生 100 年時代

を見据えた健康づくりの促進などを進めます。 

施策 

①子育て環境の整備（こども福祉） 

 次世代を担う子どもたちが、のびのびと育つこ

とができるよう、保育環境の充実など子どもを生

み育てやすい環境、育ちやすい環境を整えます。 

①妊娠から出産、子育てまでの切れ目のない支援

（子ども福祉） 

すべての家庭がその希望に応じて子どもを生

み育てやすく、そしてすべての子どもが健やかに

育つことができる環境の更なる充実を図るため、

妊娠、出産、子育てといった各ライフステージに

応じた支援を推進します。 

②高齢者の生きがいと自立の支援（高齢者福祉） 

高齢者が、住み慣れた地域で安心して生き生き

と生活できるよう、社会参加の機会を充実させる

とともに、介護予防への取り組み、介護サービス

の充実を図ります。 

②明るく活力ある長寿社会の構築（高齢者福祉） 

高齢者が、住み慣れた地域で安心して生き生き

と生活できるよう、地域で支え合う体制の強化と

高齢者の社会参加の促進を図るとともに、認知症

施策の充実や介護予防・健康づくりの推進に取り

組みます。 
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 現行 案 

③障害者を支える環境の充実（障害者福祉） 

 障害者が、地域で安心して生活できるよう、障

害者を支えるサービスの充実や、社会参加機会の

充実を図ります。 

③障害者を支える環境の充実（障害者福祉） 

障害者が、地域社会の中で、安心して生活でき

るよう、社会参加の促進や自立した地域生活を支

えるサービスの一層の充実を図ります。 

④地域で支える福祉の推進（地域福祉） 

誰もが、安心して暮らすことができるようにす

るため、支援を要する人への対応の充実を図るな

ど、地域の中で支え合うまちを構築します。 

④地域全体で支え合う福祉の推進（地域福祉・地

域共生） 

地域における生活課題を解決し、誰もが安心し

て生きがいをもって暮らすことができるよう、地

域住民やコミュニティ、民生委員などとの協働に

より、人と人がつながり、支え合うまちづくりを

進めます。 

⑤健康を支える医療の充実（地域医療体制など） 

市民の健康を守るため、周産期母子医療をはじ

め救急医療などの地域医療体制の充実を図りま

す。 

⑤市民の健康と暮らしの安心を支える医療の充

実（地域医療体制等） 

安心して子どもを産み育てられる医療環境の

充実、また、高齢化の進展に伴う医療需要の増大、

さらには、新たな感染症や災害の発生にも対応で

きる地域医療体制の整備を進めます。 

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） 

誰もが、一生をとおして健やかで生き生きと暮

らせるように、各年代にあった健康づくり、栄養

改善、歯科保健の推進などに取り組みます。 

⑥人生 100 年時代を見据えた健康づくり（健康づ

くり） 

誰もが生涯を通じて健やかで生き生きと暮ら

せるように、ライフステージに応じた健康づくり

や食育、歯科保健の推進に取り組むことで、健康

寿命の延伸を図ります。 
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 現行 案 

大綱２ 
教育・文化「人と文化をつくるまち」 教育・文化「未来を拓く人と多様な文化を育むま

ち」 

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。 

未来を拓く人材を育成するとともに、地域の特徴

ある豊かな文化を育みます。 

分野 

 本市は、特色をいかした学校教育による人材育

成や、「ひたち生き生き百年塾」など、生涯を通じ

て学べる環境づくりに努めてきました。少子・高

齢化、産業構造の変化、多文化との共生などの大

きな社会情勢の変化に柔軟に対応し、将来に向か

って活力ある都市として発展を続けるために、次

世代を担う視野の広い創造力豊かな人材を育む

まちづくりを進めます。 

 また、「日立風流物」などの文化財、「ひたち市

民オペラ」などの文化・芸術活動をいかすととも

に、子どもの頃から文化に触れる環境づくりを進

めることにより、文化が生み出す力の醸成や多方

面での交流の促進を図ります。 

本市では、学校教育の更なる質の向上や、市民

が身近な場所で学習できる機会の充実、スポーツ

に親しむ環境づくりに努め、「教育は日立市で！」

と思われる教育の実現を目指し、本市ならではの

