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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

第２期海の街大洗創生推進プロジェクト 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

茨城県東茨城郡大洗町 

 

３ 地域再生計画の区域 

茨城県東茨城郡大洗町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

本町は、穏やかな気候・風土に恵まれ、夏季の海水浴を中心に歴史・文化を感じ 

る様々な観光資源を有し、茨城県を代表とする観光地として、年間 400万人を超え 

る観光客が訪れている。 

しかし、産業に目を向けると、長引く経済・雇用環境の低迷を背景に、本町にお 

ける実質市町村総生産は低下し、それと連動するように事業者数、従業員数も減少

傾向にある。 

また、人口についても 1947 年の 24,785 人をピークに減少し、1970 年から 1975

年までは一時的に維持されていたが、1980年以降は再び減少傾向にあり、国勢調査

によると 2020年は 15,715人、住民基本台帳によると 2022年は 16,094人となって

いる。国立社会保障・人口問題研究所による、大洗町の将来人口推計値をみると、

2040年には 9,847人と、2020年よりも 36.2％も減少すると推計されている。 

自然動態についても、2017 年以降は出生数が 100 人を切る状態が続いている一

方、この３年間の死亡数は 250 人前後であり、出生数が死亡数を下回る「自然減」

の傾向にあり、2020 年は▲181 人の自然減となっている。合計特殊出生率について

は、2017 年は 1.33 となっている。社会動態についても、一部の年を除き、転出が

転入を上回る社会減を示しており、2020年は▲67人の社会減となっている。 

年齢３区分別人口をみると、1985年から 2020年までの 35年間で、15歳未満の年

少人口が 4,219人から 1,538人と約６割減少している。また生産年齢人口も 14,225
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人から 8,766人に減少している。一方で、老年人口は 2,600人から 5,225人に増加

しており、年少人口は 10人に１人、老年人口は３人に１人となっている。 

本町では、こうした状況を脱却するため「大洗町まち・ひと・しごと創生人口ビ

ジョン・総合戦略」に基づき、子育て支援や移住・定住政策、子育て世代に選ばれ

る教育環境づくりなどの取組みをすすめ、移住・定住の増など一定の効果を上げた

ものの、全体的な人口の増加までには至っていない。このまま人口減少が加速する

と、地域の担い手減少、地域経済の縮小、社会保障コストの増加、生産年齢人口の

減少など、本町の活力低下につながりかねない危機的な状況にある。 

この課題に対応するため、本計画において次の事項を基本目標に掲げ、自然人口・

社会人口の増加を図り、活力あふれる「海の街大洗」の創生につなげる。 

 

・基本目標１ 地域資源と新しい時代の流れを力にして、“しごと”を創出す

る 

・基本目標２ 人を惹きつけ、多様な人材が活躍する地域づくりを実現する 

・基本目標３ 結婚・出産・子育て・教育の希望を叶え若い力を町で循環させ

る 

・基本目標４ 誰もが生きがいと役割を持ち安心して暮らせる地域をつくる 

 

【数値目標】 

５－２の

①に掲げ

る事業 

数値目標 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

（2024年度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 

各種施策の効果によ

る、25～29 歳の人口

動態(社会増減)の改善 

－22人 ＋50人 基本目標１ 

ア 
大洗町地方卸売市場水

揚数量 
1,481ｔ 1,481ｔ 基本目標１ 

ア 
大洗町地方卸売市場水

揚高 
509百万円 509百万円 基本目標１ 
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ア 農業産出額 195千万円 195千万円 基本目標１ 

