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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 成が依 然とし て経営上 最大の 課題
となっています。当協会にて毎年実施しております「会員ニーズ調査アンケート」
において も雇用 に関す る要望が 昨年 度 34.7%⇒59.6%と 大幅増 加して おり、そ こから
も県内企業の窮状が汲み取れます。就職活動における売り手市場が続く中で、就業
希望者の大手企業志向が強く、地場中小企業を支える人材の不足が深刻化の一途を
辿ってい 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 雇用確 保・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 者の更 なる増加 と充実
県主催で の年 4 回の 「 大好きい ばらき 就職面 接会」を はじめ 各種企 業説明会 が開
催され、また開催時間も午前・午後制を導入する等、より多くの県内企業が参加出
来るよう 柔軟な 対応を 進めて頂 いてお ります が、大卒者 県内企 業就職 率 32.9%の 2021
年での達成に向けての足元の就職率推移を確認させていただくと共に、更なる失業
率及び就職率の改善に向けての施策として、より実効性の高い就職面接会の開催が
必要と考 えます 。
また 、新卒 者に留 ま らず、中途採 用、転職 希望者も 対象と し、製 造業・非製造 業と
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。
大卒者の 県内企 業への 就職率に ついて は，下 記のとお り推移 してお ります。
（単位：％）

年度
実績

2015
32.3

2016
30.7

2017
31.0

【チャレ ンジい 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

○
現

業等が一 堂に会 し，対 面方式で 面接を 行う「 チャレン ジいば らき就 職面接会 」を 年
４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。
○

令和元年 度は，6，7 月 と 10 月に 水戸・ 土浦で 実施して おりま す。
今年 度新た に，外 国人留学 生の雇 用に意 欲的な企 業を明 示し，多様な人 材の確 保

を支援し ており ます。
況

【元気い ばらき 就職面 接会】
○

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。

対
応

令和元年 度は ，9 月に 鹿嶋，10 月に つくば ，日立，水戸 ，11 月 に常 陸大宮 ，12
月に筑西 で実施 ，令和 ２年 1 月 に土浦 ，2 月 に水戸（2 回目） を実 施予定で す。
○ 10 月 の水戸 会場は ，新た な取組 として ，45 歳以上の 求職者 を対 象に開催 したと
ころであ り，幅 広い年 代での人 材確保 を支援 しており ます。
○ 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，「チャレンジ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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となっています。当協会にて毎年実施しております「会員 ニーズ調査アンケート」
において も雇用 に関す る要望が 昨年 度 34.7%⇒59.6%と 大幅増 加して おり、そ こから
も県内企業の窮状が汲み取れます。就職活動における売り手市場が続く中で、就業
希望者の大手企業志向が強く、地場中小企業を支える人材の不足が深刻化の一途を
辿ってい 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 雇用確 保・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
雇用安 定と特 に若年 層従業員 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 と共に労 働者の 心身の 健康確保 、多 発する ハラ スメント 行為の
防止、抑 制を進 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。
〇

昨年 度より ，働き 方改革に 意欲の ある企 業に対し て，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 ル企業を 育成し ており ます。今 年度
は，小規 模な事 業所を 新たに５ 社追加 し，県 内中小企 業にと って， より身近 なモ
デル企業 を育成 してい るところ です。 その取 組と成果 を成果 事例発 表会の開 催な
どにより ，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 助成金や ハラス メ ント 対策等に かかる
周知に努 めてお ります 。

〇

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 成金や ハラスメ ント対 策等に かかる周 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。

現

況

対
応
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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 成が依 然とし て経営上 最大の 課題
となっています。当協会にて毎年実施しております「会員ニーズ調査アンケート」
において も雇用 に関す る要望が 昨年 度 34.7%⇒59.6%と 大幅増 加して おり、そ こから
も県内企業の窮状が汲み取れます。就職活動における売 り手市場が続く中で、就業
希望者の大手企業志向が強く、地場中小企業を支える人材の不足が深刻化の一途を
辿ってい 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 雇用確 保・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
現状と しては 「もの づくり産 業人材 育成確 保事業」 「建 設関係 技能者人 材育 成
確保事業 」「県 立産業 技術短期 大学情 報処理 科の定員 倍増」 等、製 造業・建 設業、
IT分野に おける 人材育 成支援に は一定 の充実 が図られ ている と考え ます。特 に製造
業、建設 業は当 県にお いても大 幅な人 員不足 に悩まさ れてい る業種 であり、 「もの
づくり産 業人材 育成確 保事業」 「建設 関係技 能者人材 育成確 保事業 」の取組 みを継
続すると 共にそ の他の 分野にお ける人 材育成 の拡充に ついて も支援 を願いま す。
○

現

況

「 ものづ くり産 業 人材育成 確保事 業」及 び「建 設関係 技能者 人 材育成確 保事業 」に
ついては ，厚生 労働省 委託事業 （国 10/10， 最長３年 間実施 可能） として， 平成 28
年から令 和元年 の３年 間，人 材育成 プログ ラ ムの開発 と実践 的な訓 練を実施 してま い
りました 。令和 元年度 は，両事 業合わ せて 48 名が雇用 型訓練 を実施 するとと もに，
３年間の 事業総 括とし て優良事 例集を 取りま とめてい るとこ ろです 。
○ また，県立産 業技 術専門学 院では，主に 中小企業 の在職 者の方 を対象と した職 業訓
練を実施 し，各 分野の 専門知識 や技能 の習得 を支援し ており ます。
【 県立産 業技術 専門学院 在職 者訓練 】
コース別
主な内容
R1 コ ー ス 数
技能向上
各種溶接技能，技 能検定受験対策，労働
39
安全技能講習，電気工事士受験対策など
ＩＴ
ＣＡＤ，３Ｄ／ＣＡＤ，ビジネスソフト
活用，ホームページ作成，スマホ活用講
20
座など
オーダーメイド 中小企業等からの個別の相談に応じて，
35
訓練内容を企画・提案して実施。
技能ブラッシュ 技能検定１・２級の習得を目的とする少
1
人数制の長時間コース
アップ
計
95

○
対
応

定員
690
265
370
6
1,331

「 ものづ くり産 業 人材育成 確保事 業」及 び「建 設関係 技能者 人 材育成確 保事業 」に
ついては ，昨年 度まで に 62 名の 正規雇 用に繋 がるなど の成果 が得ら れました ことか
ら，今後 は，プ ログラ ム活用の 優良事 例集を 作成し， 県 HP に 掲載す るととも に，技
能士会や 商工会 など各 業界団体 への周 知を徹 底し，このプ ログラ ム が県内で 広く利 用
されます よう， 普及啓 発に努め てまい ります 。
○ 県立 産業技 術専門 学院にお ける在 職者訓 練では， 多くの 方に受 講いただ けるよ う，
カリキュ ラムの 充実を 図るとと もに，オ ーダ ーメイド コース の実施 により，幅 広い分
野の企業 ニーズ に対応 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 成が依 然とし て経営上 最大の 課題
となっています。当協会にて毎年実施しております「会員ニーズ調査アンケート」
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も県内企業の窮状が汲み取れます。就職活動における売り手市場が続く中で、就業
希望者の大手企業志向が強く、地場中小企業を支える人材の不足が深刻化の一途を
辿ってい 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 雇用確 保・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女性雇 用促進 ・定着 に向けた 支援強 化
近年、 女性の 社会進 出が叫ば れてい る中、 県総合計 画にお いて「 女性が輝 く環境
作り」を 施策と し、い ばらき就 職支援 センタ ーの就職 支援等 、女性 の雇用推 進支援
を進めて 頂いて おりま す。慢性 化する 労働力 不足の緩 和 、解 消と共 に「多様 な働き
方」推進 の観点 からも 女性雇用 の充実 が必要 であり、 それに 向けて の継続支 援を願
います。
○

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 1,166 事業所（R1.10 月末現 在）か ら届出を いただ い
ておりま す。

○
現

また ，今 年度新 た に「働 き方改 革優良 企 業認定制 度」を創設 し ，業務 効率化 などの
生産性の 向上と 多様な 働き方な どの労 働環境 の改善 に 取り組 み，優れ た成果の ある企
業を優良 企業と して県 が認定す るなど ，働 き方 改革を積 極的に 取り組 む企業が 人材を
確保しや すい環 境を支 援してま いりま 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 。特

況

に，水戸の 就職支 援セ ンターで は，子ど も連 れでも気 軽に相 談でき るようキ ッズス ペ
ースを設 けてい ます。
○

本年 7 月に 開設し た就職マ ッチン グサイ ト「いい顔 で働こ う。いばらき の求人」に
おいては ，働 き方改 革推 進企業や 女性が 働きや すい企業 の求人 を掲載 した特設 コーナ
ーを設置 し，女 性求職 者の就職 を支援 してお ります。

○
対

今後 も，多 様な働 き方の推 進を図 るとと もに，女 性の就 職を支 援するこ とによ り，
県内企業 の人材 確保を 図ってま いりま す。

応
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において も雇用 に関す る要望が 昨年 度 34.7%⇒59.6%と 大幅増 加して おり、そ こから
も県内企業の窮状が汲み取れます。就職活動における売り手市場が続く中で、就業
希望者の大手企業志向が強く、地場中小企業を支える人材の不足が深刻化の一途を
辿ってい る状況 にあり ます。
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の解決が 必要と 考え、 以下を要 望いた します 。
⑤高齢者 雇用促 進・定 着に向け た支援 強化
平成31年1月1日時点 で県内の65歳以 上高齢 化率は29.0％と 全国の 高齢化率 28.2％
を上回っ て推移 してお り、今後 も全国 平均を 上回りな がら上 昇して いく見通 しとな
っていま す。そ うした 中、高齢 者サイ ドにお ける就労 意欲は 年々高 まってお り、高
齢者がこ れまで 培って きた知識 、技能 、ノウ ハウは企 業サイ ドに取 っても大 きな助
けとなり 、慢性 的な労 働力不 足 解消に も繋が ることか らも、 県内の みならず 、東京
都内等で リタイ アした 方の県内 企業へ の再就 職促進及 び居住 促進を 行う事も 重要と
考えます 。
また、 それに 伴い、 近い将来 やって くるで あろう 70歳定年 に向け た長期雇 用延長
策(例えば 、対象 者賃金 の一定期 間の補 助等 )へ の具体的 な支援 も必要 であると 考え
ています 。
○

茨城 県シル バー人 材センタ ー連合 会への 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 。

○
現

なお，シルバ ー人 材センタ ーが行 う労働 者派遣 及 び職業 紹介業 務につい ては，地 域
の実情に 応じ ，高齢 者 のニーズ を踏ま えた多 様な就業 機会を 確保す るため ，県内 で要
望のあっ た地域 におい て，本年 8 月 に業務 拡大 に係る要 件緩和 の対象 となる業 種及び
職種を指 定した ところ です。

○

「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。

況

○

今年度から新たな取組として，１０月に４５歳以上の方を対象とした就職面接会
（水戸）や １１月 に５ ０歳以上 の方を 対象と した就職 セミナ ー（龍 ヶ崎）を開 催した
ところで あり，今 後と も，高齢者 と企業 双方 のニーズ を踏ま えなが ら，高齢者 に対す
る就職支 援の充 実を図 ってまい ります 。

○

[産 業戦略 部]

高齢 者の就 業意欲 と発注者 側のニ ーズを 踏まえな がら，引 き続 き，派遣時 間の拡 大
を働きか けると ともに ，会員及び 発注者 のさ らなる拡 大に向 け，高 齢者の希 望に応 じ

対
応

た派遣先 の多様 化の促 進や，広 報の強 化に努 めてまい ります 。
○

「 い ば ら き 就 職 支 援 セ ン タ ー 」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。

○

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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令和元年 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 成が依 然とし て経営上 最大の 課題
となっています。当協会にて毎年実施しております「会員ニーズ調査アンケ ート」
において も雇用 に関す る要望が 昨年 度 34.7%⇒59.6%と 大幅増 加して おり、そ こから
も県内企業の窮状が汲み取れます。就職活動における売り手市場が続く中で、就業
希望者の大手企業志向が強く、地場中小企業を支える人材の不足が深刻化の一途を
辿ってい 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 雇用確 保・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障害者 の雇用 促進・ 定着に向 けた支 援の強 化
近年、企業に おいて も障害者 雇用が 積極的 に行われ ており 、平成 30年4月よ り精神
障害者が 法定雇 用率の 算定基礎 の対象 に追加 されたこ とに伴 い、障 害者の法 定雇用
率が引き 上げと なった 中で、今 後、障害者 雇 用率は更 なる上 昇が見 込まれる 一方で、
精神障害 者の定 着率が 他の障害 と比べ て低く 、精神障 害者の 職場へ の定着が 今後の
障害者雇 用の大 きな課 題となっ ている 状況が 伺えます 。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 、
人材不足 が叫ば れる中 、今後、 貴重な 人材と なり得る 精神障 害者が 職場でい きいき
と働き続 けられ る環境 の実現に 向けて の具体 的な取組 強化 、支援 が 必要と考 えます。
○

現

況

茨城 労働局 と連携 し，精神 障害者 をはじ めとする 障害者 の法定 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 ，雇用 に係る 助 成制度や 職場定 着支援 施策の周 知を図 っ
ておりま す。
○ また，企業は もと より，広く 県民の 方々 に対して も，精神 障害 者をはじ め とす る障
害 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，昨年度 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，精神 障害者 をはじ めとする 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 の 確 保に 向 け て は，「 障 害者 就 職 面 接 会 」を 年 間 で 十回
程度開催 してい るほか ，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 ，民間 教 育機関や 企業等 を活用 して精神・身 体・知
的など，障 害者そ れぞ れに異な る障害 特性に 応じた職 業訓練 コース を設定し，職業訓
練を実施 するほ か，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 ，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 。
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○

障害者雇 用の促 進に取 り組んで 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，精 神障 害者をは じめと する
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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令和元年 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

現

況

１、地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（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 成が依 然とし て経営上 最大の 課題
となっています。当協会にて毎年実施しております「会員ニーズ調査アンケート」
において も雇用 に関す る要望が 昨年 度 34.7%⇒59.6%と 大幅増 加して おり、そ こから
も県内企業の窮状が汲み取れます。就職活動における売り手市場が続く中で、就業
希望者の大手企業志向が強く、地場中小企業を支える人材の不足が深刻化の一途を
辿ってい 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 雇用確 保・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
足元の 完全失 業率、 有効求人 倍率は 共に改 善傾向が 見られ るもの の、業種 別に見
た場合、 上記業 種にお いては依 然とし て大幅 な人手不 足とな ってい るとの声 が多数
挙がって います 。県に おかれま しては 、上記 業種でみ ると、 昨年度 回答から は、特
に介護福 祉業に おいて はキャリ アアッ プ支援 等一定の 取り組 みをし ていただ いてお
りますが 、その 従業員 は女性の パート タイマ ーが大半 を占め ており 、給与体 系がま
だまだ低 水準に あるこ と等を背 景に、 若年層 の、特に 男性従 業員が 不 足して いるこ
とや、高 齢独居 老人は 年々増加 してい るもの の、そう いった 高齢者 でも介護 認定が
なければ ヘルパ ーを利 用するこ とが出 来ない といった ように 、まだ まだ問題 点は山
積してお り、更 なる支 援策の検 討が必 要と考 えます。
また、その他 3業種 に 関しては 、当県 におい て、中核 をなす 業種で あり、経 済活性
化に向け 、更に 踏み込 んだ雇用 確保へ の支援 ・対策が 必要と 考えま す。
具体的 には、 建設業 において は、一 級・二 級施工管 理技士 の資格 取得に対 する支
援制度の 導入、 運送業 において は、人 材不足 解消に大 きく寄 与する であろう 自動隊
列走行の 早期実 現に向 けての支 援、製 造業に ついては 製造ラ インの 高度化に 向けた
支援、上 記3業種 におけ るAI導入 促進支 援等を 要望いた します 。
【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。
○ また，「地方 創生 人材還流・定着支 援事 業」や「チ ャレン ジい 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 。
＜チャレ ンジい 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
４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。
令 和元年 度は，6・ 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。
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＜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 〕