取組を推進してきました。   

これまで蓄積された本市教育の良さをいかしな

がら、情報技術の急速な進展や人口減少・少子高

齢化など、社会的変化に主体的に向き合い、未来

を拓き、活躍できる人材を育むまちづくりを進め

ます。 

 また、ユネスコ無形文化遺産「日立風流物」や

国指定史跡「長者山官衙遺跡及び常陸国海道跡」

などの文化財、「ひたち市民オペラ」、「日立シビッ

クセンター」などの多様な文化・芸術資源をいか

すとともに、広く市民が文化・芸術に触れる環境

づくりを進めることにより、様々な分野での交流

の促進を図ります。 

施策 

①豊かな人間性と確かな学力の向上（学校教育） 

自ら学び考える確かな学力の育成に取り組み、

家庭や地域との連携を深めながら、豊かな心と健

やかな体、社会的・職業的な自立に必要な能力や

姿勢を育てる教育を推進します。 

①「生きる力」の育成と学習環境の向上（学校教

育） 

子どもたちの確かな学力、豊かな心、健やかな

体を育み、自ら学び考え、未来を拓く「生きる力」

を培うとともに、よりよい学習環境の確保のた

め、学校再編を進めながら、家庭や地域と共にあ

る学校づくりを推進します。 

②特徴的な教育・人材育成機関との連携（高等教

育等） 

大学や中高一貫教育校をはじめとする優れた

教育機関、人材育成機関の協力を得ながら、知識

や技術の産業への活用、魅力ある教育環境づくり

などに努めます。 

②将来を担う人材の育成と大学等との連携（高等

教育等） 

多様な教育支援により、まちの持続的な発展を

けん引する人材の育成を推進するとともに、大学

や中高一貫教育校を始めとする教育機関、人材育

成機関と連携しながら、知識や技術の産業への活

用や地域課題の解決などに努めます。 

③学習機会の充実と地域・家庭の教育力向上（生

涯学習） 

 地域や世代を超えた生涯学習機会の充実によ

り、学びの成果を地域にいかすとともに、家庭の

③学びの機会の充実と地域・家庭の教育力向上

（生涯学習） 

誰もが、いつでも、どこでも学び続けられる生

涯学習の機会の充実により、生活の質の向上を図
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 現行 案 

教育力向上に向けた取り組みを推進します。 ります。また、地域や家庭における教育力の向上

に向けた取組を推進します。 

④多様な文化・芸術の推進（文化・芸術） 

地域の特徴ある文化資源の活用や、文化・芸術

施設の魅力向上を図ります。また、さまざまに展

開されている市民の文化・芸術活動を支援しま

す。 

④多様な文化・芸術の推進（文化・芸術） 

地域の特徴ある文化・芸術資源の活用や、関連

施設の魅力向上により、市民が身近に親しめる環

境づくりを進めるとともに、市民の文化・芸術活

動を支援し、まちづくりにいかす取組を進めま

す。 

⑤青少年の健全育成の推進（青少年育成） 

次世代を担う青少年の健やかな育成を図るた

め、家庭、地域、学校の連携や相談体制の強化を

進めるとともに、青少年の自主的な活動を支援し

ます。 

⑤青少年の健全育成の推進（青少年育成） 

次代を担う青少年の豊かな人間性と郷土愛を

育む機会の充実に努めるとともに、青少年を取り

巻く社会環境の変化に対応した健全育成活動に

取り組みます。 

⑥誰もが楽しめる生涯スポーツの推進（生涯スポ

ーツ） 

生涯にわたりスポーツに親しみ、心身ともに健

やかに暮らすことができるように、市民の健康増

進や交流の機会としての生涯スポーツ活動を推

進します。 

⑥誰もが親しめる生涯スポーツの推進（生涯スポ

ーツ） 

子どもから高齢者まで、幅広い年代の方がスポ

ーツに親しみ、健康で生きがいをもって暮らすこ

とができるように、よりよい環境づくりを進め、

市民の健康増進や交流の機会となる生涯スポー

ツ活動を推進します。 

⑦多文化共生・平和の継承（国際化・平和） 

国籍や民族の異なる人々が互いの文化を認め

合い、それぞれの能力を発揮できる環境づくりに

努めるとともに、平和宣言都市として平和の大切

さを継承する取り組みを進めます。 

⑦多文化交流の推進と平和の継承（都市交流・平

和） 

 国際親善姉妹都市や国内親善都市を始めとし

た多様な都市と、教育・文化などの各分野で交流

の促進を図るとともに、国際情勢が変化・複雑化

する状況においても、平和宣言都市として、平和

の大切さについて学び、体験できる機会の充実を

図り、その継承に取り組みます。 

 

