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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（１）雇 用維持 ・確保 への支援
①雇用維持・確保が難しい業種に対する雇用助成制度の拡充
県内中小企業からは、新卒者および熟練技術者層の雇用維持・確保、従業員の
育成・教育を課題とする声が数多く寄せられています。なかでも、技術職や有資
格者の雇用確保が課題との意見が挙げられています。本県産業の底上げを図るた
めには、これまでの雇用・人材育成のための助成金を拡充すること、業種や地域
性を踏まえた職業能力開発を通じた技術者育成支援が重要と考えます。
企業のニーズに即した人材マッチングにおいては、昨年 12 月に開設された「茨
城県プロフェッショナル人材戦略拠点」への期待も大きいことから、その取組強
化と雇用助成制度の更なる拡充を要望します。
○

現

況

企業 ニーズ に即し た職業能 力開発 につい て
県では， 産業技 術短期 大学校及 び産業 技術専 門学院に おいて ，企業 ニーズに 即した
職業能力 開発に より本 県産業を 支える 人材の 育成に努 めてお ります 。
主に高卒 者を対 象とし た新規学 卒者訓 練では ， IT やも のづく り技能 分野を実 施し，
実践的な カリキ ュラム により， 仕事を 遂行す るうえで 必要な 技能・ 知識や専 門的な 資
格をはじ め社会 人とし ての必要 なスキ ルを身 につけ， 本県産 業を支 える人材 の育成 に
取り組ん でいる ところ です。こ の新規 学卒者 訓練につ いては ， 近年 の少子化 や進学 状
況等社会 情勢の 変化を 背景とし て，平成 27 年 度から新 たに日 立産業 技術専門 学院に 機
械加工科 ，鹿島 産業技 術専門学 院にプ ラント 保守科を 設置す る等， 地域の企 業ニー ズ
を踏まえ た再編 整備を 行ってい ます。
また，中 小企業 等の在 職者を対 象とし た訓練 では，電 気，溶 接，Ｃ ＡＤ操作 等の技
能向上や 資格取 得を図 るコース のほか ，講座 の内容を 企業と 相談の うえ決定 するオ ー
ダーメイ ド型コ ースや 長時間の 訓練コ ース等 を実施し ，従業 員の育 成支援を 実施し て
おります 。
離職者対 象とし ては， 産業技術 専門学 院にお いて実施 するも のづく り技 の訓 練に加
え，民間 教育訓 練機関 等へ委託 し，介 護やＯ Ａシステ ム，フ ォーク リフト運 転など 多
様な訓練 を実施 するこ とにより ，就職 の促進 に努めて おりま す。
一方，雇用・人材 育成 のための 助成金 につき ましては ，茨 城労働 局 において ，従 業員
に教育訓 練，職 場定着 等を図り 雇用確 保や人 材育成に 取り組 む事業 主等を支 援する ため
制度を設 けてお り，職 業訓練な どを計 画に沿 って実施 した場 合等を 対象とし たキャ リア
形成促進 助成金 等をは じめ，各 種 助成 制度の 充実に努 めてお ります 。
○新規学 卒者訓 練（ 高 卒者を対 象とす る職業 訓練）
訓練科名
定員
備 考
産業技術 短期
情 報 シ ス テ ム 科
40 人
大学校
情 報 処 理 科
40 人
産業技術
専門学院

水 戸

日 立
鹿 島
土 浦

筑 西

電 気 工 事 科
自 動 車 整 備 科
建 築 シ ス テ ム 科
金 属 加 工 科
機 械 加 工 科
プ ラ ン ト 保 守 科
自 動 車 整 備 科
機 械 技 術 科
コンピュータ制御科
電 気 工 事 科
機 械 シ ス テ ム 科
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20
40
50
20
15
40
40
40
40
20
40

人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人

Ｈ27 新設

H27 新設
H27 新設

○在職者 訓練（ 従業員 を対象と する職 業訓練 ）
コース名
コース数
定員
44
技能向上 コース
755 人
ＩＴコー ス
オーダー メイド コース

22
30

295 人
325 人

技能 ブ ラ ッシ ュ アッ プ コー ス

2

6人

○離職者 訓練（ 求職者 を対象と する職 業訓練 ）
・施設内 訓練
訓練科名
産業技術 鹿 島 生 産 Ｃ Ａ Ｄ 科
専門学院 土 浦 Ｉ Ｔ 技 術 科
筑 西 金 属 加 工 科
・委託訓 練
訓練コー ス内容
コース数
介 護福 祉 科 ，医 療 事務 科 ，介 護 サ 延 95 コー ス
ー ビス 科 ，Ｏ Ａ シ ステ ム 科 ，農 業
実 践科 ，パ ソ コ ン 簿記 会 計 科 ，フ
ォ ーク リ フ ト 運 転技 能 科 等
現

況

備

考

H28 計画
＊「技能ブラッシュアップコー
ス」は ，技 能検 定１・２ 級の 習得
等を目的とした少人数対象の長
時間 訓練 コー ス (H28 新 設)

定員
15 人
20 人
15 人

備 考
H27 新設

定員
1,648 人

備 考
H28 計画

H27 新設

○キャリ ア形成 促進助 成金 （平 成 28 年 12 月 1 日現在 ）の主 な内容
助 成率 ・ 助 成 額 等
支 給対 象 と な る 訓練
助 成内 容
注 ：（ ） 内 は 中小 企 業 以 外
1. 雇 用 型 訓練 コ ー ス
建 設業 ，製 造 業，情 報 通 信 業 等 の分 野 で 経 費助 成
①特定分野認定実習併
厚 生 労 働 大 臣 の 認 定 を 受 け た OJT 付 き ①2/3（1/2）
用 職業 訓 練
訓練
②,③1/2（ 1/3）
②認定実習併用職業訓 厚生 労 働 大臣 の 認 定を 受 け たＯ Ｊ Ｔ 付
賃 金助 成
練 コー ス
き 訓練
① ～③ 800（400）円
直近 2 年間に正規継続雇用の未経験の
③中高年齢者雇用型訓
中 高 年 齢 新 規 雇 用 者 等 を 対 象 と し た Ｏ OJT実 施 助 成
練
① ～③ 700（400）円
Ｊ Ｔ付 き 訓 練
2. 重 点 訓 練コ ー ス
採 用後 ５ 年 以 内 で，３ ５ 歳 未 満 の若 年 労 経 費助 成
① 若年 人 材 育 成 訓練
働 者へ の 訓 練
1/2（1/3） 【2/3（1/2） ※ 】
② 熟 練 技 能 育 成 ・ 承 継 熟 練技 能 者 の 指 導力 強 化 ，技 能 継承 の た ※ 育休 中 等 に 係 る訓 練 の 場 合
訓練
め の訓 練 ， 認 定 職業 訓 練
賃 金助 成
③成長分野等・グロー 成長 分 野 や海 外 関 連業 務 に 従事 す る 人
800（400） 円
バ ル人 材 育 成 訓 練
材 育成 の た め の 訓練
④中長期的キャリア形 厚生 労 働 大臣 が 専 門実 践 的 な教 育 訓 練
成 コー ス
と して 指 定 し た 講座
⑤ 育 休 中 ・ 復 職 後 等 人 育 児休 業 中・復 職後・再 就 職 後 の能 力 ア
材 育成 訓 練
ッ プの た め の 訓 練
3. 一 般 型 訓練 コ ー ス
経 費助 成 1/3
① 一般 企 業 型 訓 練
１.２ の コ ース 以 外 の 訓 練
賃 金助 成 400円
事 業主 団 体 等 が 行う 訓 練（ ① 若 年労 働 者 経 費助 成 ： 1/2 【2/3※ 】
対 象訓 練 ② 熟 練 技能 者 の 指 導 力強 化 及
※ 育休 中 等 に 係 る訓 練 の 場 合
② 一般 団 体 型 訓 練
び 技能 継 承 訓 練 ③育 休 中 等 の 能力 ア ッ
プ 訓練 ④ 事 業 分 野別 経 営 力 向 上）
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○

プロ フェッ ショナ ル人材戦 略拠点 事業
県では ，「プロ フェ ッショナ ル人材 戦略拠 点」を 平成 27 年 12 月 に設置し ，民 間人材
ビジネス 事業者 と連携 して，中小 企業に 必要 なプロフ ェッシ ョナル 人材（※）の 採用を
促進する ことに より， 県内中小 企業の 成長や 経営改善 を図っ ており ます。
※プロ フェッ ショナ ル人材：新 たな商 品・サー ビス の開発，商品 等の販路 開拓や 個々
のサービ スの生 産性向 上などの 具体的 な取組 を通じて ，
企業の成 長戦略 を具現 化してい く人材

現

況

「プロフ ェッシ ョナル 人材戦略 拠点」 の概要 （平成 28 年 12 月末日 現在）
開 設 日 平成 27 年 12 月 21 日
開設場所 （公財） 茨城県 中小企 業振興公 社
体
制 ５ 名 (戦 略 マ ネ ー ジ ャ ー １ 名 ， サ ブ マ ネ ー ジ ャ ー ３ 名 ， ア シ ス タ ン ト １ 名 )
実
績 成約：19 件，相 談件数 ：257 件 ，セミ ナー2 回 ，地域協 議会： 8 回

○

今後 とも，企業ニ ーズを踏 まえた 職業訓 練や国の 助成制 度の情 報提 供等 により 技術
者の確保 ・育成 支援等 に努めて まいり ます。
また，国 におい ては ，随時，助 成制度 の見 直し等を 図り，制 度の 充実，利便 性の向 上
等を図っ ている ところ でござい ます。

○

プロ フェッ ショナ ル人材戦 略拠点 につい ては，今 後とも セミナ ーや地域 協議会 の開
催，戦略マ ネージ ャー 等による 企業訪 問等を 通じ，民間 人材ビ ジネ ス事業者 と連携 し
ながら， プロフ ェッシ ョナル人 材の採 用促進 に努めて まいり ます。

対
応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部・土 木部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある 地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（１）雇 用維持 ・確保 に対する 支援
② 建設業 、運輸 業にお ける雇用 確保･人 材育成 に対する 支援
本県における建設業および運輸業の人手不足、労働者の高齢化が一段と深刻にな
っていま す。
建設業に おいて は、防 災対策を 含む公 共事業 および茨 城国体 、東京 オリン ピ ッ ク ・
パラリン ピック といっ た大型需 要が見 込まれ るなか 、人材 の確保 が 急務と言 えます。
また、県内交通網が整備されるなか、県では首都圏の物流拠点とすべく、ネットワ
ークの構築に取組まれていますが、肝心のドライバー不足に対する切実なる意見 も
数多く寄 せられ ていま す。
いずれの業界も労働者の高齢化や若者の雇用定着が厳しい状況にあることから、
業界全体の待遇改善やイメージ向上への支援、雇用助成金制度の拡充を図るととも
に、中学・高校生へのインターンシップなどを通じ、将来に亘り安定した雇用の確
保・定着 に取組 んでい ただきた いと考 えます 。
○ 現在，国（厚生 労働 省 茨城 労働局）によ る事業主 に対す る雇用 助成制度 として は，
「建設労 働者確 保育成 助成金」（建 設労働 者 の雇用の 改善，技 能の 向上を行 う中小 建
設事業主 等に対 して助 成）など があり ます。
○

現

また ，県は，「地 域産業人 材ＵＩ Ｊター ン・定着 促進事 業」や「大好き いばら き就
職面接会 」の 開催 ，県 内６か所 の「 いばら き 就職支援 センタ ー」に おける職 業紹介 な
どを通じ て，建設業 や 運輸業を はじめ とする 県内企業 の人材 確保を 支援して おりま す
ほか，若 年者を 含む求 職者に対 する就 職支援 等を行っ ており ます。

【地域産業人材ＵＩＪターン・定着促進事業】
本県産業 を担う 人材の 確保・定 着を図 るため ，県内外 の大学 及び産 業界と連 携し，
多様なインターンシップメニューの実施をはじめ，都内学生等を対象とした 合同就
職面接会の開催や県内学生向け企業セミナーの実施等により，本県へのＵＩＪター
ンと地元 定着を 促進し ます。
① 大好きい ばらき 就職応 援“くら ぶ”の 運営
・県や 県内外 の大 学，経済団 体を構 成員 とする就 職応援“ くら ぶ”を組織 し，県 主
催の就職 面接会 や県内 企業の就 職情報 を大学 側に提供 すると ともに ，大学や 学生
からの就 職に関 するニ ーズを把 握する 情報交 換の場と してい ます。

況

② 大 好 き い ば ら き インタ ーンシッ プ促進 事業
・県内外 の主に 大学１ ～３年生 を対象 に，県 内企業で 就業体 験する ことで，ＵＩＪ
ターンと 地元定 着のき っかけと します 。
③大好き いばら きＵＩ Ｊター ン 促進事 業
ア 県外 学生向 けの合 同就職面 接会等 を都内 において 開催
イ 魅力 発見バ スツア ーの開催
ウ 就職 応援サ イトの 構築
④地元就 職・人 材定着 支援事業
ア 県内 大学生 の地元 定着を図 る企業 セミナ ー及びバ スツア ー
イ 県内 企業に 対する 採用面， 人材定 着面か らの支援
ウ 大学 就職担 当者と 企業採用 担当者 の交流 会
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【大好き いばら き就職 面接会】
また，大学等を卒業見込みの就職希望者及び既卒未就職者と県内企業が一堂に会
し，対面方式で面接を行う「大好きいばらき就職面接会」 を年２回（各２会場）開
催しており，新規学卒者や未就職学卒者の就職を促進するとともに，県内企業の人
材確保へ の支援 を行っ ておりま す。
平成 28 年度は ，６月に 水戸・ 土浦， ９月に水 戸，１ ０月に 土浦で実 施しま した。
【いばら き就職 支援セ ンター】
「いばらき就職支援センター（水戸市，常陸太田市，日立市，鉾田市，土浦市，
筑西市）」において，就職相談からキャリアカウンセリング，職業紹介までのサー
ビスをワンストップで提供し，若年者や女性・中高年離職者等の就職を支援し てお
ります。
〔商工労 働観光 部〕

【建設業関係】
現

○就労環境の改善
建設業の担い手確保のため，建設業の就労環境の改善に向けた取組として，土
木部発注の公共工事において「 4 週 8 休を確保するモデル工事」を実施しており，
休暇が取れる建設業を目指すため課題点の抽出と検証を進めております。

況

○建設業の生産性向上
ＩＣＴを活用して建設現場の生産性を向上させる「 i-Construction」を地元建
設業界への普及を推進するため，国，県，建設関係団体による支援協議会を設立
しＩＣＴ活用モデル工事を実施することにより，地元建設業者を対象にＩＣＴ活
用についての支援や普及活動を行い，建設産業の生産性向上にに向けた 取組を開
始したところです。（ 12 月 6 日支援協議会設立準備会開催）
○若手入職の促進
魅力ある建設業のイメージアップのため，建設業協会と連携して，小学生を対
象とした建設フェスタ，中学校における建設体験学習（ログハウス建設），高校
生を対象としたインターンシップを実施しております。
〔土木部 〕
○

建設 業や運 輸業を 含め県内 企業が 人材の 確保を図 れるよ う，県 内企業で のイン ター
ンシップ を実施 したり ，新卒 者と企 業をマ ッ チングす る就職 面接会 を開催す るなど 新
卒者を含 む若年 者の就 職支援に 取り組 んでま いります 。

○

また ，助成 金制度 の充実に 向けた 国への 働きかけ や国の 現行制 度の周知 に努め てま

対

いります 。
〔商工労 働観光 部〕

応
○

地元 建設業 の担い 手確保の ため，「 4 週 8 休を確保 するモ デル 工事」，「ＩＣ Ｔ活
用モデル 工事」 ，「高 校生イン ターン シップ 」等の取 組みを 拡大し てまいり ます。
〔土木部 〕
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要望に係 る現況 ・対応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（１）雇 用維持 ・確保 に対する 支援
③ 伝統工芸品技能者の後継者育成・確保の支援
本県には様々な県郷土工芸品があり、貴重な地域資源として文化や芸術の観点
から地方創生にも大きく寄与するものと考えますが、工芸士の高齢化等から技能
の伝承が危ぶまれています。郷土工芸品の技能習得には長期間要することから、
早急かつ、着実なる対策が重要となります。当協会ではこれまでも「工芸士認定
制度」の創設への提言をしていますが、加えて伝統工芸振興に向けた将来的なビ
ジョンを有識者やコーディネーターを通じて発信し、一つひとつ具現化していく
ことで郷土への愛着心が醸成され、就労意欲の高揚に繋がるものと考えます。

○

「茨城県郷土工芸品指定制度」は，小規模零細が多い伝統的工芸品産業を取り巻
く厳しい環境に，産地形成を促進することにより，地域ぐるみで工芸品継承に対応
するために設けられた制度です。

○

「茨城県郷土工芸品指定制度」に基づき指定している工芸品は
４１品目（平成２８年１２月末日現在）となっています。

現

○

「茨城県郷土工芸品展」を開催し，工芸品の販売促進・情報発信に取り組んでお
ります。
〈「第３２回茨城県郷土工芸品展」開催結果〉
・期間：平成２８年１１月２４日 (木）～２７日（日）
・会場：県庁舎２階県 民ホール
・内容：郷土工芸品の展示・販売，制作実演，体験教室 等
・出展者数：１９品目２２業者

況

○

「工芸士認定制度」の創設については，既に認定制度を持つ１４都府県や指定
工芸品の製造者へのアンケート調査などを踏まえ，平成２８年度に学識経験者等
をメンバーとした検討委員会を立ち上げ，制度創設に向けた具体の検討を進めて

対
応

おります。
○

今後 は，専門 家や 事業者等 の意見 を踏ま えながら，県内外 での 郷土工芸 品展の 実施
などを通 じて，工 芸品 の販路拡 大や後 継者育 成，郷土工 芸品の 次代 への継承 などに 取
り組んで まいり ます。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
知事直 轄・生 活環境 部・保健 福祉部 ・ 商工 労働観光 部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（１）雇 用維持 ・確保 に対する 支援
④ 県内企 業の県 内外へ の広報周 知の強 化
県内各 企業は 、それ ぞれの企 業価値 を高め るため、様々な 施策に 取組んで います 。
本県においても「～認定制度」「～企業登録制度」など、行政の各所管部署にて実
施されていますが、ワーク・ライフ・バランス、女性活躍、子育て応援、エコ事業
所、地域貢献活動などを県内外にＰＲすることは必要と考えます。こうした茨城の
企業を広報することは、県外からのＵＩＪターンを促進し、労働人口の増加や女性
の活躍推 進に繋 がるも のと考え ます。
○ワーク ・ライ フ・バ ランス〔 商工労 働観光 部〕
・「 仕 事 と 生 活 の 調 和 推 進 計 画 」（ ノ ー 残 業 デ ー の 導 入 ， 一 斉 消 灯 な ど に よ る 時 間 外
労働の削減など事業所における従業員の働き方の見直しを行う計画）の届出を推
進してお ります （届出 事業所数 424 社（ 平成 29 年１月 16 日現 在））。
○女性活 躍〔知 事直轄 〕
・「いばら き女性 活躍推 進会議」 会員登 録
働く 女性が 活躍で きる社会 づくり を目的 に，国や県，経済団 体 等で組織 した「い ば
らき女性 活躍推 進会議 」を設立し ，趣旨 に賛 同する県 内企業・事業 所を会員 として
登録して います。（会員 登録数

現

284 社（ 平成 28 年 12 月 27 日現在 ））

・「茨城 県女性 が輝く 優良企業 認定制 度」
職場 におけ る女性 活躍，ワーク・ラ イフ・バラ ンス ，子育 て支 援にバラ ンスよ く取
り組む企 業を優 良企業 として ，3 段階 で認定 するとと もに ，その う ち特に優 良な企
業を表彰 してい ます。
（H28 年度
況

認定 企 業数

3 つ 星 2 社 ，2 つ 星 2 社 ，1 つ 星 1 社

表彰企業 数

2 社）

○子育て 応援〔 保健福 祉部〕
・子育て 応援宣 言企業 登録制度 は，
「 従業員 の 仕事と子 育てと の両立 できる職 場づく
り 」 や ，「 地 域 に お け る 子 育 て 支 援 」 等 に 取 り 組 も う と す る 内 容 を ，「 子 育 て 応 援
宣言」と して届 出した 企業を登 録し， その取 組を広く県 HP 等で 紹 介するこ とに
より，企 業にお ける働 き方の見 直しや 子育て 支援の取 組を促 進する 制度です 。
（登 録企業 数

249 社（平 成 29 年 1 月 1 日現在））

○エコ事 業所〔 生活環 境部〕
・環境 政策課 のホー ムページ におい て，事 業所名等 や活動 状況を 公表して おりま す。
（登 録数 1,938 事 業所（平 成 28 年 12 月 末日現在））

対

○

今後 とも，各企業 の取り組 み事例 等をホ ームペー ジやセ ミナー 等で積極 的にＰ Ｒす
るととも に，登 録企業 等の増加 に努め てまい ります。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
知事直 轄・商 工労働 観光部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（１）雇 用維持 ・確保 に対する 支援
⑤ 女性活 躍を促 進する 環境整備
「女性活 躍推進 法」の 施行によ り、常 時雇用 する労働 者が 301 人以 上の事業 主は 、
自社の女性の活躍状況をもとに行動計画を策定、公表することが義務づけられまし
た。今後、女性活躍を促進するためには、女性が活躍できる社会環境の構築が不可
欠です。具 体的に は、ワーク・ラ イフ・バ ラ ンスの経 営者・管 理職 者への啓 発活動、
従業員のキャリア形成支援、子育て世代の従業員が安心して働ける環境づくり（育
児休暇や短時間勤務制度、育児休業者の復帰支援）、女性の社会進出に伴う業務の
身体的負担を軽減するための設備や機器導入等を進めるための行政支援が必要と考
えます。
特に、キ ャリア 形成に おける啓 発に関 しては 、内閣府 が昨 年 6 月 に 公表した 「地
域における女性の活躍に関する意識調査」における県内の状況をみると、「出産を
機に退職し、子供が大きくなったら再び職業を持ちたい」という女性と、「配偶者
には出産を機に退職し、子供が大きくなったら再び職業をもってほしい」という男
性の割合が共に高いこと、「勤務先に昇進制度や昇進ポストがない」という県内女
性の回答 が高い ことは 、今後女 性の活 躍推進 をめざす 上で大 きな障 壁と言え ます。

〇経営者・管理職向け意識啓発
・「ハーモニートップセミナーの開催」
企業経営者，市町村長等を対象に，「女性活躍」や「 働き方改革」などをテー
マとした講演会の開催等を しています。
・「イクボス養成講座の開催」
企業の管理職等を対象に，部下のワーク・ライフ・バランスを理解し，活躍を
応援できる上司「イクボス」の養成講座を開催してい ます。
現

〇従業員のキャリア形成支援
・「キャリアアップ講座の開催，メンター設置」
働く女性のキャリア意識形成を促進するため，女性管理職希望者や女性管理職
対象のキャリアアップ講座を開催するとともに，県内企業で働く経験豊富な先輩
女性社員をメンターとして委嘱し，キャリアアップ講座参加者との交流会を 実施
しています。

況

・「女性のためのキャリア相談員の設置」
仕事と生活の両立や，キャリアアップ等の悩みを相談するための専門相談窓口
を設置してい ます 。
〔知事直轄〕

8

○ワーク・ライフ・バランス
茨城労働局，経済団体（茨城県経営者協会，茨城県商工会議所連合会，茨城県商
工会連合会，茨城県中小企業団体中央会），労働団体と連携し，11 月を「いばらき
現

ワーク・ライフ・バランス推進月間」として，第３水曜日を「県内一斉ノー残業デ
ー」，大好きいばらき週間（11 月７日～ 13 日）を年次有給休暇取得キャンペーン期
間として気運醸成を図りました。
また，月間中に企業が行う取組を宣言する「取組宣言書」の提出を募集し，1,714

況

事業所から宣言書が提出されました。
さらに，年次有給休暇取得キャンペーン初日である 11 月７日に水戸駅で街頭キャ
ンペーンを行いました。
〔商工労働観光部〕
○

ていまい ります 。

対

〔知事直 轄〕
○

応

今後 も，セミ ナー の開催等 を通し て，経 営者や管 理職，女 性自 身の意識 啓発に 努め

また ，経 済団体 等 と連携し てワー ク・ラ イフ・バラン スの経 営 者・管 理職者 への啓
発活動を 行って いまい ります。
〔商工労 働観光 部〕
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部・企 画部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（１）雇 用維持 ・確保 に対する 支援
⑥ 障がい 者の雇 用促進 ・定着に 向けた 支援
県内企 業から は、平 成 28 年 4 月より 改正障 害者雇用 促進法 が施行 され、ま た平 成
30 年 4 月より 法定雇 用 率の算定 基礎の 対象に 、精神障 がい者 が追加 されるな か、障
がい者の 雇用・ 定着を 課題と捉 える声 が多く 寄せられ ていま す。
そうした状況下、各企業が法定雇用率を維持し、定着化 を図るためには、障がい
者の採用機会拡充、更なる教育訓練等の支援拡充に加え、自動車免許を有していな
い方への交通手段確保に対する支援が不可欠と考えます。企業が集積する工業団地
への公共 バス増 便、新 たな助成 金等に より、 積極的な 就労支 援を要 望します 。

○

茨城 労働局 と連携 し，法定雇 用率が 未達 成の事業 所に対 しまし て，採用意 識の向 上
と法定雇 用率の 遵守に ついて個 別訪問 による 指導を実 施して おりま すととも に，県内
経済団体 に対し まして は，障がい 者雇用 の一 層の拡大 に努め るよう ，要請を行 ってい
るところ であり ます。

○

また，企業は もと より，広く 県民の 方々 に対して も，障が い者 雇用への 理解の 醸成
を 図る こ と が 重要 で あ り ます こ と か ら，「 障 害 者 雇用 優 良 事 業所 」 や 障 害を 克 服 して
職業人と して立 派に活 躍してお られる 方々を 対象とし て，知事表 彰 によりそ の取組 を
顕彰して おりま す。こ のほか，工 夫を凝 らし て障がい 者の雇 用を進 めている 事例を 県
ＨＰを利 用して 周知し ておりま す。

○

さ ら に ， 障害 者 の 雇 用の 場 を 確 保す る た め，「 障 害 者就 職 面 接 会 」 を年 間 で 十 回程
度開催し ており ますほ か，県内六 ヶ所の 就職 支援セン ターに おきま して，きめ 細かに
就職相談 や職業 紹介を 行うとと もに，求 人開 拓員が個 別に企 業を訪 問し，障害 者の求
人枠の拡 大に努 めてい るところ であり ます。

○

また ，教 育訓練 に つきまし ては ，県立 水 戸産業技 術専門 学院に「総合 実務科 」を 設

現

置し，知的 障害者 を対 象として，職業訓 練を 実施する ほか，民 間教 育機関や 企業等 を
活用して 精神・身 体・知的など，障害者 それ ぞれに異 なる障 害特性 に応じた 職業訓 練
コースを 設定し ，障害 者の就労 支援に 取り組 んでいる ところ であり ます。
況

○

この ほか ，県内 九 カ所に設 置して おりま す「障 害者就 業・生活 支援セン ター 」にお
きまして は，保健 福祉 部やハロ ーワー クとの 連携のも と，就職 の斡 旋や職場 定着と い
った就労 面の支 援に加 え，生 活習慣 や健康 管 理などの 生活相 談も含 めた総合 的な支 援
を行って いると ころで あります 。

○

今後 は，こう した 取組に加 え，法定 雇用 率未達成 事業所 に対す るペナル ティ措 置で
あります 障害者 雇用納 付金制度 の対象 が，昨 年度から 常用労 働者二 百名以上 の事業 所
から百名 以上に 拡大さ れたこと なども 踏まえ ，茨城労働 局と連 携し ，未達成事 業所に
対する集 中的な 指導を 実施して まいり ます。
〔商工労 働観光 部〕
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＜企業が集積する工業団地への公共バ ス増便＞
○

県では，公共交通の維持存続を図るため，国や市町村とともに広域的・幹線的
路線を運行するバス事業者に対し，運行経費の赤字補助を行っており，また，県

現

北山間地域における生活交通の確保を図るため，廃止されたバス路線を代替運行
する市町に対して，運行経費の補助を行っております。
さらに，平成 27 年度から，市町村が取り組む広域バス路線の新設や再編に対し

況

ても運行経費の支援を行っております。
〔企画部〕

○

今後 も，茨城 労働 局及び各 地区ハ ローワ ークと連 携し，障 害者 雇用の促 進に取 り組
んでまい ります 。

○

また ，障害 者や福 祉施設等 の関係 者に対 して訓練 制度の 更なる 周知・広 報に努 め，
訓練の実 施を通 じて障 害者の就 労促進 を図っ てまいり ます
〔商工労 働観光 部〕

対
応

○

バス の増便 には，バスを運 行する 事業者 や市町村 におい て，沿 線の住民 や企業 のニ
ーズ等を 見なが ら総合 的に検討 してい く必要 があるも のと考 えます 。
具体 的な要 望があ りました ら，バ ス事業 者や市町 村にも お伝え してまい ります 。
〔企画部 〕
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の 安定化 ・活性 化につ いて
（１）雇 用維持 ・確保 に対する 支援
⑦ 学生な ど若年 層に対 する職業 観の醸 成およ び労働法 の啓蒙 強化
昨今の雇用情勢を見ますと、大卒者、高卒者の就職率は向上しているものの、一
方でミスマッチなどの早期離職防止は大きな課題と言えます。そうしたなか、県内
企業ではインターンシップ受入態勢と教育への取組みが高まっていますが、その効
果を高めるためにも、早い段階でのキャリア教育や業界研究への意識を強める取組
みが必要 と考え ます。
また、茨城労働局が進める大学生に対する労働法出前講座が普及していますが、
厚労省の「まんが労働法」冊子の活用などで、県内の高校生に対しても労働法の基
礎知識を習得させることも必要と考えます。就労前の若年層が労働法への理解を深
めることは、企業のブラック化に歯止めがかかり、県内労働人口の確保にも繋がる
ものと考 えます 。

〇

県内外の主に大学１～ 3 年生を対象とした，県内企業による多様なインターン
シップメニューを実施しております。

○

この ほか，主 に県 内大学 3 年生を 対象と して，業界 への理 解を 深めるた めの業 界研
究セミナ ーを年 6 回（ 県央・県 南で 3 回ずつ ）実施し ており ます。

現

○

また，労 働関係 法令 の周知に つきま しては ，労働法パ ンフレ ット「これから 社会で
活躍する ために

知っ ておきた い労働 法」を 作成し ，県内 全ての 高 校生へ配 布して い

るほか ，希望 のあっ た 高校等を 対象に ，社 会 保険労務 士を講 師とし て労働関 係法令 に
ついて説 明する 労働セ ミナーを 開催し ており ます。

況

○
対

今後 とも，主に県 内外の大 学生を 対象と した県内 企業で のイン ターンシ ップや 県内
大学生の 地元就 職を支 援するた めの業 界研究 セミナー を実施 してま いります ほか ，若
年層への 労働関 係法令 の周知に 努めて まいり ます。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
知事直 轄