【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日制促進工事」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，ＩＣＴ活用促進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】
○ 国土 交通省 及び経 済産業省 では，「高度 な自動走 行シス テムの 社会実装 に向け た研
究開発・ 実証事 業」の 一環とし て，本 年 6 月 25 日から 新東名 高速道 路におい てトラ
ック隊列 走行の 公道実 証を実施 してお り，動 向を注視 してお ります 。 〔産業 戦略部 〕
現
況

【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 31 年３月 31 日現在 ））
・参加者 数
・職種
・事業所 数

173 名

製造業 ，自動 車整備， 建築大 工，和 裁等
の べ 105 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。
【令和元 年度 11 月末現 在：７件 】
〔産業戦 略部〕
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【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。
・福祉人 材確保 ホーム ページ／ 中学生 向け介 護職ＰＲ パンフ レット 作成
福祉人材 確保の ホーム ページを 開設し て動画 やメルマ ガの配 信，Ｓ ＮＳによ る情
報発信等 を行う ととも に，全 ての中 学生に 介 護職の魅 力等を 紹介す るパンフ レット
を配布す るなど して介 護職のＰ Ｒ等を 行って います。
②資質の 向上
・キャ リアア ップ支 援事業
現

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・

況

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。
・介護職 員処遇 改善加 算の拡充 の活用 の促進
介護施設・事業者に対して，これまでの「介護職員処遇改善加算」や，新たな改
善加算取 得のた めの取 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。
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○ 介 護 保 険制 度 は ， 高 齢 者の 介 護 を 社会 全 体 で 支え 合 う 仕 組み と し て ，給 付 と 負 担の
関係が明 確な社 会保険 方式で創 設され，介護 保険制度 の給付 を受け るために は，介護
認定が必 要とな ってお ります。ま た，介護 認 定は，全国 一律の 基準 に基づき 客観的 か
つ公平・ 公正に 行われ ておりま す。

現

なお，高 齢者が 住み慣 れた地域 で安心 して暮 らし続け るため には， 地域包括 ケア
システム を構築 し，高 齢者が抱 える多 様なニ ーズに柔 軟に対 応した 介護保険 外のサ

況

ービスの 充実も 図って いくこと が重要 で ある として， 介護保 険制度 では，一 定の条
件の下で ，介護 保険サ ービスと 保険外 サービ スを組み 合わせ て提供 すること も認め
られてお 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】
○

一級・二級施 工管 理技士の 確保に ついて は，入札参 加資格，総 合評価方 式にお いて
加点す ること を通し て資格取 得に取 り組み やすくな るよう 支援し ており，引き続 き建
設業の担 い手確 保に努 めてまい ります 。
〔土木部 〕

対
応

【製造業 関係】
○

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〕

【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 入れ等 多
様な人材 の参入 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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令和元年 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 成が依 然とし て経営上 最大の 課題
となっています。当協会にて毎年実施しております「会員ニーズ調査アンケート」
において も雇用 に関す る要望が 昨年 度 34.7%⇒59.6%と 大幅増 加して おり、そ こから
も県内企業の窮状が汲み取れます。就職活動における売り手市場が続く中で、就業
希望者の大手企業志向が強く、地場中小企業を支える人材の不足が深刻化の一途を
辿ってい 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 雇用確 保・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外国人 労働者 確保促 進支援と その実 現に向 けての受 入機関 の拡大 と充実
現在、 外国人 労働者 数は届出 義務化 以来、 過去最高 を更新 してお り、不足 する労
働力確保 の観点 から外 国人雇用 は重要 な方策 の一つと なって います 。制度新 設によ
り、外国 人労働 者の受 入拡大が 4月から 開始と なったこ とを受 け、今 後、益々 日本 国
内におけ る外国 人労働 者の増加 が見込 まれま す。
特に今 年度要 望にも 謳ってお ります 建設業 、介護福 祉業等 におけ る労働者 確保で
は外国人 雇用が 重要な 鍵を握っ ており 、県に おかれま しても 制度の 周知と外 国人雇
用を行う 企業へ の支援 拡充、外 国人受 入体制 等をどの ように してい くかの具 体的支
援体制を 確立し ていた だくこと はもち ろん、 その入り 口であ る県内 独自の受 入機関
の整備、 充実を 図って いくこと が非常 に重要 であると 考えま す。
【外国人 の就業 促進に ついて】
○

県で 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 を 踏まえ，本年４ 月
に「茨城県 外国人 材セ ンター」を 設置し ，県 内での就 労を希 望する 外国人と 県内企 業
との就職 マッチ ング ，セ ミナーの 開催及 び専門 家派遣等 の各種 支援を 開始した ところ
です。

現

〇

また，県内企 業が 外国人を 労働者 として 受け入れ るにあ たって は，職場で の円滑 な
意思疎通 を図る ため， 一定の日 本語能 力が必 要となる ことか ら，本 年 11 月に日 本語
学習支援 e-ラ ーニン グ の運用を 開始し たとこ ろです。

【技能実 習法の 制度内 容の広報 】
○

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

況

○

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
係者に対 し，説 明会や セミナー を実施 してい ます。
〔産業戦 略部〕
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【建設業 】
○

県で は，建設 業に おける 外 国人雇 用の実 態や課題 を把握 するた め，建設業 者を対 象
に 外国 人 材 の 雇用 に 関 す るア ン ケ ー ト調 査 を 実 施し て お り ます 。 ま た，（ 一 社 ）茨 城
県建設業 協会と の共催 により，新 たな在 留資 格等に関 するセ ミナー を開催し，外国人
材の受入 れ拡大 に向け 制度の周 知を図 ってお ります。
〔土木部 〕

【介護福 祉業等 におけ る外国人 労働者 確保】
○ 介護福祉 業等に おいて は，２０２ ５年に 約７ 千人の介 護人材 不足が 見込まれ ており
ます。介護 福祉人 材を 確保して いくた めには ，外国人材 の受入 れは 必要であ ると考 え
ておりま す。
○ 経済連携 協定（ EPA）により入 国した 者や留 学生への 日本語 等の学 習支援を 行って
おります。さらに，技 能実習や 新たな 在留資 格である 特定技 能外国 人向けの，日本語
や介護技 能向上 のため の集合研 修を実 施して おります 。
○茨城県 内にお いて，複数の監 理団体 が国か らの許可 を受け て，一 般監理事 業及び 特定
監理事業 を行っ ており ます。
〔保健福 祉部〕
【外国人 の就業 促進に ついて】
○

引き 続き，外 国人 材支援セ ンター におい て，外国人 雇用を 行う 企業への 支援の 拡充
に努めて 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
内容の周 知に努 めます 。

対
応

〔産業戦 略部〕
【建設業 】
○

引き 続き，新 たな 在留資格 等につ いての 周知に努 めると ともに ，外国人材 の受入 れ
拡大に向 け関係 団体や 関係部局 と連携 を図っ てまいり ます。
〔土木部 〕

【外国人 雇用を 行う企 業への支 援】
○

引き 続き，各 種受 入制度の 周知や 日本語 学習等の 支援を 実施す るととも に，外国 人
の受入れ 状況等 を踏ま え，必要 な支援 につい て，検討 してま いりま す。
〔保健福 祉部〕
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令和元年 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 成が依 然とし て経営上 最大の 課題
となっています。当協会にて毎年実施しております「会員ニーズ調査アンケート」
において も雇用 に関す る要望が 昨年 度 34.7%⇒59.6%と 大幅増 加して おり、そ こから
も県内企業の窮状が汲み取れます。就職活動における売り手市場が続く中で、就業
希望者の大手企業志向が強く、地場中小企業を支える人材の不足が深刻化の一途を
辿ってい 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 雇用確 保・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 。
⑨「働き 方改革 」実現 への支援
県総合 計画に 掲げる 「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、県にお かれま しても、県内企 業に対 する支援 や UIJタ ーンセ ミナーの 実施 等
ご尽力い ただい ており 、大変感 謝して おりま す 。
しかしな がら、 県内企 業におけ る働き 方改革 の実現に 向けて は、人 材面、労 働環
境面等様 々な課 題が残 されてい るもの と思料 いたしま す。
働き方 改革の 実現に 向けての 企業支 援、雇 用機会の 創出等 引き続 き支援を 進めて
ただきた いと考 えます 。
○

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 1,166 事業所（R1.10 月末現 在）か ら届出を いただ い
ておりま す。

○
現

また ，今 年度新 た に「働 き方改 革優良 企 業認定制 度」を創設 し ，業務 効率化 などの
生産性の 向上と 多様な 働き方な どの労 働環境 の改善に 取り組 み，優れ た成果の ある企
業を優良 企業と して県 が認定す るなど ，働 き方 改革を積 極的に 取り組 む企業が 人材を
確保しや すい環 境を支 援してま いりま す。

○

昨年 度より，働き 方改革に 意欲の ある企 業に対し て，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，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 デル企 業を育 成してお ります 。
今年度は，小規模 な事 業所を新 たに５ 社追加 し，県内中 小企業 にと って，より 身近な

況

モデル企 業を育 成して いるとこ ろです 。そ の取 組と成果 を成果 事例発 表会の開 催など
により， 広く情 報発信 してまい ります 。
○

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 。

○

引き 続き，モ デル となる成 果事例 の情報 発信など により，多様 な働き方 の実現 を目

対

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

応

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。
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦 略部

要
望

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。県内 企業の経 済活動 の活発 化を図る 為、これ ら交 通インフ ラを十 分
に活用す べく、 以下を 要望いた します 。

事

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 流会の 情報提供 と参加 枠の確 保、出展 費用の 助成等 の支援が 必要と
考えます 。

項

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

況

○

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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令和元年 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。県内 企業の経 済活動 の活発 化を図る 為、これ ら交 通インフ ラを十 分
に活用す べく、 以下を 要望いた します 。
②企業誘 致推進 の強化
平成30年の県 外企業 立地面積 、立地 件数共 に全国で も 1位と 、企 業 誘致おけ る行政
のご尽力 に感謝 いたし ます。立 地内訳 を見る と、圏央 道全線 開通に より県西 、県南
における 企業立 地が多 く見られ るとの ことで はありま すが、 今後、 先進的な 技術を
持った企 業の本 社移転 含む誘致 するに あたっ ては、特 にこう した企 業を誘致 する候
補地とし て有力 な TX沿 線地区に おいて 、オフ ィスビル がほと んどな い状況で あり、
オフィス スペー スが不 足してい るとの 声も挙 がってお ります 。オフ ィススペ ースの
確保にあ たって 、更な る補助金 の新設 等の行 政施策を 要望い たしま す。
【企業誘 致】
○ 令和元 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 3 位(30
件), 工場 立地面 積で全 国第 1 位(69ha),県 外 企業立地 件数で 全国 第 1 位(19 件)とな
りました （R1.12.13 公 表）｡

現

【茨城県 の工場 立地動 向の推移 】
H28
区 分
上期 下期 通年
立地
件数
立地
面積

況

県外
件数

H29

H30

上期 下期 通年 上期 下期

R1
通年

上期

件

20

24

44

24

22

46

40

29

69

30

順位

6

6

6

4

6

5

2

4

2

3

ha

106

34

140

45

42

87

65

82

147

69

順位
件
順位

1
15
1

6
7
8

1
22
2

3
16
1

5
14
2

5
30
1

1
20
1

1
14
1

1
34
1

1
19
1

※ 2:H30 の 各 数 値 及 び 順 位 は 確 報 値 で あ り ,H31.3 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：13 件)（ R1.11 末 時点）

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 (R1 年度)>
･いば らき産 業立地ｾﾐﾅｰ IN 東 京(日時 :R1.11.7,於:東 京都内)
･茨城 県産業 立地ｾﾐﾅｰ IN 大阪(日時:R2.2.19,於:大阪 市内)（ 予定）
<新聞 広告等 の実施 状況 (R1 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 13 件(R1.11 末時 点)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，さらに 誘致 を進める ために は，ご 指摘のと おり，受 け皿 となる優 良で廉 価な
オフィス が本県 に少な いなどの 課題も 見えて おり，民間事 業者に よ るオフィ スビル 整
備に対す る支援 制度を 本年度新 たに創 設した ところで 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〕
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令和元年 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，「官 公需 について の中小 企業者 の受注確 保に関 する法 律」や「中 小企業 者
に関する 国等の 契約の 基本方針」に基づ き，国の官公 需施策 につい て，毎年県 内で国
とともに 「官公 需確保 対策地方 推進協 議会」 を開催し ており ます。
今年度も ，9 月 26 日に 本協議会 を開催 し，県 内の行政 機関等 に対し て，県 内中小
企業や官公需適格組合等への一層の発注拡大の働きかけを行うことで，地元中小企
業の受注 機会の 拡大を 図ってお ります 。
〔産業戦 略部〕

○

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。

現

況

対

〔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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令和元年 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
資材、 人件費 の高騰 等により 建設コ ストは 年々高ま ってお ります が、適正 な価格
による発 注は、 県内建 設事業者 業況改 善に向 けた必須 事項と 考えま す。本項 目は、
例年継続 してお ります が、前述 ①と合 わせて 「低入札 基準価 格及び 最低制限 価格」
の引き上 げ実施 への取 り組みを 要望い たしま す。
【建設工 事につ いて】
土木部においては，２５０万円を超え１億円未満の建設工事（総合評価方式一般
競争入札を除く）の入札について，最低制限価格制度を適用しており，１億円以上
の建設工事及び１億円未満の総合評価方式一般競争入札により発注する建設工事に
ついては ，低入 札価格 調査制度 を適用 し，ダ ンピング 防止を 図って お ります 。
また，令和元年７月には，国に準拠し，最低制限価格等の設定範囲の引上げを実
施してお ります 。

現

【建設コ ンサル タント 等業務委 託につ いて】
建設コンサルタント等業務委託においては，１００万円を超え１，５００万円未
満の入札について，最低制限価格制度を適用しており，１，５００万円以上及び総
合評価方式一般競争入札により発注する委託業務については，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，令和元年７月には，国に準拠し，最低制限価格等の設定範囲の引上げなど
を実施し ており ます。

況

【市町村 への指 導につ いて】
市町村に対しては，県及び県内市町村のダンピング対策等の情報提供のほか，必
要に応じ て助言 ，指導 を行って 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

対

引き続き，最低制限価格制度等を活用し，労働条件の悪化や工事の品質低下につ
ながりか ねない ダンピ ング受注 の防止 に 取り 組んでま いりま す。
また，今 後も市 町村に 対しダン ピング 対策の 情報提供 を行い ，必要 に応じて 助言，
指導を行 ってま いりま す。

応
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
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
（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。

項

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 められる と共に、
新たな産 業クラ スター の創出が 必要と 考えま す。
○

県で は，昨年 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 ，本年 度より 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 り組ん でおり ます。
AI，IoT および ロボッ ト等の近 未来技 術の実 用化に向 け，ユ ーザー ，メーカ ー，有
識者等が 参加す る分野 別研究会 を開催 し，ユ ーザーニ ーズの 把握， 最新技術 の情報
共有，プ ロトタ イプの 公開実演 ・検証 ，サー ビス提供 体制等 につい ての協議 等を行
っており ます。

現

さらに， 関係府 省庁を 構成員に 含む近 未来技 術地域実 装協議 会を開 催し，技 術の
実証・実 用化に 必要な 規制緩和 等につ いて検 討を行い ます。

況

○

研究 会にお ける近 未来技術 の実証・検証 等および 地 域実 装協議 会におけ る規制 緩和
の議論を 重ねる ことに より，「 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。

対
応
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令和元年 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。
②ＩＴ化 促進に よる効 率化・生 産性向 上への 支援
県内企 業にお けるＩ Ｔ化促進 による 科学技 術・ＩＣ Ｔ・Ａ Ｉの活 用の面で は、具
体的な活 用方法 や成功 例の提示 、コン サルテ ィングに よる指 導及び 経済面で の支援
が必要で あると 考えま す。県産 業技術 イノベ ーション センタ ーの「 模擬スマ ート工
場」の積 極的な 活用や 補助金制 度にお ける補 助額・補 助件数 の拡大 等がＩＴ 化促進
に大きく 寄与す 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，ＩｏＴ・Ａ Ｉ等の知 識やビ ジネス 創出ノウ ハウ等 の修得 から，ビジ ネスプ ラ
ン構築，次 世代技 術を 活用した ビジネ スの創 出・展開ま で，メン タ ーなどに よる助 言
を交えた 一貫し た支援 を行って いるほ か，県 内中小企 業のＩ ｏＴ導 入による 生産性 向
上等を促 進する ため，導入の参 考とな るよう に事例を 紹介し ており ，さらに，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