  



5 

 

 現行 案 

大綱３ 産業「活力ある産業のまち」 産業「多様な活力があふれる産業のまち」 

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。 

地域産業資源をいかした地域経済を実現します。 

分野 

 本市は、製造業を中心として発展してきた「も

のづくり都市」であり、これまで多くの優れた高

度な技術が創出されてきました。一方、海や山な

どの自然をいかした農林水産業が営まれ、多くの

地域特産物に恵まれています。 

 このまちの強みである技術と能力のある人材

などをいかしながら、ものづくりを中心とした既

存産業と今後成長が見込まれる環境分野などの

新たな産業との融合や第 1 次産業の高付加価値

化、地域に身近な商業の活性化などに取り組み、

就業の場の確保につながる活力ある多様な産業

拠点の形成を図ります。 

本市は、グローバル展開する大企業を中心に、

関連企業が集積する「ものづくりのまち」として

の歴史を育んできたまちです。 

今後も、本市産業の基盤となるものづくり企業

の足腰を強化するため、産業構造の変革や本市特

有の大企業の再編といった社会経済情勢の大き

な変化にいち早く対応できる支援に取り組み、

「ものづくりのまち」として更なる成長と新産業

の創出を推進します。 

また、海や山などの自然や特産の農水産物な

ど、多様な産業資源に恵まれたまちでもあり、こ

れらの磨き上げによる観光振興や商業の活性化、

農・林・水産業の担い手確保と地場産品の活用な

ど、産業間の連携を強化することにより、活力あ

る産業のまちづくりを進めます。 

施策 

①基幹産業の活性化と新産業創出の支援（工業） 

ものづくり産業の活力を維持するため、ものづ

くりを支える人材の育成や中小企業への多様な

支援を進めるほか、企業誘致や異業種連携・創業

支援を推進します。 

①競争力のあるものづくり産業の振興（工業） 

顕在化した技能の伝承や事業承継といった企

業が抱える課題解決への支援を進めるほか、ＤＸ

や脱炭素化、サプライチェーン再構築といった産

業構造の変革へ対応するための支援により、社会

経済情勢の大きな変化に対応できる競争力の強

化やイノベーションの創出を図ります。 

②地域に根ざした商業の活性化（商業） 

 生活の利便性の向上や、集客力を高めるための

支援の充実、農商工連携による特産化の推進など

を進めます。また、地域に根ざした商業の活性化

を図る再整備などについて、検討を行います。 

②生活に寄り添う商業機能の維持・充実（商業） 

多様化する消費者ニーズへの対応や、空き店舗

等のリノベーションに対する支援を強化しなが

ら、商店街の魅力向上と機能維持を図ります。 

また、超高齢社会を迎える中、地域や民間事業

者と連携しながら、日常生活を支える買物環境の

維持・充実に努めます。 

③地域の特性をいかした農・林業の振興（農・林

業） 

新たな担い手の育成、商品価値の高い新たな作

物の育成や就業環境の整備、地場産品をＰＲする

取り組みを進めます。 

③持続可能な農・林業経営の支援（農・林業） 

新たな担い手の育成や地域の特性に応じた経

営基盤の強化を図りながら、地場産品を活用した

付加価値の高い商品開発や産業間の連携などに

よる経営の多角化を推進し、農業経営の持続化と

安定化を図ります。 

また、森林資源を適切に管理していくため、森
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林所有者の意向把握に努め、豊かな森づくりに努

