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政策３ 観光を中心とした共創による儲かる地場産業のまちづくり

政策１ 住民の命と生活を守るまちづくり
総合的な防災減災対策の推進施策1

安全に暮らせる都市基盤の推進施策2

安心して暮らせるまちづくりの推進施策3

健康・医療の充実施策4

地域福祉の推進施策5

障害者福祉の充実施策6

高齢者支援の充実施策7

政策２ 一人ひとりを大切にするみんなが住みよいまちづくり
自然と共生する循環型社会の形成施策1

誰もが暮らしやすいまちづくりの推進施策2

雇用の安定確保と地域特性を活かした新産業の創出施策3

みんなでつくるまちづくりの推進施策4

情報共有化の推進施策5

観光の振興施策1

観光を中心としたまちづくりの推進施策2

水産業の振興施策3

農業の振興施策4

商工業の振興施策5

政策４ 大洗の未来を担う人財を育てるまちづくり
幼児期の教育・保育の推進施策1

知・徳・体が調和した特色ある教育の推進施策2

学校・家庭・地域の連携と協働による安心して学べる環境の整備施策3

生涯学習活動の推進施策4

歴史資源の保存と活用施策5

政策５ 持続可能な行財政運営によるまちづくり
行財政運営の適正化施策1

A 1：　①しらす

クイズの答え

いわしの幼魚である「しらす」が，約82%である
1,285トンを占めています。

A 2：　②３基
現在，「日下ヶ塚古墳」「車塚古墳」「姫塚古墳」の
３基が指定されています。町では更に「坊主山古
墳」の指定を目指しています。

総合計画においては，
大綱の５つの政策の具
体的な内容として，23
の施策において取り組
むことを定めています。

施策の推進にあたっては，目標値を
定め評価検証の中で進めていくとと
もに，SDGsの考え方を踏まえて持続
可能な地域づくりを目指します。
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総合計画とは 大洗町の人口ビジョン

町の人口は，今後急激に減少する推計になっています。
このまま人口が減っていってしまうと…

地域で
見守ってくれる人が
いなくなった

子どもと一緒に
登校する友だちが
少なくなった

水道料金が
値上げになった

近所のお店が
なくなった

地域の行事や
イベントが
なくなった

部活動の種類が
少なくなった

近所の空き家が
増えた

後継者が
見つからない

人口ビジョン
(2040年)

基本構想
(12年間)

総合戦略

整合

基本計画
(前期・中期・後期 各4年間)

　第６次大洗町総合計画は，将来都市像「幸せ無限大・不幸ゼロのまち大洗」の実現に向けて，「大洗町新

人口ビジョン」「第６次大洗町総合計画基本構想」「第６次大洗町総合計画前期基本計画」「第2期大洗町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」の４つの計画を一体的に策定するものです。

大洗町におけるSDGsの推進
　持続可能な開発目標（SDGs）とは，2015年（平成27年）の国連サミットで採択された2030年（令和12

年）までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットで構成されて

おり，国においても毎年アクションプランが策定されるなど，積極的な推進が図られています。

　大洗町総合計画では，持続可能な開発目標（SDGs）との関連性を図りながら，政策や施策に取り組んで

いきます。

重点として
抽出

長期的な展望に立って，まちづくりの基本
理念や将来都市像，施策の大綱を示します。

これからも暮らしやすい大
洗町であり続けるために，
2040年に12,000人の人口
維持を目標とします。

基本構想及び将来都市像の実現に向けた
具体的な施策を定めます。

人口目標の達成や地域活性化に向け
て特に重点的に取り組む施策を示し，
予算の優先配分などにより速やかに
実施します。

人口減少問題の克服と地域経済の持続的な発展を
目指して，下の３つの計画を作る基礎となる人口
推計を行い，2040年の目標人口を定めます。
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　持続可能な開発目標（SDGs）とは，2015年（平成27年）の国連サミットで採択された2030年（令和12

年）までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットで構成されて
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　大洗町総合計画では，持続可能な開発目標（SDGs）との関連性を図りながら，政策や施策に取り組んで