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（２）販 売促進 ・強化 への支援
① 企業誘 致推進 の強化
本県の企 業誘致 実績は 、充実し た産業 インフ ラの整備 や企業 立地補 助金、税 制優
遇等、行 政のご 尽力に より、平 成 27 年 通年に おいて、 立地件 数、面 積及び県 外企
業立地件 数の全 6 項目 で全国第 1 位と 大変良 好であり ます。 企業誘 致は、地 元雇用
の創出や 下請け 企業の 受注増加 に加え 、定住 人口増加 に伴う 消費拡 大等大き なメリ
ットを享 受でき ます。
本県の優 位性を 活かし 、引き続 き工業 団地を 中心とし た県外 企業の 誘致促進 と企
業の 三 大都 市 圏以 外 へ の移 転 ・拡 大 に対 す る 税制 優 遇制 度 を活 用 し た本 社 機能 の 受入
促進等一 層のご 尽力を 期待しま す。
○

現

Ｈ２ ８年上 期の工 場立地動 向調査（経 産 省）に よると ，電 気業 を除いた 場合 ，工場 立
地件数の 項目に おいて 全国第７ 位（ １８件 ），工場 立地面 積（ ７１ ｈａ）及び県 外企業
立地件数 （１３ 件）の ２項目に おいて ，全国 第１位と なって おりま す。

【工場立 地件数 （電気 業を除く ）】

茨 城 県

全

況

国

全

国

※ (

○

応

Ｈ２５
通年
前年比

Ｈ２６
通年
前年比

30(11)

55(1)

75(1)

938

831

+83.3％

Ｈ２７
通年
前年比

上期

Ｈ２８
前年同期比

78(1)

＋ 4.0％

18(7)

△ 48.6％

1,045

＋ 3.7％

457

△ 1.5％

+36.4％

△ 11.4％ 1,008

+21.3％

【工場立 地面積 （電気 業を除く ）】

茨 城 県

対

（単位：件）

Ｈ２４
通年

Ｈ２４
通年
87(2)
1,102

Ｈ２５
通年
前年比
117(1) +34.5％
1,077
△ 2.3%

Ｈ２６
通年
前年比
109(1) △ 6.8％
1,181
+9.7％

Ｈ２７
通年
前年比
102(1) △ 6.8％
1,122
△ 5.0％

（ 単 位 ： ha）
Ｈ２８
上期
前年同期比
71(1)
＋ 66.6％
560
＋ 7.4％

) は全国順位を表します。

企業 誘致の 取組に つきまし ては，本 県の優 れた事業 環境を 企業の 皆様にご 理解い ただ
くため ，引き 続き，立 地推進東 京本部 を中心 に，重 点的に 企業訪 問 を実施い たしま すと
ともに ，セミ ナーや 産 業視察会 を開催 し，さ らには新 聞や経 済誌等 におきま して ，圏央
道など整 備が進 む広域 交通ネッ トワー クある いは首都 圏への 近接性，比較的割 安な地 価
など，本 県の立 地優位 性を訴え ている ところ でありま す。
＜セ ミナー 等の実 施状況（ Ｈ２８ 年度） ＞
・ いばら き企業 立地補助 金等説 明会
（日時：H28.5.26，於 ：東京都 内，参 加： 56 社 89 名）
・ いばら きの港 説明会
（日時：H28.10.27，於 ：東京都 内，参 加： 322 社 666 名）
・ 茨城県 産業立 地セミナ ー IN 大 阪
（日時：H29.2.14，於 ：大阪市 内）
・ 産業視 察会【 圏央道沿 線地域 】 （日 時：H29.2.8）
【 県央地域 】（日 時： H28.11.25）
＜新 聞広告 等の実 施状況（ Ｈ２８ 年度） ＞
・ 新聞広 告・・ ・・日刊 工業新 聞，茨 城新聞
・ 経済誌 広告・ ・・週刊 東洋経 済
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○

また ，企業 が立地 しやすい 事業環 境の整 備を図る ため，県税の 課税免除 や工業 用水道
料金の減 額のほ か，オ ーダーメ イド方 式や区 画の分割 など企 業ニー ズを踏ま えた工 業団
地分譲を 行うな ど各種 販売方策 を展開 してい るところ であり ます。

○

さら に，震災 以降 は，早期復 興を図 る た め，本県が 中心と なっ て強く働 きかけ ました
結果，国 に創設 いただ きました「津波・原子 力災害被 災地域 雇用創 出企業立 地補助 金」，
「茨城産 業再生 特区 」に係る税 制上の 特例措 置などの 優遇措 置を積 極的に活 用し全 力で
企業誘致 に取り 組んで いるとこ ろであ ります 。
＜津 波・原 子力災 害被災地 域雇用 創出企 業立地補 助金＞
○ 採択件 数（県 内）：６ ３件（ １次 :13 件，２ 次:９件 ，３次 :８件，４ 次:5 件，
５次:12 件，６ 次：16 件）
○これに よる投 資計画
・立地 面積:約 126ha ・投 資予定 額:約 957 億円 ・新規 地元雇用:991 人

対

＜茨 城産業 再生特 区に係る 税制上 の特例 措置（ H28.12 末 現在） ＞
○ 指定件 数：733 件／534 社
○ 新規設 備投資 の見込み 額： 5,427 億 円
○ 被災者 雇用対 象者： 52,134 人
応
○

これ らに加 え，平 成２７年 度に創 設した ，県及び 県開発 公社等 の工業団 地の用 地取得
費を補助 する「立 地促 進対策補 助事業」も活 用し，１社 でも多 くの 企業立地 の実現 に努
めている ところ であり ます。

〇

本社 機能移 転につ きまして は，国 が創設 した地方 拠点強 化税制 に加え，本県独 自の全
国トップ クラス となる 県税の 優 遇措置 を設け るともに ，今後 ，さ ら に本社の 全面移 転や
本社の複 数部門 の移転 を加速化 させて いくた め，新た に，企業の 本 社機能移 転費用 に対
する最大 １億円 の補助 金を創設 するな ど，優 遇制度の 拡充を 図って おります 。

○

今後 も，こ れら立 地促進策 を最大 限活用 するとと もに，本県の 優れた立 地環境 を積極
的にＰＲ しなが ら，全 庁をあげ て全力 で企業 誘致を推 進して まいり ます。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（２）販 売促進 ・強化 への支援
② 中小企 業の海 外進出 への支援
本県に おいて は、行 政のご尽 力によ り、ジ ェトロ茨 城の開 設や茨 城県中小 企業振
興公社の 機能強 化など 、県内企 業の海 外進出 支援体制 を構築 されて います。そうし
たなか県 内中小 企業か らは、貿 易相談 員等の 窓口強化 、アジ ア諸国 を中心と した海
外輸出拡 大への 支援、情報提供 の強化 への充 実した取 組みに 加え、海外進出 や現地
に赴任する労働者の各種申請手続きが煩雑で分かりにくいとの意見が寄せられて
います。
県内中小 企業の 海外進 出拡大に 向け、 一層の ご支援を 要望し ます。
【貿易相 談窓口 ，専門 家による 対応】
○ 県で は，(公財 )茨 城県中小 企業振 興公社 に貿易相 談員を 配置し ，貿易 相談窓 口によ
る海外ビ ジネス 情報の 提供や専 門家に よる個 別相談を 実施す ること で，県 内企業 の海
外展開を 支援し ており ます。
〔相談 件数（ 平成 23～28 年度 ）〕 ※ 平 成 28 年 度 は 11 月 末 日 現 在 の 実 績
年度

H23
１６０
５０
５１
１２１
３８２

輸出
輸入
投資
その他
計

現

H25
８５
１１
２９
７２
１９７

H26
９４
６
４６
７０
２１６

H27
１４７
２０
２６
９６
２８９

H28
５６
８
１０
６０
１３４

【貿易等 セミナ ーの実 施】
○ 県内 企業の 国際ビ ジネスを 支援す るため ，貿易コ ンサル タント による実 務研修 を開
催してお ります 。
〔平成 28 年度 実務研 修開催状 況〕
１
２
３

況

H24
９４
２１
３８
８８
２４１

実務研修名
9 月 1 日 契約までの貿易実務１
9 月 8 日 契約までの貿易実務２
9 月 15 日 契 約 履 行 の た め の 貿 易 実 務 ， 貿 易 の 手 順 ， 模 擬 商 談 会

参加者
延べ
38 名

【海外展 示会へ の出展 支援】
○ （公財）茨城県 中 小企業振 興公社 に輸出 拡大支援 員を 配 置し，海外で開 催され る展
示会の出 展支援 を実施 しており ます。食 品関 係の展示 会につ いては ，昨年度に 引き続
き，シンガ ポール で開 催された 日本食 等バイ ヤー向け の展示 会「 FOOD JAPAN 2016（旧
Oishii JAPAN） 」への 出展を支 援いた しまし た。
〔展示会 の概要 〕
展示会名

FOOD JAPAN 2016

会

期

平成 28 年 10 月 27 日（ 木）～10 月 29 日（土 ）

会

場

内

容

サンテッ クシン ガポー ル国際会 議展示 場（シ ンガポー ル）
成長 著 しい 東南 ア ジア 市場 で ビジ ネス を 展開 する 食 品製 造， 輸出
入商 社 ・卸 ，ス ー パー ・小 売 ，ホ テル ， レス トラ ン 関係 者と ，農
林水産物 ，加 工食品・飲料，食器・調理 器具 ，食品 機械 ，FC 本 部
を展 開 する 企業 ・ 団体 の方 へ 向け たダ イ レク トな 商 談の 場， 販売
促進の場 を提案 する。

出展企業 数
来場者数

304 社

（本県 出展企 業数： 16 社）

11,525 人

（H27 実績 ：10,910 人）

15

○

また ，「いば らき 産業大県 創造基 金（も のづくり 応援プ ログラ ム）」を活 用し，海
外見本市・展 示会へ の 出展や海 外販路 開拓向 けホーム ページ の作成 などに対 する支 援
を行って おりま す。
〔概要〕
中 小企業 等が自 社製品等 の販路 開拓を 行う目的 で，見 本市・ 展示会等 への出 展，
市場調査 ，広報 活動， 営業力強 化等を 行うこ とに対す る助成 。
対 象 者：中 小企業者 （製造 業）， 組合・グ ループ 等
助 成 額：最 大 100 万 円（助 成率 2/3 以内， 助成期 間 2 年 間以内）

【外国特 許出願 支援】
○ 国の 事業（地 域中 小企業知 的財産 戦略支 援事業）を 活用し，国 際的な事 業展開 のた
め戦略的に外国出願を行う県内中小企業に対して出願費用の一部を助成しておりま
す。
〔平 成 27 年 度〕
実 施 者：（ 公財）茨 城県中 小企業 振興公社
公募期 間：第 1 回 平 成 28 年 5 月 20 日（金 ）～6 月 30 日 （木）
第 2 回 平 成 28 年 8 月 4 日（木） ～9 月 16 日（ 金）
助成総 額：6,876,000 円
助成内 容：特 許
～ 出 願費用 等の 1/2 以内（ 上限 150 万円）
意 匠・商標 ～ 出 願費用 等の 1/2 以内（ 上限 60 万円）
冒 認対策商 標 出 願費用 等の 1/2 以内（ 上限 30 万円）
助 成 先：11 社 （ 茨 城 県 中 小 企 業 外 国 出 願 支 援 事 業 審 査 委 員 会 で 選 考 し 決 定 ）
現

況

【海外展 開企業 のネッ トワーク づくり 】
○ いば らき海 外進出 サポート 協議会 を設置 し，海外 進出企 業間の ネットワ ーク構 築及
びこれか ら海外 進出を 検討する 企業へ のサポ ートを実 施して います 。
・ 組 織 名：い ばらき海 外進出 サポー ト協議会
・設
立：H26.3.19
・ 参加企 業：58 社（平成 28 年 12 月末 現在）
・実
績：総 会 1 回 ，セミナ ー7 回
【東南ア ジアに おける 企業支援 体制の 整備】
○ 東南アジアのビジネスセンターとして近隣諸国のハブ機能を有しているシンガポ
ールに県 職員を 派遣し ，経済 成長が 著しい 東 南アジア への県 内中小 企業の海 外展開 を
支援して います 。
・場
所 シ ンガポー ル
・方
法 常 陽銀行現 地駐在 員事務 所へ職員 派遣
・ 派遣時 期 平 成 26 年 8 月
・ 主な業 務
東南 アジア 全体の情 報収集 ，進出 企業に対 する情 報提供
海外 進出サ ポート協 議会や 県人会 等のネッ トワー クづく り
海外 展示会 への出展 支援
県の 物産， 観光等の PR
・実
績 展 示商談会 支援 12 件，現 地進出企 業・政 府機関 等訪問 13 回 等
【ジェト ロ茨城 貿易情 報センタ ーによ る支援 】
○ 平 成 26 年 6 月に 設置され たジェ トロ茨 城貿易情 報セン ターと 連携し， 貿易相 談体
制やセミ ナーの 開催等 を通じて ，県内 中小企 業の海外 展開を 支援し ています 。
・相
談
件
数：731 件
・ セ ミ ナ ー 件 数：24 回 （参加 延べ数 1,239 人 ）
・ 巡 回 相 談 件 数：236 件
・ 海外バ イヤー 招聘： 6 回（延 べ 6 カ 国 9 バイ ヤーを 招聘）
※ 実績は 平成 28 年 11 月末 日現在
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現
況

対

【ベトナ ムでの 販路開 拓】
○ 北関 東三県 が連携 し，観光 ＰＲを 兼ねた ベトナム アンテ ナショ ップの設 置や海 外バ
イヤー招 へいな どに よ り，三県 産品の 販路開 拓を図っ ていま す。
・ 開設場 所 イ オン・ロ ンビエ ン店（ ハノイ） 3 階フ ードコ ート内
・ 開設期 間 平 成 28 年 7 月 31 日（日 ）～平成 29 年 2 月下旬 （予定）
・ 取扱商 品 三 県計 90 品 （本 県 30 品 目）
・ 観光Ｐ Ｒ 三 県共通の 取組： 観光パ ンフレッ ト配布 など観 光情報等 のＰＲ
本 県独自の 取組：ベ トナ ム人サッ カー選 手グエ ン・コン・フ ォン選
手の等身 大パネ ルの設 置や，同 選手が 本県の 食や観光 地等を 紹介す
るＤＶＤ を作成 ・上映
・販 路開拓 現 地の輸出 拡大支 援員が ，ハ ノイ市 内や周 辺の 輸入業者，レスト ラ
ン等リス トアッ プし， アンテナ ショッ プ出品 商品の売 込みを 実施。
ま た，ベトナ ムのバ イヤ ー 4 社を 招聘し，本県 の延べ 12 社を視 察，
延べ 24 社 の商談 を実施 。

○

今後 とも，（公 財 ）茨城県中 小企業 振興 公社に設 置して いる貿 易相談窓 口や配 置し
ている専 門家に より，各種申請 手続き をはじ め様々な 相談に 対応し ていくほ か，産業
大県創造 基金を 活用し た展示会 出展支 援，外 国特許出 願支援 などに より，中小 企業の
海外展開 を支援 してま いります 。

○

また，ジェト ロ茨 城貿 易情 報セン ターと 連携し，ジ ェトロ が持 つ海外ビ ジネス 情報
を始め，海 外展示 会や 商談会な どの豊 富なメ ニューを 活用し，本県 中小企業 の海外 展
開を積極 的に支 援して まいりま す。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
会計事 務局・ 商工労 働観光部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（３）官 公需の 県内企 業発注 等 に対す る支援
① 一 般 競争 入 札 参 加 者 選定 に お け る適 正 な 地 域要 件 の 強 化等 県 内 事 業所 の 受 注 機会
確保に対 する支 援
県内 企業へ の優先 発注は、地 域経済 活性 化や 雇用 維持・拡 大に 大きく寄 与しま す。
ついては 、県内 事業者 の受注機 会の拡 大を図 るため、 一般競 争入札 参加者選 定にお
いて、地 域要件 を含め た入札参 加要件 の見直 しととも に、庁 内各課 や出先機 関から
の発注拡 大に向 け、積 極的な取 組みを お願い します。
○

物品・役務の 調達 におきま しては，県内 事業者の 受注機 会を確 保するた め，本庁 各
課や出先 機関に 対して ，一般 競争入 札の入 札 参加資格 に地域 要件を 設定する よう通 知
するとと もに，毎 年度 ，これらを 対象と した ，研修会の 開催な どを 通じて周 知を図 っ
ています 。
例えば，県内に事業所を有する事業者だけで十分な競争性を確保できる場合は，
まず 「茨 城 県内 に本 店 を有 する こ と」 ,次 に「 茨城 県内 に 支店 等の 営 業所 を有 す るこ
と」との 地域要 件を定 めること を指導 してお ります。
〔会計事 務局〕

○

県で は，国とと も に「官 公需確 保対策 地 方推進協 議会 」を開 催 し，庁 内各課 や出先
機関及び 国や市 町村の 県内行政 機関に 対して ，「中小企業 者に関 す る国等の 契約の 方
針」の周知 を図る とと もに，地元 中小企 業者 等への受 注機会 の拡大 を働きか けてい ま
す。
また，認定した事業者の新商品を県が優先的に随意契約で購入できる「新 分野開
拓商品事 業者認 定制度 」により 事業者 を認定 し，「官 公需確 保対策 地方推進 協議会 」
において認定事業者によるプレゼンテーションを実施する等，地元中小企業の受注
機会の拡 大を図 ってい ます。

現

況

〔商工労 働観光 部〕

○

対

今後 とも，物 品・役務の調 達に係 る 一般 競争入札 を行う 場合の 地域要件 の設定 につ
いては，県 内事業 者の 受注機会 の拡大 を図る ため，可能 な限り，入 札参加資 格に地 域
要件を設 定する ととも に，本 庁各課 や出先 機 関に対し ても研 修会な どを通じ て 引き 続
き適切な 設定を 行うよ う指導し てまい ります 。
〔会計事 務局〕

○
応

今後 とも「官 公需 確保対策 地方推 進協議 会」等を通 じ，地元 中 小企業者 等への 発注
拡大のた め，県 内の行 政機関に 対して 協力を 要請して まいり ます。
〔商工労 働観光 部〕
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土 木 部

要
望
事
項

現

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（３）官 公需の 県内企 業発注等 に対す る支援
② 競争入 札にお けるダ ンピング の排除 と年間 を通じた 発注の 平準化 、工期へ の配慮
多くの 中小零 細企業 において は、為 替相場 に起因す る仕入 れコス トの上昇 、電 力
代・労務 費高騰 など生 産コスト の増大 と企業 間の競争 激化に より、十分な価 格転換
ができな いなど 、厳し い経営環 境が続 いてい ます。行 政の競 争入札 において は、低
入札調査基準価格等の適正な運用によるダンピング排除と総合評価方式の適用案
件拡充な どによ る入札 参加事業 者への 配慮を 要望しま す。
また、建設業 、運 輸業 ならびに 警備業 の従事 者が減少 するな か、一 定時期（特に
11 月～3 月に）に 集中 した発注 は、資材 調達 コストや 人員確 保のた めの労務 費高騰
から採算 管理が 困難と なり、受注 機会減 少に繋 がること が懸念 されま す。行政に は、
産業イン フラ拡 充や 茨 城国体、東 京オリ ンピ ック・パラ リンピ ック に関連し た公共
投資拡大 と併せ 、年間 を通じた 計画的 な工期 発注を要 望しま す。
（建設工 事につ いて）
土木部においては，２５０万円を超え１億円未満の建設工事（総合評価方式一般
競争入札を除く）の入札について，最低制限価格制度を適用しており，１億円以上
の建設工事及び１億円未満の総合評価方式一般競争入札により発注する建設工事に
ついては 低入札 価格調 査制度を 適用し ，ダン ピング防 止を図 ってお ります。
また，平 成２５ 年６月 には，国 の低入 札価格 調査基準 価格の 引き上 げに準拠 して，
本県においても低入札調査基準価格及び最低制限価格を引き上げたところでありま
す。
総合評価方式については，平成１７年度から試行を行っており，平成２８年度下
半期は一 般競争 入札案 件全体の ５０％ を目標 としてお ります 。

（建設コ ンサル タント 等業務委 託につ いて）
建設コンサルタント等業務委託においても，平成２８年２月から，最低制限価格
制度の対象範囲を１，０００万円未満から１，５００万円未満に引き上げたところ
でありま す。

[最低制限 価格制 度 ]

最低制限 価格を 設定し ，入札 価格が 最低制 限 価格を下 回った
場合に， その入 札を行 った者を 落札者 としな い制度
[低入札価 格調査 制度 ] 調査基準 価格を 下回っ た場合に ，契約 が適正 に履行さ れるか
どうかを 調査す る制度
況
（計画的 な工事 発注）
工事発注にあたりましては，建設業者が技術者や資機材等を計画的に確保できるよ
う，一時期に集中させないなど，計画的な発注に努める必要があると考えておりま
す。
このた め，発注 課所 毎に年間 を通し た執行 計画を策 定し，こ れに 基づいて 毎月の 執行
状況を管 理する ととも に，受注計 画に活 用し ていただ けるよ う，四 半期毎の 工事 発 注
見通しを 年間 3 回（原 則 4，7， 10 月） 公表し ておりま す。
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○

本県 の建設 工事等 において は，最低 制限 価格，低入 札調査 基準 価格を国 に準じ 決定
しており，今後も 適正 な基準に 基づき 運用を 図るほか，平成２ ６年 ６月に改 正され た
品確法等の基本理念や平成２７年１月に策定された発注関係事務の運用に関する指
針等をふ まえ，引 き続 きダンピ ング防 止を図 ってまい ります。また ，総合評価 方式に
よる入札 の推進 を図っ てまいり ます。

対

応

（計画的 な工事 発注）
○ 今年 度の県 土木部 執行方針 におい て，「社会資本 整備に かか る 生産性向 上を図 るた
め，施 工時期 の平準 化 の取組み につい て検討 を進めて いくこ と。」旨明記し ，部 内執
行機関に 通知し ており ます。
○

また，工事発 注見 通しにつ いて，今 年度 は年度当 初から 可能な 限り予定 される 全工
事につい て示し ており ます。

○

今後 とも，業 界団 体からの 意見や 要望に 耳を傾け，地域の 実情 等を考慮 し，計画 的
な工事発 注に努 めてま いります 。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（４）技 術開発 ・産 学 連携への 支援
① 中小企 業の成 長分野 進出への 支援
本県で は、平 成 22 年度に産 学官が 集結し た「いば らき成 長産業 振興協議 会」を
設立、平 成 27 年度よ り「グロー バルニ ッチト ップ企業 育成促 進プロ ジェクト 」を掲
げるなど、中小企業の成長分野進出に積極的に取組まれています。これまでの次世
代自動車 、環 境・エネ ルギー 、健康・医療機 器、食 品 の 成 長 4 分 野 に 加 え 、Ｉ ｏ Ｔ ・
ロボット分野への参入等への期待も大きいことから、情報提供、製品化・販路開拓
までの一連の支援拡充を要望します。また、上記成長分野のなかでは、特に再生可
能エネルギーの地産地消の観点において、太陽光発電は飛躍的に増加したものの、
風力・バイオマスなどの分野への進出、新製品・新技術の開発をより促進すること
で、低廉 かつ良 質なエ ネルギー 供給に 積極的 に取組ん でいた だきた いと考え ます。
○「いばら き成長 産業 振興協議 会」にお いて は，①自社 製品の 開発 と②大手 企業等 から
の新たな 受注獲 得を成 果指標と 定め， 会員企 業に対す る支援 を行っ ています 。
○協議会 設立（平 成 22 年 6 月）から 現在（平 成 28 年 12 月）まで の 成果の状 況は，以
下のとお りです 。
【成果】
次世代
自動車
１０件
３３件

現

況

対
応

環境・
新ｴﾈﾙｷﾞｰ
３件
２５件

健康・
医療機器
１１件
４件

食品

分野横断

合計

①試作・製 品化
３７件
６１件
②受注
８件
２件
７２件
【その他 取組実 績】
・大手 企業と の交流 促進（交 流・工場 見学・商談等）110 回（ 3,273 社 9,599 名参 加）
・成長 分野に 関する 情報提供 （ｾﾐﾅｰ等） 150 回（2,976 社 4,350 名 参加）
・大手 企業等 への技 術提案 711 件
・会員 企業に よる共 同研究数 44 件
〇また， ＩｏＴ やロボ ット技術 分野へ の進出 支援につ いては ，平成 28 年度より ，次世
代技術研 究会を 新設し ，情報提供 のため のセ ミナー開 催や，大 手企 業との交 流機会 提
供のため の工場 見学会 等の活動 を行っ ていま す。
〇さらに ，再生 可能エ ネルギー に関し まして は，環境 ・新エ ネルギ ー研究会 におい て，
太陽光発 電や風 力発電（小形風力 を含む）等 に関する 情報提 供を行 ってきた ところ で
あり，大手企 業から の 大規模風 力発電 施設の 部品の受 注や小 水力発 電機の製 品化等 の
成果が挙 がって います 。
〇「グロー バルニ ッチ トップ企 業育成 促進事 業」では，つ くば等 の 科学技術 を活用 しな
がら，医 療・介護 分野 等で機器 の開発・普及 に取り組 む企業 を対象 に，ニー ズ・シー
ズ発掘か ら機器 開発・各現場へ の導入 促進等 まで一貫 して支 援して おり，その 成果は
以下のと おりで す。
H27
区分
H28（H28.12 末）
合計

○

機器開発 支援

５件

１１件

１６件

導入促進 補助

４１件

３件

４４件

今後 におき まして も，いば らき成 長産業 振興協議 会の活 動及び グローバ ルニッ チト
ップ企業 育成促 進事業 を通じ，情 報提供 から 製品化・受 注に至 るま での一貫 した支 援
を一層強 化する ととも に，再生可 能エネ ルギ ー分野に おいて は，県 内中小企 業の進 出
や新技術 ・新製 品開発 等を促進 してま いりま す。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（４）技 術開発 ・産学 連携への 支援
② 研究開 発の産 学官連 携強化お よび研 究開発 拠点集積 の促進
本県は、つくばを中心に国内随一の研究機関を有しています。今後の成長が期待
さ れ る Ｉ oT、 ロ ボ ッ ト 技 術 と い っ た 分 野 は 、 本 県 が 持 つ ハ ー ド 面 の 優 位 性 と 、 県 内
企業の高度なものづくり技術を融合することで、国内外でのシェア拡大に繋がるも
のと考えます。行政には、研究機関や大学などのシーズを活用した産学官連携によ
る研究開発の強化と県内企業の成長分野進出促進を支援していただきたいと考えま
す。
同時に、現在のつくば、東海地区の研究機関の県外移転防止ならびに、つくば国
際総合戦略特区のプロジェクト推進など、研究開発機関等の更なる集積強化に繋が
る取組み を要望 します 。
〇「いば らき成 長産業 振興協議 会」に おいて は，平成 28 年 度より ，次世代 技術研 究会
を新設し，ＩｏＴ やロ ボット技 術分野 に関す る情報提 供のた めのセ ミナー開 催や，大
手企業と の交流 機会提 供 のため の工場 見学会 等の活動 を行っ ていま す。
〇セミナ ーや工 場見学 会等にお いては，大手 企業や大 学・研究 機関 によるＩ ｏＴや ロボ
ット技術 に関す る取り 組み状況 や技術 動向等 を紹介す ること により ，県内 中小企 業の
理解を深 めてい ただく とともに ，こ れらの 分 野への参 入のき っかけ づくりを 行って い
ます。

現

○また，本 県もの づく り産業の 競争力 を強化 するため，大学，研 究 機関等の 持つロ ボッ
トや IoT など の次世 代 技術を活 用した 中小企 業等の革 新的な 技術開 発・新製品 開発を
支援して おりま す。
採択件 数（H28）： ３件

況

対

〇今後と も，県内 中小 企業が行 うＩｏ Ｔやロ ボット技 術の 開 発 に お け る 課 題 と ，大 学 ・
研究機関 が保有 する技 術シーズ のマッ チング を図るな ど，産学官 連 携による 研究開 発
や県内企 業の成 長分野 進出に向 けた支 援を行 ってまい ります 。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
知事直 轄

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（４）技 術開発 ・産学 連携への 支援
② 研究開 発の産 学官連 携強化お よび研 究開発 拠点集積 の促進
本県は、つくばを中心に国内随一の研究機関を有しています。今後の成長が期待
さ れ る Ｉ oT、 ロ ボ ッ ト 技 術 と い っ た 分 野 は 、 本 県 が 持 つ ハ ー ド 面 の 優 位 性 と 、 県 内
企業の高度なものづくり技術を融合することで、国内外でのシェア拡大に繋がるも
のと考えます。行政には、研究機関や大学などのシーズを活用した産学官連携によ
る研究開発の強化と県内企業の成長分野進出促進を支援していただきたいと考えま
す。
同時に、現在のつくば、東海地区の研究機関の県外移転防止 ならびに、つくば国
際総合戦略特区のプロジェクト推進など、研究開発機関等の更なる集積強化に繋が
る取組み を要望 します 。
○

現

政府 関係機 関の地 方移転に ついて は，国 において 東京一 極集中 是正の観 点から，道
府県から の提案 を踏ま え検討が 進めら れ，平 成 28 年３月 に「政 府 関係機関 移転基 本
方針」が 決定さ れてお ります。

【政府関 係機関 移転基 本方針（ Ｈ 28.3.22 ま ち・ひと ・しご と創生 本部決定 ）】
＜研究機 関・研 修機関 等に係る 方針概 要＞
・ 地 域の研 究機関 等 と連携を 図るこ とで ，移転によ り，地方創 生 に役立ち ，か つ国の
機関とし ての機 能の維 持・向上 も期待 できる ものを移 転。
・ 移転 対象： 全国 23 機関（50 件の提 案）
うち，本 県関係 機関： ５機関（ 14 件の 提案） を含む。
・ それ ぞれの 取組に ついて， 平成 28 年度内 に，今後 の具体 的な展 開を明確 にした
年次プラ ンを関 係者間 で共同し て作成 。
＜本県関 係機関 ＞
対象機関
提案県
(独)産業 技術総 合研究 所
石川県， 福井県 ，愛知 県，福岡 県
(独)農業 ・食品 産業技 術総合研 究機構
愛知県， 香川県 ，鳥取 県，島根 県
(独)国立 環境研 究所
滋賀県
(独)医薬 基盤・ 健康・ 栄養研究 所 薬用 植物資 源研究セ ンター
佐賀県
教員研修 センタ ー
秋田県， 富山県 ，福井 県，三重 県

況

対

応

○

移転 対象と された つくばに 立地す る５機 関につい ては，いずれ も組織全 体の移 転を
伴うもの ではな く，機 能の一部 移転と して，研究集積 のメリ ットや 現在の研 究連携 の
喪失等に 留意す るとし たうえで ，研 究連携 拠 点の設置 や現地 の研究 機能の拡 充を図 る
ものとさ れてお り，平 成 28 年度内 に，提 案 県と関係 研究機 関が共 同で，規 模感を 含
めた具体 的な展 開を明 確にした ５年から 10 年程度の 年次プ ランを 作成する ことと さ
れており ます。