現

ムを開発 する場 合に ，そ の開発経 費に対 する補 助及び専 門家派 遣によ る情報通 信事業
者とサー ビス事 業者と のマッチ ングを 実施す ることに 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。
況

（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
〔産業戦 略部〕

○

今後 も，Ｉ ｏＴ導 入促進や 中小企 業の要 望等に即 したＩ Ｔ研修 事業や模 擬スマ ート
工場の活 用など ，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 ほか ，
メンター による 助言な どを通じ ，次 世代技 術 を活用し たビジ ネスプ ラン構築 などを 支
援してま いりま す。

対
応

○

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
組事例を 広く普 及啓発 していく ことに より ，サ ービス産 業の生 産性向 上の促進 に努め
てまいり ます。
〔産業戦 略部〕
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
総務部

要
望

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。 政府によ る税制 改正に より、平 成 30年 度の国 、地方を 通じた
法人実効 税率は29.74%と30%を割 り込む 水準と なってい ますが 、諸 外 国と比較 すれば
まだまだ 高い水 準にあ ります。 政府施 策によ る部分は 大きい かと思 料致しま すが、
地域企業 活性化 に向け 、更なる 減税措 置が必 要と考え ます。

事
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 税又は特 別法人 事業税 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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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
総務部

要
望
事
項

現

況

１、地域 発展へ の貢献 が多大で ある地 元企業 の安定化 ・活性 化につ いて
（5）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 益を前 向きな 設備投資 へと循 環させ る上では 、設備 新設、 増設時の 税制優
遇措置の 有無、 その優 遇幅等も 企業に とって 重要な検 討要因 になる と思われ ます。
2020年度 までと なって いる設備 投資時 の固定 資産税特 例措置 の延長 や新たな 軽減措
置等導入 の検討 が必要 と考えま す。
【法人税 等の主 な特例 措置の現 況】
○ 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 ずれも令 和２年 度ま で となって おりま す。
【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 ら令和 ２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。
○ 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，
国におい て議論 される ものでは ありま すが ，適用期限 が令和 ２年度 までとな ってい る
ことから，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。

対

○

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 は令和 ２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 。

○

また，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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令和元年 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 9 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 更なる取 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、昨
年度より ソウル 便、台 北便の運 航が開 始され たことで 、搭乗 者数も 760千人と 過去最
高を更新 するな ど、路 線拡充と 利用者 拡大は 順調に推 移して いるこ とと思料 いたし
ます。総 合計画 におけ る 2021年944千人 の達成 に向け、ＬＣＣ 誘致や 既存定期 便の 時
刻の見直 し(茨城 空港と 神戸空港 を往復 する時 刻を利用 しやす い時間 帯にして 欲し
いとの要 望あり)等によ る路線拡 充を進 めて頂 きたいと 考えま す。
○

国際 線につ きまし ては，上海 便や台 北便 に加え，10 月 27 日 か ら春秋航 空によ る西
安便の定 期運航 が開始 いたしま した。11 月 12 日からは 青島航 空に よる長春 便が，12
月 3 日か らは同 社によ る福州便 が ，連続チ ャ ーター便 として の運航 を開始し ており ま
す。
国内 線につ きまし ては，８月 １日か ら，神戸便が １日２ 便から １日３便 の運航 に増
便され， 利用者 にとっ ての利便 性が向 上いた しました 。

現

況

○

引き 続き， 茨城空 港の利用 促進及 び路線 拡充に取 り組ん でまい ります。

対
応
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令和元年 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

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 9 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
更なる 利用客 増加に 向けては 周辺施 設等の インフラ 整備に よる空 港利便性 の向上
が不可欠 です。 前回要 望におい て石岡 方面か らの常磐 道アク セス向 上に向け た施策
鉄道、バ スのア クセス 改善、宿 泊施設 誘致に 向けての 補助制 度創設 等 につい て回答
頂いてお ります が、今 回は新た に空港 北 IC利 用客への アクセ ス良化 について の要望
の声も挙 がって おり、 整備中の ルート の早期 開通に加 え、県 北地域 よりの利 用客に
も配慮を 検討頂 きたい と考えま す。併 せて、 バスの増 便や路 線拡充 等更なる 利便性
の向上を 進めて 頂きた いと考え ます。
【アクセ ス良化 】
○ 常磐自動車道石岡小美玉ＳＩＣ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】
○ 現在 ，茨城 空港か らは，石 岡方面 (路線)，水戸方 面(路線 ・高速 )，つくば 方面(高
速)，新鉾 田方面 (路線)，羽鳥方 面(路線 )，常 陸太田・ ひたち なか方 面 (高速)，東京
方面(高速 ：直行 )の７ 方面にア クセス バスが 運行して おりま す。
〔政策企 画部〕

況

【アクセ ス良化 】
○ 令和 元年 9 月に石 岡小美玉 ＳＩＣ ～国道 6 号間等の 一部を 供用 したとこ ろです 。残
る区間に ついて も，早 期に供用 できる よう整 備を進め てまい ります 。
〔土 木部〕
対
応

【鉄道， バスの アクセ ス改善】
○ 10 月 １日か ら，台 湾便に合 わせ，つ くば 方面への バスを 週４便 増便いた しまし た。
今後も，更 なる利 便 性 向上のた めバス 事業者 等に対し，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〕
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
土木部

要
望
事
項

現

況

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 を継続 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 。
また、鹿 島港の 浚渫に ついては 、現状 、震災 復興予算 でその 費用を 対応して 頂い
ているも のの、 来年度 以降、新 たな埋 没箇所 が発見さ れた場 合には 、エネル ギー港
湾制度(企 業側の 費用負 担は 75%)を利用 するこ ととなり 、企 業への 費 用負担は 大きく
膨らむこ ととな ります 。多 くの 企業が 物流の 生命線と して利 用して いる鹿島 港に関
して、埋 没発生 による 障害の解 消は不 可欠な ものであ り、浚 渫の助 成は港湾 利便性
の差別化 を図り 、利用 企業の支 援に寄 与する とのもの である と同時 に国際競 争力強
化の観点 からも 、他県 に先駆け た助成 の実施 が必要で あると 考えま す。
なお、そ れぞれ の港湾 に対する 詳細な 要望は 以下の通 りです 。
・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
・鹿島港 浚渫へ の助成 検討
具体的な 助成の 内容と しては
１.浚渫費 用の行 政負担
２.浚渫工 事発注 業者を 対象とし た低利 固定か つ保証協 会保証 料・利 息等補助 有
りの県制 度融資 の導入
・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 常陸那 珂港区
H31 当初： 直轄事 業 2,265 百万 円，県 事 業 21,914 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（H30 末：L=5,650m 概成）
○ 中央防 波堤（ ケーソン 製作・ 据付）
全体計 画 L=330m（H30 末 ：L=240m 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 （地域 高規格 道路 水戸 外環状 道路）
事業区間：国 道 245 号 ～国道 6 号（ 那珂郡 東 海村照沼 ～那珂 市向山 ） 約 6km
R1 新規採 択 （地域高 規格道 路補助 事業）
調査区 間：国 道 6 号～ 常磐道 （那珂 市） 約 2km
R1 新規採択 （地域 高規格 道路補助 調査）
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②鹿島港
H31 当初： 直轄事 業 4,019 百万 円，県 事 業 891 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（H30 末：L=4,410m 概成）
○ 中央防 波堤（ 消波ブロ ック製 作・据 付）
全体計 画 L=900m（H30 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（H30 末 ：L=150m 概成）
○ 外港地 区，北 海浜地区 （埠頭 用地） 整備

現

況

○

対
応

岸壁 の利用 状況等 を踏まえ ，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 充を図 っ
てまいり ます。
○ 鹿島 港の埋 没対策 は重要な 課題で あると 認識して おり，国にお いて埋没 が発生 しな
いよう対 策を進 めてい るところ です。県 とし ては引き 続き，埋 没が 発生しな いよう な
対策の検 討を進 めてい くよう国 に働き かけて まいりま す。また，エ ネルギー 港湾制 度
について は，国の 施策 となるこ とから，どの ような企 業負担 の軽減 が可能か，本制度
について 国に相 談して まいりま す。
○ 常陸 那珂港 山方線 （国道 245 号～国道 6 号）につい ては， 測 量等の調 査を進 め，
事業の進 捗を図 ってま いります 。
○ 常陸 那珂港 山方線（国道 6 号～常 磐道）について は，早 期に事 業化でき るよう ，都
市計画決 定に向 け，引 き続き，常 磐道と の接 続に関す る国等 との協 議や最適 なルー ト
の検討等 を実施 してま いります 。
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
営業戦 略部， 土木部

要
望
事

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 190ｋ ｍ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 下を継 続要望 いたしま す。

項

②外航定 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 れます。 特に外 航定期 航路の新 設は茨
城県だけ ではな く、北 関東地域 の経済 活動の 拡大に寄 与する ものと 思料いた します。
【定期航 路】
①茨城 港日立 港区

［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］

現

【取扱貨 物量の 推移】
港(区）名
H25
茨城港
日立港区
況

応

H27

H28

4,751

5,022

6,527

6,613

6,266

9,294

10,053

10,817

11,729

13,634

13,781

茨城港
大洗港区

13,755

14,254

12,411

12,462

13,912

13,902

鹿島港

66,593

61,879

61,716

63,600

60,194

59,746

常陸那珂港区

対

H26

（ 単位：千 トン）
H29
H30

4,890

茨城港

○

定 期 RORO 2 航 路
定期 RORO 1 航路
定 期 RORO・国際フ ィーダ ー 3 航路
定期 RORO・定期コ ンテナ 16 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 （1 航路 休止 中）

令和 元年 10 月及 び 11 月に 常陸那 珂港区 において，韓国・中国 定期コン テナ航 路と
韓国定 期コン テナ航 路の 2 航 路が開 設され ておりま す。
今後 も，企 業訪問 や港説明 会及び セミナ ーなどを 通じて 積極的 なポート セール スに
務め，潜 在貨物 量や 荷主企業 等のニ ーズを 的確に把 握し，定 期コ ンテナ航 路等の 拡充
や新規開 設を船 会社に 対して働 きかけ てまい ります。
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令和元年 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 進によ る渋滞や 移動時 間の削 減は、企業 の日常 の
経済活動 のロス を減ら し、かつ 、利 便性の 向 上により、県外観 光客 の流入を 促進出 来
る等県内 経済活 動の活 性化と発 展には 大きな 影響を及 ぼしま す。県 におきま しては 、
道路整備 促進に 向け日 頃より積 極的な 対応を して頂い ており ますが 、その 進捗の 確認
も含め、 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）
・R1 国の 予算： 89.7 億円
・R1 ﾈｸｽｺ予算： 非公表
・R1 事業 状況： 用地取 得，工事
・用地進 捗率 ： 約 90%（R1.7 末 現在）

県内区間
（
仮
）
麻
生

（
仮
）
北
浦

(

(

)

現

潮
東関道水戸線 来

約 51km

)

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㎞

況

開通目標

事業中区間
約３１㎞

供用区間
約１８㎞

未定

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】
〇２０１ ７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，２０２ ２年 度から順 次供
用，２０ ２４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， 昨年度 から，国 と東日 本高速 道路㈱に より４ 車線化 事業が進 め
られてお ります 。
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対
応

【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 。
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 も早く４ 車線化 が完成 するよう ，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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令和元年 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 進によ る渋滞や 移動時 間の削 減は、企業 の日常 の
経済活動 のロス を減ら し、かつ、利 便性の 向 上により、県外観 光客 の流入を 促進出 来
る等県内 経済活 動の活 性化と発 展には 大きな 影響を及 ぼしま す。県 におきま しては 、
道路整備 促進に 向け日 頃より積 極的な 対応を して頂い ており ますが 、その 進捗の 確認
も含め、 以下を 要 望い たします 。
②スマー トICの 県内導 入推進の 強化と 導入迅 速化
現在、当県に おける スマート ICは4箇 所、新 規事業化(つくば スマー トIC)が一 箇所、
準備段階 調査(つ くばみ らいスマ ート IC)となっ ておりま すが、 このス マート ICの導
入により 、周辺 の産業 拠点から 高速道 路への アクセス 向上に よる産 業振興、 物流の
効率化や 隣接す る ICや 一般道路 へ集中 する交 通の分散 による 周辺道 路の交通 状況の
改善の他 、その 導入に 伴う周辺 道路の インフ ラ整備実 施等に よる雇 用拡大等 様々な
メリット がある ものと 考えます 。
それらを 踏まえ 、上記 効果 の見 込まれ るSA・PAでのスマ ートICの新規 導入推進 と
既存予定 地への 導入迅 速化を要 望いた します 。
【(仮称)つくば スマー ト IC】
設置場 所：首 都圏中 央連絡自 動車道 常総 IC～つくば 中央 IC 間
新規事 業化：H29.7.21
【(仮称)つくば みらい スマート IC】
設置場 所：常 磐自動 車道谷和 原 IC～ 谷田部 IC 間
新規事 業化：R1.9.27

現

況

対
応

【SA・PA でのス マート IC の新規 導入推 進】
【既存予 定地へ の導入 迅速化】
・ス マート インタ ーチ ェンジの 設置を 希望す る市町村 に対し、制度 の内容や 他のス マー
トインタ ーチェ ンジの 効果事例 の紹介、地域 振興策の 助言、コ スト 縮減に関 する道 路構
造等の技 術的な 助言を 行うなど の支援 を行っ てまいり ます。
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令和元年 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 進によ る渋滞や 移動時 間の削 減は、企業 の日常 の
経済活動 のロス を減ら し、かつ、利 便性の 向 上により、県外観 光客 の流入を 促進出 来
る等県内 経済活 動の活 性化と発 展には 大きな 影響を及 ぼしま す。県 におきま しては 、
道路整備 促進に 向け日 頃より積 極的な 対応を して頂い ており ますが 、その 進捗の 確認
も含め、 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、前回 同様に 以下の 通りです 。
・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号線 の4車線化
・筑西市 内の国 道50号 線の4車線 化
・古河市 内の国 道 125号 線の渋滞 緩和
・鹿嶋市 内国道51号線 及び鹿島 コンビ ナート 周辺の渋 滞緩和
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。
前回回答 にて前 年対比 では進捗 してい ること は確認出 来まし たが、 進捗率は いず
れも前年 比1%～3%程度 であり、 工事完 了には 長期を要 するこ とが予 想されま す。慢
性的な渋 滞緩和 に向け 、上記道 路の早 期整備 は不可欠 であり 、各道 路の整備 完了予
定時期の 確認と 共に、 それに向 けての 工事の 前倒しで の実施 を要望 いたしま す。
＜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 ）

