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平成２９ 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 用確保 ・人材 育成への 支援
① 雇用確保が難しい企業に対する採用支援・雇用助成制度の拡充
県内中小 企業か らは、 依然とし て雇用 確保を 課題とす る声が 数多く 寄せられ てい
ます。新卒者を始めとした就職活動における売り手市場が続く中では、就業希望者
の大手企業志向が強く地場中小企業を支える人材が不足しているものと考えられま
す。
今後、さらに少子高齢化が進み生産労働人口の減少が進んでいく中、本県におい
ても一部地域を除き人口減少が始まっております。こうした状況下で地域経済の活
性化を図るためには、雇用増加による地場企業全体の底上げが重要であると考えま
す。県内企業の雇用機会の増大への取り組み強化と雇用助成制度のさらなる拡充を
要望しま す。
〇

県で は，今 年度か ら国の補 助事業 「地域 活性化雇 用創造 プロジ ェクト」 を活用 し，
製造業・情報 通信業 の 今後成長 が見込 まれる 分野にお ける正 規雇用 の創出に 取り組 ん
でいます 。

〇

特に ，当 課で行 っ ている「戦略 分野雇 用 創造促進 事業 」にお い ては，離職者 等に対
し，正 規雇用 のため に 必要なビ ジネス マナー 等の習得 を目的 とした 基礎研修 と就職 予
定先企業 での実 務研修 等の実施 を通じ て雇用 機会の増 大を図 ってお ります。

〇

また ，学生 になる べく早い 時期に 県内企 業を知っ ていた だくこ とで就職 に結び つけ
るため，「イ ンター ン シップ促 進事業」によ る県内企 業での インタ ーンシッ プを促 進
しており ますほ か，「 大好きい ばらき 就職面 接会」や「 ＵＩＪ ター ン促進事 業」等 の
実施によ り，県 内企業 の雇用機 会の創 出を図 っており ます。

〇

雇用 助成制 度の拡 充につき まして は，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。

〇

引き 続き，「 地域 活性化雇 用創造 プロジ ェクト」や「ＵＩ Ｊタ ーン促進 事業」等 の
実施によ り，県 内企業 の雇用機 会の創 出に努 めてまい ります 。
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平成２９ 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 用確保 ・人材 育成への 支援
② 従業 員の教 育及び 人材育成 支援
県内企業からは長期的な従業員の確保と自社の持続的な発展のため、従業員の教
育及び人材育成が課題であるとの声が数多く寄せられています。中小企業等では、
人材育成のノウハウが不足しており、入職後に体系的・継続的に技術等を学ぶ機会
も少なく、若年者の高い早期離職率や技能者の高齢化により、技能の継承が危惧さ
れている 状況に ありま す。
専門技術修得や各種資格取得を始め様々なスキルを身に付ける事による従業員全
体の総合的な能力向上は、労働力人口が減少し雇用確保が難しくなっていく中で、
企業の生産性を向上させ県内経済の活性化に資するものと考えます。県におかれま
しては「いばらきの未来共創人材育成プロジェクト」として地域創生人材育成事業
に取り組んでおられますが、人材育成制度周知の強化と具体的なプロジェクトの実
施による 人材育 成支援 の強化を 要望し ます。
〇 県で は，国の「地 域創生人 材育成 事業」を 活用し，「もの づく り産業人 材育成 確保
事業」や「 建設関 係技 能者人材 育成確 保事業 」を実 施し ，製造 業及 び建設業 の若 年 技
能者の育 成を図 ってお ります。
【 も の づく り 産業 人 材育 成 確 保事 業 】
若年者や女性等を対象に，製造現場において実践的な雇用型訓練の実施による若年
技能者の育成・定着や，製造業への理解促進・イメージアップを通した訓練参加・入
職促進を行うとともに，雇用側の人材育成力の向上を図るため，従業員の職業能力開
発に関す る事業 所向け 研修会を 実施し ており ます。

現

①雇用型 訓練の 実施（ 製造現場 での実 践的な 訓練）
・訓練期 間：H29…6 ヶ 月 H30・ 31…10 ヶ月
・訓練定 員：90 人(H29:30 人，H30:30 人，H31:30 人)
②訓練参 加・入職 を促 すための チラシ・ホー ムページ やイメ ージア ップセ ミ ナー（訓
練説明会 ）の実 施
③中小企 業向け 人材育 成研修会 の開催 （内容 ：職業能 力開発 計画， 教育訓練 体系，
能力評価 ・判定 基準等 ，回数： 年 4 回 ）

況

【 建 設 関係 技 能者 人 材育 成 確 保事 業 】
建設関係 技能者 を育成 するため の分野 別訓練 カリキュ ラムを 作成す るととも に，訓
練カリキュラムを活用した実践的な雇用型訓練を建設現場等において実施すること
で，若年 技能者 の育成･定着を図 ってま いりま す。

対
応

① 新規入職 者向け 訓練カ リキュラ ムの作 成（ H29・H30 で 計 14 分 野を作 成）
② 雇用型訓 練の実 施（建 設現場で の実践 的な訓 練）
・訓練期 間：H30・31… 10 ヶ月
・訓練定 員：30 人(H30:15 人，H31:15 人)
③ 訓練参加・入職を促すためのチラシ・ホームページやイメージアップセミナー
（訓練説 明会） の実施
○ 「も のづく り産業 人材育成 確保事 業」に ついては ，平成 29 年度 の雇用型 訓練の 訓
練生が定 員 30 名 に達す るなど好 評を得 ており ，平成 30 年度 以降も 引 き続き事 業の積
極的な周 知・広 報を行 うなどし て，訓 練の実 施による 人材確 保に努 めてまい ります 。
○ また ，「建 設関係 技能者人 材育成 確保事 業」につ いても ，平成 30 年度か ら雇用 型
訓練を開 始する 予定で あり，新卒 者や離 職者 など幅広 く事業 の 周知・広 報を行 うこと
で，建設 技能者 の人材 確保に向 けた取 組を進 めてまい ります 。
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平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部・土 木部

要
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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 用確保 ・人材 育成への 支援
③ 建設業・運輸業における雇用確保・人材確保に対する支援
本県における建設業及び運輸業の人手不足、労働者の高齢化が一段と 深刻にな
っております。
建設業においては、防災対策を含む公共事業や、企業の環境対策にかかる工事、
茨城国体・東京オリンピック・パラリンピック関連事業等による工事発注状況は
好転しているものの、人手不足による人件費の高騰等、人材確保の問題が深刻で
す。
また、運輸業界においても圏央道開通等県内交通網が整備される中、ドライバ
ー不足に対する切実な意見も数多く寄せられています。本県経済の活性化を図る
上ではハード面の拡充も重要と思料しますが、年々ドライバー確保は厳しくなっ
ており、経済発展には人材確保が欠かせません。
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事から、
業界全体のさらなる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や
運輸業界においては資格取得の支援等、将来に亘り安定した雇用の確保・定着に
取り組んで頂きたいと考えます。
○

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。

○

また ，「 地方創 生 人材還流・定着 支援事 業」や「大好 きいば ら き就職面 接会」，「 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。

現

＜参考： 大好き いばら き就職面 接会 ＞
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，
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 29 年度は ，６月に 土浦， ７月に 水戸，１ ０月に 土浦・ 水戸で実 施しま した。

況

＜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〕
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【建設業関係】
○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の課題点の抽出と検証を進めております。
○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
設業界へ広く普及させるため，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 の生産性向上に向けた取組を進めて
おります。
○若年者の入職促進
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，主に小学生
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建設業インターンシップを実施しております。
〔土木部 〕
【運輸業 関係】
○

県で は，県 トラッ ク協会及 び県バ ス協会 に対して ，運輸 事業振 興助成補 助金を 交付
してお ります 。

○

県ト ラック 協会及 び県バス 協会で は，本 補助金を 活用し て，貨 物輸送や 旅客輸 送の
安全確保 ，雇 用確保・人 材確保 ，さら には ，労働 環境の整 備等に 取り組 んでおり ます。
○ 特に ，雇 用確保・人材確保 対策と しては ，会員 事業者 を対象 に ，大型 運転免 許取得
に対する 経費助 成や人 材確保セ ミナー 等を実 施してお ります 。
○ 加え て，労働 環境 を整え，離 職を防 止す るために，定期健 康診 断や睡眠 時無呼 吸症
候群スク リーニ ング検 査に対す る経費 助成な ど，ド ライバ ーに対 す る福利厚 生事業 も
行ってお ります 。
〔商工労 働観光 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，県内企業におけるインタ
ーンシップの促進や，新卒者と企業をマッチングする就職面接会の開催などにより，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。
○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。
〔商工労働観光部〕

【建設業 関係】
対

○

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。

応

〔土木部 〕
【運輸業 関係】
○

運輸 事業振 興助成 補助金を 通じて，引き 続き運輸 業の雇 用確保・人 材確保 に必要 な
取組みを 支援し てまい ります。
〔商工労 働観光 部〕
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平成２９ 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 用確保 ・人材 育成への 支援
④ 製造 業にお ける雇 用確保・ 人材確 保に対 する支援
本県製造 業にお ける雇 用確保・ 人材確 保の問 題は非常 に深刻 となっ ておりま す。
ものづくりに携わる技術者が高齢化していく中、若手の雇用が進まず企業存続の
ための技 術移転 等が進 められな いとの 声が多 数上がっ ていま す。
雇用確保 ・人材 確保の ため、以 下の具 体的取 り組みを 要望し ます。
（ア）企 業と学 生の出 会いの場 の増加 ともの づくり企 業のイ メージ アップへ の
取り組み
（イ）トライ アル雇 用 制度の周 知及び 利用増 加による 企業と 学生の マッチア ップ機 会
の拡大
（ウ）産 業技術 短期大 学・産業 技術専 門学校 の充実と 県内企 業の採 用機会の 拡大
（ア）企 業と学 生の出 会いの場 の増加 ともの づくり企 業のイ メージ アップへ の取り 組み
○「地方創 生人材 還流・定着支援 事業」や「 大好きい ばらき 就職面 接会」，
「い ばらき 就
職支援セ ンター」にお ける職業 紹介な どによ り，製造業 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。
【地方創 生人材 還流・ 定着支援 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 学や 産業 界と 連携 し，
県内 企業 にお ける イン ター ンシ ップ の促 進や 主に 都内 学生 を対 象と した 合同 就職
面接会の 開催等 により ，雇用機 会の創 出に努 めており ます。
【大好き いばら き就職 面接会】
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 。

現

平 成 29 年 度は， ６月に土 浦，７ 月に水 戸， 10 月 に土浦 ・水戸 で実施し ました。
【いばら き就職 支援セ ンター】

況

「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 。
〇

また，県では，県 内高校生 を対象 とし，ものづく りマイ スター 等の優れ た技能 を有
する技能 者が在 職する 事業所に おいて ，２ 日 間程度の 実践的 で効果 的なイン ターン シ
ップ（ 就業体 験）を行 っており ，生 徒の職 業 意識を養 い，ものづ く り産業な どへの 就
職の関心 を高め ，本県 のものづ くり産 業の振 興を行っ ており ます。
（実績 （平成 29 年３ 月 31 日現 在））
・参加者 数
・職種

145 名

製造業 ，自動 車整備， 建築大 工，和 裁等

・事業所 数

の べ 76 事 業所
〔商工労 働観光 部〕
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（イ）ト ライア ル雇用 制度の周 知及び 利用増 加による 企業と 学生の マッチア ップ機 会の
拡大
○

いば らき就 職支援 センター におい て，求 職者に対 しトラ イアル 雇用制度 を周知 する
とともに ，応募 者がい る場合は ，求人 企業に 紹介をし ており ます。
【平成 29 年度 12 月 5 日現在： 11 件】

現
（ウ）産 業技術 短期大 学・産業 技術専 門学校 の充実と 県内企 業の採 用機会の 拡大
〇

高度 かつ実 践的な ＩＴ技術 者を育 成する「産業技術 短期大 学校（ＩＴ短大 ）」では，
今年度からＩｏＴやビッグデータなどの新技術に対応できるコースを新設いたしま
した。また，ものづ く り技能者 などを 育成す る産業技 術専門 学院で は，企業の 人材ニ
ーズ等を 踏まえ た訓練 を実施し ており，適宜 ，カリキュ ラムの 見直 しや設備 の更新 を
行ってお ります 。

況
○

短大 校，学 院とも に，平成 28 年度修 了 生の就職 率は 100％で あり，そ のほと んど
が，県内 中小企 業とな っており ます。
（実績 （平成 29 年３ 月 31 日現 在））
・産業技 術短期 大学校 （ 1 校・2 訓練科 ）：就 職者数 32 名
・産業技 術専門 学院（ 5 学院・11 訓練 科）：就 職者数 128 名

○

製造 業を含 め，県 内企業が 人材の 確保を 図れるよ う，県内 企業 における インタ ーン
シップの 促進や，新卒 者と企業 をマッ チング する就職 面接会 の開催 などによ り，雇用
機会の創 出に努 めてま いります 。
○ 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
対

ます。
○

応

引き 続き，県 内高 等学校に 対して 制度の 更なる周 知・広報 に努 め，高校生 のイン タ
ーンシッ プを通 じても のづくり 産業の 振興を 図ってま いりま す。

○

引き 続き，企 業及 び求職者 ニーズ の把握 に努め，短 大校・学 院 の職業訓 練の充 実を
図ってま いりま すとと もに，１人で も多く の 修了生と 県内企 業のマ ッチング が進む よ
う，イン ターン シップ や合同企 業説明 会など の実施に 取り組 んでま いります 。
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平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部

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 用確保 ・人材 育成への 支援
⑤ 介護 福祉事 業者に 対する支 援強化
国内人口 の高齢 化が進 む中、本 県高齢 化率は 全国平均 を上回 ってお ります。
そうした 状況下 におい て、高 齢者介 護福祉 施 設の充実 は喫緊 の課題 と考 えま すが、
介護福祉事業者からは事業の継続・サービス維持のために も人材確保が課題である
との声が強くなっております。介護福祉施設の充実は、生産労働人口が減少する中
で労働者の介護離職等の防止にもつながり、県内経済の底上げにも寄与するものと
思われま す。
厚生労働 省にお いても 2020 年台 初頭に 向け「 潜在介護 人材の 呼び戻 し」「 新規参
入促進」「離職防止定着促進」による介護人材確保対策に取り組んでいますが、県
におかれましても介護人材の確保に尚一層注力し、介護福祉事業者に対する支援強
化を図っ て頂き たいと 考えます 。
○ 介護人材については，地域医療介護総合確保基金を活用するなど，「参入促進」，

「資質の向上」，「処遇・労働環境の改善」の３つの視点から，事業を実施し，
人材の確保と福祉介護事業者への支援を行っております。
[主な事業 ]
・潜在的有資格者等再就職支援事業
茨城県福祉人材センターにおいて，介護関係の資格を有しながら，現在介護
職に就いていない潜在的有資格者に人材センターへの登録届出を促し，求人情
報や研修等の情報を提供することにより，再就職に繋げることを目的として実
現

施しております。
・離職介護人材再就職準備金
茨城県社会福祉協議会において，介護の資格を有し，介護職場に就職した
が現在は離職している潜在的有資格の方に介護事業所等に再就職する場合に
必要となる費用に関し離職介護人材再就職準備金の貸付を実施し，介護人材の
呼び戻しと安定的な確保を進めております。

況

・介護人 材確保育成事業
派遣会社を通じて，介護資格のない就職希望者を介護施設等に派遣し，派
遣期間中に介護職員初任者研修を受講させ基本的な知識・技術を習得させるこ
とにより，直接雇用に結びつけ，在職職員が研修等に参加できる機会を確保す
ることにより，新たな人材の確保とともに資質の向上を図っております。
・エルダー・メンター制度等導入・支援事業
介護職員の早期離職防止を図り，新人職員の定着に向けた支援体制の構築を
を図るため，エルダー・メンター制度導入研修やエルダー・メンター養成研修
を実施しております。
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【処遇・労働環境の改善】
○