○

政府 関係機 関の移 転につい ては，東京一 極集中を 是正す る観点 から提案 募集が 行わ
れたもの であり ますが ，東京 圏に含 まれて い ないつく ば等の 研究機 関が対象 とされ た
こと，また ，筑波 研究 学園都市 は，筑波研 究 学園都市 建設法 に基づ き，首 都圏に おけ
る人口の 過度集 中の緩 和に寄与 するこ とを目 的として 整備さ れた都 市であり ，こ うし
た経緯を 有する つくば の研究機 関が移 転対象 とされた ことは ，そ も そも地方 創生の 趣
旨にも整 合しな いと考 えられ， 大変遺 憾と考 えており ます。
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○

この ため ，県と い たしまし ては ，昨年 度 ，地方 創生担 当大臣 に 対して ，県内 に立地
する政府 関係機 関の移 転阻止等 に係る 要望を 実施いた しまし たほか ，平成 29 年 度に
向けた中 央要望 におい ても，引き 続き，つ く ばに集積 した 科 学技術 の堅持等 につい て
要望した ところ であり ます。

１
・

石破 茂・地 方創生 担当大臣 （当時 ）への 要望（Ｈ 27.10.28）
本県 選出国 会議員 及び県議 会議長 ，つく ば市副市 長，つ くば市 議会議長 が同行 し，
「政府関 係機関 の移転 阻止及び 東京圏 からの 誘致に関 する要 望書」 を提出。
＜要望内 容＞
・ 県外へ の移転 は，東京圏の 一極集 中の是 正に全く つなが らない ほか，本県 におけ る
地方創生 の実現 を妨げ ，我が国の 科学技 術力 を低下さ せるも のであ ることか ら，絶
対に行わ ないこ と
・ 本県に おける 地方 創生を力 強く推 進する とともに，我が国 の 成 長・発展を 牽引す る
科学技術 力の向 上等を 図るため ，研究 機関等 の移転を 実現す ること
２
・

平成 29 年度 国の施 策及び予 算に関 する提 案・要望
地方 創生の 推進に 関する要 望項目 の一つ として， 以下の とおり 内閣府へ 要望。
＜要望内 容＞
・ 政府関 係機関 の地 方移転の 実施に あたっ ては，政府 関係機 関移 転基本方 針に基 づき
進めるこ ととさ れてい るが，つく ばに集 積し た科学技 術は，我 が国 全体の貴 重な財
産として 断固堅 持すべ きであり，具体的 な検 討にあた っては，本県 における 地方創
生の実現 を妨げ ，我が 国の科学 技術力 を低下 させるこ とがな いよう にするこ と。
対
○

県と いたし まして は，長年に わたり 構築 された研 究集積 の喪失 など，つく ばの競 争
力低下に つなが ること がないよ う，引 き続き 状況を注 視して まいり ます。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企

要
望
事
項

現

況

対
応

画

部

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（４）技 術開発 ・産学 連携への 支援
② 研究開 発の産 学官連 携強化お よび研 究開発 拠点集積 の促進
本県は、つくばを中心に国内随一の研究機関を有しています。今後の成長が期待
さ れ る Ｉ oT、 ロ ボ ッ ト 技 術 と い っ た 分 野 は 、 本 県 が 持 つ ハ ー ド 面 の 優 位 性 と 、 県 内
企業の高度なものづくり技術を融合することで、国内外でのシェア拡大に繋がるも
のと考えます。行政には、研究機関や大学などのシーズを活用した産学官連携によ
る研究開発の強化と県内企業の成長分野進出促進を支援していただきたいと考えま
す。
同時に、現在のつくば、東海地区の研究機関の県外移転防止ならびに、 つくば国
際戦略総合特区のプロジェクト推進など、研究開発機関等の更なる集積強化に繋が
る取組み を要望 します 。
＜つくば 国際戦 略総合 特区のプ ロジェ クト推 進＞
○ 平成 23 年 12 月： 特区の指 定，平 成 24 年 ３月：総 合特区 計画の 認定。
○ 財政 支援措 置など の特区制 度を効 果的に 活用する ととも に，関 係機関が 緊密に 連携
して，ラ イフイ ノベー ション・ グリー ンイノ ベーショ ン分野 で我が 国の成長 ・発展
に貢献す る８つ のプロ ジェクト を着実 に推進 。
<ライフイ ノベー ション 分野 >
・次世代 がん治 療（ BNCT）の開発 実用化
・生活支 援ロボ ットの 実用化
・つくば 生物医 学資源 を基盤と する革 新的医 薬品・医 療技術 の開発
・核医学 検査薬 の国産 化
・革新的 ロボッ ト医療 機器・医 療技術 の実用 化と世界 拠点形 成
<グリーン イノベ ーショ ン分野 >
・藻類バ イオマ スエネ ルギーの 実用化
・TIA-nano 世界 的ナノ テク拠点 の形成
・戦略的 都市鉱 山リサ イクルシ ステム の開発 実用化
○

平成 29 年１ 月，総 合特区制 度の延 長（平 成 32 年度 まで）に伴い 引き続き 事業化 に
向けプロ ジェク トの研 究開発を 継続す るため ，新しい つくば 国際戦 略総合特 区計画
（平成 29 年度か ら平 成 32 年度 まで） の認定 を申請。

○

つく ばや東 海の科 学技術の 集積と 総合特 区制度で 講じら れる「 規制緩和」や「税制
上の特例 措置」等 を効 果的に活 用し，特 区プ ロジェ ク トから 新事業・新産業を 次々と
創出し，科 学技術 イノ ベーショ ン立県 いばら きを実現 するよ う，引 き続き全 力を挙 げ
て取り組 んでま いりま す。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（４）技 術開発 ・産学 連携への 支援
③ 知的財 産権取 得にお ける支援 拡充
本県では、ジェトロ茨城や茨城県中小企業振興公社などの支援により、中小企業
の海外進出体制が整備されてきています。そうしたなか、企業が海外展開を進める
なかで、知的財産権取得は当該地域での優位性を高める有効なツールと考えます。
しかしながら、県内の中小企業からは、海外での知的財産活動費が高額で、取得を
躊躇、断念したとの声が寄せられています。県内中小企業が海外での知財をめぐる
リスクに対し、迅速かつ的確に対応するためには相応の調査や代理人に対する多額
の費用が生じることから、行政には他都道府県の取組事例を参考に、出願時の申請
費用助成 だけで なく、 こうした 多額の 付随費 用への支 援を要 望しま す。
〇

茨城 県中小 企業振 興公社で は，他都 道府 県と同様 に，国か らの 補助を受 け ，中小 企
業が外国 出願を 行う際 の補助制 度を設 けてお ります。当 該制度 では ，出願国へ の出願
手数料の ほか，代 理人 に係る経 費など の付随 費用も補 助して おり，公社のホ ームペ ー
ジやチラ シ等を 通じて ，当該制 度の周 知に努 め，活用 を促進 してい るところ です。

（参考） 茨城県 中小企 業外国出 願支援 事業の 概要
現

況

〇
対

応募資格

県内中小 企業者 ，中小 企業等で 構成さ れるグ ループ等

対象項目

特許，実 用新案 ，意匠 及び商標 の外国 出願

対象経費

・外国特 許庁へ の出願 に要する 経費
・外国特 許庁に 出願す るための 現地代 理人
・外国特 許庁に 出願す るための 国内代 理人に 要する経 費
・外国特 許庁に 出願す るための 翻訳に 要する 経費 等

補助率

補助率： １／２

上限額

特許出願 ：150 万 円
実用新案 登録出 願，意 匠登録出 願，商 標登録 出願： 60 万円
冒認対策 商標：30 万円

国や 他都道 府県の 動向を注 視する ととも に，引き続 き，外国出 願に係る 制度等 につ
いて周知 に努め てまい ります。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
生活環 境部

要
望
事
項

現

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（５）産 業廃棄 物事業 の規制緩 和
① 県外産 業廃棄 物流入 規制の緩 和およ び申請 認可まで の期間 短縮
本県に おいて は、県 外からの 産業廃 棄物を 搬入して 処理す る際に「事前協 議制度 」
がありますが、効率化促進の観点から一層の規制緩和を図っていただきたいと考え
ます。また、産業廃棄物業における以下の各種申請から認可までの期間短縮につい
ても併せ て要望 します 。
（ア）産 業廃棄 物処理 業の新規 許可、 更新許 可、変更 許可の 申請
（イ）許 可証の 書換え を伴う変 更届、 産業廃 棄物処理 施設の 設置許 可申請
○県内搬 入事前 協議制 度につい て
事前協 議制度 は，廃 棄物の搬 入を制 限する ものでは なく，不 適正 処理の防 止を目 的と
したもの です。県 外廃 棄物の適 正処理 を確保 するため，隣接県 にお いても事 前協議 制度
を導入し ている ことを 考慮す る と，現 時点で 制度の廃 止は考 えにく いところ です。
事前協議 の規制 緩和に ついては ，平成 21 年 ４月には 「電子 マニフ ェストの 使用に よ
る場合の 事前協 議の省 略」，「 事前協 議の有 効期間の ３年か ら５年 への延長（但 し最終
処分場で 直接処 分する 場合につ いては ３年間 のまま） 」を， 平成 23 年４月に は，「 県
内の処分 業者に よる代 理協議の 容認」，「優 良認定業 者に処 分を委 託する場 合の事 前協
議の省略 」など ，規制 緩和を図 ってき ていま す。
（ア）産 業廃棄 物処理 業におけ る各種 申請か ら許可ま での期 間短縮 について
産業廃 棄物収 集運搬 業及び処 理業許 可申請 は，年間 で 1,300 件か ら 1,500 件ござ いま
すが，その 審査に つい ては，事務 処理の 合理 化等を進 め，標準 処理 期間が犯 歴照会 期間
を含めて 60 日 間（土 日祝日を 除く。 従って ，３カ月 近くと なる。 ）である ところ を，
概ね２カ 月程度 で審査 が終了す るよう にして いるとこ ろです 。

況

対

（イ）許 可証の 書き換 えを伴う 変更届 ， 産業 廃棄物処 理施設 の設置 許可申請 につい て
許可証 の書換 えを伴 う変更届 につき まして は，届出受 理後，２週 間程度で 新たな 許可
証を返送 してい るとこ ろです。
許可証の 書換え を伴う 許可申請 につき まして は，事例が 少ない ので すが，新規 の設置 と
同様に騒 音・振動 等周 辺環境に 与える 影響が 大きく，他 法令に も多 岐にわた り関連 する
ため，慎 重な審 査が必 要と考え ており ます。

○県内搬 入事前 協議制 度につい て
今後につ いては，廃棄 物の適正 処理を 第一と して，引き 続き規 制緩 和につい て検討 し
てまいり ます。
（ア）産 業廃棄 物処理 業におけ る各種 申請か ら許可ま での期 間短縮 について
今後も ，事務 手続の 見直し等 による ，迅速 な事務処 理に努 めてま いります 。

応

（イ）許 可証の 書換え を伴う変 更届、 産業廃 棄物処理 施設の 設置許 可申請に ついて
申 請 等 が あ っ た 場 合 は ， 各 基 準 に 適 合 す る よ う ， 迅速 な事務 処理 に 努 め て ま い り ま
す。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
総

要
望
事
項

現

務

部

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（６）税 制優遇 への継 続的な取 組み
① 法人実 効税率 の軽減 および事 業承継 税制の 優遇措置 拡充
国内企業の海外移転を抑制し、地域企業が永続的な存立基盤を保つためには、法
人実効税 率軽減 の早期 実現は不 可欠と 言えま す。
行政には 、欧州 やアジ ア主要国 並の 20％台 の 実効税率 実現を 図る一 方、代替 財源
として応益課税の原則は踏まえつつも、経営基盤が弱い中小企業への外形標準課税
の対象範 囲拡大 等は控 えるなど 一定の 配慮を 求めます 。
また、我が国企業の大半を占める中小企業では、事業承継に関する税負担が大き
く、円滑な事業承継への障壁となります。事業承継税制の更なる適用要件の緩和、
そして事業に資する相続との考えから、事業用資産と一般資産を分離した形での非
上場株式 を含め た事業 用資産へ の課税 軽減の 検討につ いても 国へ進 言願いま す。
【法人実 効税率 の引下 げ】
○ 平成 28 年度税 制改正に おいて 、法人 税率の引 下げ及 び法人 事業税所 得割の 税率
引下げに よって、国・地方を通 じた法 人実効 税率は平 成 28 年 度に 29.97％と なり、
更に平成 30 年度 には、 29.74％と なるこ ととさ れました 。
併せて 、この 税率引 下 げに当た っては 、制 度 改正を通 じた課 税ベー スの拡大 によ
り財源を しっか りと確 保するこ ととさ れ、そ のうち、法 人事業 税の 外形標準 課税の
拡大によ り負担 増とな る事業規 模が一 定以下 の法人に ついて は、負 担増を軽 減する
ための措 置が取 られる こととさ れてお ります 。
平成 27 年 度
平成 28・ 29 年度
平成 30 年 度
法人税率
23.9 ％
23.4 ％
23.2 ％
法人事業 税所得 割※
6.0 ％ →
3.6 ％
3.6 ％
国・地方を通じた
法人実効税率

32.11％

29.97％

29.74％

※ 地方法 人特別 税を含む
況

【事業承 継税制】
（ 非上 場株式等 につい ての相 続税・贈与 税の納 税猶 予及び免 除の特 例）
○ 平 成 29 年度 税 制改正に おいて 、平 成 29 年１月 １日以 後に相 続若しく は遺贈 又
は贈与に より取 得する 財産に係 る相続 税又は 贈与税に ついて 、災 害 による被 害を受
けた場合 に雇用 確保要 件等の免 除等を すると ともに 、これ らの被 害 を受けた 会社が
破産等した場合に経営承継期間内であっても猶予税額を免除する等の改正がなさ
れること となり ました 。
また、平 成 29 年 度与 党税制改 正大綱 におい て、個人 事業者 の事業 承継に当 たっ
ては事業 継続に 不可欠 な事業用 資産の 範囲を 明確にす るとと もに 、その承継 の円滑
化を支援 するた めの枠 組みが必 要であ ること 等の問題 がある ことに 留意し 、既存 の
特例措置 のあり 方を含 め、引き 続き総 合的に 検討する とされ ており ます。
○ 要望の趣旨を踏まえ，国における法人実効税率の引下げ及び事業承継税制の
改正に係る検討状況等を注視し，適切に対応してまいります。

対
応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
総

要
望
事
項

務

部

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（６）税 制優遇 への継 続的な取 組み
② 固定資 産税に おける 土地課税 標準額 の上限 額の弾力 化
現行税制において、地方公共団体の条例により、商業地等の宅地は固定資産税評
価額の 60％～ 70％の 範 囲で引下 げを可 能とさ れていま す。県 内企業 の競争力 強化や
企業誘致 促進等 の観点 から、県 内市町 村は統 一して 60％と すべく 、 固定資産 税にお
ける土地 課税標 準額の 上限額見 直しを 県内市 町村へ要 望しま す。
【商業地 に係る 固定資 産税の条 例減額 制度】
平成 16 年 度の税 制改正 において ，市町 村が ，納税者の 個別の 事情に 応じた対 応で
はなく，地域の負担の実情を踏まえ，一定の負担水準以上の商業地等について，条
例により 一律に 減額す ることが できる 制度が 創設され ており ます。

現

・制度の 導入状 況
［県内］ 該当 市町村 なし
［全国］ 1 団 体（東 京都特別 区）
※条例に 定める 割合 65％
（参考） 企業誘 致促進 に係る県 内市町 村の取 組み
企業立地促進法等に基づく固定資産税の課税免除等（平成 27 年度）
課税免除に係る条例あり
28 市町村
不均一課税に係る条例あり 14 市町

況

○

対

固定資産税は，本県において平成 27 年度決算で市町村税収額の約 44.5％を占
めるなど，市町村の基幹税目であり，条例減額制度については，減収分が地方交
付税によって補填されるものではないため，市町村の判断と責任において実施さ
れるものです。
○ 県といたしましては，要望の趣旨について，市町村へお伝えしてまいります。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

現

況

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（７）中 小企業 向け金 融支援の 強化
① 茨城県 制度融 資拡充 による中 小企業 向け金 融支援の 強化
円滑な資金調達は、いかなる経済情勢下でも県内中小企業においては重要な課題
の一つです。本県では、これまでも既存の経営安定化資金における融資限度額の拡
充や利子補給および、事業活性化資金の支援枠拡充等に取組んでいただいておりま
す。今後においても、景気の動向に注視し、既存制度における更なる融資限度額の
引上げ、利子補給の見直しを行っていただくとともに、他県の制度も参考に、本県
産業の特性や強みが反映され、県内中小企業の利用促進に資する制度融資を設けて
いただき たいと 考えま す。
また、昨 年 9 月 に発生 した「平 成 27 年関東・東北豪雨 」のよ うな大 規模な自 然災
害時には、被害からの早期の社屋・設備等の復旧、円滑な営業再開に資するべく、
タイムリーな災害対策融資を設け、相談窓口の機能強化を図るとともに、被災事業
者の負担軽減のため、弾力的な利率や期間の運用、積極的な借換融資への支援を要
望します 。
○ 中小 企 業者 の 資金 繰 り を支 援 する た め， よ り 利用 し やす い 制度 と な るよ う ，利 用状
況等 を 踏ま え 適宜 ， 融 資制 度 の見 直 し行 う と とも に ，必 要 な融 資 枠 を確 保 する よう
努めてお ります 。
○ 災害 そ の他 突 発的 事 由 の発 生 から の 復旧 ・ 復 興及 び 地震 災 害予 防 対 策に 取 り組 む中
小企 業 の皆 様 を支 援 す るた め ，「 災 害対 策 融 資」 を 設け て おり ま す ほか ， 当該 融資
の特 例 とし て 東日 本 大 震災 時 には 「 東日 本 大 震災 復 興緊 急 融資 」 ， 豪雨 災 害時 には
「平成 27 年 9 月 関東・東北豪雨 災害緊 急対策 融資」を 創設し，被害 を受けた 中小企
業の皆様 の災害 復旧や 経営安定 化を支 援して おります 。
○ 借換融資 につき まして は，平成 26 年度 に「借 換融資制 度」を 創設し ，複数の 県制度
融資を１ 本化で きるよ うにして いると ころで す。
【参考】 主な制 度見直 しの状況
＜平成 27 年度＞
・設備投 資支援 融資の 創設
・新事業 促進融 資（創 業活動支 援枠／ 女性・ 若者・障 害者創 業関係 ）の創設
・パワー アップ 融資の 融資限度 額引き 上げ（ H27：3,000 万円 →H28： 5,000 万 円）
・短期運 転資金 の融資 限度額引 き上げ （ H27： 500 万円 →H28： 1,000 万円）
・災害対 策融資 の特例 「平成 27 年 9 月関東 ・東北豪 雨災害 緊急対 策融資」 の創設 及び
利子補給 及び保 証料補 助の実施
＜平成 28 年度＞
・新事業 促進融 資（創 業活動支 援枠／ 女性・ 若者・障 害者創 業関係 ）の拡充
保証料補 助を平 成 27 年 度の２割 から５ 割に拡 大
・地域活 力強化 融資（ 観光おも てなし 施設整 備枠）の 拡充。
一定の要 件を満 たす場 合は保証 料補助 10 割 ，貸付後 3 年間 10 割の利 子補給を 実施
○ 今後 も，景気 の動 向を注視 すると ともに ，中小企業 がより 利用 しやすい 制度と なる
よう，利 用状況 等を踏 まえ，適 宜，融 資制度 の見直し を検討 してま いります 。

対
応

○

また，大規模 災害 時におい ては，被 災し た中小企 業の資 金需要 を的確に 捉え，円 滑
な資金調 達を支 援して まいりま すほか ，中 小 企業震災 復興特 別相談 窓口の設 置等に よ
り支援し てまい ります 。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
生活環 境部

要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（７）中 小企業 向け金 融支援の 強化
② 環境経 営に関 する助 成金等の 分かり 易い周 知および 税制優 遇支援
生産コスト抑制や地球温暖化に向けたＣＯ２削減など各企業の環境経営に対する
意識は着実に高まっているなか、自発的に節電、省エネに取組む企業の設備導入補
助金や税 制優遇 に対す る支援拡 充の要 望が多 く寄せら れてい ます。
エネルギー・温暖化対策に関する支援制度は、国・県・市町村がそれぞれ実施し
ているこ とから、「申請 の窓口が 分かり にくい 、必要な アドバ イスを 受けられ ない 」
との意見が多いことも実情です。ついては、節電、省エネに積極的に取組む県内企
業に対し、国や市町村の支援制度を分かり易く広報周知することを県行政には要望
します。
○

現

◆

茨城 エコ事 業所登 録制度
県内 事業所 を対象 とした， 県独自 の簡易 な環境マ ネジメ ントシ ステム
・内容
省エネ・省資源などの取組を積極的に実践している事業所を「茨城エコ
事業所」 として 登録し て，県 HPにおい て広報
・登録数 1,938件（H28年12月末 ）

◆

環境 保全施 設資金 融資制度
省エ ネ設備 や再生 可能エネ ルギー 設備を 導入する 中小企 業への 県独自の 融資制 度
・融資対 象
LED照 明 ，高効率 空調機 器，自 家消費型 太陽光 発 電設 備等の設 備導入
・融資限 度額 一事業 当たり500万円
※ただし ，再生 可能エ ネルギー 設備等 ，知事 が必要と 認めた 場合は 1,500万円
・利子補 給率 条件 ＊ ①と②を 満たす 事業所 ：融資利 率分（ 実質金 利は無利 子）
条件 ＊ ①を満た す事業 所： 0.9％
＊条件： ①茨城 エコ事 業所に登 録，② 省エネ ルギー対 策実施 計画書 を提出
・融資実 績
25件（H21年度か らH28年 12月末 ）

○

国や 市町村 の支援 制度につ きまし ては，お電話や メール でのお 問合せに 対して 実施
機関の窓 口をご 案内し ておりま す。

○

引き続き上記の支援事業を推進してまいりますとともに，さらに，自発的に節
電，省エネに取組む企業に対する支援拡充について検討してまいります。

○

支援制度の周知につきましては，県 HP でも閲覧できるよう 関東経済産業局等と
調整し，分かり易い広報に努めてまいります。

況

対

現在 ，県で は，省 エネに取 組む企 業に対 して以下 の支援 事業を 実施して おりま す。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企 画 部

要
望
事
項

２．県土 発展を 支える 基盤とな る産業 インフ ラの整備 促進・ 利便性 向上につ いて
（１）交 通イン フラの 整備促進 ・利便 性拡充
① 茨城空 港の利 便性向 上および アクセ スの良 化
茨城空港 開港後 6 年が 経過しま したが 、関係 団体のご 尽力に より、国外就航 路線拡 充
など着実 に利便 性が向 上してい ます。県 内企 業からも 路線拡 充への 期待は大 きいこ とか
ら、現行 路線を 着実に 確保する ととも に、積 極的なＬ ＣＣ誘 致によ る国内外 の路線 拡充
に引き続 きご尽 力願い ます 。
また、路 線拡充 と貨物 取扱によ る利便 性向上 もさるこ となが ら、安 全面から 視界不 良
時でも着 陸可能 な空港 着陸誘導 装置の 整備も 必要なこ とと考 えます 。
さらに 、現行 路線運 航 実績向上 や、新規就 航 路線誘致 のため には 、一層のア クセス整
備が必要 であり 、茨城 空港北Ｉ Ｃから のアク セスや誘 導経 路 案内の 改善、常 磐自動 車道
や主要幹 線道路 とのア クセス良 化など、利用 者増加に 繋がる インフ ラ整備へ の取組 強化
を要望し ます。

現

況

○
対

応

国 内線に つい ては ，札幌 ，神戸 ，福 岡， 那覇（ 神戸経 由） 便が ，国際 線につ いて は，
上海便が 運航さ れてお ります。
○ な お，路 線の 定着 及び充 実のた めに は， まずは 現行路 線の 利用 促進を 図り， 搭乗 実績
を向上 させて いく こと が重要 と考え てお りま すので ，引き 続き 茨城 空港利 用促進 等協 議
会をはじ め，官 民一体 となった 利用促 進に全 力で取り 組んで まいり ます。
○ 貨 物取扱 いに つい ては， 昨年５ 月に 貨物 取扱施 設を供 用開 始し ，また ， ７月 には 税関
が茨城空 港へ常 駐化す るなど， 貨物取 扱の利 便性の向 上が図 られた ところで す。
○ 空 港着陸 誘導 装置 の整備 につい は， 悪天 候時に は装置 が整 備さ れてい る自衛 隊側 滑走
路を使用 するこ とで対 応してい るとこ ろです 。
○ ま た，ア クセ ス整 備につ いては ，常 磐自 動車道 の石岡 小美 玉ス マート ＩＣと 茨城 空港
をほぼ直 線で結 ぶバイ パス整備 工事に ，昨年 10 月着手 したと ころで す。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土

要
望
事
項

木 部

２．県土 発展を 支える 基盤とな る産業 インフ ラの整備 促進・ 利便性 向上につ いて
（１）交 通イン フラの 整備促進 ・利便 性拡充
① 茨城空 港の利 便性向 上および アクセ スの良 化
茨城空港 開港 後 6 年 が 経過しま したが 、関係 団体のご 尽力に より、 国外就航 路線
拡充など着実に利便性が向上しています。県内企業からも路線拡充への期待は大き
いことから、現行路線を着実に確保するとともに、積極的なＬＣＣ誘致による国内
外の路線 拡充に 引き続 きご尽力 願いま す。
また、路線拡充と貨物取扱による利便性向上もさることながら、安全面から視界
不良時で も着陸 可能な 空港着陸 誘導 装 置の整 備も必要 なこと と考え ます。
さらに、現行路線運航実績向上や、新規就航路線誘致のためには、一層のアクセ
ス整備が必要であり、茨城空港北ＩＣからのアクセスや誘導経路案内の改善、常磐
自動車道や主要幹線道路とのアクセス良化など、利用者増加に繋がるインフラ整備
への取組 強化を 要望し ます。
【常磐自 動車道 から茨 城空港へ のアク セス道 路整備】
空港への アクセ ス整備 について は，常磐自 動 車道の石 岡小美 玉スマ ートＩＣ と茨城 空
港を結ぶ 道路整 備を進 めており ，今年 度から ，用地買 収に着 手し， 10 月には国 道 6 号
との立体 交差部 等の工 事に着手 してお ります 。

現

（仮称） 石岡小 美玉ス マート IC アクセ ス道路
事業 期間：H27～
事業 区間： 石岡市 正上内～ 小美玉 市野田
延
長：L=9.6km（県事業 区間 L=5.0km，小美玉 市事業 区間 L=4.6km）

況

対

【常磐自 動車道 から茨 城空港へ のアク セス道 路整備】
本路線の 整備効 果をよ り一層高 めるた め，平 成 31 年度 に開催 される 「いきい いき茨
城ゆめ国 体」や 平成 32 年度の「 東京オ リン ピック・ パラリ ンピッ ク」を見 据えて 整備
を進めて まいり ます。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土

要
望
事
項

木 部

２．県土 発展を 支える 基盤とな る産業 インフ ラの整備 促進・ 利便性 向上につ いて
（１）交 通イン フラの 整備促進 ・利便 性拡充
② 東関東 自動車 道水戸 線の早期 全線開 通
東関東自動車道水戸線の全線開通は、鹿行－水戸間の利便性向上に加え、茨城空
港へのアクセス良化に繋がる重要な課題と言えます。早期開通に向け、計画に対す
る現在の 進捗状 況と整 備予算の 確保状 況につ いてお聞 かせ願 います 。
○東関東 自動車 道水戸 線
計画区間 ：東京 都練馬 区～茨城 県水戸 市

延 長：約 143km 県 内延長 ：約 51km

H28 事業 内容：
■潮来 IC～鉾田 IC 間 約 31km
・事業主 体：国 土交通 省
・H28 国 の 予 算：68.7 億円
(当初 50.4 億円 )
・事業状 況：用 地取得 ，工事
・用地進 捗率 約 83%（H28.12 末現在 ）
現

■鉾田 IC～茨城 空港北 IC 間 約 9km
・事業主 体：東 日本高 速道路㈱
・H28 ネ ク ス コ 予 算：非公 表
・事業状 況：用 地取得 ，工事
・用地進 捗率 約 99％ （H28.12 末現在 ）
県内区間約５１㎞ うち約１１㎞供用中

仮
北
浦

潮

東関道水戸線 来

)

(

仮
麻
生

)

(

況

国土交通省施行
約３１㎞

鉾
田

茨
城
空
港
北

東日本高速道路（株）施行
約９㎞

供用区間約２㎞

開通目標

対

応

北関東道

供用区間約９㎞

未定

Ｈ２９年度

○東関東 自動車 道水戸 線
■潮来 IC～鉾 田 IC 間
・一日も 早い全 線開通 に向け， 十分な 予算の 確保と有 料道路 事業導 入による 整備
推進を国 に対し 強く働 きかけて まいり ます。
・早期用 地取得 を図る ため， 地元 3 市 （潮来 市,行方市 ,鉾田 市）と 一体とな って
国に全面 的に協 力して まいりま す。
■鉾田 IC～茨城 空港北 IC 間
・ 平成 29 年度の できるだ け早い 時期の 開通に向 け整備 推進を 東日本高 速道路 ㈱
に対し 強く働 きかけて まいり ます。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企 画 部

要
望
事
項

現

況

２．県土 発展を 支える 基盤とな る産業 インフ ラの整備 促 進・ 利便性 向上につ いて
（１）交 通イン フラの 整備促進 ・利便 性拡充
③ つくば エクス プレス の利便性 拡充お よび地 下鉄 8 号 線の県 内延伸
本県の定住人口流入や観光誘客促進を図るためには、居住や移動の利便性を飛躍
的に向上 させ、地域振 興に資す る鉄道 交通網 の拡充が 不可欠 と言え ます。な かでも 、
以下 3 点の取 組みに は 県内企業 からの 期待も 大きいこ とから 、鉄道 会社や関 係都県
等に対し 、実現 に向け た働きか けを要 望しま す。
（ア）つ くばエ クスプ レスの東 京駅乗 入れ
（イ）つ くばエ クスプ レスのつ くば駅 から常 磐線主要 駅への 延伸
（ウ）地 下鉄 8 号線の 県内延伸
＜つくば エクス プレス の東京駅 乗入れ ＞
○ 本年 ４月に，国の 交通政策 審議会 におい て，「東京圏 におけ る 今後の都 市鉄道 のあ
り方につ いて」の 答申 がまとめ られ，つ くば エクスプ レスに ついて は，本県が これま
で強く働 きかけ てきた「秋葉 原から 東京ま で の延伸 」に加 え，都心 部・臨 海地域 地下
鉄構想と の一体 整備が 盛り込ま れたと ころで あります 。
○ 延伸 が実現 すれば ，東京圏だ けでな く，関西圏な ど全国 各地と のアクセ ス利便 性が
飛躍的に 向上し ，本県 の発展に も大き く寄与 すること が期待 されま す。
○ 一方，東京延 伸に は，概算で １千億 円を 超える事 業費が 必要と されてお り，鉄道 会
社では，将 来の収 支見 通しを慎 重に見 極める 必要があ るとし ている ほか，出資 自治体
の考え方 には温 度差が あり，東 京都は，「広 域交通ネ ットワ ーク計 画」の中 で，ＴＸ
の延伸よ りも多 摩都市 モノレー ルの延 伸や ，羽田アク セス線 の新設 などを優 先させ て
おります 。
＜つくば エクス プレス のつくば 駅から 常磐線 主要駅へ の延伸 ＞
○ 平成 １６年 度に土 浦市が行 った試 算によ ると、Ｔ Ｘつく ば駅か ら土浦駅 までの 延伸
について は，「運営 費 用も含め た事業 採算性 に課題が あり、現 段階 で は事業 として の
実現化は 難しい 。」と の結果が 示され ており ます。
＜地下鉄 ８号線 の県内 延伸＞
○ 今回 の答申 では ，地下鉄８ 号線に ついて は，「押上 から野 田市 までの延 伸」の部分
に，「茨城 県が ，東京 の都市機 能のバ ックア ップ等の 観点か ら，更 なる延伸 につい て
検討して いる。 」との 記述が初 めて盛 り込ま れたとこ ろであ ります 。

