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日立市さくらのまちづくり基本計画パブリックコメントの結果について 

１ 実施内容 

(1) 募集期間   令和４年２月 21 日（月）から３月７日（月）まで 

(2) 閲覧資料   （仮称）さくらのまちづくり基本計画（素案） 

(3) 実施方法 

ア 市ホームページに資料を掲載 

イ  公共施設に資料を配架 (市役所本庁舎、各支所、各図書館、各交流センター、日立駅情報交流プラザ) 

(4)  提出方法 

  ア  閲覧資料配架場所に設置してある回収箱に投函 

  イ  郵送、ＦＡＸ、電子メール又はさくら課に直接持参 

（5） 周知方法 

  ア 市報（２月 20 日号） 

  イ 市ホームページ 

２ 実施結果 

(1) 意見提出者数及び意見の件数  29 人（意見の件数 54 件） 

(2) 意見の提出方法 

回収箱 メール FAX 持参 郵送 合計 

14 人 13 人 １人 ‐人 １人 29 人 
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(3) 意見者の属性等 

男性 25 人  市内 23 人 

女性 ４人  県内   １人 

未回答 ‐人  未回答 ５人 

 

(4) 意見の分類 

分類 件数 

「さくらのまち日立」の原風景を次の世代に引き継ぐまちづくりに関する意見 ２件 

誇れるふるさとのシンボルとしての意識の醸成に関する意見 ７件 

桜を活
い

かした魅力的な交流拠点の創出に関する意見  19 件 

さくらのまちづくりによる地域の活性化に関する意見  13 件 

さくらのまちづくり実現に向けてに関する意見 ４件 

その他 ９件 

合計  54 件 

 

（5）計画への反映状況 

 

 

 

 

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 未回答 

 １人  13 人  ‐人  １人  ４人  ４人  ６人 

区分 略語 意見数 

計画に意見を反映するもの 意見反映 ２件 

意見の趣旨が計画に含まれるもの 趣旨含む  22 件 

計画は修正しないが、今後の参考又は検討課題とするもの  参考  19 件 

その他（意見募集の趣旨と異なるものなど） その他  11 件 

合計  54 件 
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（6）意見要旨及び市の考え方 

分類 意見要旨 反映状況 市の考え方 

「さくらのまち

日立」の原風景

を 次 の 世 代 に  

引 き 継 ぐ ま ち 

づくりに関する

意見 

 一般市民が管理しているさくらへの

アプローチ方法を記載したほうがよい

のではないか。 

趣旨含む 

（P.36） 

本計画はさくらのまちづくり推進のために必要

な全ての桜を対象としたものであり、市有施設

や企業だけでなく、身近にある桜に目を向け、

守り育てる意識を高めていく施策を進めてまい

ります。 

 「さくらの樹勢点検の結果」をホーム

ページに記載してもよいのではないか。 

趣旨含む 

（P.48） 

市民や企業と一緒に桜の樹勢点検を実施し、そ

の結果を広く活用していく中で、ＳＮＳやホー

ムページ等を活用した桜の情報発信を行ってま

いります。 

誇れるふるさと

のシンボルとし

ての意識の醸成

に関する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域を代表する「わがまちの桜」

が、たくさん選ばれたら価値が下がる

のではないか。 

参考 

 

「わがまちの桜」は市民が身近な桜に関心や愛

着を持つ機会となるよう、各コミュニティ単位

で選出するものであり、地域の桜を地域で守り

育てる活動に結び付ける取組を推進してまいり

ます。 

 身近な桜（学校など）を楽しむ機会

を増やしてもらいたい。 

参考 学校などの桜は地域の方々にとって、身近で親

しみやすい桜であり、どのような方法で楽しん

でいただく機会を設けることが可能であるかを

関係課所と連携を図りながら検討してまいります。 

「さくら教室」と併せて、学校にあ

る桜に対して施肥などの活動をしても

よいのではないか。 

意見反映 

（P.39） 

桜を大切にする心を育む取組として、より充実

した施策内容とするため、施策 2-2「未来を担う

子ども達が学ぶ「さくら教室」の開催」におい

て、『学校の桜に対して施肥などの活動を行

う』という文言を追記いたします。 
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誇れるふるさと

のシンボルとし

ての意識の醸成

に関する意見 

 