介護職員の更なる処遇改善を図るため，介護施設・事業所に対し，介護報酬に
おいて拡充された介護職員処遇改善加算の取得を働きかけております。

現

○

介護職員の負担軽減を図るため，介護施設・事業所に対し，ロボット介護機器
の導入費を助成するとともに，腰に負担をかけない介護技術の研修等を実施して
おります。

況

また，介護職員の仕事と子育ての両立を支援するため，介護施設・事業所内保
育施設の設置費や運営費を助成しております。

対

○

依然 として，介護 職員の不 足感が ある状 況である ため，引 き続 き「参入促 進」，「 資
質の向上 」，「処 遇・労働環境 の改善 」の３ つ視点か ら，こ れまで の取組の 充実や 実
施方法の 工夫等 により ，介護従 事者の 確保等 を図って まいり ます。

応

○

今後 も引き 続き，介護施設 や事業 所にお ける処遇・労働環 境の 改善を支 援する こと
により， 職員の 定着が 図れるよ う取り 組んで まいりま す。
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平成２９ 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 用確保 ・人材 育成への 支援
⑥ 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を要する事から、早急且つ
着実な対 策が重 要とな ります。
当協会において「工芸士認定制度」の創設への提言をしてきた中、県におかれま
しては平 成 28 年 度に「 工芸士認 定制度 」創設 に向け検 討委員 会を立 ち上げ、平成 29
年度予算に制度創設を盛り込んで頂きましたが、現在の進捗状況についてお聞かせ
願います 。
○

「茨城県伝統工芸品指定制度（※）」は，小規模零細が多い伝統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。
※今年度，茨城県伝統工芸士認定制度の創設と併せて，郷土工芸品から名称変更

○

「茨城県伝統工芸品指定制度」に基づき指定している工芸品は
４１品目 （平成 ２９年 １０月末 日現在 ）とな っていま す。

現

○

「茨城県伝統工芸品展」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３３ 回 茨城県伝統工芸品展」 開催 結果〉
・期間： 平成２ ９年１ １月１６ 日 (木） ～１９ 日（日）
・会場： 山新グ ランス テージつ くば
・内容： 伝統工 芸品の 展示・販 売，体 験教室 等
・出展者 数：１ ４品目 １７業者

況

〈「第３ ４回 茨城県伝統工芸品展」 開催（ 予 定）〉
・期間： 平成３ ０年３ 月１９日 (月）～ ２１日 （水・祝 ）
・会場： スパイ ラルガ ーデン（ 東京都 港区南 青山）
・内容： 伝統工 芸品の 展示・販 売 等

○

「工芸 士認定 制度 」について は，既に 認 定制度を 持つ１ ４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 員会実 施を経 て，平成２ ９年 7 月に「茨城県伝 統工芸 士」認定制度 を創設 し

対

たところ です。
応

○

今後 は，外部 有識 者等によ る審査 委員会 を実施し，伝統工 芸士 の認定を 行うと とも
に，県内 外での 伝統工 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 ，
伝統工芸 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２９ 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

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 用確保 ・人材 育成への 支援
⑦ 新卒 者・若 手社員 の雇用に かかる 支援強 化
県内企業は従業員の長期雇用及び自社発展のため、新卒者・若手の雇用に注力し
ておりま す。
団塊の世代が定年を迎える中、企業維持・発展のためにも若年層の雇用は重要な
経営課題 となっ ていま す。県に おかれ まして も「大好 きいば らき就 職面接会 」や「 Ｕ
ＩＪターン促進事業」「インターンシップ促進事業」により就職支援事業に取り組
んで頂い ており ますが 、若年層 雇用確 保のた めさらな る支援 を要望 します。
〇

県で は，今 年度か ら国の補 助事業 「地域 活性化雇 用創造 プロジ ェクト」 を活用 し，
製造業・情報 通信業 の 今後成長 が見込 まれる 分野にお ける正 規雇用 の創出に 取り組 ん
でいます 。

〇

特に ，当 課で行 っ ている「戦略 分野雇 用 創造促進 事業 」にお い ては，離職者 等に対
し，正 規雇用 のため に 必要なビ ジネス マナー 等の習得 を目的 とした 基礎研修 と就職 予
定先企業 での実 務研修 等の実施 を通じ て雇用 機会の増 大を図 ってお ります。

〇

また，今年度 も「 大好きい ばらき 就職面 接会」や「 ＵＩＪ ター ン促進事 業」，
「地 元
就職・定 着促進 事業」 等を実施 し，県 内企業 への就職 促進を 図って おります 。

況

〇
対

引き 続き，県 内産 業界と連 携を図 り，県 内企業に おける 若年者 の雇用確 保に向 けた
取り組み を推進 してま いります 。

応
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平成２９ 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 用確保 ・人材 育成への 支援
⑧ 女性 の活躍 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、
自社の女性活躍状況をもとに行動計画を策定、公表する事が義務付けられました。
今後、女性活躍を促進するためには、女性が活躍出来る社会環境の構築が不可欠で
す。ワークライフバランスに対する経営者・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、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を進めるための行政支援
が必要と 考えま す。
「ハーモニートップセミナーの開催」や「イクボス養成講座」「キャリアアップ
講座の開催」等、県におかれましても啓発活動に取り組んで頂いておりますが、女
性活躍に よる県 内経済 の活性化 のため 、さ ら なる意識 啓発と 企業支 援を要望 します。
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。
・「女性活躍推進セミナーの開催」
企業の人事担当者等を対象に，女性活躍を進める上で課題となる「採用」「定
着」「管理職登用」について，テーマ別に具体的な解決策を学ぶセミナーを開催
しています。
〇従業員のキャリア形成支援
現

・「働く女性応援セミナー＆交流会の開催，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，「働く女性」のネットワーク化
に向けた業種別及びキャリアステージ別の勉強会，交流会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，働く女性から
のメール相談を受け付けています。

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。
〇身体的負担を軽減するための設備や機器導入を進めるための行政支援
・「茨城県女性活躍環境整備支援補助金」の実施
中小企業が行う女性専用トイレやロッカーのほか，女性の身体的負担軽減のた
めの設備や機器導入のための費用の一部に対して支援しています。
〔知事直轄〕
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○ワーク・ライフ・バランス
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，行政機関と連携し，昨年度からの 11 月に
加え 8 月を「いばらきワーク・ライフ・バランス推進キャンペーン」期間として，
「県内一斉ノー残業デー」や「休暇取得キャンペーン」を実施するほか，水戸駅に
現
況

おいて街頭キャンペーンを行いました。
また，企業等よりキャンペーン期間中の取組を宣言する「ワーク・ライフ・バラ
ンス推進取組宣言書」を募集するなど，気運醸成を図っております。
〔商工労働観光部〕

○

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
ていまい ります 。
〔知事直 轄〕

対

○

引き 続き ，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〕

応
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平成２９ 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 用確保 ・人材 育成への 支援
⑨ 高齢 者の雇 用にか かる支援 強化
県内の 65 歳以上 高齢化 率は平 成 29 年 4 月 1 日 時点で 28.0％ と全国 の 高齢化比 率
27.5％ を 上 回 っ て 推 移 し て い ま す 。 少 子 高 齢 化 に よ り 労 働 力 人 口 が 減 少 す る 中 、 県
内企業の労働力確保のため、女性活躍と併せて高齢者雇用も重要な課題となってい
ます。また、高齢者の雇用においては県内のみならず、東京都内等でリタイアした
方の県内企業への再就職促進及び居住促進を行う事も重要と考えます。実際に県内
企業が求人活動を行った場合、高齢者からの応募も多数寄せられるものの、就業時
間のミスマッチや本人の年齢から雇用期間が短くなる等の問題があ るとの声が聞か
れますが 雇用確 保を図 るべく高 齢者雇 用に掛 かる支援 強化に ついて 要望しま す。

〇

少子 高齢化 に伴う 労働力人 口の減 少は重 要な課題 であり ，高齢 者の雇用 促進は 重要
な課題で あると 認識し ておりま すこと から ，茨 城県シル バー人 材セン ターへの 助成を
通じた ，県内 シルバ ー 人材セン ターに おける 派遣事業 の推進 など ，高齢者の 雇用を 促
進してま いりま すと共 に，企業 の労働 力確保 に努めて おりま す。

現

況

〇

茨城 県シル バー人 材センタ ー連合 会への 助成を通 じ，シ ルバー 人材セン ターに おけ
る高齢者 の雇用 促進等 に努めて おりま す。

対

〇

国と も連携 を図り ながら， 引き続 き高齢 者の雇用 促進に 努めて まいりま す。

応
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平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企画部 ・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 用確保 ・人材 育成への 支援
⑩ 障が い者の 雇用促 進・定着 に向け た支援
県内企業 からは 、改 正 障がい者 雇用促 進法に より平成 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 加とな り、法定 雇用率 の引き 上げも予 想され 、
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。
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の拡
充、さらなる教育訓練等の支援拡充・トライアル雇用制度の活用に加え、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尚一層の就労支援を要望
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，来年 度か ら法定雇 用率が 引き上 げとなる 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
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

現

ても運行経費の支援を行っております。

況
○

これ らに加 え，平 成 28 年度 からは ，「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 ，本年 ２ 月から県 南地域 で稲敷 エリア広 域バス（３ ル ート），８ 月から 鹿
行地域で 鹿行広 域バス （神宮・ あやめ ライン ）の実証 運行を それぞ れ開始し ました 。
〔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

対

〔商工労 働観光 部〕
○

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 。

応

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２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
知事直 轄・商 工労働 観光部（ 労働政 策課）

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 用確保 ・人材 育成への 支援
⑪ 外国 人雇用 にかか る規制緩 和・就 労支援
労働力人口が減少し、県内企業の人員確保が難しくなって行く中、外国人労働者
の雇用増加によって労働力確保を図りたいとの声が寄せられています。建設業を始
めとして労働者の高齢化が進み労働力確保が困難な業種において、外国人雇用によ
り労働力を確保しようという動きがある中、外国人研修制度においては研修期間や
業種の制限等制約が多く、思うように雇用確保が出来ず外国人雇用にかかる規制緩
和への要 望が寄 せられ ています 。
平成 29 年 11 月施行 の 「技能実 習法」 につき まして適 切な制 度内容 の広報を 要望
します。
【労働力 人口の 減少， 人手不足 の状況 】
○

県内 労働力 人口は 平成 25 年以降 減少を 続けてお り，平成 28 年は 1,514 千 人とな
っていま す。
〔商工労 働観光 部〕

現

【技能実 習法の 制度内 容の広報 】
○

平成 29 年 11 月 1 日付けで「 外国人 の 技能実習 の適正 な実施 及び技能 実習生 の保
護に関す る法律 」が施 行されま した。

○

同法 では，開 発途 上地域等 の経済 発展を 担う「人づ くり」に 協 力すると いう制 度趣
旨を徹底 するた め，技 能実習制 度の管 理監督 体制を強 化し ，技能 実 習生の保 護等を
図るとと もに，優良な 監理団体 等に対 しては ，実習期 間の延 長（ 最 大３年間 →５年
間）や受 入れ人 数枠の 拡大など ，制度 の拡充 が図られ ました 。

況
○

また ，技能 実習制 度の対象 職種に 介護職 種が追加 された ところ です。

○

同法 の施行 を受け ，外国 人技能 実習機 構（水戸 支所 ）や厚 生労 働省など が，制度関
係者に対 し，説 明会や セミナー を実施 してい ます。
〔知事直 轄〕

【技能実 習法の 制度内 容の広報 】
○

外国 人技能 実習機 構等の関 係機関 と連携 し，「技能 実習法 」につ いて適切 な制度
内容の周 知に努 めます 。
〔知事直 轄〕

対

応
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平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
教育庁

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 用確保 ・人材 育成への 支援
⑫ 県内 高等学 校教職 員への企 業情報 ・業界 情報の周 知
最近の学力・学習状況調査、体力・運動能力、運動習慣等調査結果で、茨城県の
生徒の躍進が目立つのは素晴らしい事であり関係者の取り組みに感謝致します。こ
うした生徒が成長し、茨城県内の企業に就職し、茨城を活性化していく事が重要と
考えます。そうした中、生徒の就職相談相手として重要な役割を持つ教職員の方々
にも、県内の優れた企業の情報や業界の情報を得ていただき、就職相談に活かして
頂く事を 要望し ます。
○地区別 産学懇 談会
現在，茨城県産業教育振興会の事業として，県内５地区において地区別産学懇談
会を行い，企業の採用担当者と高等学校の進路指導担当者が一堂に会して，円滑な
高校生の 就職支 援に向 けた情報 交換を 行って おります 。

現

○平成 28 年度の 実施状 況
県北 地区

企業数 16 社

学 校数 11 校

水戸 地区

企業数 41 社

学 校数 18 校

鹿行 地区

企業数 29 社

学 校数 17 校

県南 地区

企業数 37 社

学 校数 22 校

県西 地区

企業数 34 社

学 校数 27 校

況

○

地区 別産学 懇談会 は，企業 と学校 の情報 交換の場 として 貴重な 機会とな ってお りま
すが，５地 区での 開催 時期や懇 談会の 内容が 異なるた め，教職 員が 県内企業 の情報 等
を適切に 得られ ，生徒 への進路 指導に 生かせ るよう， 改善に 取組ん で参りま す。

対

応
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平成２９ 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 用確保 ・人材 育成への 支援
⑬ 「働 き方改 革」実 現に向け ての支 援
厚生労働省では、女性も男性も、高齢者も若者も、障がいや難病のある方も、一
人ひとりのニーズにあった、納得のいく働き方を実現するため、「働き方改革」の
実現に向 けての 取り組 みを進め ていま す。
県内企業においても生産性の向上や長時間労働の是正等に取り組んでおります
が、「働き方改革」を進める企業に対し行政におかれましても取り組みが顕著な企
業に対する認定制度の創設や助成制度を整備し、県内経済の活性化に取り組んでい
ただきた く要望 します 。
〇

従業 員の育 児・介 護支援の ための 取組や ，働き方の 見直し に 関 する取組 などに つい
て，現状を 改善す る取 組目標を 定める「 仕事 と生活の 調和推 進計画 」の策定を 企業に
対し普及 してお り，現 在，累計 469 事業所（ H29.11.24 現在）から 届出をい ただい て
おります 。

〇
現

この 計画の 策定に 加え，女性 活躍推 進，子育て支 援にバ ランス 良く取り 組んで いる
企業を「 茨城県 女性が 輝く優良 企業」 として 認定・表 彰を行 ってお ります。

〇

また，中小企 業に 対して，育 児・介護 休 業法で努 力義務 の範囲 の休業や 短時間 勤務
制度等を 設け，当 該制度 を 3 ヶ月 以上利 用した 従業員が 初めて 出た場 合に県独 自に奨
励金を支 給して います 。

況

〇

さら に，企業 経営 者，労務管 理者及 び従 業員を対 象とし たセミ ナーを従 前から 開催
している ことに 加え，今年度は，建設業 及び 製造業を 対象に，意欲 的に取り 組もう と
する企業 に対し コンサ ルティン グを実 施し ，他社のモ デルと なる企 業を育成 し，その
取組と成 果の発 表会を 開催いた します 。同 業他 社の模範 となる 先進的 な取組を 広く紹
介するこ とによ り，県 内企業の 働き方 改革へ の取組を 一層促 進して おります 。

○

今後 も，県内 企業 に対し「仕 事と生 活の 調和推進 計画」策 定の 普及を図 るとと もに，
モデル企 業の育 成し，その取組 を広く 紹介す ることな どによ り，働 き方改革 への取 組
を促進し てまい ります 。

対
○

また，働き方 改革 に関する 認定制 度や助 成制度に ついて は，既 に実施し ている 事業
との重複 もある ことか ら，総合 的に検 討して まいりま す。

