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常陸大宮市役所政策審議室企画政策課
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市が目指す将来のまちの姿をはっきりさせて、それを

実現させるために、市内に住む人や市内の会社で働く

人、市役所で働く人など、みんなが協力しあって、よ

り良い常陸大宮市になるように進めていきます。

常陸大宮市に住んでいるみんなが、将来も幸せに暮ら

せるように、市が目指す将来のまちの姿やみんなが取

り組むべきことをまとめた計画です。 

を定めました。
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ひたちおおみやし
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そう ごうけい かく なん

すす

ひたちおおみやし す

し

し め　ざ しょうらい すがた

し ないじつ げん

し やく しょ

ひたちおおみやし すすよ

はたら ひとひと きょうりょく

し ない かい しゃす はたらひと

けい かくく

め  ざ しょうらい すがた と

しょうらい しあわ く
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郷育立市

理 念

輝くひとを育むまちづくり

理 念

活力と誇りあふれるまちづくり

理 念

安心・快適なまちづくり
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　常陸大宮市では、「郷育立市宣言」の考えのもと、今の小

学生や中学生が社会の中心となって活躍する2050年頃を展望

したまちづくりを進めていきます。

市が目指す将来のまちの姿

宣言

育む（育てる）

め　ざし

ひと かがや あんしん

かんが　 かた
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き ほん り ねん

かいてき かつりょく ほこ

しょうらい すがた
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こ きょう つた
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かがや

あんしん

かつりょく ほこ

り　ねん

り　ねん り　ねん

きょう いく りっ  し

かいてき

はぐく そだ

きょういくりっ し せん げん かんが

かがや

かつりょくあんしんかいてき ほこ

はぐく
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移住・定住の推進（農業体験） 市営住宅の維持・管理

●常陸大宮市の将来の人口は、

減少し続ける見通しです。

●市では、これからも多くの人

に市内で暮らしてもらえるよ

うに、いろいろな取り組みを

していきます。

総人口
0～14歳
15～64歳
65歳以上

社会の中心となって
活躍する頃

しょうらい　 じん こう

ひたちおおみやし  じんこう さく せい

ひたちおおみやし　　しょうらい　  じん こう

げんしょう

し

し ない く

と く

おお ひと

つづ み とお

い じゅう ていじゅう し えいじゅうたく い　じ かん りすいしん のうぎょうたいけん

ひたちおおみやし

そうじんこう

さい

さい

さい いじょう

10歳
さい

しゃかい ちゅうしん

かつやく ころ
20歳

大学生・社会人

さい

だいがくせい しゃかいじん
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政策プロジェクトは令和４年度からの

５年間に取り組む重要なミッションで

す。常陸大宮市にたくさんの人が住み

つづけたいと思い、また住みたいと思

えるまちづくりをすすめます。

生活に必要な、市役所など公共施設

や、病院、お店などを集約し、暮らし

やすいまちをつくります。

常陸大宮市で子育てをしたいと思え

るように教育などを充実させます。

那珂川や久慈川など自然や歴史、伝

統文化を生かし、産業や観光などを

充実させます。

常陸大宮駅のイメージ

スポーツ体験

宮城県蔵王町・秋田県大館市との友好都市交流フェア

政策プロジェクト

人口流出を防ぐダム（政策）の構築（つくること）と実践（行うこと）

常陸大宮市に「来たい」 〜新たな魅力の創出（作り出すこと）と磨き上げ〜

せい さく

じんこうりゅうしゅつ  ふせ せい さく こう ちく　                    じっせん おこな

ひたちおおみやし

ひたちおおみやし

ひたちおおみやし き　　　　　　あら　　　 みりょく  そうしゅつ つく    だ　　　　　    みが　 あ

せんりゃく

せんりゃく

せんりゃく

そだ　　　　　　　　　こ そだ　   し えん　 きょういく 　じゅうじつ

す み りょく

ひたちおおみやし ひと す

せいさく

ねんかん と　　 く じゅうよう

おも す おも

れい わ ねん ど

ひたちおおみやえき

たいけん

みやぎけん  ざおうまち　   あきたけん おおだてし　　　　 ゆうこう と   し こうりゅう

せいかつ　  ひつ よう　       し  やくしょ　       こうきょう し せつ

       びょういん　     みせ　         しゅうやく　      く

ひたちおおみやし 　　  こ そだ　 　　　　　　　　 おも

    　　　　 きょういく　　　　　じゅうじつ

 な  か  がわ　　 く  じ  がわ　　　　 し ぜん　　 れき し　   でん

とう ぶん か　　　い　　　　　　 さんぎょう　　かんこう

じゅうじつ　

市が取り組む重要なミッション!!
し　　   と       く　　 じゅうよう



5

市が目指す将来のまちの姿の実現のために取り組むこと

常陸大宮市消防本部 防災訓練

常陸大宮済生会病院 移動販売

子ども子育て 常陸大宮駅伝大会

必要なときに、医療サービスや福祉サービスが利用できるほ

か、災害に強いまちづくりをしていきます。

子育てがしやすく、子どもも、大人も学びつづけられるまち

づくりをしていきます。

、  　　　　　　　　　　　　育む（育てる）まち

し　    め  ざ　  しょうらい　          すがた　 じつげん　              と　   く

み らい ひら じ ぶん

あんしん く

かがや はぐく そだ

ひつよう　　　　　　　　 いりょう　　　　　　　　 ふく し　　　　　　　　　 り よう

　　　 さいがい　 つよ

 こ そだ　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　 おとな　  まな

ひたちおおみやし しょうぼうほんぶ ぼうさい くんれん

ひたちおおみやさいせいかいびょういん い どう はんばい

こ　　　　   こ そだ ひたちおおみや えきでん たいかい
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水戸北部中核工業団地 御前山ダム

交通の連携 防犯パトロール

市民と行政の協働

（インターネット配信）
市民団体の活動

農林業の価値を高めるため、ブランド力の向上などの取り組

みや、自然や文化を生かし、観光資源をみがきあげるなど、

産業や観光でにぎわいのあるまちづくりをしていきます。

市民、区・班、市内の企業などと力を合わせることで、さまざ

まな市民の要求にこたえられるまちづくりをしていきます。

市内の土地を有効に活用し、水道や汚水処理、ゴミの処理な

ど市民が安心・安全に暮らせるまちづくりをしていきます。

し ぜん ちょうわ かいてき あんぜん

きょうどう
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