対

＜つくば エクス プレス の東京駅 乗入れ ＞
○ 今後，鉄道会 社が 取りまと める予 定であ る需要調 査結果 を踏ま えながら，１都３ 県
で構成す るＴＸ 関係都 県連絡協 議会の 場など を活用し ，国 や鉄道 会 社とも連 携しな が
ら，延伸 実現に 向けた 環境整備 を進め てまい ります。
＜つくば エクス プレス のつくば 駅から 常磐線 主要駅へ の延伸 ＞
○ ＴＸ の東京 延伸に ついても 慎重な 意見が ある中，つくば 駅から 常磐線主 要駅へ の延
伸につい ては ，鉄道 会 社や関係 自治体 等の理 解を得る ことは 難しい 状況にあ ること か
ら，当面 は、東 京延伸 等の早期 実現に 取り組 んでまい ります 。

応

＜地下鉄 ８号線 の県内 延伸＞
○ 県内 への延 伸につ いては， 沿線市 町への 人口集積 が相当 程度必 要となる ことか ら，
地元市町 等と連 携して ，圏央 道沿線 地域を は じめ県西 地域へ の企業 誘致や 交 流人口 の
拡大に取 り組み ながら ，鉄道 整備が 必要と さ れるよう な地域 づくり を進めて まいり ま
す。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企

要
望
事
項

２．県土 発展を 支える 基盤とな る産業 インフ ラの整備 促進・ 利便性 向上につ いて
（１）交 通イン フラの 整備促進 ・利便 性拡充
④ 社会イ ンフラ として の県内バ ス路線 の維持 、拡充へ の支援
欧米諸国では「バスは社会のインフラ」という考え方が定着しています。地方か
ら都市部への人口が流出する、または「リタイア後は田舎に戻りたい、住みたい」
と考えるが行動を阻害する要因の一つとして、生活の不便さが考えられます。超高
齢化社会に適合した持続可能な社会を実現するためには、地域住民の意向を踏まえ
た的確な交通戦略が必要と考えます。また、バスや鉄道といった公共交通網の促進
は、更なる企業誘致件数の増加や県外からの労働人口流入や渋滞緩和、地球温暖化
対策（Ｃ Ｏ2 削 減）に も資する ものと 言えま す。
そのためには、スクールバス・コミュニティバスとしての機能性をより高めた乗
合バスの利用促進に向け、各自治体間およびバス運行会社との連携強化、経済的な
行政支援が不可欠です。バス路線の一部には、運行路線 確保のため補助金が充当さ
れていま すが、 本県で は 1,000 万円 を超え る 補助金に つい て 15％ カ ットとい う減額
措置が講じられていることから、地方創生の観点からも公的な支援拡充を要望しま
す。
＜乗合バ スの利 用促進 ，市町村 ，事業 者との 連携強化 ，経済 的な支 援＞
○

県で は，県，市 町 村，交 通事業 者，関 係 団体など で構成 する「 公共交通 活性化 会議」
により ，公共 交通利 用 促進団体 への助 成など ，県域 全体の 公共交 通 の活性化 に向け た
取組を実 施して おりま す。
平成 27 年 度は， 県バス協 会，市 ，バス 事業者と 共同 で 水戸市 ，常陸太 田市， 神栖
市の住宅 団地で ，バス 利用促進 のため のチラ シ配布な どの取 組を実 施しまし た。

○

また，地域住 民の 生活に必 要な公 共交通 の維持存 続を図 るため ，国や市町 村とと も
に広域的・幹 線的路 線 を運行す るバス 事業者 に対し ，運行 経費の 赤 字補助を 行って お
り，また，県北山 間地 域におけ る生活 交通の 確保を図 るため，廃止 されたバ ス路線 を
代替運行 する市 町に対 して，運 行経費 の補助 を行って おりま す。
さら に，平成 27 年度から ，市町 村が取 り組む広 域バス 路線の 新設や再 編に対 して
も運行経 費の支 援を行 っており ます。

○

これ らに加 え，今 年度は，「地 域公共 交 通確保対 策事業」とし て，県北，鹿 行，県
南，県西 の県内 ４地域 において ，県 ，市町 村 ，有識者 ，交 通事業 者 等で構成 する協 議
会を立ち 上げ ，地域 の 実情に応 じた広 域公共 交通のニ ーズの 把握を 行い，それら を踏
まえ，バ ス等の 運行形 態や運行 ルート ，費用 負担等の 検討を 行って おります 。
この うち，最 も議 論が進ん でおり ます県 南地域で は，協議 が整 い，稲敷エ リアの 複
数市町村 を跨ぐ ３つの ルートに ついて ，２月 に実証運 行を開 始する 予定です 。

現

況

対

＜バス運 行費補 助の減 額措置＞
○ 県で は，広域 的な 赤字バス 路線 に 対して ，国と協調 して補 助を 行ってお り，これ ま
でも距離 要件の 廃止や 運行回数 要件の 上限を 撤廃する など ，国の 補助 要綱に沿 った形
で制度を 見直し てきた ところで すが， 補助対 象経費 1,000 万円 を超 える部分 の 15％
減額措置 につい ては， 引き続き 実施し ている 状況です 。
○ 県と しては，引き 続き，様々 な機会 を通 じて，各市 町村や 事業 者等と連 携しな がら，
公共交通 の利用 促進を 働きかけ てまい ります 。
○

応

画 部

バス 運行費 補助金 の減額措 置につ いては ，事業者 の経営 状況や 県の財政 状況を 勘案
して実施 してい るもの であり， 現状で の 見直 しは困難 である と考え ます。
本県の補助水準については，国や他県の事業実施状況を把握しつつ，引き続き検
討してま いりま す。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企画部 ・企業 局

要
望
事
項

現

２．県土 発展を 支える 基盤とな る産業 インフ ラの整備 促進・ 利便性 向上につ いて
（２）工 業団地 の整備 促進・利 便性向 上
① 工業団 地内企 業の多 面的な連 携の支 援
本県への企業誘致をさらに促進していくことや、県内に事業所を置く企業の利便
性を高めるためには、工業団地内のインフラの充実が重要と考えます。老朽化の状
況調査と 計画的 な補修 に加え、企業間 のエネ ルギー、廃棄物 、物流 、災害対応 等様々
な工程の多面的な連携は、合理的かつ効果的な管理運用に繋がることから、連携推
進への取 組をお 願いし ます。
また、工場統合・移転のニーズに際しては、現有施設、保有地を活用した等価交
換方式や現有施設等の売却代金で工業団地への移転を可能とする柔軟なスキームも
必要と考えます。工業団地内のインフラ充実が本県の「強み」となるよう行政の更
なる支援 を要望 します 。
【各工業 団地協 議会へ の参加】
○ 企業 の立地 が一定 程度進ん でいる 工業団 地に おい ては，団地内 立地企業 による 協議
会が設立 されて おり，インフラ の充実 を含む 団地内の 諸課題 につい て，意見交 換がな
されてお るとこ ろです 。
県におい ても， 地元市 町村など ととも に，こ れら協議 会に参 加する ことによ り，
情報収集 や意見 交換な どに努め ており ます。
【立地企 業フォ ローア ップ調査 】
○ 県内 立地企 業の課 題を把握 し，企 業ニー ズを踏ま えた立 地環境 の整備を 図るこ とを
目的とし て実施 してお ります。
(1) 立 地企業 への個 別訪問
担 当職員 が立地 企業を訪 問し，意 見・要望をう かがっ ており ます。対応 が必要 な
事項につ いては ，必要 に応じ関 係機関 と調整 のうえ， 回答し ており ます。
実 施時期 ：５月 下旬～

況

(2)

立 地企業 と県幹 部との懇 談会
県 幹部が 立地企 業に対し て，県の 最新 の施策に ついて ご案内 するとと もに，直 接
意見交換 する機 会を設 けており ます。
〔平 成 28 年 度〕
実施期 日：平 成２８年 １２月 ９日（ 金）
〔企業局 〕

○

対
応

工業 団地に おける インフラ につい ては，地元自治 体とも 連携の うえ，現地 の状況 の
把握に努 めると ともに ，引き 続き団 地内立 地 企業によ る協議 会やフ ォローア ップ調 査
を通じて 立地企 業 との 円滑な意 思疎通 を図る ことに留 意し ，企業 活 動に支障 のない よ
う整備や 維持管 理につ いて適切 に対応 してま いります 。
○ 企業 間の連 携支援 について は，協 議会や フォロー アップ 調査を 活用し情 報収集 に努
め，関係課 と連携 を図 りながら，活用可 能な 各種施策 を積極 的に講 じるなど 支援に 努
めてまい ります 。
○ 工場 統合・移 転に 関しては，県内の 広範 な用地情 報の提 供に努 めるとと もに，企 業
の意向を ふまえ ，土 地 売却時に おける リース や割賦分 譲制度 の活用 など初期 負担の 軽
減等スム ーズな 立地に つながる 提案を 行って まいりま す。
〔企業局 〕
○ 鹿島 臨海工 業地帯 において は，平成 28 年３月に 「鹿島 臨海工 業地帯競 争力強 化プ
ラン」が策定 されて お り，こ の中の 取り組 み の一つと して ，社員 研 修のうち ，安 全教
育等の研 修の共 同化を 働きかけ るなど ，企業 間連携の 促進に も取り 組んでお ります 。
〔企画部 〕
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

２．県土 発展を 支える 基盤とな る産業 インフ ラの整備 促進・ 利便性 向上につ いて
（３）IT 化促進 に向け たインフ ラ整備
① ＩＴ 利活用 促進に よる経済 および 地域社 会の活性 化
本県の産業活性化や地域社会の活性 化を図るうえで、ＩＴ普及や利活用促進は重
要な施策と言えます。なかでも、県内企業からは以下の分野における要望が多く、
その取組 強化な らびに 県内ＩＴ 人材の 育成に ついて要 望しま す。
（ア）中 小企業 のＩｏ Ｔ分野の 活用支 援
（イ）高 齢者、 子育て 支援に資 する福 祉、医 療サービ ス拡充
（ウ）行 政サー ビスの 電子化、 オープ ンデー タの活用 促進及 びビッ グデータ の活用
（エ）Wi-Fi 環 境整備 やＩＴを 活用し た県内 情報の効 果的な 発信
（オ）防 犯、交 通事故 防止や防 災ネッ トワー クの機能 強化
IoT を活 用した 生 産 技術の 高度化 や，新 製品・新サー ビスの 創 出による 競争力 強化
を支援す るため，今年度 より新た に中小 企業へ の IoT 導入促 進の支 援 を始めて おりま
す。
＜事業内 容＞
(1) IoT 活 用の普 及啓発
県内の産 学官金 が連携 して，セ ミナー や先進 事例視察 等を実 施
(2) 中小企 業への IoT 導入促進 支援
①IoT 促進マ ネージ ャ ーの配置
企業訪問 による IoT 導 入の普及 促進活 動や相 談対応の ほか， 専門家 の派遣を 調整
②専門家 派遣
IoT の専門家 を中小 企 業に派遣 し， IoT 導 入 計画の策 定など を支援
③模擬 スマー ト工場 での実証 支援等
県工 業技術 センタ ーに，中小 企業の スマ ート工場 を想定 した生 産ライン（ 加工，組
立，検査工 程にロ ボッ トを配置 し各工 程間を ネットワ ーク化）を整 備し，IoT 導入
を検討し ている 中小企 業の実証 実験や ，ロ ボ ット・IoT に関 する技 術者の育 成を支
援
〇

現

実施 状況（ 平成 28 年 12 月末 現在）
項目
実績
「中小企 業にお ける IoT 導入・活 用のポ イン ト」など
セミナー 等
21 回実施 ，約 1,000 名 参加
IoT 関係企業 訪問
98 社
企業から の派遣 要請
16 件
模擬スマ ート工 場
完成式： 平成 28 年 2 月 21 日
ロボット 研修
7 日間 18 名
ネットワ ーク研 修
5 日間 22 名

況

対
応

〇
〇

今後 とも， セミナ ー等を開 催し， IoT 活 用の普及 啓発に 努めて まいりま す。
工業 技術セ ンター に整備し た模擬 スマー ト工場を 活用し，ロボッ トや IoT 等の 導入
を検 討 して いる 中 小企 業の 実 証実 験な ど を支 援す る とと もに ， 「 IoT・ロ ボ ット 研究
会」を設立 し，中小 企 業の課題 を解決 するシ ステム等 の研究 開発を 推進して まいり ま
す。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部

要
望
事
項

２．県土 発展を 支える 基盤と な る産業 インフ ラの整備 促進・ 利便性 向上につ いて
（３）IT 化促進 に向け たインフ ラ整備
① ＩＴ 利活用 促進に よる経済 および 地域社 会の活性 化
本県の産業活性化や地域社会の活性化を図るうえで、ＩＴ普及や利活用促進は重
要な施策と言えます。なかでも、県内企業からは以下の分野における要望が多く、
その取組 強化な らびに 県内ＩＴ 人材の 育成に ついて要 望しま す。
（ア）中 小企業 のＩｏ Ｔ分野の 活用支 援
（イ）高 齢者、 子育て 支援に資 する福 祉、医 療サービ ス拡充
（ウ）行 政サー ビスの 電子化、 オープ ンデー タの活用 促進及 びビッ グデータ の活 用
（エ）Wi-Fi 環 境整備 やＩＴを 活用し た県内 情報の効 果的な 発信
（オ）防 犯、交 通事故 防止や防 災ネッ トワー クの機能 強化
○

市町 村にお いては ，高齢者 が要介 護状態 や要支援 状態と なるこ とを予防 すると とも
に，要介護 状態と なっ た場合で も，可能 な限 り地域で 自立し た日常 生活を営 むこと が
できるよ う支援 するた め，介護 保険に よる地 域支援事 業を行 ってお ります。
地域 支援事 業には ，介護予防 事業な どの 必須事業 と任意 事業が あり，任意 事業と し
てＧＰＳ 等を利 用した 徘徊高齢 者の位 置情報 を提供す るサー ビスな ど ，Ｉ Ｔを活 用し
た認知症 高齢者 見守り 事業を実 施して いる市 町村もあ ります 。
県で は，市町 村に よる事業 の実施 に対し ，交付金に よる財 政支 援を行っ ており ます

現

ほか，市 町村職 員を対 象とした 研修を 実施す るなどの 支援を 行って いるとこ ろです 。
また ，在 宅医療・介護の連 携を推 進する 取組にお いて医 師・看 護師・介護職 等の多
職種間で 情報を 共有す る手段と してＩ ＣＴを 活用して いる市 町村も ございま す。
○

況

結婚，妊娠・出 産 ，子育てま でのラ イフ ステージ に応じ た行政 情報を総 合的に 案内
する子育 て支援 サイト を運営し，随時そ の施 策やイベ ント 等 を発信 しており ます。ま
た，月に 一回程 度メー ルマガジ ンによ り子育 てに関す る情報 を配信 していま す。
さら に，県内 市町 村におけ る子育 て支援 情報を掲 載し，地 域に おける支 援も閲 覧で
きるよう 整備し ており ます。
【実績】
（単位 ：件， 人）
区分
H28(12 月末)
H24
H25
H26
H27
アクセス 数
メールマ ガジ
ン登録者 数

対

1,420,374

1,216,711

1,820,231

2,494,673

1,613,325

―

6,527

6,690

6,821

6,924

○

高齢 者支援 につい ては，今後 も引き 続き ，ＩＴを活 用した 認知 症高齢者 の見守 り体
制の構築 に向け，市町 村に対す る適切 な支援 に努める ととも に，多 職種間の 情報共 有
を図る手 段の一 つであ るＩＣＴ の利活 用を促 進するた め，他県等 の 先進的な 取組を 紹
介する研 修会等 を開催 してまい ります 。

○

子育 て支援 につい ては，今後 も情報 の充 実を図る ととも に，他 の媒体の 利活用 を進
め，広報 のさら なる強 化に努め てまい ります 。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企画部 ・各課 におい て対応

要
望
事
項

現

況

対

応

２．県土 発展を 支える 基盤とな る産業 インフ ラの整備 促進・ 利便性 向上につ いて
（３）IT 化促進 に向け たインフ ラ整備
① ＩＴ 利活用 促進に よる経済 および 地域社 会の活性 化
本県の産業活性化や地域社会の活性化を図るうえで、ＩＴ普及や利活用促進は重
要な施策と言えます。なかでも、県内企業からは以下の分野における要望が多く、
その取組 強化な らびに 県内ＩＴ 人材の 育成に ついて要 望しま す。
（ア）中 小企業 のＩｏ Ｔ分野の 活用支 援
（イ）高 齢者、 子育て 支援に資 する福 祉、医 療サービ ス拡充
（ウ）行 政サー ビスの 電子化、 オープ ンデー タの活用 促進及 びビッ グデータ の活用
（エ）Wi-Fi 環 境整備 やＩＴを 活用し た県内 情報の効 果的な 発信
（オ）防 犯、交 通事故 防止や防 災ネッ トワー クの機能 強化
＜オープ ンデー タの活 用促進及 びビッ グデー タの活用 につい て＞
○ 公共 データ を二次 利用しや すい形 で公開 する「オー プンデ ータ 」の取組は，生活の
利便性の 向上の ほか ，新 ビジネス の創出 や企業 活動の効 率化等 の経済 的効果の 面でも
期待され ている ところ です。また ，ビッ グデー タの活用 により，業務 運営の効 率化や，
新事業の 創出に つなが る ことが 期待さ れてい ます。
〔企画部 〕
○ 国（ まち・ ひと・ しごと創 生本部 および 経済産業 省）で は，産 業構造や 人口動 態，
人の流れ などに 関する 「ビッグ データ 」を集 約し，可 視化す るシス テムとし て
「地域 経済分 析シス テム（ RESAS） 」を提 供してい ます。
〔各課に おいて 対応〕
＜Wi-Fi 環境整 備につ いて＞
○ 県内 の商業 施設に は，コンビ ニエン スス トアやフ ァース トフー ド店など に，各通 信
事業者に より約 一万二 千か所の アクセ スポイ ントが整 備され ていま す。
○ 公共 的な施 設等に は，県庁舎 や市町 村の 庁舎・図書 館をは じめ とす る各 種施設，あ
るいは観 光施設 などに ，約四百 か所の アクセ スポイン トが整 備され ています 。
〔企画部 〕
＜オープ ンデー タの活 用促進及 びビッ グデー タの活用 につい て＞
○ 国で は「電子 行政 オープン データ 戦略」に基づき，政府の デー タカタロ グサイ トを
開設する などオ ープン データの 取組を 推進し ています。また，平成 28 年 12 月 に「官
民データ 活用推 進基本 法」を 施行し ，官民 デー タ活用の 推進に 関する 施策を総 合的か
つ効果的 に推進 するこ ととして います 。
○ 県で は「茨城 県オ ープンデ ータカ タログ サイト」を 開設し，現 在 121 種 類のデ ータ
を公開し ていま す。ま た，市町村 のオー プン データ推 進や民 間にお ける利活 用促進 に
向けた取 組を支 援する ためのセ ミナー を平成 26 年度よ り毎年 開催し ています 。
○ 今後 も，国や 他の 自治体，民 間事業 者の 動向等を 参考に，オー プンデー タの活 用促
進に努め てまい ります 。また ，ビッ グデー タ の活用に より，現状 ，課題等の 把握を 行
い，行政 サービ スの向 上などに も取り 組んで まいりま す。
＜Wi-Fi 環境整 備につ いて＞
○ 商業 施設に ついて は，今後も 民間主 導で の Wi-Fi 環境整 備が図 られるよ う，施設 所
有者に対 して積 極的に 働きかけ を行っ てまい ります。
○ 公共 的な施 設等の 中で，観光 施設に つい ては，今後 も引き 続き ，県内の主 要な観 光
施設への アクセ スポイ ントの設 置促進 に努め てまいり ます。
○ また ，市町 村の避 難所とな る市民 センタ ーや学校 の体育 館など の防災上 重要な 施設
に つい て も ， 国の 補 助 金 等も 活 用 し なが ら ， 市 町村 に お け るＷ ｉ -Ｆ ｉ 環境 の 整 備を
促進して まいり ます。
○ 県 と し ま して は ， 国 や市 町 村 ， 民間 事 業 者 と連 携 し ， 主要 施 設 の Ｗｉ -Ｆ ｉ環 境の
整備推進 を図り ますと ともに ，訪日 外国人 を 含めた来 県者の 利便性 確保とい った観 点
から，利用 可能な ア ク セスポイ ントの 情報提 供や利用 方法の 周知を 図るなど，県内の
Ｗｉ-Ｆｉ 環境の 利用拡 大に取り 組んで まいり ます。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
警察本 部・生 活環境 部

要
望
事
項

２．県土 発展を 支える 基盤とな る産業 インフ ラの整備 促進・ 利便性 向上につ いて
（３）IT 化促進 に向け たインフ ラ整備
① ＩＴ 利活用 促進に よる経済 および 地域社 会の活性 化
本県の産業活性化や地域社会の活性化を図るうえで、ＩＴ普及や利活用促進は重
要な施策と言えます。なかでも、県内企業からは以下の分野における要望が多く、
その取組 強化な らびに 県内ＩＴ 人材の 育成に ついて要 望しま す。
（ア）中 小企業 のＩｏ Ｔ分野の 活用支 援
（イ）高 齢者、 子育て 支援に資 する福 祉、医 療サービ ス拡充
（ウ）行 政サー ビスの 電子化、 オープ ンデー タの活用 促進及 びビッ グデータ の活用
（エ）Wi-Fi 環 境整備 やＩＴを 活用し た県内 情報の効 果的な 発信
（オ）防 犯、交 通事故 防止や防 災ネッ トワー クの機能 強化
【防犯， 交通事 故防止 】
○ 県民 の防犯 意識等 の向上を 図るた め、犯 罪発生情 報、防犯 対策 情報等を「 ひばり く
ん防犯メ ール」 で配信 しており ます。
（平成 28 年末 時点の 登録者数 63,952 人）
○ 県民 の防犯・防災 意識を高 めるた め、統 合型 GIS を活用 した各 種マップ により、市
町村別の犯罪発生状況や危険箇所に関する情報を県警ホームページに掲載しており
ます。
○ 統合 型 GIS を活用 し、交通 死亡事 故発生 地点情報 などを 視覚的 に提供す ること によ
り交通事 故の防 止を図 るととも に、地域の 特 性に応じ た効果 的な交 通事故防 止対策 を
行ってお ります 。
〔警 察本部 〕

現

【茨城県 防災情 報ネッ トワーク システ ムの再 整備】
○ 東 日 本 大 震災 を 踏 ま え， 関 連 シ ステ ム 等 と の連 携 機 能 強化 等 を 図 るた め ， 平成 26
～28 年度 にかけ て再整 備を行い ，平 成 28 年 ４ 月から一 部構成 機関を 除いて運 用を開
始し，平 成 28 年 11 月 から全構 成機関 による 運用を開 始した 。
［工
期］ 平成 26 年９月 26 日から 平成 28 年 11 月 25 日 まで
［契約金 額］ 4,743,360 千円
［施工業 者］ 日本電 気株式会 社
関係機関

況

○ 主な 機能・ 効果は ，次のと おり。
・右の表に掲げる２８３機関を結ぶ通信網の構築によ
る相互連 携の強 化
・防災情報ネットワークシステムを活用した救急車か
ら救急医 療機関 への連 絡（全国 初）
・いばらき消防指令センター取得情報の県，市町村等
における 情報共 有
・国，県が別に整備した河川監視リアルタイム映像情
報の県， 市町村 等にお ける情報 共有
・Ｌアラ ートと 連携し ，避難情 報等を 自動的 にマスコ ミ
等に提供

機関数

県庁

1

県出先機関

81

市町村

44

消防本部

24

いばらき消防指令センター

1

救急医療機関等

94

民間事業者等

30

国関係

4

原子力関係

4

合

計

283

〔生活環 境部〕

41

対

応

【防犯， 交通事 故防止 】
○ 今後 も、ひば りく ん防犯メ ールや 県警ホ ームペー ジを通 して、県民が分 かりや すい
情報提供 に努め てまい ります。
〔 警察本 部〕
【茨城県 防災情 報ネッ ト ワーク システ ム】
○ シス テムの 機能を 維持する ため， 適切な 維持管理 を実施 してま いります 。
○ 災害 時にシ ステム を十分活 用でき るよう ，市町村 や消防 本部な どの担当 職員を 対象
に，年２ ～３回 の操作 研修や訓 練を実 施して まいりま す。
○ 新機 能の追 加や他 部署所管 システ ムとの 連携，操作 性など の向 上のため，システ ム
の機能向 上を図 ってま いります 。
〔生活環 境部〕
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各課に おいて 対応

要
望
事
項

３．産業 の活性 化にも 繋がる行 政サー ビスの 更なる向 上につ いて
（１）申 請書類 ・手続 き の簡素 化・統 一化
① 各種申 請書等 の電子 化および 行政手 続きの 簡素化、 申請窓 口の一 本化
県内企業からは、申請に伴う移動負担や煩雑な事務負担軽減の観点から、申請様
式のダウンロードサービスやオンライン申請化の促進による効率化を求める声が多
く寄せら れてい ます。事務手続 きの煩 雑さは 、企業の 生産性 の停滞 を招くこ とから 、
申請側の 意見を 汲み入 れた改善 がなさ れるよ う鋭意ご 尽力を 願いま す。

○

申請・届出様 式ダ ウンロー ドサー ビスに おける様 式につ いては ，各課にお いて，記
入上や提 出する 際の注 意事項や 参考と なる事 項を明記 するほ か，情 報が不足 する場 合

現

には説明 ページ へのリ ンクを設 けるな ど，利 便性の向 上を図 ってい るところ です。

況

○

県民 サービ ス向上 の観点か ら，引 き続き 掲載様式 の充実 及び分 かりやす い説明 を記
載するよ う努め てまい ります。
また，利 用者に 配慮し たページ 作りを 心がけ ，利便性 の向上 に努め てまいり ます 。

対

応
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総

要
望
事
項

務

部

３．産業 の活性 化にも 繋がる行 政サー ビスの 更なる向 上につ いて
（１）申 請書類 ・手続 きの簡素 化・統 一化
① 各種申 請書等 の電子 化および 行政手 続きの 簡素化、 申請窓 口の一 本化
県内企業からは、申請に伴う移動負担や煩雑な事務負担軽減の観点から、申請様
式のダウンロードサービスやオンライン申請化の促進による効率化を求める声が多
く寄せら れてい ます。事務手続 きの煩 雑さは 、企業の 生産性 の停滞 を招くこ とから 、
申請側の 意見を 汲み入 れた改善 がなさ れるよ う鋭意ご 尽力を 願いま す。

○

「 第６次 行財政 改 革大綱 」にお いて ，産 業界への アンケ ートに より，受け手 側の意
見も聞き ながら，各種 規制の廃 止・緩和 や，添付書類 の削減 などの 行政手続 の簡素 化
を進める ことと し，取 り組んで おりま す。

現

・規 制の廃 止・緩 和，行政 手続簡 素化事 務（第６ 次行財 政改革 大綱取組 実績）
Ｈ２４～ Ｈ２７ ：１３ 事務（累 計）

況

○

事業 活動の 活性化 や県民の 利便性 向上の ため，よ り一層 徹底し た自己点 検を実 施す
るととも に，関係 団体 や県内立 地企業 等，規 制を受け る側や 行政手 続きを行 う側か ら
の具体的 な改善 要望も お聞きし ながら ，引き 続き，取 り組ん でまい ります。

対

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

３．産業 の活性 化にも 繋がる行 政サー ビスの 更なる向 上につ いて
（２）各 種制度 等の情 報提供・ 広報周 知
① 助成金 等支援 制度の 情報提供 および 諸手続 きへの支 援強化
本県においても、様々な補助金・助成金等支援制度に積極的に取組んでいただい
ていますが、真に支援が必要とされる中小企業からは、応募・申請が煩雑であるこ
とや相談 窓口が 分かり にくいと の意見 が多く 寄せられ ていま す。
中小企業では、人的資源も限られており、「専門性が高く、多岐に亘る助成制度
への申請期限内での適応が困難なため申請を断念した」との切実なる意見も多いこ
とから、 平易で 分かり やすい申 請手続 を要望 します。
○

県で は，各種支 援 施策の概 要，利用方 法 ，問合 せ先等 を取り ま とめた「中小 企業支
援施策活 用ガイ ドブッ ク」を作成 し，県の 産 業関連情 報を一 元的に まとめた「 産業大
県ポータ ルサイ ト」に 掲載して いるほ か，市 町村，産業支 援機関 ，商工関係 団体に も
周知を図 ってい るとこ ろです。
ホーム ページ アドレ ス： http://www.sangyou.pref.ibaraki.jp/index.cgi
【アクセ ス数】
（ 単位： 件）
年度
延べ訪問 者数
延べペー ジアク セス件 数
Ｈ２７
４２，５ ５６
１４７ ，０６ ２
Ｈ２８
３２，４ ３０
８１ ，６９ ０
※ 訪問 者数は ，産業大 県ポー タルサ イトのト ップペ ージに 入った件 数
※ Ｈ２ ８年度 は，Ｈ２ ８年４ 月～１ ２月（９ ヶ月間 ）のア クセス件 数

現

〇

また ，（公 財）茨 城県中小 企業振 興公社 に設置さ れてい る相談 窓口や ，同公 社に配
置されて いる専 門家に よる企業 訪問等 を通じ て，県内 中小企 業等に 対し，各 種支援 施
策の案内 を行っ ている ところで す。

○

今後 とも，各 種支 援施策 に ついて，市町 村や産業 支援機 関，商 工関係団 体への 周知
に努めて いくほ か，相 談窓口や 専門家 を通じ た案内に 取り組 んでま いります 。