応
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平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
知事直 轄・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
（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 、行政 のご尽 力によ り 全国的に 見ても 非常に 良好です 。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。 また、 平成 29 年度税 制改正 の中で「 地方に お
ける企業 拠点の 強化を 促進する 税制措 置の拡 充」が図 られた 事から 、本県で も本社 機
能の受入 促進策 を講じ 、より一 層のご 尽力を 要望しま す。
本県の都 市部に 近く、充実した 産業イ ンフラ の強みを 活かす ため、工業団地 の整備
による県 外企業 の進出 環境づく りへの さらな る取り組 みをお 願いし ます。

【企業誘 致】
○ Ｈ ２ ９ 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 ４ 位（ ２ ６ 件 ） ，工 場 立 地面 積 が 全 国 第３ 位 （ ３７ ｈ
ａ），県 外企業 立地件 数が全国 第１位 （１８ 件）とな ってお ります 。
【工場立 地件数 （電気 業を除く ）】
Ｈ２５
通年
茨 城 県

全

国

Ｈ２６
通年
前年比

通年

（単位：件）
Ｈ２７
前年比

通年

Ｈ２８
前年比

茨 城 県

全
※ (

国

Ｈ２９
前年同期比

55(1)

75(1)

+36.4％

78(1)

＋ 4.0％

40(7)

△ 48.7%

26(4)

+44.4%

831

1,008

+21.3％

1,045

+3.7％

994

△ 4.9%

499

+9.4％

【工場立 地面積 （電気 業を除く ）】
現

上期

Ｈ２５
通年
117()
1,077

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％

Ｈ２８
通年
前年比
93((1)
△ 8.8%
1,123
+0.1%

（ 単 位 ： ha）
Ｈ２９
上期
前年同期比
37(3)
△ 47.9%
569
+1.8%

) は全国順位を表します。

［知事直 轄〕

況

【工業団 地整備 】
○ 茨 城 中 央工 業 団 地 ２ 期地 区 や 茨城 中 央 工 業 団地 （ 笠 間地 区 ） 等 は ，幅 広 い 業種 の立
地 に対 応 で きる よ う 用 途 を準 工 業 地域 と す る と とも に ， 企業 の 意 向 に 沿っ て 整 備を 行
うオーダ ーメイ ド方式 を採用し ，企業 誘致に 取り組ん でいま す。
〔企画部 〕
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【企業誘 致】
○ 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 す。
＜セ ミナー 等の実 施状況（ Ｈ２９ 年度） ＞
・ いばら き企業 立地補助 金等説 明会
（日時：H29.7.27，於 ：東京都 内，参 加： 37 社 52 名）
・ いばら き産業 立地セミ ナー IN 東京
（日時 ：H29.11.9，於 ：東京 都内， 参加： 269 社 535 名）
・ 産業視 察会【 県央地域 】（日 時： H29.11.17）
＜新 聞広告 等の実 施状況（ Ｈ２９ 年度） ＞
・ 新聞広 告・・ ・・日刊 工業新 聞，茨 城新聞
・ 経済誌 広告・ ・・週刊 ダイヤ モンド （予定）
○

対

応

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 す。
○ さ ら に ，本 県 が 中 心 とな っ て 強く 働 き か け た結 果 ， 国に 創 設 い た だい 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
す。
＜津 波・原 子力災 害被災地 域雇用 創出企 業立地補 助金（ 1 次～7 次公募） ＞
・ 採択件 数（県 内）： 71 件
＜茨 城産業 再生特 区に係る 税制上 の特例 措置（ H29.10 末 現在） ＞
・ 指定件 数：761 件／550 社
○ 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 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 たほ か ， 昨年 度 に は ， 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， 既 存 の補 助 事 業 の 対象 を 拡 大し ，
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 設け 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 Ｐ Ｒ しな が ら ， 全 庁を あ げ て全 力 で 企 業 誘致 及 び 本社 機 能 の 誘 致を 推 進 して ま
いります 。
〔知事直 轄〕
【工業団 地整備 】
○ オ ー ダ ーメ イ ド 方 式 工業 団 地 では ， 造 成 後 のイ メ ー ジが 持 ち に く いた め ， モデ ル画
地 を整 備 す ると と も に ， 手戻 り の ない 範 囲 で の イン フ ラ 整備 や 粗 造 成 を実 施 し てお り
ます。
〔企画部 〕
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要
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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が構築されています。そうし
た中、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り組みに加え、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 24～29 年度 ）〕 ※ 平 成 29 年 度 は 10 月 末 日 現 在 の 実 績
年度
輸出
輸入
投資
その他
計

現

H24
９４
２１
３８
８８
２４１

H25
８５
１１
２９
７２
１９７

H26
９４
６
４６
７０
２１６

H27
１４７
２０
２６
９６
２８９

H28
５６
８
１０
６０
１３４

H29
７１
０
６
１５
９２

【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 29 年度 実務研 修開催状 況〕
１
２
３

実務研修名
9 月 7 日 契約までの貿易実務１
9 月 14 日 契 約 ま で の 貿 易 実 務 ２
9 月 20 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
19 名
３回

況
【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，食品やも のづく りの
海外展示 会の出 展を支 援してお ります 。
〔展示会 の概要 〕
分野
開催国
展示会名
食品
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
Food Japan 2017
ﾍﾞﾄﾅﾑ
Food EXPO 2017
沖縄(※)
沖縄大交 易会
も の づ 中国
上海もの づくり 商談会
くり
タイ
METALEX 2017
※ｱｼﾞｱ各 国からﾊﾞｲﾔｰが 参加
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会期
H29.10.26-28
H29.11.15-18
H29.11.27-28
H29. 9.21-23
H29.11.22-25

支援企業 数
12 社
6社
6社
7社
5社

【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 28 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： 5,719,000 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： 10 件 （ 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（H29 年 11 月末現 在）
・実
績： 総会 1 回
現地政府 手続き 等のテ ーマを含 む海外 展開セ ミナー 3 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： H26 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 3 件， 現地進出 企業・ 政府機 関等訪問 19 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：716 件
・ セ ミ ナ ー 件 数 ：21 回 （参加 延べ数 968 人）
・ 巡 回 相 談 件 数 ：235 件
・ 海外バ イヤー 招聘： 3 回（延 べ 3 カ 国 4 バイ ヤーを 招聘）
※ 実績は H29 年 10 月末日 現在

22

現
況

対

【ベトナ ムでの 販路開 拓】
○ アジ アの中 でも急 激に市場 が拡大 してい るベトナ ムにお いて，県産品の 販路開 拓を
図ってい ます。
・ 現地ビ ジネス 需要開拓
販路 開拓員 によるハ ノイ・ホーチ ミンの現 地バイ ヤー等 への県産 品の売 込み
を実施
・ 販路開 拓プロ モーショ ン
現地 展示会 への出展 （Food EXPO 2017：再掲 ）や現 地商談 会を実施
・ 販路開 拓サポ ート
県内 企業の 現地商談 のため の渡航 費支援等 を実施
・ バイヤ ー招聘
現地 バイヤ ーを本県 に招聘 し，県 内で商談 会を実 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，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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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
③ ビジ ネスマ ッチン グの支援 強化
県内企業の発展のためには県内のみならず近隣他県まで含めた横断的な経済活動
の活発化が重要と考えます。茨城県は鉄道・高速道路・空港・港湾といずれも整備
され、非 常に交 通イン フラが充 実して おりま す。
これら交 通イン フラを 十分に活 用し、県内企 業・経済 のさら なる発 展を図る べく、
県内企業のみならず近隣他県企業との横断的な商談会や交流会の開催による新たな
商機拡大 を要望 します 。

〇商談会 の開催 ・展示 会への出 展
（公財）茨 城県中 小企 業振興公 社にお きまし て，
「関東 5 県ビジ ネス マッチン グ商談
会」と して ，関 東５県（群馬 ，栃木 ，埼玉 ，千葉，茨城 ）の 産業支 援機関が 連携し，
主に首都圏の大手企業等と，関東５県の受注企業とのマッチングを行う商談会を開
催しておりますとともに，大規模展示会への出展支援を行うことで，全国の大手企
現

業とのマ ッチン グ支援 を行って おりま す。
〇ビジネ スコー ディネ ーター等 による 販路開 拓支援
（公財）茨城県中小企業振興公社に，大手企業等のＯＢで営業等の経験を持つ専門
家（ビジネスコーディネーター）を配置し，県内外の発注企業に対し，県内中小企
業の製品 等の売 り込み や，大手 企業と 中小企 業のマッ チング を行っ ておりま す。

況

〇

今 後 と も，（ 公 財 ） 茨 城県 中 小 企 業振 興 公 社 にお い て ， 近隣 他 県 の 産業 支 援 機 関と
連携し，商談会 の開催 を行うと ともに ，近隣 他県企業 の受注 案件獲 得につと め，県 内

対

企業にお ける県 外への 販路開拓 を促進 してま いります 。

応
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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
④ ＩＴ 化促進 による 生産性向 上と地 域経済 ・社会の 活性化
IT の技術 革新に よって 、実世 界のあ らゆる も のがネッ トワー クでつ ながる IoT が
進展し、様々なモノ・機械などから情報の取得が可能になるとともに、社会全体に
流通する データ が急増 しビッグ データ として 収集・蓄 積され る一方 、AI（人 工知能 ）
による解析や判断が実世界にフィードバックされるシステムが現実のものになって
きており 、産業 構造の 変革が予 想され ていま す。
また、少子高齢化が進み労働人口が減少していく中で、県内企業においてもＩＴ
技術を活用し生産性を向上させる事は、企業の継続的な発展と地域経済の活性化を
図る中で 重要な 課題で あると思 料しま す。
県におか れまし ては平 成 28 年 3 月に「いば ら きＩＴ戦 略推進 指針」を策定し 県内
におけるＩＴ利活用の推進を図っておられますが、県内企業に対しても専門家によ
るＩＴ利活用の啓発やＩＴ設備導入の支援、また、それに伴う資金面での助成を拡
充し、一 層のＩ Ｔ化促 進による 生産性 向上を 進めて頂 きたく 要望し ます。
【IT 化促進 】
〇

現

県で は，中小 企業 を対象に したＩ Ｔ研修 を実施す ること により ，セキュリ ティや ネ
ットワー ク構築 ，プ ロ グラムや システ ムなど の開発に おける マネジ メント力 の強化 な
ど，中小 企業に おける ＩＴの利 活用の 促進や 人材の育 成を支 援して います。
〇 また ，県 内中小 企業 のＩｏＴ 導入を 促進す るため ，Ｉｏ Ｔ専門 家に よる相談 対応や、
ＩｏＴ導 入計画 の作成 などを支 援する ほか 、全国に先 駆けて 工業技 術センタ ーに整 備
した「 模擬ス マート 工 場」を 、中 小企業 のＩ ｏＴやロ ボット 導入の 実証試験 や、製品
開発の場 として 活用す ることで 、生産 性向上 を支援し ていま す。
【生産性 向上】
○

県で は，県内 の中 小情報通 信事業 者が，サービス 産業の 生産性 向上に資 するシ ステ
ムを開発するための経費補助と専門家派遣による情報通信事業者とサービス事業者
とのマッ チング を行う ことによ り，情報通 信事 業者の雇 用創出 とサー ビス産業 の生産

況

性向上の 促進を 図って おります 。
（補助内 容）
対 象 経 費：シス テム開 発・改 良，デー タ収集 ・解析 の開発に 係る経 費

等

補 助 額 ：上限 100 万円 以内 ／年間
補 助 件 数：５件 ／年
○

今後 も，Ｉｏ Ｔ導 入促進や 中小企 業の要 望等に即 したＩ Ｔ研修 事業など，ＩＴ化 促
進による 生産性 向上の 支援に取 り組ん でまい ります。

対
○

また，多様な 事業 を展開す るサー ビス産 業の生産 性向上 を促進 するため，情報通 信
事業者と サービ ス事業 者とのマ ッチン グを通 じて様々 なモデ ル事例 を創出し ，そ の取

応

組事例を 広く普 及啓発 していく ことに より ，サ ービス産 業の生 産性向 上の促進 に努め
てまいり ます。
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農林水 産部

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
⑤ 農業 事業者 への支 援強化
本県は全 国 2 位の農 業 産出額を 誇る国 内有数 の農業県 でもあ ります 。また、 本県
は平地が多く温暖な気候であり、農業に非常に適した立地となっています。しかし
ながら、農業従事者においても高齢化が進み、若者の就農離れが続いている状況で
あり、農家の後継者問題や耕作放棄地が広がっている状況にあります。また、新た
な就農希望者が農業を開始するためには、設備導入や耕作地確保のために多額な資
金が必要 であり 、非常 にハード ルが高 くなっ ている状 況です 。
そうした中、県におかれましては県内・県外の就農希望者の呼込み支援や優良農
地の確保・遊休農地の再生等の支援及び就農にかかる資金面での支援を拡充し、さ
らなる県 内農業 の活性 化を図っ て頂き たく要 望します 。
○ 県内・県外の 就農 希望者の 呼び込 み支援 について は，県農 林振 興公社に おいて，就
農に関す るワン ストッ プ相談窓 口を設 置し，栽培技術 の習得 や農地 ，住居，さら に所
得の確保 などに ついて ，情報提供 してお りま す。また，本 県農業 の 魅力や就 農に関 す
る情報に ついて ホーム ページ等 を通じ て幅広 く提供す るとと もに， 県内外に おいて ，
合計 30 回以上 の就農 相談イベ ントを 開催し ，平成 28 年度 は 951 人にのぼ る相談 者

現

に対応い たしま した。
○

2015 年 農林業 セン サスにお ける本 県の耕 作放棄地 面積は 23,918ha で，福島 県に次
いで，全 国 2 番 目に多 い状況で す。
耕作放棄 地の面 積（ 面 積上位 5 道県）

（ 単位：ha）

区分

全国
福島県
茨城県
千葉県
北海道
岩手県
423,064
25,226
23,918
19,062
18,654
17,428
市町 村農業 委員会 では毎年，農地の 利用 状況を確 認して おり，遊休状態 にある 農地

耕作放棄地面積

○

について は今後 の利用 意向を確 認し， 農地中 間管理機 構への 貸付を 促してお ります 。

況

また ，耕 作放棄 地の 再生にあ たって は，耕作 放棄地再 生利用 交付金 等の活用 により，
農地の再 生経費 等の補 助を受け ること ができ ます。
○

資金 面での 支援に つきまし ては，就農直 後の経営 確立を 支援す る農業次 世代人 材投
資資金（旧

青年 就農 給付金）や ，新規 就農 者を対象 に農業 用機械 などの取 得経費 を

融資する 青年等 就農資 金の活用 を推進 してお ります。
○

就農 希望者 の呼込 み支援に つきま しては ，新規就農 者が、技術 の習得か ら農地 や住
居、販路の 確保な どに ついて、産 地のき め細 かなサポ ートを 受けな がら定着 できる よ
うな受入 体制を 整備す ることで ，本県 への就 農を促進 してま いりま す。

○
対

また，農業参 入を 希望する 企業に 対する 相談体制 の整備 につい ても，今後 検討し て
まいりま す。

○

耕作 放棄地 の早期 把握と未 然防止 に向け て，農業 委員会 の行う 調査の徹 底を図 って
まいりま す。

○
応

耕作 放棄地 再生の 経費につ いては，国の 耕作放棄 地再生 利用交 付金，また その後 継
事業である荒廃農地等利活用促進交付金の積極的な活用に向けて周知を図ってまい
ります。

○

資金 面での 支援に つきまし ては，農業次 世代人材 投資資 金や青 年等就農 資金の 予算
を十分確 保でき るよう ，国など に働き かけて まいりま す。
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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 。
つきましては、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 り組み を引き続 き要望 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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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
（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
多くの中小零細企業、なかでも建設業においては、為替相場に起因する仕入れコ
ストの上昇、電力代や燃料費の高騰、オリンピック特需の影響による労務費高騰な
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。