めます。 

④活力ある水産業の振興（水産業） 

新たな担い手の育成、漁場の環境整備や商品価

値の高い水産物の開発等による漁業経営の体力

強化、地場産品をＰＲする取り組みを進めます。 

④持続可能な水産業の振興（水産業） 

漁業協同組合を始めとする関係団体の支援や

担い手の確保と育成、先端技術の活用による生産

活動の省力化、産業間の連携などによる魅力的な

水産物の供給により、経営の基盤強化と安定化を

図ります。 

⑤物流ネットワークの拠点整備と活用（物流） 

 広域的な物流を促し、産業の持続的な発展に資

するため、幹線道路体系の整備と合わせ、物流ネ

ットワークの拠点である「茨城港日立港区」の整

備促進と自動車取り扱いを中心とした活用を図

ります。 

⑤物流ネットワーク拠点の更なる活用（物流） 

「茨城港日立港区」は、完成自動車の物流拠点

としての機能に加え、エネルギー供給拠点として

日立ＬＮＧ基地を有しており、そのポテンシャル

をいかしながら、多様な物流需要にも対応できる

よう、更なる活用を図ります。 

 ⑥産業集積の機能強化と企業立地の促進（産業立

地） 

ものづくり産業の集積や物流ネットワークの

強みをいかしながら、新たな立地環境の整備や、

優遇制度を活用した企業誘致を促進します。 

⑥地域の資源を活用した観光の振興（観光） 

海、山などの自然、本市のシンボルである「さ

くら」、かみね動物園、奥日立きららの里などの施

設をはじめ、「ものづくり都市」に培われた産業資

産などを活用し、積極的に情報発信を行うなど、

地域の資源を十分にいかした観光振興の取り組

みを進めます。 

⑦魅力ある資源をいかした観光の振興（観光） 

市民が誇りとする「さくら」、「ものづくりの歴

史」など本市が有する観光資源の磨き上げを始

め、様々な観光拠点施設の魅力向上、積極的な観

光情報発信の強化、更には、海、山の豊かな自然

環境を活用したサイクルツーリズムやロングト

レイルなどニューツーリズムの創出などにより、

魅力とにぎわいがあふれる観光地域づくりに取

り組みます。 

 ⑧多様な働き方の推進と就労支援（創業・雇用・

労働） 

「雇用センター多賀」における、きめ細かな就

労支援などによる雇用対策の充実を図るととも

に、性別、年齢及び国籍等を問わず、様々な人材

の多様な働き方を支援し、市内企業の人材の確保

や定着を図ります。 

また、創業者が事業を安定的に継続できるよ

う、創業者の状況に応じた課題解決を支援する的

確なサポートを実施します。 
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 現行 案 

大綱４ 都市基盤「都市機能が充実したまち」 都市基盤「都市環境が充実した魅力あるまち」 

目標 
資産をいかした機能性のある都市をつくります。 コンパクトに都市機能が集約され、機能性や利便

性が高く住みやすい都市をつくります。 

分野 

 本市では、比較的早い時期から学校、市営住宅、

生活道路、上下水道などの生活に密着した都市基

盤やかみね公園、日立シビックセンターなどの特

徴ある施設の整備に取り組んできました。こうし

た都市の資産を有効に活用するとともに、効率的

な維持・更新を計画的に進めます。 

 また、交通の軸となる幹線道路の整備、交通弱

者を対象とした交通手段の維持確保、駅及びその

周辺の都市機能の再編強化、定住人口確保のため

の土地の有効活用、中心市街地のにぎわいづくり

への取り組みなど、将来に向けた都市基盤づくり

を進めます。 

本市は、人口減少・少子高齢化の時代において

も持続可能なまちであり続けるため、市内に５つ

の鉄道駅を有するという特性をいかし、駅周辺を

中心とした「生活利便性と交通利便性が高いコン

パクトなまち」を目指して大甕駅の整備や常陸多

賀駅周辺整備の検討、バス高速輸送システム「ひ

たちＢＲＴ」の導入を進めてきました。 

今後も、コンパクトで利便性が高い、快適なまち

づくりを進めるとともに、都市活動の基盤である

幹線道路の整備促進に引き続き取り組むほか、中

心市街地のにぎわいづくり、若者世代の移住・定

住の促進、住宅団地における居住環境の維持や空

き家等の既存ストックの有効活用などに取り組

み、安全・安心で魅力あふれるまちづくりを進め

ます。 

施策 

①快適な市街地の整備（市街地整備） 

高齢化・人口減少等の社会情勢の変化に対応し

た都市のあり方を検討し、都市拠点機能の再編強