いきます。

重点として
抽出

長期的な展望に立って，まちづくりの基本
理念や将来都市像，施策の大綱を示します。

12,904

これからも暮らしやすい大
洗町であり続けるために，
2040年に12,000人の人口
維持を目標とします。

基本構想及び将来都市像の実現に向けた
具体的な施策を定めます。

人口目標の達成や地域活性化に向け
て特に重点的に取り組む施策を示し，
予算の優先配分などにより速やかに
実施します。

人口減少問題の克服と地域経済の持続的な発展を
目指して，下の３つの計画を作る基礎となる人口
推計を行い，2040年の目標人口を定めます。
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大洗町の目指すまちづくりと
取り組む方向性

将来都市像

施策 の大綱

住民の命と生活を守るまちづくり
政策1

政策2

幸 せ 無 限 大・
不 幸 ゼロ のまち大 洗

いつの時代も主役は一人ひとりの住民です。 

住民の思いや痛みなどに寄り添い，「不幸」を無くすことによって，

大洗に生まれ，育ち，学び，働き，そして住んで，

心から良かったと思える暮らし満足度No.１のまちを目指します。

大洗小学校
いそはまプラザ

北海道洋上体験学習 元気づくりサロン 大洗町国際交流協会
日本語教室

　「不幸ゼロ」のまちづくりを実現するためには，災害対策や医療・福祉といった住民の命と生活を守る取り

組みが何よりも大切です。人々の痛みや思いに寄り添い，安心・安全をもたらすまちづくりを推進します。

　あらゆる人たちにとって，「住みたいまち，住み続けたいまち，戻ってきたいまち」大洗を目指し，住みよ

い環境の整備や多様性の尊重，働く場の確保を図ります。

一人ひとりを大切にする
みんなが住みよいまちづくり

健康・医療
住民の主体的な健康づくりを

支援するとともに，
保健・医療体制を確立します。

環境
地域と一体となった

ごみ減量化等の推進とあわせ，
環境保護活動や脱炭素社会の

実現に努めます。

災害対策
防災意識の啓発や
地域の繋がりづくりと

ライフラインの維持・整備を
推進します。

新たな産業や
働く場の創出

町の地域特性を活かせる，
新たな産業の創出や誘致に

努めます。

多様性の尊重と連携
協働によるまちづくり
価値観が多様化する中で，
誰もが尊重されるまちを
協働の力で実現します。

安心なまち
警察や関係機関と連携し，

犯罪の抑止や
交通事故の防止に
取り組みます。

福祉
誰もが住み慣れた地域で安心して，
生きがいや役割をもちながら
生活できる「地域共生社会」の

実現を目指します。

暮らしやすいまちづくり
人にやさしいまちづくりを
推進するとともに，

シビックプライドを育み，
地域の魅力を醸成します。
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大洗町の目指すまちづくりと
取り組む方向性

将来都市像

施策 の大綱
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日本語教室

　「不幸ゼロ」のまちづくりを実現するためには，災害対策や医療・福祉といった住民の命と生活を守る取り

組みが何よりも大切です。人々の痛みや思いに寄り添い，安心・安全をもたらすまちづくりを推進します。

　あらゆる人たちにとって，「住みたいまち，住み続けたいまち，戻ってきたいまち」大洗を目指し，住みよ

い環境の整備や多様性の尊重，働く場の確保を図ります。

一人ひとりを大切にする
みんなが住みよいまちづくり

健康・医療
住民の主体的な健康づくりを

支援するとともに，
保健・医療体制を確立します。

環境
地域と一体となった

ごみ減量化等の推進とあわせ，
環境保護活動や脱炭素社会の

実現に努めます。

災害対策
防災意識の啓発や
地域の繋がりづくりと

ライフラインの維持・整備を
推進します。

新たな産業や
働く場の創出

町の地域特性を活かせる，
新たな産業の創出や誘致に

努めます。

多様性の尊重と連携
協働によるまちづくり
価値観が多様化する中で，
誰もが尊重されるまちを
協働の力で実現します。

安心なまち
警察や関係機関と連携し，

犯罪の抑止や
交通事故の防止に
取り組みます。

福祉
誰もが住み慣れた地域で安心して，
生きがいや役割をもちながら
生活できる「地域共生社会」の

実現を目指します。

暮らしやすいまちづくり
人にやさしいまちづくりを
推進するとともに，

シビックプライドを育み，
地域の魅力を醸成します。
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政策3 政策5

