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第第第第１１１１章章章章    人口ビジョン人口ビジョン人口ビジョン人口ビジョン    資料編資料編資料編資料編    

第１節 人口減少による影響の考察 

（１） 大洗町の人口減少の段階 

本町の人口は減少傾向を示しており，世帯数についても 2009 年(平成 21 年)

を境に減少局面に転じています。 

人口減少は，下記のとおり「第１段階」から「第３段階」の３つのプロセスを経て進

行するとされています。 

 

第１段階 年少・生産年齢人口が減少，老年人口が増加 

第２段階 年少・生産年齢人口が減少，老年人口は維持または微減 

第３段階 年少・生産年齢人口・老年人口がいずれも減少 

 

現在の本町はこの第１段階にあると考えられ，まもなく第２段階に突入し，2030

年ごろには第３段階になると推測されます。 

 

 

 資料：国立社会保障・人口問題研究所 単位：人 
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（２） 人口減少により想定される影響 

人口減少により，地域においてはコミュニティーの活力低下や雇用をはじめ，福

祉サービスなど様々な影響が想定されます。 

住民アンケート調査において，人口減少による影響の中で特に不安に感じること

について，調査を行いました。その結果をみると，「医療・福祉サービスが行き届か

なくなるという不安」が 55.3％と最も多く，次いで「地域から人がいなくなるとい

う漠然とした不安」が 46.0％，「公共料金が高くなることへの不安」が 39.1％とな

っている一方で，８つのいずれの選択肢についても２割弱からそれ以上の回答があ

り，様々な分野において，人口減少社会への対応が求められています。 
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第第第第２２２２章章章章    策定経過策定経過策定経過策定経過・策定体制・策定体制・策定体制・策定体制    

第１節 策定経過 

令和元年度 

令和２年３月 10 日～３月 27 日 住民アンケートの実施 

令和２年度 

令和２年６月 委託事業者選定 

令和２年９月 町長に策定方針確認 

令和２年 10 月 
審議会委員選定 

第１回策定委員会 

令和２年 10 月 23 日 

議会全員協議会 

⇒計画期間・総合戦略とあわせて作成する 

 ことを確認 

令和２年 11 月４日 
第１回審議会全体会 

⇒策定方針・住民アンケート結果説明 

令和２年 12 月 23 日 

第２回審議会全体会 

⇒人口ビジョン説明・議論 

 分科会の設置・付託 

令和３年１月 12 日 第２分科会１回目（農林水産業） 

令和３年１月 13 日 
第１分科会１回目（福祉・医療） 

第４分科会１回目（行財政改革） 

令和３年１月 27 日 第３分科会１回目（環境） 

令和３年２月３日 第１分科会２回目（教育） 

令和３年２月 12 日 第４分科会２回目（連携協働・情報・広報） 

令和３年２月 18日 第２分科会２回目（観光） 

令和３年２月 24 日 第３分科会２回目（防犯・防災） 

令和３年３月 23 日 第４分科会３回目（施策体系） 

令和３年３月 24 日 
第１分科会３回目（生涯教育） 

第３分科会３回目（建設） 

令和３年３月 29 日 第２分科会３回目（商工観光） 
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令和３年度 