化を進めるとともに、市街地環境の向上を図りま

す。 

①誰もが安心して住み続けられる活力ある市街

地の整備（市街地整備） 

鉄道駅周辺やひたちＢＲＴ沿線など、市内各所

の拠点を中心に都市の機能を高めながら、移動や

生活利便性の維持・向上、まちの魅力向上を図り

ます。 

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） 

市の持続的な発展を支える広域的な交流の促

進や産業の振興などを図っていくため、国道 6号

日立バイパスの旭町以南の延伸や国道 245 号の 4

車線化などの早期事業化等、都市の基盤である幹

線道路の整備を促進します。 

 また、生活に欠かせない道路などについての維

持補修、災害時にも対応できるような道路の整備

など、安全で円滑に移動できる道路交通体系の構

築やバリアフリー化を図ります。 

②安全・安心・快適な暮らしと都市の活力を支え

る道路整備（道路交通体系） 

 まちの活性化や産業の振興を図るため、広域的

な交流を促進する国道６号日立バイパスの延伸

や国道 245号の４車線化等の主要な幹線道路の整

備を促進するとともに、鮎川・城南道路など、主

要な幹線道路を補完する道路の整備を推進しま

す。 

また、日常生活に不可欠な生活道路の計画的な

整備や維持・補修、橋りょう等の老朽化対策など

により、災害時にも対応できる、強靭で円滑な道

路交通体系を構築します。 

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） 

 生活の利便を確保するため、地域公共交通の

充実など円滑な移動が確保できるような環境に

③人と環境に優しい公共交通体系の構築（公共交通

体系） 

次世代モビリティやＭａａＳなどの先端技術

の先駆的実装の支援やひたちＢＲＴの整備を進
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 現行 案 

やさしい公共交通体系の構築を図ります。 めるとともに、路線バスの維持・再編の検討や、

乗り合いタクシーなどの地域の実情にあった交

通手段の導入により、交通利便性の向上を図るこ

とで、高齢化や環境問題に配慮した人と環境にや

さしい公共交通体系を構築します。 

④やすらげる公園・緑地の整備（公園・緑地） 

 潤いとやすらぎのある生活環境を創出するた

め、ニーズに合った公園・緑地の整備や市民との

協働による公園・緑地の管理を進めます。 

④緑豊かで快適な都市空間の創出とさくらによ

るまちづくり（公園緑地・さくら） 

市民が安全で快適に利用できるよう、公園・緑

地の整備や市民との協働による管理を進めると

ともに、市のシンボルである「さくら」をいかし

たまちづくりを進めます。 

⑤安全で親しみやすい河川・水路の整備（河川・

水路） 

集中豪雨などによる都市型水害への対応を含め、

総合的な治水対策を進めるとともに、親水機能が

確保された河川・水路の整備を進めます。 

⑤気候変動による水害リスクを軽減する河川・水

路の整備（河川・水路） 

気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、

流域全体で水害を軽減させる流域治水対策を進

めるとともに親水空間を創出します。 

⑥住みやすい環境の形成（住宅） 

ライフスタイルに応じた住宅の提供促進や市

営住宅の適正な運用など、住みやすい環境の形成

に努め定住促進を図ります。 

⑥質の高い住環境の整備（住環境・定住） 

多様化するライフスタイルに応じた住宅の供

給促進や市営住宅の適正な運用、山側住宅団地を

始めとした住宅団地における居住環境の維持、既

存ストックとしての空き家の有効活用への取組

などにより、誰もが暮らしやすく、質の高い住環

境の整備を図るとともに、子育て世帯などの若年

世代に対する支援により、市外からの移住を含め

た定住を促進します。 

⑦安定したライフラインの提供（上下水道） 

災害時に強いライフラインの確保、日常の生活

に欠かすことのできない安全・安心でおいしい水

の提供、生活排水の適切な処理を進めます。 

⑦安全で安定した上下水道サービスの提供（上下

水道） 

 老朽化の進んだ管路や基幹施設の更新と併せ

た耐震性の向上など、災害に強く安定供給が確保

された上下水道を整備するとともに、人口減少を

踏まえた効率的な上下水道事業の経営に取り組

みます。 

 