【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２９ 年４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２ ９年度は
一般競争 入札案 件全体 の概ね５ 割を目 標とし ておりま す。
現
【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。
また，平成２９年４月から，更なるダンピング対策を講じるため，国の基準に準
拠して低 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 。
況
[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

対

○

○

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。

応
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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 創業 支援並 びに中 小企業の 成長分 野進出 促進
IoT、ビ ッグデ ータ、人 工知能、ロボッ ト技術 といった 技術革 新によ って、世 界的
に産業や社会の在り方が大きく変革しつつある状況を踏まえ、県内においても新た
な時代を見据えた新事業の発掘や創出は県内経済活性化を図る上で非常に重要であ
ると考えます。また、本県はつくば市を中心に国内随一の研究機関を有しており、
それら革新的分野は、県内企業の高度なものづくり技術と融合する事で、国内外の
シェア拡大に繫がるものと考えます。県におかれましては、研究機関や大学等のシ
ーズを活用した産学官連携による研究開発の強化と、新たな産業・成長分野にお け
る創業者 の発掘 ・支援 及び県内 企業の 進出促 進を要望 します 。
【研究開 発の強 化】
〇 県内 の産学 官で構 成する「 いばら き成長 産業振興 協議会 」に， 平成 28 年度よ り，
従来の次 世代自 動車や 健康・医療 機器分 野の 研究会に 加えて、次世 代技術研 究会を 新
設し，Ｉｏ Ｔ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 ＩｏＴ 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

況

【創業関 係】
○ 県内 の創業 を促進 するため，創業の 段階 に応じた 様々な 支援策 により，創 業を目 指
している 者や新 分野・ 新事業展 開を考 えてい る中小企 業を支 援して おります 。
○ 今年 度から は，新 たに県内 の大学 と連携 し，大学生 等を対 象と した創業 講座を 開設
したほか，ビジネ スプ ランコン テスト を開催 するなど，創業気 運の 醸成を図 ってお り
ます。
○ また ，県 ，地 域金 融機関 ，中小 企業基 盤 整備機構 等が共 同で設 立した「いば らき新
産業創出 ファン ド」に より，ベン チャー 企業 等の新た な取組 を資金 面から支 援して い
ます。
○ さら に，ベン チャ ー企業に 専門家 を派遣 し，営業上 の課題 の洗 い出しや 顧客と のマ
ッチング を行う ほか，金融機関 やベン チャー キャピタ ル，大手 もの づくり企 業等に 自
社の新技 術や新 製品を 発表する 機会を 提供す るなど ，資金 調達や 販 路開拓を 支援し て
います。
・支援 対象企 業数（ H29）：７ 社

○

今後とも，県内中小企業が行うＩｏＴ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。

○

創業 につき まして は，引き続 き，創業 気 運の醸成 を図っ てまい りますほ か，ベン チ
ャー企業 の経営 課題で ある，資 金調達 ，販路 開拓等を 支援し てまい ります。

対
応
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生活環 境部

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
（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 緩和及 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。今 後，東京オリ ンピッ クやリ ニア中央 新幹線 整備等 に伴い，産 業廃棄 物
の大量発 生が予 想され ，不法投棄 の増加 も懸 念されて おりま す。県 外廃棄物 の適正 処理
を確保す るため，近隣 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 。
（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。

対

○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
犯歴照 会の一 部で電 算処理が 行われ るよう になった ため，照会回 答を得る までの 日数
が短縮さ れたと ころで すが，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 の 適 合 状 況 を 適 切 に 審 査 し ， 迅速 な事務処 理に 努 め
てまいり ます。
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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
（５）産 業廃棄 物事業 の規制緩 和
② 太陽 光発電 設備の 廃棄体制 の構築
平成 24 年 7 月か ら開始 した再生 可能エ ネルギ ー全量買 取制度 により 、本県 におい
てもこれまで太陽光発電設備導入が急速に拡大しました。今後、これら発電設備が
使用済となった際に大量の廃棄物が急激に発生すると考えられます。環境省におい
ては平成 28 年 3 月に「 太陽光発 電設備 のリサ イクル等 の推進 に向け たガイド ライン」
が策定されましたが、本県においても太陽光発電設備の廃棄についての施策及び体
制を構築 願いた く要望 します。
【使用済 太陽光 発電設 備の廃棄 につい て】
○ 使用 済太陽 光発電 設備の廃 棄につ きまし ては，廃 棄物の 処理及 び清掃に 関する 法律
（廃棄物 処理法 ）を遵 守し，適 正に処 理する 必要があ ります 。

現

況

対

○

県で は，平成 ２８ 年３月に 環境省 が策定 した「太陽 光発電 設備 のリサイ クル等 の推
進に向け たガイ ドライ ン」に基づ き，リサ イ クルや適 正処理 の促進 を図って いくこ と
としてお ります 。

○

また，県が，地域 社会との 共生が 図られ た太陽光 発電事 業の円 滑な実施 を促進 する
ため，平成 ２８年 ９月 に策定し た「太陽 光発 電施設の 適正な 設置・管理に関 するガ イ
ドライン 」に おいて も ，事業 者に対 し，計画 段階か ら 撤去・処分 を 検討し盛 り込む こ
と及び廃棄物処理法を始めとする関係法令や環境省ガイドラインに基づき適正な処
理を行う よう規 定して いるとこ ろです 。

○

なお，県では，太 陽光発電 施設の 適正導 入を図る ため，安 全性 を確保す るため の造
成，地盤強 度等に 関す る設計基 準や施 工・管 理に関す る具体 的な基 準を整備 するこ と
と併せ ，買取 価格に 含 まれてい る処分 費用を 計画的に 積み立 てる制 度を国主 導で設 け
る等，事業 終了後 の施 設の撤去・処分が 確実 に履行さ れる制 度の創 設につい て国に 要
望してい るとこ ろであ り，今後 も，継 続して 要望して まいり ます。

【使用済 太陽光 発電設 備の廃棄 につい て】
○ 使用 済太陽 光発電 設備の廃 棄にあ たって は，廃棄 物処理 法を始 めとする 関係法 令や
環境省ガ イドラ インに 基づき， リサイ クルや 適正処理 の促進 を図っ てまいり ます。
○ 県と いたし まして は，市町村 や事業 者に 対して，廃 棄物処 理法 をはじめ とする 関係
法令や環 境省ガ イドラ インの周 知を図 ると伴 に，技 術的助 言等の 支 援を行っ てまい り
ます。

応
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生活環 境部

要
望
事
項

現

況

対

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
③ 放射 性物質 を含ん だ産業廃 棄物の 処理
東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質を含む指定
廃棄物は 、現在 、県内 の 14 市 町村 15 ヵ所 に 一時保管 されて おり、 保管場所 におい
ては保管強化・遮蔽徹底により、十分な安全確保措置が講じられているものと思わ
れます。
しかし、保管期間が長期化すれば大規模な自然災害の発生により、飛散・流出な
ど安全性に懸念を抱く事から、放射性物質を含む指定廃棄物の早期の最終処理及び
県内企業 並びに 周辺環 境へのさ らなる 安全確 保を要望 します 。
【処理方 針につ いて】
○ 「放 射性物 質汚染 対処特措 法」の 施行（ 平成 24 年 1 月 ）に伴 い，放射 性物質 濃度
が 8,000 ﾍﾞｸﾚﾙ／ kg を 超える廃 棄物は ，国 が「指定 廃棄物 」に 指定 して保管・処 分す
ることと され ，市町 村 長会議に おいて 指定廃 棄物の処 分につ いて議 論が行わ れてき た
ところで す。
○ 平成 28 年 ２月４ 日に開催 された 第２回 一時保管 市町長 会議で ，国は， 市町長 の意
向を受け，分散保 管と する方針 で，県内 の指 定廃棄物 等の処 理を進 めること が決定 さ
れました 。
【安全確 保につ いて】
○ 分散 保管の 方針に 基づき，国 と一時 保管 市町が個 別に協 議を行 い，保管場 所ごと の
状況に応 じて保 管庫の 新設や，遮 蔽の徹 底，フレコン バッグ の詰替 などの対 策を実 施
しており ます。
○ 県と しては，指定 廃棄物の 保管に ついて ，安全確保 に万全 を期 すため，県 独自の 定
期的な保 管状況 の確認 (年２回)を 継続し て行っ て いる他 ，国 と一時 保 管市町と の協議
に同席し ，一時 保管市 町の意向 に沿っ た保管 強化とな るよう ，一時 保管市町 と共に ，
国に働き かけて い ます 。
○ また，国に対 して は，指定廃 棄物が 全量 処分に至 るまで，責任 を持って 対応す るよ
う，要望 を行っ ていま す。

【安全確 保につ いて】
○ 引き 続き，指 定廃 棄物が安 全に保 管され るよう，県 独自の 定期 的な保管 状況の 確認
(年２回)を継続 してい きます。
○

保管 市町か ら，更 なる保管 対策の 強化 の 要望等が あった 場合に は，国に保 管市町 の
意向に沿 った対 策を速 やかに実 施する よう， 働きかけ てまい ります 。

○

指定 廃棄物 の最終 処分につ いては，処分 先の確保 にあた っては ，処分先の 地元の 理
解を前提 に，国 の責任 において 対応す るよう ，求めて いきま す。

応
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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 り組み
① 法人 実効税 率の軽 減及び事 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。
平成 29 年度の 国内に お ける法人 実効税 率は 29.97％とな ってい ますが 、行政に は
県内企業 の国際 競争力 を高める ために も欧州 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 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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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
① 茨城 県制度 融資の 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り組んでいただいており
ます。今後においても、景気の動向を注視し、既存制度におけるさらなる融資限度
額の引上げ、利用要件の緩和、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、大規模な自然災害時には、被害からの社屋・設備等の早期復旧、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 。
〇

制度 融資に ついて は，平成 29 年度に 融 資利率を 0.2％引 下げ たほか， 中小企 業の
皆様がわ かりや すいよ う融資メ ニュー を整理 したり，限 度額の 引上 げ，保証料 補助の
対象とな る融資 の増等 の改正を 行った ほか ，中核企業 の創出 を図る ための新 たな融 資
制度を設 けるな ど，中 小企業へ の金融 支援を 強化して きたと ころで す。

〇

また，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。

〇

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。

現

況

【参考】 平成 29 年度の 主な制度 見直し の概要
・経営合 理化融 資，パ ワーアッ プ融資 ，借換 融資など の 融資 利率を 0.2%引下 げ
・融資メ ニュー の再編 （ 18 制度 →16 制 度）
・創業支 援融資（ ２割 補助），設 備投資 支援 融資（２ 割補助）など の 保証料 補助の 新設
・設備投 資支援 融資（ 5,000 万円 →１億 円），女性・若 者・障害者 創 業支援融 資（ 1,000
万円→2,500 万 円）な ど融資限 度額拡 大
・いばら きブラ ンド中 核企業育 成促進 融資の 創設
〇

今後 も景気 の動向 を注視す るとと もに，県内中小 企業の ニーズ の把握に 努め，他 県
の制度も 参考に しなが ら取扱金 融機関 や信用 保証協会 と連携 して ，より利用 しやす い
環境の創 出に努 めてま いります 。

対

〇

大規 模な自 然災害 時には，被災企 業の資 金需要に 的確か つ迅速 に対応で きるよ う必
要に応じ 相談窓 口を設 置するな ど被災 企業に 寄り添っ た対応 を行っ てまいり ます。

応

〇

また，被災企 業の 負担軽減 に当た っては ，従来から，通常と 比 べて低利 の融資 や借
換のため の融資 も設け ていると ころで すが，今 後，大規模 な災害 が発生 した場合 には，
保証料補 助など も検討 してまい ります 。
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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 周知及び 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、省エネに取り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
ている事 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
の意見が多い事も実情です。環境経営によるエネルギーの効率化は県内企業の長期
的な発展に資するものであり、県におかれましては、節電、省エネに積極的に取り
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事を要望し
ます。
○ 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。
◆

現

況

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，県ホ ームペ ージに おいて広 報
・登録数 1,969件（H29年10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
24件（H21年度か らH29年 10月末 ）
◆ 中小 規模事 業所省 エネ診断 及び 省エネ 対策設備 導入支 援補助 金制度 (H29新規)
省 エ ネ 診 断 (無 料 )を 受 診 し ， 提 案 さ れ た 設 備 の 導 入 に 係 る 経 費 の 一 部 を 補 助 す る 制 度
・補助対象者
省 エネ診 断を受 診し，か つ 茨城 エコ事 業所に登 録又は 登録の 意思が あ
る者
・補助対象設備
省 エネ診 断で提 案された 設備の 導入
・補助率 等
補助率 ；1/3，補 助金額 ；100万円未満(工場・ 事業場 全体で実 施 )
30万円未満(設備単 体の導 入)
・実
績
省エネ 診断40事 業所， 補助金4件(H29.11末現在 交付決 定済 )
○

対
応

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 案内す ることに 加え，関 東経 済産業局 が，国及 び管 内都県，政 令市等
の補助金・助成金 等の 支援制度 を取り まとめ た「エネル ギー・温 暖 対策に関 する支 援
制度につ いて(補 助金ガ イドブッ ク )」につ いて ，県ホーム ページ にリン クを貼る など，
分かり易 い広報 を心が けており 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，自発的に節電，省エ
ネに取組む企業の皆様が活用しやすい制度となるよう運用方法などについて工夫
してまいります。
○ 支 援 制度 の 周知 に つき ま し ては ，「 エ ネ ル ギ ー ・ 温 暖 対 策 に 関 す る 支 援 制 度 に つ
いて(補助 金ガイ ドブッ ク )」に加え，県内市町村における支援制度に ついても情報
を収集した上で，県ホームページで紹介するなど，分かり易い広報に努めてまい
ります。
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望
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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 向上及び アクセ ス良化
茨城空港 開港後 7 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事か
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 のさら なる
路線拡充 に引き 続きご 尽力願い 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 増加につ ながる インフ ラ整備へ の取り 組
み強化を 要望し ます 。また、駐車場 におい て 見学者が 多い時 には空 港利用者 が奥の スペ
ースとな ってし まい不 便である との声 も聞か れます。尚一層 の茨城 空 港の利便 性向上 を
要望しま す。
【路線拡 充】
○ 国内 線は ，札幌 便・神戸便が １ 日２便 ，福岡便・那覇 便が１ 日 １便運航 し，国際線 は，
上海便が 週６便 運航し ておりま す。札 幌便の 冬ダイヤ １日２ 往復は ３年ぶり ，那覇 直行
便の通年 運航は 初めて となりま す。
また，搭 乗者は ，昨年 度６１万 ２千人 と過去 最高を記 録した ところ です。

現
【アクセ ス良化 】
○ 常磐自動車道石岡小美玉スマートＩＣから茨城空港までを直線で結ぶルートを整備
している ところ です。

況

【案内標 識】
○ 開港 後，案 内標識 がわかり づらい との声 をいただ いたこ とから ，追加で 案内標 識を設
置し，現 在約２ ３０カ 所に設置 してお ります 。
【空港駐 車場】
○ 空港 駐車場 は，臨 時駐車場 を含め 約３，１００台 分を整 備し，利用者に 対して は，看
板を設置 して，空港タ ーミナル ビル前 の駐車 場は搭乗 者優先 である 旨，東京 直行バ スの
利用者は 臨時駐 車場に 駐車した 方が便 利であ る旨の表 示を行 ってお ります。