現

○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

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
着 手 年 度：Ｈ24年度 ～
全 体 事 業 費：約240億円
R 1 事 業 費：565百万円 （調査 設計，用 地買収 ）
H30未進捗率：約6％（ 用地進 捗率： 約21％）
【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
R 1 事 業 費：700百万円 （用地 補償，工 事）
H30 末進捗率：約 21％
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＜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
R 1 事 業 費：2,300百万 円（用 地補償， 工事）
H30 末進捗率：約 46％
＜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
着 手 年 度 ：Ｈ10年度 ～
全 体 事 業 費：約272億円
R 1 事 業 費：1,509百万 円（調 査設計， 用地買 収，改 良工）
H30 未進捗率：約 76％（ 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
着 手 年 度：Ｓ61年度 ～
全 体 事 業 費：約387億円
R 1 事 業 費：1,275百万 円（調 査設計， 用地買 収，改 良工）
H30未進捗率：約88％ （用地 進捗率 ：約95％ ）
＜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
R 1 事 業 費：210百万円 （用地 補償，工 事）
H30 末進捗率：約 29％
＜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
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○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
○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
R 1 事 業 費：1,917百万 円（調 査設計， 新神宮 橋下部 工）
H30未進 捗 率：約11％
【県道奥 野谷知 手線交 差点改良 】
○全 体 計 画：交差 点２箇 所にお ける右左 折レー ン整備
①知手交 差点（ 国道124号），② 南共発 西交差 点（須田 奥野谷 線）
着 手 年 度：Ｈ30年度 ～
全 体 事 業 費：約1.5億 円
R 1 事 業 費：72百万円 （用地 補償，工 事）
H30 末進捗率：約 65％
＜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，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。
＜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＞
【国道 6 号千代 田石岡 バイパス 】
○ 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】
○ 筑西 市と連 携して 用地取得 など事 業の促 進に努め，早期に 供用 が図られ るよう，国
に働きか けてま いりま す。
＜古河市 内の国 道 125 号の渋滞 緩和＞
【国道125号古河 拡幅】
○ 残る 用地取 得の推 進に努め るとと もに，できるだ け早期 にバイ パス区間 の供用 が図
れるよう ，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。
【県道奥 野谷知 手線交 差点改良 】
○ Ｒ元 年度に 南共発 西交差点 の工事 に着手 します。
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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
「県総 合計画 」にお いて複数 の延伸 イメー ジが提示 されて おり、 茨城空港 への延
伸に向け 「TX茨 城空港 延伸議会 期成同 盟会」 が設立さ れる等 、県及 び市町村 におい
てTX延伸 への前 向きな 取り組み を検討 頂いて おります 。地域 活性化 、地方創 生実現
にに向けTX延伸 と利便 性向上に は大き な期待 が寄せら れてお り、Ｊ Ｒ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 組みを
継続要望 いたし 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。

○

一方 で，県都 水戸 と国際研 究学園 都市つ くば間の 公共交 通が脆 弱である ことや，海
外からの 個人旅 行客の 増加に 伴 う二次 交通整 備が求め られて いるこ とから， 県では ，
水戸とつ くばの 都市間 連携を促 し，インバ ウ ンドを含 めた県 内外か らの交流 人口を 拡
大させ，ひ いては 県域 全体の活 性化に つなげ るため，今 年１０ 月１ 日から，両 都市間
を結ぶ高 速バス 及び茨 城空港発 着の台 湾便に 接続する 高速バ スの増 便実証実 験に取
り組んで いると ころで す。

○

ＴＸ の県内 延伸の 実現には、必要な 資金 や採算性 の確保 など、非常に難 しい問 題が
ございま すが，Ｔ Ｘ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，水
戸・つくば 間の高 速バ ス増便実 証実験 の結果 等も参考 にしつ つ，資 金の確保 やルー ト
など幅広 く検討 してま いります 。

況

対
応

35

令和元年 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 。
②ＪＲ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
平成29年10月 のダイ ヤ改正以 降、本 数、停 車駅共に 変更無 く、利 用者数の 確保や
採算面が ネック となっ ていると のこと ですが 、朝夕の 本数の 増加、 特急停車 駅の増
加の声が 依然と して上 がってい ること も事実 です。そ うした 状況も 踏まえ、 通勤時
の混雑緩 和と利 便性向 上による 地域経 済の活 性化を図 る上で も、取 り組み継 続を要
望いたし ます。
【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 。

現
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○

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
いるとこ ろです 。

〇

しか しなが ら，Ｊ Ｒ東日本 から は，常磐 線の利用 状況は 横ばい 若しくは 減少傾 向に
あること から， 増発は 難しいと 伺って 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。
○

対
応

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
りますが ，ＪＲ 東日本 からは，特急列 車につ いて，「お 客様の 利用 状況，特 急列車 の
使命であ る速達 性，需 要動向な どを総 合的に 勘案して 設定す る」と 伺ってお ります 。

【ＪＲ常 磐線取 手駅以 北の本数 増加】
〇 引き 続き， 沿線自 治体や経 済団体 などと 連携を図 りなが ら， JR 東日本に対 し要望
を行って まいり ますと ともに，運 転本数 の増 加のため には，利 用者 の増加が 重要と な
ってまい ります ので，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 。
【ＪＲ常 磐線特 急列車 の停車駅 増加】
○ 引き 続き，地 域の 声を聞き ながら，ＪＲ への要望 を実施 し，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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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。

○

一方，ＪＲ東 日本 からは，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 伺って おりま す。

○

県で は，引き 続き ，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
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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、 Ｌ ＲＴ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。
○

ＬＲ Ｔ（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 ＬＲＴは ，宇都宮 駅東 口から清 原工業 団地
方面に至 る約１ ５㎞の 路線で，整 備費用 は約 ４５８億 円（この うち 国からの 補助金 を
除く約２ ２９億 円が地 元負担（ 宇都宮 市，芳 賀町，県 ））と なって おります 。

○

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 といたし 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。
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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
昨年度 県回答 から早 期での実 現は厳 しいと 思料いた します が、や はり、茨 城に新
幹線開通 となれ ば、そ の経済効 果は計 り知れ ないもの である ことに 加え、な により
「新しい 茨城」 をアピ ールする この上 ないイ ンパクト となる ものと 考えます 。国政
動向を注 視した 上で粘 り強い取 り組み を進め て頂きた いと考 え継続 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（鹿児 島ルー ト ），北 海道（ 一部 ）の ７
路線，約 2,770 ㎞が開 業してい ます。

○

また，新幹線 の整 備にあた っては，法に 基づく基 本計画 線，整 備計画線 に位置 付け
られる必 要があ り，現 在，基本 計画線 として ， 11 路線 ，約 3,000 ㎞ ，整備計 画線，
いわゆる「 整備新 幹線 」として，北 陸（金沢 －敦賀間），北海道（ 新函館北 斗－札 幌
間），九州（長崎 ルート・武雄 温泉－ 長崎間 ）の各新幹 線の整 備が行 われてい るほか，
ＪＲ東海 が，リ ニア中 央新幹線 （品川 －名古 屋間）の 整備を 行って いるとこ ろです 。

○

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 考えてお ります 。
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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
茨城県内においては、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
とってバスを始めとする公共交通は、必要不可欠な移動手段であり、また、昨今の
高齢者による自動車事故の多発に伴い、高齢者ドライバーからの免許返納も増加す
る見込みであることから、今後、益々自家用車の代替移動手段としてのバスの存在
は無くてはならないものとなると思われます。高齢者ドライバーの免許返納の促進
を進める 観点か らも以 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
広域バス の運行 支援を 実施して いただ いてお りますが 、公共 交通機 関の充実 は高齢
者、児童 等の交 通事故 減少にも 寄与す るもの であるこ とから も、今 後本格化 する自
動運転等 新技術 の導入 も視野に 引き続 きバス 路線維持 、拡充 の継続 を要望い たしま
す。
○

市町 村にお いては ，コミュニ ティバ スや 乗合タク シーの 運行等 により，高 齢者等 の
移動手段 の確保 に取り 組んでい るとこ ろであ り，県にお いても ，幹 線バス路 線や，過
疎地の生 活バス 路線に 対する支 援と と もに，いわゆる「 公共交 通空 白地域」の 解消を
図るため ，市町 村によ るコミュ ニティ 交通等 の導入支 援を行 ってお ります。

○

また，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 町村や 交通事 業 者等で構 成する 地域協 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 いての 協議・検討 を行い ，こ のうち，広 域バス
の運行協 議が整 った県 南・鹿行地 域では ，関 係市町村 ととも に，広 域バスの 運行支 援
を行って きたと ころで す。

○

自動 運転に ついて ，県内 では ，これ まで ，国の 事業と して ，常 陸 太田市 の道の 駅や
ひたちＢ ＲＴに おいて 実証実験 が行わ われて きました が，本年６ 月か ら７月に かけて
も，常 陸太田 市高倉 地 域でカー トタイ プ車両 の実証実 験が行 われた ところで あり ，来
年度は ，ひた ちＢＲ Ｔに おいて中 型自動 運転バ スの実証 実験が 行われ る予定に なって
おります 。

○

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 や公共 交通空 白地域の 解消に 向けた 取組支援 を行う と
ともに，地 域協議 会に おいて，地 域の住 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，自動運 転な どの新し い技術 の実用 化は，高齢 者等の 移動 手段の確 保につ なが
ることが 期待さ れます ので，県と しても，国 や交通事 業者な どによ る自動運 転や新 た
なモビリ ティサ ービス の実証実 験等の 取組に 協力して まいり ます。
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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
茨城県内 におい ては、 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
てバスを 始めと する公 共交通は、必要不 可欠 な移動手 段であ り、ま た、昨今の 高齢者 に
よる自動 車事故 の多発 に伴い、 高齢者 ドライ バーから の免許 返納も 増加する 見込み で
あること から、今 後、益々自家 用車の 代替移 動手段と しての バスの 存在は無 くては なら
ないもの となる と思わ れます。高齢者 ドライ バーの免 許返納 の促進 を進める 観点か らも
以下を要 望いた します 。
②交通弱 者が不 便無く 暮らせる AI運行 バス導 入等の支 援体制 の確立
全国的に 高齢者 による 交通事故 が依然 絶えず 、それに 伴い、 運転免 許の自主 返納
促進が進 められ ていま す。そ の 甲斐も あり、自主返納 は 2年連 続で40万人を超 え、免
許自主返 納に対 する理 解は徐々 に浸透 してき てはいる ものの 、 75歳 以上での 返納者
率で見る と5%程 度とま だまだ低 水準で あるの が現状で す。自 主返納 が進まな い大き
な理由と しては 、新た な移動手 段の確 保が出 来ないと いうこ とが挙 がってお り、そ
こで、近 年、鉄 道、バ ス等の異 なる移 動手段 を統合し 提供す る Maas(mobility as
aservice)の一つ として 注目を集 めてい る AI運 行バスの 導入を 検討し ていただ きた
いと考え ます。AI運行 バスは、今年4月より 九 州大学に て商用 運 行が 開始され ており
事業者の 発表で は 2020年までに 全国100エリア 目標に導 入が進 められ ています 。
また九州 大学の ケース では従来 は 4％程 度であ った乗車 効率が 19％に 向上した と
の調査結 果もあ り、 AI運行バス 導入に よって 、既定の 路線に 縛られ ない、顧 客のそ
の時々の 状況に 応じた 対応が可 能とな ること で、高齢 者に留 まらず 、公共交 通空白
地域が点 在する 水戸以 北地区や 障害者 に対す る交通手 段の確 保、交 通利便性 の向上
への声に も応え られる ものと考 えます 。県に おかれま しては 、現在 、デマン ド型乗
合タクシ ー等の 交通手 段を導入 しよう とする 市 町村に 対する 助成実 施等にご 尽力い
ただいて おりま すが、 その継続 支援も 含めた 支援体制 の確立 を要望 いたしま す。
○

MaaS に つい て は ， 本 県で は ， 国 の 新モ ビ リ ティ サ ー ビ ス 推進 事 業 に日 立 市 と つく
ば市にお ける実 証実験 が採択さ れ，最適な 移 動手段や ルート を検索 できるア プリの 開
発や，鉄道 やバス 等と 連携した デマン ド交通 の運行な ど，新た なサ ービスの 利便性 や
採算性等 の検証 が行わ れている ところ です。

○

また ，AI 運 行バス など ICT 等を活 用した デマンド 交通の 予約・ 配車サー ビスに つ
いても，九 州大学 をは じめ 全国 各地で 様々な 取組事例 が出て きてお りますの で，県で
は，市町村 や交通 事業 者などに 対し，国 内の 取組事例 の紹介 や，シ ステム事 業者と 市
町村との マッチ ング等 の支援を 行って おりま す。

○

県と しては ，日立 地域やつ くば地 域にお けるモデ ル事業 の成果 や全国の MaaS の 動
向等を踏 まえな がら，市町村や 交通事 業者な どに対し て，公共 交通 空白地域 への新 た
なモビリ ティの 導入な どと併せ て，新 たな取 組を働き かけて まいり ます。
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
総務部 ，会計 事務局 ，土木部
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望
事
項

３、産業 の活性 化にも つながる 行政サ ービス のさらな る向上 につい て
（1）申請 書類・ 手続き の簡素化 ・統一 化
県におかれましては、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
進等進めて頂き大変感謝しております。そうした取り組みへの感謝の声も挙がって
おります が、一 方で 、依然とし て更な る効率 化を求め る声も 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 化と共通 化
書類申 請時に おいて 、管内で 取得可 能な書 類に関し ては 添 付省略 出来ない か、と
いったよ うに提 出書類 の簡素化 、共通 化を求 める要望 は多数 寄せら れていま す。昨
年要望に 対する 回答に おいては 、税務 データ 共有化に ついて は法的 制限が多 く現状
では実現 困難で あると の回答も あった 一方、 入札資格 審査の ように 提出書類 の共有
化が進め られて いるも のもあり との回 答を頂 いており ます。 2017年 に閣議決 定され
た「規制 改革実 施計画 」におい ても、2020年 までに事 業者の 行政手 続きコス トを 20%
以上削減 すると されて おり、そ れに対 する進 捗状況に ついて 、具体 的な削減 実施事
項と共に 確認さ せて頂 きたいと 考えま す。
＜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
とを確認 するた めの納 税証明書 や，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。こうした 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 化を図 っており ます。
〔土 木部〕
○

現

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 ，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。
なお，国 が平成 30年６ 月15日に 閣議決 定した「規制改 革実施 計画」において ，
「競争入 札参加 資格審 査申請」 の標準 様式の 作成等に ついて 検討を 開始した ことか
ら，競争 入札参 加資格 審査にか かる書 類の簡 素化に向 けて， 検討状 況の情報 収集に
努めてお ります 。
〔会計事 務局〕

＜データ の共有 化＞
○ 政府 におい ては ，今年閣議 決定さ れた「 規制改革 実施計 画」に おいて ，事業 者目線
で規制改 革，行政 手続 の簡素化，ＩＴ化 を一 体的に推 進し，事 業者 の行政手 続コス ト
を 2020 年 まで に 20％ 以上削減 する対 策をさ らに強化 すると してい ます。また，地方
制度調査 会にお きまし ても，行 政のデ ジタル 化につい て議論 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 〕
○ 競争 入札参 加資格 審査にか かる書 類の簡 素化につ いては ，国の 検討結果 を踏ま え，
競争入札 参加資 格審査 事務を見 直して まいり ます。
〔会計事 務局〕
＜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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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
県におかれましては、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
進等進めて頂き大変感謝しております。そうした取り組みへの感謝の声も挙がって
おります が、一 方で 、依然とし て更な る効率 化を求め る声も 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 。引き続 き県主 導での 様式共通 化への 取り組 み促進を 要望い
たします 。
＜申請書 類の共 通化＞
○ 政府 におい ては ，今年閣議 決定さ れた「 規制改革 実施計 画」に おいて ，事業 者目線
で規制改 革，行政 手続 の簡素化，ＩＴ化 を一 体的に推 進し，事 業者 の行政手 続コス ト
を 2020 年 まで に 20％ 以上削減 する対 策をさ らに強化 すると してい ます。また，地方
制度調査 会にお きまし ても，行 政のデ ジタル 化につい て議論 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 〕

況

＜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 〕
対
応
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
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。

○

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

況

対
応
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦 略部

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
（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」の 県内企業 への周 知
県におい て策定 頂いて おります 「中小 企業支 援施策活 用ガイ ドブッ ク」につ いて
は、各種 支援制 度が横 断的に記 載され ており 、また、 キーワ ード索 引を付け る等利
便性も向 上し、 年々実 用性は益 々高ま ってい ると思料 します が、一 方で有効 活用し
ている企 業とそ うでな い企業が 出てき てし ま っている ように 感じら れます。
県内のよ り多く の企業 に広く有 効にガ イドブ ックを活 用頂く ことも 、県内経 済に
活性化に 繋がる ことと 考え、ガ イドブ ック利 用の周知 を願い 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 」は，県 ホーム ページ に 掲載し ，閲覧 または
ダウンロ ードし てお使 いいただ いてお ります 。