  



9 

 

 現行 案 

大綱５ 生活環境「安全で環境にやさしいまち」 生活環境「自然と調和した安全・安心のまち」 

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。 

環境に優しく、安全で安心して暮らせるまちをつ

くります。 

分野 

 本市では、工業都市として発展する過程で、市

民と企業が協力して煙害を克服するなど、自然と

産業の調和に取り組んできました。その経験をい

かし、「環境都市宣言」を行い、循環型社会を構

築するための施策の展開や新エネルギーの導入

を行ってきました。 

 また、防災や防犯などにも、市民と行政の協働

により積極的に取り組んできました。 

 今後も、これまでの取り組みを充実させ、災害

や犯罪などから市民の暮らしや生命を守る施策

の充実を図ります。 

 さらに、二酸化炭素排出量の削減への取り組み

や社団法人日本経済団体連合会の「未来都市モデ

ルプロジェクト」の対象地域として、企業や大学、

市民との連携によりエネルギー利用の効率化を

図るなど、日々の暮らしの利便性確保とともに、

自然と産業が調和した安全で快適に暮らせる生

活環境づくりを進めます。 

本市は、「ものづくりのまち」として発展する中

で、市民や企業との協力により、煙害を克服したと

いう誇るべき歴史を有しています。その経験をい

かし、「環境都市・日立」を宣言し、自然環境と産

業の調和した持続可能な社会の創造に努める中

で、循環型社会の形成を始めとした環境への取組を

積極的に進めてきました。 

今後も、４Ｒ（断ろう（Refuse）、減量しよう

（Reduce）、くり返し使おう（Reuse）、再資源化し

よう（Recycle））に引き続き取り組み、ごみの

減量化・再資源化を進めるほか、災害発生時のエ

ネルギーのレジリエンス向上の観点を視野に入れ

た再生可能エネルギー等の導入や活用の促進な

ど、脱炭素化に向けた取組を積極的に推進し、更な

る循環型社会の形成を目指します。 

 一方、安全・安心のまちづくりの実現として

は、「災害に強いまちづくり」を目指し、引き続き

地域防災力の強化を図るとともに、大規模自然災

害への平時からの備えとして、日立市国土強靭化

計画を定め、リスクシナリオに対する各種施策を

取りまとめました。 

また、防犯、交通安全活動については、市民の暮

らしや生命、財産を守るための各種施策について、

市民と行政が協働で積極的に取組を行ってきまし

た。 

今後も、起こり得るすべての災害に対して、ソフ

ト・ハード両面から防災・減災対策を行うととも

に、消防・救急体制の更なる充実を図ります。 

さらに、事件、事故を未然に防ぐため、防犯対策、

交通安全対策を推進するなど、市民が安全に、安心

して暮らせる環境づくりを進めます。 

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） 

豊かな自然を後世に引き継ぐため、自然環境の

保全への意識啓発や循環型社会形成への取り組

みを進めるとともに、新たなエネルギー環境の構

①自然との共生と脱炭素社会の推進（自然環境の

保全と創造） 

自然と共生し、守り、育てる意識啓発を進めると

ともに、再生可能エネルギーの活用や省エネルギ

ーの推進など、環境への負荷を最小限にとどめる
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 現行 案 

