平成３０年度県政要望に係る現況・対応
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平成30年度 経営者協会 県政要望項目一覧表
要 望 項 目
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就職面接会・企業説明会の開催数及び参加企業、就職希望者の増加と充実
②雇用安定と従業員定着を図るためのコンサルティング並びに金融面での支援の充実
③従業員教育・人材育成支援の拡充
④女性・高齢者雇用への取り組みについて
(1)雇用確保・人材育成への支援
⑤障がい者の雇用促進・定着に向けた支援の強化
⑥建設業・運送業・製造業・介護福祉業における雇用確保への支援
⑦外国人労働者の受入に関する支援
⑧「働き方改革」実現への支援
①ビジネスマッチング・販路拡大・販売強化に関する支援
(2)販路拡大への支援
②企業誘致推進の強化
(3)官公需の県内企業発注等に対する ①一般競争入札における県内事業所の受注機会確保に対する支援
支援
②競争入札におけるダンピングの排除
①産学官連携強化への支援
(4)科学技術を活用した新産業育成
・中小企業の成長支援
②ＩＴ化促進による効率化・生産性向上への支援
①各種税率の引き下げ
(5)税制優遇への継続的な取り組み
②事業用設備導入や建物新築時の優遇措置の拡充
２、県土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航空便路線拡充への更なる取り組みの強化
（1）茨城空港の利便性向上
・アクセス良化
②茨城空港及び周辺地域の整備の促進
①港湾整備への継続的な取り組み
（2）県内港湾の整備促進
・利便性向上
②定期航路増加への取り組み強化
①高速道路の整備・利便性向上
（3）県内高速道路・一般道路の
②県内有料道路の一定期間経過後の無料化への取り組み
整備促進・利便性向上
③県内各地域における渋滞緩和に向けての道路整備促進
①つくばエクスプレスの延伸と利便性向上・ＪＲ常磐線との接続への取り組み
②ＪＲ常磐線の利便性向上への取り組み
（4）県内鉄道の整備促進
③北関東を横断的に結ぶ鉄道の整備促進と利便性向上
・利便性向上
④県内主要都市におけるＬＲＴ導入への取り組み
⑤常磐新幹線開通に向けた取り組み
①社会インフラとしてのバス路線の維持・拡充
（5）県内バス路線の維持
・拡充への支援
②利用者拡大に資するバス路線利便性向上
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各種許認可や入札申請時の提出書類の簡素化・共通化と行政における保有データ
（1）申請書類・手続きの簡素化
共有への取り組み
・統一化
②県・市町村における申請書類の共通化への取り組み
①タイムリーな情報提供への取り組み
（2）各種制度等の情報提供
・広報周知
②「中小企業支援施策活用ガイドブック」への分かり易い記載方法の検討
①各種証明書取得おける電子申請・交付の促進とセキュリティの強化
（3）行政窓口の機能強化
②各自治体行政窓口の利便性向上
４、「地方創生」実現に向けた要望について
①県外からの大学生誘致・増加に繫がる学部・学科の設立や大学の誘致
②県内小・中・高校生に向けた茨城県の魅力を学ぶ機会の拡充への取り組み
（1）県内定住・県外からの
流入の促進
③若年世帯や県外からの移住者に対する住居確保への支援強化
④魅力や活気が溢れる街づくりへの支援
①子育て世帯への経済的支援体制の強化
②保育施設の充実への取り組み強化
（2）人口減少社会に対応した
少子化対策
③不妊治療に対する助成事業の充実
④「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
①観光イベントや観光拠点の広報・ＰＲ強化
（3）県内観光資源を活用した
魅力度向上と県内外への広報強化 ②新たな観光資源の発掘・磨き上げへの取り組み強化
①農林水産業振興に向けての取り組み
（4）県内農林水産品・畜産品の
販売強化
②県内農産物の販路拡大への支援
５、安心安全なまちづくり実現に向けての要望について
①交通事故減少に向けての取り組み強化
②犯罪手口・防衛手段の県民への継続的な啓発強化
（１）住み良い環境整備への
取り組み強化 ③県内鉄道主要駅前の再開発への支援
④老朽化した空き家への対策
①医療・福祉体制の充実
（2）地域医療・福祉の充実への
取り組み強化 ②医科大学・薬科大学の県内誘致と医師・看護職員不足の解消への取り組み
①自然災害に強い街づくりとインフラの整備促進
②災害発生時の食料・給水・燃料を始めとした支援体制の確立
（3）自然災害への備えと
防災体制の強化 ③災害発生時の各行政機関における連携体制の構築と対策窓口・被害情報の集約化
④ＢＣＰ普及啓発と県内企業への作成支援
６、時事の課題に対する取り組みについて
（１）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
の波及効果
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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
（1）雇用 確保・ 人材育 成への支 援
県内 中小企 業にお いては、雇用の 確保と 人材の育 成が経 営上最 大 の課題 となっ てい
ます。弊 会が実 施した「会員ニ ーズア ンケー ト調査」によ れ ば 、企 業 経 営 の 安 定 化 ・
活性化に 関し「 雇用維 持・確保 」を課 題とす る声が回 答全体 の 34.7％、昨年 比 6.9
ポイント増となっており、県内企業の人手不足はより厳しさを増している状況にあ
ります。
「労働力 の不足 が生産 能力の限 界要因 となっ ている」と の声が 数多く 挙がって おり、
今後、さら に少子 高齢 化が進み 県内人 口の減 少が見込 まれる 中で、地域発展 と県の ビ
ジョンで もある「新し い豊かさ 」を実 現する ためには 働き手 の確保・増加策と人材 育
成に係る 課題の 解決が 必要 と考 え、以 下を要 望いたし ます。
① 就職面 接会・ 企業説 明会の開 催数及 び参加 企業・就 職希望 者の増 加と充実
県主催 を始め、各種 企業説明 会が開 催され ておりま すが、現 状で は参加企 業は県 内
の一部で あり、機 会を 活かせて いない 企業が 多数存在 します。より 多くの県 内企業 が
参加する 事がで き、ま た、新 卒者に 留まら ず 、転職 希望者 も対象 と し、製 造業と 非製
造業とに業種を分けるなど来場者にも配慮した採用機会のさらなる拡充が必要と考
えます。
新卒者等 向けに「 大好 きいばら き就職 面接会 」，一般求職 者（離職 者，転 職者 等）
向けに「 元気い ばらき 就職面接 会」を 開催し ておりま す。
【大好き いばら き就職 面接会】

現

大学 等を卒 業見込 みの就職 希望者 及び既 卒未就職 者（卒 業後 3 年以内）と県内 企

○

業等が一 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（卒業 後 3 年以内）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 30 年 度は，7 月 と 10 月に 水戸・ 土浦で 実施して おりま す。
【元気い ばらき 就職面 接会】

況

○

若年 者や離 職等に より求職 中の方 と 県内 企業が一 堂に会 し，対 面方式で 面接を 行
う「元気 いばら き就職 面接会」 を年８ 回（７ 会場）開 催して おり， 求職者の 就職
を促進す るとと もに， 県内企業 等の人 材確保 への支援 を行っ ており ます。
平成 30 年 度は，7 月に 水戸，9 月 に日立 ，10 月に鹿嶋 ，つく ば，常 陸大宮，
12 月に筑 西で実 施，平 成 31 年 1 月に土 浦，2 月に水戸 （2 回目 ）を 実施予定 で
す。

○

対
応

昨年度から，大好きいばらき就職面接会については，従来の午後のみの開催で
はなく，午 前・午後 制（参加企業 は入替 え）を導入し，参加要 件を 満たす企 業は，
全企業が 参加い た だけ るように してお ります 。
○ また，新卒者向けの「大好きいばらき就職面接会」とは別に，一般求職者（離
職者，転 職者等 ）向け の「元気 いばら き就職 面接会」を県内 各地で 実施して おり，
企業等の 人材確 保を支 援してお ります 。
○ なお，各面接会におきましては，求職者の様々な業種ニーズに対応するため，
製造業， 非製造 業を含 め，様々 な業種 にご参 加いただ いてお ります 。
○ 今後も，「大好きいばらき就職面接会」及び「元気いばらき就職面接会」を開
催することにより，県内求職者の就職支援や県内企業等の人材確保を支援してま
いります 。
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県内 中小企 業にお いては、雇用の 確保と 人材の育 成が経 営上最 大の課題 となっ てい
ます。弊 会が実 施した「会員ニ ーズア ンケー ト調査」によ れ ば 、企 業 経 営 の 安 定 化 ・
活性化に 関し「 雇用維 持・確保 」を課 題とす る声が回 答全体 の 34.7％、昨年 比 6.9
ポイント増となっており、県内企業の人手不足はより厳しさを増している状況にあ
ります。
「労働力 の不足 が生産 能力の限 界要因 となっ ている」と の声が 数多く 挙がって おり、
今後、さら に少子 高齢 化が進み 県内人 口の減 少が見込 まれる 中で、地域発展 と県の ビ
ジョンで もある「新し い豊かさ 」を実 現する ためには 働き手 の確保・増加策と人材 育
成に係る 課題の 解決が 必要と考 え、以 下を要 望いたし ます。
② 雇用 安定 と 従業 員定 着を 図る た めの コン サ ルテ ィン グ 並び に金 融 面で の支 援 の充
実
雇用安 定と従 業員の 定着を目 的とし た職場 環境改善 のため 、自 動化 やＩＴ化 による
設備改善 、労働 者の健 康改善（ 腰痛改 善等身 体的なも のから メンタ ル面まで ）を進 め
る上での コンサ ルティ ングや金 融支援 が必要 と考えま す。

現

〇

企業 からの 要望に 応じ，社 会保険 労務士 を働き方 改革ア ドバイ ザーとし て派遣
し，業務 の平準 化や効 率化など につい て経営 者への助 言を行 うなど ，それぞ れの
企業の実 情に合 わせた 支援を行 ってお ります 。

〇

また ，今年 度から 新たに， 働き方 改革に 意欲のあ る企業 を公募 し，多様 な働き
方が可能 となる 労働環 境の整備 や，ICT を活 用 した生産 性の向 上に向 け，専門 家の
コンサル ティン グによ る業務改 善を実 施する ことで， モデル となる 企業を育 成す
るととも に，そ の取組 と成果を 広 く情 報発信 してまい ります 。

〇

働き やすい 職場づ くりをめ ざし， 公益財 団法人茨 城カウ ンセリ ングセン ターが
実施する 職場で の研修 企画やメ ンタル ヘルス の具体的 対応策 等につ いてのコ ンサ
ルティン グなど の事業 を支援し ており ます。

〇

職場 環境改 善のた めの国の 各種雇 用関係 助成金等 の周知 に努め ておりま す。

況

〇

今後も，アドバイザーの派遣や，モデル事例の情報発信などによる働き方改革
の推進や 生産性 の向上 を通じ ，県内 企業の 労 働環境の 整備を 支援し てまいり ます。

〇

引き続き，茨城カウンセリングセンターが行う取組へ の支援を行うとともに，
国の雇用 関係助 成金等 の周知に 努めて まいり ます。

〇

また，独立行政法人労働者健康安全機構が運営する茨城産業保健総合支援セン
ターにおいては，働く方のメンタルヘルスを含めた健康管理等について，事業者
や働く方を対象として総合的な支援を行っており，引き続き関係機関との連携を
図ってま いりま す。

対
応
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活性化に 関し「 雇用維 持・確保 」を課 題とす る声が回 答全体 の 34.7％、昨年 比 6.9
ポイント増となっており、県内企業の人手不足はより厳しさを増している状況にあ
ります。
「労働力 の不足 が生産 能力の限 界要因 となっ ている」と の声が 数多く 挙がって おり、
今後、さら に少子 高齢 化が進み 県内人 口の減 少が見込 まれる 中で、地域発展 と県の ビ
ジョンで もある「新し い豊かさ 」を実 現する ためには 働き手 の確保・増 加策と人材 育
成に係る 課題の 解決が 必要と考 え、以 下を要 望いたし ます。
③ 従業員 教育・ 人材育 成支援の 拡充
「地域創 生人材 育成事 業」の活 用によ り、製 造業・建設業に おける 人材育成 支援に
は一定の 充実が 図られ ており、 これら の取り 組みを継 続する と共に 、その他 の分野
（例：Ｉ Ｔ技術 ・福祉 など）に おける 人材育 成の拡充 につい ても支 援を願い ます。
○

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。
○ また，県立産 業技 術短期大 学校で は，高 等学校卒 業以上 の方を 対象とし て，２年 間
の職業訓 練を実 施し， 高度で実 践的な ＩＴ技 術者を育 成して おりま す。

現

況

【 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。
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 ）
【 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。
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 等によ る広報 の実施
【 県立 産業 技術短 期大学 校】
訓練科
入学定員
情報シス テム科
20
情報処理 科
20

総定員
40
40

3

H30.4.1 在籍
37
40

H29 就職 率
100%
100%

○

「 ものづ くり産 業 人材育成 確保事 業」に ついては ，雇 用型訓 練 のほか ，モデ ル事業
所へのき め細か な指導 の実施な どによ り， 平 成 29 年度 は訓練 生 30 名のうち 26 名の
継続雇用 につな げたほ か，平 成 30 年 度も 31 名の訓練 生のう ち 1 名 は既に継 続雇用 が
決まるな ど確実 に本県 ものづく り産業 におけ る人材育 成確保 に寄与 しており ，引 き続
き事業の 積極的 な 周知 ・広報を 行うな どして ，事業の 推進に 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 は ，平成 29 年度に開 発した
訓練カリ キュラ ムを活 用した 雇 用型訓 練を実 施中であ り，合同研 修 会なども 併せて 行
うことに より， 継続雇 用に結び つけ， 建設技 能者の人 材確保 を図っ てまいり ます。

○

県立 産業技 術短期 大学校で は，今後，ま すます需 要が高 まると 予測され ている ＩＴ
技術者の 育成を 強化す るため，平 成 31 年 度か ら，情報処 理科の 入学 定員を 40 名に倍
増し，訓 練の拡 充を図 ってまい ります 。

対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
産業 戦略部

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
県内 中小企 業にお いては、雇用の 確保と 人材の育 成が経 営上最 大の課題 となっ てい
ます。弊 会が実 施した「会員ニ ーズア ンケー ト調査」によ れ ば 、企 業 経 営 の 安 定 化 ・
活性化に 関し「 雇用維 持・確保 」を課 題とす る声が回 答全体 の 34.7％、昨年 比 6.9
ポイント増となっており、県内企業の人手不足はより厳しさを増している状況にあ
ります。
「労働力 の不足 が生産 能力の限 界要因 となっ ている」と の声が 数多く 挙がって おり、
今後、さら に少子 高齢 化が進み 県内人 口の減 少が見込 まれる 中で、地域発展 と県の ビ
ジョンで もある「新し い豊かさ 」を実 現する ためには 働き手 の確保・増加策と人材 育
成に係る 課題の 解決が 必要と考 え、以 下を要 望いたし ます。
④ 女性・ 高齢者 雇用へ の取り組 みにつ いて
人口減少 と高齢 化が進 む中で、 働き手 を確保 するため には、 県内の 労働者人 口を
増加させ る必要 があり ます。こ れまで の県の 取り組み から就 業して いる女性 や高齢
者の労働 環境は 拡充が 進んでい ると思 料しま すが、労 働者人 口を増 やすため には、
女性や高 齢者に おける 未就業者 の就業 を促進 する施策 が必要 と考え ます。
【女性の 雇用促 進】
○

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 1,025 事 業所（H30.11.26 現 在 ）か ら届出を いただ い
ておりま す。

○

出産 や育児 を理由 に離職し た女性 の再就 職を支援 するた め，男 女共同参 画，育児 支
援，ワーク・ライフ・バランス 等に積 極的な 企業と就 職を希 望する 女性が一 堂に会 す
る説明会 を開催 し，県 内企業と 求職者 とが直 接接する マッチ ング機 会を提供 するこ と
で，働く意 欲が強 い女 性の就 職 を支援 すると ともに，県 内企業 の人 材確保を 図って お

現

ります。
○

「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 ， 女 性 を 含 め た 求 職 者 の 就 職 を 支 援 し ておりま す。

況

【高齢者 雇用促 進】
○

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 すとと もに，企 業の労 働力確 保に努め ており ます。

○

「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 ， 高 齢 者 を 含 め た 求 職 者 の 就 職 を 支 援 し ておりま す。
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＜女性の 雇用促 進＞
○ 「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 ， 女 性 を 含 め た 求 職 者 の 就 職 を 支 援 し ておりま す。

対

＜高齢者 の雇用 促進＞
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。

応
○

「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 ， 高 齢 者 を 含 め た 求 職 者 の 就 職 を 支 援 し ておりま す。

〇

引き 続き， 国とも 連携を図 りなが ら，高 齢者の雇 用促進 に努め てまいり ます。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
産業戦 略部

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
県内 中小企 業にお いては、雇用の 確保と 人材の育 成が経 営上最 大の課題 となっ てい
ます。弊 会が実 施した「会員ニ ーズア ンケー ト調査」によ れ ば 、企 業 経 営 の 安 定 化 ・
活性化に 関し「 雇用維 持・確保 」を課 題とす る声が回 答全体 の 34.7％、昨年 比 6.9
ポイント増となっており、県内企業の人手不足はより厳しさを増し ている状況にあ
ります。
「労働力 の不足 が生産 能力の限 界要因 となっ ている」と の声が 数多く 挙がって おり、
今後、さら に少子 高齢 化が進み 県内人 口の減 少が見込 まれる 中で、地域発展 と県の ビ
ジョンで もある「新し い豊かさ 」を実 現する ためには 働き手 の確保・増加策と人材 育
成に係る 課題の 解決が 必要と考 え、以 下を要 望いたし ます。
⑤ 障がい 者の雇 用促進 ・定着に 向けた 支援の 強化
県にお かれま しては 、「障害 者雇用 優良事 業所」の 表彰や 「障害 者就職面 接会」
等に取り 組まれ ており ますが 、平成 30年4月 よ り障がい 者の法 定雇用 率が引き 上げ と
なる中で 、障が い者の 就職状況 や定着 状況等 の実態を 検証し 、該当 企業への 助成金
やコンサ ルティ ングに よる支援 が必要 と考え 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，今 年度か ら，障害者雇 用に積 極的な 企業に対 して認 証
マークを 交付す る「障 害者雇用 優良企 業認証 制度」を創 設し，こ れ らの企業 を顕彰 す
るととも に，取組 内容 を県ホー ムペー ジなど で公表す ること により ，県内の他 の事業
者への波 及や，障 害を 持つ方々 への有 益な就 職情報の 提供を 図り，障害者の 就労を 促
進してま いりま 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６ か所の 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
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

況

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。
○

この ほか ，県内 ９ か所に設 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 も，こう した 取組に加 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 実施す る際に ，助成 金やコ ンサル テ ィング等 の支援 施策の 周知に努 めてま い
ります。
○

対
応

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。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
産業戦 略部， 土木部 ，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
県内 中小企 業にお いては、雇用の 確保と 人材の育 成が経 営上最 大の課題 となっ てい
ます。弊 会が実 施した「会員ニ ーズア ンケー ト調査」によ れ ば 、企 業 経 営 の 安 定 化 ・
活性化に 関し「 雇用維 持 ・確保 」を課 題とす る声が回 答全体 の 34.7％、昨年 比 6.9
ポイント増となっており、県内企業の人手不足はより厳しさを増している状況にあ
ります。
「労働力 の不足 が生産 能力の限 界要因 となっ ている」と の声が 数多く 挙がって おり、
今後、さら に少子 高齢 化が進み 県内人 口の減 少が見込 まれる 中で、地域発展 と県の ビ
ジョンで もある「新し い豊かさ 」を実 現する ためには 働き手 の確保・増加策と人材 育
成に係る 課題の 解決が 必要と考 え、以 下を要 望いたし ます。
⑥ 建設業 ・運送 業・製 造業・介 護福祉 業にお ける雇用 確保へ の支援
業種別に 見た場 合 、上 記業種に おいて は特に 人手不足 が顕著 となっ ています 。
県におか れまし ては、 各業種毎 の助成 金や教 育制度の 拡充に よる支 援をいた だいて
おります が、同 業種の 企業から は依然 として 人手不足 の声が 多数挙 がってお り、さ
らなる支 援・対 策が必 要と考え ます。
【全業種 共通】
○ 現在，国（厚生 労働 省 茨城 労働局）によ る事業主 に対す る雇用 助成制度 として は，
「建設労 働者確 保育成 助成金」（ 建設労 働者 の雇用の 改善，技 能の 向上を行 う中小 建
設事業主 等に対 して助 成）など があり ます。
○

現

況

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・運送業・製 造業・
介護福祉 業の県 内企業 の人材確 保を支 援して 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（卒業 後 3 年 以内）と 県内
企業等が 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 （卒業 後 3 年 以内）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 30 年 度は，7 月 と 10 月 に水 戸・土浦 で実施 してお ります
＜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 を 含 め
た 求 職 者 の 就 職 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，
主に都内 学生を 対象と した大学 内に出 向いて 行う UIJ タ ーンセ ミナ ーの実施 な
どにより ，雇用 機会の 創出に努 めてお ります 。
〔産業戦 略部〕
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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「完全週休２日制モデル工事」を実施するなど，土
曜日，日曜日が当たり前のように休むことができる環境を目指しております。
○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施工方法を地元建設業界へ広
く普及させるため，Ｉ ＣＴ活用モデル工事を実施することで，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
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 。
〔産業戦 略部〕
【製造業 関係】
（ア）も のづく り企業 のイメー ジアッ プへの 取り組み
○