政策4

　「観光の町」大洗の更なる飛躍を図るため，多業種が相互連携を図り，地域全体で共創による観光地づ

くりを進めていくとともに，観光地としての盛り上がりを儲かる地場産業の醸成に繋げます。

　ライフステージに応じた切れ目のない子育て支援体制と子どもが個性や能力を発揮し，いきいきと活躍

できる成育・教育環境をつくり，大洗の未来を担う人財を育てるとともに，住民が世代を超えて学ぶこと

ができる地域づくりを進めます。

　ＰＤＣＡサイクルによる取り組み内容の評価・検証の仕組みを継続することで，長期的視点に立った，

計画的・効率的で持続可能な行財政運営を実現します。

大洗の未来を担う
人財を育てるまちづくり

持続可能な
行財政運営によるまちづくり

観光を中心とした共創による
儲かる地場産業のまちづくり

大 洗 町 ク イ ズ ！

① しらす　　②  とらふぐ　　③  はまぐり

大洗町では，年間平均1,481トンの水揚数量があり，総合計画ではこれを維持する
目標を立てて，資源管理型漁業や栽培漁業の促進に取り組みます。ここで，大洗町
で最も多く水揚げされる魚種は，次のうちどれでしょう。（令和元年度統計）

→答えは次のページへ

①  ２基　　②  ３基　　③  ４基

およそ1,700年前である３～４世紀に，現在の大洗町磯浜の地に築かれた「磯浜
古墳群」は，東国における古墳文化の波及を示す貴重な歴史遺産となっています。
この古墳群のうち，令和２年３月に国が史跡として指定した古墳群は何基でしょう。

農業
生産性向上や

ブランド化・6次産業化を進め
儲かる農業を実現します。

観光
時代の潮流や

ニーズの多様化を捉えて
変化のできる観光地づくりを

進めます。

幼児期の教育・保育と
子育て支援

健康支援や相談体制など
切れ目のない支援の充実と，
保育環境の整備を図ります。

効果的・効率的な
行財政

長期的視点に立った，
計画的・効率的で持続可能な
行財政運営を実現します。

生涯学習
文化芸術・スポーツなど，

幅広い分野で
生涯学習活動を推進します。
また，歴史資源についても

活用を図ります。

水産業
水産資源を活用し，
地域ブランド化や

儲かる水産業を実現します。

学校教育
豊かな人間性と確かな学力，
健やかな心と体を育む教育を

推進します。

商工業
商店街の賑わい創出，

創業支援や空き店舗活用などの
環境整備を推進します。

Q1

Q2
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豊かな人間性と確かな学力，
健やかな心と体を育む教育を

推進します。

商工業
商店街の賑わい創出，

創業支援や空き店舗活用などの
環境整備を推進します。

Q1

Q2

7
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政策３ 観光を中心とした共創による儲かる地場産業のまちづくり

政策１ 住民の命と生活を守るまちづくり
総合的な防災減災対策の推進施策1

安全に暮らせる都市基盤の推進施策2

安心して暮らせるまちづくりの推進施策3

健康・医療の充実施策4

地域福祉の推進施策5

障害者福祉の充実施策6

高齢者支援の充実施策7

政策２ 一人ひとりを大切にするみんなが住みよいまちづくり
自然と共生する循環型社会の形成施策1

誰もが暮らしやすいまちづくりの推進施策2

雇用の安定確保と地域特性を活かした新産業の創出施策3

みんなでつくるまちづくりの推進施策4

情報共有化の推進施策5

観光の振興施策1

観光を中心としたまちづくりの推進施策2

水産業の振興施策3

農業の振興施策4

商工業の振興施策5

政策４ 大洗の未来を担う人財を育てるまちづくり
幼児期の教育・保育の推進施策1

知・徳・体が調和した特色ある教育の推進施策2

学校・家庭・地域の連携と協働による安心して学べる環境の整備施策3

生涯学習活動の推進施策4

歴史資源の保存と活用施策5

政策５ 持続可能な行財政運営によるまちづくり
行財政運営の適正化施策1

A 1：　①しらす

クイズの答え

いわしの幼魚である「しらす」が，約82%である
1,285トンを占めています。

A 2：　②３基
現在，「日下ヶ塚古墳」「車塚古墳」「姫塚古墳」の
３基が指定されています。町では更に「坊主山古
墳」の指定を目指しています。

総合計画においては，
大綱の５つの政策の具
体的な内容として，23
の施策において取り組
むことを定めています。

施策の推進にあたっては，目標値を
定め評価検証の中で進めていくとと
もに，SDGsの考え方を踏まえて持続
可能な地域づくりを目指します。
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