築を進めます。 脱炭素社会の実現に向けたまちづくりを進めま

す。 

②資源の有効活用の推進（ごみ・資源） 

高齢化やコミュニティの変化に対応した、ごみ収

集システムの見直しを進めるとともに、ごみの減

量、資源化など循環型社会形成への取り組みを進

めます。 

②循環型社会の形成（ごみ・資源） 

 ライフスタイルの変化に対応したごみ収集シス

テムの見直しを進めるとともに、ごみ及びし尿処

理施設の適正な維持管理や長寿命化を図りなが

ら、ごみの減量化・資源化など４Ｒの取組を推進す

ることで、更なる循環型社会の形成を図ります。 

③消防・救急体制の強化（消防・救急） 

災害や緊急時に対応するため、消防施設の整備や

救急救助体制の充実、地域防災力の強化を図りま

す。 

③消防・救急・救助体制の充実・強化（消防・救急） 

各種災害や緊急時に、迅速かつ的確に対応する

ため、老朽化した施設の更新や消防資機材の充実

など、消防力と救急救助体制の強化を図ります。 

また、市民の防火意識の啓発や消防団等との連

携強化により地域防災力の向上を図ります。 

④災害に強いまちづくりの推進（防災・減災） 

 災害時の広報手段や避難所機能、地域での防災

体制の充実など、危機管理体制の強化を図りま

す。 

④災害に強いまちづくりの推進（防災・減災） 

災害の被害を最小限に抑えるため、災害リスク

に備えたインフラ等の強靭化をはじめ、情報収集・

伝達体制や避難所機能の強化、緊急避難先の確保

など防災体制の充実を図ります。 

また、市民の自助、共助意識の向上のため、地域

における自主防災活動の支援などにより、市民の

防災意識の醸成を図るとともに、新たな感染症や

大規模な事件・事故などの発生に対しても、適切か

つ速やかに対応できる危機管理体制づくりを進め

ます。 

⑤防犯活動・交通安全の推進（防犯・交通安全） 

 防犯意識の向上や地域防犯活動を支える人材

の育成を図り、犯罪のない地域づくりに努めるほ

か、子どもや高齢者に対する交通安全意識の啓発

や自転車利用者のマナー向上、安全確保などを進

めます。 

⑤日常生活における安全・安心の確保（防犯・交通

安全） 

駅前などの公共空間において、快適で犯罪の少

ない空間の形成を進めるほか、地域防犯活動を支

える人材育成、防犯に関する意識の啓発などによ

り、地域ぐるみの防犯のまちづくりを促進します。 

また、高齢者や子どもなど交通弱者の安全を一

層確保するため、交通安全意識の普及・啓発や自転

車利用者のマナー向上に努めます。 

⑥墓地・葬祭場の整備と管理（墓地・葬祭場） 

 墓地の需要に対応した整備の推進と、葬祭施設

の適正な管理を進めます。 

⑥多様化する墓地需要への対応（墓地・葬祭場） 

今後の多死社会の到来を見据える中で、多様化

する墓地へのニーズの変化など、将来の墓地需要

を見据えた取組を行うとともに、今後の利用動向

を踏まえた墓地・葬祭場の整備や運営を進めます。 
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 現行 案 