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

（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 30 年度 12 月 6 日現在：9 件】
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（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
○

「 産業技 術短期 大 学校（ ＩＴ短 大）」では ，昨年 度から ＩｏＴ や ビッグデ ータな ど，
新技術に 対応し た訓練 を実施し ている ほか，来年度か らは，情 報処 理科の定 員を増 員
し，高度 かつ実 践的な IT 技術者 の育成 を強化 すること として おりま す。
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 。

○

平成 29 年度 修了生 の就職率 は，短 大校 100％，学 院 98%で あり， そのほと んどが ，
県内中小 企業に 就職し ておりま す。
（実績 （平成 30 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 39 名
・産業技 術専門 学院（ 5 学院・11 訓練 科）：就 職者数 145 名
〔産業戦 略部〕

【介護福 祉業関 係】
○ 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 確保の
ための助 成や教 育支援 を行って おりま す。
[主な事業 ]
①参入 促進
・介護 人材確 保育成 事業
無 資格の 求職者 を施設・事 業所に 派遣 し，派遣期 間中，介 護 職員初任 者研修 受講
により基 本的な 知識・ 技術を習 得させ ，その 後の直接 雇用に 繋げて いきます 。
・介護福 祉士・ 社会福 祉士修学 支援
介護福祉 士等の 資格取 得を目指 す学生 等に対 する修学 資金や ，潜 在 介護職員 の再
就職準備 に必要 な費用 を貸与し ており ます。
②資質の 向上
・キャ リアア ップ支 援事業
施 設・事 業所職 員の キャ リアア ップの ための研 修費用 を助成 しており ます。
・複数 事業所 連携事 業
小 規模等 により 施設・事業所 単独で は，研修の実 施が難 しい場 合に，複数の 施設・
事業所が 合同し て行う 費用を助 成して おりま す。
・社会 福祉事 業従事 者の研修
社 会福祉 事業従 事者の研 修・資質向 上の ため，茨城県 社会福 祉協 議会が実 施する，
社会福祉 事業従 事者研 修に対し 支援し ており ます。
③労働環 境・処 遇改善
・介護 ロボッ トの活 用・普及 支援
介 護施設・事業 所に対し て，セン サー 付きベッ ドなど の介護 ロボット の導入 に係
る経費の 助成を 行 うと ともに，県 と介護 ロボ ットメー カーが 連携し ，モデル施 設と
して指定 した介 護施設 に，腰補助 タイプ の介 護ロボッ トを導 入し，活用状況 を公開
すること により ，機器 の普及促 進を図 ってお ります。
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・介護職 員処遇 改善加 算の拡充 の活用 の促進
介護職 員処遇 改善加 算の拡充 につい て，施 設・事業 所に対 して，加算対象 要件 を
満たす取 組を行 うよう 促してお ります 。
○ 外国人 介護人 材の受 け入れを 支援す るため ，日本 語等の 学習支 援 を行って おりま
す。

〔 保健福祉 部〕

○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。
〔産業 戦略部 〕
【建設業 関係】
○

地元 建設業 の担い 手確保の ため，「 完全 週休２日 制モデ ル工事 」，「ＩＣＴ 活用モ
デル工事 」，「 高校生 インター ンシッ プ」等 の取組を 拡大し てまい ります。
〔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。
〔産業戦 略部〕

【製造業 関係】

対
応

○

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。

○

また ，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 。
○ 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 。
〔産業戦 略部〕

【介護福 祉業関 係】
○

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 ，取 り組み の 充実や実 施方法 の
工夫等に より，介 護人 材の確保 を図っ てまい ります。ま た，外国 人 材の受け 入れに つ
いても， 積極的 に取り 組んでま いりま す。
〔保健福 祉部〕
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
産業戦 略部

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
県内 中小企 業にお いては、雇用の 確保と 人材の育 成が経 営上最 大の課題 となっ てい
ます。弊 会が実 施した「会員 ニ ーズア ンケー ト調査」によ れ ば 、企 業 経 営 の 安 定 化 ・
活性化に 関し「 雇用維 持・確保 」を課 題とす る声が回 答全体 の 34.7％、昨年 比 6.9
ポイント増となっており、県内企業の人手不足はより厳しさを増している状況にあ
ります。
「労働力 の不足 が生産 能力の限 界要因 となっ ている」と の声が 数多く 挙がって おり、
今後、さら に少子 高齢 化が進み 県内人 口の減 少が見込 まれる 中で、地域発展 と県の ビ
ジョンで もある「新し い豊かさ 」を実 現する ためには 働き手 の確保・増加策と人材 育
成に係る 課題の 解決が 必要と考 え、以 下を要 望いたし ます。
⑦ 外国人 労働者 の受入 に関する 支援
労働力 確保の 観点か らは外国 人雇用 も重要 な方策の 一つで す。政 府におい ても外
国人技能 実習後 に新た な就労資 格をつ くる検 討を行っ ている など政 策の転換 が見込
まれます 。働き 手を確 保するた めには 、技能 実習から 就労ビ ザへの 流れを確 保する
事など、 外国人 に対し 長期就業 を可能 とする 制度の拡 充が必 要と考 えます。 また、
就労と定 住を維 持する ため、そ れら外 国人の 地域活動 への参 加を推 進する事 や、日
本語学校 の整備 、外国 人子息へ の県内 就業を 促進する 事など 、国・ 県・市町 村が連
携して取 り組む 必要が あります 。
【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 29 年は 1,516 千 人とな
っていま す。

【技能実 習法の 制度内 容の広報 】
○

現

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。

○

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

況

係者に対 し，説 明会や セミナー を実施 してい ます。
【外国人 の就業 促進に ついて】
○

国におきましては，深刻な人手不足に対応するため一定の専門性・技能を有し即
戦力となる外国人の受入れに向け，新たな在留資格となる「特定技能」の創設の議
論が進められているところであり，県としましても，今後も動向を注視 しながら，
外国人労 働者の 受入れ 体制の整 備をど のよう に進めて いくか 検討し てまいり ます。

【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

対

内容の周 知に努 めます 。

応

【外国人 の就業 促進に ついて】
○

引き 続き ，国の 動 向を注視 しなが ら，国・県・市町 村とど のよ うな連携 ができ るか
検討して まいり ます。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
産業戦 略部

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
県内 中小企 業にお いては、雇用の 確保と 人材の育 成が経 営上最 大の課題 となっ てい
ます。弊 会が実 施した「会員ニ ーズア ンケー ト調査」によ れ ば 、企 業 経 営 の 安 定 化 ・
活性化に 関し「 雇用維 持・確保 」を課 題とす る声が回 答全体 の 34.7％、昨年 比 6.9
ポイント増となっており、県内企業の人手不足はより厳しさを増している状況にあ
ります。
「労働力 の不足 が生産 能力の限 界要因 となっ ている」と の声が 数多く 挙がって おり、
今後、さら に少子 高齢 化が進み 県内人 口の減 少が見込 まれる 中で、地域発展 と県の ビ
ジョンで もある「新し い豊かさ 」を実 現する ためには 働き手 の確保・増加策と人材 育
成に係る 課題の 解決が 必要と考 え、以 下を要 望いたし ます。
⑧ 「働き 方改革 」実現 への支援
先般、 国会に おいて 「働き方 改革関 連法案 」が可決 されま した。 本県にお いても
少子高齢 化に伴 う生産 年齢人口 の減少 や育児 ・介護と の両立 など働 く方のニ ーズが
多様化し ていく 状況に 直面して おり、 生産性 向上や就 業機会 の拡大 、意欲・ 能力を
存分に発 揮でき る環境 を作る事 が重要 な課題 となって います 。
県政策 ビジョ ンにお ける「多 様な働 き方の 実現」は 「働き 方改革 」実現に 通じる
ものであ り、多 様な就 労環境を 提供す る事に より、本 県への 人材の 還流を促 進する
事が必要 と考え ます。
○

多様 な働き 方の実 現のため，企業に 対す る支援と して，働 き方 改革アド バイザ ーを
企業へ派 遣し ，中小 企 業等の経 営者に 直接 ，実態に応 じた働 き方改 革に関す る助言 を
行うなど ，より きめ細 やかな支 援を実 施して おります 。

〇

現

また，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 1,025 事業所（H30.11.26 現 在）か ら届出 をい
ただいて おりま す。

○

さら に，今年 度よ り新たに，働き方 改革 に意欲の ある企 業を公 募し，多様 な働き 方
が可能と なる労 働環境 の整備や ，労 働時間 の短 縮につな がる生 産性の 向上など につい
て，コ ンサル ティン グ や支援を 集中的 に実施 し，モ デルと なる企 業 を育成す るとと も

況

に，その 取組と 成果を 広く情報 発信し てまい ります。
〇

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，主
に都内学 生を対 象とし た，大 学内に 出向い て行 う UIJ タ ーンセ ミナー などを実 施し て
おります 。

対

○ 今後も，働き方改革アドバイザーの派遣による県内企業に対する支援や，モデ
ル事例の情報発信などにより，多様な働き方の実現を目指すとともに，県内外の大
学や産業 界と連 携し， 主に都内 学生を 対象と した大学 内に出 向いて 行う UIJ ター ン
セミナー の実施 などに より，雇 用機会 の創出 に努めて まいり ます。

応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
産業戦 略部

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）販路 拡大へ の支援
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 います。これ ら交通イ ンフラ を十分 に活用し、県内企 業の 経済活動 の活発 化
を図るべ く、以 下を要 望いたし ます。
① ビジネ スマッ チング ・販路拡 大・販 売強化 に関する 支援
近年は 地域金 融機関 や経済団 体が主 催する ビジネス 交流会 が各地 域で開催 されて
おります が、県 内中小 企業の販 路拡大 機会を 増加させ るため 、首都 圏全域で 開催さ
れるビジ ネス交 流会等 の情報提 供と参 加枠の 確保、出 展費用 の助成 などの支 援が必
要と考え ます。
○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，大規模展示会への参加枠の確保，出展費用の助成などの
出展支援 を行う ことで ，全国の 大手企 業との マッチン グ支援 を行っ ておりま す。
○ビジネ スコー ディネ ーター等 による 販路開 拓支援

現

（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 や大規模 展示会 への出 展支援な ど を行 うとと もに，近隣 他県企 業
の受注案 件獲得 に努め 県内外へ の販路 開拓を 促進して まいり ます。

対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
産業戦 略部， 営業戦 略部

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）販路 拡大へ の支援
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 います。これ ら交通イ ンフラ を十分 に活用し、県内企 業の 経済活動 の活発 化
を図るべ く、以 下を要 望いたし ます。
② 企業誘 致推進 の強化
県内へ の企業 誘致に ついては 全国で も上位 の実績で あり、 行政の ご尽力に 感謝い
たします 。しか し一方 で、直近 では誘 致数や セミナー 等の参 加企業 に一部鈍 化も見
られると 思料し ます。
今年度 予算に おいて 企業誘致 強化の ため、 「最大 50億円」 の補助 制度が設 立され
ており、 ぜひ、 本 制度 を強力に 活用し 本社機 能誘致を 含めた 企業誘 致に注力 願いた
いと考え ます。
【企業誘 致】
○ H30 年 上 期 の 工 場 立 地 動 向 調 査 (経 産 省 )に よ る と ,工 場 立 地 件 数 で 全 国 第 4 位 (27
件), 工場 立地面 積で全 国第 3 位(37ha),県 外 企業立地 件数で 全国 第 2 位(11 件)とな
りました｡

現

況

【茨城県 の工場 立地動 向の推移 (電気業 を含む (太 陽 光 ･水 力 ･地 熱 を 除 く ) )】
H27
H28
H29
区 分
上期 下期 通年 上期 下期 通年 上期 下期 通年
件
38
46
84
20
24
44
24
22
46
立地
件数 順位
1
1
1
6
6
6
4
6
5
ha
48
66
113
106
34
140
45
42
87
立地
面積 順位
1
1
1
1
6
1
3
5
5
件
24
26
50
15
7
22
16
14
30
県外
件数 順位
1
1
1
1
8
2
1
2
1

H30
上期
27
4
37
3
11
2

※ 2:H29 の 各 数 値 及 び 順 位 は 確 報 値 で あ り ,H30.3 公 表 の 速 報 値 と は 異 な り ま す ｡

【本社機 能誘致 】
○本社機 能移転 強化促 進補助金 の計画 認定状 況 (認定件 数：4 件)

対
応

【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 ,企 業 誘致 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 (H30 年度)>
･いば らきの 港説明 会 (日時:H30.11.28,於:東京都内)
･茨城 県産業 立地ｾﾐﾅｰ IN 大阪(日時:H30.11.30,於:大 阪市内)
･産業 視察会(日時:H31.2.8)
<新聞 広告等 の実施 状況 (H30 年度)>
･新聞 広告････日刊 工業新聞
･経済 誌広告･･･週刊 東洋経済 (予定)
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○ また,企業が 立地し やすい事 業環境 の整備 を図るた め ,平 成 30 年 2 月に 工業団 地の価
格を 見 直 した ほ か ,県 税 の課 税 免 除や 工 業 用水 道料 金 の 減額 の ほ か ,ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ方 式や
区 画 の 分 割 な ど 企 業 ﾆｰｽﾞを 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｡
○ 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｡

対
応

【本社機 能誘致 】
○ 厳 しい 地 域 間競 争 の 中 ,若 者 が 望む 様 々 な 分 野 の雇 用 を 創 出す る た め ,こ れ ま での 製
造業など の企業 誘致に 加え ,AI や IoT など新 たな成長 分野の 研究施 設･本社機 能等の
誘致を促 進する ため ,全 国ﾄｯﾌﾟｸﾗｽとな る 1 社 あ たり最大 50 億 円の本 社 機能移転 強化
促進補助 金等を 創設し ,積極的な 誘致活 動を展 開してい るとこ ろです｡
○ その結 果,補 助金活 用による 立地が 4 件決 定いたし ました 。
○ 今 後 も 積 極 的 な 本 社 機 能 の 誘 致 を 進 め ,日 本 を ﾘｰﾄﾞす る 最 先 端 の 産 業 集 積 を 図 る と
ともに,若 者が望 むよう な質の高 い雇用 を生み 出してま いりま す｡
○今後も,これら 立地促 進策を最 大限活 用する とともに ,本県の 優れた 立地環境 を積極
的に PR し ながら ,全庁 をあげて 全力で 企業誘 致及び本 社機能 の誘致 を推進し てまい り
ます｡
〔産業戦 略部･営 業戦略 部〕
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
会計事 務局， 産業戦 略部

要
望
事

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
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。
県内事業者への受注機会の拡大を図るため、下記を要望いたします。また、本項
目について、県発注の事業のみならず、県内各市町村やその他行政機関においても
同様の取 り組み が為さ れるよう 、指導・要 請 いただく 事を合 わせて 要望いた します。
① 一般競 争入札 におけ る県内事 業所の 受注機 会確保に 対する 支援
本項目 は例年 継続し ておりま すが、 依然と して県内 企業か らは支 援を要請 する声
が多数挙 がって います 。これま での発 注状況 の把握と 共に、 県内企 業への発 注拡大
に向け、 優先的 な取り 組みの継 続が 必 要と考 えます。

項

○

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。今年 度につ いては ， 10 月 23 日に開 催い たしまし た。
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

〔産業戦 略部〕

○

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。
〔産業戦 略部〕
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
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
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。
県内事業者への受注機会の拡大を図るため、下記を要望いたします。また、本項
目について、県発注の事業のみならず、県内各市町村やその他行政機関においても
同様の取 り組み が為さ れるよう 、指導・要 請 いただく 事を合 わせて 要望いた します。
② 競争入 札にお けるダ ンピング の排除
県にお かれま しては 、ダンピ ング防 止を図 るべく、 「低入 札基準 価格及び 最低制
限価格」の引き 上げ実 施に取り 組んで いただ き感謝い たしま す。前 述①と合 わせて 、
適正な価 格によ る県内 企業への 発注拡 大は継 続した取 り組み が必要 と考えま 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 上げて おります 。

現

況

対

【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 げてお ります 。

[最低制限 価格制 度 ]

最低制限 価格を 設定し ，入札 価格が 最低制 限 価格を下 回った
場合に， その入 札を行 った者を 落札者 としな い制度
[低入札価 格調査 制度 ] 調査基準 価格を 下回っ た場合に ，契約 が適正 に履行さ れるか
どうかを 調査す る制度

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２６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。

応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
産業戦 略部

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）科学 技術を 活用し た新産業 育成・ 中小企 業の成長 支援
県政 策ビジ ョンに おける「 新しい 豊かさ 」の一番 目に本 項目が 挙げられ ていま す。
科学技術 の活用 は県内 企業の活 性化や 生産性 の向上、効 率化の 面で も有益で あり、ま
た、今後 企業が 成長す るために は必須 である と考えま す。
県内 企業に おいて は、科学技 術を活 か す ための支 援が必 要であ り、以下を 要望い た
します。
① 産学官 連携強 化への 支援
科学技 術を活 用した 新産業育 成・中 小企業 の成長支 援を加 速度的 に進める ために
は、大学 ・研究 機関・ 企業を結 ぶ県主 導のネ ットワー クの構 築が求 められて おり、
さらには 「Society 5.0」の世界 を視野 に社会 全体が最 適化さ れた「 超スマー ト社
会」の実 現に向 け、産 学官が連 携して 取り組 む事が必 要と考 えます 。
○

県で は，今年度 ，内閣府が 募集し た「 近 未来技術 社会実 装推進 事業」につく ば市と
共同提案 したと ころ， 全国 14 地 域の１ つとし て選定さ れ，高 齢社会 の課題を 解決す
る近未来 技術（Society5.0）の社 会実装 に取り 組むこと として おりま す。

○

「近未 来技術 社会 実装推進 事業」は，AI，IoT や自 動運転，ド ローン等 の近未 来技
術や科学 技術の 研究成 果等を活 用し，地 方創生 に繋げて いく事 業であ り，各種交 付金，
補助金等 の支援 に加え ，社会実装 に向け た体 制の構築 など，関 係省 庁による 総合的 な
支援が行 われる ことと なってお ります 。

○

今年 度は，関 係省 庁，大学，研究機 関，民間事業 者，県及 びつ くば市に よる産 学官
から構成 される「 地域 実装協議 会」を立 ち上 げ，近未来 技術の 社会 実装を推 進する た
めの協議 を開始 したと ころです 。（平 成 30 年 11 月末 現在）

○

先端 技術の 改良・ 実証に対 する支 援や社 会実装の ために 必要な 規制緩和 等につ い
て，地 域実装 協議会 で 十分に議 論を重 ねなが ら，「 Society5.0」の 実現に向 けて ，産
学官で連 携して 取り組 んでまい ります 。

現

況

対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
産業戦 略部， 土木部 ，会計事 務局

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）科学 技術を 活用し た新産業 育成・ 中 小企 業の成長 支援
県政 策ビジ ョンに おける「 新しい 豊かさ 」の一番 目に本 項目が 挙げられ ていま す。
科学技術 の活用 は県内 企業の活 性化や 生産性 の向上、効 率化の 面で も有益で あり、ま
た、今後 企業が 成長す るために は必須 である と考えま す。
県内 企業に おいて は、科学技 術を活 かす ための支 援が必 要であ り、以下を 要望い た
します。
② ＩＴ化 促進に よる効 率化・生 産性向 上への 支援
ＩＴ化 促進を 図る中 では、Ｉ ＣＴや ＲＰＡ 、ＡＩや ビッグ データ の活用な ど巷間
に多くの ニュー スや情 報が散見 されま す。こ れらの導 入によ る効率 化や生産 性向 上
は、働き 手不足 を補う 面も大き く、こ れから の企業活 動にお いては 非常に有 用であ
り、不可 欠なも のと考 えます。
しかし ながら 、県内 中小企業 におい ては導 入にかか る高額 なコス トやノウ ハウの
不足とい った面 が大き な課題と なって います 。経済面 では、 設備導 入費用の 助成や
県・市町 村発注 業務に おいてＩ Ｔ化促 進コス トを積算 金額に 加味す る事、ノ ウハウ
面ではそ れらの 具体的 な活用方 法や成 功例・ 失敗例、 導入に よるメ リット・ デメリ
ットなど を冊子 等にし ての提示 ・配布 する事 などの支 援が必 要であ ると考え ます。
○

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。

○

また，県内中 小企 業のＩｏ Ｔ導入 による 生産性向 上等を 促進す るため，Ｉ ｏＴ専 門
家による 相談対 応や、Ｉ ｏＴ導入 計画の 作成な どを支援 し ，事例 として まとめる ほか ，
全国に先 駆けて 産業技 術イノベ ーショ ンセン ターに整 備した「 模擬 スマート 工場」を
活用した 実証試 験や共 同開発等 を実施 してお ります。

○

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 する場 合に ，そ の開発経 費に対 する補 助と専門 家派遣 による 情報通信 事業者

現

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

況

〔産業戦 略部〕
○

土木 部発注 工事で は，ＩＣ Ｔ活用 に必要 な経費を 積算金 額に加 味したう えでモ デ ル
工事を実 施する など，地元建設 業界に おける 生産性の 高い工 事方法 の普及・拡 大を図
っており ます。
〔土木部 〕