【路線拡 充】
○ 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 って取り 組んで まいり
ます。
対
【アクセ ス良化 】
○ 整備 効果を より一 層高める ために も，平 成３１年 に開催 される「いきい き茨城 ゆめ国
体」や平 成３２ 年の「 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 。
【案内標 識】
○ 今後 も関係 機関と 協議しな がら， 改善に 努めてま いりま す。
応
【空港駐 車場】
○ ゴー ルデン ウィー クなどの 繁忙期 には， 搭乗者の 入場を 優先し ，見学者 に対し ては，
空のえき「 そ・ら・ら 」の臨時駐 車場へ 案内 するなど ，他機関 の協 力を得な がら対 応し
てまいり ます。
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現

況

対
応

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 県内 港湾の 整備促 進、利便 性向上
茨城県は 南北約 190Ｋ ｍの海岸 を持ち 、茨城 港（日立 港区・常陸那 珂港区・大洗港
区）・鹿 島港 の 2 つ の 重要港湾 が整備 されて おります 。北関 東自動 車道や圏 央道も
整備され、今後、東関東自動車道の整備も進められていくなかで、本県は北関東地
域の物流における重要な拠点となるものと思料され、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 ら数多 く寄せ られてお ります 。
港湾の充実は県内企業の経済活動の活性化に寄与し、併せて県外からの貨物流入
による経済効果も期待される事から、県におかれましては県内主要港湾のさらなる
整備拡充 を要望 します 。
【整備状 況】
①茨城港 日立港 区
H29 当初 ：県事 業 3,834 百万円
事業内容 ：
○沖防波 堤（ケ ーソン 製作，据 付，上 部工）
全体計画 L=900m（ H28 末：L=740m 概成 ）
○ 第 3 ふ 頭地区 （岸壁工 事，埠 頭用地 等整備）
②茨城港 常陸那 珂港区
H29 当初： 直轄事 業 1,721 百万 円，県 事 業 18,215 百万 円
事業 内容：
○ 中央ふ 頭地区 岸壁（ -12m）2 バース 目（ケー ソン据 付）
○ 東防波 堤（ケ ーソン据 付）
全体計 画 L=6,000m（H28 末：L=5,590m 概成）
○ 中央防 波堤（ ケーソン 製作・ 据付）
全体計 画 L=330m（H28 末：L=165m 概成）
○ 中央ふ 頭地区 （埠頭用 地，工 業用地 ，港湾関 連用地 ，次期 処分場） 整備
③茨城港 大洗港 区
H29 当初： 県事業 318 百万円
事業 内容：
○ 航路・ 泊地 浚渫
④鹿島港
H29 当初： 直轄事 業 6,928 百万 円，県 事 業 466 百万 円
事業 内容：
○ 南防波 堤（ケ ーソン製 作・据 付）
全体計 画 L=4,800m（H28 末：L=4,210m 概成）
○ 中央防 波堤（ 消波ブロ ック製 作・据 付）
全体計 画 L=900m（H28 末：L=757m 概成）
○ 北海浜 地区防 波堤（ケ ーソン 据付）
全体計 画 L=450m（H28 末：L=90m 概成）
○ 外港地 区，北 海浜地区 （埠頭 用地） 整備
【定期航 路】
①茨城 港日立 港区： 内貿 1 航 路，外 貿 1 航 路
②茨城 港常陸 那珂港 区：内貿 4 航路 ，外貿 14 航路
③茨城 港大洗 港区： 内貿 1 航 路
④鹿島 港：内 貿 2 航 路，外貿 2 航路
○

引き 続き，港 湾整 備につい て十分 な予算 確保に努 め，国と 連携 しながら 整備拡 充を
進めてま いりま す。
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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
③ 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つながる重要な課題と言えます。早期開通を要望する声も非
常に多く、計画に対する現在の進捗状況と整備予算の確保状況、開通へ向けて国へ
の積極的 な働き かけを 要望しま 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

H29 事業 内容：
〇潮来 IC～鉾田 IC 間 約 31km
・事業主 体：国 土交通 省，東日 本高速 道路㈱
・H29 国の予算：82.1 億円
・H29 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 85%（H29.10 末現在 ）
現

〇鉾田 IC～茨城 空港北 IC 間 約 9km
・事業主 体：東 日本高 速道路㈱ （ H30 年 2 月 3 日開通 予定）
・H29 ネクスコ予算：非公 表
・事業状 況：工 事
・用地進 捗率 約 100％（H29.10 末現 在）

況
（
仮
）
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東関道水戸線 来
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国土交通省，東日本高速道路（株）施行
約３１㎞
供用区間約２㎞

開通目標

対

応

未定

鉾
田

茨
城
空
港
北

北関東道

東日本高速道路（株）施行
約９㎞
供用区間約９㎞

Ｈ２９年度

【東関東 自動車 道水戸 線】
〇潮来 IC～鉾田 IC 間
・有料道 路事業 導入を 踏まえ，一日も 早い全 線開通に 向け，十分な 予算の確 保と整
備推進を 国や東 日本高 速道路㈱ 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 。
〇鉾田 IC～茨城 空港北 IC 間
・平 成 29 年 度内の 一日も早 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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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 ＪＲ 常磐線 及びつ くばエク スプレ スの利 便性拡充
本県の定住人口増加や観光客誘致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 の取り 組 みには県 内企業 からの 期待も大 きい事 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）Ｊ Ｒ常磐 線主要 駅とつく ばエク スプレ スの接続
（イ）Ｊ Ｒ常磐 線取手 駅以北の 本数増 加
（ウ）Ｊ Ｒ常磐 線特急 列車の停 車駅増 加
＜ＪＲ常 磐線主 要駅と つくばエ クスプ レスの 接続＞
○ つく ばエク スプレ ス（ＴＸ ）は， 平成１ ７年の開 業以来 ，沿線 の宅地整 備や企 業，
商業施設 の進出 など沿 線開発が 着実に 進み，県人口が 減少す る中に あっても，沿線三
市の人口 は増加 を続け ，沿線地域 の活性 化や イメージ アップ など，県勢発展 に大き な
効果をあ げてい ること から，ＴＸ整 備効果 の さらなる 波及が 課題と なってい るとこ ろ
です。

現

況

＜ＪＲ常 磐線取 手駅以 北の本数 増加＞
○ 常磐 線につ いては ，平成 29 年 10 月 14 日のダイ ヤ改正 により ，朝の通 勤時間 帯に
おける土 浦方面 からの 東京・品川 駅乗り 入れ が実現し たほか，品川 駅発着の 列車が 大
幅に増発 される など，首都圏や 東海道・関西 方面との アクセ スが一 層向上い たして お
ります。
○ 一方 で，地元沿 線 からは ，運転 本数の 増 加を求め る声も あるこ とから ，県で は，Ｊ
Ｒ東日本 に対す る要望 や利用促 進活動 を実施 し，さ らなる 利便性 の 向上を目 指して お
ります。

対

＜ＪＲ常 磐線特 急列車 の停車駅 増加＞
○ 平成 27 年 ３月の ダイヤ改 正に伴 い，特 急列車の 停車駅 の見直 しが行わ れ，一 部の
駅で停車 本数が 減少し ているほ か，通 過駅と なったと ころも ござい ます。
○ 県で は，特急 列車 の停車駅 の増加 につい て，ＪＲ東 日本に 対し ，要望を実 施して お
ります。
＜ＪＲ常 磐線主 要駅と つくばエ クスプ レスの 接続＞
○ ＴＸ のつく ば駅か ら常磐線 主要駅 への延 伸により ，新た な人の 流れの創 出や地 域の
活性化と いった ，Ｔ Ｘ 整備効果 の県内 各地域 への波及 拡大効 果が期 待されま すこと か
ら，県とい たしま して も，どうす れば延 伸が 実現でき るのか，あら ゆる可能 性や方 策
等を検討 してま いりた いと考え ており ます。
＜ＪＲ常 磐線取 手駅以 北の本数 増加＞
○ 運転 本数の 増加の ためには ，それ に見合 うだけの 利用者 の増加 が重要で あるこ とか
ら，県では，継続的 な 利用促進 活動に 取り組 みながら，利用者 数の 確保に努 めてま い
ります。

応

＜ＪＲ常 磐線特 急列車 の停車駅 増加＞
○ ＪＲ 東日本 では，特急列車 につい て，「遠 距離のお 客様の 速達性 を重視す る列車 と，
近距離の お客様 の利便 性を確保 する列 車とい う，列 車ごと の使命 を 勘案しな がら停 車
駅を決定 する」 といっ た考えを 示して おりま す。
○ 県と しては，地域 の声を聞 きなが ら要望 を実施し，引き続 き，利便性の 向上に 取り
組んでま いりた いと考 えており ます。

39

平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企

要
望
事
項

現

況

対
応

画 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
⑤ 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
公共交通は、自家用車等の移動手段を持たない高齢者や児童・学生等にとって不
可欠な移動手段であり、普段は自家用車を利用している県民にとっても代替の移動
手段とし てなく てはな らないも のです 。 国 内 では高齢 者によ る自動 車事故の 多発が
問題となっておりますが、県内においてもいずれは県民の多くが高齢者になり自家
用車の運転ができなくなる事を考えると，将来に向けて公共交通を地域の足として
確保して おくこ とが重 要です。
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であり、また、バスや鉄道といった公共交通網の促進
は、さらなる企業誘致件数の増加や県外からの労働人口流入、渋滞緩和、地球温暖
化対策（ ＣＯ2 削減） にも資す るもの と言え ます。
それらの観点から、県内の工業団地や高齢化が進む農村地域を含め、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り合いバスの整備・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。
平成 28 年 度は ，バス 事 業者，市 及び県 が共同 で，バス 路線沿 線地域 の小中高 校生
等に対し，啓発品や時刻表などを配布し，公共交通の積極的な利用の呼びかけを行
いました 。
○ 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，平 成 28 年度 からは ，「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 ，本年 ２ 月から県 南地域 で稲敷 エリア広 域バス（３ ル ート），８ 月から 鹿
行地域で 鹿行広 域バス （神宮・ あやめ ライン ）の実証 運行を それぞ れ開始し ま した 。
＜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 。
○ 生活 路線維 持のた め，引き 続きバ ス事業 者等への 運行経 費の支 援を行う ととも に，
広域バス の実証 運行に ついては ，他の 地域で も協議会 による 協議が 整い次第 ，順次 ，
実証運行 や利用 促進の 取組を進 めてま いりま す。
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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事や、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つながることから、連携
推進への取り組みをお願いします。また、工業団地充実により企業の長期 的な事業
運営が促進される事は近隣市町村の雇用創出や定住促進にも資するものであり、工
業団地内のインフラ充実が本県の「強み」となるよう行政のさらなる支援を要望し
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 29 年 度〕
実施期 日：平 成２９年 １１月 ２１日 （火）・ 平成３ ０年１ 月３０日 （火）
〔企画部 ・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
う老朽化 の状況 や修繕 の有無に 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 。
〔企画部 ・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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各課に おいて 対応

要
望
事
項

３.産業の 活性化 にもつ ながる行 政サー ビスの さらなる 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 類等の 電子化及 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、申請書類の簡素化による事
務効率化を求める声が依然として多数寄せられています。また、各種申請において
複数の窓口と協議が必要になるケースもあり事務負担が増加しているとの声も聞か
れます。事務手続きの煩雑さは、企業の生産性の停滞を招く事から、県におかれま
してはこうした声を真摯に受け止め、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 にもつ ながる行 政サー ビスの さらなる 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 類等の 電子化及 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、申請書類の簡素化による事
務効率化を求める声が依然として多数寄せられています。また、各種申請において
複数の窓口と協議が必要になるケースもあり事務負担が増加しているとの声も聞か
れます。事務手続きの煩雑さは、企業の生産性の停滞を招く事から、県におかれま
してはこうした声を真摯に受け止め、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７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～ Ｈ２８ ：２４ 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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商工労 働観光 部

要
望
事
項

３.産業の 活性化 にもつ ながる行 政サー ビスの さらなる 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 供及び 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り組んでいただ
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
事や相談 窓口が 分かり にくいと の意見 が多く 寄せられ ていま す。
補助金・助成金等支援制度の利用促進による企業活動の活性化のため、各種制度
情報の一元管理と、申請方法の簡素化、審査の迅速化及び申請手続きの支援への取
り組みを 要望し ます。
【各種助 成金等 支援制 度の情報 提供及 び諸手 続きへの 支援強 化 につ いて】

現

○

中小 企業等 を対象 とする各 種助成 金等の 支援制度 の情報 提供に ついては ，商工 労働
観光部に おいて 国や県 などの支 援制度 をまと めて掲載 する「中小 企 業支援施 策活用 ガ
イドブッ ク」を作成 し ，県ホ ームペ ージ等 で 紹介して 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。当 ガイド ブッ クには，約 100 件
の支援制 度が掲 載され ています 。

○

また，毎月，「 い ばらき産 業大県 メール マガジン」を配信 して おり，メー ルアド レ
スを登録 してい ただく ことによ り，誰 でも適 宜に支援 情報を 得るこ とができ ます。

○

諸手 続支援 につい ては，商工 会・商工 会 議所，茨城 県中小 企業 振興公社 などの 各支
援機関が 担って いるこ とから，県 では，支 援 機関への 助成制 度の一 元的な情 報提供 等
に努め， 支援活 動の強 化を図っ てまい ります 。

○

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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企画部 ・警察 本部

要
望
事
項

３.産業の 活性化 にもつ ながる行 政サー ビスの さらなる 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
県におかれましては、各窓口の利便性向上に努めていただいておりますが、県内
企業からは、各種申請、交付における行政窓口のさらなる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上で、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) 各種 証明書 の電子 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、日 曜日に 全区分の 更新時 講習を 実施し、更新免 許の
即日交付 を行っ 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 おります 。
〔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、本 県独 自に免許 手続を 行う
ことはで きない ことか ら、平 日及び 日曜日 の 待ち時間 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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部

３.産業の 活性化 にもつ ながる行 政サー ビスの さらなる 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
県におかれましては、各窓口の利便性向上に努めていただいておりますが、県内
企業からは、各種申請、交付における行政窓口のさらなる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上で、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) 各種 証明書 の電子 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
通常の勤 務時間
１支所
（8:30～17:15）

県税事務 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

５所
３支所
２分室

８:30～17:15

保健所

12 所

通常の勤 務時間
（8:30～17:15）

農林事務 所

５所
10 支所

同上

土木事務 所
工事事務 所

11 所
２支所

同上

港湾事務 所

２所
２支所
２所

同上

・医事， 介護保 険
・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
・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
・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
・港湾の 管理 など