 桜のスモークチップは香りづけに定

評があるため、研究と併せて販売方法

の検討も進めるべき。 

趣旨含む 

（P.41） 

企業や教育・研究機関と行政の連携により、桜

材の活用研究に取り組む過程で、関係機関と連

携を図りながら検討してまいります。 

市民を巻き込んだ桜の植え替えイベ

ントや、大煙突の紙芝居や映画の活用

など桜に興味を持っていただく取組を

期待する。 

意見反映 

（P.40） 

子どもの頃から桜に関心を抱く取組として、よ

り充実した施策内容とするため、施策 2-3「桜と

ふれあう植樹祭や観察会の開催」において、

『教材を活用した講演会を開催』という文言を

追記いたします。 

 衰えた木の活用方法を考えていけ

ば、植樹から更新までのサイクルがで

き、桜を一切無駄にしないまちという

アピールポイントが生まれてくると思う。 

趣旨含む 

（P.41） 

企業や教育・研究機関と行政の連携により、桜

材の活用研究を行う過程で、剪定枝などの活用

方法も検討してまいります。 

わがまちの桜を選出してガイドマッ

プを作成したら、路線バスで巡るわが

まちの桜のモデルコースを作成してほ

しい。 

参考 わがまちの桜を選出し、ガイドマップを作成す

る際、関係機関と連携を図りながら、ご意見を

参考に検討してまいります。 

桜 を 活 か し た 

魅力的な交流拠点

の創出に関する

意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平和通りの桜をすべて日立紅寒桜に

してはどうか。また、市内各所に日立

紅寒桜を植栽してほしい。 

参考 

 