○

物品調達におきましては，物品の単価と数量により決定される価格競争であるた
め，ＩＴ 化促進 コスト の加味は なじま ないと 考えます 。
〔会 計事務 局〕

20

○

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。

○

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

対

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

応

てまいり ます。
〔産業戦 略部〕
○

引き 続き，Ｉ ＣＴ 活用モデ ル工事 を実施 し，地元建 設業界 にお ける生産 性向上 の促
進を図っ てまい ります 。
〔土木部 〕
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
総務部

要
望
事

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）税制 優遇へ の継続 的な取り 組み
税制面での優遇・負担軽減は企業活力を高め、さらなる投資や事業拡大へと資金
を循環させる上で、大きな効果があると考えます。税制面で企業を支援するため、
県税のみ ならず 、国や 市町村へ の働き かけを 願いたく 、以下 を要望 いたしま す。
① 各種税 率の引 き下げ
企業に おける 税負担 軽減のた め、国 税・県 税・市町 村税の トータ ルでの税 負担軽
減が必要 と考え ます。

項

○

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 ってお ります 。
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 。

現
法人税率
法人事業 税所得 割※
国・地方を通じた
法人実効税率

H27.4.1～
23.9 ％
6.0 ％
32.11％

H28.4.1～
23.4 ％
3.6 ％
29.97％

H30.4.1～
23.2 ％
3.6 ％
29.74％

※ 地方法 人特別 税を含む

況

○

要望の趣旨を踏まえ，国における法人実効税率の引下げに係る検討状況等を注視
し，適切 に対応 してま いります 。

対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
総務部

要
望
事

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）税制 優遇へ の継続 的な取り 組み
税制面での優遇・負担軽減は企業活力を高め、さらなる投資や事業拡大へ と資金
を循環させる上で、大きな効果があると考えます。税制面で企業を支援するため、
県税のみ ならず 、国や 市町村へ の働き かけを 願いたく 、以下 を要望 いたしま す。
② 事業用 設備導 入や建 物新築時 の優遇 措置の 拡充
企業利 益をさ らなる 設備投資 へと循 環させ る上では 、設備 や建物 導入時の 優遇措
置も高い 効果が 認めら れると思 料しま す。設 備投資時 の税額 控除や 固定資産 税の軽
減等のさ らなる 拡大が 必要と考 えます 。

項

【法人税 等の主 な特例 措置の現 況】
○ 地 域発展 の一端 を担う中 小企業 の生産 性向上等 を図る ため，一定の設 備投資 を行
った場合 に税額 控除等 の特別措 置が講 じられ ています 。
①中 小企業 投資促 進税制
[対象設備 ] 機械・装置（１台 160 万円以上），ソフトウェア（１つ 70 万円以上） 等
②商 業・サ ービス 業・農林 水産業 活性化 税制
[対象設 備] 建物附属設備（１台 60 万円以上），器具・備品（１台 30 万円以上）
③中 小企業 経営強 化税制
[対象設 備] 機械・装 置（160 万円 以上）， 器具・ 備品（ 30 万円以 上） 等
○ 適 用期限 は，い ずれも平 成 30 年 度まで となって おりま す。（ 経済産業 省が H31
概算要求 におい て延長 要望中）

現

況

【固定資 産税（ 償却資 産）の主 な特例 措置の 現況】
○ 固 定資産 税（償 却資産）に ついて は，生産性革 命集中 投資期 間中にお ける中 小企
業の生産 性革命 を実現 するため の臨時・異例 の措置と して，生 産性 向上特別 措置法
の規定に より市 町村が 主体的に 作成し た計画 に基づき 行われ た中小 企業の一 定の
設備投資 に対し 特例（ 軽減）措 置が講 じられ ています 。
○ 次 の設備 投資の 要件をい ずれも 満たす 固定資産 （償却 資産） が対象で す。
① 市 町村計 画に基 づき中小 企業が 実施す る設備投 資
・ 中小企 業は商 工会等と 連携し ，設備 投資計画 を策定
・ 企業の 設備投 資計画が 市町村 計画に 合致する かを市 町村が 認定
② 真 に生産 性革命 を実現す るため の設備 投資
（ 導入に より， 労働生産 性が年 平均３ ％以上向 上する 設備投 資）
③ 企 業の収 益向上 に直接つ ながる 設備投 資
（ 生産， 販売活 動等の用 に直接 供され る新たな 設備投 資）
○ 特 例率は，３年 間，ゼロ以 上１／ ２以 下で市町 村の条 例で定 める割合 となっ てお
ります。
な お，県 内では 全市町村 が特例 率をゼ ロとして おりま す。
○ 適 用期間 は平成 30 年度か ら 32 年度ま でとなっ ており ます。
【産業活 動の活 性化及 び雇用機 会の創 出を図 るための 特別措 置】
○ 県 や県内 の多く の市町村 におい ては，県内産業 活動の 活性化 及び雇用 機会の 創出
を図るた め，一定 の要 件を満た す法人 に対し て，地方税 の課税 免除 や不均一 課税の
軽減措置 を実施 してお ります。

対

○

設備 投資時 の税額 控除や固 定資産 税（償 却資産） の特例 （軽減 ）措置に ついて は，
今後も， 国にお ける税 制改正の 検討状 況等を 注視し， 適切に 対応し てまいり ます。

○

県税 の特別 措置に ついては ，これ まで内 容を見直 しなが ら更新 してまい りまし た。
現行の適 用期限 は平成 32 年度末と なって いる ことから ，当該 措置の 効果等を 検証し
ながら更 新につ いて検 討してま いりま す。

○

市町村税における課税免除や不均一課税の適正な運用についても，研修会等を通
じ，引き 続き助 言及び 情報提供 に努め てまい ります。

応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部

要
望
事
項

２、県土 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）茨城 空港の 利便性 向上・ア クセス 良化
茨城 空港は 開港後 8 年が経 過し、関係 各団 体のご尽 力によ り、着 実に利便 性が向 上
しており ます。県 内企 業からは 引続き、路線 拡充や県 内への インバ ウンドの 玄関口 と
しての期 待も大 きくな っており ます。
また 、さら には羽 田・成田 に続く 首都圏 第 3 の空 港とし ての期 待も高ま ってお り、
茨城空港 の総合 的な利 便性向上 のため 、以下 を要望い たしま す。
① 航空便 路線拡 充への さらなる 取り組 みの強 化
利用者 拡大や インバ ウンド人 口の増 加によ る県内経 済への 波及効 果は大き く、利
用者拡大 を図る 上で、 ＬＣＣ誘 致や既 存定期 便の時刻 の見直 し等に よる路線 拡充が
必要と考 えます 。本年 7月より茨 城・ソ ウル間 の定期便 が運航 を開始 するとの 事であ
り、引き 続き路 線拡充 へ向けて 活動強 化を願 います。
○

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 航してい るほか ，ソウ ル便が 7 月 31 日 から ，台北便 が 10 月
28 日から 運航さ れてお ります。
また，搭 乗者は ，昨年 度 68 万人 と過去 最高を 記録した ところ です。

○

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 って路線 拡充に 向け
取り組ん でまい ります 。

現

況

対
応

24

平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部， 土木部 ，営業戦 略部

要
望
事
項

２、県土 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）茨城 空港の 利便性 向上・ア クセス 良化
茨城 空港は 開港後 8 年が経 過し、関係 各団 体のご尽 力によ り、着 実に利便 性が向 上
しており ます。県 内企 業からは 引続き、路線 拡充や県 内への インバ ウンドの 玄関口 と
しての期 待も大 きくな っており ます。
また 、さら には羽 田・成田 に続く 首都圏 第 3 の空 港とし ての期 待も高ま ってお り、
茨城空港 の総合 的な利 便性向上 のため 、以下 を要望い たしま す。
② 茨城空 港及び 周辺地 域の整備 の促進
空港利 便性向 上のた めには施 設整備・周辺 整備のさ らなる 充実が 必要です 。以下 、
整備が必 要と思 われる 点を要望 いたし ます。
・駐車場 からタ ーミナ ルへの横 断歩道 の拡充
※中央に1本しか なく非 常に不便 である 。両サ イドに 1本 ずつ（ 特にバ ス停付近 ）
の追加 が必要 と思わ れます。
・茨城空 港への アクセ ス道路の 充実
・鉄道や バスを 利用す る場合の アクセ スの改 善
・空港に 隣接し た宿泊 施設の誘 致
【横断歩 道の拡 充】
○ 駐車 場内に おける 安全性を 考慮し ，正面 玄関へ繋 がる駐 車場内 歩道に集 約して いる
ところで ありま す。
〔政策企 画部〕

現

況

【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 。
〔土木部 〕
【鉄道， バスの アクセ ス改善】
○ 空港 からは 水戸駅・石岡駅・つ くば駅・東 京駅など 主要駅 にバス が運行さ れてお り，
更に平成 30 年度 からは 台湾便に 合わせ た宇都 宮駅直行 バスを 運行し ておりま す。
〔政策企 画部〕
【宿泊施 設誘致 】
○ 平成 ３０年 度当初 予算にお いて、ホテル 誘致に向 けた補 助制度 を創設し たとこ ろで
あり、現在、県内各 エ リアの現 状の地 域資源 やニーズ の詳細 把握と ともに、金 融機関
や市町村 等と連 携しな がら、ホテ ル事業 者や ディベロ ッパー 等を訪 問し、本県 支援制
度の案内 や情報 収集・ マッチン グに取 り組ん でいる と ころで す。
〔営業戦 略部〕
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【横断歩 道の拡 充】
○ バス 停付近 の駐車 場からタ ーミナ ルビル までの横 断歩道 の追加 設置につ きまし て
は，バ スとの 兼ね合 い や安全管 理上の 問題も 想定され ること から慎 重に検討 してま い
りたいと 考えま す。
〔政策企 画部〕

対
応

【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。
〔土木部 〕
【鉄道， バスの アクセ ス改善】
○ 今後も更なる利便性向上のためバス事業者に対し増便や路線拡充の働きかけを行
ってまい ります 。
〔政策企 画部〕
【宿泊施 設誘致 】
○ 引き 続き、 関係機 関と連携 しなが ら、誘 致活動を 行って まいり ます。
〔営業戦 略部〕
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土木部

要
望
事
項

２、県土 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）県内 港湾の 整備促 進・利便 性向上
茨城 県は南 北 190Ｋｍの海 岸線を 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 れてい 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、合わ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整備拡充についての取り組みを強化願いた
く、以下 を要望 いたし ます。
① 港湾整 備への 継続的 な取り組 み
上記は いずれ も重要 港湾であ り、継 続的な 整備が必 要です 。さら に、それ ぞれの
港湾に対 する詳 細な要 望は以下 の通 り です。
・茨城港 日立港 区沖防 波堤の早 期整備
・茨城港常陸 那珂港 区 中央埠頭 の能力 拡大及 び港湾と 市街地 を結ぶ 道路の高 規格化
・茨城港 大洗港 区岸壁 の延伸及 び航路 ・泊地 の増深
・鹿島港 個別企 業岸壁 部分の浚 渫への 継続的 な助成
・鹿島港 外港公 共埠頭 港内の静 穏性向 上と作 業効率の 向上へ の整備 拡充
【整備状 況】
①茨城港 日立港 区
H30 当初 ：県事 業 2,602 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（ H29 末：L=780m 概成 ）
○ 第 3 ふ 頭地区 （関連用 地等整 備）

現

況

②茨城港 常陸那 珂港区
H30 当初： 直轄事 業 1,950 百万 円，県 事 業 26,144 百万 円
事業 内容：
○ 中央ふ 頭地区 岸壁（ -12m）2 バース 目（裏込 工，裏 埋工）
○ 東防波 堤（ケ ーソン据 付）
全体計 画 L=6,000m（H29 末：L=5,620m 概成）
○ 中央防 波堤（ ケーソン 製作・ 据付）
全体計 画 L=330m（H29 末 ：L=195m 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
市街 地を結 ぶ道路 の高規格 化
県 道常陸 那珂港 山方線（ 那珂郡 東海村 照田～那 珂市向 山）
全体延長 L=6.1km W=25m
都 市計画 決定済 （ H16.7），地 域高規 格 道路指定 調査区 間（ H9.9.10）未 事業化
③鹿島港
H30 当初： 直轄事 業 5,258 百万 円，県 事 業 962 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（H29 末：L=4,310m 概成）
○ 中央防 波堤（ 消波ブロ ック製 作・据 付）
全体計 画 L=900m（H29 末 ：L=757m 概成）
○ 北海浜 地区防 砂堤（ケ ーソ ン 製作・ 据付）
全体計 画 L=450m（H29 末 ：L=120m 概成）
○ 外港地 区，北 海浜地区 （埠頭 用地） 整備
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○

対
応

岸壁 の利用 状況等 踏まえ，船 舶の安 全な 航行や効 率的な 荷役が 確保出来 るよう，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。
○ 個別 企業岸 壁浚渫 の助成に ついて は，国 や他県の 状況等 踏まえ ながら検 討を進 めて
まいりま す。
○ 常陸 那珂港 山方線（那珂郡東 海村照 田～ 那珂市向 山）につ いて は，物流の 動向や 周
辺道路の 交通状 況を見 ながら事 業化を 検討 し てまいり ます。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土木部 ，営業 戦略部

要
望
事
項

２、県土 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）県内 港湾の 整備促 進・利便 性向上
茨城 県は南 北 190Ｋｍの海 岸線を 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 れてい 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、合わ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整備拡充についての取り組みを強化願いた
く、以下 を要望 いたし ます。
② 定期航 路増加 への取 り組み強 化
定期便 の増加 によっ て荷物の 増加が 見込ま れ、経済 活動の 拡大に 寄与する ものと
思料する 事から 、定期 航路の増 加につ いて一 層の取り 組み強 化を願 います。
【定期航 路】
①茨城 港日立 港区

現

況

［内貿 ］
［外貿］
②茨城 港常陸 那珂港 区［内貿 ］
［外貿］
③茨城 港大洗 港区
［内貿 ］
④鹿島 港
［内貿 ］
［外貿］

【取扱貨 物量の 推移】
港(区）名
H25
茨城港
4,890
日立港区
茨城港
9,294
常陸那珂 港区
茨城港
13,755
大洗港区
鹿島港
66,593

定 期 RORO1 航路
定期 RORO1 航路
定 期 RORO・国際 フィー ダー 4 航 路
定期 RORO・定期コ ンテナ 14 航路
北 海道定 期フェリ ー 1 航路
国 際フィ ーダー2 航 路
定期 コンテ ナ 2 航路
（ 単位：千 トン）
H29
6,613

H26
4,751

H27
5,022

H28
6,527

10,053

10,817

11,729

13,634

14,254

12,411

12,462

13,912

61,879

61,716

63,600

60,194

本 県 港 湾 の 利 用 促 進 に 向 け た 企 業 訪 問 や 説 明 会 及 び セ ミ ナ ー な ど を 通 じ て PR に 努
め，潜在貨 物量や 荷主 企業等の 意向を 的確に 把握し，船 会 社 に 対 し て 既 存 航 路 の 増 設 ・
延伸や新 規航路 の開設 を働きか けてま いりま す。

対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土木部

要
望
事
項

２、県土 を支え る基盤 となる産 業イン フラの 整備促進 ・利便 性向上 について
（3）県内 高速道 路・一 般道路の 整備促 進・利 便性向上
県内高速道路・一般道路の整備促進は、いずれも県内経済活動の活性化と発展に
は大きな影響を及ぼします。渋滞や移動時間における経済活動のロスを減らし、効
率的な活 動に資 するべ く、以下 を要望 いたし ます。
① 高速道 路の整 備・利 便性向上
高速道 路にか かる要 望は以下 の通り です。
・東関東 自動車 道の潮 来・鉾田 間の早 期開通 と鹿島港 ・神栖 地域へ の延伸
・圏央道 の4車線 化の早 期実現
【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
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㈱ （ﾈｸｽｺ）
・H30 国 の予算 ：87.9 億円
・H30 ﾈｸｽｺ予算 ：非公 表
・H30 事 業状況 ：用地 取得，工 事
・用地進 捗率 ： 約 87%（H30.6 末現在 ）

（
仮
）
麻
生

（
仮
）
北
浦

(

(

)

現

潮

東関道水戸線 来

)

鉾
田

茨
城
空
港
北

北関東道

国 土 交 通 省 ，東 日 本 高 速 道 路 （株 ）施 行
供用区間
約 ２㎞

開通目標

事業中区間
約 ３１㎞

供用区間
約 １８㎞

未定

況
〇鹿島港 ・神栖 地域へ の延伸
・ 潮来 IC から鹿 島港・鹿 島臨海 工業地 帯周辺ま でのア クセス を含めて 鹿行南 部
地域にお ける交 通課題 に関する 検討・調 整を 行うこと を目的 として ，平成２６
年２月に 国，県，関係 市（鹿嶋 市，潮来 市，神栖市）で鹿行 南部地 域 交通課 題
検討会を 設立し ，これ までに２ 回の検 討会を 開催して おりま す。
【圏央道 ４車線 化】
〇昨年１ ２月に ，国か ら，財政 投融資 を活用 した整備 により ，東北 自動車道 から
東関東自 動車道 までの 区間の４ 車線化 につい て，２０ ２２年 度から 順次供用 ，
２０２４ 年度に 全線供 用すると の見込 みが示 されまし た。
これを受 けて， 今年度 から，東 日本高 速道路 ㈱の有料 道路事 業によ り４車線 化
事業に着 手して います 。
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【東関東 自動車 道水戸 線】
〇潮来 IC～鉾田 IC 間
・一日 も早い 全線開 通 に向け ，十分 な予算 の 確保と整 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 。

対
応

〇鹿島港 ・神栖 地域へ の延伸
・鹿行 南部地 域交 通課題検 討会を 通じ，国及び関 係市と ともに 調査・検討 を進め て
まいりま す。
【圏央道4車線化 】
〇整備効 果を最 大限 に 発揮させ るため，一日 も早い４ 車線化 の実現 に向けて，引き続
き，国や 東日本 高速道 路㈱に対 し要望 してま いります 。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況 ・対 応
土木部

要
望
事
項

２、県土 を支え る基盤 となる産 業イン フラの 整備促進 ・利便 性向上 について
（3）県内 高速道 路・一 般道路の 整備促 進・利 便性向上
県内高速道路・一般道路の整備促進は、いずれも県内経済活動の活性化と発展に
は大きな影響を及ぼします。渋滞や移動時間における経済活動のロスを減らし、効
率的な活 動に資 するべ く、以下 を要望 いたし ます。
② 県内有 料道路 の一定 期間経過 後の無 料化へ の取り組 み
渋滞緩和 ・移動 時間短 縮の観点 から県 内有料 道路の利 用を高 めるた め、料金 の引
き下げや 、建設 費用の 早期償還 を促進 する事 による無 料化は 重要な 施策と思 料しま
す。
【有料道 路につ いて】
・県内の有料道路は，道路整備特別措置法及び地方道路公社法に基づき，一部（利
根かもめ 大橋有 料道路 ）を除い て，茨 城県道 路公社が 管理， 運営し ておりま す。
・この有料道路の建設費用は，茨城県等の出資や国等からの借入金を充てており，
通行料金を徴収して，３０年以内に償還する計画として国の許可を受けておりま
す。

現

況

【通行料 金につ いて】
・通行料金は，国の許可を受ける際に道路整備特別措置法に基づき，料金徴収期間
内において，道路建設費用や道路の維持管理費などを償還するために，計画交通
量から算定し設定されているため，改定（引き下げ）することは，通常ありませ
ん。
【利用促 進策に ついて 】
・茨城県 道路公 社で は，有料道 路を安 くご 利用いた だける 回数券 の発行や 片道無 料と
なる「 共通休 日特別 通 行券」の配布 ，ま た，案内看板 の設置 による 有料道路 への車
両誘導に 取り組 むなど ，有料道 路の利 用促進 に努めて おりま す。

引き続き ，利用 促進策 に取り組 み，有 料道路 の利用者 の増加 に努め てまいり ます。

対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土木部

要
望
事
項

２、県土 を支え る基盤 となる産 業イン フラの 整備促進 ・利便 性向上 について
（3）県内 高速道 路・一 般道路の 整備促 進・利 便性向上
県内高速道路・一般道路の整備促進は、いずれも県内経済活動の活性化と発展に
は大きな影響を及ぼします。渋滞や移動時間における経済活動のロスを減らし、効
率的な活 動に資 するべ く、以下 を要望 いたし ます。
③ 県内各 地域に おける 渋滞緩和 に向け ての道 路整備促 進
県内各 地域に おける 道路整備 に関す る要望 は以下の 通りで す。国 や市町村 への働
きかけと 合わせ て、整 備促進が 必要と 考えま す。
・日立市 内、国 道 6号バ イパスの 早期完 成・国 道 245号の 拡張及 び4車 線化
・国道118号の4車線化
・石岡市 内の国 道 6号の 4車線化
・筑西市 内の国 道 50号 の4車線化
・古河市 内の国 道 125号 の渋滞緩 和
・鹿嶋市 内国道51号及 び鹿島コ ンビナ ート周 辺の渋滞 緩和
＜日立市 内＞
【国道6号 日立バ イパス 】
○全体 計画
区
間：日立市河 原子町 ～田尻町
延 長 等：Ｌ ＝10.5km（4車線 ）
○供用 区間（ Ｈ20年3月暫定2車 線供用 ）
区
間：日 立市旭 町～田尻 町
延 長 等：Ｌ ＝4.7km