況

対
応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企画部 ・警察 本部

要
望
事
項

３．産業 の活性 化にも 繋がる行 政サー ビスの 更なる向 上につ いて
（３）行 政窓口 ・機能 の強化
① 各種申 請、交 付にお ける行政 窓口の 利便性 向上
県内企業からは、各種申請、交付における行政窓口の利便性向上を求める声が多
く寄せられています。円滑な経済活動を遂行するうえで、行政窓口までの移動なら
びに窓口での待機時間等は可能な限り節減したいところであり、企業の負担軽減の
ためにも 、以下 の施策 を検討し ていた だきた いと考え ます。
(ア) 電子申請 、交付 の促進 とセキュ リティ の強化
(イ) 各自治体 行政窓 口の増 加、交付 時間の 延長や 土日受付 の実施
(ウ) 茨城県運 転免許 センタ ーの土日 両日の 取扱い
【電子申 請，交 付の促 進とセキ ュリテ ィの強 化につい て】
○

現

イン ターネ ットを 利用し， 県民や 企業が 24 時間 365 日ど こから でも，行 政への 各
種申請や 届出等 を行え る『電子 申請・ 届出サ ービス』 を平成 16 年５ 月に整備 し，行
政文書開 示請求 や職員 採用試験 ，各種イ ベン トの参加 申込，住 民向 けアンケ ート調 査
など，法令等 で定め ら れた行政 手続か ら簡易 な申 請・届出 ，申 込，アンケー ト等に 活
用してい ます。
〔企画部 〕

【茨城県 運転免 許セン ターの土 日両日 の取扱 い】
○

況

現在 、運転 免許セ ンターで は、土 曜日の 取扱いは ありま せんが 、日曜日 には全 区分
の更新時 講習を 実施す ることに より、更 新免 許の即日 交付を 実施し ておりま す。さら
に、記載 事項変 更窓口 等を開設 してい るほか 、平 成 28 年４月 からは 、日曜窓 口にお
いても自 主返納 申請の 受理を開 始する など、 県民の利 便性の 向上を 図ってい ます。
〔警 察本部 〕

【電子申 請，交 付の促 進とセキ ュリテ ィの強 化につい て】
○
対

平成 26 年９ 月より ，クラウ ドサー ビスを 利用した 新シス テムへ 移行し， 新たに ス
マートフ ォンや タブレ ット端末 から申 請・届 出が可能 となっ たほか ，代理申請，電子
署名に対 応し， 機能面 について の利便 性とセ キュリテ ィの向 上を図 りました 。
〔企画部 〕

【茨城県 運転免 許セン ターの土 日両日 の取扱 い】
応
○

土曜 日は、警 察庁 運転免許 システ ムが稼 働してお らず、全 国的 に免許手 続を行 って
いない状 況にあ ります が、混 雑時に おける 待 ち時間の 短縮に 向けた 弾力的な 対応を 行
うなど、 より一 層円滑 かつ適正 な運転 免許業 務に努め てまい ります 。
〔警 察本部 〕
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総

要
望
事
項

部

３．産業 の活性 化にも 繋がる行 政サー ビスの 更なる向 上につ いて
（３）行 政窓口 ・機能 の強化
① 各種申 請、交 付にお ける行政 窓口の 利便性 向上
県内企業からは、各種申請、交付における行政窓口の利便性向上を求める声が多
く寄せられています。円滑な経済活動を遂行するうえで、行政窓口までの移動なら
びに窓口での待機時間等は可能な限り節減したいところであり、企業の負担軽減の
ためにも 、以下 の施策 を検討し ていた だきた いと考え ます。
(ア) 電子申請 、交付 の促進 とセキュ リティ の強化
(イ) 各自治体 行政窓 口の増 加、交付 時間の 延長や 土日受付 の実施
(ウ) 茨城県運 転免許 センタ ーの土日 両日の 取扱い
○県の出 先機関 ：８９ 所３６支 所設置
○主な県 の出先 機関（ 知事部局 ）
所
属
設置数
窓口時間
県民セン ター ４所１
通常の勤 務時間
支所
（8:30～17:15）

県税事務 所

５所
３支所
２分室

保健所

12 所

農林事務 所

５所
10 支所

土木事務 所
工事事務 所

11 所
２支所

港湾事務 所

２所
２支所
２所

現

況

務

下水道事 務所

主な業務 内容
・広聴， 青少年 健全育 成，県民 相談
・生活保 護，母 子父子 家庭支援 事業
・公害対 策，不 法投棄 対策，産 業保安
・建築確認 、開発 許可 、建設リサ イクル
法に関す ること など
・県税の 課税， 収税 など

８:30～17:15
＊昼休み 時間帯
（12:00～ 13:00）
も，職員が 交代で
休憩時間 を取得
し県民へ の対応
を実施
通常の勤 務時間
・医事， 介護保 険
（8:30～17:15） ・食品衛 生
・健康づ くりの 推進
・保健指 導（感 染症等 の予防） など
同上
・農地の 調整
・普通作 物，園 芸作物 の振興
・農業改 良普及
・土地改 良事業
・林業振 興 な ど
同上
・道路， 河川の 整備や 維持補修
・公共用 地の取 得
・工事・ 委託等 の契約 ，支払い
・建設業 の許可 など
同上
・港湾の 管理 など
同上

・下水道 の水質 ，施設 の管理

など

１
○

本県の出先機関の位置につきましては，企業や住民の利用に最も便利であるよう
に，交通 の事情 や他の 官公署と の関係 などを 踏まえて 設置し ており ます。

○

また，窓 口時間 の延 長等につ きまし ては，企業や住 民の需 要，費 用対効果 等を踏 ま
え，実施 してい るとこ ろです。

○

今後と も，各地域 の 人口増減 や行政 需要の 変化，交通基 盤の整 備 等の情勢 変化を 踏
まえ，適 切に対 応して まいりま す。

対

応
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総

要
望
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現

況

対

応

務

部

３．産業 の活性 化にも 繋がる行 政サー ビスの 更なる向 上につ いて
（３）行 政窓口 ・機能 の強化
② 公的証 明書等 の取得 機会の拡 充
行政サービスのなかで、各種証明書等の取得機会の拡充を求める声が多いことか
ら、以下 への取 組み、 国への進 言を要 望しま す。
（ア）コンビ ニエン ス ストア等 におけ る証明 書等の自 動交付 サービ ス適用自 治体の 拡
充
（イ）法人 の印鑑 証明 書や登記 簿謄本 の交付 窓口の増 加や、電 子化 の推進等 取得利 便
性向上
（ア）
〇 平 成２８ 年１月 よりマイ ナンバ ーカー ドの交付 が開始 され，各自治体 は当該 カー
ドを用い て，コ ンビニ エンスス トア等 におけ る証明書 等の自 動交付 サービス を提供
すること が可能 となり ました。
ま た，各 自治体 は，当該 サービ スの導 入・運用 経費に ついて ，平成３ ０年度 まで
最大３年 間の特 別交付 税措置（対 象経費 の 2 分の１，上 限５０ ００ 万円等）を 受け
ることが できま す。
平 成２８ 年１２ 月末現在 ，本県 では 21 の自治体 がマイ ナンバ ーカード を利用 し
た当該サ ービス を導入 していま す。
（イ）
○ 地方 法務局 で所管 されてい る法人 の印鑑 証明書等 の発行 事務に ついては ，県内
では，水 戸地方 法務局 本局・支 局・サ ービス センター １５カ 所にお いて，事 務が
行われて いると ころで す。また，法人 の印鑑 証明 書や 登記事 項証明 書につい ては，
コンピュ ーター 化され ているも のに関 しては ，オンラ イン申 請が可 能となっ てお
ります。

（ア）
〇 県 では，県内市 町村のマ イナン バー担 当者や窓 口担当 者等を 対象とし た各種 説明
会におい て，コンビ ニ エンスス トア等 におけ る証明書 等の自 動交付 サービス 導入に
係る情報 提供を 行って おります 。
今 後は， 平成２ ９年度か らの特 別交付 税措置の 拡充（ 上限額 引上げ， 措置期 限
延長等） も踏ま え，引 き続き， 当該サ ービス 未導入の 市町村 に対し て積極的 な情
報提供を 行うな ど，導 入促進を 図って まい り ます。
（イ）
○ 法人 の印鑑 証明書 等の交付 事務は ，国が 行う事務 のため ，県が 直接対応 するこ
とはでき ません が，利 便性の向 上を求 めるご 意見を国 に伝え ていき たいと考 えて
おります 。

48

平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企

要
望
事
項

画

部

４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
① 若年世 代の県 内定住 および県 外から の流入 促進
地方創生 の実現 におい て、「本 県への 新しい ひとの流 れをつ くる」取組みは 、 最
優先的課 題と言 えます 。平成 27 年度 学校基 本 調査（文 部科学 省）に おいて、県内高
校出身者 の県外 大 学へ の進学割 合は 約 80％ と 、北関 東 3 県 で最も 高 く、また 全国平
均を大きく上回っております。加えて、県が昨年度実施した「高校卒業後の進学や
就職に関 する調 査」に おいて、「県内 大学の 進学を希 望する 」との 回答は 25％、「 進
学先卒業 後県内 での就 職を希望 する」 との回 答は 20％と低 水準で 推 移してい ます。
県外を希 望する 大きな 要因とし ては、それぞ れ「希望 する学 部・学 科がある 」や「 希
望する職種・業種がある」と回答しています。同様に「公共交通手段の利便性が良
くない」などの理由で「将来茨城県に戻りたくない、どちらかといえば戻りたくな
い」との 回答は 52％と 高い水準 と言え ます。
また、県 内女性 の県外 流出は、平成 17 年以 降 の 10 年間 で 2 万 人を超 え、男性 の 5
倍以上と なって おり、 さらに深 刻な状 況と言 えます。
こうしたことを踏まえ、行政には、県内居住者や就労者に対するメリットを創出
し、本県 へのＵ ＩＪタ ーンを促 進する ための 以下の具 体的取 組みを 要望しま す。
（ア） 県 内大学 進学率 向上に繋 がる学 部・学 科設立の 支援
（イ） 女 性の就 業者数 増加に繋 がるサ ービス 業の支援
（ウ） 若 年世帯 の県内 居住意欲 高揚に 向けた 環境作り
（エ） 県 内中小 企業就 職者に対 する居 住負担 金補助の 検討
＜県内大 学進学 率向上 に繋がる 学部・ 学科設 立の支援 ＞
○ 県内 大学に おいて ，時代 の変化 や地域・社会のニ ーズに 対応す るため ，学部・学 科
を改組す る動き があり ます。

現

○

茨城 大学に おいて は，H29 年 度から「人文 学部」を「 人文社 会学 部」に改 組し，
「人
文コミュ ニケー ション 学科」及 び「社会 科学 科」の２ 学科か ら「現 代社会学 科」，
「法
律経済学 科」及び「人間 文化学科 」の ３学科 に 再編する ととも に，農 学部にお いても，
「生物生 産科学 科」，
「 資源生物 科学科 」及び「地球環 境科学 科」の ３学科 か ら「食 生
命科学科 」及び 「地域 総合農学 科」の ２学科 に再編し ます。

○

流通 経済大 学にお いては ，H29 年度か ら「スポ ーツ健 康学部 」に「ス ポーツ コミュ
ニティ学 科」を 新たに 設置しま す。

○

常磐 大学に おいて は，H29 年 度から「 国 際学部」及 び「コミ ュ ニティ振 興学部」を
「 総合 政 策 学 部」 に 改 組 し，「 経 営学 科 」，「 法 律 行政 学 科 」 及び 「 総 合 政策 学 科 」の
３学科を 設置し ます。
また ，H30 年度に 「看護学 部」の 設置を 予定して います 。

○

県内 立地大 学の新 たな学部・学科の 設立 について は，その 実現 に向けて，県から の
要望書の 提出な どを行 っている ところ であり ，今後 とも関 係機関 と の調整が 円滑に 進
むように ，必要 に応じ て支援を 行って まいり ます。

況

対

応
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商工労 働観光 部

要
望
事
項

４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
① 若年世 代の県 内定住 および県 外から の流入 促進
地方創生 の実現 におい て、「本 県への 新しい ひとの流 れをつ くる」取組みは 、 最
優先的課 題と言 えます 。平成 27 年度 学校基 本 調査（文 部科学 省）に おいて、県内高
校出身者 の県外 大学へ の進学割 合は 約 80％ と 、北関 東 3 県 で最も 高 く、また 全国平
均を大きく上回っております。加えて、県が昨年度実施した「高校卒業後の進学や
就職に関 する調 査」に おいて、「県内 大学の 進学を希 望する 」との 回答は 25％、「 進
学先卒業 後県内 での就 職を希望 する」 との回 答は 20％と低 水準で 推 移してい ます。
県外を希 望する 大きな 要因とし ては、それぞ れ「希望 する学 部・学 科がある 」や「 希
望する職種・業種がある」と回答しています。同様に「公共交通手段の利便性が良
くない」などの理由で「将来茨城県に戻りたくない、どちらかといえば戻りたくな
い」との 回答は 52％と 高い水準 と言え ます。
また、県 内女性 の県外 流出は、平成 17 年以 降 の 10 年間 で 2 万 人を超 え、男性 の 5
倍以上と なって おり、 さらに深 刻な状 況と言 えます。
こうしたことを踏まえ、行政には、県内居住者や就労者に対するメリットを創出
し、本県 へのＵ ＩＪタ ーンを促 進する ための 以下の具 体的取 組みを 要望しま す。
（ア） 県 内大学 進学率 向上に繋 がる学 部・学 科設立の 支援
（イ） 女 性の就 業者数 増加に繋 がるサ ービス 業の支援
（ウ） 若 年世帯 の県内 居住意欲 高揚に 向けた 環境作り
（エ） 県 内中小 企業就 職者に対 する居 住負担 金補助の 検討
（イ）サ ービス 業の支 援につい て
○ （ 公財 ）茨城 県中 小企業振 興公社 に造成 した「 いばら き産業 大 県創造基 金」の運用
益を活用 し，中小企 業 等が行う 地域資 源の活 用による 新商品 の開発 や大学等 との連 携
による新 製品の 開発 ，新たなサ ービス 産業の 創出等へ の取り 組みに 対し支援 を行っ て
います。
いばらき 産業大 県創造 基金（サ ービス 産業新 時代対応 プログ ラム） の概要
対象事業
①サービ ス産業 新時代 対応支援 事業
事業化に 向けた 取り組 みへの支 援
②サービ ス産業 販路開 拓支援事 業
展示会等 への出 展等， 新サービ スの提 供や新 規市場参 入を
目的とし た販路 開拓に 向けた取 り組み への支 援
対象者
中小企業 者，NPO 法人 ，組合・ グルー プ等
助成率
２／３以 内
助成額等
上限額： ①300 万円， ②100 万 円 助 成期間 ：2 年間 以内
実績(H28)
助成件数 ：2 件 （平成 28 年 12 月 末日現 在）

現

況
○

また，創業や 経営 革新，資金 調達，技術 開発，販路 開拓な ど，中小企業 者等が 抱え
る 様々 な 課 題 の解 決 を 図 るた め ，（公 財 ） 茨 城 県 中小 企 業 振 興公 社 に 総 合相 談 窓 口を
設置し， 専門家 等によ るきめ細 かな支 援を行 っていま す。
相談 件数（H28）：[サービス 業]107 件（平 成 28 年 12 月末 日現在 ）

○

対
応

さら に，女性 によ る創業を 支援す るため ，茨城県中 小企業 資金 融資制度 に長期・低
利 の「 新 事 業 促進 融 資 創 業活 動 支 援 枠（ 女 性 ・ 若者 ・ 障 害 者創 業 関 係）」 を 設 け， 併
せて保証 料の補 助を行 うなど， 資金調 達の支 援を行っ ていま す。
融資 期間： 設備資 金 7 年・ 運転資 金 5 年 ，金利：1.2～1.4％
○ 今後 とも「い ばら き産業大 県創造 基金」や茨城県 中小企 業資金 融資制度，総合相 談
窓口に配 置した 専門家 を通じて ，サ ービス 産 業の事業 化や販 路開拓 に係る取 り組み な
どを始め ，きめ 細かに 支援して まいり ます。
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４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
① 若年世 代の県 内定住 および県 外から の流入 促進
地方創生 の実現 におい て、「本 県への 新しい ひとの流 れをつ くる」取組みは 、 最
優先的課 題と言 えます 。平成 27 年度 学校基 本 調査（文 部科学 省）に おいて、県内高
校出身者 の県外 大学へ の進学割 合は 約 80％ と 、北関 東 3 県 で最も 高 く、また 全国平
均を大きく上回っております。加えて、県が昨年度実施した「高校卒業後の進学や
就職に関 する調 査」に おいて、「県内 大学の 進学を希 望する 」との 回答は 25％、「 進
学先卒業 後県内 での就 職を希望 する」 との回 答は 20％と低 水準で 推 移してい ます。
県外を希 望する 大きな 要因とし ては、それぞ れ「希望 する学 部・学 科がある 」や「 希
望する職種・業種がある」と回答しています。同様に「公共交通手段の利便性が良
くない」などの理由で「将来茨城県に戻りたくない、どちらかといえば戻りたくな
い」との 回答は 52％と 高い水準 と言え ます。
また、県 内女性 の県外 流出は、平成 17 年以 降 の 10 年間 で 2 万 人を超 え、男性 の 5
倍以上と なって おり、 さらに深 刻な状 況と言 えます。
こうしたことを踏まえ、行政には、県内居住者や就労者に対するメリットを創出
し、本県 へのＵ ＩＪタ ーンを促 進する ための 以下の具 体的取 組みを 要望しま す。
（ア） 県 内大学 進学率 向上に繋 がる学 部・学 科設立の 支援
（イ） 女 性の就 業者数 増加に繋 がるサ ービス 業の支援
（ウ） 若 年世帯 の県内 居住意欲 高揚に 向けた 環境作り
（エ） 県 内中小 企業就 職者に対 する居 住負担 金補助の 検討

〇

平 成 27 年 度 か ら「 地 域 産 業 人 材 Ｕ Ｉ Ｊ タ ー ン・定 着 促 進 事 業 」の 一 部 と し て ，
「大
好きいば らきＵ ＩＪタ ーン促進 事業」を 実施 しており，この中 で就 職 応援サ イトを 構
築して，県 内の就 職情 報のほか 生活情 報を発 信し，本県 の住み やす さを周知 してお り
ます。

○

県内 ６ヶ所 に設置 している「 いばら き就 職支援セ ンター」にお いては，若 年者も 含
めた求職 者の方 々に対 し，就職相 談，キャ リ アカウン セリン グ，職 業紹介等 の就職 支
援に 関す るワ ンス トッ プサ ービ スを 提供 して ，各 々 の事情や能力に応じた就職が図
られるよう，きめ細やかな就職支援に取り組んでいます。

○

現在，国（厚生 労働 省 茨城 労働局）によ る事業主 に対す る雇用 助成制度 として は，
「職場定 着支援 助成金（中小企 業団体 助成コ ース）」（ 事業主 団体 が，その 構成員 で
ある中小 企業者 に対し て労働環 境の向 上を図 るための 事業を 行う場 合に助成 ）な どが
あります 。

〇

しご と情報 と生活 情報を一 元的に 発信す る就職応 援サイ トを拡 充し，情 報発信 の強
化を図っ てまい ります 。

現

況

対
〇
応

○

今後 とも， 若年者 を含めた 求職者 への就 職支援を 継続し てまい ります。
また ，助成 金制度 の充実に 向けた 国への 働きかけ や国の 現行制 度の周知 に努め てま
いります 。

51

平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

現

４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に つ いて
② 県内企 業の就 労人口 増加およ び育成 ・定着 への支援
本県産業を担う人材の確保・定着を図るため、県行政としても「地域産業人材Ｕ
ＩＪターン定着促進事業」を発足し、積極的な取組みをされています。一方、県内
企業においても、将来に亘る中核的人材の育成や労働者の高齢化に伴う職場の年齢
構成の改善など、長期的な雇用確保を課題とするなか、行政主催の雇用関連事業へ
の期待は一段と高まっていることから、開催頻度や開催地域など、申込を希望する
企業が可 能な限 り参加 できるよ う配慮 願いま す。
県内企業の就労人口増加および企業の中核的 人材の育成・定着は、地方創生にお
ける最重要課題の一つであることから、引き続き県行政を中心に以下の具体的施策
への取組 強化を 要望し ます。
（ア）産 学連携 した「 インター ンシッ プ」事 業への支 援強化
（イ）「 大好き いばら き企業説 明会」 「大好 きいばら き就職 説明会 」の効果 的な開 催
（ウ）「 若者正 規雇用 化支援ス キルア ップ事 業」の充 実
（エ）女 性活躍 推進に 資する「 いばら き女性 いきいき 就職面 接会」 の充実
（オ）経験豊 富で専 門 性が高い 人材活 用に資 する「 プロフ ェッシ ョ ナル人材 戦略拠 点」
の機能強 化
（ア）
○ 県内 中小企 業への 就職者を 増やし ていく ためには 、それ ぞれの 企業の魅 力を発 信す
ることも 重要で ありま すので、大 手の就 職情 報サイト を活用 し、首 都圏や県 内の学 生
に向けて、最新の 就職 情報や企 業情報 の発信 に努めて おりま すとと もに、県内 企業で
のインタ ーンシ ップや 県内企業 を巡る「 魅力 発見バス ツアー」も実 施してい るとこ ろ
でありま す。
○

況

さら に、昨年 度よ り、県内外 の大学 や産 業界と連 携し、学 生の 県内企業 への就 職を
促進する 「ＵＩ Ｊター ン・定着 促 進事 業」に 取り組ん でいる ところ です。

（イ）
〇 大学 等を卒 業見込 みの就職 希望者 及び既 卒未就職 者と県 内企業 が一堂に 会し，対面
方式で面 接・企 業説明 を行う「 大好き いばら き就職面 接会」を年２ 回（各２ 会場）開
催してお り，新規 学卒 者や未就 職学卒 者の就 職を促進 すると ともに ，県内企業 の人材
確保への 支援を 行って おります 。
平成 28 年度は ，前期と して６ 月に水 戸及び土 浦で， 後期と して９月 に水戸 ，１０
月に土浦 で実施 しまし た。
○

県内 中小企 業が希 望する人 材を確 保でき るよう、高校や 大学の 卒業者と 県内企 業と
をマッチ ングす る企業 説明会や 就職面 接会を 、年間 で延べ 十回程 度 開催して いると こ
ろであり ます。 平成 28 年度にお きまし ては ，都内で の「大 好きい ばらき合 同企業 面
接会 in 東京 」を 6 月 と 9 月の 2 回開催 した ところで す。

○

また 、県 内６ヶ 所 に設置し ている「い ば らき就職 支援セ ンター 」にお いては 、県 内
中小企業 からの 求人が 確保でき るよう 、企 業 ニーズに マッチ した求 職者を紹 介して お
りますほ か、新規 学卒 者のみな らず、一 般の 離職者に つきま しても 、地区毎に 就職面
接会を開 催する など 、地域の中 小企業 が必要 とする多 様な人 材の確 保に努め ている と
ころであ ります 。

○

また、県内の 大学 におきま しても、地元 企業によ る学内 等での 説明会や、大学の 就
職担当者 と企業 の採用 担当者と の交流 会を開 催するな ど、地元企 業 の人材確 保を支 援
しており ます。
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況

（ウ）
〇 若者 の正規 雇用化 に向けた 支援と しては ，県内６ヶ 所に設 置し ている「い ばらき 就
職支援セ ンター 」に お いて，ジョブ カフェ 事 業として 若年者 を対象 とした就 職支援 を
実施 して いる 他，「 若者 正規 雇用 化支 援 スキ ル アッ プ事 業」 と して ， 体系 化し た講 義
形式によ るビジ ネスマ ナー等の 基礎研 修を集 中的に実 施し ，就職 面接 会等への 参加を
誘導する ことで 正規 雇 用化を図 りまし た。
（エ）
〇 昨年 度の「 いばら き女性い きいき 就職面 接会」を ，平成 28 年 度は女性 の採用 に積
極的な企 業を集 めた企 業説明会 とし，９ 月に 水戸市で 開催し たとこ ろです。ま た，２
月にも同 様の説 明会を つくば市 で開催 予定で す。
（オ）
○ 県で は，「プ ロフ ェッショ ナル人 材戦略 拠点」を平成 27 年 12 月に設置 し，民間人
材ビジネ ス事業 者と連 携して，中 小企業 に必 要なプロ フェッ ショナ ル人材（※）の採
用を促進 するこ とによ り，県内 中小企 業の成 長や経営 改善を 図って おります 。
※プロ フェッ ショナ ル人材：新 たな商 品・サービス の開発，商品 等の販路 開拓や 個々
のサービ スの生 産性向 上などの 具体的 な取組 を通じて ，
企業の成 長戦略 を具現 化してい く人材
「プロフ ェッシ ョナル 人材戦略 拠点」 の概要 （平成 28 年 12 月末日 現在）
開 設 日 平成 27 年 12 月 21 日
開設場所 （公財） 茨城県 中小企 業振興公 社
体
制 ５ 名 (戦 略 マ ネ ー ジ ャ ー １ 名 ， サ ブ マ ネ ー ジ ャ ー ３ 名 ， ア シ ス タ ン ト １ 名 )
実
績 成約：19 件，相 談件数 ：257 件 ，セミ ナー2 回 ，地域協 議会： 8 回
○

今後 とも，「 茨城 県まち・ひと・し ごと 創 生総合 戦略」に基づ き，本県 中小企 業が
若者にと って魅 力的で やり甲斐 のある 職場を 有してい ること 等をア ピールし ，学 生の
ＵＩＪタ ーンや 地元定 着の促進 を図る など ，新規学卒 者等の 就職の 促進及び 県内企 業
の人材の 確保に 努めて まいりま す。

○

面接 会等の 開催に あたって は，今後 も「 採用選考 に関す る指針 」による面 接解禁 の
時期を踏 まえつ つ，求 人 企業と求 職者の 動向に 応じた適 期の開 催とな るよう努 めてい
くほか，若 者の正 規雇 用に熱心 な「若者 応援 企業宣言 事業所」など の県内中 小企業 を
積極的に ＰＲす るとと もに、こうし た宣言 事業 所の就職 面接会 へ の参 加を促進 するこ
となどに より、 中小企 業の人材 確保を 支援し てまいり ます。

○

プロ フェッ ショナ ル人材戦 略拠点 につい ては，今 後とも セミナ ーや地域 協議会 の開
催，戦略マ ネージ ャー 等による 企業訪 問等を 通じ，民間 人材ビ ジネ ス事業者 と連携 し
ながら， プロフ ェッシ ョナル人 材の採 用促進 に努めて まいり ます。

対

応
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４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
③ 人口減 少に対 応した 少子化対 策
人口減少克服は、本県の「地方創生」実現の要諦と言えます。そのために は、若
年世代の県内定住、結婚、出産、子育ての環境整備をハード・ソフト両面から、以
下の具体 的施策 への取 組みが必 要と考 えます 。
＜ハード 面の支 援＞
（ア）産 科・小 児科な ど地域医 療確保 への支 援
（イ）保 育施設 拡充に 向けた支 援・要 件緩和
＜ソフト 面の支 援＞
（ア）「 いばら き出会 いサポー トセン ター」 を中心と した成 婚支援
（イ）「 不妊治 療費助 成事業」 の充実
（ウ）子 育て家 庭への 経済的支 援拡充
➢
第 2 子、 第 3 子 以降の 扶養控除 額引上 げ
➢
児童手当 の支給 拡充
➢
医療福祉 （マル 福）適 用要件の 緩和
＜医療体 制の整 備＞
○ 周産 期医療 体制の 充実を図 るため，県内 を３ブロ ックに 分け，総合周産 期母子 医療
センター，地域周産期母子医療センター及び周産期救急医療協力病院を指定するな
ど，周産期 医療体 制の 整備を進 めてい ます。また，院内 助産所 や助 産師外来 の開設 に
対し支援 を行い ，分娩 施設の整 備促進 に努め ておりま す。
○ 小児 の休日 や夜間 における ２次救 急医療 の受入体 制の整 備を図 るため，輪番制 や拠
点病院方 式によ り小児 救急医療 圏単位 で体制 整備を進 めてい ます。

現

況

＜保育施 設の充 実＞
○ 本県 では保 育所等 の計画的 な整備 を進め ，この７ 年間で 約７千 人の 定員 増加を 図っ
ておりま す。平成 28 年度にお いても 約８百 人の定員 増が図 られる 見込とな ってお り
ます。
なお，待機児 童が 発生して いる市 町村が 行う整備 に対し ては，国の補助 率を嵩 上げ
（1/2→2/3）し ，整備 を推進し ている ところ です。
【保育 所整備 数】
21～27 年 度（実 績）
28 年度（ 見込）

189 ヶ所
25 ヶ所

7,108 人 定員増
796 人定 員増

【待機児 童数】
H23
待機児童 数（人 ）
167
保育所等 数（か 所 ）
484
利用児童 数（人 ）
44,489
※各年と も４月 １日の 数

H24
320
489
45,665
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H25
215
497
46,549

H26
227
523
47,739

H27
373
641
50,643

H28
382
671
52,511

＜結婚支 援＞
○ 本県 では ，「 いば らき出会 いサポ ートセ ンター 」が中 核とな っ て，若 者の出 会いの
相談やお 見合い の仲介 をボラン ティア で行う「マリッジ サポー ター 」や，ＮＰＯ など
非営利で 結婚支 援に取 り組む団 体で構 成する「いばらき 出会い 応援 団体」が，地 域ぐ
るみでの 結婚支 援活動 を 行って います 。
【活動実 績】（H28.12.31 現在）
・出会い サポー トセン ター会員 数： 2,600 人 （男性 1,555 人 ，女性 1,045 人 ）
・成婚数 （累計 ）： 1,700 組
・ふれあ いパー ティ開 催回数（ 累計） ： 2,149 回
・マリッ ジサポ ーター 数： 968 人（男 性 577 人，女性 391 人 ）
・出会い 応援団 体数： 44 団体
いばらき 出会い サポー トセンタ ー
・会員制のパートナー探しのお手伝い
・ふれあいパーティの開催

現
・お見合いのお世話
・パーティ等開催

結婚を希 望する 男女

マリッジサポーター

・パーティ開催
・結婚相談等

出会い応 援団体

＜不妊治 療費助 成事業 の充実＞
〇 不妊 治療の うち，保険外診 療であ る体外 受精及び 顕微授 精につ いては，１ 回の治 療
費が高額 であり 経済的 負担が重 いこと から， 費用の一 部を助 成して お ります 。
【助成実 績】
年 度
H23
H24
H25
H26
H27
実人員（ 人）
1,336
1,590
1,750
1,776
1,888
延件数（ 件）
2,231
2,664
2,839
2,797
2,964
助成額（千 円）
320,500
378,211
361,571
359,726
393,865

況

〇

不妊 治療を 行う夫 婦やその 家族，一 般の 方を対象 に，不妊 の要 因や不妊 治療に 関す
る理解を 深める ため， 県内 2 か 所を会 場に市 民公開講 座を開 催して おります 。

【H28 年 度開催 実績】 （ H28.12 末現在 ）
日
時
場
所
平成 28 年 6 月 26 日（日 ） 茨城県開 発公社
平成 28 年 12 月 4 日（日 ） つくば国 際会議 場
〇