同上

・下水道 の水質 ，施設 の管理

現

況

務

下水道事 務所

＊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

など

○

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。

応 ○

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

46

平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企

要
望
事
項

現

況

部

４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
① 県内 定住及 び県外 からの流 入促進
日本全体 で人口 減少が 進展する 中で 、本県 に おいても 県人口 が平成 29 年 4 月 1 日
現在で 24 年振り に 290 万人を下 回る状 況とな っており 、「地 方創生 」を実現 する た
めに、「本県への新しい人の流れをつくる」取り組みは、最優先課題の一つであり
ます。ま た、本 県の高 齢化率 は 28.0％と全 国 平均を上 回って おり、 今後、高 齢化が
進む中で、若手世代を始めとした就労世代の本県への定住促進は、県内の活発な経
済活動を維持していくために欠かせない問題ですが、県内の学生に対し茨城県の魅
力がどれ 位伝わ ってい るか疑問 である との声 も上がっ ている 中で、茨城大学 では「 茨
城学」を 全学 部 1 年 次 の必修と する等 、地域 志向教育 の充実 を図る 取り組み が始ま
っている と聞き ます。
本県へのＵＩＪターンを促進し、若手を始めとした県内定住を促進するために以
下の具体 的取り 組みを 期待しま す。
（ア）県 内高校 生の県 内大学へ の進学 率向上 及び県外 からの 学生誘 致に繫が る
学部・学 科設立 と県内 大学の県 内外へ の周知 ・広報支 援
（イ）県 内大学 や高校 で茨城県 の魅力 を学ぶ 機会の創 設
（ウ）若 年世帯 の住居 確保や子 育てに 対する 支援体制 の確立
（エ）県 内の労 働力人 口増加及 び育成 ・定着 への支援
【県内高 校生の 県内大 学への進 学率向 上及び 県外から の学生 誘致に 繫がる学 部・学科設
立と県内 大学の 県内外 への周知 ・広報 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。
○ 茨城 大学に おいて は，実践的 工学系 人材 の育成強 化のた め，H30 年度か ら工学 部に
ついて， 現在の 8 学 科 から，「機 械シス テム工 学」「電気 電子シ ステム 工学」「物 質科
学工学」
「 情報工 学」
「 都市シス テム工 学」の 5 学科に 改組し ます。また，大 学院理 工
学研究科 におい ても， 現在の 8 専攻か ら 6 専 攻に改組 します 。
○ 常磐 大学に おいて は， H30 年度に 「看護 学部看護 学科」 を開設 します。
○ 日本 スポー ツウェ ルネス大 学にお いては ，H30 年 度にス ポーツ プロモー ション 学部
スポーツ プロモ ーショ ン学科（ 通学課 程）を 新たに設 置しま す。
【県内大 学や高 校で茨 城県の魅 力を学 ぶ機会 の創設】
○ 茨城 大学で は，平 成 27 年度よ り全学 部 1 年生 の必修 科目「 茨 城学」を 開設し てお
り，県で は，県 勢にか かる講義 を担当 するな どの協力 を行っ ていま す。
○ 今年 度より ，茨 城 キリスト 教大学 ，常 磐 大学，茨城工 業高等 専 門学校 ，県立 医療大
学の各大 学にお いても，「茨城学 」の同 時配信 や VTR を活用 した講 義 の実施な ど，県
内大学に おける 地域志 向教育の 拡大が 図られ ています 。

○

県内 大学に よる新 たな学部・学科の 設立 の認可に あたり，関係 機関との 調整が 円滑
に進むよ う県か ら設置・改 組に係 る要望 書を 提出する など，県 内大 学への進 学率向 上
につなが る魅力 向上の ための大 学の取 組に対 して，必要に 応じて 支 援を行っ てまい り
ます。

○

県内 大学と の連携 を図り，大 学講義 にお ける講師 派遣な ど，県 内大学に おける 茨城
県の魅力 を学ぶ 機会の 充実に協 力して まいり ます。

対

応

画
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４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
① 県内 定住及 び県外 からの流 入促進
日本全体 で人口 減少が 進展する 中で 、本県 に おいても 県人口 が平成 29 年 4 月 1 日
現在で 24 年振り に 290 万人を下 回る状 況とな っており 、「地 方創生 」を実現 する た
めに、「本県への新しい人の流れをつくる」取り組みは、最優先課題の一つであり
ます。ま た、本 県の高 齢化率 は 28.0％と全 国 平均を上 回って おり、 今後、高 齢化が
進む中で、若手世代を始めとした就労世代の本県への定住促進は、県内の活発な経
済活動を維持していくために欠かせない問題ですが、県内の学 生に対し茨城県の魅
力がどれ 位伝わ ってい るか疑問 である との声 も上がっ ている 中で、茨城大学 では「 茨
城学」を 全学 部 1 年 次 の必修と する等 、地域 志向教育 の充実 を図る 取り組み が始ま
っている と聞き ます。
本県へのＵＩＪターンを促進し、若手を始めとした県内定住を促進するために以
下の具体 的取り 組みを 期待しま す。
（ア）県 内高校 生の県 内大学へ の進学 率向上 及び県外 からの 学生誘 致に繫が る
学部・学 科設立 と県内 大学の県 内外へ の周知 ・広報支 援
（イ）県 内大学 や高校 で茨城県 の魅力 を学ぶ 機会の創 設
（ウ）若 年世帯 の住居 確保や子 育てに 対する 支援体制 の確立
（エ）県 内の労 働力人 口増加及 び育成 ・定着 への支援

現

【県内大 学や高 校で茨 城県の魅 力を学 ぶ機会 の創設 】
〇世界史 補助教 材「世 界の中の 茨城」 の作成 及び配布
県教 育委員 会では ，高等学 校等で 茨城の 歴史が世 界とど う関係 するのか につい て学
習するこ とをね らいと して，世界 史補助 教材「 世界の中 の茨城」を作 成いたし ました。
内容とし て，近代を 中 心に世界 の動き とそれ に関連し た茨城 県のト ピックを 掲載す る
ことで，世 界の中 の郷 土茨城の 歴史を 捉えな おすこと ができ るよう になって おり，次
期学習指 導要領 に対応 するため，主体的・対 話的で深 い学び を実現 するため の設問 も
掲載して おりま す。
県教 育委員 会は ，今 年８月の 教育課 程研究 協議会の 際に各 学校に「 世界の中 の茨城」
を７部ず つ配布 し，来 年度から の生徒 の使用 に向けて 準備を 進めて おります 。

況

〇配布を 行った 学校
高等 学校
96 校
中等 教育学 校
2校
特別 支援学 校 19 校

○
対

来年 度から 世界史 補助教材「 世界の 中の 茨城」を授 業で使 用し ，高校生が 世界の 中
での茨城 県の歴 史を幅 広く理解 し魅力 を再発 見するこ とで ，郷土 茨 城を愛す る心を 養
ってまい ります 。

応

48

平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部・ 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 県内 定住及 び県外 からの流 入促進
日本全体 で人口 減少が 進展する 中で 、本県 に おいても 県人口 が平成 29 年 4 月 1 日
現在で 24 年振り に 290 万人を下 回る状 況とな っており 、「地 方創生 」を実現 する た
めに、「本県への新しい人の流れをつくる」取り組みは、最優先課題の一つであり
ます。ま た、本 県の高 齢化率 は 28.0％と全 国 平均を上 回って おり、 今後、高 齢化が
進む中で、若手世代を始めとした就労世代の本県への定住促進は、県内の活発な経
済活動を維持していくために欠かせない問題ですが、県内の学生に対し茨城県の魅
力がどれ 位伝わ ってい るか 疑問 である との声 も上がっ ている 中で、茨城大学 では「 茨
城学」を 全学 部 1 年 次 の必修と する等 、地域 志向教育 の充実 を図る 取り組み が始ま
っている と聞き ます。
本県へのＵＩＪターンを促進し、若手を始めとした県内定住を促進するために以
下の具体 的取り 組みを 期待しま す。
（ア）県 内高校 生の県 内大学へ の進学 率向上 及び県外 からの 学生誘 致に繫が る
学部・学 科設立 と県内 大学の県 内外へ の周知 ・広報支 援
（イ）県 内大学 や高校 で茨城県 の魅力 を学ぶ 機会の創 設
（ウ）若 年世帯 の住居 確保や子 育てに 対する 支援体制 の確立
（エ）県 内の労 働力人 口増加及 び育成 ・定着 への支援
○

子育 て支援 等につ きまして は ，４ ②を確 認願いま す 。
〔保健福 祉部〕

現

況

対
応

【県内の 労働力 人口増 加及び育 成・定 着への 支援】
○ 県内産業の持続的発展のためにも労働力人口の確保は重要と考えておりますこと
か ら，「 地 方創 生 人 材 還 流 ・定 着 支 援 事業 」 や 「 大好 き い ば らき 就 職 面 接会 」，「 い ば
らき就職 支援セ ンター 」や「いばら きしご と 支援セン ター」に おけ る職業紹 介など に
より，県 内企業 の人材 確保及び 労働力 の育成 ・定着を 支援し ており ます。
＜地方創 生人材 還流・ 定着支援 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 大学や 産業界 と連携し，
県内 企業 にお ける イン ター ンシ ップ の促 進や 主に 都内 学生 を対 象と した 合同 就職
面接会の 開催等 により ，労働力 定着に 努めて おります 。
＜大好き いばら き就職 面接会＞
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 29 年度は ，６月 に土浦 ，７ 月に 水戸，10 月に 土浦・水 戸で実施 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 提供して おりま すほか ，求職 者に対 するト ラ イアル雇 用制度
の周知な どを行 ってお ります。【 平成 29 年度 12 月 5 日 現在： 11 件】
＜いば らきし ごと支 援センタ ー＞
移住希望 者への 就職や 暮らしに 関する 情報の 提供等に より， 本県へ の移住を 希
望する方 に対し 就職支 援を行っ ており ます。
〔商工労 働観光 部〕
○

引き 続き ，県内 の労 働力人口 増加及 び育成・定着への 支援に 取り組 んでまい ります。
〔商工労 働観光 部〕
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４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
② 人口 減少社 会に対 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。本県の合計特殊出
生率は 1.48％と 全国平 均 1.45％ を若干 上回っ ているも のの 、若年 世 代は収入 も少な
く経済的な余力も乏しい事から子育てが経済的な負担にもなっており、若年世代の
県内定住、結婚、出産、子育ての環境をさらに充実させるため、ハード・ソフト両
面から、 以下の 具体的 支援策へ のさら なる取 り組み強 化を要 望しま 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
（ウ)事業 所内保 育所設 置への支 援
＜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８ 年間で 約８千 人の定員 増加 を 図っ
ておりま す。平成 29 年度にお いても 約千３ 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】
21～28 年 度（実 績）
29 年度（ 見込）

216 ヶ所
20 ヶ所

7,996 人 定員増
1,294 人 定員増

【待機児 童数】
H24
待機児童 数（人 ）
320
保育所等 数（か 所）
489
利用児童 数（人 ）
45,665
※各年と も４月 １日の 数

H25
215
497
46,549
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H26
227
523
47,739

H27
373
641
50,643

H28
382
671
52,511

H29
516
691
52,643

＜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】（H29.10.31 現在）
・出会い サポー トセン ター会員 数： 2,538 人 （男性 1,534 人 ，女性 1,004 人 ）
・成婚数 （累計 ）： 1,862 組
・ふれあ いパー ティ開 催回数（ 累計） ： 2,511 回
・マリッ ジサポ ーター 数： 467 人（男 性 239 人，女性 228 人 ）
・出会い 応援団 体数： 23 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

況

・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＞
○ 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
H24
H25
H26
H27
H28
実人員（ 人）
1,590
1,750
1,776
1,888
1,763
延件数（ 件）
2,664
2,839
2,797
2,964
2,754
助成額（千 円）
378,211
361,571
359,726
393,865
479,660
【内容】
平成 29 年 10 月 1 日以 降に終了 した特 定不妊 治療につ いて ，上乗 せ 助成をし ており ま
す。
区分
国制度
県単独上 乗せ【 新規】
・治療開 始時に 法律上 の婚姻を してい る夫婦
対 象 者
・治療期 間の初 日にお ける妻の 年齢が 43 歳未 満
・夫婦の 所得の 合計額 が 730 万 円未満
対象治療
助成回数
助 成 額

○

① 特定不妊 治療（ 体外受 精，顕微 授精）
② 特定不妊 治療に 至る過 程で実施 した男 性不妊 治療
初回治療 開始時 の妻の 年齢が
39 歳まで 通算 6 回，40～42 歳ま で通算 3 回
① 特定
上限 15 万 円
上限 5 万 円
不妊治療
※初回に 限り上 限 30 万 円
(一部治療 は 2.5 万円)
(一部治療 は 7.5 万円)
※初回を 除く
② 男性
上限 15 万 円
上限 5 万 円
不妊治療
(一部治療 対象外 )
(一部治療 対象外 )

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
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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 。
【H29 年 度開催 実績】 （ H29.11 末現在 ）
日
時
場
所
平成 29 年 7 月 2 日（日 ） 茨城県開 発公社
平成 29 年 11 月 26 日（日 ） つくば国 際会議 場
○

内容（テ ーマ）
未妊～早 く気づ いて～ 妊活を！
「子を授 かる。 」

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
H24
H25
H26
H27
H28
実件数（件） 146
127
118
112
91
延人数（人） 228
195
181
165
144
＜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（ 該当率 約 89％ ）に，妊産婦で 約千人
増えて約 ２万人 （該当 率 約 91％，受 給期間 を 8.5 か 月と想 定）と なりまし た。
【補助実 績等】
対象人数 ・金額
小

児

妊産婦
※

（単位 ：人，千 円）
H27
H28

H24

H25

H26

受給者数

193,103

190,001

287,743

283,733

346,980

県補助金

2,100,944

2,008,287

2,232,139

2,566,350

2,727,938

受給者数

13,965

13,581

13,542

13,123

14,257

県補助金

398,960

388,539

387,642

378,827

383,055

H28 対象人 数は， それぞれ 拡大後 の月平 均です。

○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
H28
231,082
受給者数
228,261
224,553
221,295
217,747
228
支給額（ 県負担 分）
6,271,540 7,420,407 7,315,712 7,171,425 7,030,340
（ 平成 29 年２月 28 日時点 ）
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○

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 適用につ 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
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平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
商工労 働観光 部・教 育庁

要
望
事
項

４．「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
③ 県内 観光資 源を活 用した魅 力度向 上への 広報強化
本県は農産物も海産物も豊富であり、空港・高速道路・鉄道も整備されており、
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、観光客誘致につながり県内経済の活性化に資する
ものと考 えます 。平成 28 年（1 月～12 月） の 本県観光 入込数 は前年 比 8.4％増と な
り、県の ご尽力 により 毎年増加 を続け ていま す。
今後につきましても、さらなる観光客誘致・魅力度向上のため、下記取り組みを
要望致し ます。
（ア）本県 イメー ジア ップのた めの県 内歴史・文化・自 然遺産 の世 界遺産認 定申請
運動の推 進
（イ）県 北芸術 祭他、 観光イベ ントの 開催及 び観光拠 点の整 備
（ウ）上 記イベ ントや 観光拠点 の広報 及びＰ Ｒ強化
【県内歴 史・文 化・自 然遺産の 世界遺 産認定 申請運動 の推進 】
○平成 19 年９ 月に県 と水戸市 が世界 遺産と して共同 提案し たが，平 成 20 年９ 月に文 化
庁から当 該提案 は世界 遺産暫定 一覧表 への記 載は困難 と の回 答があ りました 。
・○平成 25 年８ 月に文 化庁から 当面の 世界遺 産暫定リ ストへ の追加 記載はな いとの 連絡
があった ことか ら，学 術的調査 ・研究 を進め ，その魅 力を広 く情報 発信を行 うため，
検討状況 報告書 の作成 などを行 う各種 会議等 に参加す るなど，世界遺 産暫定一 覧表へ
の追加記 載に向 けた水 戸市の取 り組み を支援 しており ます。
＜主な取 り組み ＞
・ 世 界 遺 産 登録 推 進 に 係る ４ 県 ４ 市関 係 者 (茨 城県 ・ 水 戸 市， 栃 木 県 ・足 利 市 ， 岡山
県 ・備 前 市 ， 大分 県 ・ 日 田市 )及 び学 識 経 験 者 な どに よ る 教 育遺 産 世 界 遺産 登 録 推進
協議会へ の参加 ・意見 交換
・ 世界 遺産登 録推進 シンポジ ウムへ の後援 及び参加
・・ 世 界遺産 登録推 進担当者 への助 言
〔教育庁 〕

現

【観光イ ベント の開催 及び観光 拠点の 整備， 観光拠点 の広報 及びＰ Ｒ強化 】
茨城空港 就航路 線の充 実や圏央 道の県 内区間 の全線開 通，上野東 京 ラインの 増発な 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 。

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 ＨＰア クセス 数：約 731 万件(H28 年 度計)）

○

メデ ィアや 旅行雑 誌等を活 用した 魅力発 信
・テレビ ４本
・旅行雑 誌３誌 ，ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ１誌（首都 圏），Ｗｅｂサ イト５ 社（女 子向け旅 行サイ
ト等）