現

況

○事業 中区間 （日立 バイパス （Ⅱ期 ））
区
間：日立市国 分町（ 鮎川停車 場線） ～旭町
延 長 等：Ｌ＝3.0km（2車 線）
着 手 年 度：Ｈ24年度 ～
全 体 事 業 費：約240億円
H 3 0 事 業 費：480百万円 （調査 設計，用 地買収 ）
H29末 進 捗 率：約4％（用 地進捗 率：約6％ ）
【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 3 0 事 業 費：500百万円 （地質 調査，用 地補償 ，工事 ）
H29 末進捗率：約 4％
＜国道 118 号の 4 車線 化＞
【国道118号那珂 大宮バ イパス】
区
間：那 珂市飯 田～常陸 大宮市 下村田
計 画 延 長：Ｌ＝8.3km
計 画 幅 員：Ｗ＝28/14m
着 手 年 度：Ｈ８年度 ～
全 体 事 業 費：約226億円
H 3 0 事 業 費：1,100百万 円（用 地補償， 工事）
H29 末進捗率：約 41％
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＜石岡市 内の国 道 6 号 の 4 車線 化＞
【国道6号 千代田 石岡バ イパス】
○全体 計画
区
間：土浦市中 貫～石 岡市東大 橋
延 長 等：Ｌ ＝15.7km
○事業 中区間
区
間：かすみが うら市 市川～石 岡市東 大橋
延 長 等：Ｌ＝5.8km（2車 線）
着 手 年 度：Ｈ10年度 ～
全 体 事 業 費：約272億円
H 3 0 事 業 費：1,109百万 円（調 査設計， 用地買 収，改 良工）
H29 末進捗率：約 72％（ 用地進 捗率：約 91％）
＜筑西市 内の国 道 50 号 の 4 車線 化＞
【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 3 0 事 業 費：1,242百万 円（調 査設計， 用地買 収，改 良工）
H 2 9 末 進 捗 率：約84％ （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。
○ 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。
＜古河市 内の国 道 125 号の渋滞 緩和＞
【国道125号古河 拡幅】
区
間：古 河市西 牛谷～古 河市三 杉町
計 画 延 長：Ｌ＝1.4km
計 画 幅 員：Ｗ＝25～27/13m
着 手 年 度：Ｈ20年度 ～
全 体 事 業 費：約36億円
H 3 0 事 業 費：101百万円 （用地 補償，工 事）
H29 末進捗率：約 20％
＜鹿嶋市 内国道 51 号及 びカシマ コンビ ナート 周辺の渋 滞緩和 ＞
【国道51号鹿嶋 バイパ ス】
○全体 計画
区
間：潮来市州 崎～鹿 嶋市清水
延 長 等：Ｌ ＝8.3km
○供用 区間（ Ｈ14年 度暫定2車 線供用 ）
区
間：鹿 嶋市大 船津～清 水
延 長 等：Ｌ ＝6.5km
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○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
着 手 年 度 ：Ｈ26年度 ～
全 体 事 業 費：約160億円
H 3 0 事 業 費：604百万円 （調査 設計，改 良工， 新神宮 橋下部工 ）
H29 末進捗率：約 7％
＜日立市 内＞
【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】
○ 用地 取得の 推進に 努め，早 期に工 事着手 してまい ります 。
＜国道 118 号の 4 車線 化＞
【国道118号那珂 大宮バ イパス】
○ 用地 取得の 推進に 努め，まと まった 用地 が確 保で きた箇 所から 順次，工事 を進め て
まいりま す。

対
応

＜石岡市 内の国 道 6 号 の 4 車線 化＞
○ 石岡 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。
＜筑西市 内の国 道 50 号 の 4 車線 化＞
【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 。
＜古河市 内の国 道 125 号の渋滞 緩和＞
【国道125号古河 拡幅】
○ 用地 取得の 推進に 努め，まと まった 用地 が確保で きた箇 所から 順次，工事 を進め て
まいりま す。
＜鹿嶋市 内国道 51 号及 びカシマ コンビ ナート 周辺の渋 滞緩和 ＞
【国道51号鹿嶋 バイパ ス】
○ 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。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部

要
望
事
項

現

２、県土 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
（4）県内 鉄道の 整備促 進・利便 性向上
本県の定住人口増加や観光客誘致、経済活動の活発化を図るためには、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について も重
要課題の一つです。以下について、鉄道会社や関係都県に対し、実現に向けた働き
かけを要 望いた します 。
① つくば エクス プレス の延伸と 利便性 向上・ ＪＲ常磐 線との 接続へ の取り組 み
つくば エクス プレス は平成 17年の開 業以来 、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 効果を上 げてい ます。 ＴＸ整備 効果の さらな る波及を 図るべ
く、ＪＲ 常磐線 との接 続と茨城 空港の 利便性 向上にも 寄与す る同空 港への延 伸を進
めるため の取り 組みが 必要と考 えます 。
○

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，沿線三市 の人口 の増加 や，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 おり，ＴＸ整備 効果の さ
らなる波 及が課 題とな っている ところ である ことから ，平 成３０ 年 １１月に 策定し た
茨城県総 合計画 におい て，常磐線 との接 続や 茨城空港 への延 伸も含 めた，複数 の延伸
イメージ を示し ており ます。

○

なお，茨城空 港へ の延伸に つきま しては ，平成３０ 年５月，空 港周辺の ７市議 会で
構成する 「ＴＸ 茨城空 港延伸議 会期成 同盟会 」が設立 された ところ であり ま す。

○

ＴＸ のつく ば駅か ら常磐線 主要駅 や茨城 空港への 延伸に より，新たな人 の流れ の創
出や地域 の活性 化など 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。

況

対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部

要
望
事
項

現

２、県土 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
（4）県内 鉄道の 整備促 進・利便 性向上
本県の定住人口増加や観光客誘致、経済活動の活発化を図るためには、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についても重
要課題の一つです。以下について、鉄道会社や関係都県に対し、実現に向けた働き
かけを要 望いた します 。
② ＪＲ常 磐線の 利便性 向上への 取り組 み
ＪＲ常 磐線の 利便性 向上につ いては 以下の 通りです 。
・取手駅 以北の 本数増 加
・特急列 車の停 車駅増 加
【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１ ４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，沿線 の市 町村から は，運転 本数 の増加を 求める 声もあ ることか ら，県で は，
ＪＲ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 。
【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。

況

【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，市町村 や 経済団体 などと 連携を 図り，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 。

対
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，ＪＲへの要望を実施し，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。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部

要
望
事
項

２、県土 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
（4）県内 鉄道の 整備促 進・利便 性向上
本県の定住人口増加や観光客誘致、経済活動の活発化を図るためには、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についても重
要課題の一つです。以下について、鉄道会社や関係都 県に対し、実現に向けた働き
かけを要 望いた します 。
③ 北関東 を横断 的に結 ぶ鉄道の 整備促 進と利 便性向上
県内に おいて は、北 関東を東 西に結 ぶ鉄道 の整備に 見劣り する部 分がある と思料
します。 人や貨 物の移 動の増加 は経済 活動の 活発化に 寄与す るもの であり、 整備促
進・利便 性向上 が必要 と考えま す。
○

北関 東を東 西に結 ぶ鉄道と して，水 戸市 と栃木県 小山市 とを結 ぶＪＲ水 戸線，さ ら
に小山市 と群馬 県前橋 市とを結 ぶＪＲ 両毛線 がありま すが，現 在，２つの路 線を直 通
する列車 は無く，また ，朝夕の時 間帯に，上 野駅 と高 崎線経 由で前 橋駅とを 結ぶ特 急
列車が上 下合わ せて３ 本（平日）あ る以外 は ，全て普通 列車の みの 運行とな ってい ま
す。

○

沿線 の市町 村から は，水戸線 と両毛 線の 相互直通 運転の 実現や ，快速列車 の運転 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。

○

ＪＲ 東日本 では，水戸線沿 線から の両毛 線利用者 が少な いこと や，快速列 車の運 転
に伴う通 過駅の 利便性 低下など の点を 踏まえ ，利用 状況を 見極め て いく必要 がある と
の考えを 示して おりま す。

○

県で は，地域 の声 を聞きな がら，水 戸線 の利便性 向上に 向けて ＪＲへの 要望を 実施
してまい ります ととも に，市町村 や経済 団体 などと連 携を図 り，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。

現

況

対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部

要
望
事
項

２、県土 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
（4）県内 鉄道の 整備促 進・利便 性向上
本県の定住人口増加や観光客誘致、経済活動の活発化を図るためには、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 交通網の拡充についても重
要課題の一つです。以下について、鉄道会社や関係都県に対し、実現に向けた働き
かけを要 望いた します 。
④ 県内主 要都市 におけ るＬＲＴ 導入へ の取り 組み
隣県宇 都宮市 では、 ＬＲＴの 導入が 進めら れていま すが、 本県に おいても 水戸市
やつくば 市を始 めとし た県内主 要都市 の渋滞 緩和や交 通利便 性向上 を図るべ く、Ｌ
ＲＴ導入 も選択 肢の一 つとして 検討、 取り組 みを願い たく要 望いた します。
○ＬＲＴ （Light Rail Transit） は，低 床式車 両の活用 や，軌 道や停 留所の改 良によ る
乗降の容 易性，定 時性 ，速達性，快 適性な ど の面で優 れた特 徴を有 する次世 代型の 軌
道系交通 システ ムであ り，既に ，富山 市にお いて導入 されて おりま す。
○現在，宇 都宮市 で導 入が進め られて いるＬ ＲＴは，宇 都宮駅 東口 から清原 工業団 地方
面に至る 約１５ ㎞の路 線で，整備 費用は 約４ ５８億円（ このう ち国 からの補 助金を 除
く約２２ ９億円 が地元 負担（宇 都宮市 ，芳賀 町，県） ）とな ってお ります。

現

況

○

対

ＬＲ Ｔは，輸 送力 や定時性 等に優 れた特 性を有す る一方 で，整 備に巨額 の費用 を要
すること や，道路に 軌 道を敷設 するこ とに伴 う自動車 交 通へ の影響 といった 課題が あ
ることか ら，その 導入 について は，まず は，ま ちづくり の主体 である 市町村に おいて，
路線バス をはじ めとす る既存の 公共交 通機関 の状況な ども踏 まえ ，検討して いただ き
たいと考 えてお り，県 におきま しては，その 動向等を 踏まえ ながら 対応を検 討して ま
いります 。

応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部

要
望
事
項

２、県土 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
（4）県内 鉄道の 整備促 進・利便 性向上
本県の定住人口増加や観光客誘致、経済活動の活発化を図るためには 、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についても重
要課題の一つです。以下について、鉄道会社や関係都県に対し、実現に向けた働き
かけを要 望いた します 。
⑤ 常磐新 幹線開 通に向 けた取り 組み
茨城県 の利便 性向上 と交通イ ンフラ のさら なる改善 を考え ると、 県内に新 幹線を
誘致する 事は、 非常に 大きなイ ンパク トがあ ると思料 します 。都内 及び東北 地域へ
のアクセ スが劇 的に向 上し大き な経済 波及効 果がある と思料 され、 ぜひ、新 幹線開
通への取 り組み を願い たく、要 望いた します 。
○

新幹 線は，全国新 幹線鉄道 整備法（以下「法」）に おいて，「 その主た る区間 を時
速 200 ㎞ ／ｈ以 上の高 速度で走 行でき る幹線 鉄道」と定 義され，現 在，全国で は東海
道，山 陽，東 北，上越 ，北陸（一部 ），九州 ，北海 道（一 部）の７ 路線，約 2,770 ㎞
が開業し ていま す。

○

また ，法に 基づく 整備計画 線，い わゆる「 整備新幹 線」と して，現 在，北陸（一部 ），
北海道（ 一部），長崎 の各新幹 線の整 備が行 われてい るほか ，ＪＲ 東海が，中央新 幹
線（リニ ア）の 整備を 行ってい るとこ ろです 。

○

さら に，法 に基づ く基本計 画線と して， 11 路線， 約 3,000 ㎞が 位置付け られて お
ります。

○

なお，整備新 幹線 の整備に あたっ ては，地元自治 体にお いて，整備費用 の一部 負担
や，並行す る在来 線の ＪＲから の経営 分離の 同意（地元 引き受 け）が必要と されて お
ります。

○

法に 基づく 基本計 画線につ いては ，昭和 48 年以降追 加の決 定が なされて いない 状
況である ほか，未 整備 の整備計 画線が あるこ とから，県 といた しま しては，新 幹線整
備に係る 国等の 動向を 注視して まいり たいと 考えます 。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部

要
望
事
項

２、県土 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
（5）県内 バス路 線の維 持・拡充 への支 援
バス を始め とする 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、また 、自家用車 の代替 移動 手段とし ても無 く
てはなら ないも のです 。公共 交通機 関の利 用 促進は交 通事故 の減少 にも寄与 するも の
と思料さ れ、以 下を要 望いたし ます。
① 社会イ ンフラ として のバス路 線の維 持・拡 充
県にお かれま しては 「地域公 共交通 確保対 策事業」 として 、県南 ・鹿行地 域にて
実証運行 を開始 されま し たが、 公共交 通の必 要性は都 市部よ りも、 むしろ高 齢化の
進む農漁 村山間 地域で 高まって いる事 を十分 に踏まえ 、自動 運転等 新技術の 導入も
視野に、 より広 域的に 、公共交 通を確 保すべ く、さら なる支 援が必 要と考え ます。

○

現

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 一部補 助を行 っている ほか，
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。
○ これ らに加 え，平 成 28 年度から 「地域 公共交通 確保対 策事業 」として ，県北 ，鹿
行，県南 ，県西 の４地 域 において ，市町 村，交 通 事業者等 で構成 する協 議会を設 置し，
地域の実情に応じた広域公共交通ネットワークのあり方等について協議を行ってお
り，この うち，広域バ ス 運行協議 が整っ た県南・鹿行地 域では ，関係 市 町村とと もに，
稲敷エリ ア広域 バス３ 路線，鹿行地 域で鹿 行広 域バス２ 路線の 運行支 援を行っ ている
ところで す。
○ また，今年度 から ，バスやタ クシー 等の 運行が困 難な，い わゆ る公共交 通空白 地域
において も，デマン ド 型乗合タ クシー や 自家 用有償旅 客運送 などの 交通手段 が確保 さ
れるよう，新たに これ らの交通 手段を 導入し ようとす る市町 村に対 して，その 立ち上
げ経費の 助成を 行って います。

況

○

マイカーなしでも安心して暮らせる生活環境づくりを進めるため，引き続き，広
域・幹線バ ス路線 等の 運行支援 を行う ととも に，地域協 議会に おい て，地域の 実情や
住民ニー ズ等を 踏まえ た広域的 な公共 交通の 確保策等 につい て，関 係者間で 検討を 重
ねてまい ります 。

○

また ，公 共交通 空 白地域に おいて も，引 き続き ，市町 村等と 連 携しなが ら，公共交
通空白地 域の解 消に取 り組ん で まいり ます。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部

要
望
事
項

２、県土 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
（5）県内 バス路 線の維 持・拡充 への支 援
バス を始め とする 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、また 、自家用車 の代替 移動 手段とし ても無 く
てはなら ないも のです 。公共 交通機 関の利 用 促進は交 通事故 の減少 にも寄与 するも の
と思料さ れ、以 下を要 望いたし ます。
② 利用者 拡大に 資する バス路線 利便性 向上
バス路 線維持 のため には利便 性向上 による 利用者の 拡大が 必要と 考えます 。各バ
ス運行会 社と自 治体が 連携し、スマー トフォ ンアプリ 等を活 用した バス運行 情報（ 路
線・走行 位置・ 混雑状 況・到着 時刻・ 料金等 ）のリア ルタイ ム発信 を継続的 に行う
など、利 便性を 高め利 用拡大を はかる システ ムの構築 が必要 です。
○

鉄道・バスの 時刻 表や経路，乗継情 報な どの運行 情報に ついて は，民間の 交通事 業
者や交通 情報の 検索サ イト運営 会社に より，パソコン・スマー トフ ォン等を 用いて 検
索できる サービ スが提 供されて いると ころで す。

○

この 情報提 供サー ビスの中 で，従来 の民 間路線バ スに加 え，市 町村が運 行して いる
コミュニ ティバ スを含 めた県内 バスネ ットワ ークの最 新の情 報提供 が検索サ イトに
反映され るよう，県が 窓口とな って，市 町村 からコミ ュニテ ィバス の時刻表 などの デ
ータを集 約し， 検索サ イト運営 会社に 提供し ておりま す。

○

また，パソコ ンや スマート フォン 等を用 いて，バス 車両の 走行 位置や遅 延情報 など
がサイト 画面の 地図上 で確認で きる，い わゆ る「バスロ ケーシ ョン システム」につい
ても，一 部の高 速路線 バスやコ ミュニ ティバ スなどで 共用さ れてい るところ で す。

○

県で は，バス 利用 者の利便 性向上 の視点 から，引き 続き，検 索 サイト運 営会社 など
によるバ ス運行 情報の 発信に協 力して まいり ます。

○

また，バスロ ケー ションシ ステム につい ては，交通 渋滞等 で運 行ダイヤ が乱れ やす
い地域な どで利 便性向 上が期待 される 一方で ，システム 導入コ スト に対し，利 用者増
加などの 収益改 善効果 が見えに くいな どの課 題もあり ますが，引き 続き，シス テム導
入事例の 紹介な どを行 いながら，バス事 業者 等に対し て，シス テム の普及を 促して ま
いります 。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
総務部 ，会計 事務局 ，土木部 ，県民 生活環 境部

要
望
事
項

現

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
県内企業からは、各種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 。
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、以 下の取り 組みを 要望
いたしま す。
① 各種許 認可や 入札申 請時の提 出書類 の簡素 化・共通 化と行 政にお ける保有 データ
共有への 取り組 み
例とし て、入 札資格 審査申請 におい ては、 登記事項 証明書 、国税 ・県税の 納税証
明書の添 付が必 要とさ れていま すが、 登記事 項や納税 状況（ 特に県 税）につ いては
各行政機 関相互 で情報 を共有す る事に より原 本の添付 を省略 する事 は可能と 思料さ
れ、検討 願いま す。簡 素化を要 望する 手続き の例とし て以下 を挙げ ます。
・入札資 格審査
・建築確 認申請 （例 省エネ適 判）
・酒類販 売許可
・環境関 係登録 免許・ 廃棄物関 係免許
・水質汚 濁防止 法にか かる特定 施設の 届出（ オンライ ン申請 や市町 村窓口で の
届出対応 ）
また、 国・県 ・市町 村相互に て保有 データ の共有化 を行い 、県内 企業の利 便性向
上への取 り組み が必要 と考えま す。データ 共 有を願い たい例 として 以下を挙 げま す。
・納税情 報
・登記情 報
・各種許 認可の 取得情 報
・財務情 報
＜入札参 加資格 審査＞
○ 建設 工事及 び建設 コンサル タント の入札 参加資格 申請に おいて ，税に未 納がな いこ
とを条件 として いるた め納税証 明書を ，商 号 や役員な ど法人 の基本 的な事項 を確認 す
るため登 記事項 証明書 の提出を 求めて おりま す。これら の書類 は，原本のみ ならず 写
しでも提 出可と して簡 素化を図 るとと もに，現在，県内 ２５市 町村 と共同で 入札参 加
資格の受 付をす ること で，提出 書類の 共有化 を実施し ており ます。
〔土木部 〕
○

況

物品・役務の 調達 に係る競 争入札 参加資 格申請に おいて，税金 の滞納の 無いこ とを
確認する 書類と して納 税証明書 を，事業者 の 所在及び 代表者 の身分 を確認す る書類 と
して登記 事項証 明書等 を提出い ただい ており ますが ，これ らの書 類 の中には 所管す る
組織にお いて保 有する 情報であ り，第三者 へ の情報開 示が認 められ ないもの も含ま れ
ているこ とから，情報 の共有化 は困難 です。また，改ざ ん等の 不正 がな いこ とを担 保
するため 本人が 取得の うえ原本 の提出 をお願 いしてい るとこ ろです 。
市町 村との 申請書 類の統一 化と共 同受付 について は，共 有が認 められて いない 情報
及び各団 体が個 別に必 要とする 情報を 除き可 能かと思 われま すが ，市 町村の意 向を確
認する必 要があ ります
〔会計事 務局〕
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＜建築確 認申請 ＞
建築確認 申請の 添付図 書等につ いては ，建築 物の用途 や規模 に応じ て，建築 基準
法施行規 則第 1 条の 3 により定 められ ていま す。
〔土木部 〕
＜酒類販 売許可 ＞
○酒類販 売業免 許に係 る申請窓 口は販 売場の 所在地を 所轄す る税務 署となっ ており ま
す。
＜環境関 係登録 免許・ 廃棄物関 係免許 ＞
○廃棄物 関係の 許可申 請におけ る登記 事項証 明書や納 税証明 書は，発行日か ら３ヶ 月以
内の原本 の添付 が必要 となって おりま すが，他の申請 の時期 によっ ては，発行 日から
３ヶ月以 内であ るとは 限らない ため，仮 に情 報の共有 をした として も，有効な ものと
して審査 するこ とはで きないの ではな いかと 考えてお ります 。
〔県民生 活環境 部〕
＜水質汚 濁防止 法に係 る特定施 設の届 出＞
○水質汚 濁防止 法にか かる特定 施設の 届出に ついては ，法で 定める 届出書又 はフレ キシ
ブルディ スクの 提出に よるもの と され ていま す。また，届 出につ い ては，政令 で指定
された水 戸市，つ くば 市及び権 限委譲 を受け た一部の 市につ いては それぞれ の市，そ
れ以外に ついて は地域 を管轄す る県民 センタ ー等で受 け付け ていま す。
〔県民生 活環境 部〕
＜データ の共有 化＞
○ 政府 におい ては， 平成 29 年 に閣議 決定さ れた「規 制改革 実施計 画」を踏 まえ， 事
業者の負 担軽減 の観点 から，例 えば， 納税証 明書の交 付申請 書等， 46 の事務 手続に
ついて，こ とし５ 月に 様式統一 の方向 性が取 りまとめ られた ほか，現在，地方 制度調
査会にお きまし ても ，今後の地 方行政 体制の あり方に つい て 調査審 議が行わ れてい ま
す。
○