○

県に よる冊 子の発 行はして おりま せんが ，県信用保 証協会 様に おいて，冊 子を発 行
していた だき， 県内金 融機関へ の配布 等につ いてご協 力をい ただい ておりま す。

○

当該 ガイド ブック 発行につ きまし ては，産業戦略 部が発 行する メールマ ガジン（ 登
録企業 約１ ，１０ ０ 件）や ，報 道機関 への 資料提供 等によ りまし て，お 知らせ して
いるとこ ろです 。

○

県の 広報誌「 ひば り」なども 含めた 多様 なオウン ドメデ ィアで の情報発 信，報道 機
関へのパ ブリシ ティ活 動の強化 のほか ，直 接 的に県内 企業と 接する ことの多 い関係 機
関への周 知・活用 の呼 びかけ等 を通じ て，当 該ガイド ブック をより 多くの県 内企業 に
有効利用 してい ただけ るよう取 り組ん でまい ります。

況

対
応
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
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）各自 治体行 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。しかしながら、そのよ
うな状況においても県内企業からの各種申請、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未だ多数寄せられており、それを踏まえ以下を要望
いたしま す。
①各種証 明書取 得にお ける電子 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。 利用者 数も増 加してい る一方
で、まだ まだ電 子申請 が出来る ことへ の理解 が浸透し ていな いよう に感じま す。ま
た、オン ライン での手 続き可能 な申請 につい てもまだ 限りが あるこ とからも 、オン
ライン利 用可能 なサー ビスの更 なる拡 充と県 内企業へ の周知 を進め 、利用率 の向上
への取り 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 。

○

本県 は現在 ，『電 子申請・届 出サ ービス 』におい て，即座 に対 応可能な 約 180 種 類
の行政手 続きに ついて ，今年度 中にオ ンライ ン化でき るよう 準備を 進めてい ます。
この ほか， ご本人 との面談 や原本 の確認 が必須と されて いる手 続きにつ いては ，
個々に課 題を整 理した うえで， 順次オ ンライ ン化を進 めてま いりま す。
また，手続き のオ ンライン 化と合 わせて ，手数料等 の電子 納付 が行える ようシ ステ
ムの改修 を行っ ている ところで す。

況

○

利用 実績

受付件数

H29

H30

20,663 件

56,369 件

R1
(～10月末)
20,283 件

【電子申 請，交 付の促 進とセキ ュリテ ィの強 化につい て】
対
応

○

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 図ると とも
に，申請窓 口や広 報媒 体を通じ て県民 や県内 企業への 周知を 行い，システム 利用の 促
進に努め てまい ります 。
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
総務部

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
（3）各自 治体行 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。しかしながら、そのよ
うな状況においても県内企業からの各種申請、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未だ多数寄せられており、それを踏まえ以下を要望
いたしま す。
②各自治 体行政 窓口の 利便性向 上
法人印 鑑証明 書や登 記事項証 明書は 法務局 、納税証 明書は 各自治 体毎の窓 口とい
ったよう に書類 により 取得場所 が異な り、地 域によっ てはそ れぞれ の機関が 遠方に
点在して いるこ とから 、書類申 請に加 え、そ の添付資 料を揃 えるこ と自体が 大きな
負担、タ イムロ スにな っている のが現 状です 。国の行 政簡素 化の3原 則として「行政
手続の電 子化の 徹底」 が掲げら れてい ること も踏まえ 、関係 各所と の連携に よる利
便性向上 を要望 いたし ます。
○

国の 規制改 革会議 が平成３ ０年４ 月に公 表（令和元 年７月 改定 ）した「行政 手続コ
スト削減 に向け て（ 見 直し結果 と今後 の方針 ）」の中で ，重 点的に 推進すべ き事項 と
して行政 手続の 完全デ ジタル化 の推進 が挙げ られてお ります 。

○

また ，地 方展開（ 地方自治 体の手 続の簡 素化）を今後 の主要 課 題とし ，国か ら地方
自治体に 対して，事業 者の行政 手続コ スト削 減を協力 依頼す るとと もに，行 政 手続の
簡素化・ オンラ イン化 に積極的 に取り 組む地 方自治体 を応援 すると していま す。

況

○ 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。

対
応
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
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 に繋が る学部 ・学科の 設立や 大学の 誘致
県総合計 画「新 しい人 財育成」の「魅 力ある 教育環境 」で方 向性が 示されて おり、
県内大学 におい ても平 成 30年度 に常磐 大学看 護学部看 護学科 開設、 今年度に 筑波学
院大学地 域デザ インコ ース設置 等、学 部の新 設、改組 へ意欲 的な取 り組みが 進めら
れており ます。 引き続 き、新た なニー ズに対 応した学 部・学 科の設 置への取 り組み
を推進し ていた だきた いと考え ま す。
また、昨 年回答 におい て、少子 化等に 伴う定 員確保の 課題か ら、大 学等の誘 致は
大変難し い状況 との回 答を頂い ており ますが 、水戸以 北から の地域 活性化に 向けて
の大学誘 致要望 は依然 多いこと からも 早期の 誘致活動 に関し ても継 続的に取 り組む
必要があ ると考 えます 。
○

現

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 ました 。

○

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。

○

ま た ， 茨 城 キリ ス ト 教大 学 で は ， 2020 年 度 に大 学 院 生 活 科学 研 究 科心 理 学 専 攻の
開設を予 定して います 。

○

大 学 に つ きま し て は，「 地 域 にお け る 大 学 の 振興 及 び 若 者の 雇 用 機 会の 創 出 に よる
若者の修 学及び 就業の 促進に関 する法 律」
（ 平 成 30 年 6 月公布・施 行 ）によ り、東京
23 区 内の 大 学 の 学 部等 の 収容 定 員 が 抑 制さ れ た もの の ， 法 律 の施 行 以 前に 都 心 への
キャンパ ス移転 を決定 した大学 が多く あり，また，少子 化等に 伴う 定員確保 等の課 題
も相まっ て，本 県の誘 致が大変 難しい 状況に あります 。

○

この ような 状況の 中，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，関 係機 関との連 携を図 りなが ら必要に 応じて 支援を 行うほか，誘致の
可能性に ついて も引き 続き検討 をして まいり ます。

況

対
応
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
教育庁 ，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 。
②県内学 生・生 徒等に 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 て平成 29年3月に 作成い ただいた「世界 の中の 茨城」は 世界 史
補助教材 として 多数の 県内学校 で活用 されて おり、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。 こうい った取 り組みや 茨城大 学にお ける「茨 城学」
に類する 取り組 みを継 続してい ただき 、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 。
また、働 くとい う観点 から茨城 県の企 業の魅 力をより 知って もらう 機会を作 る為
にも、地 元企業 を対象 としたイ ンター ンシッ プ制度の 拡大 (短 期でな く3ヶ月以 上の
長期も可 能とす る等 )も 検討を進 めてい ただき たいと考 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，
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。
平成 31 年 度（令 和元年度 ）から ，イン ターネッ トによ り，補 助教材の データ を県
の教育情 報ネッ トワー クでダ ウ ンロー ドでき るように してお り，各 学校にお いてタ ブ
レット端 末で使 用する など，よ り多く の学習 場面に対 応でき るよう にしてお ります 。
また ，県 立高等 学 校では ，生徒 の望ま し い勤労観 ，職 業観を 育 成するた め，就業体
験（イン ターン シップ ）を推進 してお り，平 成 30 年度は ，全て の 全日制高 等学校 で
実施して おりま す。さ らに，学校 と地元 企業 等が連携 し，学校 と企 業等との 両方で 専
門的な知 識や技 術・技 能を学ぶ デュア ルシス テムを，工 業高校 や商 業高校等 の専門 学
科だけで なく普 通科に も拡大し て実施 してお り，週１回 終日の 企業 での実習 を，年間
をとおし て実施 するな ど，長期間 にわた る企 業での実 習を通 じて，地元企業 で活躍 で
きる人材 の育成 を図っ ていると ころで す。
〔教育庁 〕

○

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 て大学内 に出向 いて行 う UIJ タ ーンセ ミナー や，県 内で活 躍す
る企業経 営者に 随行し 企業活動 の核心 を体験 できる「 経営者 随行イ ンターン シップ 」
の実施な どによ り，県 内企業の 魅力や 県内で 就職する メリッ トを発 信してお ります 。
〔産 業戦略 部〕
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○

次年 度から 小学校 において 全面実 施とな る次期 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，県 の副 読本の改 訂を進 め，取 り上げる 郷土の 先
人の数を 増やす など，内容の一 層の充 実を図 り，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，市町村 教育 委員会に 対して も，市 町村が作 成する 郷土に 関する副 読本の 内容
をさらに 充実す るよう 助言して まいり ま す。

○

毎年 行われ る地理 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 介して おり ，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，各学 校に おける補 助教材 の
活用を図 ってま いりま す。

○

長期 間にわ たる地 元企業等 におけ る実習 を通じて ，企業 の魅力 を知るこ とがで き，
より先進 の技術 等に触 れること や社会 性を身 に付ける ことも 可能な デュアル システ
ムの導入 拡大を ，引き 続き図っ てまい ります 。
〔教育庁 〕

○

学生 に対し て，県 内企業の 魅力を 的確に 伝えるこ とがで きるよ う，インタ ーンシ ッ
ププログ ラム等 の充実 について，引き続 き検 討してま いりま す。
〔産業 戦略部 〕
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令和元年 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。
また、 増加傾 向にあ る空き家 の利 活 用に向 けた県の 更なる 取組み について 要望い
たします 。
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， これま で 100 件以上の 物件を 掲載し て各市町 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や，都内に設置する移住相談窓口での情報提供を
進めてま いりま す。
〔政策企 画部・ 土木部 〕
対
応
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
政策企 画部

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 。
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、県総 合計画
に沿った 街づく りを継 続してい ただき たいと 考えます 。
【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〕

況
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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〕
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令和元年 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 育てに 係る費用 が経済 的な負 担と なっ てお
り、それ が少子 化の大 きな要因 となっ ていま 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。出 産費用 や幼児教 育・保 育の無 償化、低 所得新 婚世帯 のアパー ト家賃
補助等の 声も挙 がって おり、支給額 の減少 分 をそうい った別 の形で 活用する ことや、
中学生卒 業まで とされ ている支 給期間 の延長 等、県計 画の実 現に向 けた新た な経済
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 的支援体 制 の強 化＞
○ 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 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 。

現

【補助実 績等】
対象人数 ・金額
小

児

妊産婦

H26

H27

H28

（単 位：人， 千円 ）
H29
H30

受給者数

287,743

283,733

346,980

336,700

357,155

県補助金

2,232,139

2,566,351

2,727,938

2,967,702

2,901,727

受給者数

13,542

13,123

14,257

14,227

13,350

県補助金

387,643

378,827

383,055

424,669

414,381

況
○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
H26
H27
H28
H29
H30
受給者数
支給額（ 県負担 分）

224,553

221,295

217,747

214,346

210,014

7,315,712

7,171,425

7,030,340

6,877,566

6,730,394

（ 令和元 年 10 月末 時点）
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○保育所 等にお ける保 育料の無 償化・ 軽減状 況
10 月か らの幼 児教育 ・ 保育の無 償化に より， ３～５歳 児の保 育料は 無償化さ れて
います。
一方，３歳未満児のうち住民税非課税世帯は無償化されましたが，それ以外は世
帯年収や 子ども の数に 応じて保 育料が 軽減さ れていま す。
県では，これまでも国の制度を補完する形で，子育て世帯の経済的負担を軽減し
ていましたが，今年度より第３子以降の３歳未満児の保育料を完全無償化していま
す。
【保育料 の無償 化・軽 減の状況 】
区分

３
歳
未満児

第２子

第３子
以
降
３～５歳児

対

県の制度
(多 子 世 帯 保 育 料 軽 減 事 業 )
保育料
所得制限
年 収 約 360 万 円
半額
～640 万 円 未 満
無償

（撤廃）

参考（国の制度）
保育料

所得制限
半額
年 収 約 360 万 円 ま で
同時入所のみ半額
年 収 360 万 円 以 上
無償
年 収 約 360 万 円 ま で
同時入所のみ無償
年 収 360 万 円 以 上
（幼児教育・保育の無償化）

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
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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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
保健福 祉部
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４、「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
（2）人口 減少社 会に対 応した少 子化対 策
人口減少克服のためには、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 。一方 で待機 児童数は 2018年
(平成30年 )4月現 在にお いては 386人と前 年比減 少しては いるも のの、 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 。2020(令和2年)現 在での 待機児童 数ゼロ
を目標と する中 で、保 育施設の 更なる 整備と 並行して 県内企 業によ る事業所 内保育
施設の整 備への 継続 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 10 年間 で１万 人を超え る定員 枠の
拡大を図 ってお ります 。令和 元年度 におい て も約 1,700 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】
21～30 年 度（実 績）
269 ヶ所
10,512 人 定員増
元年度（ 見込）
36 ヶ所
1,700 人 定員増
【待機児 童数】
H25
待機児童 数（人 ）
215
保育所等 数（か 所）
497
利用児童 数（人 ）
46,549
※各年度 とも４ 月１日 の数

況
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H26
227
523
47,739

H27
373
641
50,487

H28
382
671
52,290

H29
516
691
53,643

H30
386
717
55,173

H31(R1)
345
752
56,380

＜企業主 導型保 育事業 の活用＞
○ 国の 企業主 導型保 育事業は，待機児 童の 解消を図 り，仕事 と子 育てとの 両立に 資す
ることを 目的と して平 成 28 年度 から実 施され ており， 国から 助成を 受けて運 営・整
備が行わ れてお ります 。
事業 の実施 に当た っては，自 社の従 業員 が利用す る「従業 員枠 」のみでの 運営の ほ
か，地域 住民が 利用す る「地域 枠」を 設けて 運営する ことも 可能と なってい ます。
【施設数 】
H28
H29
H30
施設数（ か所）
6
29
46
利用児童 数（人 ）
28
299
566
※各 年度と も３月 31 日の数
＜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。
＜企業主 導型保 育事業 の活用＞
○ 多様 な保育 の受け 皿の確保 策の一 つとし て，待機 児童の 解消に 一定の役 割を果 たし
ているこ とから ，事業 実施者や 市町村 と連携 し，利用 促進を 図って まいりま す。
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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 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 、前回 回答に お
いては、不妊相 談件数 自体は増 加して いるも のの、助 成実績 は減少 傾向にあ るとの 回答を
頂いてお ります。少子 化対策の 観点か ら出産 を希望す る夫婦 への更 なる助成 支援の 拡充に
より、不 妊治療 受診者 の経済的 負担軽 減を要 望いたし ます。

項

＜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
H25
H26
H27
H28
H29
H30
実人員（ 人）
1,750
1,776
1,888
1,763
1,731
1,732
延件数（ 件）
2,839
2,797
2,964
2,754
2,604
2,640
助成額（千 円）
361,571
359,726
393,865
479,660
486,975
524,785
【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
県単上乗 せ※
補 助 率
現
対 象 者

対象治療

況

助 成 額

○

国 1/2， 県 1/2
県 10/10
・治療開 始時に 法律上 の婚姻を してい る夫婦
・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
① 特定不妊 治療（ 体外受 精，顕微 授精）
(初回治療 が)39 歳まで 通算 6 回 ，40～42 歳ま で通算 3 回
② 特定不妊 治療に 至る過 程で実施 した男 性不妊 治療
① 特定
上限 15 万 円
上限 5 万 円
不妊治療
※1 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
※2 初回 に限り 上限 30 万円
(一部治療 対象外 )
(一部治療 対象外 )
※初回を 除く
※1 平成 29 年 10 月か ら実施
※2 平成 31 年 4 月 1 日 以降に治 療が開 始され たもの

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。

【R 元年 度開催 実績】 （ R 元.11 末現在 ）
日
時
場
所
令和元年 6 月 30 日（日 ） 茨城県開 発公社
令和元 年 12 月 22 日（日 ） つくば国 際会議 場