○

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 （ 38 回）
・就航先 におけ る観光 キャンペ ーンの 実施（ 札幌 1 回 ，神戸 3 回， 沖縄：1 回）
・観光情 報誌「 いばら き時間（ 夏，秋 冬）」 作成（計 17.5 万 部）
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○

現

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 18 本，708 人送客(11 月末 現在)）

○

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）三県合同による観光物産展の実施，広報
誌への掲 載

○

受入 体制の 整備
宿泊 施設の 新設及 び魅力向 上のた めの改 修に係る 費用助 成
上限 5,000 千円，補助率 1/2，交付 決定：19 施設，計 73,881 千円（H29 年 10 月 末
現在）

また，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
・主要観 光施設 におけ る多言語 表記や 無料 Wi-Fi 環境 の整備 促進
・観光事 業者を 対象と した外国 人観光 客向け のおもて なし向 上や外 国語研修 の
実施
・外国語 の堪能 な職員 の県観光 物産協 会への 配置によ る多言 語表記 等の支援

況

〔商工労 働観光 部〕

○

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，圏 央道 の県内区 間の全 線開通 ，上野東京 ライン の増 発を踏ま え，特に
東京西部 や神奈 川，埼 玉，山梨エ リアの 観光 客をター ゲット として ，積極的に 情報発
信すると 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，観光 事業者
等の外国 語対応 やおも てなしの スキル アップ に努めま す。
〔商工労 働観光 部〕

対

応
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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
④ 県内 農林水 産品及 び畜産品 の県内 におけ る加工及 び高付 加価値 化への支 援
本県は、農業産出額全国第２位と農業資源が非常に豊富であり、また水産業や畜
産業も盛 んな全 国でも 有数の食 品生産 を誇る 県です。
6 次産業 化等の 取り組 みを県内 に拡大 する事 は、県内 経済の 活性化 、加工食 品のブ
ランド化、雇用の創出等、大きな経済波及効果があるものと考えます。「茨城県 6
次産業化サポートセンター」が発足し、地域農業の活性化を図っておられますが、
県の特産 品を十 分に活 かすべく さらな る支援 強化を要 望しま す。
【６次産 業化の 取組】
○ （公社）茨城県 農 林振興公 社に６ 次産業 化サポー トセン ターを 設置し、６ 次産業 化
に取り組 む事業 者への フォロー アップ を含む 支援体制 を整備 した上 で、
・６次産 業化を 目指す 事業者に 対して は、ア グリビジ ネス講 座の開 催
・６次産 業化ネ ットワ ーク活動 整備交 付金（ 国補）に よる施 設整備 支援
・販路の 開拓を 目指す 事業者に 対して は、大 規模商談 会や販 路開拓 相談会の 開催
等による ６次産 業化の 発展段階 や課題 に対応 した支援 策を講 じてい るところ です。

現

＜参考＞
・６次 産業化 プラン ナーの登 録者数 ： 10名
・H29年 度のプ ランナ ー派遣件 数： 98件（H29年9月末現 在）
・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： 50件
（H29年10月末現 在）

況

○
対

次年 度以降 も引き 続き、農産 物の６ 次産 業化に取 り組む 農業者 等に対し て、６次 産
業化の発 展段階 に応じ たきめ細 かな支 援を続 けてまい ります 。

応
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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
（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 6 号 線と 6 号バイパ スの合 流地点 の 4 車線 化
（ウ）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

○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 9 事 業 費：350百万円 （道路 設計，地 質調査 ，環境 調査，用 地買収 ）
H28末進捗率：約3％（用 地進捗 率：約5％ ）

況
【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 9 事 業 費：150百万円 （測量 ，設計， 用地補 償）
H28末進捗率：約4％

対

【国道6号 日立バ イパス 】
○ 日 立 市 と 連携 し 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。
【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 境界立 会等を進 めてま いりま す。

応
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企画部 ・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
① 圏 央道の 利便性 向上及び 沿線地 域の工 業団地整 備促進
平成 29 年 2 月に 圏央道 境古河～ つくば 中央間 が開通し 、県 内交通 イ ンフラの 利便
性は一段 と高ま りまし た。開通 により 隣接区 間では交 通量が 約 20％ 増加し、 関東圏
の物流・ 観光に 大きな 影響があ ると考 えます 。
しかし、圏央道はほとんどの場所が対面通行となっており、混雑も発生しやすく
なってい ます。 県にお かれまし ては、 早期の 全区間 4 車線 化を図 る べく国へ の働き
かけの強 化を要 望しま す。
また、圏央 道沿線 地域の 工業団地 整備促 進 につ いても、一 層のご 尽力を 要望しま す。
【圏央道4車線化 】
○ ２月 に境古 河IC～ つくば中 央IC間 が開通 したこと により ，県内 全線が開 通しま した
が，暫 定２車 線であ る ため，渋滞の 発生 ，低 速車両に 起因す る速度 低下，事故発 生時
における 長時間 の通行 止めなど ，定時 性・速 達性の面 で課題 があり ます。
〔土木部 〕

現

況

対

応

【工業団 地整備 】
○ 圏央 道沿線 地域で は，圏央 道の整 備進展 に伴い企 業立地 が活発 になって きてお り，
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 あります 。
○ 県に おきま しては ，地域経済 を牽引 する 産業の集 積を進 めるた め，沿線市 町村と と
もに地域 未来投 資促進 法に基づ く基本 計画を 作成し，国 に協議 して いるほか，事業手
法・事 業主体 の検討 に 対する助 言，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。
〔企画部 〕

【圏央道4車線化 】
○ 整備 効果を 最大限 発揮する ために は，４ 車線化は 必要不 可欠で あると考 えてお り
ますので ，圏央 道の県 内全区間 の早期 ４車線 化に向け ，国や 東日本 高速道路 ㈱に
対し，要 望して まいり ます。
〔土木部 〕
【工業団 地整備 】
○ 引き 続きこ うした 支援に努 めます ととも に，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 まいりま す。
○ また ，平成29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 っ
た本県の 立地優 位性を 広くＰＲ 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 。
〔企画部 〕
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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 、依
然として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

況

【事業中 の（主 ）美浦 栄線バイ パスよ り北伸 区間】
○ これ までに 埋蔵文 化財や貴 重動植 物等の 調査を行 ってき たとこ ろであり ，昨年 度，
猛禽類については現況調査が終了し，専門家からは，事業実施段階で改めて調査が
必要との ご意見 をいた だいたと ころで す。
○ 現在 は、こ れまで の調査結 果やつ くばの 里工業団 地など の周辺 における 状況の 変化
を踏まえ 、ルー トの検 討を実施 してお ります 。

【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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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 滞緩和に 対する 支援
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 9 事 業 費：780百万円 （道路 設計，用 地買収 ，改良 工）
H28末進捗率：約82％ （用地 進捗率 ：約95％ ）
○ 平成26年10月にバ イパス部 （1.6ｋ ｍ）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11月に， 現道拡幅 区間に おいて 設計説明 会を実 施しま した。

【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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企画部 ・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
（３）鹿 行地域
① 鹿嶋 市内の 交通渋 滞緩和に 対する 支援
鹿嶋市内、カシマサッカースタジアムにおいてはＪリーグを始めとしたサッカー
試合等のスポーツイベントが開催され、県内のイメージアップや観光客誘致に大き
く寄与し ている ものと 考えます が、サ ッカー スタジア ム周辺 の国 道 51 号線 は片側 1
車線であ り、イ ベント 開催時に は非常 に混雑 するとの 声が寄 せられ ています 。
同地域の 渋滞対 策につ いて要望 します 。

〇

カシ マサッ カース タジアム の交通 渋滞に ついては ，県や 鹿島ア ントラー ズＦＣ 等関
係団体に おいて も，重 大な課題 と認識 してお り，対 策とし て，同Ｆ Ｃが，日頃か らホ
ームペー ジで公 共交通 機関利用 の案内 を掲載 している ほか，試 合日 には，渋滞 対策の
ための迂 回路の 案内看 板を設置 するな どの対 策を行っ ていま す。

〇

多数 の来場 者が想 定される 試合時 には，県やホー ムタウ ン市，交通事業 者等の 関係
者による 交通対 策会議 を開催し 情報共 有を図 るととも に，鉄道，バ スの臨時 便を増 発
するなど の対策 を行っ ておりま す。

○
現

スポ ーツイ ベント 開催時の 交通渋 滞緩和 を図るた め，現 在鹿島 アントラ ーズの ホー
ムゲーム 開催日 には，東京駅か らスタ ジアム への直行 高速バ スが運 行される ほか，鹿
島神宮駅 行きの 高速バ スが臨時 便とし てスタ ジアムま で延伸 して運 行されて います 。
また，鹿島臨 海鉄 道では，試 合の開 催に 合わせて，鹿島サ ッカ ースタジ アム駅 を営
業すると ともに，大洗 鹿島線を 利用し た試合 観戦にお 得な「サ ッカ ー観戦回 数券」を
販売して いると ころで す。
〔企画部 〕

況

61

【国道51号鹿嶋 バイパ ス】
〇全体計 画
区
間 ：潮来市洲 崎～鹿 嶋市清水
延 長 等：Ｌ ＝8.3ｋ ｍ
○供用区 間（Ｈ14年全 線暫定2車 線供用 ）
○事業中 区間（ 神宮橋 架替）
区
間 ：潮来市 洲崎～ 鹿嶋市 大船津
延 長 等 ：Ｌ＝1.8km（4車線）
着 手 年 度 ：Ｈ26年 度～
全 体 事 業 費：約160億 円
H 2 9 事 業 費：491百万 円（道 路設計 ，環境調 査，事 業損失 補償，改 良工）
H28末進捗率：約4％

現

【国道51号潮来 バイパ ス】
区
間：潮 来市小 泉～洲崎
計 画 延 長 ：Ｌ＝2.5ｋｍ
幅
員：Ｗ＝25～27ｍ
着 手 年 度 ：Ｈ17年 度～
全 体 事 業 費：約26億 円
H 2 9 事 業 費：30百万 円（道 路設計 ，環境調 査，用 地買収 ，改良工 ）

況

H28 末進捗率：約 94％ （用地 進捗率 ：約 93％ ）
〔土木部 〕
○

今後 もイベ ント開 催時の渋 滞緩和 を図る ため，関係 機関と 連携 を図りな がら，県 や
市のホー ムペー ジ，Ｓ ＮＳ，市報 等を通 じて ，公共交通 機関の 利用 や乗り合 わせで の
来場等に ついて 呼びか けてまい ります 。

○

また，公共交 通の 周知・広報 に努め，交 通事業者 と連携 して公 共交通機 関の利 用促
進による 渋滞緩 和に取 り組んで まいり ます。
〔企画部 〕

対
【国道51号鹿嶋 バイパ ス】
○ 現在 事業中 の新神 宮橋の 4車 線化が 早期に 図られる よう， 国に働 きかけて まいり ま
す。

応

【国道51号潮来 バイパ ス】
○ 潮来 市街地 におけ る交通渋 滞を緩 和させ る ため，早 期に供 用が 図られる よう，国 に
働きかけ てまい ります 。
〔土木部 〕
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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 り組み 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。県におかれましては、商店街活性化事業等にご尽力頂いておりますが、高
齢化率の高い農村地区等においてはさらなる支援が必要と考えます。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 取り組 み
（イ）防 災対策 、災害 発生時の 連携支 援
（ウ）地 域にお ける高 齢者の見 守り体 制の構 築
（エ）公 共交通 機関、 代替交通 機関の 拡充
【買い物 弱者支 援】
○

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 29】 最 優 秀 1 件 優 秀 3 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 ）
※ 新 規 採 択 は H28 年 度 で 終 了

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
【 Ｈ29】

○
対
応

7 事業

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２９ 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 り組み 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。県におかれましては、商店街活性化事業等にご尽力頂いておりますが、高
齢化率の高い農村地区等においてはさらなる支援が必要と考えます。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 取り組 み
（イ）防 災対策 、災害 発生時の 連携支 援
（ウ）地 域にお ける高 齢者の見 守り体 制の構 築
（エ）公 共交通 機関、 代替交通 機関の 拡充
【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，自助 や共 助などに 関する 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 すると ともに ，自主 防災
組織が行 う防災 講演会 等の取組 に対し 助成を 行うなど ，地 域防災 力 強化事業 を推進 す
ることに 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２９ 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 り組み 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。県におかれましては、商店街活性化事業等にご尽力頂いておりますが、高
齢化率の高い農村地区等においてはさらなる支援が必要と考えます。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 取り組 み
（イ）防 災対策 、災害 発生時の 連携支 援
（ウ）地 域にお ける高 齢者の見 守り体 制の構 築
（エ）公 共交通 機関、 代替交通 機関の 拡充

○

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，３２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

対 ○

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 。

応
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平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
企

要
望
事
項

画

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
① 住 みよい 環境整 備への取 り組み 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。県におかれましては、商店街活性化事業等にご尽力頂いておりますが、高
齢化率の高い農村地区等においてはさらなる支援が必要と考えます。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 取り組 み
（イ）防 災対策 、災害 発生時の 連携支 援
（ウ）地 域にお ける高 齢者の見 守り体 制の構 築
（エ）公 共交通 機関、 代替交通 機関の 拡充
【買い物弱者支援】

○

人口 減少や 少子高 齢化が進 む中，県 では ，安心して 暮らせ る生 活環境づ くりを 進め
るため，買 物支援 等に 取り組む 市町村 を支援 し，地域の 生活支 援サ ービスの 維持・確
保に努め ており ます。
＜生活環 境づく り支援 事業＞
買物支援 等の生 活支援 サービス の維持 ・確保 に取り組 む市町 村に対 する支援 。
①仕組み づくり 支援（ 調査，検 討・調 整等）
②買物支 援（移 動販売 ，買物代 行，ミ ニスー パー設置 等）
③郵便局 ，宅配 事業者 等と連携 した見 守りサ ービス等 への支 援
④その他 先進的 な取組 への支援 （例： ＩＣＴ 活用，貨 客混載 等）
・補助率 ：①県 １０／ １０（上 限 1,000 千円 ）
②③④県 １／２ ，市町 村１／２ （上限 5,000 千円）
・平成 29 年度 実績 （11 月末 時点） ：７件 （６市１ 町）

現

【公共交通】

○

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，平 成 28 年度 からは ，「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 ，本年 ２ 月から県 南地域 で稲敷 エリア広 域バス（３ ル ート），８ 月から 鹿
行地域で 鹿行広 域バス （神宮・ あやめ ライン ）の実証 運行を それぞ れ開始し ました 。

況

【買い物 弱者支 援】
○ 引き 続き，市 町村 に対し，事 業の活 用を 働きかけ ていく ととも に，地域の 実情に 応
じた対策 を検討 し，買 物支援等 の生活 支援サ ービスの 維持・確 保に 取り組ん でまい り
対
ます。
応 【公共交 通】
○ 生活 路線維 持のた め，引き 続きバ ス事業 者等への 運行経 費の支 援を行う ととも に，
広域バス の実証 運行に ついては ，他の 地域で も協議会 による 協議が 整い次第 ，順次 ，
実証運行 や利用 促進の 取組を進 めてま いりま す。
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平成２９ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
生活環 境部・ 警察本 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
（４）県 内全域
② 安 心・安 全なま ちづくり への取 り組み 強化
本県にお いては 平成 29 年 4 月に 神栖警 察署が 開署され た事や 、地域 パトロー ル・
啓発強化等の取り組みにより犯罪件数が減少傾向にあります事は、行政・県警察の
ご尽力の 賜物で あり厚 くお礼を 申し上 げます 。
しかしながら、県内企業からは引き続き安心・安全に暮らせるまちづくりに対す
る声が多数寄せられています。空き巣被害や巧妙化するニセ電話詐欺の他、交通事
故発生件数も全国で高位にあります。法律・条例が遵守されさらなる治安の良いま
ちづくり を目指 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 強化と 、
犯罪の手 口・防 衛手段 の県民へ の継続 的な啓 蒙強化を 要望し ます。