地方 税法第 22 条は ，地方税 の調査 又は徴 収等に関 する事 務に従 事する者 がこれ ら
の事務に 関して 知り得 た秘密を 漏洩し た場合 の罰則を 規定し ており ます。
〔総務部 〕
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＜入札参 加資格 審査＞
○ 建設 工事及 び建設 コンサル タント の入札 参加資格 申請に おいて ，今後も，共同 受付
未参加の 市町村 に対し 参加を呼 びかけ ていく とともに ，国 や他県 等 の動向も 注視し 提
出書類の 共有化 ・簡素 化に努め てまい ります 。
〔土木部 〕
○ 市町 村との 申請書 類の統一 化と共 同受付 について は，今後，市 町村の意 向を確 認し
て参りま す。
〔会計事 務局〕
＜建築確 認申請 ＞
○ 今後 とも，法 律で 規定され ている 必要最 小限の添 付図書 等によ り，審査を 実施し て
まいりま す。
〔土木部 〕
＜環境関 係登録 免許・ 廃棄物関 係免許 ＞
○ 廃棄 物関係 の許可 申請に当 たって は，確 実な審査 を第一 としな がら，提出 書類の 簡
素化につ いて検 討して まいりま す。
〔県民生 活環境 部〕
＜水質汚 濁防止 法に係 る特定施 設の届 出＞
〇 オン ライン 申請に ついては，国の動 向等 を注視し てまい ります 。市町村で の届出 対
応につい ては，書 類の 転送によ り審査 期間が 長くなり，例えば 特定 施設の設 置 届は 審
査が早く 終了し た場合 に本来着 工 60 日 前に届 出が必要 なとこ ろその 期間を短 縮して
いますが ，短 縮でき な くなるこ とも想 定され ます。また ，地方 分権 の観点か ら，市町
村への受 付窓口 設置は 権限移譲 による ものが 望ましい ことか ら，権 限移譲の 動きに 合
わせて対 応して まいり ます。
〔県民生 活環境 部〕
＜データ の共有 化＞
○ 国の 動きを 踏まえ つつ，今 後、関 係部課 が連携し て対応 を検討 してまい ります 。
○

税務 情報に ついて は，地方 税法第 22 条 の規定に より， 税務職 員が第三 者（他 の行
政機関を 含む。）へ 提 供するこ とは実 質的に できない た め，庁 内関 係部局間 で当該 情
報を共有 するこ とは困 難となっ ていま す。
[総務部]
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
総務部 ，土木 部

要
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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
県内企業からは、各種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 。
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、以 下の取り 組みを 要望
いたしま す。
② 県・市 町村に おける 申請書類 の共通 化への 取り組み
各種申 請手続 きを簡 素化する 上では 、県及 び各市町 村にお ける各 種申請様 式の共
通化が必 要と考 えます 。県主導 にて、 様式共 通化への 取り組 み促進 を要望い たしま
す。
特に共 通化を 要望す る書類と して公 共工事 入札に係 る申請 書式が 挙げられ ます。
また、公 共工事 におい ては資材 単価が 地域や 関係部署 によっ て異な っており 、その
統一も必 要と考 えます 。
＜申請書 類の共 通化＞
○ 政府 におい ては， 平成 29 年に閣 議決定 された「 規制改 革実施 計画」を 踏まえ ，事
業者 の負 担軽 減の 観点 から ，例 えば ，納 税証 明書 の交 付申 請書 等， 46 の 事務 手続 に
ついて，今 年５月 に様 式統一の 方向性 が取り まとめら れたほ か，現 在，地方制 度調査
会におきましても，今後の地方行政体制のあり方について調査審議が行われていま
す。
○

現

「茨城 県総合 計画 ～「新しい 茨城」へ の 挑戦～」第 ５部「「挑 戦する県 庁」への 変
革」では ，主な 推進方 策として 「事務 の合理 化・ルー ル化」 を掲げ ておりま す。
〔総務部 〕

＜入札参 加資格 申請＞
建設工事 及び建 設コン サル タン トの入 札参加 資格申請 におい て，県 では平成 ２１
年から県 内市町 村と様 式の共通 化を図 り，現 在，２５ 市町村 と共同 で入札参 加資格
の受付を 実施し ，併せ て申請様 式共通 化の取 組も可能 なもの につい ては実施 してお
ります。

況
＜資材単 価の統 一＞
○
公共工 事の資 材単価 について は，土 木部で 用いる単 価を， 部外で 発注する 工事の
予定価格 算出に おいて も活用さ れるよ う促し ておりま す。。
○
なお， 資材単 価の設 定に当た っては ，公共 工事の品 質確保 の促進 に関する 法律第
７条に基 づき適 正な予 定価格を 定める ため， 市場にお ける取 引価格 を的確に 反映す
ることと してお ります 。そのた め，地 域によ って市場 におけ る取引 価格が異 なる資
材につい ては， 施工地 域の実態 に則し た実勢 単価の機 動的な 把握に 努め，地 域別に
設定して おりま す。
〔土木部 〕
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＜申請書 類の共 通化＞
○ 国の 動きを 注視し つつ，事 業者の 負担軽 減，事務 の合理 化・ル ール化の 観点か ら，
関係各課 や市町 村と連 携しなが ら申請 書類・手続きの 簡素化 等に取 り組んで まいり ま
す。
〔総務部 〕
＜入札参 加資格 申請＞
○ 建設 工事及 び建設 コンサル タント の入札 参加資格 申請に おいて ，今後も，共同 受付
未参加の 市町村 に対し 参加を呼 びかけ，引き 続き，申請 書類の 共通 化に取り 組んで ま
いります 。
＜資材単 価の統 一＞
○ 公共 工事の 品質確 保の促進 に関す る法律 第７条に 基づき ，適正 な予定価 格の算 定が
できるよ う，引き 続き ，市場にお ける取 引価 格を的確 に反映 した資 材単価の 設定を 行
ってまい ります 。
○ なお，当該資 材単 価につき まして は，予 定価格算 出のた めに用 いるもの であり，各
入札参加 者が行 う入札 金額の算 定内容 を拘束 するもの ではあ りませ ん。
〔土木部 〕
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産業戦 略部

要
望
事

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
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
ておりま 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 が多数 寄せられ ており ます。
各種 制度の 利便性 と効果的 な利用 を高め るべく、 以下を 要望い たします 。

項

① タイム リーな 情報提 供への取 り組み
各種制 度の新 設時や 更新時に おける 、タイ ムリーな 情報提 供・広 報周知が 必要と
考えます 。
○

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 ，産業 戦略
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 。

○

各種 制度等 の広報 周知につ きまし ては，引き続き，県ホー ムペ ージやメ ールマ ガジ
ンによる 広報を 実施し てまいり ます。ま た，新聞・ラジ オ等の 各種 報道機関 を活用 し
た広報が，即時性・広 域性の観 点から 効果的 であると 認識し ており ます。各種 制度の
新設時や 更新時 など，県民の皆 様に必 要 な情 報が届く よう，各 種報 道機関に 対し，適
切なタイ ミング での情 報を提供 してま 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 。

現
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産業戦 略部

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
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
ておりま 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 が多数 寄せられ ており ます。
各種 制度の 利便性 と効果的 な利用 を高め るべく、 以下を 要望い たします 。
② 「中小 企業支 援施策 活用ガイ ドブッ ク」へ の分かり 易い記 載方法 の検討
「中小 企業支 援施策 活用ガイ ドブッ ク」に より、各 種支援 制度が 横断的に 記載さ
れており 、非常 に有用 ですが、 一方で 記載方 法が分か りにく いとの 声が挙が ってい
ます。分 かり易 く制度 を利用し 易い記 載方法 （例：索 引を付 ける） について 検討願
いたく要 望いた します 。
○

「中小 企業支 援施 策活用ガ イドブ ック」では，中小 企業等 を対 象とする 各種助 成金
等の情報 につい て，国 や県など の約 100 件の 支援制度 を掲載 してお ります。

○

当該 ガイド ブック において ，目的 に合わ せた支援 制度を ，
①「事業 名」
②金融支 援や技 術支援 といった 「支援 分類」
③「事業 要旨」
から探す ことが できま すが，単 語やキ ーワー ドからは 探しに くい構 成となっ ており
ます。

○

「 中小企 業支援 施 策活用ガ イドブ ック 」を，広 く有効 に活用 し ていただ くため ，キ
ーワード 索引を 付ける など，目的の 支援 制 度 を探しや すくす る記載 方法を検 討して ま
いります 。

現

況

対

○ また，支援制 度の 概要説明 につき まして も，専門的 な用語 を避 けるなど，分かり や
すく記載 するよ う工夫 してまい ります 。

応
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政策企 画部

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 窓口の 機能強 化
県におかれましては、行政窓口の利便性向上に努めていただいており、土日の稼
動など積極的に取り組んでいただいており感謝いたします。しかし、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と効率化を求める声が多
数寄せら れてお り、以 下を要望 いたし ます。
① 各種証 明書取 得にお ける電子 申請・ 交付の 促進とセ キュリ ティの 強化
「電子 申請・ 届出サ ービス」 がイン ターネ ット上に 整備さ れ、県 ・市町村 それぞ
れの各種 届出が 一元的 に取りま とめさ れてお ります。 セキュ リティ を強化し つつ同
サービス のさら なる充 実と県内 企業へ の周知 を進め、 利用状 況を把 握した上 で利用
促進を図 る取り 組みが 必要と考 えます 。
【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。

○

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 。

○

利用 実績
H29

況

受付件数

20,663 件

H30
(～9月末)
16,546 件

【電子申 請，交 付の促 進とセキ ュリテ ィの強 化につい て】
○

引き 続き，オ ンラ イン利用 できる 手続き の拡大や セキュ リティ の強化を 図り，利 用
の促進に 努めて まいり ます。

対
応
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総務部

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 窓口の 機能強 化
県におかれましては、行政窓口の利便性向上に努めてい ただいており、土日の稼
動など積極的に取り組んでいただいており感謝いたします。しかし、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と効率化を求める声が多
数寄せら れてお り、以 下を要望 いたし ます。
② 各自治 体行政 窓口の 利便性向 上
例とし て、法 人印鑑 証明書や 登記事 項証明 書は国の 機関（ 法務局 ）で取得 しなけ
ればなら ず、納 税証明 書は各自 治体毎 の窓口 での交付 となり ますが 、地域に よって
は各出先 機関が 遠方で あり、不 便を感 じてい る企業が 多数存 在しま す。最寄 の行政
窓口（国 ・県・ 市町村 ）にて各 自治体 の証明 書が取得 可能（ 自動発 行機を設 置する
等）であ れば、 利便性 は格段に 上がる と思料 されます 。
○

国の 規制改 革会議 が平成２ ９年３ 月に公 表した「 行政手 続部会 取りまと め～行 政手
続コスト の削減 に向け て～」の中 で，行政 手 続簡素化 の３原 則の 1 つとして「 行政手
続の電子 化の徹 底」が 挙げられ ており ます。

○

取り まとめ の中で は，地方公 共団体 の行 政手続に ついて も、「 地方公共 団体の 理解
と協力を 得つつ 、取組 を進める 」とさ れてお ります。

○

国の 動きを 踏まえ つつ，関係 各課や 国・市町村と 連携し ながら 手 続の電 子化等 に取
り組んで まいり ます。

現

況
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政策企 画部

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・ 県外か らの流入 の促進
日本 全体で 人口減 少に歯止 めがか からな い中で、 本県に おいて も平成 30 年 4 月 1
日現在で の人口 は 2,885,625 人と 昨年 4 月に 比べ 11,440 人が 減少し ています 。「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、本県 定住人
口増加を 図るべ く、以 下を要望 いたし ます。
① 県外か らの大 学生誘 致・増加 に繫 が る学部 ・学科の 設立や 大学の 誘致
県政策 ビジョ ン「新 しい人財 育成」 の「教 育環境の 充実」 で方向 性が示さ れてお
りますが 、県外 から質 の高い学 生を誘 致する 事は、そ の後の 県内就 職や定着 へ向け
非常に効 果的と 思料さ れ、新た なニー ズに対 応した大 学の誘 致や学 部・学科 の設置
に積極的 に取り 組む必 要がある と考え ます。
○

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。

○

筑波 学院大 学では ， 2019 年 度に「 地域デ ザインコ ース」 を新た に設置し ます。

○

筑波 技術大 学では ， 2020 年 度に， 産業技 術学部産 業情報 学科に おいて， 情報科 学
専攻及び システ ム工学 専攻の統 合を予 定して います。

○

なお ，2018 年度 に は，茨城 大学工 学部に おける 8 学 科か ら 5 学 科への改 組や， 常
磐大学に おける「看 護 学部看護 学科 」の開 設 など，学部・学科 の改組 が行われ ました。

○

今後 とも，県 内大 学による 新たな 学部・学科の設 立認可 に係る 調整が円 滑に進 むよ
うに，関係 機関と の連 携を図り ながら，県内 の大学の 魅力向 上に向 け，必要に 応じて
支援を行 ってま いりま す。

○

大学 など高 等教育 機関の誘 致は，少 子化 等に伴う 定員確 保等の 課題から，大変難 し
い 状況 に あ り ま すが ， 2018 年 度 に内 閣 府 が 実 施 した 「 東 京 圏 の大 学 の 地方 サ テ ライ
トキャン パス等 に関す る調査」等 を踏ま えな がら，県内 への誘 致可 能性につ いて検 討
してまい ります 。
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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・ 県外か らの流入 の促進
日本 全体で 人口減 少に歯止 めがか からな い中で、 本県に おいて も平成 30 年 4 月 1
日現在で の人口 は 2,885,625 人と 昨年 4 月に 比べ 11,440 人が 減少し ています 。「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、本県 定住人
口増加を 図るべ く、以 下を要望 いたし ます。
② 県内小 ・中・ 高校生 に向けた 茨城県 の魅力 を学ぶ機 会の拡 充への 取り組み
県教育 委員会 におい て「世界 の中の 茨城 」を作成し 平成 29年8月に 県内各学 校に配
布してい ただき 、茨城 県の魅力 を学ぶ 機会拡 充への取 り組み に感謝 いたしま す。
今後は、 こうし た資料 による取 り組み や茨城 大学にお ける「 茨城学 」に類す る取
り組みを 小・中 学生に も波及さ せ、若 い世代 が茨城の 魅力を 学ぶ機 会 をさら に増や
していく 事が必 要と考 えます。

○

現在 ，県 内の各 小・中学 校では ，学 習指 導要領に 基づき ，社 会 科や総合 的な学 習の
時間等を 中心に ，茨城 の伝統・文化や 地域の 発展に尽 くした 先人，特色ある 産業な ど，
郷土の魅 力につ いて学 ぶ機会が ありま す。
子ど もたち は，こ れらの機 会に，県 や市 町村が作 成した 郷土に 関する副 読本の 活用
や，地域 の人々 と関わ りを深め ，伝統 芸能や 文化財，産業等 につい て学んで おりま す。
ま た，県では ，子 どもたち の郷土 に対す る愛着心 や誇り に思う 気持ちを 高める ため，
小学生か ら郷土 の魅力 をまとめ た作文 や学校 ホームペ ージを 募集し ，優秀作品 を表彰
する取組 や，中 学２年 生を対象 にした 本県独 自の郷土 検定を 実施し ておりま す。

○

県立 高等学 校や中 等教育学 校では，世界 史等の授 業にお いて，世界史補 助教材「 世
界の中の 茨城」を 活用 し，生徒が 世界と つな がる茨城 県の歴 史を幅 広く理解 し，その
魅力を再 発見す ること で，郷土 茨城を 愛する 心を養っ ている ところ です。，
なお ，この 補助教 材は，平成 29 年３月 ，県教育 委員会 が，高 等学校等 におい て，
茨城の歴 史と世 界の関 係につい て学習 するこ とを目的 に作成 したも ので す 。近代 の歴
史を中心 に，世界 の動 きとそれ に関連 した本 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 る内容に なって おり ，次期学習 指導要 領
における 「主体 的・対 話的で深 い学び 」の実 現にも寄 与する もので す。

現

況

【参考】
○世界史 補助教 材「世 界の中の 茨城」 を購入 した学校 数及び 総購入 冊数（ H30 年度 ）
・県 立高等 学校
94 校
・県 立中等 教育学 校
2校
・総購入 冊数
20,597 冊

○

次期学習指導要領において，地域の主な文化財や年中行事などに関する理解を深
め，地域へ の誇り と愛 着を育て る学習 を一層 充実させ ること が示さ れたこと から，今
後も子ど もたち が茨城 の魅力を 学ぶ機 会を充 実させて まいり ます。
また，上記要 領の 全面実施 に伴い，市町 村が作成 する郷 土に関 する副読 本が改 訂さ
れること から，内 容をさ らに充実 するよ う，市町 村教育委 員会に 助言し てまいり ます。

○

今年 ８月 ，県が 開催 した地理 歴史科・公 民科 に関する 教育課 程研究 協議会に おいて，
県内の高 等学校 等に「 世界の中 の茨城 」を活 用した授 業例を 紹介し たところ であり ，
今後も，各 種研修 等の 機会を通 じ，積極 的に 授業実践 事例の 発表等 を 行い，学 校にお
ける補助 教材の 活用を 図ってま いりま す。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部， 土木部

要
望
事
項

現

４、「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
（1）県内 定住・ 県外か らの流入 の促進
日本 全体で 人口減 少に歯止 めがか からな い中で、 本県に おいて も平成 30 年 4 月 1
日現在で の人口 は 2,885,625 人と 昨年 4 月に 比べ 11,440 人が 減少し ています 。「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、本県 定住人
口増加を 図るべ く、以 下を要望 いたし ます。
③ 若年世 帯や県 外から の移住者 に対す る住居 確保への 支援強 化
県内人 口増加 の観点 からは県 外から の若年 世帯や就 業希望 者の流 入も重要 施策と
考えます が、県 外から の流入者 におい ては住 居確保の 問題が 存在し ます。雇 用する
中小企業 におい ては福 利厚生に よる住 居費負 担にも限 度があ り、そ うした流 入者向
けの住宅 支援制 度や共 同住宅・ 寮など の整備 が必要と 考えま す。県 内各地で 増加し
ている空 き家の 転用な ども含め た取り 組みを 求めます 。
空き家 の活用 促進に ついては ，市町 村の空 き家バン ク設置 促進の ため，全 市町村
が参画す る市町 村空家 等対策連 絡調整 会議等 において ，空き 家バン クの実施 に関す
る手引書 を作成 し，市 町村に対 する支 援を行 ってきま した。 平成 30 年 11 月 1 日現
在，県内 30 市町 村で空 き家バン クが設 置され ，賃貸物 件も登 録され ておりま す。
県といた しまし ては， 移住希望 者向け に，「 茨城県空 き家バ ンク情 報検索シ ステ
ム」を運 用し， 各市町 村の空き 家情報 の一元 的な発信 に取り 組むと ともに， 住宅に
関する様 々な情 報を掲 載した「 住まい づくり 情報ガイ ドブッ ク」等 により， 空き家
バンクの 周知を 図って います。
〔政 策企画部 ・土木 部〕

況

引き続き ，空き 家バン クの周知 を進め てまい ります。
〔政策企 画部・ 土木部 〕
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部， 生活環 境部，産 業戦略 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・ 県外か らの流入 の促進
日本 全体で 人口減 少に歯止 めがか からな い中で、 本県に おいて も平成 30 年 4 月 1
日現在で の人口 は 2,885,625 人と 昨年 4 月に 比べ 11,440 人が 減少し ています 。「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、本県 定住人
口増加を 図るべ く、以 下を要望 いたし ます。
④ 魅力や 活気が 溢れる 街づくり への支 援
長期的 な県内 定住を 増やす上 では、前述の 交通面や 行政面 、教育 面での充 実の他 、
レジャー やショ ッピン グなど様 々な観 点から 魅力や活 気の溢 れる街 づくりを 行う必
要があり 、そ うした 取 り組みへ の計画 的な支 援を充実 させる 必要が あると考 えます。
また、 本県は 各種車 両が重要 な移動 手段と なってい ますが 、今後 普及が予 想され
る電気自 動車や 燃料電 池車への 燃料補 給施設 （充電施 設・水 素ステ ーション など）
を計画的 に設置 してい く事も 本 県の魅 力向上 に寄与す るもの と思料 します。
【魅力や 活気溢 れる街 づく り】
○ 11月16日に，新た な県総合 計画「茨 城県 総合計画 ～『新し い茨 城』への挑 戦～」が
決定され たとこ ろです 。
○ 新た な県総 合計画 では，地 域づく りの方 向性とし て、県 北、県 央、鹿行、県南、県
西の５つ のこれ までの 地域区分 を基本 としつ つも，よりき め細か く地 域の現状 を認識
し、進む べき方 向性を 具体的に 検討す るため ，新たに 11ゾー ンを設 定してお ります 。
〔政策企 画部〕