平和通りはソメイヨシノによる更新を進めてお

り、市民アンケートでも「見応えがある」とい

う回答を得ているため、原案どおりとさせてい

ただきます。 

また、ご意見のとおり、市内各所で本市固有の

桜である日立紅寒桜の活用を検討してまいります。 

 国道２４５号沿い、旧日立電鉄部分

に桜を植樹してほしい。 

参考 旧日立電鉄用地は、多くの関係機関が活用方法

について検討中であるため、今後の検討課題と

させていただきます。 

早春に咲く「河津桜」を植樹してほ

しい。 

趣旨含む 

（P.44） 

河津桜は、すでに日立駅海岸口や十王パノラマ

公園、日立港都市再開発用地などの公共施設等

に植えられておりますが、今後も新しい桜を植

樹して名所創出に取り組む際は、ご意見を参考

に検討してまいります。 



5 

桜 を 活 か し た 

魅力的な交流拠点

の創出に関する

意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平和通りの桜は４月初旬が見頃であ

り、その後さびしくなってしまうた

め、４月中桜を楽しめるよう、一部八

重桜を植樹してほしい。 

参考 平和通りはソメイヨシノによる更新を進めてお

り、市民アンケートでも「見応えがある」とい

う回答を得ているため、原案どおり進めさせて

いただきます。 

なお、新たな名所創出の際は、長い期間桜を楽

しめるような取組も検討してまいります。 

 常陸多賀駅・大みか駅前の将来計画

も追加するとともに、山地を含めた回

遊計画を追加してほしい。 

参考 常陸多賀駅・大みか駅前の将来計画及び山地を

含めた回遊計画は、関係機関と連携を図りなが

ら、今後の検討課題とさせていただきます。 

 桜の木の種類の配置計画を追加して

ほしい。 

参考 山地や市内の桜の配置計画は、どのような場所

を桜の名所とするのかなど施策を具体化する中

で、関係機関と連携を図りながら検討してまい

ります。 

 ＪＲ日立駅中央口出口横の３種の桜

配置は、オオシマザクラを３種の中

央・大煙突マークの中に展示すべき。 

その他 日立駅中央口出口横の桜の配置は、市民団体等

との協議のもと植樹したものであり、関係課所

と連携を図りながら、今後検討してまいります。 

 ＢＲＴ沿線に植樹をしてはどうか。 参考 ＢＲＴ沿線にさくらを植栽することは、ＢＲＴ

の魅力を高めるものと考えますが、ＢＲＴの運

行に支障が出ないよう植栽可能か今後の検討課

題とさせていただきます。 

 平和通りだけでなく、市民会館通り

とけやき通りにも桜のトンネル通りを

作り、日本一の桜の街を目指してはど

うか。 

参考 市民会館通りはアメリカフウ、ケヤキ通りには

本市の木であるケヤキが植樹され、市民から大

切にされております。 

樹種変更については関係課所と連携を図りなが

ら、今後の検討課題とさせていただきます。 

日立市内の全公園に桜を植えてほしい。 参考 市内には多くの桜が植えられていますが、桜が

良好に生育するためには、広さが十分確保でき

なかったり、管理が難しい公園もあるため、関

係課所と連携を図りながら、今後の検討課題と

させていただきます。 
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桜 を 活 か し た 

魅力的な交流拠点

の創出に関する

意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一級河川である久慈川近辺は菜の花

が咲き、桜の時期とも相性がよいた

め、桜の名所地の候補としてもよいの

ではないか。 

参考 河川管理者である国や関係機関との協議が必要

となりますので、今後の検討課題とさせていた

だきます。 

 全国的に海と桜並木という景色は、

少ないため、他の地域との差別化を図

れると思う。 

趣旨含む 

(P.80-81) 

自然環境に恵まれた本市の特色を活用して、立

地条件に応じた新たな名所づくりに取り組んで

まいります。 

 久慈浜海水浴場〜古房地公園〜２４

５の拡張工事エリアを桜並木にしては

どうか。 

参考 久慈浜海水浴場～国道２４５号拡張工事エリア

の事業を進めている、県や関係機関との協議が

必要となりますので、今後の検討課題とさせて

いただきます。 

 神峰公園展望台からのさくらの眺め

を未来の子供達に残していってほしい。 

趣旨含む 

（P.65） 

かみね公園は本市を代表する桜の名所であり、

未来の子ども達に引き継いでいくことができる

よう、名所にふさわしい桜の整備に取り組んで

まいります。 

 川上地区にある山々にさくらの木を

植えてほしい。 

参考 山々への植樹に関しましては、所有者や管理の

課題がありますので、今後の参考とさせていた

だきます。 

 日立市の固有種桜を市民が育てる環

境づくりをしてほしい。 

参考 本市固有の桜による、桜の名所創出を推進する

ため、植えられた固有種の育成に市民が関わる

仕組みとともに、苗木生産や譲渡方法等につい

ても併せて今後の検討課題とさせていただきます。 

 新たな桜の拠点整備事業として、小

木津山自然公園の桜整備事業を提示し

てはどうか。 

参考 当計画では、歴史・景観・利用などの観点か

ら、平和通り、かみね公園、鞍掛山、十王パノ

ラマ公園を桜の重要管理拠点と位置付け、再整

備を行う方針としております。 

その他の拠点整備につきましては、日立市さく

らのまちづくり推進市民会議における審議や関

係機関と連携を図りながら、今後の検討課題と

させていただきます。 
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桜 を 活 か し た 

魅力的な交流拠点

の創出に関する

意見 

 

 定期的な植替をしてほしい。 趣旨含む 

（P.42） 

平和通りやかみね公園などは桜の植替えを実施

しており、今後も桜の更新に取り組んでまいり

ます。 

寒桜の増設をしてほしい。 趣旨含む 

（P.44） 

本市固有の桜である日立紅寒桜の活用に取り組

んでおりますが、今後も新しい桜を植樹し、名

所創出に取り組む際はご意見を参考に検討して

まいります。 

さ く ら の ま ち  

づ く り に よ る  

地域の活性化に

関する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画の取組の進捗状況等をタイムリー

に発信してほしい。 

趣旨含む 

（P.48） 

ＳＮＳを活用した桜の情報発信の強化により、

開花やイベント情報だけでなく、様々な情報発

信に取り組んでまいります。 

 向こう 10 年間にどんな楽しい桜のイ

ベントがあるのかを伝えていってほしい。 

 