【地域パトロールの強化】
○ 県内における平成 29 年中の刑法犯認知件数は、10 月末で 20,870 件 (※ ) であり、
前年比で 1,411 件減少しましたが、依然として高水準で推移しており、全国順位
はワースト 10 位となっております。 （ ※ 数 値 は 暫 定 値 ） 、
○ 県警察では、犯罪の発生状況等を踏まえ、侵入窃盗、ニセ電話詐欺、自動車盗
等の検挙及び抑止活動を展開しており、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。
○ また、各家庭や事業所を訪問する巡回連絡等において、犯罪被害や交通事故へ
の注意を喚起するとともに、広報紙やパトロールカードの配布による地域の安全
情報の発信に取り組んでおります。
〔警察本部〕
【交通マナー指導の強化】
○ 県では，茨城県交通対策協議会（ (一社)茨城県経営者協会を含め 40 の機関・団
体で構成）の主唱による交通安全県民運動を積極的に推進しております。
（１）年間を通じた交通安全運動の展開
①春の全国交通安全運動
H29.4.6～4.15
②夏の交通事故防止県民運動
H29.7.20～7.31
③秋の全国交通安全運動
H29.9.21～9.30
④年末の交通事故防止県民運動 H29.12.1～12.15
（２）交通安全広報活動の推進
①交通安全運動実施要綱の配布
H29 年度 18,000 部
②交通安全ポスターの配布
H29 年度 10,000 部
（３）交通安全県民大会の開催
①日
時：H29.11.8
②場
所：県庁舎 9 階講堂
③参加者数：416 名
○ その他，県では交通安全教育による交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図
っております。
（１）茨城県交通安全教育講師の派遣
・学校，企業等に県委嘱の交通安全教育講師を紹介（講師数： 12 名）
・平成 29 年度派遣回数 43 回（H29 年 10 月末現在）
（２）高校生原付バイク安全運転教室
・バイク通学者，原付自動車免許取得生徒の運転技術の向上と交通安全意識
の高揚を図るために実施
・平成 29 年度 参加校数：10 校 参加生徒数：193 名（H29 年 10 月末現在）
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（３）交通安全指導資料の作成・配布
・新入学児童全員の保護者に，家庭で活用する交通安全教育リーフレットを
配布
・平成 29 年度 28,000 部配布
○交通事故（人身事故発生件数及び交通事故死者数）データ
H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 ※
人身事故発生件数
14,732 13,279 12,534 11,613 10,455
7,940
交通事故死者数
142
163
132
140
150
117
※H29 年は H29 年 10 月末現在の数値（暫定値）

現

況

【犯罪の手口・防衛手段の県民への継続的な啓蒙強化】
○ 県では，茨城県安全なまちづくり推進会議（ (一社)茨城県経営者協会を含め 47
の機関・団体で構成）の主唱による安全なまちづくり県民運動を積極的に推進し
ております。
（１）安全なまちづくり街頭キャンペーン
①日
時：平成 29 年 10 月 11 日
②場
所：JR 水戸駅
③参 加 者：47 団体 224 名
（２）「ロックの日」街頭キャンペーン
①日
時：平成 29 年 6 月 9 日
②場
所：イオンモール水戸内原
③参 加 者：34 団体 124 名
○ その他，県では，児童・生徒の犯罪被害防止のため，小学校等において防犯教
室を開催するとともに，一般の方向けに防犯に関する講座を開催するなど，県民
の防犯意識の高揚を図っております。
・防犯教室の開催
平成 29 年度 2 回（H29 年 10 月末現在）
・防犯に関する講座の開催 平成 29 年度 2 回（H29 年 10 月末現在）
○防犯関係（刑法犯認知件数）データ
H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 ※
刑法犯認知件数
36,873 35,055 30,502 29,085 26,607
20,870
※H29 年は H29 年 10 月末現在の数値（暫定値）
〔生活環境部〕

○

対
応

引き続き、各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、犯罪の未然防止を図るとともに、犯罪の検挙に努めてま
いります。
〔警察本部〕

○

今後も，交通安全県民運動を積極的に推進するとともに，交通安全教育を実施
し，県民全体に広く交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図ってまいります。
○ 今後とも，安全なまちづくり県民運動を積極的に推進するとともに，防犯教室
を開催するなど，県民一人ひとりの防犯意識の高揚を図ってまいります。
〔生活環境部〕
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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
③ 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。さ
らに平 成 29 年 12 月 に 施行され たスト レスチ ェック制 度によ り、産 業医の不 足も顕
著になっており、企業から対応策の必要性の声が上がっております。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、本県の医師・看護職員不足解消に向け、一層の取り組み強化をお願いしま
す。
○

本県 は，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 おりま す。

○

また ，県内 の二次 保健医療 圏別で は，つ くば保健 医療圏 が全国 平均を上 回る一 方，
鹿行保健 医療圏 ，筑 西・下妻 保健医 療圏 ，常 陸太田・ひた ちなか 保 健医療圏 では全 国
平均の半 分に満 たない など，医 師の地 域偏在 が見られ ます。

現

況

【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 協議会に おいて ，鹿 島 労災病院 を神栖 済生会 病院に統 合する 基
本構想が 決定さ れ，基 本合意書 が締結 された ところで す。

対
応

【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 設 置し ,
地 域枠 の 医 学 生及 び こ れ を活 用 し た 修学 生 医 師 のキ ャ リ ア 形成 支 援 や ,医 師 不 足地 域
の病院等 への派 遣調整 を行って います 。
○ 特に ，地域 医療医 師修学資 金貸与 制度（ 地域枠） につい ては， 平成 21 年度に 筑波
大学に地 域枠を 設置し ，以降 ，順 次定員 の拡 大を図っ てまい りまし た。そ の結果 ，現
在では地 域枠の 定員が ７大学 53 名まで 増やし てまいり ました 。
○ また ，将 来，産婦 人科や小 児科 ，救急 科 への勤務 や，へき地 医 療に従事 するこ とを
返還免除 要件と した地 域医療医 師修学 資金貸 与制度（全 国対象）を 活用し，不 足する
診療科の 医師を 養成し ています 。
○ さら に，実力 派講 師の招聘 による 総合的 診療を学 ぶ特訓 ゼミや 教育回診 の実施，県
内指導医 の国内 外派遣 ，シミュレ ーター 教育 の推進等 に取り 組む，若手医師 向けの 魅
力ある研 修機会 の提供 により，本 県のイ メー ジ向上と 医師の 確保・県内定着 に努め て
いるとこ ろであ ります 。
○ 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 ，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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商工労 働観光 部・国 体・障害 者スポ ーツ大 会局

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
④ 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。つきましては、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様々なインフラ整備、
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り組
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＞
申請期間 平成 29 年５ 月 15 日～ ６月 30 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
５， ０００千 円

○

現

況

今後 さらに 増加が 見込める，海外か らの 観光客の 誘客促 進を図 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 制整備に 取り組 ん
でおりま す。
＜県観光 物産協 会自主 事業への 協力＞
・協会の 中に宿 泊施 設や観光 施設，交 通事 業者等か ら構成 される インバウ ンド部 会を
設置し，県 と連携 協力 を図りな がら，海 外か らの観光 客の誘 客促進 をテーマ とした
勉強会を 定期的 に開催 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 ， ID パ スカード を配布 してい 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〕
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【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
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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
⑤ 集 中豪雨 時にお ける洪水 対策や 道路の 冠水対策 等の防 災体制 強化
近年、国内各地で局所的集中豪雨の被害が目立っています。県内においても関東
東北豪雨の影響による洪水では常総市等において大きな被害をもたらしました。県
内企業からは、これら河川の洪水対策及び、集中豪雨時の道路の冠水対策に対する
声が多数寄せられています。こうした豪雨への対策として、河川堤防の整備強化や
道路整備 の強化 、道路 通行情報 のタイ ムリー な周知を 要望し ます。

【河川堤 防の整 備強化 】
○

河川 堤防等 の整備 について は，国 の交付 金を活用 しなが ら順次 実施して おりま す。
整備にあ たって は，限 りある予 算を有 効に活 用するた め，関東・東 北豪雨を はじめ と
した近年 の豪雨 により ，大きな被 害が発 生し た河川な どにつ いて，重点的に 整備を 進
めており ます。

現
【道路整 備の強 化（冠 水対策）】
○

況

道路 側溝断 面の不 足した箇 所や側 溝未整 備箇所で は，豪 雨時に 路面冠水 による 交通
の支障や，沿道住 民の 生活環境 へ影響 をきた している ことか ら，冠 水対策と して側 溝
整備・更 新や流 末整備 を実施し ている ところ です。

【道路通 行情報 のタイ ムリーな 周知】
○

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。

【河川堤 防の整 備強化 】
○

引き 続き事 業の重 点化を図 りなが ら，河 川整備を 推進し てまい ります。

【道路整 備の強 化（冠 水対策）】
対

○

引き 続き， 豪雨時 に路面冠 水が頻 発して いる箇所 の排水 整備を 優先的に 実施し ，
路面冠水 による 通行規 制の解消 を図っ てまい ります。

応

【道路通 行情報 のタイ ムリーな 周知】
○ 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 る発信 に努め てまいり ます。
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要
望
事
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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
⑥ 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。平 成 28 年秋 には県 北芸術 祭が開催 され 、
観光客の誘致や県北地域のイメージアップに大きく寄与したと思料しますが、こう
した取り組みを継続し、県北地域における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確保に取り組むとともに、企業誘致など産業の振興を図り、調
和の取れ た県土 発展を 要望しま 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 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを 希 望 す る 大 学 生 の 新 鮮 な ｱｲﾃﾞｱに 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 に開催し た茨城 県北芸 術祭の成 果を生 かし，アートを 活用し た交
流拡大促 進や次 回芸術 祭に向け た気運 醸成に 取り組ん でいる 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 。

現

況

画

対
応
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知事直 轄

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
⑥ 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。平 成 28 年秋 には県 北芸術 祭が開催 され 、
観光客の誘致や県北地域のイメージアップに大きく寄与したと思料しますが、こう
した取り組みを継続し、県北地域における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確保に取り組むとともに、企業誘致など産業の振興を図り、調
和の取れ た県土 発展を 要望しま す。
○

H28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 278件 の う ち 64件 （ 23％ ） （ 臨 海 44件 （ 16％ ） ，
山間20件（7％ )），面 積507haのう ち135ha（ 27％）（ 臨海104ha(20％)，山間32ha
（6％）） 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 おります 。

【地域別立地動向】※電気業を除く

5 年 間 (H24-H28)
件数
県北

現

構成比

H29 上 期
件数

構成比

5 年 間 (H24-H28)
面積

構成比

H29 上 期
面積

構成比

64 件

23 ％

3件

33 ％

135 ha

27 ％

4 ha

11 ％

県北臨海

(44 件 )

16 ％

(1 件)

28 ％

(104 ha)

21 ％

(1 ha)

3 ％

県北山間

(20 件 )

7 ％

(2 件)

6 ％

(32 ha)

6 ％

(3 ha)

8 ％

県央

31 件

11 ％

3件

6 ％

78 ha

15 ％

4 ha

11 ％

鹿行

27 件

10 ％

0件

0 ％

54 ha

11 ％

0 ha

0 ％

県南

85 件

31 ％

10 件

33 ％

127 ha

25 ％

13 ha

35 ％

県西

71 件

26 ％

10 件

28 ％

113 ha

22 ％

16 ha

43 ％

278 件

100 ％

26 件

100 ％

507 ha

100 ％

37 ha

100 ％

計

○

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 ， 東 京 ガ ス が ， 日 立 港 区 で LNG基 地 の 営 業 運 転 を 開 始 し ， ま た ， 天 然 ガ ス パ イ
プライン の整備 も進ん でいると ころで す。

○

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 してお ります 。

況
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県北 地域へ の企業 誘致につ いては，本県 が中心と なって 強く働 きかけた 結果，国 に
創設いた だいた「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 まいり ます。
＜ 津波・ 原子力 災 害被災地 域雇用 創出企 業立地補 助金（ 1 次～7 次公募） ＞
・ 採択件 数（県 内）： 71 件
＜茨 城産業 再生特 区に係る 税制上 の特例 措置（ H29.10 末 現在） ＞
・ 指定件 数：761 件／550 社
○ さら に，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。
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農林水 産部
要
望
事
項

現

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 国内外 への広報 ・ＰＲ
震災か ら 6 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
H29 年度 実績：329 品目 、182,578 検体 を公表 （H29 年 10 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（ H29 年 10 月末現 在、延 べ 75 店舗 、延 べ 307 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。
（参考） 各市場 におけ る本県青 果物取 扱高

(％)

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

東京

10.2

10.4

10.5

9.2

9.4

10.0

9.5

10.0

10.5

関西※

2.0

2.1

2.2

1.8

1.7

1.9

1.7

2.1

2.6

北海道

5.0

5.4

5.5

5.0

5.6

5.5

5.4

6.0

6.8

況

※大阪中央市場、京都市中央市場、神戸市中央市場

対
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【輸入規 制解除 の取組 】
○ 現在 、本県 産の食 品に対して 26 の国・ 地域が、 原発事 故に伴 う輸入停 止や検 査証
明書の添 付等， 何らか の規制を 行って おりま す。
○ こ の た め 、 県 と し ま し て は 、 中 央 要 望 等 を 通 じ て 国 に 対 し 、 輸 入規制を行 ってい
る諸外国等が、科学的根拠に基づき、輸入規制措置を撤廃するよう働きかけてお
ります。また、要人等の来県の機会を捉え、輸入規制解除等の要望を行っており
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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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
本県にお いては 、「平 成 23 年 3 月東日 本大震 災」「平 成 24 年 5 月 つ くば市竜 巻」
「平成 26 年 2 月豪雪 」「平成 27 年 9 月関 東・東北 豪雨」 等、短 期間に非 常に多 く
の自然災 害によ る被害 を受けて います 。こ れ ら自然災 害は将 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多数寄せられています。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、 引き続 き以下 の具体的 施策を 要望し ます。
（ア）災 害発生 を想定 した避難 経路や ハザー ドマップ の整備 （未作 成市町村 への
働きかけ ）
（イ）災 害時、 地域幹 線道路の 通行可 否や支 援物資提 供の仕 組み構 築と広報 強化
（ウ）給 水施設 などラ イフライ ンの確 保
（エ）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 替等）・ ＢＣＰ 普及啓 発
（オ）「 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付 つけ
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（Ｈ29.10 末時点）
・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するため， 15 河川の区域図を見直すとともに，新たに
２河川の区域図の作成を完了しています。
○土砂災害ハザードマップ（Ｈ 29.10 末時点）
・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年以内を目途に作成 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（Ｈ29.10 末時点）
・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。
県では，今年度，災害時に物資集積・配送を行う拠点施設として機能する「県央
総合防災センター」を水戸市内の県トラック総合会館敷地内に整備（６月）し，体
制を強化するとともに， Ｉ Ｃ Ｔ 技 術 の 活 用 によ り 被 災 市 町 村 が 必 要と す る 物 資 情 報 の
把握及び 避難所 への配 送が効率 的にで きる仕 組みづく りを，事業者 等と連携 しなが ら進
めており ます。

現

（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。

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，
「平成 27 年９月関東・東北豪雨災害緊急
対策融資」を設け，被害を受けた中小企業の災害復旧や経営安定化を支援いたしま
した。
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 1.3％～1.6％
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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（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 29 年７月 31 日及び 12 月６
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。

現

況

【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
【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。
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（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を強化するとともに，
新たに整備した県央総合防災センターの活用や，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さらに進めてまいります。
（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設
計及び工事，管路の耐震化工事を進めてまいります。
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， 被 災企 業の 資金 需 要に 的確 か つ迅 速に 対 応で きる よ う , 関係団体
等と連携して必要に応じ相談窓口を設置するなど被災企業に寄り添った対応を
行ってま 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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