ア 
担い手への農地利用集

積面積 
269ha 285ha 基本目標１ 

ア 町内事業者数 587事業者 587事業者 基本目標１ 

イ 
磯浜古墳群の国指定数

量 
３基 ４基 基本目標２ 

ウ 
町内の保育環境に対す

る満足度 
44.3％ 50.0％ 基本目標３ 

ウ 

子育て世帯への支援体

制の充実に対する満足

度 

65.1％ 70.0％ 基本目標３ 

ウ 

大洗町で、今後も子育

てをしていきたいと思

う方の割合 

62.7％ 90.0％ 基本目標３ 

ウ 

安心して子どもを育て

られる環境が整ってい

ると思う保護者の割合 

89.0％ 90.0％ 基本目標３ 

ウ 
既存組織の再編による

学校運営協議会の設置 
４校 ４校 基本目標３ 

エ 
地域防災リーダー(防

災士)を育成 
14人 22人 基本目標４ 

エ 

舗装維持管理計画に基

づく重要道路の修繕延

長 

0.0km 6.0km 基本目標４ 

エ 下水道接続率の向上 68.0％ 73.2％ 基本目標４ 
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エ 
治安対策の推進 

刑法犯認知件数の減少 
108件/年 40件/年 基本目標４ 

エ 
自立して生活できる年

齢 

男性 77.3歳 

女性 84.1歳 

男性 78歳 

女性 85歳 
基本目標４ 

エ 

地域間の連携を図り

「手伝いたい」と思う

割合 

66.9％ 70.0％ 基本目標４ 

エ 
障害者等が安心して暮

らしやすいと思う割合 
73.0％ 80.0％ 基本目標４ 

エ 
障害者等が感じる障害

や障害者等への理解度 
33.3％ 50.0％ 基本目標４ 

エ 
自分が幸せだと感じる

高齢者の割合 
86.9％ 90.0％ 基本目標４ 

エ 
地元に愛着を感じてい

る高齢者の割合 
73.2％ 80.0％ 基本目標４ 

エ 
一人当たりのごみ排出

量の削減 
1,400g/人日 1,330g/人日 基本目標４ 

エ 生活排水処理率の向上 60.3％ 66.3％ 基本目標４ 

エ 
必要な情報が得られて

いると思う住民の割合 
新規設定 100.0％ 基本目標４ 

エ 

自分たちの意見が行政

に届きやすいと感じる

住民の割合 

新規設定 50.0％ 基本目標４ 

エ 

地域ブランド調査の魅

力度ランキングにおけ

る魅力度の点数 

7.6ポイント 8.6ポイント 基本目標４ 

エ 実質公債費比率 6.5％ 6.5％ 基本目標４ 
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エ 将来負担比率 96.6％ 96.6％ 基本目標４ 

ア・イ 観光入込客数 430万人 450万人 基本目標１・２ 

ア・イ 観光消費額（宿泊） 25,000円/人 27,500円/人 基本目標１・２ 

ア・ウ 
学校が楽しいと感じる

児童生徒の割合 

小学校 96.5％ 

中学校 81.1％ 

小学校 97.0％ 

中学校 85.0％ 
基本目標１・３ 

ア・ウ 

夢や目標に向かって努

力している児童生徒の

割合 

小学校 88.0％ 

中学校 77.2％ 

小学校 90.0％ 

中学校 80.0％ 
基本目標１・３ 

イ・ウ 
社会教育の推進に対す

る住民満足度 
21.2％ 42.0％ 基本目標２・３ 

イ・ウ 
成人の週１日以上のス

ポーツ実施率 
45.4％ 55.0％ 基本目標２・３ 

イ・ウ 
芸術文化の振興に対す

る住民満足度 
19.6％ 40.0％ 基本目標２・３ 

ウ・エ 

地域住民や地元企業な

どとの意見交換の場の

創設 

新規設定 毎年度実施 
基本目標３・４ 

 

イ・ウ・

エ 

各種施策の効果によ

る、人口動態(社会増

減)の改善 

－249人 －136人 
基本目標２・

３・４ 

 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２のとおり。 

 



 

6 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

①事業の名称 

   第２期海の街大洗創生推進プロジェクト 

 