現

況

【電気自 動車へ の補給 施設】
○県内の 電気自 動車の 充電 設備 設置箇 所数は １１月現 在で５ ３０箇 所となっ ており ，
平成２５ 年時点 と比較 すると４ 倍超に 増えて おります 。（ウ ェブサ イト「Ｇ ｏＧｏ Ｅ
Ｖ」（民 間企業 調査） ）
○県では，これま で国 の充電イ ンフラ 整備事 業を活用 し，県内 の各 道路や市 町村ご とに
必要な設 置箇所 数を割 り当て， 平成２ ７年度 まで計画 的な整 備を図 ってまい りまし
た。
○現在は，国の制 度を 活用した，次世代 自動 車振興セ ンター の補助 制度があ り，商業 施
設や宿泊 施設， 道の駅 などにお ける， 充電設 備の整備 を促進 してい るところ です。
〔県民 生活環 境部〕
【燃料電 池車へ の補給 施設】
○ 県で は，環境負 荷の 低減やエ ネルギ ーセキ ュリティ の向上 ，産 業振 興等の観 点から，
水素の利 活用を 促進し ており ，水素 ステー シ ョンの運 営支援 や燃料 電池自動 車等の 普
及啓発な どに取 り組ん でおりま す。
＜県 内の普 及状況 ＞
・商 用水素 ステー ション整 備数： 1 箇所 （平成 30 年 10 月末現 在）
・燃 料電池 自動車 の台数： 29 台（ 平成 30 年 3 月 末現在 ）
〔産業戦 略部〕
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【魅力や 活気溢 れる街 づくり】
○ 地域 振興の アイデ アは、地域 で暮ら し、地域を良 く知る 方々が 主体的に 考えて いく
ことが重 要であ り，県 とし ては、新たな 県総 合計画に おいて 設定し た１１の ゾーン を
単位とし て，地域が 主 体となっ て地域 の活力 を維持向 上して いくた めの具体 的な方 策
について 調査・ 検討を 行ってま いりま す。
〔政策企 画部〕

対
応

【電気自 動車へ の補給 施設】
○県とい たしま しては ，国の補助 制度の 周知 を図るな ど，今後 とも 充電イン フラ設 備整
備の推進 を図っ てまい ります。
〔県民生 活環境 部〕
【燃料電 池車へ の補給 施設】
○ 国や 事業者 等の動 向を注視 しつつ，産学 官で構成 される「 いば らき水素 利用促 進協
議会」の活 動等を 通じ て，引き続 き水素 ステ ーション の誘致 や燃料 電 池自動 車の普 及
等に取り 組んで まいり ます。
〔産業戦 略部〕
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部

要
望
事
項

４、「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
（2）人口 減少社 会に対 応した少 子化対 策
人口減 少克服 のため には、少子 化対策 への 取り組み も非常 に重要 な課題で す。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、「 日本一 、子
どもを産 み育て やすい 県」の実 現のた め、以 下の取り 組みに ついて 要望いた します 。
① 子育て 世帯へ の経済 的支援体 制の強 化
若年世 代にお いては 収入も少 なく子 育てが 経済的な 負担と なって おります 。マル
福による 医療費 助成の 面では一 定の充 実が見 られます が、児 童手当 の部分で は年々
支給額（ 県負担 分）の 減少が見 られま す。児 童手当の 増額や 中学生 卒業まで とされ
ている支 給期間 の延長 など、経 済的支 援につ いての取 り組み が必要 と考えま す。
＜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 は高 校３年生（ 中３→
高 ３ ： Ｈ 30.10.1～ ） ま で の 方 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 。
【補助実 績等】
対象人数 ・金額

現

小

児

妊産婦

況

H25

H26

H27

（単 位：人， 千円 ）
H28
H29

受給者数

190,001

287,743

283,733

346,980

336,700

県補助金

2,008,288

2,232,139

2,566,351

2,727,938

2,967,702

受給者数

13,581

13,542

13,123

14,257

14,227

県補助金

388,539

387,643

378,827

383,055

424,669

○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
H25
H26
H27
H28
H29
受給者数
支給額（ 県負担 分）

228,261

224,553

221,295

217,747

214,346

7,420,407

7,315,712

7,171,425

7,030,340

6,877,566

（ 平成 30 年 12 月 5 日時点 ）

児童手 当につ いては ，児童手 当法に 基づ き ，引き続 き適切 に対応 してまい ります 。
なお，手 当の額 や対 象となる 児童の 年齢等 について は，これ まで 改正が重 ねられ て来
対 ており， 今後も 国にお ける検討 状況等 を注視 してまい ります 。

応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部

要
望
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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 のため には、少子 化対策 への 取り組み も非常 に重要 な課題で す。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、「 日本一 、子
どもを産 み育て やすい 県」の実 現のた め、以 下の取り 組みに ついて 要望いた します 。
② 保育施 設の充 実への 取り組み 強化
子育て 世代の 支援と 労働力人 口の確 保とい った観点 からは 、保育 施設のさ らなる
充実が必 要と考 えます 。県にお かれま しては 保育施設 の計画 的な整 備を進め 、保育
施設数は 毎年増 加して おり、ご 尽力に 感謝い たします 。しか し、一 方で待機 児童数
は平成25年度以 降、増 加傾向に あり、 依然と して保育 施設が 不足し ている状 況は続
いていま す。
保育施 設のさ らなる 整備と、 合わせ て、県 内企業に よる事 業所内 保育施設 の整備
への支援 が必要 と考え ます。
＜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９ 年間で ９千人 を超える 定員枠 の拡
大を図っ ており ます。 平成 30 年 度にお いても 約 1,600 人 の定員 枠の 拡大が図 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】
21～29 年 度（実 績）
30 年度（ 見込）

現

245 ヶ所
31 ヶ所

【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

況

対
応

9,285 人 定員増
1,602 人 定員増

H25
215
497
46,549

H26
227
523
47,739

H27
373
641
50,643

H28
382
671
52,511

H29
516
691
52,643

H30
386
717
55,173

＜事業所 内保育 施設の 整備＞
○ 子ど も・子育 て支 援新制度 の施行 に伴い ，地域型保 育事業 とし て，市町村 の認可 に
より地域 型保育 給付の 対象とさ れた事 業所内 保育事業 につい ては ，認可外保 育施設 か
らの移行 に対し て必要 となる改 修費用 等の一 部を助成 するこ ととし ておりま す。
【事業所 内保育 事業所 数】
H27
H28
H29
H30
事業所数 （か所 ）
1
3
6
7
定員数（ 人）
15
99
171
183
※各年と も４月 １日の 数
※その他 ，認可 外保育 施設あり
＜保育施 設の充 実＞
○ 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。
＜事業所 内保育 施設の 整備＞
○ 待機 児童の 解消に 向けた保 育所等 の計画 的な整備 の一環 と して ，事業所 内保育 事業
の整備が 図られ ますよ う，認可 主体で ある市 町村と連 携して まいり ます。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部

要
望

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 のため には、少子 化対策 への 取り組み も非常 に重要 な課題で す。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、「 日本一 、子
どもを産 み育て やすい 県」の実 現のた め、以 下の取り 組みに ついて 要望いた します 。

事

③ 不妊治 療に対 する助 成事業の 充実
不妊治 療にお ける保 険外診療 の部分 につい ては受診 者の経 済的負 担は非常 に大き
くなって おりま す。「 不妊治療 助成事 業」に より、費 用の一 部を助 成いただ いてお
りますが 、さら なる助 成額の拡 充を図 り、不 妊治療受 診者の 経済的 負担の軽 減が必
要と考え ます。

項

現

＜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
H29
実人員（ 人）
1,590
1,750
1,776
1,888
1,763
1,731
延件数（ 件）
2,664
2,839
2,797
2,964
2,754
2,604
助成額（千 円）
378,211
361,571
359,726
393,865
479,660
454,551
【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

況

○

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
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 。

【H30 年 度開催 実績】 （ H30.11 末現在 ）
日
時
場
所
平成 30 年 7 月 1 日（日 ） 茨城県開 発公社
平成 30 年 12 月 16 日（日 ） つくば国 際会議 場
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内容（テ ーマ）
男性不妊 と不育 を考え る
不妊治療 ～心と 体の管 理～
（予定）

○

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
H29
実件数（件） 146
127
118
112
91
107
延人数（人） 228
195
181
165
144
162

○

対

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 。

応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部

要
望
事
項

現

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 のため には、少子 化対策 への 取り組み も非常 に重要 な課題で す。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、「 日本一 、子
どもを産 み育て やすい 県」の実 現のた め、以 下の取り 組みに ついて 要望いた します 。
④ 「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
県にお かれま しては 「いばら き出会 いサ ポ ートセン ター」 を中心 に結婚支 援に取
り組んで いただ き、平 成 29年10月31日 現在で 累計1,862組の成 婚実績 に繫がっ た事 、
深く感謝 いたし ます。 また、今 年度は 「いば らき新婚 夫婦等 優待制 度」を創 設され
るなど、 取り組 みに一 層の充実 がみら れます 。結婚を 希望す る若年 層に対し 引続き
出会いの 場を提 供し、 さらなる 結婚支 援活動 の充実が 必要と 考えま す。
＜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 。
◯ また，H30.11.22 より，社会 全体で 結婚 を応援す る機運 を醸成 するため，新婚カ ッ
プルや結 婚予定 カップ ルを対象 に，協賛店 で 提示する と様々 な特典 サービス が受け ら
れる「い ばらき 結婚応 援パスポ ート（ ｉＰＡ ＳＳ）」 の配布 を始め ました。
【活動実 績】（H30.10.31 現在）
・出会い サポー トセン ター会員 数： 2,507 人 （男性 1,529 人 ，女性 978 人）
・成婚数 （累計 ）： 2,019 組
・ふれあ いパー ティ開 催回数（ 累計） ： 3,058 回
・マリッ ジサポ ーター 数： 349 人（男 性 182 人，女性 167 人 ）
・出会い 応援団 体数： 24 団体
いばらき 出会い サポー トセンタ ー

況

・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
・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

○

対
応

・パーティ開催
・結婚相談等

出会い応 援団体

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 進める ととも に，いばら き結婚 応援 パスポー ト（ｉＰ
ＡＳＳ）の 協賛店 の募 集を進め るなど，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。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
営業戦 略部

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 上と県 内外への 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 、筑 波山を
始めとし た自然 資源や、歴史ある 地方都 市など 沢山の魅 力にあ ふれて います。し かし、
民間会社 による 調査で は、本県 の魅力 を十分 に発信し きれて いない のが現状 です。
県に おかれ まして は「魅力度 №１プ ロジ ェクト」や「ビジ ット 茨城」など 、地域 の
ＰＲと観 光振興 に注力 されてお ります が、な お一層の 取り組 みが必 要と考え、以下を
要望いた します 。
① 観光イ ベント や観光 拠点の広 報・Ｐ Ｒ強化
広報・ ＰＲに ついて はインタ ーネッ トやメ ディア、 雑誌な ど幅広 い媒体に よる発
信に取り 組んで おられ ますが、 昨年度 の各種 媒体への 発信数 や情報 誌の発行 数には
一部減少 も見ら れます 。効果的 な広報 ・ＰＲ 強化によ り積極 的に本 県の魅力 を発信
していく 事が必 要と考 えます。
昨年１２ 月に策 定した「新し い茨城 づくり 政 策ビジョ ン」のなか で「魅力 度Ｎｏ ．１
プロジェ クト」を 掲げ 、「観光誘 客」、「農 林水産物 のブラ ンド化 」、「企業誘 致」を
県の最重 要ＰＲ テーマ として位 置付け、今年 ４ 月に新 設した「 営業 戦略部」が 中心と な
り、戦略 的な情 報発信 に取り組 んでお ります 。
○

メデ ィアへ のパブ リシティ 活動
・首都圏 及び関 西圏 のメディ アへ観 光や食 、イベント など本 県の 魅力ある 情報を 提供
し本県の 魅力度 向上を 図る。
（メディ ア取り 上げ実 績）
平成 29 年 11 月 末 掲 載件数 ７８３ 件（う ちＴＶ７ ９件）広 告換 算額 約 ３８億 円
平成 30 年 11 月 末 掲 載件数 ８２０ 件（う ちＴＶ８ ８件）広 告換 算額 約 ７９億 円
※ 昨 年度の 同時期 と比較し 、掲載 件数３ ７件・広 告換算 額が約 ４１億円 増

現

また、観光 面にお いて は、茨城空 港就航 路線 の充実な ど、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 とする ほか、宿泊観光 が見込 まれ
る東北エ リアを 新たに ターゲッ トとし 、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 715 万 件(H29 年度計)）
・H30 年 度、観 光いば らきホー ムペー ジを 4 年半ぶり に全面 リニュ ーアル実 施

○

メデ ィアや 旅行雑 誌等を活 用した 魅力発 信
・テレビ ３番組 （関東 キー局）
・雑誌・ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ２誌 、 Web サ イト４ サイト （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 におけ る観光 キャンペ ーンの 実施（ 30 回）
・就航先 におけ る観光 キャンペ ーンの 実施（ 札幌 2 回 、神戸 3 回、 沖縄：1 回）
・東北エ リアに おける 観光キャ ンペー ンの実 施（ 2 回 ）

○

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
・就航先からの ツアー 造成支援（ツア ー 18 本 、640 人 送客(10 月末 現 在・申請ﾍﾞｰｽ)）
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対
応

○

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）、三県及び各県金融機関による観光物産
展の実施 、各県 広報誌 への相互 掲載、 各県イ ベントへ の相互 参加

○

本県 の魅力 ある自 然景観、文 化遺産 、食 、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、東 北エリ アの観 光客をタ ーゲッ トとし て、積極的 に情報 発信し てまいり ます。

○

また、県内の 絶景 や若者目 線によ る観光 ルートな ど、新た な切 り口によ る観光 情報
について も、観 光いば らきホー ムペー ジ等を 通じて情 報発信 してま いります 。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
営業戦 略部

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 上と県 内外への 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 、筑 波山を
始めとし た自然 資源や、歴史ある 地方都 市など 沢山の魅 力にあ ふれて います。し かし、
民間会社 による 調査で は、本県 の魅力 を十分 に発信し きれて いない の が現状 です。
県に おかれ まして は「魅力度 №１プ ロジ ェクト」や「ビジ ット 茨城」など 、地域 の
ＰＲと観 光振興 に注力 されてお ります が、な お一層の 取り組 みが必 要と考え、以下を
要望いた します 。
② 新たな 観光資 源の発 掘・磨き 上げへ の取り 組み強化
観光振 興を通 じた経 済活性化 を図る ため、 地域資源 の開拓 や、ス ポーツツ ーリズ
ムの企画 、新た な観光 需要の喚 起が必 要と考 えます。 また、 増加す る海外か らのイ
ンバウン ド需要 の県内 取り込み も重要 な課題 です。
地域経 済の活 性化に 繫がる、 尚一層 の取り 組み強化 を要望 します 。
【新たな 観光需 要の喚 起】
県域ＤＭ Ｏ法人 である 県観光物 産協会 や市町 村等と連 携して 、稼 げ る観光地 域づく り
の推進に 取り組 んでお ります。
○

現

況

ＤＭ Ｏ形成 ・確立 に向けた 人材の 育成・ 確保・活 用
・市町 村、事 業者等 を対象と したセ ミナー の開催
・観光 マイス ターの 活用
・県域 ＤＭＯ の機能 強化
○ 魅力 ある観 光地域 づくり
・農村 体験の 利用及 び農家民 泊開業 等の推 進
・宿泊 施設の 魅力向 上に向け た専門 家コン サルティ ング実 施
・歴史 的資源 の発掘 活用 (「明 治 150 年」記 念講演、 観光ガ イド向 け研修等 の開催 )
・魅力 映画作 品の支 援
○ 本県 の特性 （強み ）を活か した国 内誘客 促進
・若者 目線を 活用し た観光資 源の発 掘
・体験 型アク ティビ ティの情 報発信 強化
・宿泊 観光促 進に向 けた新コ ンテン ツ創出 及び新客 層開拓
○ 稼げ る観光 産業の 振興
・金融 機関等 と連携 した北関 東三県 観光物 産フェア の開催
・土産 品等の 販路拡 大・ブラ ッシュ アップ 支援
・茨城 おみや げ大賞 2019 の商 品募集
・県伝 統工芸 士の認 定及び伝 統工芸 展の開 催
○ 筑波 山・霞 ヶ浦広 域エリア におけ る観光 連携の促 進
・観光 案内サ インの 整備に係 る基礎 調査
・マル チアク セスマ ップの作 成
・土産 品・地 域グル メの開発 支援
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【インバ ウンド 需要の 取り込み 】
県内の経 済活性 化を図 るため 、ＰＲ・情 報発 信、旅 行商品 造成促 進 、受入 体制整 備の
取組を強 化する ととも に、個人 旅行化 の進展 等の旅行 形態の 変化を 踏まえた 誘客プ ロモ
ーション を戦略 的に展 開し、外 国人観 光客の 一層の誘 客促進 に取り 組んでい ます。
○

ＰＲ 、情報 発信等 の強化
・旅行博 ・商談 会への 出展
・海外誘 客拠点 の設置 など、国 ・地域 の特性 を踏まえ た誘客 プロモ ーション
○ 旅行 商品造 成の促 進
・海外旅 行会社 や在京 ランド オ ペレー ター等 を対象と した県 内視察 ツアーの 実施
・県内を 宿泊・ 周遊す る新規ツ アーへ の造成 支援
○ 受入 体制の 充実
・ゴルフ ツーリ ズムを 活用した 観光需 要の創 出促進
・多言語 表記及 びＷｉ －Ｆｉ環 境の整 備促進
○ 外国 人観光 客の個 人旅行化 などの 旅行動 向の変化 を踏ま えた誘 客促進
・インフ ルエン サーを 活用した 情報発 信
・個 人観光 客が利 用し ている宿 泊予約 サイト への観光 情報の 掲載、スマート フォン
向けＰＲ 動画の 配信

【新たな 観光需 要の喚 起】
○ 県域 ＤＭＯ 法人で ある県観 光物産 協会や 市町村な どと連 携し、地 域の事 業者の 観光
産業への 参入や、観光 産業と異 業種の 連携を 促し、新た な観光 需要 の掘り起 こしに 取
り組んで まいり ます。

対
応

【インバ ウンド の取り 込み】
○ 本県 への訪 問者数 が多い 東 アジア 、東南 アジアに 向けた プロモ ーション の強化 を図
るととも に、欧米 豪市 場など新 たな需 要 を開 拓し、一層 の観光 客増 大に積極 的に取 り
組んでま いりま す。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
農林水 産部

要
望
事
項

現

況

対
応

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・ 畜産品の 販売強 化
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。し かしな がら 、耕作放棄 地は全
国 2 番目 と高位 であり 、農林 漁村の 活力低 下 などの問 題も依 然とし て厳しい 状況に あ
ります。
県施 策であ る「強 い農林水 産業」の 実現 は地域活 性化に も繫が り、農水産 物のブ ラ
ンド化・ 高付加 価値化 は本県の 魅力向 上にも 資する事 から、 以下を 要望いた します 。
① 農林水 産業振 興に向 けての取 り組み
農林水 産業に おいて も、ＩＣ Ｔやそ の他先 端技術の 導入に 向け、 コンサル ティン
グと資金 の両面 から支 援を充実 させ、 農地の 集約等も 含めた 、生産 性の向上 が必要
と考えま す。ま た、「 茨城 6次産 業化サ ポート センター 」によ る支援 について 、平 成
29年10月 末現在 ではプ ランナー 派遣件 数や総 合化事業 計画認 定件数 は横ばい の状況
となって おり、 尚一層 の取り組 み強化 が必要 と考えま す。
【ＩＣＴ 等先端 技術の 導入】
○ 農業 におけ る生産 性の向上 等を図 るため ，ＩＣＴ やロボ ット技 術等を活 用した スマ
ート農業 を推進 してい ます。
具体 的には ，農 業 総合セン ターに おいて ，①大 規模水 田農業 ，②施設野 菜類 ，③ロ
ボット技 術利用 の３分 野におけ る，「先 端技 術活用プ ロジェ クト」を立ち上 げ，ＩＣ
Ｔ等を活 用した 省力・低コスト 化技術 や高品 質・多 収栽培 技術の 開 発に取り 組んで い
ます。ま た，迅速に 普 及を図る ため，現地で の実証研 究，軽 労化・省力化の ための ロ
ボット技 術開発 に向け たセミナ ーや先 進事例 の研修等 を開催 すると ともに ，国や 県の
事業を活 用し， 環境測 定装置や 施設の 導入を 支援して いると ころで す。
【６次産 業化の 取組】
○ （公社 ）茨城 県農 林振興公 社に「茨 城６ 次産業化 サポー トセン ター」を設 置し，６
次産業化 の志向 者及び 取組者へ の支援 体制を 整備し た 上で ，アグ リ ビジネス 基礎講 座
による必 要な知 識の習 得や食料 産業・６ 次産 業化交付 金（国補）に よる施設 整備等 の
支援を行 ってい ます。また，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 等により ，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。
＜参考＞
・６次 産業化 プラン ナーの登 録者数 ： 12名
・H30年 度のプ ランナ ー派遣件 数： 86件（H30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： 52件
（H30年11月末現 在）
【ＩＣＴ 等先端 技術の 導入】
○ こ れ ま で の 取 組 を よ り 一 層 効 果 的 に 進 め る た め ， H30.3 に 包 括 連 携 協 定 を 締 結 し た
（国研）農研機構や要素技術を持つ民間企業等との連携強化や共同研究を推進しま
す。
○ＩＣＴ 等先端 技術の 開発にあ たって は，そ の開発段 階から 農業者 に参画を 頂き，経 営
体レベル での実 証研究 を通じて 経営評 価を行 いながら ，個 々の経 営 発展につ ながる 効
果的な導 入を進 めます 。
○また，次 年度も 引き 続き，機械 や施設 の導 入を支援 すると ともに ，高度環境 制御シ ス
テムの導 入普及 を推進 するため，モデル 温室 の設置や 研修会・技術 講習会を 開催し ま
す。
【６次産 業化の 取組】
○ 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 。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
営業戦 略部， 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・ 畜産品の 販売強 化
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。し かしな がら 、耕作放棄 地は全
国 2 番目 と高位 であり 、農林 漁村 の 活力低 下 などの問 題も依 然とし て厳しい 状況に あ
ります。
県施 策であ る「強 い農林水 産業」の 実現 は地域活 性化に も繫が り、農水産 物のブ ラ
ンド化・ 高付加 価値化 は本県の 魅力向 上にも 資する事 から、 以下を 要望いた します 。
② 県内農 産物の 販路拡 大への支 援
上記、 生産性 の向上 と合わせ て県内 外・海 外への販 路拡大 も重要 な課題で す。
ジェトロ 茨城を 始めと した海外 販路拡 大への 支援を強 化し、 本県産 出品の魅 力を
最大限発 揮する ための 取り組み が必要 と考え ます。
【県内外 への販 路拡大 】
○ 首都圏や関西地区等での茨城フェアや各種イベントなどを継続的に実施するとと
もに、ホー ムペー ジ、ＳＮＳ、メ ディア 等を 活用した 県産農 産物の 魅力につ いて情 報
発信を行 ってい ます。
○