57

内容（テ ーマ）
プレコン セプシ ョン・ ケア
妊娠前か ら健康 状態を 向上させ るケア
不妊を克 服する （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
H25
H26
H27
H28
H29
H30
実件数（件）
127
118
112
91
107
94
延人数（人）
195
181
165
144
162
151
メール相 談
46
79
55
50
－
51
※H29 年 度は PC 不具合 により， 実績報 告不可

○

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。

対
応
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要
望
事
項

現

況

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、2018年10月31日現在 で累計 2,019組(前期比+157組)の成婚実 績に
繋がった 事、深 く感謝 いたしま す。ま た、 2018年11月よ り「い ばらき 結婚応援 パス
ポート」 の配布 を開始 するサー ビスの 強化も 見られま すが、 一方で 出会いサ ポート
会員数、 マリッ ジサポ ーター数 共に減 少して おり、引 き続き 、結婚 を希望す る若年
層に対し ての出 会いの 場の提供 と、更 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 。
○ しか し，近年，若 い世代の 価値観 の多様 化や婚活 離れの 進行な どにより，会員の 高
年齢化や 会員数 の減少 などの課 題も出 てきて いること から ，若い 世 代のニー ズに即 し
た新たな 結婚支 援のあ り方が求 められ ていま す。
○ この ため，今 年度，有識者や 若い世 代など で構成す る「結婚 支援 事業あり 方検討 会」
を開催するとともに，成婚実績の豊富な民間事業所の調査や先進県の調査などを行
い，若者が 結婚を ポジ ティブに 捉え，よ り早 いう ちか ら婚活 に参加 していた だける よ
うな仕組 みを検 討して おります 。
【活動実 績】（R1.11.30 現在）
・出会い サポー トセン ター会員 数： 2,480 人 （男性 1,525 人 ，女性 955 人）
・成婚数 （累計 ）： 2,164 組
・ふれあ いパー ティ開 催回数（ 累計） ： 3,632 回
・マリッ ジサポ ーター 数： 334 人（男 性 156 人，女性 178 人 ）
・出会い 応援団 体数： 24 団体

○
対
応

より 多くの 出会い の機会を 提供す るため ，若い世 代の価 値観に 寄り添っ たサポ ート
を行うた めの人 材の育 成強化や ，民 間ノウ ハ ウの積極 的活用 による 婚活のイ メージ ア
ップ，若者 が利用 しや すいマッ チング システ ムの導入 など，新 たな 施策を検 討して ま
いります 。
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４、「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
（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
を始めとした自然遺産や、歴史ある地方都市など沢山の魅力にあふれています。
県におか れまし ても総 合計画に おいて 「魅力 度 No1 プロジ ェクト 」 を掲げ、 平成 30
年 4 月 新設の 営業戦 略 部を中心 に地域 のＰＲ と観光振 興に注 力され ておりま すが、
その足元 の振興 に注力 されてお ります が、そ の足元の 状況を 確認さ せて頂く と共に、
より一層 の取り 組み強 化をお願 いした く以下 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・Ｐ Ｒ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 るとのこ とで、 2018年 度のメデ ィア取 り上げ 実績 820件 (前年
度対比37件増)、 同広告 換算額も 約 7９億 円(前 年度対比41億円)増と県 外に向け た大
幅な広報 ・ＰＲ 強化が 図れてお り、引 き続き 、積極的 に本県 の魅力 を発信し て頂く
と共に総 合計画 におい て、海外 からの 観光ツ アー数、 観光地 点等入 込客数、 宿泊観
光入込数 等につ いて 2021年までの 増加目 標が設 定されて いるこ とから 、その進 捗状
況の広報 を要望 いたし ます。
【県の魅 力発信 】
昨年 11 月 に策定 した「 茨城県総 合計画 」にお いて、「 魅力 度 No1 プ ロジェク ト」を
政策のひ とつと して掲 げ、観光誘 客、県産品 のＰＲを 重点的 に情報 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
・首都圏及び関西圏等のメディアに対し、観光や食、イベントなど本県の魅力ある
情報を提 供
〔メディ ア取り 上げ実 績〕
平成 30 年 10 月 末 掲 載件数 789 件 （うち ＴＶ78 件 ）広告 換算額 約 83 億 円
令和元年 10 月 末 掲 載件数 844 件 （うち ＴＶ55 件 ）広告 換算額 約 70 億 円
【観光面 におけ る誘客 促進】
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 。
○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 684 万 件(H30 年度計)）
・H30 年 度に観 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 （令和元 年 12 月 １日現 在）
・テレビ ２番組 （関東 キー局）
・雑誌３ 誌、Web サイ ト２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（ 令和元年 12 月１ 日現在 ）
・首都圏 におけ る観光 キャンペ ーンの 実施（ 19 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 ２回、 沖縄１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 20 本 、669 人 送客(令 和元 年 12 月 １ 日 現 在 ・
実績ベー ス)）
○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
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さらに 、イン バウン ド に関して は、ＰＲ・情 報発信の 加え 、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
・国・地 域の特 性を踏 まえた誘 客プロ モーシ ョン
・外国ク ルーズ 船にお ける寄港 地観光 の推進
○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
・YouTuber 等の インフ ルエンサ ーを活 用した 動画配信 などの 情報発 信
・都内ホ テルの コンシ ェルジュ を活用 した情 報発信
【県計画 の数値 目標に 関する進 捗状況 につい て】
海外か らの観 光ツア ー数、観光 地点等 入込 客数、宿泊 観光入 込数 等の県計 画にお ける
観光関連 の数値 目標の 進捗につ いては ，県の ＨＰ等で 公表い たしま す。
また， 毎年， 観光客 動態調査 の結果 につい ても，県 のＨＰ 等で公 表してお ります 。
〔数値 目標の 進捗状 況〕
海外 からの 観光ツ アー催行 数 [2017] 2,721 ツアー → [2018] 3,442 ツア ー
観光 地点等 入込客 数
[2017] 6,128 万人
→ [2018] 6,184 万人
宿泊 観光入 込客数
[2017]
512 万人
→ [2018]
495 万人

対
応

【県の魅 力発信 】
○ 県民に向けた郷土の魅力の積極的な発信や、国内外のメディアへのパブリシテ
ィのほか 、テ レビや イ ンターネ ットメ ディア など映像 メディ アを効 果的に活 用し、
季節旬に応じた茨城の観光資源（絶景・食）や特産品（県オリジナル品種・地域
ブランド ）など の情報 をターゲ ットに 応じて 戦略的に 発信し てまい ります。
【観光面 におけ る誘客 促進】
○ 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本
県の魅力ある観光資源について、国内外の観光客に向 けて、多様な広報媒体を活
用しなが ら積極 的に情 報発信し てまい ります 。
○ 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 じて発信 してま いりま す。
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４、「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
（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
を始めとした自然遺産や、歴史ある地方都市など沢山の魅力にあふれています。
県におか れまし ても総 合計画に おいて 「魅力 度 No1 プロジ ェクト 」 を掲げ、 平成 30
年 4 月 新設の 営業戦 略 部を中心 に地域 のＰＲ と観光振 興に注 力され ておりま すが、
その足元 の振興 に注力 されてお ります が、そ の足元の 状況を 確認さ せて頂く と共に、
より一層 の取り 組み強 化をお願 いした く以下 を要望い たしま す。
②新たな 観光資 源の誘 致・発掘 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。こ ちらに 関して も営業戦 略部が
中心にな り(3)① と同様 に尚一層 の取り 組み強 化を要望 いたし ます。
【競争力 の高い 魅力あ る観光地 域づく り（地 域資源の 開拓） 】
偕楽園 や筑波 山など の県内の 観光資 源につ いて、市町 村や民 間等 と連携し、魅力向 上
に取り組 んでい ます。
○偕楽園 ・歴史 館エリ アの観光 魅力向 上
・現状分 析と課 題整理
・民間ア イデア による 観光振興 方策の 提案 等
○筑波山 ・霞ヶ 浦エリ アの観光 連携
・登山道 案内板 のガイ ドライン 作成
・土産物 ・地元 グルメ 開発支援
・エリア 内の各 観光ス ポットを 巡るツ アー造 成 等
○茨城県 フラワ ーパー クの大規 模リニ ューア ル
・令和３ 年度オ ープン に向けた 基本設 計
・ワーク ショッ プ施設 の改修工 事 等
【新たな 観光需 要の喚 起】
日本版Ｄ ＭＯで ある県 観光物産 協会や 市町村 等と連携 して、観 光需 要を喚起 し、稼げ
る観光地 域づく りを推 進してい ます。
○魅力あ る観光 地域づ くり
・宿泊施 設の魅 力向上 に向けた 専門家 コンサ ルティン グの実 施
・魅力的 な映画 作品へ の支援
○本県の 特性（ 強み） を活かし た国内 誘客促 進
・大学生 観光ま ちづく り コンテ ストの 開催
・絶景を テーマ とした フォトコ ンテス トの開 催
・大洗サ ンビー チでの キャンプ イベン トの開 催
○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
・第３回 茨城お みやげ 大賞の開 催、入 賞商品 ＰＲ
【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
・国・地 域の特 性を踏 まえた誘 客プロ モーシ ョン
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・外国ク ルーズ 船にお ける寄港 地観光 の推進
○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
・ゴルフツーリズム、酒蔵ツーリズム、祭りなど、体験型アクティビティを活用し
た観光需 要の創 出
○受入体 制の充 実
・外国人 観光客 受入体 制整備支 援等に よる多 言語表記 の推進 及び Wi-Fi 環境 の整備
促進への 補助
○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
・YouTuber 等の インフ ルエンサ ーを活 用した 動画配信 などの 情報発 信
・都内ホ テルの コンシ ェルジュ を活用 した情 報発信
・外国人 旅行者 向けの 県内周遊 タクシ ーの試 験的運行
【競争力 の高い 魅力あ る観光地 域づく り（地 域資源の 開拓） 】
○ 民間事業者のアイデアを取り入れ、偕楽園・歴史館エリア観光魅力向上構想の
具現化、フラワーパークの本格的な改修工事など、引き続き観光資源の磨き上げ
に取り組 んでま いりま す。
対
応

【新たな 観光需 要の喚 起】
○ 本県 の強み である 農産物や 自然環 境を背 景とした 、食（ グルメ ）、お土 産、ア
クティビ ティを テーマ としたコ ンテン ツの創 出や情報 発信の 強化を 通じて、 新た
な観光需 要を喚 起して まいりま す。
【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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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
農林水 産部

要
望
事
項

現

況

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 3 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、同時に耕作
放棄地も 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 .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
前回要望 への回 答にあ りました 、ＩＣ Ｔやロ ボ ット等 先端技 術の活 用支援の 為の
「先端技 術活用 プロジ ェクト」 での取 り組み 等に加え 、県総 合計画 に記され た農業
の成長産 業化等6つの項 目を施策 として 掲げ農 林水産業 振興を 進めて 頂いてお りま
すが、そ の具体 的な取 組状況と 県総合 計画に て目標設 定され ており ます農地 集積率
等の各種 目標値 に対し ての進捗 状況の 確認と 共に、今 後の具 体的な 方策につ いての
広報を要 望いた します 。
【先端技 術活用 プロジ ェクトや 農林水 産業主 要施策に ついて 】
１．先端 技術活 用プロ ジェクト の取組 状況
○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，
ＩＣＴ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。
○①大規模水田農業では，国で進めている「スマート農業加速化実証」に参画し，
大規模水田経営体における省力化を実現するため，スマート農機やＩＣＴを活用
した実証試験を行っています。また，②施設野菜類では，収量向上のた め，トマ
トやキュウリの実証ほ場を設置し，環境制御装置を活用した栽培管理の実証を行
っています。さらに，③ロボット技術利用では，ドローン等の活用について，い
ばらき農 業アカ デミー を通じて ，多く の生産 者に情報 提供を 行って います。

２．農林 水産業 主要施 策の取組 状況
（１）農 業の成 長産業 化
○農 地の集 積・集 約化と生 産基盤 づくり
・平成 26 年 4 月に茨 城県農林 振興公 社を農 地中間管 理機構 に指定 し，農地 中間
管理事業を活用して機械作業の効率化や規模拡大を目指す担い手への農地の
集積と集 約化を 進めて おり，平成 30 年 度まで に，延べ約 9,400ha の 農地が担
い手に集 積され ていま す。
・また，水田，畑とも に，地域の 担い手 への 農地集積 を要件 として ，水田の大 区
画化や畑地の区画整理・かんがい施設の整備等を推進しています。令和元年
10 月現在 ，下桜 井地区 など５７ 箇所で 整備を 実施して います 。
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（２）未 来の農 業のエ ンジンと なる担 い手づ くり
○優れた 農業経 営者の 育成
・本県農 業を牽 引する 優れた経 営感覚 と技術 力を備え た農業 経営者 を育成す るた
め，「いば らき農 業ア カデミー 」を 開講し ，高度な経 営力と 最新の 技術力が 身
につく学 びの場 を提供 し ていま す。
・平成 30 年度は ３１の 講座を開 催し， 延べ 6,034 人が 受講し ていま す。
○農業参 入等支 援セン ターにお ける支 援
・農業経営の 法人化 や 規模拡大 ，第 三者へ の 経営継承 ，農 業分野 へ の企業参 入等
に係る相 談窓口 を設置 し，相談内 容に応 じた支 援方針の 策定や 支援チ ームによ
る専門家 の派遣 を行う など，農業 経営体 の課 題解決を 支援す るとと もに，農業
分野への 企業参 入を推 進するこ とによ り，雇用 就農等新 規就農 者の受 け皿とな
る農業経 営体を 育成し ておりま す。
・平成 30 年度は ，53 の農業経 営体に 専門家 を派遣し ， 9 経 営体が 法人化し た。
また，農 業分野 への参 入を希望 する企 業 47 法 人の相談 に対応 し， 3 法人が農
業に参入 しまし た。

現

況

（３）林 業の成 長産業 化
○林 業経営 の自立 化
・自立し た林業 経営を 促進する ため，林業経 営の集約 化に取 り組む 経営体に 対し
間伐や再 造林等 の森林 整備や，効 率的な 森林整 備を可能 とする 高性能 林業機械
の活用を 支援す るとと もに，県 が整備 する森 林資源情 報を提 供して います。
（４）水 産業の 成長産 業化
○漁 業の経 営強化
・沿岸漁 業にお いては ，収益性 の高い 経営へ の転換を 促すた め，経 営の法人 化や
経営者マ インド の醸成 ，経営 規模の 拡大を 支 援するほ か，漁船等 機 器の取得 や
更新を支 援して います 。
（５）県 食材の 国内外 への販路 拡大
※ 要望事 項４（ ４）②の 頁参照
（６）美 しく元 気な農 山漁村の 創生
○都市農 村交流
・都 市農村 交流 実践者等 で組織 する「 茨城むら まちネ ット」の活動支 援や研 修会
の開催を 通じて，取組 推進を図 ってい ます。また，海外 の旅行 会社 を招いた モ
ニターツ アーを 実施し ，農泊を 推進し ていま す。
○鳥獣被 害対策
・野生鳥獣 による 農作 物被害防 止対策 を推進 するため，市町村 等が 実施する 農作
物被 害防 止対 策 を支 援 する とと もに ， ICT等 を 活用 した 捕獲 の モデ ル 事業 や，
市町村担 当職員 等が参 加する研 修会の 開催に 取組んで います 。
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【県総合 計画に おいて 目標設定 されて いる各 種目標値 の進捗 状況】
指標名
担い手へ の農地 集積率
現

６次産業 化関連 事業の
年間販売 金額
新規就農 者数（45 歳未 満）
林業産出 額

況

海面漁業 １経営 体あた りの
漁業収入
東京都中 央卸売 市場に おけ
る県産青 果物シ ェア
野生鳥獣 による 農作物 被害
金額

基準値（ 年）
32.8％
（2017）
469.6 億 円
（2016）
328 人/年
（2016）

目標値（2021）

74 億円（ 2016）

82 億円

4,800 万 円
（2016）
10.6％
（2017）
580 百万 円
（2016）

54.9％
561.8 億 円
440 人/年

6,430 万 円
11.0％以 上
450 百万 円以下

現状値（ 年）
34.2％
（2018）
478 億円
（2017）
346 人/年
（2017）
73.4 億円
（2017）
6,980 万 円
（2017）
10.0％
（2018）
602 百万 円
（2017）