ア 地域資源と新しい時代の流れを力にして、“しごと”を創出する事業 

イ 人を惹きつけ、多様な人材が活躍する地域づくりを実現する事業 

ウ 結婚・出産・子育て・教育の希望を叶え若い力を町で循環させる事業 

エ 誰もが生きがいと役割を持ち安心して暮らせる地域をつくる事業 

 ②事業の内容 

  ア 地域資源と新しい時代の流れを力にして、“しごと”を創出する事業 

若い世代の転出超過を解消し、「しごと」と「ひと」の好循環を確立

するために、雇用の量及び質の向上が求められている。 

そこで、プロモーションやブランド化と一体となった産業の競争力強

化や先端技術による新産業の創出など、雇用を生み出せる力強い地域産

業の育成に取り組むことで、賃金ややりがい、労働環境の面からも魅力

ある職場づくりを実現し、活気ある大洗の経済を実現する。 

    【具体的な事業】 

     ・地域資源を活かした「食」開発の推進 

     ・産学官民連携による共創の観光地づくりの推進 

     ・若い世代が安心して就労できる環境づくり  等 

  イ 人を惹きつけ、多様な人材が活躍する地域づくりを実現する事業 

若い世代への海辺を活かしたライフスタイルの提案や、観光客やアニ

メファンに対する「おもてなし」、風格ある文化資源を活かした魅力づ

くりなど、本町が有する地域資源を活用した多様な世代・属性へのプロ

モーションを促進することで、大洗への人の「流れ」を創出し関係人口

や交流人口の増加を図るとともに、大洗町民としてのシビックプライド
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の醸成を図る。 

また、移住・定住希望者に対する情報発信や支援など、移住・定住施

策について取り組むことで、関係人口や交流人口を増加させ、定住人口

の増加に繋げる。 

    【具体的な事業】 

     ・海の多様的利活用の推進 

     ・芸術文化活動の充実 

     ・交流と移住定住の推進  等 

  ウ 結婚・出産・子育て・教育の希望を叶え若い力を町で循環させる事業 

希望する人が安心して結婚や出産を実現し、質の高い子育て・教育環

境を提供することで、若い世代が安心して希望を持って育ち、若い力が

生まれ続ける持続可能な大洗町の実現を図る。 

さらに、幼児期の保育・教育環境の整備を通して、現状の待機児童ゼ

ロを維持するとともに、結婚支援や母子保健の取り組みを通して、結

婚・出産が希望どおりに安心して行えるまちづくりを推進する。 

また、教育の推進にあたっては、知・徳・体が調和した教育を推進

し、大洗町への誇りを醸成するとともに、情報化・国際化への対応等、

新たな時代で活躍できる素養を持った人財を育成する。 

    【具体的な事業】 

     ・保育環境の充実 

     ・指導者・団体の育成、強化  等 

エ 誰もが生きがいと役割を持ち安心して暮らせる地域をつくる事業 

都市基盤の整備にあたっては、将来の人口や都市フレームを想定しな

がら、コンパクトかつ利便性の高いまちづくりを推進します。また、国

土強靭化計画等に基づき、災害に強いまちづくりを推進する。 

また、制度の縦割りや狭間を無くした地域包括ケアのもと、誰もが

「受け手」「支え手」の関係を超えて生きがいや役割を持ちながら住み

慣れた地域で生活できる、地域共生社会の実現に向けた取り組みをあわ
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せて推進することで、安心して暮らせる地域づくりを実現する。 

    【具体的な事業】 

     ・防災意識の高揚と地域防災力の向上 

     ・協働による治安対策の推進  等     

※なお、詳細は第２期大洗町まち・ひと・しごと創生総合戦略のとおり 

  ③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標（KPI）） 

    ４の【数値目標】に同じ。 

  ④ 寄附の金額の目安 

    1,200,000千円（2022年度～2024年度累計） 

  ⑤ 事業の評価の方法（PDCAサイクル） 

    毎年度12月までに外部有識者による効果検証を行い、翌年度以降の取組 

方針を決定する。検証後速やかに大洗町公式ホームページで公表する。 

⑥ 事業実施期間 

  2022年４月１日から2025年３月31日まで 

 

６ 計画期間 

地域再生計画の認定の日から 2025年３月 31日まで 