令和３年４月 20 日 第３分科会４回目（港湾・土地利用） 

令和３年５月 11 日 第３分科会５回目（施策体系・KGI・KPI） 

令和３年５月 12 日 
第１分科会４回目（施策体系・KGI・KPI） 

第２分科会４回目（施策体系・KGI・KPI） 

令和３年５月 13 日 第４分科会４回目（施策体系・KGI・KPI） 

令和３年５月 25 日 町長に基本構想・基本計画確認 

令和３年５月 27 日 第２回策定委員会 

令和３年６月 17 日 
第３回審議会全体会 

⇒計画案・パブリックコメントについて 

令和３年７月１日 
議会全員協議会 

⇒計画（案）に対する意見聴取 

令和３年７月２日～７月 26日 パブリックコメントの実施 

令和３年８月６日 
第４回審議会全体会 

⇒パブリックコメント実施報告等について 

令和３年９月３日 第３回策定委員会 

令和３年９月６日 
第５回審議会全体会 

⇒会長・副会長による答申 

令和３年９月 16日 
議会全員協議会 

⇒大洗町議会へ報告 
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第２節 策定体制 

大洗町総合計画審議会委員名簿（令和２年度） 

氏 名 所属等 

小沼 正男 大洗町議会 議長／大洗町農業委員会 会長 

飯田 英樹 大洗町議会総務常任委員会 委員長 

佐々木 一如 常磐大学総合政策部 准教授 

関根 俊輔 税理士  

大里 明 大洗観光協会 会長 

山戸 章弘 大洗町商工会 副会長 

佐藤 穂奈美 Coelacanth代表 

田山 一暁 社会保険労務士 

米川 喬 大洗町漁業協同組合 監事 

岡部 千草 大洗町教育委員会 委員 

小野瀬 とき子 大洗町体育協会 常任理事 

桑野 伸江 大洗町 PTA連絡協議会女性ネットワーク 委員長 

家田 俊也 大洗海岸病院 院長 

小林 健 大洗町社会福祉協議会 事務局長 

大貫 茂男 大洗町建設業協議会 会長 

小澤 正哉 （株）茨城ポートオーソリティ 常務取締役大洗支社長 

常盤 良彦 （株）Oaraiクリエイティブマネジメント 代表取締役 

大川 祐司 （株）マルショウ 代表取締役社長 

大山 壮郎 特定非営利活動法人ヴェレン大洗 SV 代表理事 

塩月 正雄 日本原子力研究開発機構大洗研究所 所長 
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大洗町総合計画審議会委員名簿（令和３年度） 

氏 名 所属等 

小沼 正男 大洗町議会 議長／大洗町農業委員会 会長 

飯田 英樹 大洗町議会総務常任委員会 委員長 

佐々木 一如 常磐大学総合政策部 准教授 

関根 俊輔 税理士 

大里 明 大洗観光協会 会長 

山戸 章弘 大洗町商工会 会長 

佐藤 穂奈美 Coelacanth代表 

田山 一暁 社会保険労務士 

米川 喬 大洗町漁業協同組合 監事 

岡部 千草 大洗町教育委員会 委員 

小野瀬 とき子 大洗町体育協会 常任理事 

桑野 伸江 大洗町 PTA連絡協議会女性ネットワーク 委員長 

家田 俊也 大洗海岸病院 院長 

小林 健 大洗町社会福祉協議会 事務局長 

大貫 茂男 大洗町建設業協議会 会長 

小澤 正哉 （株）茨城ポートオーソリティ 常務取締役大洗支社長 

常盤 良彦 （株）Oaraiクリエイティブマネジメント 代表取締役 

大川 祐司 （株）マルショウ 代表取締役社長 

大山 壮郎 特定非営利活動法人ヴェレン大洗 SV 代表理事 

根岸 仁 日本原子力研究開発機構大洗研究所 所長 
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第６次大洗町総合計画策定委員会名簿（令和２年度） 

職名 氏名 

副町長 斉藤 久男（委員長） 

教育長 飯島 郁郎 

消防長 内藤 彰博 

町長公室長 小沼 敏夫 

まちづくり推進課長 渡邉 澄人（副委員長） 

総務課長 清宮 和之 

税務課長 五上 裕啓 

住民課長 本城 正幸 

福祉課長 小林 美弥 

こども課長 小沼 正人 

第一保育所長 海老沢 稔 

健康増進課長 佐藤 邦夫 

生活環境課長 磯崎 宗久 

都市建設課長 津幡 紀昭 

上下水道課長 田中 秀幸 

農林水産課長 有田 和義 

商工観光課長 長谷川 満 

会計管理者兼会計課長 米川 英一 

議会事務局長 田山 義明 

教育次長兼学校教育課長 高柳 成人 

生涯学習課長 深作 和利 

 

〇事務局 

職名 氏名 

まちづくり推進課副参事 海老澤 督（事務局長） 

まちづくり推進課 田山 篤 

まちづくり推進課 石橋 知之 

まちづくり推進課 清宮 貴之 

まちづくり推進課 坂本 武蔵 
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第６次大洗町総合計画策定委員会名簿（令和３年度） 

職名 氏名 

副町長 関 清一（委員長） 

教育長 長谷川 馨 

消防次長兼消防総務課長 二階堂 均（國井豊消防長代理） 

秘書広報課長 小沼 敏夫 

まちづくり推進課長 渡邉 澄人（副委員長） 

総務課長 清宮 和之 

税務課長 磯崎 宗久 

住民課長 五上 裕啓 

福祉課長 小林 美弥 

こども課長 本城 正幸 

第一保育所長 小沼 正人 

健康増進課長 佐藤 邦夫 

生活環境課長 大川 文男 

都市建設課長 津幡 紀昭 

上下水道課長 田中 秀幸 

農林水産課長 有田 和義 

商工観光課長 長谷川 満 

会計管理者兼会計課長 米川 英一 

議会事務局長 田山 義明 

教育次長兼学校教育課長 高柳 成人 

生涯学習課長 深作 和利 

 

〇事務局 

職名 氏名 

まちづくり推進課副参事 海老澤 督（事務局長） 

まちづくり推進課 田山 篤 

まちづくり推進課 菅谷 規広 

まちづくり推進課 雲井 真巳 

まちづくり推進課 清宮 貴之 

まちづくり推進課 坂本 武蔵  
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