【先端技 術活用 プロジ ェクトや 農林水 産業 主 要施策に ついて 】
１．先端 技術活 用プロ ジェクト
・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
てまいり ます。
・特に， イチゴ 栽培に おいて， 農研機 構の知 見をもと に AI を 活用 した栽培 支援シ
ステムの 開発に 取り組 んでまい ります 。
・また，次 年度も 引き 続き，大 規模水 田経営 体におい てスマ ート農 機やＩＣ Ｔによ
る省力技 術を実 証する 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 てまい ります 。
対

応

２．農林 水産業 主要施 策
（１）農 業の成 長産業 化
○農 地の集 積・集 約化と生 産基盤 づくり
・水 田にお いて は，作業の 効率化 によ るコスト 削減と 規模拡 大による 所得向 上を
目指し，100 ヘク ター ル超規模 の水稲 経営体 を短期間 で育成 する「 茨城モデ ル
水稲メガ ファー ム育成 事業」を推 進して まい ります。水 稲メガ ファ ーム育成 事
業実施地 区以外 の水田 地域や畑 作地域 におい ては，農地中 間管理 事 業の地域 集
積協力金 を活用 した集 積を推進 してま いりま す。
・ま た，大規 模 経営を目 指す担 い手を 育成する ため ，農 業者 の費用負 担を求 めな
い農地中 間管理 事業活 用型のほ 場整備 事業に より，水田 では大 区画 化を，畑地
では区画 整理と かんが い施設の 整備の 加速化 に取り組 んでま いりま す。
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（２）未 来の農 業のエ ンジンと なる担 い手づ くり
○優れた 農業経 営者の 育成
いばら き農業 アカデミ ーにお いて ，経営・財務・労務 管理 等，経 営者と して必
要な知識 を学ぶ リーダ ー農業経 営者育 成講座 や，経営 者マイ ンドを 醸成させ るヤ
ングファ ーマー ズ・ミ ーティン グを開 催し ，儲かる農 業を実 現でき る若手農 業経
営者を育 成して まいり ます。
○農業参 入等支 援セン ターにお ける支 援
将来の経 営発展 に意欲 のある農 業経営 体に対 し，専門 家派遣 等によ り 課題解決
を支援し 強い農 業経営 体を育成 すると ともに ，農業参 入を希 望する 企業を対 象
に，セミ ナーの 開催や ，参入候補 地との マッチ ングを実 施する ことに より企業 参
入を促進 してま いりま す。
また，農 業無業 職業紹 介事業を 実施し ている（公社）茨城県 農林振 興公社と 連
携し，農 業経営 体を支 える雇用 就農者 （従業 員）の確 保を支 援して まいりま す。

対

（３）林 業の成 長産業 化
○林業経 営の自 立化
林業経営 の集約 化に取 り組む経 営体に 対し ，間伐や再 造林等 の森林 整備や ，効
率的な森 林整備 を可能 とする高 性能林 業機械 の活用を 支援す るとと もに，人 工林
の材積な ど森林 資源に 関する情 報を県 が収集・整理 し ，当該 経営体 に提供す るこ
とにより ，自立 した林 業経営を 促進し てまい ります。
（４）水 産業の 成長産 業化
○漁業の 経営強 化
沿岸漁業 者にお ける家 族経営か ら法人 経営へ の転換を 促進す るほか ，漁業 者等
が行う漁 獲物の 鮮度改 善や，漁 業協同 組合が 行う高付 加価値 化の取 組拠点と なる
施設の整 備を支 援し， 漁業の経 営強化 を図っ てまいり ます。
（５）県 食材の 国内外 への販路 拡大
※ 要望事 項４（ ４）②の 頁参照

応

（６）美 しく元 気な農 山漁村の 創生
○都市農 村交流
研修会や実践者のネットワーク化などを通じて都市農村交流を推進していく
とともに ，地域 資源を 活用しな がら観 光とも 連携した 農泊な どの取 組を推進 し，
農山漁村 の活性 化を図 ってまい ります 。
○鳥獣被 害対策
引き続 き，市町村 等 が実施す る捕獲 活動や 侵入防止 柵の設 置等の 農作物被 害防
止対策を 支援す るとと もに，ICT 等 を活用 し た捕獲技 術の実 証や，対策を指 導す
る人材育成に取組み，野生鳥獣による農作物被害防止対策を推進してまいりま
す。

【今後の 具体的 な方策 に関する 広報に ついて 】
○引き続き県ホームページや広報媒体による情報発信を行うほか，施策に特に関わ
る関係機関や関係者に対しては，施策について直接説明を行うなど，丁寧な周知
に努めて まいり ます。
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令和元年 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
（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 3 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、同時に耕作
放棄地も 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 .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。こ
ちらに関 しても 営業戦 略部を中 心に HP・SNS・メディア 等を通 じての 情報発信 、ジェ
トロ茨城 を始め とした 海外販路 拡大へ の支 援 体制を強 化によ り、農 水産物の 輸出額
は大幅に 増加し ている とのこと であり 、大変 感謝して おりま す。引 き続き本 県産出
品の魅力 を最大 限発揮 するため の取り 組み強 化を要望 いたし ます。
【県内外 への販 路拡大 】
○ 首都圏や関西地区等での各種イベントや、ホームページ、ＳＮＳ、メディア等
を活用し た情報 発信を 行ってい ます。また、梨の「恵 水」、豚肉の「常陸の 輝き」
に施策を集中させ、トップブランドに育成することにより、県産農林産物全体の
イメージ アップ につな げてまい ります 。
○ 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、
特に東京 都中央 卸売市 場におけ る本県 産農産 物取扱高 シェア は 15 年 連続 1 位 とな
りました。また、梨「恵水」は都内高級果実店で日本一の価格で販売、豚肉「常
陸の輝き」はミシュランガイド掲載店での採用など、高級品としてのイメージが
浸透しつ つあり ます。
（参考） 各市場 におけ る本県青 果物取 扱高の シェア率
H23
H24
H25
H26
H27

現

況

(％)
H28

H29

H30

東京

9.2

9.4

10.0

9.5

10.0

10.5

10.6

10.0

大阪

1.8

1.7

1.9

1.7

2.1

2.5

2.3

2.4

北海道

5.0

5.6

5.5

5.4

6.0

6.8

7.0

6.7

【海外へ の販路 拡大】
○ 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。
○ また 、輸出 コーデ ィネータ ーや水 産物輸 出促進員 の設置 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 。
○ これ らの取 組によ り、平 成 30 年 度の農 産 物の輸出 金額は 約 5.5 億円と前 年度の
およそ 1.7 倍に 増加し 、水産 物の輸 出金額 も H29 年の約 63 億 円から H30 年は約 67
億円と、 順調に 増加し ていると ころで す。
本県農林 水産物 等の輸 出金額の 推移

農産物
青果物
米
常陸牛
水産物

H28 年度

H29 年度

129
71
16
42
4、658

320
123
15
182
6、335

（単位 ：百万 円）
H30 年度
（対前年(%)）
546(171)
201(163)
85(567)
260(143)
6、729(106)
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主な輸出 先

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾀｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ
ｱﾒﾘｶ、香 港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
ﾀｲ、ｱﾒﾘｶ、ﾍﾞﾄﾅﾑ
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

〔営 業戦略 部〕

【県内外 への販 路拡大 】
○ 今後とも、品目を絞ったブランド化、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、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 。
〔営業戦 略部〕
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
警察本 部，県 民生活 環境部

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、更に 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。
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 、死亡 事故共 に減少。死亡事 故につ いては 2年 連続 で
減少して きてお ります が、全国 的に死 亡事故 が減少し た中、 依然と して当県 はワー
スト10位 となっ てしま っており ます。 また、 全国的に 見て、 第一当 事者が 65歳以上
の事故も 前年よ りも構 成率が増 加 して おり、 高齢者ド ライバ ーの問 題も大き な課題
となって います 。更な る事故防 止を図 るため には、引 き続き の啓発 活動の充 実に加
え、自動 ブレー キ搭載 車両の普 及促進 支援や 、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 支援も有 益と考 えます 。
交通安 全運動 や教育 と合わせ 、新技 術導入 も含めた 総合的 な取り 組みが必 要と考
えます。

【交通事故情勢】
○ 交通事故（人身事故発生件数及び交通事故死者数）データ
H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 ※
6,751
人身事故発生件数
12,534 11,613 10,455
9,679
8,682
95
交通事故死者数
132
140
150
143
122
※R1 年は R1 年 11 月末現在の数値

現

【交通マナー指導の強化】
○ 県では，茨城県交通対策協議会（ (一社)茨城県経営者協会を含め 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
R1.5.11～5.20
②夏の交通事故防止県民運動
R1.7.20～7.31
③秋の全国 交通安全運動
R1.9.21～9.30
④年末の交通事故防止県民運動 R1.12.1～12.15
（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
R1 年度 24,000 部
②交通安全ポスターの配布
R1 年度 10,000 部
（３）交通安全県民大会の開催
①日
時：R1.11.21
②場
所：県庁舎 9 階講堂
③参加者数：358 名
【高齢運転者の交通事故防止】
○ 老人クラブ等，高齢者の団体に対しドライブレコーダーの貸出を行い，日常の
運転を記録してもらった後，その映像を教材とした交通安全教室を開催し，危険
な運転の確認，加齢に伴う身体機能の低下等を確認してもらいながら，運転のア
ドバイスを行います。
※R1 年度･･･４市町４団体 計 115 名（ドライブレコーダー設置者：計 31 名）
（申込団体数 計６市町８団体） ※10 月末現在
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【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
・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〕

○

況

警察では、各種広報資料等の作成時に、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
関する内容を取り入れているほか、高齢運転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説明を実施するなど、安全運転サポート車の普及啓発
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
体験乗車実施
11 回 369 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。
【高齢運転者の交通事故防止】
○ 高齢 団体に 呼びか け，より 多くの 高齢ド ライバー にドラ イブレ コーーダ ーの映 像を
活用した 交通安 全教室 に参加し てもら い，自 分の運転 状況を 再確認 し，安全運 転意識
の高揚を 図って まいり ます。
○ 後付けの踏み間違い時加速抑制装置の体験試乗や実車による安全運転講習など
を内容とした体験的，実践的な交通安全教室を開催し，高齢ドライバーの事故抑
止を図ってまいります。（R1 年度は 12 月 9 日に開催予定）
対
応

【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。
○ 後付けの踏み間違い時加速抑制装置の体験試乗等を講習内容とした高齢運転者
向けの交通安全教室を開催し，安全運転支援装置の情報提供に努めてまいります。
〔県民生活環境部〕
○

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、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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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
警察本 部，県 民生活 環境部

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、更に 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。
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
昨年の 全国の 刑法犯 認知件数 は 16年 連続で 減少し戦 後最少 を更新 する中、 本県に
おきまし ても同 様に 16年連続で 刑法犯 認知件 数は減少 してお ります 。
これは、 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 による もので あり、日 頃より のご尽 力に感謝 いたし ます。
しかしな がら、 件数内 訳を見る と近年 では、 児童虐待 や DV相 談件数 について は増
加してお り、当 県の認 知件数自 体も依 然高い 水準にあ ること からも 、引き続 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】
○ 県内における令和元年中の刑法犯認知件数は、 10 月末で 16,737 件であり、前
年比で 2,147 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。
○ 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、通学路における子供が被害者となる犯罪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実態に応じたパトロール活動を推進し
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、広報紙やパトロールカードの配布により地域の安全に
関する情報発信に取り組んでおります。
○ 県内における平成 30 年中の DV 認知件数、児童虐待事案における検挙件数・人
員がともに過去最多となっております。県警察では、被害者等の安全確保を最優
先に、迅速かつ的確な対処を徹底しております。
〔警察本部〕
【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：令和元年 10 月 11 日
②場
所：ＪＲ水戸駅北口南口ペデストリアンデッキ
③参 加 者：42 団体 約 190 名
（２）「ロックの日」街頭キャンペーン
①日
時：令和元年 6 月 9 日
②場
所：ファッションクルーズ
③参 加 者：35 団体 約 100 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
令和元年度 3 回（R1 年 10 月末現在）
・防犯に関する講座の開催 令和元年度 1 回（R1 年 10 月末現在）
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○防犯関係（刑法犯認知件数）データ
H26 年 H27 年 H28 年 H29 年
H30
R1 年 ※
刑法犯認知件数
30,502 29,085 26,607 24,809 22,550
16,737
※R1 年は 10 月末現在の数値（暫定値）
〔県民生活環境部〕

○

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
応
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令和元年 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、更に 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。
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 土浦駅北 口、神 立駅周 辺が再開 発事業
を実施し ていま すが、 その他地 域に関 しても 県主導に よる駅 前再開 発への積 極的な
支援継続 を要望 いたし 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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令和元年 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、更に
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 。
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 、空き 家の増 加が今後 大きな 問題と なってい くと思
料します 。空き 家は周 辺住民の 防災・ 衛生の 面や、街 がスポ ンジ化 する事に よる、
当該地域 の魅力 低下に も大きな 影響を 及ぼし ます。県 におき まして 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
等各市町 村に周 知して いる との ことで はあり ますが、 現状に おける 空家等対 策の進
捗の状況 の確認 をさせ ていただ くと共 に、よ り一層の 取り組 み強化 を要望い たしま
す。
令和元年 10 月 1 日現在 ，県内 38 市町村 で空家 等対策計 画が策 定され ， 36 市町 村
において 協議会 が設置 されてお ります 。
また ，31 市 町村に おいて， 空き家 バンク が設置さ れ，空 き家の 改修費補 助など 地
域の実情 に応じ た助成 制度と併 せて ，空き 家 の利活用 に関す る取り 組みが進 められ て
おります 。
更に，6 市 におい て 特定空家 等に対 する行 政代執行 等の措 置が実 施されて おりま す。

況

引き続き，県内外の参考となる取組を市町村に情報提供するなど空き家対策の取
組を支援 してま いりま す。

対
応

75

令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
保健福 祉部

要
望
事
項

現

況

対
応

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
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ると共に、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。
しかしな がら、依然と して本県 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ており、医療体制の地域
偏在が益 々深刻 となっ ている状 態にあ ります 。
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、 医療機 関が不 足への要 望が挙 がって おります 。
これまで 医療関 連の要 望が例年 多く挙 がって いた鹿行 地区に 関して は、 H31年 4月
での拠点 病院の 再編統 合や ICT活 用によ る遠隔 治療サポ ートの 導入等 ご尽力い ただ
いたこと により 、要望 の減少が 見られ ます。 しかしな がら、 今年度 において は、県
北地区か らの「 医療過 疎化によ り、県 立中央 病院 (特に 婦人科 )への 負荷が増 大して
いる。」 「医師 の地域 偏在の解 消のた め基幹 病院から の研修 医派遣 等による 地域医
療に従事 する医 師の確 保をして 欲しい 。」等 の声も挙 がって おり、 依然とし て県内
での医療 機関不 足は続 いている 状況で す。引 き続き、 県内全 域で連 携しＩＣ Ｔ等の
先端技術 の活用 と合わ せ、県民 いずれ 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 。
県では，各 医療圏 の診 療や医師 の指導・教育 の拠点と なる中 核的医 療機関や，各医療
圏の実情 等から それを 補完する 連携病 院によ るネット ワーク を構築 し，県内全 域で，質
の高い政 策医療 を提供 できる医 療提供 体制の 構築を進 めてい るとこ ろです。
まず，救 急・周産期 などの政 策医療 を担う 地域の中 核的医 療機関 の医師の 確保を 図る
ため，５ 医療機 関・１ ６人を最 優先で 医師確 保すべき 医療機 関・診 療科とし て選定 し，
令和２年 9 月を 期限と して重点 的な医 師確保 に取り組 んでお り，令 和元年 12 月まで に，
日立製作 所日立 総合病 院の産婦 人科医 ４名及 び小児科 医１名 ，常陸 大宮済生 会病院 の内
科医２名，神栖済 生会 病院の整 形外科 医１．５名の計 ８．５名 の確 保につな げたと ころ
です。
また，本県ドクターヘリの運航や他県ドクターヘリとの広域連携・共同運航に加
え，令和元年７月から県防災ヘリによる補完的運航を新たに開始し，重篤な症状の
救急患者の搬送時間の短縮等に効果がみられております。
さらに，ＩＣＴを活用した遠隔医療については，平成 30 年度に県北地域で整備し
た成果を踏まえ，令和元年度は，医療資源の不足が顕著な地域の医療提供体制を補
う有効な手段の一つとして，県西地域・鹿行地域での整備を進めているところであ
り，今後も，各地域のニーズ等を踏まえて，各医療圏の拠点となる病院間のネット
ワーク構築を推進していきます。