大綱６ 協働「みんなで築くまち」 地域経営「みんなで創る持続可能なまち」 

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。 

協働と共創で未来へつながるまちづくりを進め

ます。 

分野 

 本市では、23 学区（地区）でのコミュニティ組

織を中心とした自治活動や各種の市民団体の活

動など、市民と行政の協働により身近な地域で、

きめ細かなまちづくりを進めてきました。 

 今回の東日本大震災で経験したように、福祉や

防災などさまざまな面での「自助」「共助」など、

市民の果たす役割の重要性は増しています。 

 コミュニティ組織や各種団体等をはじめとし

た全ての市民、企業、大学、行政が情報を共有し

相互に協力しながら、将来に向けてまちが発展で

きるように、協働によるまちづくりを進めます。 

 また、限られた財源や人員の中で、多様化する

市民ニーズに対応し、行政サービスを向上できる

ように、行財政の改革を推進します。 

これまで本市では、学区コミュニティや各種市

民団体、大学、企業等の多様な主体との協働によ

り、きめ細かなまちづくりを進めてきました。 

今後も、本市が将来にわたって持続可能なまち

となるよう、市民や関係団体等との情報共有を一

層進め、相互に協力しながら、協働による地域経

営を進めます。 

また、社会経済情勢や市民ニーズの変化に的確

に対応した不断の行財政改革に取り組み、市民サ

ービスの向上と効率的・効果的な行財政運営に努

めてきました。 

人口減少や少子高齢化の進行により、歳入の減

少や歳出の増加が見込まれる中で、引き続き、健

全な行財政運営を維持するため、財源の確保や徹

底した経費の縮減などに取り組みながら、最小の

経費で最大の効果が発揮できるよう、継続的な行

財政改革に取り組みます。 

さらに、市民一人ひとりの生活や価値観が多様

化する中にあっても、すべての人が生き生きと、

自分らしく暮らすことのできるまちづくりを進

めます。 

施策 

①コミュニティとの協働（コミュニティ活動） 

23 学区（地区）で自主的に展開されているコミ

ュニティ活動の自治・経営の仕組みの確立を支援

するとともに、まちづくりのパートナーとして、

協働により地域の課題に対応できるような体制

づくりに取り組みます。 

①持続可能なコミュニティ活動（コミュニティ活

動） 

持続可能なコミュニティであり続けるため、全

世代が参加しやすいコミュニティ活動の展開を

図りながら、コミュニティとともに、地域の課題

解決や魅力的なまちづくりに取組み、地域の活性

化を図ります。 

②市民の多様な活動の支援（市民の多様な活動） 

各種市民活動団体、ＮＰＯ法人やボランティアな

どの市民の多様で自主的な活動を支援し、協働に

よるまちづくりを進めます。 

②市民の多様な活動と支え合いのまちづくり（市

民の多様な活動） 

各種市民活動団体、ＮＰＯ法人やボランティア

が取り組む多様なまちづくりなどの活動を支援

しながら、支え合う意識を醸成します。 

③企業、大学等との協働（産学官連携） 

 環境問題やエネルギー利用の効率化など未来

を拓くための課題に対し、「未来都市モデルプロ

ジェクト」をはじめとして、企業や大学等と協働

③企業、大学等との連携・協働（産学官連携） 

 県内外の大学や企業、研究機関等と連携・協働

し、新たな発想や取組の創出による地域の活性化

や、高度な知識と技術を兼ね備えた人材の育成等
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した取り組みを進めます。 を図ります。 

④男女が共に築く社会（男女共同参画） 

男女が共に働きやすい環境づくりや女性の社

会参画支援の充実を図るなど、男女共同参画社会

の構築に努め、男性も女性も暮らしやすいまちづ

くりを進めます。 

④誰もがかがやける社会の形成（男女共同参画・

若者応援・多文化共生） 

様々な人々が互いに尊重し、多様性への理解を

深め、仕事や家庭、地域など、あらゆる場面で、

誰もがかがやきながら、心豊かに生活することの

できる環境づくりを進めます。 

⑤情報共有の充実（広聴広報・相談） 

市民のニーズを的確に把握し市政につなげる

とともに、市内外へ本市の魅力を発信する戦略的

な広報活動の展開を図ります。また、消費生活相

談をはじめ市民からの相談への対応体制の充実

を図ります。 

⑤市民と市政をつなぐ広聴と戦略的な広報（広聴

広報・シティプロモーション） 

 市民のニーズを施策にいかしていくため、引

き続き、市民の意見や提案を把握する機会の充

実に努めるとともに、市民が気兼ねなく相談す

ることができるよう、相談体制の拡充を図りま

す。 

また、市報やホームページ、ＳＮＳなどの多様

なメディアを最大限に活用し、「伝わる広報」に磨

きをかけるとともに、本市の良さに共感する人

を増やすため、ひたちらしさなど、市の魅力の

効果的な活用・発信に努めます。 

⑥適正で持続可能な財政運営（財政運営） 

 徹底した経費の縮減や効果的な財源配分、民間

活力の活用などに努め、健全で持続可能な財政運

営を進めます。 

⑥効率的で持続可能な行財政運営（行財政運営） 

デジタル化の推進、総量の削減や他自治体との

広域連携の検討による公共施設等の適正な維持・

管理、多様な行政課題に対応できる組織力の向上

など、様々な視点から不断の行財政改革に取り組

み、選択と集中を図りながら効果的な財源配分を

行うとともに、民間活力の活用、市税・保険料等

の収納率の向上及び新たな財源確保の取組など

により、安定した財政基盤の確立に努め、市民サ

ービスの向上と効率的・効果的な行財政経営に努

めます。 

⑦効率的・効果的な行政経営（行政経営） 

行政評価の運用や不断の行財政改革の推進、行

政課題に対応した柔軟な組織や人事により、効率

的・効果的な行政経営を進めます。 

 また、市民に使いやすい市庁舎の整備を進める

とともに、公共施設の復旧や整備・統合の検討を

進めます。 

 