（参考） 各市場 におけ る本県青 果物取 扱高
H23
H24
H25
H26

現

況

これ らの取 組によ り、各市場 におけ る本 県産青果 物取扱 高は増 加傾向で あり、特 に
平成 29 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、 平成元年 以降最 高
値となっ たとこ ろです 。
(％ )
H27

H28

H29

東京

9.2

9.4

10.0

9.5

10.0

10.5

10.6

大阪

1.8

1.7

1.9

1.7

2.1

2.5

2.3

北海道

5.0

5.6

5.5

5.4

6.0

6.8

7.0

【海外へ の販路 拡大】
〇 県で は、東南 アジ アや北米 を主な ターゲ ットとし て、ジェ トロ 茨城等と 連携し なが
ら、海外バ イヤー 招へ いや現地 プロモ ーショ ンの実施 等によ り、農 林水産物 等の海 外
販路拡大 を図っ ており ます。
〇

また、輸出コ ーデ ィネータ ーや水 産物輸 出促進員 の設置 のほか 、全農いば らきに 対
する農産 物輸出 促進員 の設置支 援によ り、輸 出に取り 組む事 業者等 への情報 提供や 各
種相談対 応など の支援 を行って います 。

〇

これ らの取 組によ り、平成 29 年度 の農産 物の輸出 金額は 約 3.2 億円と前 年度の お
よそ 2.5 倍に増 加し 、水産物の 輸出金 額も H28 年の約 47 億円 から H29 年は約 63 億円
と、順調 に増加 してい るところ です。
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本県農林 水産物 等の輸 出金額の 推移

（単位 ：百万 円）
H29 年度
（対前年(%)）
320(248)

H27 年度

H28 年度

42

129

青果物

21

71

123(173)

米
常陸牛
水産物

3
18
3、412

16
42
4、658

15( 91)
182(432)
6、335(136)

農産物

主な輸出 先
ﾀｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰ
ﾙ
ｱﾒﾘｶ
ﾀｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｱﾒﾘｶ
ｱﾌﾘｶ諸国 、東南 ｱｼﾞｱ

※県が関与する商談会や販売促進活動用の取組を通じた輸出量
※水産物は年度ではなく年（暦年）で集計。主に水産加工業者への聞き取り等により調査

【県内外 への販 路拡大 】
○ 今後 とも、県 内外 での県産 農産物 のフェ ア開催や 効果的 な情報 発信等を 通じて、ブ
ランド化 を進め るとと もに、県内は もとよ り 首都圏や 関西地 区等へ の販路を 拡大し て
まいりま す。

対
応

【海外へ の販路 拡大】
○ 次年 度以降 も引き 続き、試食 販売な どに より本県 産品の 魅力を 伝えなが ら、海外 へ
の本県産 農林水 産物等 の販路拡 大の取 組を支 援してま いりま す。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
県民生 活環境 部， 警 察本部

要
望
事
項

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（１）住 み良い 環境整 備への取 り組み 強化
県民 が安心・安全 に生活で きる環 境を整 える事は、住民の 長期 定住を促 し、さら に
県外から の住民 流入の 面でも大 きな効 果があ る と思料 します 。行 政 や茨城県 警察の ご
尽力によ り、犯罪 件数 は減少傾 向にあ ります が、全国的 に見る と刑 法犯認知 件数は ワ
ースト 10 位と依 然とし て高水準 で推移 してい ます。
また、近年人 口が 減少する 中で、都 市の 空洞化や 空き家 の問題 もクロー ズアッ プさ
れていま す。住 み良い 環境整備 へ向け 、以下 を要望い たしま す。
① 交通事 故減少 に向け ての取り 組み強 化
行政の ご尽力 により 人身事故 の発生 件数は 減少して おりま すが、 死亡者数 につい
ては横ば いの状 況と思 料します 。高齢 者ドラ イバーの 問題な ど新た な課題も 発生し
ており、 事故防 止を図 る ために は啓発 活動の 充実と、 さらに は自動 ブレーキ 搭載車
両の普及 促進や 、営業 車両のみ ならず 一般車 両へのド ライブ レコー ダー搭載 も有益
と考えま す。
交通安 全運動 や教育 と合わせ 、新技 術導入 の普及啓 発を含 めた総 合的な取 り組み
が必要と 考えま す。

【交通マナー指導の強化】
○

現

況

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 34 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
H30.4.6～4.15
②夏の交通事故防止県民運動
H30.7.20～7.31
③秋の全国交通安全運動
H30.9.21～9.30
④年末の交通事故防止県民運動 H30.12.1～12.15
（２）交通安全広報活動の推進
①交通安全運動チラシの配布
H30 年度 24,000 部
②交通安全ポスターの配布
H30 年度 10,000 部
（３）交通安全県民大会の開催
①日
時：H30.11.15
②場
所：県庁舎 9 階講堂
③参加者数：369 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 30 年度派遣回数 43 回（H30 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 30 年度 参加校数：８校 参加生徒数：204 名（H30 年 10 月末現在）
（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 30 年度 28,000 部配布
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○

交通事故（人身事故発生件数及び交通事故死者数）データ
H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 ※
7,123
人身事故発生件数
13,279 12,534 11,613 10,455
9,679
98
交通事故死者数
163
132
140
150
143
※H30 年は H30 年 10 月末現在の数値

【安全運転サポート車 （サポカー）の普及啓発】
○

自動ブレーキなどの先進安全技術を搭載し，交通事故防止と被害軽減が期待で
きる「安全運転サポート車」，いわゆる『サポカー』の普及啓発に努めておりま
す。
・県ホームページへの掲載
・市町村へのチラシの送付
・交通安全教室や交通安全イベント等での広報・啓発
〔県民生活環境部〕

○

警察では、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等の先進
安全技術を搭載した安全運転サポート車の有用性に関する広報資料を作成するほ
か、高齢者を対象とする交通安全教育（シルバー・ドライバーセミナー）開催時
に、自動車メーカー等の協力を得て、安全運転サポート車の体験乗車や展示、説
明を実施するなど、先進安全技術の普及啓発に努めております。
・シルバー・ドライバーセミナーにおける安全運転サポート車の普及啓発活動
①体験乗車実施
11 回 316 人
②展示・説明実施
6 回 174 人
〔警察本部〕

【交通マナー指導の強化】
○ 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。

対

【安全運転サポート車 （サポカー） の普及啓発】
○ 今後も，交通安全教室や交通イベント等，様々な機会を捉えて『サポカー』の
認知度アップと有効性の周知に努めてまいります。
〔県民生活環境部〕

応

○

今後も、高齢運転者に対し、加齢に伴う身体機能の変化を正しく理解していた
だく交通安全教育を実施するとともに、高齢運転者による交通事故防止対策の一
環として、新技術を導入した安全運転サポート車の普及啓発に取り組んでまいり
ます。
また、先進安全技術の機能の限界や使用上の注意点を正しく理解させ、機能を
過信せずに安全運転を行わなければならない旨の周知も図っ てまいります。
〔警察本部〕
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
県民生 活環境 部，警 察 本部

要
望
事
項

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（１）住 み良い 環境整 備への取 り組み 強化
県民 が安心・安全 に生活で きる環 境を整 える事は、住民の 長期 定住を促 し、さら に
県外から の住民 流入の 面でも大 きな効 果があ ると思料 します 。行 政 や茨城県 警察の ご
尽力によ り、犯罪 件数 は減少傾 向にあ ります が、全国的 に見る と刑 法犯認知 件数は ワ
ースト 10 位と依 然とし て高水準 で推移 してい ます。
また、近年人 口が 減 少する 中で、都 市の 空洞化や 空き家 の問題 もクロー ズアッ プさ
れていま す。住 み良い 環境整備 へ向け 、以下 を要望い たしま す。
② 犯罪手 口・防 衛手段 の県民へ の継続 的な啓 発強化
各地域 警察署 のパト ロール活 動や犯 罪手口 ・防衛手 段の県 民への 啓発活動 の効果
により、 刑法犯 認知件 数は年々 減少傾 向が続 いており 、ご尽 力に感 謝いたし ます。
近年で は、ニ セ電話 詐欺や女 性・子 どもに 対する犯 罪も増 加して おり、引 続きパ
トロール の強化 、啓発 活動の強 化に取 り組ん でいただ きたく 要望い たします 。

【パトロールの強化】
○ 県内における平成 30 年中の刑法犯認知件数は、10 月末で 18,891 件 (※ ) であり、
前年比で 1,960 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、住宅侵入窃盗、ニセ電話詐欺、自動
車盗等の検挙及び抑止活動を展開し、特に犯罪が多発する時間帯や場所等の地域
の実態に応じたパトロール活動を強力に推進しております。
○ 各家庭や事業所を訪問する巡回連絡等において、各種犯罪被害の抑止に向けた
防犯指導を行うとともに、広報紙の発行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〕
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 46
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 30 年 10 月 11 日
②場
所：イオンモール水戸内原
③参 加 者：40 団体 約 140 名
（２）「ロックの日」街頭キャンペーン
①日
時：平成 30 年 6 月 9 日
②場
所：イオンタウン水戸南
③参 加 者：26 団体 約 80 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 30 年度 2 回（H30 年 10 月末現在）
・防犯に関する講座の開催 平成 30 年度 1 回（H30 年 10 月末現在）
○防犯関係（刑法犯認知件数）データ
H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 ※
刑法犯認知件数
35,055 30,502 29,085 26,607 24,809
18,891
※H30 年は H30 年 10 月末現在の数値（暫定値）
〔県民生活環境部〕
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○

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〕

○

今後とも，安全なまちづくり県民運動や各種施策等を積極的に推進するなどし
て，県民一人ひとりの防犯意識の高揚を図ってまいります。
〔県民生活環境部〕

対
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
政策企 画部， 土木部

要
望
事
項

現

況

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（１）住 み良い 環境整 備への取 り組み 強化
県民 が安心・安全 に生活で きる環 境を整 える事は、住民の 長期 定住を促 し、さら に
県外から の住民 流入の 面でも大 きな効 果があ ると思料 します 。行 政 や茨城県 警察の ご
尽力によ り、犯罪 件数 は減少傾 向にあ ります が、全国的 に見る と刑 法犯認知 件数は ワ
ースト 10 位と依 然とし て高水準 で推移 してい ます。
また、近年人 口が 減少する 中で、都 市の 空洞化や 空き家 の問題 もクロー ズアッ プさ
れていま す。住 み良い 環境整備 へ向け 、以下 を要望い たしま す。
③ 県内鉄 道主要 駅前の 再開発へ の支援
近年、 中心市 街地の 空洞化が 問題と なって おります 。主要 駅周辺 の再開発 を行い
住民の利 便性を 高める 事は、本 県の魅 力向上 にもつな がり住 民流入 増加を図 る上で
も非常に 重要と 思料し ます。近 年、県 内では 土浦駅前 で再開 発事業 を実施さ れま し
たが、老 朽化し ている 地域もあ り、県 主導に よる駅前 再開発 への取 り組みが 必要と
考えます 。
＜主要駅 周辺の 再開発 ＞
○ これ までも 県南部 の駅周辺 におけ るニュ ータウン 開発や，水戸 駅，勝田駅 周辺の 拠
点整備が 進めら れると ともに，日 立市や ひた ちなか市 では，日 立製 作所関連 の工場 が
数多く立 地する など，沿線地域 の開発 が，地 域の活性 化に大 きく寄 与してい るとこ ろ
です。
○ 現在 も，取手 や神 立，佐和，東 海の各 駅 周辺にお ける土 地区画 整理事業 が行わ れて
いるほか ，土浦 市や石 岡市，水 戸市で は，泉 町１丁目 北地区 や水 戸 駅前三の 丸地区 の
市街地再 開発事 業など 中心市街 地活性 化基本 計画に基 づく事 業が展 開されて います 。
○ 最近 では，人 口減 少や高齢 化の進 展を踏 まえた新 しい動 きとし て，コンパ クトな ま
ちづくり に向け た取り 組みや，交 通結節 点と しての駅 を中心 に，ま ちづくり と連携 し
た公共交 通ネッ トワー クの形成 を目指 す取り 組みも出 てきて おりま す。
○ 地方 創生の 取り組 みの中で も，取 手駅前 のインキ ュベー ション 施設や佐 貫駅前 の子
育て支援 施設 ，常陸 多 賀駅前の シェア オフィ スの整備 など ，特徴 あ るまちづ くりが 展
開をされ ており ます。
〔政策企 画部・ 土木 部 〕

対

＜主要駅 周辺の 再開発 ＞
○ 鉄道 駅は， 通勤， 通 学等を 初め， 県民生 活や経済 活動に 大きな 役割を果 たして お
り，沿線 地域の 発展は 本県の発 展を支 えてき たところ です。
○ 県と しては，沿線 市町村の 取り組 みが円 滑に進む よう，技 術的 助言や情 報提供 など
引き続き 積極的 に支援 してまい ります 。
〔政策企 画部・ 土木部 〕

応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土木部

要
望
事
項

現

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（１）住 み良い 環境整 備への取 り組み 強化
県民 が安心・安全 に生活で きる環 境 を整 える事は、住民の 長期 定住を促 し、さら に
県外から の住民 流入の 面でも大 きな効 果があ ると思料 します 。行 政 や茨城県 警察の ご
尽力によ り、犯罪 件数 は減少傾 向にあ ります が、全国的 に見る と刑 法犯認知 件数は ワ
ースト 10 位と依 然とし て高水準 で推移 してい ます。
また、近年人 口が 減少する 中で、都 市の 空洞化や 空き家 の問題 もクロー ズアッ プさ
れていま す。住 み良い 環境整備 へ向け 、以下 を要望い たしま す。
④ 老朽化 した空 き家へ の対策
人口減 少や高 齢化が 進む中で 、個人 住宅の みならず 商店や 工場・ 各種施設 の空き
家（廃墟 ）の増 加が今 後 大きな 問題と なって いくと思 料しま す。こ うした空 き家は
周辺住民 の防災 ・衛生 の面や治 安の悪 化、当 該地域の 魅力低 下にも 大きな影 響を及
ぼします 。「空 家等対 策の推進 に関す る特別 措置法」 によれ ば、市 町村が「 空家等
対策計画・協議 会」を 策定・設置する 事とさ れており ますが 、より 広域的に 連携し 、
その効果 を高め るため 、さらに は個人 住宅に 限らず総 体的な 対策を 実施する ため、
県による 助言や 調整へ の取り組 み強化 が必要 と考えま す。
県では， 全市町 村が参 画する「 市町村 空家等 対策連絡 調整会 議」に おいて， 空家
等対策計 画作成 の手引 きや協議 会設置 要項標 準例をと りまと め，各 市町村へ 周知し
てきたと ころで す。
また，同 会議な どを通 じて行政 代執行 や略式 代執行， 不在者 財産管 理人制度 等に
よる空き 家の除 却事例 のほか， 空き家 となっ た事業所 や店舗 を，子 育支援施 設や地
域交流施 設，民 間交番 として活 用して いる事 例の紹介 を行う など支 援を行っ ており
ます。

況

引き続き ，先進 的な事 例の収集 や情報 提供に 努めてま いりま す。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部

要
望
事
項

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（2）地域 医療・ 福祉の 充実への 取り組 み強化
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 な状態 にありま す。
県に おかれ まして は、平 成 30 年 2 月に 「茨城県 医師不 足緊急 対策行動 宣言」 を行
い、県 内への 医師確 保 に積極的 に取り 組んで おられま す。また 、県 施策でも「県 民の
命を守る 地域医 療・福 祉の充実」「健康 長寿 日本一」と して重 点的 な取り組 みを実 施
しておら れます 。
県民 の健康 面での サポート を充実 させ、安心して 就業・生 活で きる環境 づ くり のた
め、以下 を要望 いたし ます。
① 医療・ 福祉体 制の充 実
医療機 関設置 の面で は、例年 、鹿島 ・神栖 地域より 「医療 機関が 不足して いる」
との声が 挙がり ます。 鹿島・神 栖地域 を始め 、県内全 域で連 携しＩ ＣＴ等の 先端技
術の活用 と合わ せ、県 民だれも が偏り 無く医 療・福祉 サービ スを受 ける事が できる
体制づく りが必 要と考 えます。

鹿島・神栖地域を含む鹿行保健医療圏は，人口 10 万人当たりの医師数が全国平均
の半分にも満たないなど医療資源が不足していることから，公的病院が非稼働病床
を抱え本来果たすべき 二次救急医療が十分に担えておらず，脳卒中や急性心筋梗塞
など重症度の高い患者は近隣の医療圏に流出している状況があります。
そのため，救急医療，労働災害や職業疾病への対応，災害拠点病院として中核的
現 な役割を担えるよう，地元市とも連携・調整を図りながら，神栖済生会病院と鹿島
労災病院の平成 31 年 4 月の再編統合を円滑に進めるとともに，鹿島労災病院敷地へ
の分院の整備や神栖済生会病院の本院の改修・増築等を支援していきます。
また，鹿島・神栖地域では，本県ドクターヘリのみならず，千葉県ドクターヘリ
を共同利用しているところです が，平成 31 年７月からドクターヘリが重複要請によ
り出動できない場合に防災ヘリによる補完的運航を新たに開始できるよう調整を進
めています。
さらに，ＩＣＴを活用した遠隔医療として，平成 30 年 9 月から，筑波大学附属病
況
院と神栖済生会病院との間で，双方向の映像配信システムにより遠隔治療サポート
体制が運用されており，特に医療資源が不足している本県においては，それを補う
有効な手段の一つであることから，医療提供体制や地域のニーズ等を踏まえて，今
後，活用を推進していきます。

鹿島・神栖地域をはじめとして，県内全域 で，県民誰もが安心して適切な医療が
受けられるよう，再編統合も含めた地域の医療機関の機能分化・連携強化を推進し，
医療提供体制の充実に努めてまいります。
対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
保健福 祉部

要
望
事
項

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（2）地域 医療・ 福祉の 充実への 取り組 み強化
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 な状態 にありま す。
県に おかれ まして は、平 成 30 年 2 月に 「茨城県 医師不 足緊急 対策行動 宣言」 を行
い、県 内への 医師確 保 に積極的 に取り 組んで おられま す。また 、県 施策でも「県 民の
命を守る 地域医 療・福 祉の充実」「健康 長寿 日本一」と して重 点的 な取り組 みを実 施
しておら れます 。
県民 の健康 面での サポート を充実 させ、安心して 就業・生 活で きる環境 づくり のた
め、以下 を要望 いたし ます。
② 医科大 学・薬 科大学 の県内誘 致と医 師・看 護職員不 足の解 消への 取り組み
県内に おける 医師確 保のため 、県に おかれ ましては 今年度 「県外 からの医 師確保
強化事業 」を開 始され ました。この事 業に、ぜひ、強 力に 取 り 組 み 医 科 大 学 の 新 設 ・
誘致と合 わせて 十分な 医師確保 を実現 してい ただきた く思料 いたし ます。
また、 医師確 保と共 に薬剤師 や看護 職員の 確保につ いても 充実を 図る必要 があり
ます。薬 科大学 や看護 学校の誘 致にも 合わせ て取り組 む事が 必要と 考えます 。

現

今年度か ら新た に「 県 外からの 医師確 保強化 事業」に取り 組むこ と とし，現在 ，医科
大学との 新たな 協力関 係の構築，寄附講 座の 設置，外国 医師の 受入 れ促進等 を進め てい
るところ です。
また，医科 大学の 新設 につきま しては 国が認 めておら ず，実現 は難 しい状況 ではあ り
ますが，近 年新設 され た医科大 学や地 元自治 体からの 情報収 集を行 うととも に，文部 科
学省及び 厚生労 働省に 対し，医学 部新設 に係 る規制緩 和を要 望する など，継続 して新 設
に向けた 調査・ 検討を 行ってお ります 。