県北・県央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，最優先で取り組む医療機関・診療科の医師の一刻も早い確保とと
もに，地域の医療機関の機能分化・連携強化を推進し，さらなる医療提供体制の充
実に努めてまいります。
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
保健福 祉部
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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
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ると共に、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。
しかしな がら、依然と して本県 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ており、医療体制の地域
偏在が益 々深刻 となっ ている状 態にあ ります 。
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 学等の 県内誘 致と医師 ・看護 職員不 足の解消 への取 り組み
「産科の 充実に よる少 子化対策 も踏ま え、茨 城大学に 医学部 を新設 して欲し い」
との声も 挙がっ ており 、地域活 性化の 観点か らも大学 誘致の 要望は 多く寄せ られて
おります 。県に おかれ ましては 、県内 におけ る医師確 保のた め、昨 年度より 新たに
「県外か らの医 師確保 強化事業 」を開 始され ましたが 、現状 での具 体的な進 捗状況
を確認さ せて頂 きたい と考えま す。
また、 医師、 看護職 員の確保 と共に 薬剤師 の地域偏 重の解 消、医 学部等の 新設、
誘致に関 する規 制緩和 への継続 的取り 組みを 要望いた します 。

県では，平成 30 年２月の「茨城県医師不足緊急対策行動宣言」に伴う政策パッケ
ージにより，総合的な医師確保対策に取り組み，あらゆる方策を講じながら，医師
不足の抜本的解決を図るとともに，平成 30 年９月には，産婦人科や小児科，救急な
ど特に早急な対応が必要な「最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科」とし
て５医療機関・16 名を選定し，２年以内の医師確保の実現に向け，寄附講座の設置
等による県外からの医師確保に取り組んでいるところです。
さらに，本年６月からは，補正予算による追加対策を実施するなど，県外からの
医師確保の強化を図ったところであり，本年 11 月までに３医療機関の計 8.5 名の確
保につなげたところです。
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，中央要望や全国知事会等の機会を通じて要望・提言を行い，国に対し
て規制緩和を働きかけているところです。

況

茨城県内 の薬剤 師は，ト ータルで 約 6600 人（全 国第 12 位 (平成 28 年 12 月 31 日 現在)）
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 200 名，今年は 179 人
（全国第 15 位） となっ ており， 全体的 には充 足してい る状況 です。
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。
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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，国へ働きかけてまいります。
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 職 員 の 確 保 に 向 け ， 関 係 団 体 と 連 携 し な が ら 看 護 職 員 の 養 成 促 進 を は
じめ各種 施策に 取り組 んでまい ります 。
また，看護 学校の 新設 につきま しては，施設 整備に係 る補助 金の活 用など制 度に関 する
助言を行 ってま いりま す。
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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。また 、平成 30 年 度にお いても 全国的に 大雨等
の災害も多発しており、先々での大型地震の発生等も懸念されている中、依然とし
て防災・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
県におか れまし ては、 「復興み ちづく りアク ションプ ラン」 に基づ き、イン フラ
整備を進 めてい ただい ておりま すが、 鹿島・ 神栖地区 におい て豪雨 時に道路 冠水が
頻発して いると の声も 寄せられ ており 、そう いった被 害の多 い地区 の優先的 な対応
も含めて 、引き 続き橋 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や側溝未整備箇所における路面冠水
により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，被災の
頻度や規模などを考慮して防災，減災，国土強靭化のための 3 か年緊急対策予算
などを活用し，冠水対策を実施しているところです。
【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】
＜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。
【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
面冠水の解消を図ってまいります。
【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。
【堤防】
＜河川堤 防の整 備強化 ＞
令和元 年台風 第１９ 号等で被 災した 堤防の 本格的な 復旧を 進める とともに ，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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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
防災危 機管理 部

要
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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。また 、平成 30 年 度にお いても 全国的に 大雨等
の災害も多発しており、先々での大型地震の発生等も懸念されている中、依然とし
て防災・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 一昨年度 、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等から，
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。
一昨 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， 国（内閣府）において，国・都道府県・市町村
が物資に関する情報を共有することや，各避難所の必要とする物資情報を把握す
ることなどができるシステムを現在構築中であり，本県としても，同システムを
活用する 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 。
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
防災危 機管理 部

要
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対

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。また 、平成 30 年 度にお いても 全国的に 大雨等
の災害も多発しており、先々での大型地震の発生等も懸念されている中、依然とし
て防災・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。
県におか れまし ては、 「災害対 応支援 チーム 」の派遣 を行う 等体制 強化にご 尽力頂
いており ますが 、引き 続き、イ ンフラ 整備、 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 周知を 要望いた します。
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，災害対策 基本法 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 開始した ところ であり ，この度 の台
風第 19 号 におい ては， 延べ 99 名 が５市 町の被 災地に派 遣され 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 ほか，台風第 19 号では ，防 災 関係機関 から最
大で 26 機関 72 名の リ エゾン等 が県へ 派遣さ れ，協力し て災害 対応に 当たりま した。。

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，市町村とともに充実・強化を図ってま
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。
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令和元年 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。また 、平成 30 年 度にお いても 全国的に 大雨等
の災害も多発しており、先々での大型地震の発生等も懸念されている中、依然とし
て防災・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 。
④ＢＣＰ 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。BCP策定にあ たって は、企 業自らが 大規模 災害の 備えを行 うこと
が重要で あると いう見 解は理解 できま すが、 一方で、 帝国デ ータバ ンクによ る 2018
年5月調査 では 、茨城 県 内の BCP策 定・認定取 得 企業は 16.2%、策定意 向 企業を含 めて
も45%と半 数以下 となっ ているこ とが現 状です 。県にお かれま しては 、上記現 状と こ
れまでに 本県に おいて 災害多発 してい ること も踏まえ た上で 、商工 会議所や 市町村
との連携 や策定 企業を 対象とし た利息 等費用 の一部補 助のあ る県制 度融資制 度の設
立といっ たBCP認 定取得 促進支援 検討を してい ただきた いと考 えます 。 BCP策定 県内
企業の増 加は、 その企 業のみな らず、 県全体 での災害 に対す る対応 力を高め ること
にも繋が ること であり 、積極的 な支援 を要望 いたしま す。

○

事業継続計画，いわゆるＢＣＰにつきましては，国が策定し た「中小企業ＢＣ
Ｐ策定運用指針」の活用や，今年度から新設された防災・減災対策に取り組む中
小企業を国が認定する「事業継続力強化計画」の周知広報に取り組んでおります。
また，県においては，平成 23 年度から５か年にわたり実施した「茨城県ＢＣ
Ｐ策定支援事業」による中小企業のＢＣＰ策定事例の紹介や，商工会等がＢＣＰ
に関するセミナー等を開催する場合の経費補助により，中小企業への普及啓発や
策定支援に取り組んでおります。

○

ＢＣＰ策定に伴い， 施設等 の整備 や地震 災害の予 防対策 を行う 場合には ，設備 投
資支援融 資，災害対 策 融資（ 地震災 害予防 対 策枠）等の県 制度融 資 をご利用 いただ け
ます。また ，設備 投資 支援融資 では信 用保証 料の２割 補助を 行うな ど，中 小企業 の返
済負担の 軽減も 図って いるとこ ろです 。

○

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，引き続き，
国の取組の周知広報に取り組むとともに，県においては，商工会等がＢＣＰに関
するセミナー等を開催する場合の経費補助やＢＣＰ策定事例の紹介，今年度から
新設された商工会等と市町村が共同で作成し県が認定する「事業継続力強化支援
計画」の推進などを通じて，今後も普及啓発や 周知広報に取り組んでまいります。

○

県制度融資におきましては， 施 設等 の整 備や地 震災害 の予 防対 策に必 要な資 金を
融資する ことに より， 中小企業 が取り 組む防 災対策を 支援し てまい ります。

現
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
営業戦 略部， 国体・ 障害者ス ポーツ 大会局

要
望
事
項

現

況

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・全国障害者スポーツ大会、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 を最大 限発揮す るため のイン フラ整備 の促進
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 です。 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 訪れる 事に 繋が るよう 、受け 入れへの 万全の
準備を要 望いた します 。
【宿泊施 設の整 備】
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 。
○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）
○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。
【リピー ター獲 得のた めの受入 体制の 準備】
○ 観光事業者、観光ボランティアをはじめ、広く県民の方に本県観 光知識やおも
てなしのスキルを学んでいただく「おもてなし講座」を開催し、機運醸成を図っ
ています 。
○ 県内の観光に関する知識とおもてなしの心を有する方を「いばらき観光マイス
ター」に認定し、本県を訪れる観光客の満足度向上に取り組んでおります。（今
年９月に 開催さ れた茨 城国体で は、 65 名の 「 いばらき 観光マ イスタ ー」が各 駅で
の案内等 にボラ ンティ アとして 参加し 、来県 者へのお もてな しを実 施。）
○ 訪日客に再訪していただくため、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、ハード・ソフト両面にお いて、受入環境の充
実に取り 組み、 観光満 足度の向 上と観 光消費 額の向上 を図っ ていま す。
・観光関 連施設 等を対 象に多言 語表記 や Wi-Fi 環境の 整備な どの助 成
・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 の開催 など、
〔営業 戦略部 〕
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茨城国体・全国障害者スポーツ大会の開催に向け，県では，会場地市町村と緊
密に連携し，宿舎提供の協力を呼びかけるとともに，ご協力いただける施設に対
し，大会前の説明会とあわせて，「おもてなし向上研修」を開催するなど，選手
団等来県者の受け入れ準備に努め てきたところであり，茨城国体では，延べ１３
万６千人の宿泊を滞りなく提供しました。全国障害者スポーツ大会については，
これに加え，入浴等の支援用具の整備も行い，お迎えに万全を期しておりました
が，台風第１９号の接近に伴い，参加者の安全を第一に考え，大会を中止するこ
ととしました。
〔国 体・障 害者 スポーツ 大会局〕

【宿泊施 設の整 備】
○ 東京 オリン ピック・パラ リンピ ックを 契 機に多く の宿泊 観光客 を取り込 むため、
引き続き 、宿泊 施設の 誘致や既 存宿泊 施設の 魅力向上 に取り 組んで まいりま す。
〔営業戦 略部〕
対
応

【リピー ター獲 得のた めの受入 体制の 準備】
○ 本県で開催される東京オリンピックサッカー競技においても、「いばらき観光
マイスタ ー」を 中心に 本県の魅 力発信 に取り 組む予定 として おりま す。
○ 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、宿泊施設等の観光事業者と連携・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〕
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
営業戦 略部， 教育庁 ，国体・ 障害者 スポー ツ大会局

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・全国障害者スポーツ大会、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 慮した 取り組 みを要望 いたし ます。
【スポー ツや体 験等を 活用した 誘客促 進】
○ 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。
○ 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、 酒蔵ツ ーリズ ム及び祭 り等を 活用し た誘客促 進
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
（H30 実 績：開 催 15 競 技，総参 加人数 7,674 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
（H30 実績： 成年の部 41 競技 ，少年 の部 38 競 技，中 学校の 部 18 競技 ，総参
加人数 34,789 人 ）

現

況
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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
（堀原運 動公園 ：令和 元年 11 月 ２日， ９日実 施）
（笠松運 動公園 ：令和 元年 11 月 16 日 実施）
〔教育庁 〕
○

茨城 国体の 開催が 一過性と ならな いよう に，市町村 におけ る国 体後の競 技定着・ス
ポーツ振 興を図 るモデ ルとなる 取組に 対し支 援してお ります 。
対象 国 体正式 競技会 場地の市 町村実 行委員 会（３３ 市町村 ）
[国体・障 害者ス ポーツ 大会局 ]

対
応

【スポー ツや体 験等を 活用した 誘客促 進】
○ 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。
○ 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 〕
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令和元年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦 略部

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・全国障害者スポーツ大会、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。
③eスポー ツの定 着によ る県内経 済活性 化とそ れに向け たイメ ージア ップへの 取り組
み
茨城国体 ・全国 障害者 スポーツ 大会に 合わせ て開催さ れる日 本初の 全国都道 府県
対抗eスポ ーツ選 手権2019 IBARAKIを機 に今後eスポーツ には更 なる注 目が集ま って
くること と共に それに 付随した 大きな 経済効 果も期待 されま す。eス ポーツ先 進県と
して、こ の機会 を活か すべく eス ポーツ 設備を 県内各所 への設 置、定 期的なイ ベント 、
大会の開 催等に より 、eスポーツ の経済 イベン トとして の定着 化を図 っていく ことが
必要です 。
それと並 行して 、特に 中高年層 には所 謂テレ ビゲーム に対す る抵抗 、偏見が ある
方がまだ まだ多 い中 、そういっ た層へ 向けて の eスポー ツのイ メージ アップ戦 略の推
進を要望 いたし ます。
※ eスポ ーツと は・・ ・・・「 エレク トロニ ック・ス ポーツ 」の略 で、広義 には 、
電子機器 を用い て行う 娯楽、競 技、ス ポーツ 全般を指 す言葉 であり 、コンピ ュータ
ーゲーム 、ビデ オゲー ムを使っ た対戦 をスポ ーツ競技 として 捉える 際の名称 です。

現

「いばら きｅス ポーツ 産業創造 プロジ ェクト 事業」を実 施し，ｅ ス ポーツ競 技環境 の
整備や産 業を担 う人財 の育成を 行うこ とで ，「 ｅスポー ツの拠 点・茨 城」の ブラン ド化，
ｅスポー ツ産業 の拠点 形成に向 けた取 り組み を進めて います 。
＜令和元 年度事 業概要 ＞
○ｅスポ ーツ競 技環境 の整備
・ ｅスポーツ専 用機材の 購入
・ ｅスポ ーツ産 業創造フ ォーラ ムの開 催
○人財育 成
・e スポーツに よる産業 振興等 をテー マとした 講座の 開催
・e スポ ーツ関 連企業経 営者や プロ e スポーツ プレイ ヤーな ど日本の e スポ ーツ
リーダー に，本県の 取 組ＰＲ ，企業 等への 助 言，ｅ スポー ツ大会・関連企業 の
誘致活動 などへ の協力 を依頼
・ｅスポーツ産 業の拠点 形成に 向けて ，産学官が 連携し たプ ラットフ ォーム を設
置し，ビ ジネス 参入や イベント 開催を 支援

況

○

国体 開催の 実績や 知名度，ネ ットワ ーク を活用し，大手ゲ ーム 会社等と 連携し た定
期的なｅ スポー ツイベ ントの開 催を目 指して まいりま す。
また，県内でｅスポーツを産業として定着させていくため，産学官が連携した協
議会を設 置し，e スポ ー ツ関係者 のネッ トワー ク化を進 める ほ か，本 県のｅス ポーツ
に対する 支援体 制を積 極的に発 信して いくこ とで，茨 城＝ e スポー ツ のイメー ジを強
化し，関連産業の形成や交流人口の増加に向けた取り組みの推進を予定しているこ
とから， 貴会の 会員企 業の皆様 にも積 極的な 参画をお 願いい たしま す 。

○

ｅス ポーツ に対し ては，ゲー ム依存 やゲ ーム障害 など，ネ ガテ ィブなイ メージ を持
つ方も多 いこと から，県が実施 する講 座等に おいて，健 全なゲ ーム との向き 合い方 や
ゲーム障 害の予 防など について 啓発し ていき ます。

対
応
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