内容（テ ーマ）
不妊症を考える～はやく
気づいて ！不妊 症
不妊治療 ～未来 に向け て

不妊 専門相 談セン ターを県 内 2 か 所にお いて開設 してお り，不 妊で悩ん でいる 夫婦
に対して ，産 婦人科 医 師・泌 尿器科 医師・不 妊カウン セラー・助 産 師が治療 に関す る
相談やカ ウンセ リング を行って います 。
【相談実 績】県 央地区 （三の丸 庁舎） ，県南 地区（県 南生涯 学習セ ンター）
年 度
H23
H24
H25
H26
H27
実件数（件） 148
146
127
118
112
延人数（人） 227
228
195
181
165
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＜子育て 家庭へ の経済 的支援拡 充＞
○ 子育 て家庭 への経 済的支援 により，小児 疾患の早 期発見・早期 治療を促 進し，健 康
の保持と 健全な 育成を 図るため，外来は 小学 ６年生ま で，入院 は中 学３年生 までの 小
児が医療 機関等 で治療 を受けた 場合の 患者負 担額を助 成する 市町村 に対し ，県か ら補
助を行っ ていま す。
また，少子化対策の一環として，妊産婦が妊娠の継続と安全な出産のために治療
を受けた場合においても，同様に患者負担額を助成する市町村に対し，補助 を行っ
ています 。
○

小児 ・妊産 婦とも に， 平成 28 年 10 月か ら所得制 限限度 額を大 幅に緩和 しまし た。
対象者は ，小児 で約７ 万人増え て約 36 万人に ，妊産婦 で約３ 千人増 えて約２ 万２ 千
人となる 見込み です。
【補助実 績等】
対象人数 ・金額
小

児

妊産婦

（単位 ：人，千 円）
H26
H27

H23

H24

H25

受給者数

195,338

193,103

190,001

287,743

283,733

県補助金

2,093,922

2,100,944

2,008,287

2,232,139

2,566,350

受給者数

13,575

13,965

13,581

13,542

13,123

県補助金

369,043

398,960

388,539

387,642

378,827

〇児童手 当の支 給状況
児童 手当は，子育 て家庭の 経済的 支援の 中で，幅広 い用途 で使 用するこ とがで きる
国の制度 であり ，本県 でもその 費用の 一部を 負担して います 。
【支給 実績】
（単位： 人，千 円）
対象人数 ・金額
H24
H25
H26
H27
231,082
受給者数
228,261
224,553
221,295
228
支給額（ 県負担 分）
6,271,540
7,420,407
7,315,712
7,171,425
（ 平成 28 年２月 29 日時点 ）
○

今後 も，いば らき 出会いサ ポート センタ ーを中核 として，マリ ッジサポ ーター，市
町村，民間 団体な どと の連携を 進め，全 県的 な結婚支 援体制 のさら なる強化 を図っ て
まいりま す。

○

今後 も引き 続き， 不妊治療 に対す る費用 の助成や 相談支 援等を 実施する ととも に，
更なる助 成額の 拡充及 び不妊治 療の医 療保険 適応につ いて ，国に 対 し要望を 行って ま
いります 。

○

また，保育の 実施 主体であ る市町 村と連 携し，待機 児童が 解消 されるよ う保育 所等
の計画的 な整備 を図っ てまいり ますほ か，今 後とも，医 療費の 助成 を実施し てまい り
ます。

対

応

56

平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部

要
望
事
項

４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
④ ワーク ・ライ フ・バ ラン ス実 現への 支援
少子高齢 化社会 のなか で、企業 が生産 力を高 め、競争 力を堅 持して いくため には、
「仕事と生活の調和を図る」ための環境整備が大変重要になります。つまり「仕事
と子育てや介護の両立」をどう担保していくかが大きな課題と言えます。政府が掲
げる「一億総活躍社会」実現に向け、保育サービス充実などによる子育て環境の整
備、介護サービスの利便性向上など一層の労働者負担軽減に向け、以下の課題に対
する具体 的な施 策を検 討願いま す。
（ア）待 機児童 ゼロに 向けた保 育施設 の充実
（イ）多 様な働 き方に 対応する 「休日 保育」 「夜間保 育 」施 設の拡 充
（ウ）企 業内託 児所設 立拡充へ の支援
（エ）放 課後児 童の安 全に資す る学童 保育体 制の拡充
（オ）介 護離職 者ゼロ に向けた 介護サ ービス の充実
（カ）在 宅介護 者の経 済面・心 身両面 の負担 軽減に向 けた支 援強化
（キ）保 育・介 護など 福祉分野 におけ る人材 の育成・ 確保
＜保育施 設の充 実＞
○ 本県 では保 育所等 の計画的 な整備 を進め ，この７ 年間で 約７千 人の定員 増加を 図っ
ておりま す。平成 28 年度にお いても 約８百 人の定員 増が図 られる 見込とな ってお り
ます。
なお，待機児 童が 発生して いる市 町村が 行う整備 に対し ては，国の補助 率を嵩 上げ
（1/2→2/3）し ，整備 を推進し ている ところ です。
【保育 所整備 数】
21～27 年 度（実 績）
28 年度（ 見込）

189 ヶ所
25 ヶ所

7,108 人 定員増
796 人定 員増

【待機児 童数】
現

況

H23
待機児童 数（人 ）
167
保育所等 数（か 所）
484
利用児童 数（人 ）
44,489
※各年と も４月 １日の 数

H24
320
489
45,665

H25
215
497
46,549

H26
227
523
47,739

H27
373
641
50,643

H28
382
671
52,511

＜保育サ ービス の充実 ＞
○ 県で は，働 き方の 多様化等 に伴う 保育ニ ーズへ対 応する ため一 時預かり 事業や 延長
保育事業，また，子 ど もが病気 の際に 自宅で の保育が 困難な 場合に 対応でき るよう 病
児保育事 業等に ついて 補助を行 うとと もに ，実施主体 である 市町村 等に対し さらな る
実施を働 きかけ ，多様 な保育サ ービス の充実 を図って おりま す。
【延長 保育事 業等の 実施状況 （実施 数）】
事業区 分
H22
H23
延長保育 事業
274
288
一時預かり事業
病児保育
※H27 は ，補助 金交付 申請数

222
55

224
61
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H24
303

H25
318

H26
334

H27
398

229
65

243
75

244
77

306
93

○

また，企業に おけ る結婚支 援や子 育て支 援の取組 を促進 し，働 きながら 子育て しや
すい環境 づくり のため ，結婚・ 子育て 応援企 業普及事 業を進 めてい るところ です。
◆「子育 て応援 宣言企 業」登録 制度
従業員の 仕事と 子育て を両立で きる職 場づく りや，地 域にお ける子 育て支援 等の
取り組み を「子 育て応 援宣言」 として 届出し た企業を 登録し ，その 取組を広 く紹 介
すること により ，企業 における 働き方 の見直 しや子育 て支援 の取組 を促進す る。
※登録企 業数(H29.1.1 現在)…249 社
◆結婚・ 子育て 応援企 業表彰
子育て支援の積極的な取り組みを行っている企業を表彰し，当該企業が社会的に
評価され る仕組 みをつ くること により ，企業 の自主的 な取り 組みの 促進を図 る。
・結婚支 援部門
従 業員や 地域の 若者等を 対象と した結 婚支援に 積極的 に取り 組んでい る企業
・仕事と 子育て 両立支 援部門
子育てし ながら 働きや すい職場 環境づ くりに 積極的に 取り組 んでい る企業
・子育て 家庭応 援部門
県民の子 育て支 援に特 に積極的 に取り 組みを 行ってい る企業
【平成 28 年度の 表彰企 業（延べ 13 社） 】
結婚支援部門

現

況

【優秀賞】
該当無し
【奨励賞②】
㈱関城造園,
NPO 法 人 ﾒﾄﾞｳﾙﾐｰﾄｸﾗﾌﾞ

仕事と子育て両立支援部門

子育て家庭応援部門

【優秀賞②】
常陽銀行
大 和 ﾘｰｽ㈱ 水 戸 支 店
【奨励賞⑥】
医療法人 博仁会 志村大宮
病院，美野里デリカ㈱，株
木 建 設 ㈱ ,谷 原 建 設 ㈱ , 大 内
建 設 ㈱ , い ば ら き ｺｰﾌﾟ生 活
協同組合

【優秀賞①】
い ば ら き ｺｰﾌﾟ生 活 協 同 組 合
【奨励賞②】
株木 建 設 ㈱ ,生 活協 同 組 合
ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ 茨 城

◆事業 所内託 児施設 整備費助 成事業
中小企業等による事業所内託児施設の整備に対して助成することにより，子育
て支援に積極的に取り組む事業者を支援し，県民における仕事と生活の調和（ワ
ーク・ライフ・バランス）の実現を図る。
＜介護離 職者ゼ ロに向 けた介護 サービ スの充 実＞
○ 県で は，地域 のニ ーズに応 じた介 護サー ビスの充 実を図 るため ，特別養護 老人ホ ー
ム等の施 設につ いて，｢第 6 期いば らき高 齢者 プラン 21｣に基づ き整 備を推進 すると
ともに， 身近な 地域で ，多様で 柔軟な サービ ス提供が 可能な 地域密 着型サー ビス や ，
訪問介護 ・訪問 看護等 の在宅サ ービス の充実 を図って おりま す。
【主な 介護サ ービス の指定等 の状況 （平成 28 年 12 月 1 日 現在） 】
施設・事業所の種類
施 設･事 業 所数 （ ﾍﾞｯﾄﾞ数 ）
介護老人 福祉施 設(特別 養護老人ﾎｰﾑ)
233（15,026 床 ）
介護老人 保健施 設
125（11,248 床 ）
介護保険施設
介護療養 型医療 施設
23 (
795 床）
認知症対 応型共 同生活 介護
285
地 域密 着 型 ｻｰﾋﾞｽ
定期巡回 ・随時 対応型 訪問介護 看護
8
訪問介護
537
居宅サービス
訪問看護 （ 病 院 ･診 療 所 の み な し 指 定 を 除 く ）
151
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○

また，家族介 護者 の身体的・精神的 負担 の軽減を 図るた め，市 町村が地 域の実 情に
応じて実 施する，介護 知識・技術 及び介 護サ ービスの 適切な 利用方 法等を習 得する 介
護教室や，介護者 同士 の交流・情 報交換 等を 行う家族 介護者 交流会 の開催等 の取組 に
対して助 成して おりま す。
【家族介 護支援 事業（ 地域支援 事業） の実施 状況（平 成 28 年 度実績 見込）】
・介護教 室の開 催
24 市町村
・家族 介護者 交流会 の開催 21 市町 村

＜介護人 材の育 成・確 保＞
○ 介護人材 につい ては， 茨城県福 祉人材 センタ ーを中心 に確保 ・育成 を図ると とも
に，地 域医療 介護 総合 確保基 金を活 用し ，「 参入促 進」， 「資 質の 向上」 ，「労 働環
境・処 遇の改 善」 の３ つの取 組の視 点の もと ，参入 促進か ら就 業定 着まで の包括 的な
支援を行 ってお ります 。
○ 新たな人 材の確 保育成 を図る事 業とし ては，介 護関係の 資格の ない就 職希望者 を派
遣会社を通じ介護事業所・施設に派遣し，派遣期間中に介護職員初任者研修を受講
させることで技術を習得させ，直接雇用につなげる「介護人材確保育成事業」を平
成 27 年度 より実 施して おります 。
○

引き 続き，国 の動 向を踏ま え，保護 者の 就労形態 に対応 した，多様な保 育サー ビス
の充実を 図ると ともに ，仕事 と生活 の両立 支 援を含め た企業 の子育 て支援へ の自主 的
な取り組みを促進し，子育て家庭を社会全体で支援する機運醸成を図ってまいりま
す。

○

介護 保険施 設につ きまして は，引 き続き ，｢第 6 期い ばらき 高 齢者プラ ン 21｣に 基
づき整備 を進め るほか ，介護離職 者ゼロ に向 けた取組 として，在宅・施設サー ビス等
の整備の 充実・加 速化 とともに，介護サ ービ スを支え る介護 従事者 の確保・育 成等 を
図ってま いりま す。
また，市町村が行う家族介護者の負担軽減を図る取組を引き続き支援するととも
に，地域の 相談窓 口で ある地域 包括支 援セン ター等に おいて，働く 家族に対 する相 談
体制や制 度等の 周知・広 報の充実 に一層 努める よう，市町 村に働 きかけ てまいり ます。

対
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
⑤ 県内観 光資源 を活用 した魅力 度向上 への広 報強化
本県の交通インフラが促進されるなか、本県の魅力ある観光資源を十分に活かし
た観光振興事業の強化と魅力度向上に向けた積極的な広報・ＰＲの強化は、観光客
誘致に繋 がり県 内活性 化に資す るもの と考え ます。平成 27 年(1 月 ～12 月)の訪日 外
客数は前 年比 47％増 の 1,973 万 人と大 幅に増 加しまし た。そ うした インバウ ンド効
果を県内経済へ波及させるためには、消費税免税店を充実するとともに、免税手続
一括カウンター制度活用に向け、各商店街への補助支援や申請手続きの簡素化が必
要と考えます。さらに、訪客数が多い外国語標記の案内などを増加することも有効
と考えま す。
本県の観光事業による潜在的な経済効果は大きく、その価値を 県民に啓蒙し、質
の高い「 おもて なし」 態勢を構 築して いただ きたいと 考えま す。
茨城空港 就航路 線の充 実や上野 東京ラ インの 開業，圏央道 の整備 な どにより 広域交 通
網が着実 に整備 される 中，首都圏 や茨城 空港 就航先を メイン ターゲ ットとし て，本県 へ
の誘客促 進を図 ってお ります。
○

現

況

イン ターネ ット等 を活用し た情報 発信
・観光 いばら きホー ム ページ等 で，季節の 観 光情報を はじめ ，旬 の 味覚，イベン トな
どの情報 を提供 （観光 いばらき ホーム ページ アクセス 数：約 733 万 件）
○ メデ ィアや 旅行雑 誌等を活 用した 魅力発 信
・テレビ ５本， 旅行雑 誌４誌， 首都圏 や茨城 空港就航 先のフ リーペ ーパー８ 誌，
Ｗｅｂサ イト２ 社（女 子向けの 旅行サ イト）
○ 観光 キャン ペーン 等を活用 した魅 力発信
・首都圏 等にお ける観 光キャン ペーン の実施 （首都圏 29 回， 北関 東 10 回）
・就航先 におけ る観光 キャンペ ーンの 実施（ 札幌 2 回 ，神戸 4 回， 福岡：2 回）
・観光情 報誌「 いばら きの楽し みかた （夏・ 秋・早春 ・新緑 ）」作 成（計 31 万部）
○ 近県 と連携 した情 報発信
・栃木県 と連携 し，就 航先の旅 行会社 への訪 問や地域 情報紙 への掲 載等によ り，
就航先か らのツ アーを 造成（ツ アー 39 本，1,282 人送 客）
○ 北関 東三県 （栃木 ・群馬） との連 携
・観光キャラバンの実施（首都圏，中京・関西エリア）三県合同による観光物産展
の実施， 広報誌 への掲 載
県では ，「お もてな し 県民大会 」やお もてな し講座の 開催，啓発ハ ンドブッ クの配 布，
観光マイ スター の認定 等により ，全県 的なお もてなし 向上に 取り組 んでおり ます。
○
ア

いば らきお もてな しレベル アップ 事業
全 県的な おもて なし気運 の醸成
・お もてな し県民 大会（平 成 28 年 7 月 3 日 (常陸 太田市 民交流 ｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾃｨｰﾎｰﾙ)）
内 容：基 調講演 ，事例発 表 な ど
参 加者： ホテル ・旅館事 業者， バス， タクシー 事業者 ，観光 ボランテ ィア，
学生等 約 1,000 名
・街 頭キャ ンペー ンの実施 平成 28 年 7 月 1 日 （ 水戸駅 ，新鉾 田駅前）
平成 28 年 7 月 4 日 （ 土浦駅， 日立駅 ，下館 駅前）
・お もてな しハン ドブック の配布
・お もてな し事例 集の作成 （ 29 団 体 34 事例をＨ Ｐ上に 公開）
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観光 事業者 等のお もてなし 向上
・ おもて なし講 座の開催 （６地 域×２ 回）
第１回 ７月 25 日～８ 月３日 の間に ６回， 237 人参 加
第２回 １月 16 日～２ 月１日 の間に ６回予定
・ 観光ボ ランテ ィアガイ ドの研 修費用 助成
い ばらき 観光マ イスター 制度
・ いばら き観光 マイスタ ー認定 試験（ 筆記）
実施日 ：平成 28 年 10 月 23 日 ，10 月 26 日
受験者 数：501 名（う ち 294 名合格 ）
・いばら き観光 マイス ターＳ級 認定試 験（面 接による 接遇試 験）
実施日： 平成 29 年 2 月 3 日， 5 日（ 予定）
［参考］ 平成 27 年度認 定状況
区 分
受験者
合格者
観光マイ スター
５０９名
２８２名
観光マイ スター Ｓ級
１７６名
４７名
受 入体制 の整備
・ 民間宿 泊施設 の和式ト イレの 洋式化 に係る改 修費用 の一部 助成

本県を 訪れる 外国人 がスムー ズかつ 快適に 滞在して いただ けるよ う，県内 観光事 業者
への働き かけを 実施し ，訪日外 国人の 受入体 制整備の 充実に 取り組 んでおり ます。
〇

消費 税免税 店舗充 実及び免 税手続 一括カ ウンター 制度活 用のた めの働き かけ
・消 費税免 税店舗 拡大セミ ナーの 開催
・免 税店マ ップの 作成
・個 別施設 への働 きかけ

〇

多言 語表記 充実の ための支 援
・「 いばら き多言 語表記ガ イドラ イン」 の制定
・多 言語テ プラサ ービ スの 実施

○

その 他受入 体制整 備の推進
・外国人 観光案 内所の 整備，決 済サー ビス充 実， Wi－Fi 等通 信環境 整備につ いて，
市町村， 県内観 光事業 者等へ依 頼

○

本県 の魅力 ある自 然景観，文 化遺産 ，郷 土料理，伝 統工芸 品，伝統行事，最先端 の
科学技術 などの 観光資 源につい て，多様 な広 報媒体を 活用し，首都 圏や茨城 空港就 航
先などの ほか ，上野 東 京ライン の開業 を契機 とした東 京以西 の観光 客を新た な対象 と
して情報 発信す るとと もに，県外事 務所等 を 活用した 情報提 供方策 の充実を 図って ま
いりますとともに，海外の旅行会社等を本県に招くモニターツアーの実施等の際，
様々な広 報媒体 を活用 し，広くマ スコミ・県 内市町村 等に情 報提供 して，県民 のみな
さまに対 する周 知・啓 蒙に努め ます。

○

また，観光客 の満 足度を高 め，リピ ータ ーの確保 や口コ ミでの 評価向上 による 誘客
を図るた め，外国 人観 光客がス ムーズ に滞在 できる環 境を整 備する ほか，県民 すべて
が，茨城 の魅力 を「知 って，愛 して，自 信を 持って説 明する 」こと ができる よう，県
民一体と なった おもて なし気運 の醸成 をはじ め，観 光事業 者や観 光 ボランテ ィアガ イ
ド等の知 識や接 遇のレ ベルアッ プなど，引き 続き質の 高い「お もて なし」態勢 の構築
に取り組 んでま いりま す。
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４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
⑥ 地産地 消によ る県内 経済の好 循環
地域資源を県内で活用、消費していくことは、県内産業振興に繋がります。 公共
工事等における県内産資材および工業製品の活用や、学校給食への地場農産物の利
用拡大など県産農林水産物等の地産地消を進めることで、県内経済の好循環を促進
すること が必要 と考え ます。

○

公共 工事に おける 県内産資 材及び 工業製 品の活用 につき まして は，土木 部発注 の公
共工事に 使用す る資材 において は，土木 工事 共通仕様 書及び 特記仕 様書に県 産 材（
茨城県内 で生産 された もの，また は加工 し製 品化され たもの）の優 先使用に 努める よ
う明記し ており ，県産 材の使用 促進に 努めて おります 。

○

また ，この ことは 工事を受 注する 建設業 者向け研 修会や 工事の 入札公告 等にお いて
も周知す るなど によっ て県産材 の使用 促進を 図ってお ります 。

○

今後 とも， 公共工 事におけ る県産 材の優 先使用に ついて ，工事 仕様書へ の明示 や
研修会等 での周 知する ことに よ り，使 用促進 に努めて まいり ます。

現

況

対

応
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４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
⑥ 地産地 消によ る県内 経済の好 循環
地域資源を県内で活用、消費していくことは、県内産業振興に繋がります。公共
工事等における県内産資材および工業製品の活用や、 学校給食への地場農産物の利
用拡大など県産農林水産物等の地産地消を進めることで、県内経済の好循環を促進
すること が必要 と考え ます。
○

県で は、学校 給食 への地場 農産物 の利用 拡大を 図 るため、学校 給食の献 立を策 定し
ている学 校栄養 士等を 対象に 、茨城 県学校 給 食会と連 携した 事例研 究セミナ ーや産 地
視察研修 会を開 催し、先進事例 等を紹 介する など、学校 給食に おけ る地産地 消の理 解
を推進し ており ます。
・事例研 究セミ ナー
（期日 ：H28 年 10 月 21 日～22 日 場 所：茨 城県学校 給食会 ）
・産地視 察研修 会
（期日 ：H29 年 2 月 開催予定 ）
・学校給 食での 米飯又 は米粉パ ン提供 に対す る支援
８市 町村
・米粉パ ン食味 改善講 習会
（期日 ：H28 年 11 月 26 日 場 所：土 浦市内 ）

○

上記 の取組 により ，県内の 学校給 食にお ける地場 産物活 用率（ 品目数ベ ース） は、
平成 27 年 度で 49.5％ となって おりま す。

現

○

況

対

応

また 、県 民が一 丸と なって 、県産 農林水 産物 を食べて 応援す る地産 地消運動 として、
「茨城を たべよ う運動 推進協議 会」を平 成 24 年 11 月９ 日に設 立し、「茨城をた べよ
う運動」 を生産 者・消 費者・企 業等と 一体と なり、推 進して いると ころです 。
＜「茨 城をた べよう 運動推進 協議会 」概要 ＞
（１ ）会
長： 茨城県知 事 橋 本 昌
（２ ）構成 団体： 531 団体（ H28 年 12 月末 現在）
（３ ）主な 取組
・県内全 小学５ 年生（ 約 27 千人 ）に対 し，農 業産出額 全国第 １位～ ３位の本
県農産物 を紹介 したク リアファ イルを 配布
・各種イ ベント 等での 地産地消 ＰＲ (ポ スター 掲示，チ ラシ配 布等 )を 実施
・協 議会会 員等が 主催 する県産 農林水 産物を 活用した 事業（Ｐ Ｒイ ベント，生
産者と消 費者が 交流す る農業体 験，料 理教室 等）経費 の一部 支援
・「茨城 をたべ よう給 食（生産 者との 交流事 業）」へ の一部 支援
・「地産 地消ネ ットワ ークシス テム 」を運 営 し，地 産地消 関連イ ベ ント情報 等
を会員相 互間で 共有
・協議会 会員と 連携し た「茨城 をたべ よう運 動の周知 ・普及
○ 今後 とも、市町村 担当者等 を対象 とした 地産地消 セミナ ーや産 地視察研 修会の 開催
などを通 じて、 学校給 食におけ る地場 産物の 活用を推 進して まいり ます。
○ さら に、県産 農林 水産物の 消費拡 大を図 るため、県 民自ら が積 極的に県 産品を 食べ
て応援す る「 茨城を た べよう運 動」を生産 者・消費 者・企業等 が一 体となっ て展開 し
てまいり ます。
（参考）
・事例研 究セミ ナー（ 期日： H28 年 10 月 21 日～22 日 場所 ：茨城 県学校給 食会 ）

63

平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
農林 水産部

要
望
事
項

４．「地 方創生 」実現 に向けた 要 望に ついて
⑦６次産 業化や 輸出促 進への支 援
本県の農 業産出 額（農 林水産統 計）は 、平成 20 年以降 ７年連 続で全 国第２位 と、
農業資源が豊富にあります。そうした強みを活かした６次産業化や輸出の促進は、
本県の個 別産業 の強化 に繋がり ます。
そうした本県の農業分野の強みを活かすべく、「茨城６次産業化サポートセンタ
ー」や「ジェトロ茨城」を中心とした農業の６次産業化や県産農産物の輸出拡大に
必要な取 組みの 強化を 要望しま す。
（６次産 業化の 取組）
○ H23年 ７月か ら、国 の支援策 を活用 して公 益社団法 人茨城 県農林 振興公社 に
「茨城６ 次産業 化サポ ートセン ター」 を設置 し、商品 開発や 販路開 拓などの 専門家
である６ 次産業 化プラ ンナーを 相談内 容に応 じて派遣 するな ど、６ 次産業化 に取り
組む農業 者の支 援を行 っており ます。
・６次 産業化 プラン ナーの登 録者数 ： 10名
・H28年 度のプ ランナ ー派遣件 数： 138件（H28年10月末 現在）
・H28年 度の相 談件数 ： 112件（ H28年10月末 現在）

現

○

これ らの取 組によ り、 H28年 12月末 現在で 県内にお ける六 次産業 化・地産 地消法 に
基づく総 合化事 業計画 の認定件 数は 50件とな っており ます。

（輸出の 促進）
○ 本県 では 、平成23年１月に「い ばらき 農 林水産物 等輸出 促進協 議会」を設立 し、海
外商談会 等への 参加支 援などを 進めて おり 、加工品を 中心に 継続的 な輸出が 行われ て
いるとこ ろです 。
況

○

また、平成26年６ 月にジェ トロ茨 城を誘 致し、海外 バイヤ ーの 県内招へ い等、青 果
物輸出の 取組も 積極的 に進めて きた結 果、平 成 27年度 から、東 南ア ジアを中 心に、メ
ロンや梨 などで 、商業 ベースの 取組が 始まっ ておりま す。
＜H28年度輸 出実績 ＞
・青果物 の輸出 実績（ メロン、 梨、か んしょ 等） 73ｔ（H28年９月 末日現在 ）
・農産物 の輸出 実績（ 米）
36ｔ（H28年12月 末日現在 ）
・畜産物 の輸出 実績（ 牛肉）
2.4t（H28年11月 末日現在 ）

○

さら に、平成 28年 ４月から 販売流 通課ア グリビジ ネス推 進室を「６次産業 化・輸出
推進室」に 改組し 輸出 担当の正 職員１ 名を増 員して、輸 出の支 援体 制の強化 を図っ た
ところで す。

○

次年 度以降 も引き 続き、「６ 次産業 化サ ポートセ ンター 」を 設 置すると ともに 、多
様化する 事業者 のニー ズに対応 できる ようプ ランナー を配置 し、６ 次産業化 に取 り 組
む事業者 を支援 してま いります 。

○

また、輸出事 案の 掘り起し や、きめ 細か な個別相 談への 対応と 併せて、海 外商談 会
等への参 加支援 や海外 バイヤー 招へい 等によ り、本県産 農産物 等の 海 外 販 路 の 拡 大 ・
定着を図 ってま いりま す。
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５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（１）県 北地域
① 日立 市内の 交通渋 滞緩和に 対する 支援
日立市内の慢性的な交通渋滞改善に向けた要望は依然として多く寄せられており
ます。な かでも 、渋滞 緩和や利 便性向 上 の観 点から以 下につ いて要 望します 。
（ア）国 道 6 号 バイパ スの早期 完成
（イ）国 道 245 号線の 4 車線化
【国道6号 日立バ イパス 】
○全体 計画
区
間：日立市河 原子町 ～田尻町
延 長 等：Ｌ ＝10.5km（4車線 ）
○供用 区間（ Ｈ20年3月暫定2車 線供用 ）
区
間：日 立市旭 町～田尻 町
延 長 等：Ｌ ＝4.7km

現

況

○事業 中区間 （日立 バイパス （Ⅱ期 ））
区
間：日立市国 分町（ 鮎川停車 場線） ～旭町
延 長 等：Ｌ＝3.0km（2車 線）
着 手 年 度：Ｈ24年度 ～
全 体 事 業 費：約240億円
H 2 8 事 業 費：210百万円 （調査 設計，用 地買収 ）
【国道245号日立 港区北 拡幅】
区
間：日 立市久 慈町～日 立市水 木町
計 画 延 長：Ｌ＝1.88km
計 画 幅 員：Ｗ＝25/14m
着 手 年 度：Ｈ27年度 ～
全 体 事 業 費：約30億円
H 2 8 事 業 費：100百万円 （道路 設計，用 地調査 ）
H27末 進 捗 率：約3％

【国道6号 日立バ イパス 】
日 立市 と 一 体 とな っ て 用 地取 得 な ど 事業 の 促 進 に努 め ,本バ イ パ ス が 早 期に 完 成で
きるよう ，国に 働きか けてまい ります 。
対
【国道245号日立 港区北 拡幅】
早期に 用地取 得に着 手できる よう調 査設計 を進めて まいり ます。

応
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５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（２）県 南・県 西地域
① 圏央 道沿線 地域の 工業団地 整備促 進
流通の利便性が向上するなか、今後圏央道沿線地域の産業集積に対する期待は高
まっていくものと考えます。本県は、行政のご尽力もあり、県外企業立地件数およ
び企業立 地面積 が全国 第 1 位 となる なか、 圏 央道の境 古河Ｉ Ｃ⇔つ くば中央 Ｉ Ｃの
早期開通に伴うインフラ拡充を活かし、県内圏央道沿線地域の工業団地整備促進に
一層のご 尽力を 要望し ます。

○

県西・県南地 域に おいては，これま で古 河名崎工 業団地，江戸 崎工業団 地など の産
業用地や 周辺ア クセス 道など立 地環境 の整備 を進める ととも に，積 極的に企 業訪問 を
行う等， 誘致活 動に全 力で取り 組み， 数多く の優良企 業の立 地が実 現してき ました 。

○

圏央 道沿線 地域で は，地元 市町が 新たな 産業用地 の確保 に熱心 に取り組 んでい ると
ころであ ること から，事業手法・事業主 体の 検討に対 する助 言や，市街 化区 域編入 や
農地転用 ，工業 用水の 確保，排 水の処 理など に係る専 門的な 助言や 調整を行 うなど ，
その支援 に努め ていま す。

○

企業 の設備 投資情 報をいち 早く入 手し，企業のニ ーズや スピー ドに合わ せて対 応し
ていくと ともに ，本 年 ２月 26日 の圏央 道県内 区間の全 線の開 通によ りさらに 魅力が 高
まる本県 の立地 優位性 を広くＰ Ｒしな がら ，多くの企 業の誘 致につ なげてま いりた い
と考えて おりま す。

況

対

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土 木 部
要
望
事
項

５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につ い て
（２）県 南・県 西地域
② つくば の里工 業団地 周辺の交 通渋滞 緩和に 対する支 援
県南地域 の「つ くばの 里工業団 地」に ついて は、進入 ルート が 2 本 しかなく 、交
通量が多 い時間 帯には 慢性的な 渋滞に 悩まさ れていま す。労働者 の 心身の負 担軽減、
物流や防 災の観 点から 、新たな 進入ル ートの 整備を要 望しま す。
【事業中 の区間 】
○ つく ばの里 工業団 地周辺の 道路整 備につ いて，主 要地方 道美浦 栄線のバ イパス 整備
を進めて おり， 現在， 県道竜ヶ 崎潮来 線から 八代庄兵 衛新田 線まで の約 500m 区 間の
整備を進 めてお ります 。