趣旨含む 

（P.48） 

ＳＮＳを活用した桜の情報発信の強化により、

イベント等の様々な情報発信に取り組んでまい

ります。 

ＳＮＳを活用し、時代に合った効果的

な情報発信やイベントなどを行ってい

けば、既存の桜を元気にする活動に賛

同する市民が増えるのではないか。 

趣旨含む 

（P.48） 

桜を守り育てる活動にご賛同いただけるよう、

ＳＮＳを活用した桜の情報発信の強化に取り組

んでまいります。 

桜のまちづくりをしている全国の自

治体と相互告知を図れる体制があって

も良いと思う。 

趣旨含む 

（P.48） 

全国さくらサミットや全国さくらシンポジウム

等に今後も参加し、他自治体との情報交換や取

組事例発表の場を活用してまいります。 

 市外の人々が行きたいと思うイベン

ト等を増やし、観光業を発展させてい

けば、住民の桜に対する愛着が向上し

ていくと思う。 

趣旨含む 

（P.46） 

（一社）日立市観光物産協会、市民、関係団体

等との連携強化により、本市の恵まれた観光資

源と桜を結び付けた集客イベント等を開催して

交流人口の拡大を図ってまいります。 

また、本市ならではの桜の歴史を踏まえ、桜の

保全・育成に関するイベント等にも取り組み、

市民の桜への愛着向上に努めてまいります。 

 ＳＮＳでの発信も誰に見てもらいた

いのか、ターゲットを定めていく必要

があると思う。 

趣旨含む 

（P.48） 

ＳＮＳ等を活用する際は、情報発信する目的を

明確にすることを意識して取り組んでまいります。 
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さ く ら の ま ち  

づ く り に よ る  

地域の活性化に

関する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さくら 100 選に認定されているの

で、もっと賑わうよう外部への発信を

してほしい。 

趣旨含む 

（P.48） 

ＳＮＳ等を活用して、さくら名所 100 選に選ば

れている「かみね公園」と「平和通り」も含

め、多くの方々に訪れていただけるような情報

を発信してまいります。 

 期間限定で各店舗の桜もちを詰め合

わせた「わがまちの桜もち」を販売し

てはどうか。 

 

趣旨含む 

（P.47） 

新たな桜のブランド商品や、物語性のある特産

品の開発及び各店舗の桜に関する商品の詰め合

わせなどについては、（一社）日立市観光物産

協会や日立商工会議所、企業等と連携して取り

組んでまいります。 

 「日立ナビ」などのスマホアプリで

桜のみごろガイドなどを作ってほしい。 

趣旨含む 

（P.48） 

ＳＮＳ等を活用して、桜に関する様々な情報を

発信する際、ご意見を参考に検討してまいります。 

 さくらに関するイベントを増やして

ほしい。 

趣旨含む 

（P.46） 

（一社）日立市観光物産協会、市民団体等の関

係団体との連携し、日立さくらまつりの内容を

更に充実させて交流人口の拡大を図るととも

に、本市ならではの桜の歴史を踏まえ、桜の保

全・育成に関するイベント等の実施に取り組ん

でまいります。 

さくらまつりが中止でもライトアッ

プしてほしい。 

参考 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止によ

り、来場者及び市民の安全を考慮し、ライトア

ップを含めて日立さくらまつりが中止になりま

した。 

ライトアップを含めた日立さくらまつりの開催

につきましては、国、県などの指針や感染状況

等を踏まえ、実行委員会、関係機関と連携を図

りながら検討してまいります。 

 さくらの開花時期以外にもマラソン

などのイベントを開催し、さくらのま

ちづくり募金を呼びかけてはどうか。 

趣旨含む 

（P.49） 

関係機関との連携を強化し、交流人口の拡大を

図るイベント等を実施することや、市内外の支

援者に募金等を募る取組を実施する際、ご意見

を参考に検討してまいります。 
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さ く ら の ま ち  

づ く り に よ る  

地域の活性化に

関する意見 

 