況

茨城県内 の薬剤 師は，トータル で 6600 人（全 国第 12 位 ）おり ，また ，最近の 薬剤師
国家試験 合格者 数をみ てみると ，昨年 178 名 ，今年は 200 人 （全国 第 11 位） となっ て
おり，全 体的に は充足 している 状況で す（平 成 28 年 12 月 31 日現在 ）。
しかし ，地域 により 偏 在が見受 けられ ること から，就職斡 旋機能（ 薬剤師バ ンク ）を
持つ県薬 剤師会 と連携 し，薬剤師 の就職 支援 を行うと ともに，薬剤 師の資質 向上に 努め
ることに より， 県民に 医薬品を 安全に 供給す る体制を 整えて いると ころです 。
県では，県 立医療 大学 及び県立 の看護 師等養 成施設２ 校にお いて，看護師等 を養成 す
るととも に，看護 師等 養成施設 １８施 設に対 する運営 費の助 成等を 行い，教育 環境の 整
備や安定 した学 校運営 を支援す ること により ，看護師等 の養成 力の 強化を図 り，看護 職
員確保に 取り組 んでお ります。
また，看護 学校に つい ては，新設 に当た って の制度的 助言や 施設整 備の補助 等に取 り
組みなが ら，誘 致を図 ってまい ります 。
引き続き，地域医 療体 制の充実 を図る ために 必要な医 師を確 保する ため，県外 からの
医師確保 に力を 入れる とともに，医科大 学の 新設・誘致 につき まし ても調査・検討を 進
めてまい ります 。

対
応

引き続き，薬剤師 会と 連携し，薬 剤師の 就職 支援を行 うとと もに，薬剤師の 資質向 上
に努める ことに より，県内どこ に暮ら しても ，より安全 で質の 高い 薬物療法 が受け られ
るよう体 制整備 に努め てまいり ます。
引き続き，看護師 等の 養成支援 等の対 策を関 係団体と 連携し て実施 するとと もに，看
護職員確 保に結 びつく 効果的な 方策に 取り組 んでまい ります 。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
土木部

要
望
事
項

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（3）自然 災害へ の備え と防災体 制の強 化
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 年豪雪 」「 平 成 27 年 9 月関東・東 北 豪雨」など 、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 求める声 が多数 挙がっ ておりま す。県施 策で ある「災害 に強い
県土づく り」を 強力に 推進して いただ きたく 、以下を 要望い たしま す。
① 自然災 害に強 い街づ くりとイ ンフラ の整備 促進
被害防 止・軽 減を図 る上では 、防災 ・減災 の観点か らのイ ンフラ の整備が 必要と
考えます 。橋梁 ・道路 ・排水・ 堤防等 につい て新設・ 改修の 両面か ら整備拡 充促進
への取り 組みを 要望い たします 。
【道路（ 橋梁， 排水） 】
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，豪雨時などは，道路側溝断面の不足した箇所や側溝未整備箇所において，
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。

現

況

【排水】
ゲリラ豪雨等に対応するため，下水道では，浸水対策事業として，雨水管渠や
調整池の整備を行っています。
実施市町村（H30）：水戸市，土浦市，結城市，常総 市，牛久市，つくば市，
ひたちなか市，鹿嶋市，坂東市，神栖市，行方市，東海村，
阿見町，境町（14 市町村）
【堤防】
＜津波・高潮対策＞
津波対策強化事業について
県では，国の復興予算等（社会資本整備総合交付金（復興），復興交付金事業）
を活用し，海岸や河川河口部，港湾背後など住宅地や幹線道路を控えた緊急性の
高い箇所の堤防の嵩上げ等を実施し，復興創生期間内（～平成 32 年度）の完成
を目指し，鋭意事業を進めています。
また，復興事業箇所（重点整備区間）以外にも，既設の堤防高が満足していな
い整備が必要な箇所（重点 整備区間外）があるため，今後対応に向けて取り組ん
でいく必要があります。
＜河川堤 防の整 備＞
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。
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【道路（橋梁，排水）】
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，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。
対

【排水】
引き続き，市町村等と連携し，浸水対策事業を推進して まいります。

応

【堤防】
＜津波・高潮対策＞
地域防災・減災に向け，引き続き津波・高潮対策事業の予算確保に努め，重点
整備区間外未整備箇所の防潮堤等の整備を推進してまいります。
＜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。
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
防災・ 危機管 理部

要
望
事
項

現

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（3）自然 災害へ の備え と防災体 制の強 化
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 年豪雪 」「 平 成 27 年 9 月関東・東 北 豪雨」など 、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 求める声 が多数 挙がっ ておりま す。県施 策で ある「災害 に強い
県土づく り」を 強力に 推進して いた だ きたく 、以下を 要望い たしま す。
② 災害発 生時の 食料・ 給水・燃 料を始 めとし た支援体 制の確 立
県にお かれま しては 昨年度、 災害時 の物資 集積・配 送を行 う拠点 として「 県央総
合防災セ ンター 」を整 備し、被 災地に おける 不足物資 情報の 把握と 避難所へ の配送
が効率的 に出来 る仕組 みづくり を進め ていた だきまし た。こ うした 取り組み を継続
し、県内 各地域 におい て切れ目 のない 支援体 制の確立 が必要 と考え 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 との協定により確保してい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，それらに関してノウハウのある県トラ
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。
昨年度には，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し，物資の集積・配
送体制を強化いたしました。
さらには，災害時において，様々なニーズに答えられるよう，多種多様な業種の
民間事業者と協定を結んでいます。

況

○

支援 物資の 供給体 制につい ては，迅 速な 避難所ニ ーズの 把握な どを図る ため，県 防
災情報ネ ットワ ークシ ステムの 機能強 化を検 討すると ともに ，県央 総合防災 センタ ー
を効果的 に活用 するた め，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
などの検 討をさ らに進 めてまい ります 。

対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
防災・ 危機管 理部

要
望
事
項

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（3）自然 災害へ の備え と防災体 制の強 化
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 年豪雪 」「 平 成 27 年 9 月関東・東 北 豪雨」など 、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 求める声 が多数 挙がっ ておりま す。県施 策で ある「災害 に強い
県土づく り」を 強力に 推進して いただ きたく 、以下を 要望い たしま す。
③ 災害発 生時の 各行政 機関にお ける連 携体制 の構築と 対策窓 口・被 害情報の 集約化
災害は 広域的 に発生 し、被害 を受け た地域 の行政機 関では 情報や 対策が混 乱する
事もあり 、周辺 地域か ら支援の 声が挙 がって も 対応に 窮する 事態が 想定され ます。
災害発 生時の シミュ レーショ ンと日 頃から の各行政 機関相 互の連 携体制、 対策窓
口の集約 化とそ の周知 が必要と 考えま す。
大規模災 害時に は，被 災地の地 方公共 団体だ けで全て の対策 を実施 すること は困
難であり ，また 隣接す る地方公 共団体 は，同 時に大き な被害 を受け る可能性 もある
ため，近 隣の都 県，市 町村のみ ならず ，広域 的な地方 公共団 体間の 相互応援 体制を
確立して おくこ とが必 要です。
県では，大規模 災害時 の応援要 請を想 定し，災対法第 74 条の 規定に よる応援 要請
に関し， あらか じめ隣 接都県を はじめ 広範囲 の都道府 県との 応援協 定の締結 を推進
していま す。
また，甚 大な被 害を受 けた市町 村にお いて必 要かつ十 分な災 害対応 ，被災者 支援
が可能と なるよ う，県 及び市町 村職員 の災害 対応経験 者を「 災害対 応支援要 員」と
して登録 し，研 修等を 実施する ととも に，災 害発生時 に必要 に応じ て「災害 対応支
援チーム 」とし て災害 マネジメ ントを 支援す るチーム を被災 市町村 に派遣す る仕組
みを構築 し，平 成 30 年 3 月 24 日から 運用を 開始しま した。
さらに ，災害 時にお け る防災活 動の円 滑化や 県民の防 災意識 の高揚 を目的と して，
市町村や 防災関 係機関 と連携し ，総合 防災訓 練を毎年 実施し ていま す。
なお，災 害関連 情報に ついては ，県防 災情報 ネットワ ークシ ステム 等を通じ て，
県に集約 される ことに なってお ります 。

現

況

○

発災 直後の 市町村 において は、膨大 な業 務量が発 生し、多 くの 職員が必 要とな りま
すことか ら、災害マ ネ ジメント を支援 する「 災害対応 支援チ ーム 」に加え 、直接 災害
対応業務 を行う 職員の 派遣につ いても 市町村 とともに 検討し てまい ります。
また，災害時 の受 援体制を 整備す るため ，受援計画 の策定 につ いても検 討して まい
ります。

対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に 係る現 況・対 応
産業戦 略部

要
望
事
項

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（3）自然 災害へ の備え と防災体 制の強 化
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 年豪雪 」「 平 成 27 年 9 月関東・東 北 豪雨」など 、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 求める声 が多数 挙がっ ておりま す。県施 策で ある「災害 に強い
県土づく り」を 強力に 推進して いただ きたく 、以下を 要望い たしま す。
④ ＢＣＰ 普及啓 発と県 内企業へ の作成 支援
県内企 業にお いても 災害発生 時のＢ ＣＰ策 定は、防 災・減 災を考 える上で 重要な
課題です が、依 然とし て中小企 業にお いては 策定支援 や指導 、情報 交換を求 める声
が挙がっ ていま す。県 におかれ まして は、こ れまでＢ ＣＰの 普及啓 発や策定 支援に
取り組ん でいた だいて おります が、引 き続き 同取り組 みを強 化し、 県内企業 の災害
に対する 対応力 を高め る必要が あると 考えま す。

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

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。
対
応
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
国体・ 障害者 スポー ツ大会局 ，営業 戦略部 ，土木部

要
望
事
項

６、時事 の課題 に対す る取り組 みにつ いて
（１）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 の波及効 果
「 茨城国 体・全国 障がい者 スポー ツ大会 、東京 オリン ピック・パラリン ピック の成
功」は県内 企業に おい ても万全 を期す べき取 り組みと 考えま すが、同 2 大イ ベント は
本県にと って大 きな経 済効果が 期待さ れます 。その 経済効 果を最 大 限に発揮 するた め
には、官 民一体 となっ ての取り 組みが 必要で あり、以 下を要 望いた します 。
① 経済波 及効果 を県民 全体が享 受する ための 事業運営 への取 り組み
県外・ 海外か ら多く の競技選 手や観 光客を 誘客する にあた っては 、県内の 交通イ
ンフラや 宿泊施 設等の 整備によ る利便 性の確 保が必須 であ り 、こう した観光 分野に
は大きな 経済波 及効果 が期待さ れます が、こ の波及効 果をさ らに広 く県民全 体が享
受出来る 様取り 組む事 、さらに は同イ ベント での来県 者が、 リピー ターとな って本
県を何度 も訪れ 、継続 的な効果 を生む よう事 業運営す ること が重要 であると 考えま
す。
○

国道 ３５５ 号笠間 バイパス など，茨城国 体会場へ のアク セス向 上や周辺 市街地 の混
雑緩和を 図る道 路整備 を進めて おりま す。
〔土木部 〕

○

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 、受入体制 の強化 及
び本県の 観光イ メージ 向上を 目 指し 、茨城 な らではの 魅力を 活かし た高級感 ある宿 泊
施設の創 出を支 援して おります 。

現

・宿泊施 設から 魅力発 信プロジ ェクト 事業
外国人観 光観光 客や富 裕層など 新たな 客層の 獲得に意 欲的な 宿泊施 設に対し 、
専門家に よる幅 広い視 点からの コンサ ルティ ングによ り、大 規模改 修や食事 の
見直しな ど具体 的な取 組を提案 し、県 のフラ ッグシッ プとな るよう な宿泊施 設
の創出と ともに 、他の 宿泊施設 のグレ ードア ップに向 けた意 識醸成 を図る。

況

・宿泊施 設立地 促進事 業
増加が見 込まれ る観光 宿泊需要 を県内 に取り 込むため 、フラ ッグシ ップとな る
ようなホ テル等 の立地 に向け、 需要動 向や地 域活性化 策につ いての 調査及び 立地
を促進す る補助 制度に より、効 果的な 誘致活 動を推進 。
（ホテル 等の立 地に対 する支援 ）
補助内容 ：投資 額（土 地・建物 ・設備 ）の５ ％、上限 ５億円
（県の観 光イメ ージの 向上に特 に資す ると認 められる 場合は
「投資額 の 10％ 、上限 10 億円」 まで増 額）
○

また、訪日客 に再 訪してい ただく ために は、本県観 光への 満足 度を高め、快適に 滞
在できる 環境整 備が重 要である ことか ら、宿 泊施設等 を対象 に多言 語表記や Ｗｉ－ Ｆ
ｉ環境の 整備な どの助 成を行う ととも に、宿 泊施設 の 従業員 を対象 とした語 学研修 や
おもてな し研修 を開催 し、ハー ド・ソ フト両 面におい て受入 環境の 充実に取 り組み 、
観光消費 額の向 上を図 っていま す。
〔営業戦 略部〕
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○

「 いきい き茨城 ゆ め国体 」，「いき いき 茨城ゆめ 大会 」の運 営 に関わる ボラン ティ
アを平成 ３１年 ３月ま での間に 延べ５ ，２０ ０人の規 模で募 集して います。
ボラ ンティ アのお もてなし 技術向 上のた め，研修 会等を 通じて 育成を図 ってい く必
要があり ます。

○

国体 に係る 宿泊対 策につい て選手 団や競 技役員な ど，国 体に参 加される 方々の 大会
期間中の 宿泊者 は，延 べ１ ３万 人以上 と想定 され，選手 への負 担に 配慮し，で きる限
り競技会 場から の移動 が少ない 地域に 宿泊し ていただ けるよ う，会 場地市町 村や県 ホ
テル旅館 組合等 と連携 しながら ，必 要な客 室 の提供を 県内宿 泊施設 に働きか けてお り
ます。
〔国体・ 障害者 スポー ツ大会局 〕

○

競技 選手や 観光客 の利便性 確保を 図り，経済的な 波及効 果や道 路整備効 果をよ り一
層高める ために も，茨 城国体を 見据え て整備 を進めて まいり ます。
〔土木部 〕

○

茨城 国体や 東京オ リンピッ ク、パラ リン ピック等 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 者と連 携・協 力し観光 客の受 入体制 の整備を 図って ま
いります 。
〔営業戦 略部〕

○

「 いきい き茨城 ゆ め国体 」，「いき いき 茨城ゆめ 大会 」に全 国 から訪れ る多く の選
手・監督等 をおも てなし の心でお 迎えす るため，県内５ブ ロック で実施 する研修 会（計
２９回）を 通じて ボラ ンティア の育成 に取り 組み，本県 のイメ ージ アップを 図って リ
ピーター の来県 増加に 寄与して まいり ます。

○

県内 宿泊施 設に対 し，一部屋 でも多 くの 協力を呼 びかけ，来県 される方 々に，本 県
の様々な 魅力に 触れる 機会を提 供し ，リピ ー ターとな って本 県を何 度も訪れ ていた だ
けるよう 努めて まいり ます。
〔国体・ 障害者 スポー ツ大会局 〕
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平成３０ 年度県 政要望 に係る現 況・対 応
国体・ 障害者 スポー ツ大会局 ，営業 戦略部 ，教育庁

要
望
事
項

６、時事 の課題 に対す る取り組 みにつ いて
（１）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 の波及効 果
「 茨城国 体・全国 障がい者 スポー ツ大会 、東京 オリン ピック・パラリ ン ピック の成
功」は県内 企業に おい ても万全 を期す べき取 り組みと 考えま すが、同 2 大イ ベント は
本県にと って大 きな経 済効果が 期待さ れます 。その 経済効 果を最 大 限に発揮 するた め
には、官 民一体 となっ ての取り 組みが 必要で あり、以 下を要 望いた します 。
② 同2大 イベン ト開催 後のレガ シーの 活用
同2大イ ベント 終了後 は、そ の反動 による 観 光面等で の一時 的な停 滞も予想 されま
すが、同 イベン トをき っかけと して県 内のス ポーツツ ーリズ ムやス ポーツ大 会等に
よる交流 の拡大 など幅 広く取り 組み、 一過性 のもので はなく 「将来 的に本県 に何を
残すか」 といっ た面を 十分に考 慮し取 り組む 必要があ ると考 えます 。
○

本県 で体験 できる スポーツ の魅力 を、メ ディアを 活用し てＰＲ するとと もに、旅 行
会社等に 対し、ス ポー ツと歴史・文化や グル メなどの 地域資 源を組 み合わせ た周遊 コ
ースを提 案する など、 ツアー造 成を働 きかけ ておりま す。
また、今 後さら なる増 加が見込 める、 海外か らの観光 客の誘 客を図 るため、 体験
型アクテ ィビテ ィを活 用した観 光需要 の創出 に取り組 んでい ます。
ア ゴルフ ツーリ ズムを活 用した 誘客促 進（韓国 、台湾 ）
イ 他部局 と連携 したサイ ク ルツ ーリズ ムの活用 による 誘客促 進（台湾 ）
ウ 茨城県 観光物 産協会と 連携し たマラ ソン大会 等の交 流事業 の実施（ 韓国）
〔営業戦 略部〕

○

全国 規模の スポー ツ大会の 共催や フルマ ラソン大 会等の 後援を 行ってお ります 。
（１）共 催
全国中学 生レス リング 選手権大 会（水 戸市）
※（ ）内は 開催場 所
開催補助 費 90,000 円
（２）後 援
・太陽生 命カッ プ全国 中学生ラ グビー フット ボール大 会（水 戸市）
・全国選 抜少年 剣道錬 成大会（ 水戸市 ）
・全国体 操小学 生大会 （大洗町 ）
・水戸黄 門漫遊 マラソ ン（水戸 市）
・つくば マラソ ン（つ くば市）
・勝田全 国マラ ソン大 会（ひた ちなか 市，東 海村）
・かすみ がうら マラソ ン兼国際 盲人マ ラソン （土浦市 ）

○

スポ ーツを「 する 」「みる」「ささ える 」，いわゆ るスポ ーツ 参画人口 の拡大 を図
るため，公益財 団法人 茨城県体 育協会 に以下 の各種事 業を委 託し，生涯スポ ーツの 普
及・推進 に取り 組んで おります 。
（１）ス ポーツ 少年団 事業
茨城県ス ポーツ 少年団 スポーツ 大会の 開催に 係る経費 の一部 を補助 している 。
（H29 実 績：開 催 15 競 技，総参 加人数 7,678 人）
（２）各 種大会 事業
県民総合 体育大 会兼国 民体育大 会茨城 県 大会 を開催し ，広く 県民に スポーツ に
親しむ機 会を創 出して いる。
（H29 実績：成年の部 41 競技 ，少 年 の部 38 競 技，中学校 の 部 19 競技 ，総 参加
人数 34,506 人）
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（３）指 定管理 事業
県営施 設であ る堀原運 動公園 と笠松 運動公園 におい て「ニ ューいば らきい きい
きスポー ツ day！」を 開催し， スポー ツ活動 の機会を 提供す るとと もに，マ イス
ポーツの 確保を 支援し ている。
（堀原運 動公園 ：平成 30 年 11 月 3 日 実施）
（笠松運 動公園 ：平成 30 年 11 月 10 日 実施）
〔教育庁 〕

○

国体 開催に あわせ て ，老朽 化した 施設の 建て替え ，各競 技規則 等を充足 するた め
の・施設改 修及び 設備 更新，選手・観覧者 を 受け入れ るため のバリ アフリー 化など の
ハード面 での整 備を進 めていま す。

○

前回 の国体，イン ターハイ，サッカ ーワ ールドカ ップな ど，開 催競技が 各地に 定着
するため の継続 的な競 技会場選 定を行 いまし た。（剣 道，サ ッカー ）
[国体・障 害者ス ポーツ 大会局]

（新規項 目）
○ 当イ ベント を契機 に、スポー ツ競技 が本 県に根付 き、県内 外か らスポー ツを楽 しみ
に多くの 観光客 が訪れ るよう 、事業 者や市 町 村等との 情報共 有や意 見交 換を 緊密に 行
いながら 、一層 の情報 発信、周 遊コー スの提 案等に取 り組ん でまい ります。
また、多様化する訪日客のニーズに対応しながら、外国人観光客の一層の誘客促
進に取り 組んで まいり ます 。
〔営業戦 略部〕
○

今後 も，活力 と生 きがいの ある生 涯スポ ーツ社会 を形成 するた め，ニーズ にあっ た
スポーツ 活動の 場や機 会を提供 するこ とによ り，継 続的に スポー ツ を実践し ていく 県
民の育成 に積極 的に取 り組んで まいり ます。
〔教育庁 〕

○

設備 が整っ た競技 施設，国体 をサポ ート する地域 団体等 の活動 ，国体開催 による 競
技地の知 名度向 上など ，国 体開催 競技が 継続 して全国，世界規 模の 大会誘致 につな が
るような 取り組 みを推 進します 。
・オリ ンピッ ク事前 キャンプ 地誘致 （龍ヶ 崎市：剣 道，桜 川市： 剣道）
・全国 大会の 誘致（ 水戸市： ドッジ ボール ）
など
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