現
【事業中 の（主 ）美浦 栄線バイ パスよ り北伸 区間】
○ つく ばの里 工業団 地への新 たなル ートと なる，主 要地方 道美浦 栄線のバ イパス の北
伸区間に ついて は，こ れまでに 概略ル ートの 検討にあ たり，埋 蔵文 化財や環 境調査 を
実施して おりま す。
況

【事業中 の区間 】
○ 県道 竜ケ崎 潮来線 から県道 八代庄 兵衛新 田線まで の約 500m 区 間の整備 を進め 早期
供用に努 めます 。

対

【事業中 の（主 ）美浦 栄線バイ パスよ り北伸 区間】
○ 今後 とも関 係市と 調整を図 りなが ら，ル ートの確 定に向 け努め てまいり ます。

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土 木 部
要
望
事
項

現

況

５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（２）県 南・県 西地域
③ 筑西地 域の交 通渋滞 の緩和
筑西地域 の国道 50 号に おいては 、片 側 1 車 線 箇所の通 勤時間 帯の交 通渋滞が 激し
く、早期 の渋滞 緩和策 を求めま す。
国道 50 号下館 バイパ ス の拡幅区 間の早 期供用 に向けた 現在の 進捗に ついてお 聞か
せ願いま す。
【国道50号下館 バイパ ス】
区
間：筑 西市下 川島～筑 西市横 塚
計 画 延 長：Ｌ＝10.6ｋｍ
幅
員：Ｗ＝25～30ｍ（ ※暫定２ 車線で 整備 ）
着 手 年 度：Ｓ61年度 ～
全 体 事 業 費：約387億円
H 2 8 事 業 費：（当初）194百万 円（道路 設計， 用地測 量，用地 買収）
（補 正）250百 万円（ 改良工 事，横断 歩道橋 設置工 事）
H 2 7 末 進 捗 率：約81％ （用地 進捗率 ：約95％ ）
平成26年10月に バイパ ス部（ 1.6ｋｍ） が暫定 ２車線で 供用し ，現道 拡幅区間
（3.0km） を除く バイパ ス部が開 通した 。
平成 ２８年 度は， 補正予算 を活用 して神 分地区の 改良工 事及び 笹 塚地区 の横断 歩
道橋設置 工事を 実施す るととも に，平成 28年11月，現道拡 幅区間 にお いて設計 説明
会を実施 し，平 成 29年2月から用 地測量 に着手 する予定 。

【国道50号下館 バイパ ス】
○ 現道 拡幅区 間（3.0km）につ いて， 早期に 供用が図 られる よう， 国に働き かけて ま
いります 。

対

応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土 木 部

要
望
事
項

現

５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（３）鹿 行地域
① 鹿島港 の整備 促進、 利便性向 上
港湾のインフラおよび利便性の向上 を求める声が県内企業から多く寄せられてお
ります。なかでも、鹿島港に関する意見が多いことから、以下の事項に対する今後
の取組強 化につ いて要 望します 。
（ア）鹿 島港の 外港を 含めた静 穏度向 上対策 の実施
中 央防波 堤、南 防波堤、 外港防 波堤の 早期完成
（イ）鹿 島港の 漂砂防 止対策の 実施
（ウ）鹿 島港外 港整備 に合わせ た周辺 アクセ スの早期 整備（ 外港⇔ 国道 124 号）
【鹿島港 の整備 促進， 利便性向 上】
（ア）鹿 島港の 外港を 含めた静 穏度向 上対策 の実施
〇中央防 波堤
施 行 者 ：国土 交通省 （国直轄 事業）
総 延 長 ：９０ ０ｍ
事業期間 ：平成 ３年度 ～
H28 当初 ：約１ ８．５ 億円（長 周期波 対策施 設等）
進 捗 率 ：約 ８４ ％（H28 末：900m の うち，757m 概成）
〇南防波 堤
施 行 者 ：国土 交通省 （国直轄 事業）
総 延 長 ：４８ ００ｍ
事業期間 ：昭和 ３９年 度～
H28 当初 ：３３ ．４億 円（ケー ソン製 作 ,据付 ）
H28 補正 ： ４ ．０億 円（ケー ソン製 作）
進 捗 率 ：約 ８８ ％（H28 末：4,800m のうち，4,240m 概成 ）

況
（イ） 鹿島港の 漂砂防 止対策 の実施
中 央 防 波 堤 の 延 伸 整 備 に よ り ,外 港 航 路 の 埋 没 抑 制 に つ い て も 効 果 が 期 待 で き
ることか ら，中 央防波 堤の整備 を進め ている 。
（ウ）鹿 島港外 港整備 に合わせ た周辺 アクセ スの早期 整備（ 外交⇔ 国道 124 号）
あ お う き ざ き

国道１２ ４号バ イパス から県道 粟生木崎 線まで の約２ ｋｍ区間 につい ては， 鹿
島臨海都 市計画 区域マ スタープ ランに おいて 構想路線 として 位置付 けており ま

対

す。
【鹿島港 の整備 促進， 利便性向 上】
（ア）鹿 島港の 外港を 含めた静 穏度向 上対策 の実施
外港地区 を含め た静穏 度向上の ために は，引 き続き中 央防波 堤，南 防波堤の 整備が
必要であ り，早期に 計 画区間の 延伸整 備が完 成するよ う，国に働 き かけてま いりま す
。
（イ）鹿 島港の 漂砂防 止対策の 実施
中央 防波堤 につい て，引き続 き，早期 に 計画区間 の延伸 整備が 完成する よう，国 に
働きかけ てまい ります 。
（ウ）鹿 島港外 港整備 に合わせ た周辺 アクセ スの早期 整備（ 外交⇔ 国道 124 号）

応

現在，事 業中の 国道 124 号より 西側区 間の進 捗を踏ま え，事 業化に 向けて検 討を
進めてま いりま す。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部

要
望
事
項

５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（４）県 内全域
① 住み よい環 境整備 への取組 強化
高齢化社会が急速に進むなか、単身高齢者世帯増加による孤立化が問題となって
います。こうした社会に適応するために、企業と行政が連携したサービスの提供等
が必要と 考え、 以下に ついて要 望しま す。
（ア）「 買い物 弱者支 援」への 取組み
（イ）「 地域コ ミュニ ティ」の 拠点と しての 商店街の 活性化
（ウ）防 災対策 、災害 発生時の 連携支 援
（エ）地 域にお ける高 齢者の見 守り体 制の構 築
【買い物 弱者支 援・商 店街活性 化】
○

県で は，「商 店街 活力向上 支援事 業」に より，市町村 や商店 街 団体等が 主体的 に行
う地域住 民に対 する商 店街の商 品を宅 配する サービス や，商店街 の 空き店舗 を活用 し
たコミュ ニティ 施設の 整備など ，県 内商店 街 の買い物 環境の 改善や 地域コミ ュニテ ィ
の拠点づ くりな ど商店 街活性化 の取組 に対し て支援を 行って おりま す。

○

また，時代の ニー ズに対応 したサ ービス の事業化 を促進 するた め，「いばら き産業
大県創造 基金事 業（ サ ービス産 業新時 代対応 プログラ ム）」に より ，買い 物弱者 対策
など社会や地域の課題を解決するサービス等の事業化に係る取組を支援しておりま
す。
＜商店街 活力向 上支援 事業＞
（１）商店街活性化コンペ事業
商店街活性化に向けたプランを公募し，公開審査会により選定する優れた事業
に対し補助する。
補助対象 任意グループ，商店街団体等（県直接補助）
補 助 額 最 優 秀 プ ラ ン (1,500 千 円 )１ 事 業 ，優 秀 プ ラ ン (1,000 千 円 ×３ 事 業 ，
た だ し ， H28 年 度 は 750 千 円 ×４ 事 業 ）
【 Ｈ 28】 最 優 秀 1 件 優 秀 ４ 件 採 択

現

（２）魅力ある商店街づくり支援事業
地域資源や消費者ニーズ等を踏まえた商店街活性化プランの策定及びプラン
に基づく活性化事業に対して，市町村とともに継続支援する。
補助対象 市町村（商店街団体等への間接補助）
補助機関 最大 3 年間（初年度はプラン策定に対し支援）
補 助 率 40％
補 助 限 度 額 500 千 円 /年(1 年 目) 1,200 千 円 /年 （2，3 年 目 ）
【 Ｈ 28】 2 市 町 2 事 業 採 択

況

＜いばら き産業 大県創 造基金（ サービ ス産業 新時代対 応プロ グラム ）＞
中 小企業 者や NPO 等が実 施する ，社会 的 課題を解 決する ビジネ スの事業 化に係 る
経費を補 助。
（１ ）補 助 率 2/3 以 内
（２ ）補助 限度額 3,000 千円
【 Ｈ28】2 事 業

○
対
応

採択（第 2 次公募採択分まで）

県内 におき まして も，企 業と市 町村の 連 携により ，移 動販売 ，宅配，空き店 舗 を活
用したコ ミュニ ティ施 設の整備 など ，買い 物 弱者支援 や地域 コミュ ニティ拠 点づく り
など，様々 な取組 が実 施されて いるこ とから ，このよう な取組 事例 に関する 情報提 供
に努めて いくと ともに ，国や県の 支援制 度の 活用につ いて働 きかけ ていくな ど，買い
物弱者支援や地域コミュニティの強化に取組む市町村や商店街団体等を支援してま
いります 。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
生活環 境部

要
望
事
項

５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（４）県 内全域
① 住み よい環 境整備 への取組 強化
高齢化社会が急速に進むなか、単身高齢者世帯増加による孤立化が問題となって
います。こうした社会に適応するために、企業と行政が連携したサービスの提供等
が必要と 考え、 以下に ついて要 望しま す。
（ア）「 買い物 弱者支 援」への 取組み
（イ）「 地域コ ミュニ ティ」の 拠点と して の 商店街の 活性化
（ウ）防 災対策 、災害 発生時の 連携支 援
（エ）地 域にお ける高 齢者の見 守り体 制の構 築
【災害緊急時への対応】
○ 大規模な災害が発生したときに，被害の拡大を防ぐためには，国や県，市町村の対応
（公助）だけでは限界があり，早期に実効性のある対策をとることが難しい場合も考え
られますので，自分の身を自分の努力によって守る自助とともに，地域や近隣の人々が
集まって互いに協力し合いながら，防災活動に取り組む共助が必要となります。
○

共助につきましては，住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織である自主防
災組織が担うこととなりますが，自主防災組織が活動するに当たりましては，消防団や
学校のほか，企業（事業所）や医療機関等と連携して地域防災に取り組むこととなりま
す。

○

し か し な が ら ， 本 県 の 自 主 防 災 組 織 活 動 カ バ ー 率 は 全 国 を 下 回 る 81.6%（ 全 国 32 位 ）
という状況にあります。

現

茨城県
全 国
全国との差

H25.4.1
66.8%
77.9%
△11.1

H26.4.1
72.3%
80.0%
△7.7

H27.4.1
76.6%
81.0%
△4.4

H28.4.1
81.6%
81.7%
△0.1

況

○
対
応

県で は，自主 防災 組織の結 成を促 進する ため，自助 や共助 など の防災講 話や自 主防
災組織の 必要性 ，活 動 内容など につい ての説 明会を自 治会な どで実 施できる よう講 師
を派遣す るなど，地域 防災力強 化事業 により ，自主防災 組織の 結成 に対する 支援を 実
施してお ります 。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部

要
望
事
項

５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（４）県 内全域
① 住み よい環 境整備 への取組 強化
高齢化社会が急速に進むなか、単身 高齢者世帯増加による孤立化が問題となって
います。こうした社会に適応するために、企業と行政が連携したサービスの提供等
が必要と 考え、 以下に ついて要 望しま す。
（ア）「 買い物 弱者支 援」への 取組み
（イ）「 地域コ ミュニ ティ」の 拠点と しての 商店街の 活性化
（ウ）防 災対策 、災害 発生時の 連携支 援
（エ）地 域にお ける高 齢者の見 守り体 制の構 築
○

県で は，日 頃から 地域住民 の方々 と接す る機会の 多い民 間事業 者と見守 り活動 に関
する協定 を締結 してお ります。
現在，２９事 業者 と協定を 締結し ており ，事業者に は単身 高齢 者世帯等 で 何ら かの
異変を察 知した 場合に ，市町村 や警察 署等へ の連絡を 行って いただ いており ます。
また，毎年，協定 締結事業 者との 情報交 換会を開 催して 各事業 者の取り 組みを 紹介
していた だくな ど，地 域住民の 異変を 察知す るポイン ト等に ついて 話し合う 機会を 設
けている ところ です。

現

況

○

今後 も引き 続き，事業者等 との連 携強化 を図ると ともに，新た な事業者 との協 定締
結に向け て取り 組むな ど，地域 の見守 り活動 を推進し てまい ります 。

対
応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土

要
望
事
項

木

部

５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（４）県 内全域
② 空き 家対策 への取 組強化
全国の空 き家は 約 820 万戸と増 加の一 途をた どるなか 、本県 の総住 宅数に占 める
空き家数 の割合 は 14.6％(平成 25 年住 宅・土 地統計調 査)と全 国平均 を上回り 、今 後
も世帯数 の減少 等によ りさらに 増加し ていく ことが考 えられ ます。
空き家については、老朽化・管理不芳による景観面・衛生面・防災面の悪化対策
と賃貸物件としての利活用促進や中古住宅流通の活性化の両面に対して取組んでい
く必要があります。利活用促進という観点では、耐震基 準などを満たす戸建住宅や
賃貸アパートの空室を、供給量が不足する公営住宅の補完的機能として、子育て世
帯や高齢者などに行政が賃料を補助する形で活用することは、行政の公営住宅整備
にかかる財政負担と空き家の利活用促進双方の課題克服に繋がります。また、日本
の全住宅 流通に 占める 中古住宅 のシェ アは欧 米諸国の約 6 分の 1 の 15％程度 と低水
準 に あ り ま す 。 そ の た め に は 、 ホ ー ム イ ン ス ペ ク シ ョ ン (住 宅 診 断 )の 普 及 に よ り 住
宅性能を担保し、購入者の意欲高揚に繋げることも必要と考えます。引き続き、空
き家バンクの機能強化など、各市町村や業界 団体と連携し、空き家対策に取組んで
いただき たいと 考えま す。
○

空家等対策の推進に関する特別措置法において，県の役割は，空家等対策の実施主体
となる市町村への情報提供や技術的な助言などとされています。
○ このため，県では，庁内関係部局や関係団体との連携体制を構築し，市町村の取り組
む空家等対策が円滑に進むよう支援を行っているところです。
（１）庁内関係部局の連携体制の構築
庁 内 ６ 部 局 11 課 に よ る「 茨 城 県 空 家 等 対 策 連 絡 調 整 会 議 」を 設 置 し ，市 町 村 に 対 し て
必要な支援を行うための体制を整備しています。

現

況

（２）関係団体との連携体制の構築
県内の関係団体（茨城県弁護士会，茨城司法書士会，茨城県宅地建物取引業協会，茨
城県建築士会等）に対して，市町村協議会への参画や空家等に関する専門的な相談に対
する助言などの協力を要請しています。
（３）市町村に対する具体的な支援
市町村への情報提供や意見交換の場として，「市町村空家等対策連絡調整会議」を設
置するとともに，県内の関係団体や空家等対策の取り組みが積極的な市町村と連携し，
以下のような支援を実施しています。
①適切な法運用に係る支援
市町村が計画的に空家等対策に取り組むことができるよう，空家等調査の実施マ
ニュアルや空家等対策計画作成の手引き書などを作成。
②相談体制の整備に係る支援
市町村が開催する空き家相談会等への専門家派遣事業（弁護士・司法書士・宅建
業者・建築士の派遣費用を県が全額負担する事業）を実施。
③空家等の利活用に係る支援（インスペクションの普及と空き家バンクの活性化）
「空き家バンクへの登録を条件にインスペクション費用を補助する制度」を市町
村が創設するための手引き書を作成。

○
対
応

市町 村にお ける空 家等対策 の取り 組みが 一層促進 される よう，庁内関係 部局や 関係
団体，さら には市 町村 との連携 強化を 図りな がら，引き 続き積 極的 に支援し てまい り
ます。
○ また，空き家 活用 に対する 家賃補 助につ いては，平 成２９ 年度 に国にお いて，空 き
家を活用した子育て世帯や高齢者世帯など向け住宅への家賃対策補助制度の創設が
予定され ている ことか ら，国の 動向を 注視し てまいり ます。
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５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（４）県 内全域
③ 茨城国 体、東 京オリ ンピック 、パラ リンピ ックの県 内経済 への波 及
2019 年茨 城国体 と 2020 年東京 オリン ピック 、パラリ ンピッ クの二 大イベン トは 、
本県経済にとって大きな経済効果が期待されます。ついては、経済への波及効果を
最大限に発揮するため、国内外からの誘客増加に資するさまざまなインフラ整備、
選手・関係者滞在時の地元施設の積極活用に向け、地域産業と一体となった取組み
をお願いします。また、障がい者のための主要公共施設のバリアフリー化とユニバ
ーサルツーリズムに対応した観光地づくり（バリアフリー観光地 づくり）推進のた
めの観光 事業者 への指 導強化に 努めて いただ きたいと 考えま す。

茨城国体，東京オ リン ピック・パ ラリン ピッ クの開催 を見据 え，宿 泊施設の 受入体 制
の強化を 図るた め，民 間宿泊施 設の開 業や魅 力向上の ための 改修費 用につい て助成 して
おります 。
○

茨城 県宿泊 施設グ レードア ップ支 援事業
（第１回 ）申請 期間 平成２８ 年５月 １６日 ～６月３ ０日
補助
新規開業 ①新 た に 宿 泊 施 設 を 開 業 す る た め に 行 う 整 備 ・ 改 修 工 事
対象
②新たに 宿泊施 設を開 業するた めに行 う宿泊 需要等の 調査
事業
既存施設 ③宿泊施 設の魅 力向上 のために 行う整 備・改 修工事
の改修
④宿泊施 設の魅 力向上 のための 専門家 による 指導・助 言
補助率
① ，③１ ／２ ② ，④２ ／３
補助 上限
①， ③１０， ０００ 千円 ②，④１ ，００ ０千円
（第２回 ）申請 期間 平成２８ 年１０ 月７日 ～１１月 １１日
補助
新規開業 新 た に 宿 泊 施 設 を 開 業 す る た め に 行 う 整 備 ・ 改 修 工 事
対象
既存施設 宿泊施設 の魅力 向上の ために行 う整備 ・改修 工事
事業
の改修
補助率
１ ／２
補助 上限
８， ０００千 円

現

況

高齢者や 障害者 ，外 国 人などが 安心し て訪れ ることが できる 観光地 づくりが 求めら れ
ているこ とから ，宿泊 施設及び 民間観 光施設 の和式ト イレの 洋式化 に係る費 用につ いて
助成して おりま す。
○

トイ レ整備 推進事 業
補助対象 事業 宿泊施 設及び民 間観光 施設の 和式トイ レの洋 式化に 係る工事
補助率
１／２
補助上限
１０万 円/１基
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今後さ らに増 加が見 込める， 海外か らの観 光客誘客 を促進 するた め，以下 のとお り，
県観光物 産協会，県内 市町村，観 光事業 者等 と連携し た受入 体制整 備の取組 を行っ てお
ります。
○

○

県観 光物産 協会自 主事業へ の協力
・平 成 25 年 10 月 に ，協会 の中に インバ ウ ンド部会 を設置 し，県 と協力し て，海外か
らの観光 客誘客 をテー マとした 勉強会 をほぼ 毎月開催 してい ます。

県内各市町村，観光事業者等との連携（依頼）
ア ＮＴＴ東日本と連携した外国人観光客向け無料 Wi-Fi 提供環境等の整備推進
・外国 人観光 客が県 内 滞在中に インタ ーネッ トを利用 しやす い環境 を整備す るため，
ホテルや 旅館，飲食店 など観光 事業者 の施設 において ，光ス テーシ ョン（ NTT 東日
本の Wi-Fi ルー ター）の設置を 推進し てまい ります。これに より外 国人観光 客は，
光ステー ション の設置 施設にお いて無 料 で Wi-Fi を利 用する ことが できます 。
イ 外国人観光案内所の設置推進
ウ 各施設における決済サービス（カード決済，電子決済等）充実の推進
エ 県内各観光施設での多言語対応強化推進
オ 消費税免税店化の推進 等
〔商工労 働観光 部〕

【選手・ 関係者 滞在時 の地元施 設の積 極活用 】
○ 茨城 国体の 開催期 間中は， 併せて 延べ約 １２万人 の宿泊 者が見 込まれる ことか ら，
県では，市 町村と 連携 して，大会 日程や 県内 各競技会 場への アクセ ス等を勘 案しな が
ら，参加 者が会 場地近 くの宿泊 施設を 利用で きるよう ，準備 を進め ておりま す。
〔国体・ 障害者 スポー ツ大会局 〕

○

茨城 国体と 東京オ リンピッ ク，パラ リン ピックの 開催に より，国内外か ら本県 を訪
れる観光 客が増 大する ことが期 待され るため ，多様な観 光客の 要望 に対応し，観光客
の満足度 を高め ること で，繰り返 し本県 を訪 れていた だける よう，引き続き，県内各
市町村，宿泊施設等観光事業者と協力し観光客の受入体制の整備を図ってまいりま
す。
〔商工労 働観光 部〕

〇

想定 される 参加者 を確実に 県内に 宿泊さ せるため には，十分な 客室の確 保が重 要で
あります ので，市 町村 と連携の もと，各 宿泊 施設に協 力いた だ きな がら，県内 宿泊施
設の利用 に取り 組んで まいりま す。
〔国体・ 障害者 スポー ツ大会局 〕

対
応
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５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（４）県 内全域
④ 安心・ 安全な まちづ くりへの 取組強 化
法律・条例が遵守される治安の良い街づくりをめざし、警察官による地域パトロ
ールの強化、交通マナー指導の強化を求めます。特に本県は、自動車盗難や空き巣
の被害実 態が深 刻です 。また 、ニセ 電話詐 欺 による手 口も巧 妙化し ているこ とから、
各人が犯罪から身を守る防衛意識の高揚を図ることはもちろんですが、犯罪を起こ
させないための防犯システムを強化することや、犯罪の手口・防衛手段を県民に継
続的に啓蒙することで、安心・安全なまちづくりへの取組強化を図っていただきた
いと考え ます。

【地域パトロールの強化】
○ 県警察では、犯罪の発生状況等を踏まえ、侵入窃盗犯や自動車盗、ニセ電話詐
欺等の検挙及び抑止対策を展開しており、特に犯罪が多発する時間帯や地域等の
実態に応じたパトロール活動を強力に実施しております。
○ 県民には、巡回連絡やパトロールの際にパトロールカードを配布するなどして
防犯意識の高揚を図るとともに、不審者等に対しては職務質問を実施するなどし
て、犯罪の検挙や未然防止に取組んでおります。
○ また、例年、交通事故死者数が全国ワースト上位であることから、交通事故発
生状況に応じた交通指導取締りを実施し、特に、飲酒運転による交通事故を根絶
するため飲酒運転の取締りを強化しているほか、通学路の安全確保に向けた無謀
運転の取締りや地域住民に迷惑を及ぼす爆音暴走族等の取締りを展開しておりま
す。
〔警察本部〕
【交通マナー指導の強化】
○ 県内における平成 28 年の人身交通事故発生件数は 10,456 件 (※ ) となり，過去最
多の発生があった平成 12 年（25,429 件）から 16 年連続で減少しましたが，交通
事故死者数は前年より 10 人多い 150 人，死者数の全国順位は，ワースト 8 位とな
るなど，引き続き交通事故防止対策を推進することが必要です。 （ ※ 数 値 は 速 報 値 ）
○ 県では，茨城県交通対策協議会（茨城県経営者協会を含め 35 の機関・団体で構
成）の主唱による交通安全県民運動を推進しており，参加・体験・実践型の交通
安全教育や，多くの方々が利用する施設（道の駅や温浴施設，ショッピングセン
ター等）での交通通事故防止のための広報啓発活動などを実施しております。
○ また，年度初めや日没が早まる秋，年末といった事故が発生しやすい時季や，
交通死亡事故が多発した際などに，市町村等と連携のもと，広報車両や防災無線
等を活用し，制限速度の遵守や，夕暮れ時の早めのライト点灯など，安全な運転
行動をドライバーに直接呼びかける取組も実施しているところです。
〔生活環境部〕
○ 平成 28 年度の県政世論調査でも、警察に特に力を入れて取組んで ほしいことと
して、「地域のパトロールの強化」が第１位として挙げられていることから、今
後も継続して、それぞれの地域における犯罪発生状況を的確に分析し、情勢に即
したパトロール活動等を展開して、犯罪の未然防止や検挙に努めるとともに、地
域住民の安心感の醸成を図ってまいります。
〔警察本部〕
○ 交通マナーの向上を県民全体へ浸透させるためには，なお一層の継続的な取組
が必要であることから，引き続き，県民一人ひとりに交通安全意識を高めていた
だくための活動を推進し，交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図っ ていきま
す。
〔生活環境部〕
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５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（４）県 内全域
⑤ 医療体 制の充 実、医 師・看護 職員不 足解消
本県の人 口 10 万 人あた りの医師 数・看護職 員 数は全国 平均を 大幅に 下回ると とも
に、医療機関も絶対的に不足し、医療体制の地域偏在が深刻な状況にあります。本
県では、地域医療医師修学資金制度による医師確保や看護師の養成、定着促進を強
化されていますが、特に県北・鹿行地域における医療体制確保の要望が強いことか
ら、本県 の医療 体制充 実に向け 、一層 の取組 強化をお 願いし ます。
平成 27 年 12 月 17 日 に発表さ れた厚 生労働 省の「医 師・歯 科医師 ・薬剤師 調査」 の
結果によ ると，本 県の 人口 10 万 人当た りの医 師数（ 2014 年 12 月 31 日現在）は 全国平
均 244.9 人 を大幅 に下 回る 177.7 人で全 国 46 位にとど まって おり， 本県の医 師不足 が
顕著にな ってい ること から，よ り一層 の医師 確保と医 師の県 内定着 のために 必要な 対策
を充実さ せてい くこと が求めら れてい るとこ ろであり ます。
なお，二次保 健医療 圏 別の人口 10 万人 当たり の医師数 を見る と，前 回調査（ H24）と
比較して ，日 立保健 医 療圏は 6.4 人 ，常陸 太 田・ひ たちな か保健 医 療圏は 5.9 人 ，鹿行
保健医療 圏は 2.1 人増 加してい るもの の，い ずれの保 健医療 圏も全 国平均値 を大き く下
回ってお り，医 師不足 は深刻な 状況に ありま す。
○医療体 制確保 につい て
救命率の 向上や 後遺障 害の軽減 を図る ため ，平成 22 年 ７月か ら本県 独自のド クタ
ーヘリを運航しておりますが，県北・ 鹿行地域などの県境地域につきましては，福
島県ドクターヘリの相互利用や千葉県ドクターヘリの共同利用など，隣接県との連
携により 体制の 充実を 図ってい るとこ ろです 。
また ，日製 日立総 合病院本 館棟の 建替 や 鹿行南部 地域夜 間初期 急患セン ターの 開設
への支援 を行い ，医療 機能の充 実を図 ってい るところ です。
神栖 済生会 病院と 鹿島労災 病院に つきま しては ，両病 院，県，神栖市 ，医師 会等か
ら構成さ れる再 編統合 協議会が 昨年８ 月に設 置 され，現 在，協議 が 進められ ている と
ころです 。
○医師確 保対策 につい て
医師数の 不足や 地域偏 在を解消 するた め，県 では地域 医療支 援セン ターを核 として，
高校生・医 学生・研 修 医・医師そ れぞれ の段 階に応じ た総合 的な医 師確保対 策を実 施し
てまいり ました 。
特に，地 域医療 医師修 学資金貸 与制度 （地域 枠）の定 員につ いては ，７大学 ５３名
まで段階 的に増 やして きており，将来，県内 の医師不 足地域 等で勤 務する医 師の養 成に
努めてい るとこ ろです 。
また，「 若手医 師教育 研修立県 いばら き」を スローガ ンに， 国内外 の実力派 講師を
招いた特 訓ゼミ や教育 回診など，魅力的 で特 色ある研 修機会 を提供 し，先進的 な取組 み
として県 外にも 広くＰ Ｒするこ とによ り，医 師の県内 への定 着を促 進してお ります 。
さらに，県北・鹿 行 地域 など の医師 確保対 策として，自治医 科大 学卒業医 師の派 遣や
医科大学 への寄 附講座 の設置に も取り 組んで きたとこ ろです 。
今後は， 地域枠 制度等 を活用し ，県内 医師不 足地域等 で一定 期間勤 務するこ とにな
る医師が 増えて くるこ とから，地域医 療支援 センター におい てキャ リア形成 支援を 行う
とともに，県北，鹿行 地域を含 む医師 不足地 域の医療 機関へ のバラ ンスのよ い配置 を行
うことに より， 医師の 地域偏在 の解消 に努め てまいり ます。
県といた しまし ては， 引き続き ，総合 的な医 師確保対 策を継 続的か つ着実に 実施す
ることに より， 医師の 確保と偏 在の解 消 を図 ってまい ります 。
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○看護師 の養成 ・定着 促進につ いて
県では ，①養 成の確 保 ②定 着の促 進 ③ 再就業の 促進 ④資質 の向上の ４点を 掲
げ，様々 な対策 を総合 的に講じ ている ところ です。
中でも ，新 人看護 職員 の早期退 職や結 婚・出産 などを契 機とし た離職 が多いこ とから，
特に，定 着と再 就業の 促進に力 を入れ て取り 組んでお ります 。
定着の促 進につ いては ，病院内 保育所 の整備 や運営に 係る助 成や， 多様な勤 務形態
の導入推 進，定着 促進 コーディ ネータ ーの派 遣による 職場環 境改善 の助言指 導，さら に
は早期離 職を防 止する ため の新 人看護 職員研 修への助 成など ，看護 職員が働 き続け るこ
とのでき る魅力 ある職 場環境づ くりの 支援を 継続して まいり ます。
再就業の 支援に ついて は，現在 ，県看 護協会 と連携し ，ナー スバン ク事業を とおし
た再就業 相談や 就業あ っ旋，再就 業に必 要な 看護実践 能力を 高める 再就業支 援研修，ナ
ースセンターの相談員がハローワークに出向いて再就業相談に応じる事業などを実施
しており ます。
また，就 職アド バイザ ーを県北 ，鹿行 ，県南 ，県西地 域に配 置し， 身近な地 域で再
就業支援 研修が 受けら れる体制 をとっ ており ます。
これらの 事業を とおし まして ， 今後と も看護 職員の確 保に取 り組ん でまいり ます。
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５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（４）県 内全域
⑥ ＪＲ常 磐線延 伸に伴 う新たな 観光客 誘致
平成 27 年 3 月の ＪＲ常 磐線の品 川駅延 伸は、東京・神 奈川方 面から の茨城来 県に
対する機運醸成に寄与するものと考えます。電車で来県される観光客に対し、本県
の観光資源のＰＲを強化することで、魅力度向上に繋げていただくことを要望しま
す。
平成２７ 年３月 の上野 東京 ライ ンの開 業によ り，首 都圏と の交流 拡 大が期待 されて い
る中，平成 ２８年 １月 から３ヶ 月間，Ｊ Ｒ東 日本や県 内市町 村など と連携し た大型 観光
キャンペ ーンを 実施す るなど， 首都圏 からの 誘客を促 進して おりま す。
ま た ， 茨 城 県 北 芸 術祭の 開 催 （ 9/17～ 11/20） に 合 わ せ ， 芸 術 祭 の入場 券 （ パ ス ポ ー
ト）と宿泊 を組み 合わ せたプラ ンが割 引とな る「電子ク ーポン 」及 び「宿泊割 引券」を
発行する など， 県北地 域への誘 客を促 進して おります 。