 さくらのイベントがあれば、参加し

たい。 

趣旨含む 

（P.49） 

関係機関との連携を強化し、交流人口の拡大を

図るイベント等の実施に取り組んでまいります。 

さ く ら の ま ち  

づ く り 実 現 に  

向けてに関する

意見 

 「さくらのまちづくり」の財源につ

いて示してほしい。 

その他 今後の取組として、財源が不足する場合は、ガ

バメントクラウドファンディングやさくら基金

の活用も含め、検討してまいります。 

 桜の苗木購入や記念植樹、学校単位

の寄附やふるさと納税をしていただい

た方の名前を表示する記念碑を建てる。 

また、植樹や寄附をしていただいた方

に対する定期的な情報発信を行うこと

が、さくらのまちづくりや財源確保に

つながると思う。 

趣旨含む 

（P.93） 

苗木の記念植樹等に参加していただいた方に対

する定期的な情報発信や、さくらのサポーター

制度を創出し、市内外の支援者に募金等を募る

などの取組を検討する際は、ご意見を参考にさ

せていただきます。 

 「日立市さくら基金」の具体的な事

例を記載したほうがよいのではないか。 

その他 「日立市さくら基金」は市民や企業から寄附金

を募り、さくらのまちづくりを推進する事業に

活用することを目的としており、具体的な使い

方につきましては、さくらのまちづくりの進捗

状況に合わせて、日立市さくらのまちづくり推

進市民会議で審議してまいります。 

 予算は本計画には記載しないのか。 その他 本計画は、今後のさくらのまちづくりの指針と

なるものを示したものであり、計画の策定後

に、具体に推進する内容や規模、予算等を審議

してまいります。 

その他 

 

 

 

 

 さくらを巡る生きものに視点をおい

て、鳥や昆虫などの話が計画の中に 

あっても良いのではないか。 

その他 自然環境に関する計画等との整合性及び関係機

関との調整が必要となるため、検討課題とさせ

ていただきます。 

 最終処分場の取付道路を散策路とし

て開放してほしい。 

その他 関係課所を通じ県担当課にお伝えいたします。 
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その他 かみね公園内の安全点検をしてほしい。 その他 かみね公園の管理を行っている関係課所にお伝

えいたします。 

 

 市内在住者に桜の苗木をプレゼント

してほしい。 

その他 苗木を支給する財源や管理方法に関する調整が

必要となるため、検討課題とさせていただきます。  

 市固有種の桜の植栽管理等に対し

て、日立市から補助支援等が可能にな

らないか検討してほしい。 

参考 市固有の桜の苗木生産・管理体制及び補助支援

の財源等に関する調整が必要となるため、検討

課題とさせていただきます。 

市役所の窓口などに「基本計画」と

「進捗状況」を常時提示してほしい。 

参考 計画と進捗状況を常時提示することは難しいた

め、ＳＮＳを活用し、基本計画を公開するとと

もに、進捗状況に関する情報発信を必要に応じ

て行ってまいります。 

 さくらまつりやさくらロードレース

を開催し、沢山の人に楽しんでほしい。 

その他 日立さくらまつりや日立さくらロードレースの

開催につきましては、新型コロナウイルス感染

症の状況や国、県などの指針を踏まえ、実行委

員会や関係機関と連携を図りながら検討してま

いります。 

 落葉の管理、整理をしてほしい。 その他 関係課所との連携を強化し、適切な桜の維持管

理に努めてまいります。 

 さくらロードレースのＴシャツをシ

ンプルなデザインにしてほしい。 

その他 日立さくらロードレースを開催する関係機関に

お伝えいたします。 

 