○大型観 光キャ ンペー ン
・イベン ト列車 の運行 （ 7 本， 上野駅 ～水戸 駅，上野 駅～磯 原駅な ど）
・周遊バ スの運 行（2 コース， 水戸駅 ～袋田 の滝，水 戸駅～ 西山荘 など）
・産直市 の開催 （横浜 ・品川・ 上野・ 八王子 ・大宮）
・旅行商 品の造 成（ 24 商品）
・首都圏 主要駅 におけ るポスタ ーの掲 出（ 877 駅）な ど

現

況

○茨城県 北芸術 祭の「 電子クー ポン」 ・「宿 泊割引券 」
・電子ク ーポン ：宿泊 予約サイ トで発 行
5,000 円 の利用 に対し 割引額 2,500 円(負担額 ：県 2,000 円， 宿 500 円)
・宿泊割 引券： 往復は がきによ る受付
5,000 円 の利用 に対し 額面 2,500 円の 割引券 を発行(負 担額： 上記に 同じ )
発行枚数 6,000 枚 （電子 クーポ ン 5,500 枚，宿 泊割引 券 500 枚 ）
利用期間 ９/16～11/21（ 芸術祭 開催期間 の前日 から終 了日の翌 日まで ）
県北６市 町(日立 市，高 萩市，北 茨城市 ，常陸 太田市，
対象施設
常陸大宮 市，大 子町 )に 所在する ホテル ・旅館 ・民宿
１人あた り２枚 まで
利用限度
（宿泊料 金 10,000 円以 上に対し ，5,000 円の 割引）
対象者
県外居住 者のみ
○その他
・都営バ スへの ラッピ ングバス 広告（ ８台）
・四季の ポスタ ーの掲 出（首都 圏主要 駅約 300 箇所ほ か）
・広報媒 体の活 用（テ レビ朝日 ，テレ ビ神奈 川，テ レ ビ埼玉 など）
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県では ，「お もてな し 県民大会 」やお もてな し講座の 開催，啓発ハ ンドブッ クの配 布，
観光マイ スター の認定 等により ，全県 的なお もてなし 向上に 取り組 んでおり ます。
○

いば らきお もてな しレベル アップ 事業
全 県的な おもて なし気運 の醸成
・お もてな し県民 大会（平 成 28 年 7 月 3 日 (常陸 太田市 民交流 ｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾃｨｰﾎｰﾙ)）
内 容：基 調講演 ，事例発 表 な ど
参 加者： ホテル ・旅館事 業者， バス， タクシー 事業者 ，観光 ボランテ ィア，
学生等 約 1,000 名
・街 頭キャ ンペー ンの実施 平成 28 年 7 月 1 日 （ 水戸駅 ，新鉾 田駅前）
平成 28 年 7 月 4 日 （ 土浦駅， 日立駅 ，下館 駅前）
・お もてな しハン ドブック の配布
・お もてな し事例 集の作成 （ 29 団 体 34 事例をＨ Ｐ上に 公開）
イ 観 光事業 者等の おもてな し向上
・ おもて なし講 座の開催 （６地 域×２ 回）
第１回 ７月 25 日～８ 月３日 の間に ６回， 237 人参 加
第２回 １月 16 日～２ 月１日 の間に ６回予定
・ 観光ボ ランテ ィアガイ ドの研 修費用 助成
ウ い ばらき 観光マ イスター 制度
・ いばら き観光 マイ スタ ー認定 試験（ 筆記）
実施日 ：平成 28 年 10 月 23 日 ，10 月 26 日
受験者 数：501 名（う ち 294 名合格 ）
・いばら き観光 マイス ターＳ級 認定試 験（面 接による 接遇試 験）
実施日： 平成 29 年 2 月 3 日， 5 日（ 予定）
［参考］ 平成 27 年度認 定状況
区 分
受験者
合格者
観光マイ スター
５０９名
２８２名
観光マイ スター Ｓ級
１７６名
４７名
ア
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世界 最先端 のつく ばサイエ ンスツ アー，県北地域 の果樹 狩り，ひたち海 浜公園 のネ
モフィラ・コキア，日 本遺産に 認定さ れた弘 道館や偕 楽園な どと周 辺の観光 資源を 組
み合わせ た「 着地型・体験型 」旅行 プラン の 造成によ り，さらな る 誘客を図 ってま い
ります。
○ また，首都圏 の旅 行事業者 に対し て，日 帰り観光 バスツ アーの 造成を働 きかけ ると
ともに ，バン ジージ ャ ンプやマ リンス ポーツ などの様 々な体 験型ア クティビ ティの 充
実などに より，観 光客 の増大を 図るほ か，日 本一のサ イクリ ング環 境を目指 して進 め
られてい るつく ば霞ヶ 浦りんり んロー ドの環 境整備を 推進す るとと もに，サイク リン
グを活用 した自 転車ツ アーの誘 致など により ，スポ ーツツ ーリズ ム を推進し てまい り
ます。
○ さら に，県民 一体 となった おもて なし気 運の醸成 をはじ め，電 車で来県 される 観光
客の受入 体制の 充実を 図るため ，観 光案内 所 職員への 観光マ イスタ ー試験受 験の働 き
かけ，交通 事業者 や観 光事業者，観光ボ ラン ティアガ イド等 の知識 や接遇の レベル ア
ップなど ，引き 続き県 内のおも てなし 体制の 拡充に取 り組ん でまい ります。
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部

５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（４）県 内全域
⑦ 南北問 題の解 消
県南地域の発展が進むなか、発展地域の偏在化が顕著となり、地域 間格差の拡大
を懸念する声が多く寄せられております。県北地域の豊富な地域資源を活かした交
流人口の拡大や定住人口増加の取組み、企業誘致など産業の振興を図るなかで、調
和の取れ た県土 発展を 期待しま す。
○

県北 地域は，日立 市が県内 第２位 の製造 品出荷額 を誇っ ており ，日立港区 では自 動
車の輸出入拠点としての機能が高まるとともに，東京ガスによるＬＮＧ基地が稼働
し，さらに，水戸北 部 中核工業 団地や 宮の郷 工業団地 などで も活発 な生産活 動が行 わ
れており ます。

○

また，袋田の 滝や 竜神大吊 橋，五浦 温泉 や六角堂 な どは，本県 でも有数 の観光 地と
なってお ります ほか，「常陸秋 そば」や「あ んこう」などは 全国ブ ランドと なって お
り，他の 地域に はない 魅力を持 つ地域 です。

○

しか しなが ら，県 北地域は ，人 口の減 少 や少子・高齢 化の急 速 な進展に 加え ，地域
産業の低 迷によ る地域 活力の低 下が懸 念され るなど厳 しい状 況にあ ります。

○

この ため，県 北地 域の振興 を県政 の最重 要課題の 一つと 捉え，産業の振 興と働 く場
の確保な どによ る定住 人口の確 保をは じめ，交流人口 の拡大，医療 や福祉な ど生活 環
境基盤の 充実な どに取 り組んで いると ころで す。

○

県北 地域に おいて ，定住人口 を確保 する ためには，企業誘 致や 産業の振 興など を通
して働く 場を確 保する 必要があ り，宮の 郷な ど工業団 地への 企業誘 致をはじ め，新た
なビジネスを創出するための支援やインターンシップを希望する大学生の新鮮なア
イデアに よる地 元企業 の新商品 開発や 事業改 善など ，企業 活動の 活 発化に努 めてお り
ます。
また，今後 とも成 長が 見込まれ るクリ エイテ ィブ企業 等の進 出を促 進するた め，シ
ェアオフ ィスの 整備や 事業所開 設への 支援に 取り組ん でおり ます。

○

さら に，都 内にお ける移住 相談窓 口やイ ベント等 での情 報発信 に努める ととも に，
県北地域 への移 住希望 者に対し ，実際 の生活 や就労な どが体 験でき る「お試 し居住 」
の機会を 提供す るなど，県北地域 への移 住・二地 域居住の 推進に 取り組 んでおり ます。

○

交流 人口の 拡大に つきまし ては，袋 田の 滝や温泉 などに 加え，竜神大吊 橋での バン
ジージャンプや奥久慈トレイルレースなど県北地域の豊かな自然を活用したアウト
ドアスポ ーツの 魅力発 信，ジオパ ークツ アー の開催な どによ り，観 光客の誘 致に努 め
ているほ か，農家民 泊 を中心と した体 験型の 教育旅行 などに よる誘 客の促進 に積極 的
に取り組 んでお ります 。
ま た ， 平 成 28年 秋に は 「 KENPOKU ART 2016 茨 城 県 北 芸 術 祭 」 を開 催 し ， 県 北 地 域
の 魅力 発 信 や 交流 の 一 層 の拡 大 に 取 り組 み ， 約 77万 6千 人の お 客 様 に お 越し い た だい
たところ でござ います 。

○

農林 業にお きまし ては，常陸 大黒や 奥久 慈しゃも など特 産品の 販路拡大，中央省 庁
等のそば 店や首 都圏の そば店等 と連携 した常 陸秋そば の知名 度向上 ，間伐 の推進 や木
質バイオ マスの 利活用 促進，さらに 地元農 産 物を活用 した新 商品開 発や先進 的な事 業
者の誘致 など六 次産業 化を推進 してお ります 。

○

生活 環境や 交通基 盤の充実 を図る ため，広域連携 による ドク タ ーヘリ運 航やへ き地
医療拠点 病院へ の医師 派遣など 地域医 療の充 実，過 疎地域 におけ る バス路線 の維持 支
援など地 域公共 交通の 確保に取 り組ん でおり ます。

○

今後 とも，地 元市 町，関係団 体など との 連携を一 層強め ながら ，県北地域 の資源 を
十分に活 用し， 活力あ る地域づ くりに 取り組 んでまい ります 。
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５．企業 が立地 してい る地域別 にみら れる要 望につい て
（４）県 内全域
⑦ 南北問 題の解 消
県南地域の発展が進むなか、発展地域の偏在化が顕著となり、地域間格差の 拡大
を懸念する声が多く寄せられております。県北地域の豊富な地域資源を活かした交
流人口の拡大や定住人口増加の取組み、 企業誘致など産業の振興を図るなかで、調
和の取れ た県土 発展を 期待しま す。
○

H27年 までの 過去 ５年間の 工場立 地動向 調査（電 気業を 除く ）によると ，県北 地域
の立地状 況は ，県全 体 の立地件 数 256件 のう ち58件，23％（臨海37件，14％ ，山 間21
件，8％），面積453haのうち135ha，30％（ 臨海102ha，22％，山 間33ha，7％）と
県西，県 南地域 と比し てもほぼ 同等の 立地状 況となっ ている 。

【地域別立地動向】※電気業を除く
5 年 間 (H23-27)
件数
構成比

現

県北
県北臨海
県北山間
県央
鹿行
県南
県西
計

況
○

○

H28 上 期
件数
構成比

5 年 間 (H23-27)
面積
構成比

H28 上 期
面積
構成比

58 件

23 ％

6件

33 ％

135 ha

30 ％

5 ha

7 ％

(37 件 )
(21 件 )

14 ％
8 ％

(5 件 )
(1 件 )

28 ％
6 ％

(102 ha)
(33 ha)

22 ％
7 ％

(5 ha)
(1 ha)

6 ％
1 ％

29 件
28 件

11 ％
11 ％

１件
0件

6 ％
0 ％

76 ha
75 ha

17 ％
17 ％

1 ha
0 ha

1 ％
0 ％

73 件
68 件

29 ％
27 ％

6件
5件

33 ％
28 ％

85 ha
82 ha

19 ％
18 ％

33 ha
32 ha

46 ％
46 ％

256 件

100 ％

18 件

100 ％

453 ha

100 ％

71 ha

100 ％

県 北 臨 海 部 に お い て は ， 新 エ ネ ル ギ ー や EV・ ハ イ ブ リ ッ ド を はじ め と す る 電 機 機
械産業や 日立建 機，コ マツなど 建設機 械メー カーの拡 張や関 連企業 の立地が 進むと と
もに，日 立港区 には， 東京ガス LNG基地の 営 業運転を 開始し たとこ ろ。
県北 山間部 の宮の 郷工業団 地には，豊富 な森林資 源を活 かし，集成材用 のラミ ナを
生産する 製材工 場や木 材乾燥施 設，木 材チッ プを活用 したバ イオマ ス発電関 連企業 な
どが立地 してい る。

〇

対
応

震災 からの 早期復 興を図る ため，本 県が 中心とな って強 く働き かけまし た結果，国
に創設い ただき ました「津波・原子 力災害 被災 地域雇用 創出企 業立地 補助金」や，「茨
城産業再 生特区 」に係 る 税制上 の特例 措置，平成２７ 年度に 創設し た ，県及 び県開 発
公社等の 工業団 地の用 地取得費 を補助 する「 立地促進 対策補 助事業 」などのま 優遇制
度を最大 限活用 し，１ 社でも多 くの企 業立地 の実現に 努めて いると ころであ ります 。
＜津 波・原 子力災 害 被災地域 雇用創 出企業 立地補助 金＞
○ 採択件 数（県 内）：６ ３件（ １次 :13 件，２ 次:９件 ，３次 :８件，４ 次:5 件，
５次:12 件，６ 次：16 件）
○これに よる投 資計画
・立地 面積:約 126ha ・投 資予定 額:約 957 億円 ・新規 地元雇用:991 人
＜茨城 産業再 生特区 に 係る税 制上の 特例措 置（ H28.12 末現 在）＞
○ 指定件 数：733 件／534 社
○ 新規設 備投資 の見込み 額： 5,427 億 円
○ 被災者 雇用対 象者： 52,134 人
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○

これ らの立 地補助 金や特区 制度な どを活 用しなが ら，北 関東自 動車道や 港湾な どの
充実した 広域交 通ネッ トワーク ，比較 的安価 な地価な ど県北 地域の 特性を幅 広くＰ Ｒ
しながら ，建設 機械関 連産業や 木材関 連産業 などを中 心に当 地域へ １社でも 多くの 企
業の立地 を図っ てまい ります。

〇

さら に，本 社機能 移転につ きまし ては，国が創設 した地 方拠点 強化 税制 に加え ，本
県独自の 全国ト ップク ラスとな る県税 の優遇 措置を設 けると もに，今後，さら に本社
の全面移 転や本 社の複 数部門の 移転を 加速化 させてい くため，新た に，企業の 本社機
能移転費 用に対 する最 大１億円 の補助 金を創 設するな ど，優 遇制度 の拡充を 図って お
り，今後 も，本 社機能 の移転を 強力に 推進し てまいり ます。

対
応
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
農林水 産部
要
望
事
項

６．震災 からの 復興な ど時事の 課題に 対する 取組みに ついて
① 県産 品の美 味しさ や安全性 の広報 ・ＰＲ 強化
震災か ら 5 年 が経過 し た現在に お いて も、県 産品への 風評被 害を完 全には払 拭で
きており ません 。本県 は、農業 産出額 が全国 第 2 位 であり 、農商 工 連携や 6 次産 業
化推進の上でも、県産品の安全性に関する一層の広報・ＰＲが望まれます。このた
め、諸外国が実施している輸入規制解除へ向けて、国に対して引き続き働きかけを
行うとと もに、 県産農 林水産物 等の安 定出荷 に資する 支援拡 充を要 望します 。
（県産農 産物の 安全性 の広報・ PR）
○ 農林 水産物 につい ては、放射 性物質 の検 査を徹底 して行 い、県 のホーム ページ や検
索機能を 備えた 専用ホ ームペー ジで公 表す る とともに、報道機 関、市場・量販 店など
への情報 提供を 実施し ておりま す。
・放射性 物質検 査結果 の専用ホ ームペ ージの 開設
平成 24 年 4 月か ら、 品目や日 付、地 域など から結果 を検索 できる 専用ホー ムペ
ージを開 設し、 迅速か つ分かり やすく 検査結 果を公表
H28 年度 実績：320 品目 、158,844 品目 を公表 （H28 年 12 月末 現在）
・メディ アを活 用した 販売 PR
茨城をた べよう ホーム ページの 活用や 、テ レ ビやラジ オ、各種広 報 誌などの メデ
ィアを活 用し、 食の専 門家によ る広範 囲な情 報発信を 県内外 に向け て実施
○

また、首都圏の量販店等で販売促進キャンペーンなどを継続的に実施するととも
に、本県の 検査体 制や 検査結果 につい て情報 提供を行 い、本県 産農 林水産物 の安全 性
に対する 消費者 の理解 促進と不 安払拭 に努め ておりま す。
・フェア やイベ ント等 の開催
首都圏の 量販店 に茨城 県産農産 物の試 食販売 コーナー を設け、本県 農産物の 新鮮
さや美味 しさを ＰＲ（ H28 年 12 月末現 在、延 べ 118 店 舗、延 べ 605 日開催） 。

○

これ らの取 組によ り 、市場 シェア は回復 してきて おり、 平成 28 年東京都 中央卸 売
市場にお ける本 県産農 産物の取 扱高は 、震災 前の水準 にまで 回復し たところ です。

現

況

（参考） 各市場 におけ る本県青 果物取 扱高
東京
関西
※
北海
道

(％)

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

10.2

10.4

10.5

9.2

9.4

10.0

9.5

10.0

10.5

2.0

2.1

2.2

1.8

1.7

1.9

1.7

2.1

-

5.0

5.4

5.5

5.0

5.6

5.5

5.4

6.0

-

※大阪中央市場、京都市中央市場、神戸市中央市場

対

応

（輸入規 制解除 の取組 ）
○ 現在 、本県 産の食 品に対して 31 の国・ 地域が、 輸入停 止や輸 出証明の 添付等 ，何
らかの規 制を行 ってお ります。
○ この ため、本 県で は H28 年 3 月に 栃木県 や群馬県、千葉県、福 島県の 5 県合同 で台
湾に対し て規制 解除に 向けた要 請活動 を行っ たほか 、国に 対して 諸 外国に対 する働 き
かけの実 施等を 要請し ておりま す。
○ 今後 とも、農 林水 産物の放 射性物 質検査 を行い、迅 速で分 かり やすい結 果の公 表と
本県の検 査体制 や検査 結果につ いて消 費者へ の適切な 情報提 供に努 めるとと もに 、本
県産農産 物の美 味しさ を県内外 にＰＲ する活 動を行っ てまい ります 。
○ また、輸入規 制を 行ってい る諸外 国・地 域に対す る速や かな輸 入規制措 置撤廃 の働
きかけや農林水産物等の安全性に関する正確な情報発信を国に対して働きかけてま
いります 。
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平成２８ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
生活環 境部・ 商工労 働観光部 ・土木 部・企 業局

要
望
事
項

６．震災 からの 復興な ど時事の 課題に 対する 取組みに ついて
② 自然 災害へ の備え としての 社会イ ンフラ 拡充
「平成 27 年関東・東 北 豪雨」に よる常 総市を 中心とし た大規 模水害 では本県 も甚
大な被害 を受け ました 。これま での代 表的な 自然災害 である 地震、津波、大 型台風 、
豪雪、豪雨等だけでなく、異常気象による災害も将来に亘るリスクであり、防災・
減災対策の強化を求める要望が数多く寄せられています。そうした被害防止策を図
るためにも老朽化した橋梁・道路・排水・堤防等ハード面のインフラ整備と被害を
想定した様々な対応策が急務と言えます。就業者の安全確保や事業の早期復旧のた
め、以下 の具体 的施策 を要望し ます。
（１）災 害発生 を想定 した避難 経路や ハザー ドマップ の整備
（２）災 害時、 地域幹 線道路の 通行可 否や支 援物資提 供の広 報強化
（３）給 水施設 などラ イフライ ンの確 保
（４）被 災企業 による サプライ チェー ンの途 絶リスク 低減に 向けた 支援
（設備稼 働・発 注の代 替など）
（５）「 被災者 生活再 建支援制 度」の 適用要 件拡大、 支援支 給額の 拡充
（１）
市町村においては，水防法及び土砂災害防止法により，浸水想定区域及び土砂災
害警戒区域において，ハザードマップ等による住民への周知を行うよう義務づけら
れているとともに，地震防災対策特別措置法により，地震・津波ハザードマップを
作成することに努めることとされていることから，県では，これらに関する市町村
への作成支援や助言等を行っています。

現

【市町村におけるハザードマップ作成状況】
○洪水ハザードマップ （Ｈ28.12 末現在）
・作成済：浸水想定のない牛久市，桜川市以外の全 42 市町村
※河川ごとに最大規模の浸水を想定した区域図を基に改定していく。
【県】洪水ハザードマップ改定の基礎となる新たな浸水想定区域図を平成 29
年度中に市町村へ提供できるよう， 15 河川の区域図を見直すとともに，２河
川の区域図を新たに作成。
○土砂災害ハザードマップ （Ｈ28.12 末現在）
・作成済：警戒区域がない河内町，八千代町，五霞町，境町以外の全 40 市町村
【県】警戒区域指定後１年以内を目途に対応するよう助言。

況

○地震ハザードマップ （Ｈ28.12 末現在）
・作成済：39 市町村
・未作成：５市町村（北茨城市，那珂市，大洗町，東海村，大子町）
【県】県耐震改修促進計画（計画期間：平成 19 年度から平成 27 年度）に位置
付け，作成を促進。

○津波ハザードマップ （Ｈ28.12 末現在）
・公表・改定済：沿岸全 10 市町村
【県】
・平成 19 年度：作成の基礎となる津波浸水想定区域を公表。
・平成 24 年度：東日本大震災を踏まえた津波浸水想定を公表，改定を促進。
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（２）
災害時における県管理道路の道路通行規制情報について，公益財団法人日本道路
交通情報センターを通じたラジオ放送のほか，県のホームページによる周知等，各
種媒体により発信しています。
被災地への支援物資の供給については，被災地の要望を確認し，県の保有する公
的備蓄物資や，民間事業者の保有する流通在庫備蓄物資から，必要な物資を集積拠
点に配送することとしています。
また，物資の仕分けや配送に当たっては，県トラック協会などの配送事業者に委
託することとしています。
しかし，関東・東北豪雨災害や熊本地 震では，被災地の要望の把握や，物資の仕
分け，配送に支障が生じたことから，被災地の災害対策本部が避難所ニーズを迅速
に把握し，県と情報共有を図ることや，集積拠点及び避難所への配送の仕組みを構
築することが必要と考えています。
（３）
茨城県地域防災計画が想定する南関東直下型地震等を想定し，企業局が所管する
浄水場のうち，送・配水ポンプ棟など水道施設の耐震化や異なる広域水道事業間に
おける緊急連絡管の整備を進めています。
また，地震時における液状化等の被害が懸念される管路の更新（耐震化）を進め
ております。
現

況

＜第２次 耐震化計画＞
事業期間：H26～H35
総事業費：約 72 億円
内 容
送・配水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟など
耐震補強
場内配管
緊急連絡管の整備(事業間)

対 象
５浄水場
３浄水場
３ルート
県 南 ～ 県 西 (2 ﾙｰﾄ)
鹿 行 ～ 県 中 央 (1 ﾙｰﾄ)

＜管路更新（耐震化）計画＞
事業期間：H24～H36
総事業費：約 640 億円
工事内容：液状化の被害が懸念される約 320km の管路を，地震に強い耐震管路へ更
新する。
延長
事業費
上水
約 158km
約 270 億円
工水
約 165km
約 370 億円
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（４）
東日本大震災では，橋梁施設の損壊や法面被害，さらには津波による冠水等によ
り通行止めが生じたことから，
「復興みちづくりアクションプラン」に基づいて災害
に強いみちづくりの実現に向けた取り組みを進め，大規模災害時において命にかか
わる救援支援活動や物資輸送活動等の緊急輸送を円滑に行う上で大きな役割を担う
緊急輸送道路の機能強化を図っています。
また，事業継続計画いわゆるＢＣＰにつきましては，平成 23 年度から５か年間に
わたり，中小企業への普及啓発や策定支援に取り組んできたところです。

現

況

さらに，県では，災害その他突発的事由の発生からの復旧・復興及び地震災害予
防対策に取り組む中小企業を支援するため「災害対策融資」を設けております。
東日本大震災については災害対策融資の特例として「東日本大震災復興緊急融資」
を設け，震災に より経営に支障を来している企業の資金繰りを支援しておりますほ
か，平成 27 年関東・東北豪雨においても，災害対策融資の特例として設けた「平成
27 年９月関東・東北豪雨災害緊急対策融資」を平成 28 年度も継続して実施し，被
害を受けた中小企業の災害復旧や経営安定化を支援しております。
なお，東日本大震災や関東・東北豪雨災害に際しては，関係団体等の協力を得な
がら被災した中小企業の相談窓口を設置し，資金繰りや設備改修などの相談に対し
て，迅速かつきめ細やかに対応したところです。
加えて，被災した設備等の早期復旧を図るため，東日本大震災においてはグルー
プ補助金，関東・東北豪雨災害においては被災中小企業事業継続支援事業を実施し，
被災中小企業の事業再開を支援しております。
【災害対策融資】
融資利率：年 1.4％～2.2％
限 度 額：設備 5,000 万円，
運転 3,000 万円，
併用 5,000 万円
償還期間：設備 10 年以内（据置３年以内）
運転 ７年以内（据置２年以内）
併用 ７年以内（据置２年以内）
保 証 料：0.45％～1.9％
【東日本大震災復興緊急融資】
融資利率：年 1.2％～1.5％
限 度 額：設備 8,000 万円，
運転 8,000 万円，
併用 8,000 万円
償還期間：設備 10 年以内（据置３年以内）
運転 10 年以内（据置２年以内）
併用 10 年以内（据置２年以内）
保 証 料：0.7％又は 0.45％～1.9％
※保証料補助：５割
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【平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害緊急対策融資】
融資利 率： 年 1.2％ ～ 1.6％ （取 扱金 融機 関 毎に１ 貸付 先あ たり ， 融資額 のう ち
1,000 万円まで貸付後 3 年間は 0.6%）
限 度 額：設備 8,000 万円，
運転 8,000 万円，
併用 8,000 万円
償還期間：設備 13 年以内（据置３年以内）
運転 10 年以内（据置２年以内）
併用 10 年以内（据置２年以内）
保 証 料：0.7％又は 0.25％～1.7％
※保証料補助：
直接被害 10/10 間接被害１/２
※利子補給：
直接被害 10/10
間接被害
融資額のうち 1,000 万円まで 10/10
融資額のうち 1,000 万円超１/２
利子補給は融資実行後３年間に限る。

現

況

（５）
県では，東日本大震災や関東・東北豪雨災害などに際して，被災者生活再建支援
法を適用し，全壊など被害の著しい被災者に対し支援を行っております。
制度の適用要件拡大，支援支給額の拡充につきましては，あらゆる機会を捉え，
国に対し要望を実施しており，今年度においては，平成 28 年５月 30 日及び 11 月
25 日に，担当官庁である内閣府に対して要望を行ってきたところであります。

【被災者生活再建支援法による支援金】
○適用要件
・10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
・100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
など
○被害区分と支給額（基礎支援金）
・全壊
100 万円
・大規模半壊
50 万円
・解体
100 万円
※半壊の場合，やむを得ず解体した場合に支援金の対象となる。
（解体を行わな
い場合は対象外）
○再建方法と支給額（加算支援金）
・建設・購入
200 万円
・補修
100 万円
・賃借
50 万円
【国への制度改正要望事項】
・被災者生活再建支援法の適用基準を，市町村の区域にとらわれない基準へ緩和
・支援金の限度額の引き上げ及び支給対象の半壊世帯への拡大
・被災者生活再建支援基金への国庫補助の拡大

88

現

況

【県独自の支援措置】
○茨城県被災者生活再建支援補助事業の創設（Ｈ 27 年４月）
・関東・東北豪雨災害で初適用。
・法の適用とならない市町村の被災者に対し支援金を支給（法と同額）。
○関東・東北豪雨災害における特例措置（Ｈ 27 年 11 月）
・法による支援対象とならない半壊世帯に支援金を支給（ 25 万円）。
○特例措置の恒久化（Ｈ28 年７月）
・今後起こり得る災害への備えとして，茨城県被災者生活再建支援補助事業を改
正し，上記特例措置を恒久化する制度を創設。
（１）ハザードマップについては，引き続き未作成の市町村に対し，作成支援や助
言等を行うとともに，避難経路についても，作成したハザードマップに基づ
く適切な設定がなされるよう，必要な助言等を行ってまいります。
（２）県管理道路の道路交通規制情報については，引き続き日 本道路交通情報セン
ターを通じたラジオ放送，県ホームページ等，各種媒体により発信に努めて
まいります。
支援物資の供給体制については，避難所ニーズの把握や県との情報共有を図
るため，今後，県防災情報ネットワークシステムの機能強化を検討するとと
もに，水戸市内に新たに整備する防災倉庫の活用や，関係団体等と連携した
物資の仕分け・配送等を行う仕組みの検討を進めてまいります。
（３）引き続き，水道施設の耐震化計画や管路更新（耐震化）計画に基づき，送水
ポンプ棟など建築物の耐震化工事や広域水道事業間における緊急連絡管の 測
量設計，管路の耐震化工事を進めます。

対

応

（４）引き続き，
「復興みちづくりアクションプラン」に基づいた災害に強いみちづ
くりをはじめ，各種インフラ整備により災害に強い県土づくりに努めてまい
ります。
また，企業自らが大規模災害への備えを行うことが重要であることから，国が
策定する「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」の活用や，これまで県が策定支援を
行った計画事例の公表，商工会等における普及啓発活動への補助を行うなどに
より，企業の主体的なＢＣＰ策定を支援してまいります。
さらに，災害からの早期復旧・復興を図るため，被災した中小企業の資金需要
を的確に捉え，円滑な資金調達 を支援してまいりますほか，大規模災害が発生
した場合には，関係団体等と連携して相談窓口を設置するとともに，被災の状
況に応じて必要な支援策を検討するなど，被災中小企業の早期復旧を図ってま
いります。
（５）被災者生活再建支援法による支援に つきまして は，同一災害の被災者が等し
く支援を受けられるよう，適用要件を緩和するとともに，近年における住宅
建設費用等の増加などを踏まえて，支援支給額を引き上げることが必要であ
ると考えております。
このため，県としては，引き続き，国に対 して制度の改正を要望してまいり
ます。
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