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１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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
2020 年に おける 全国の 人手不足 倒産は 前年比 38.1%減 の 120 件 となり 、7 年ぶ りに
前年度比 改善し ている ものの、 県内に おいて は、県内 中小企 業の 5 割超が正 社員不
足に悩んでいるとのことで、依然として、雇用の確保と人材の育成が経営上最大の
課題となっています。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 42.1%⇒24.4%と前 年 からは比 率は減
少したものの、例年最も要望が多い項目であり、そこからも県内企業の窮状が汲み
取れます 。
そうした中、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、足元の大卒の求人倍率
は 1.83 倍 ⇒1.53 倍と 低下。依 然とし て売り 手市場は 続いて いるも のの、こ のコロ ナ
禍により、新卒・中途の就職戦線に変化の兆しが出てきており、今後、売り手市場
から買い手市場へとシフトが加速していくことは大いに予想されます。特に首都圏
におけるコロナ感染拡大により、東京一極集中の見直しが叫ばれる中、茨城県から
首都圏への就職希望より地元での就職に切り替える学生、及び、中途転職者が増え
つつあり ます。
そうした 流れに 加え 、弊会もい ばらき ダイバ ーシティ 宣言に 参画し ておりま すが、
持続可能な地域社会をつくるためには、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重
され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ社
会の実現 が求め られて おります 。
上記を踏まえ、地域の発展と県のビジョンである「新しい豊かさ」を実現するた
めにも、更なる雇用確保策の充実と人材育成の課題解決が急務であると考え、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「 チャレン ジいば らき就 職面接会 」、年 10 回 の「元気い ばら
き就職面 接会」 に加え 、新たな 試みと して（ 社福）茨 城県母 子寡婦 連合会と 連携し
て、女性 向けの 求人を 取りそろ えた面 接会（ 男性も参 加可） を開催 する等、 新型コ
ロナでよ り厳し い雇用 環境に置 かれて いる県 内企業、 就職希 望者の 支援を意 欲的に
進めてい ただき 大変感 謝してお ります 。
2 月には 県主催 のオン ライン就 職フェ アを開 催してい ただい たとの ことです が、県
内を見渡 せば、 ノウハ ウが不足 してい ること 等を要因 に、ま だまだ 数多くの 地元企
業がオン ライン 採用活 動に対応 できて いない のが現状 です。
県におか れまし ては、 そうした 県内企 業を対 象とした オンラ イン採 用のノウ ハウ
取得に向 けたセ ミナー 開催等の 支援策 の実施 と共に、 オンラ イン就 職面接会 の参加
企業数の 増加、 定着化 推進を願 います 。
また、45 歳以上 の求職 者を対象 とした 就職面 接会は新 型コロ ナウイ ルス感染 拡大
の影響に より、昨年度 は実施を 取り止 め、今 年度 7 月 より再 開する とのこと ですが 、
そうした 層に留 まらず 、所謂、 就職氷 河期世 代につい ての支 援につ きまして も、就
職支援セ ンター に専任 の相談員 を配置 する等 、新卒採 用に留 まらず 幅広い人 材支援
への対応 を進め ていた だいてお り、大 変感謝 しており ます。
こうした 上記施 策の具 体的な成 果の一 環とし て、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 新たな就 職面接
会の開催 検討を 願いま す。
更に、上 記に加 えて、 工業系技 能職等 一定の 業種に絞 った就 職面接 会の開催 や、
製造業・非製造 業と業 種を大き く分け 、2 回 で 開催する など来 場者に も配慮し た面接
会の開催 等の更 なる拡 充も必要 と考え ます。
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大卒者の 県内企 業への 就職率に ついて は、下 表のとお り推移 してお ります。
（単位： ％）
年度
2017
2018
2019
実績
31.0
29.2
30.3
【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「チャレンジいばらき就職面接会」を年
６回開催 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３年 度は、新 型コ ロナウイ ルス感 染症の 影響によ り、3 密を 回避 しつつ学 生と
企業のマ ッチン グ機会 を確保す るため 、１回 当たり規 模を縮 小しつ つ、開催 回数を
６回に倍 増し、 水戸と 土浦で開 催いた しまし た。
○

今年 度新た に、理 系向けの 事業所 と文系 向けの事 業所を 分けて 開催し、県 内事業 所
と学生の 効率的 なマッ チングを 支援し ており ます。

【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。
令和３年 度は、 開催回 数を９回 として おりま す。

○

７月 の土浦 会場で は、４５ 歳以上 向け求 人を取り そろえ たシニ ア限定就 職面接 会を
開催し 、参加 者を得 ま した。令和４ 年度に 向 けて、参加者・企 業の 要望を聞 き取り な
がら、規 模の拡 充を検 討してま いりま す。ま た、日立・県北会 場に おいては 、長時 間
労働を希 望する 子育て 中の女性 向けに、従来 の正規求 人とは 別に、パート向 け求人 の
充実や内 職求人 の相談 コーナー の設置 等の取 組を試行 してお ります 。今後も、地 域の
求職者層 の嗜好 にあっ た面接会 を企画 し、求 職者と県 内企業 のマッ チングに 努めて ま
いります 。

【企業の 採用力 強化支 援】

対
応

○

戦略 的な採 用手法 、採用活 動のオ ンライ ン化やそ の成功 事例を 学ぶ４回 連続講 座を
実施し、 県内中 小企業 の採用力 の強化 を図っ ておりま す。令 和３年 度は、企 業 58 社
の参加を 得まし た。

○

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、企業 の採 用力強化 の支援 を実施 するとと もに、「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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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦略 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
2020 年に おける 全国の 人手不足 倒産は 前年比 38.1%減 の 120 件 となり 、7 年ぶ りに
前年度比 改善し ている ものの、 県内に おいて は、県内 中小企 業の 5 割超が正 社員不
足に悩んでいるとのことで、依然として、雇用の確保と人材の育成が経営上最大の
課題となっています。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 42.1%⇒24.4%と前 年 からは比 率は減
少したものの、例年最も要望が多い項目であり、そこからも県内企業の窮状が汲み
取れます 。
そうした中、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、足元の大卒の求人倍率
は 1.83 倍 ⇒1.53 倍と 低下。依 然とし て売り 手市場は 続いて いるも のの、こ のコロ ナ
禍により、新卒・中途の就職戦線に変化の兆しが出てきており、今後、売り手市場
から買い手市場へとシフトが加速していくことは大いに予想されます。特に首都圏
におけるコロナ感染拡大により、東京一極集中の見直しが叫ばれる中、茨城県から
首都圏への就職希望より地元での就職に切り替える学生、及び、中途転職者が増え
つつあり ます。
そうした 流れに 加え 、弊会もい ばらき ダイバ ーシティ 宣言に 参画し ておりま すが、
持続可能な地域社会をつくるためには、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重
され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ社
会の実現 が求め られて おります 。
上記を踏 まえ、地域の 発展と県 のビジ ョンで ある「新 しい豊 かさ 」を実現す るため
にも、更な る雇用 確保 策の充実 と人材 育成の 課題解決 が急務 である 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 支援(健 康経営の 定着促 進支援)
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 めには 、RPA 導
入による 業務の 自動化 や設備の IT 化に よる効 率化と 、その 実施に 向 けた金融 面での
支援も必 要です が、併 せて、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 グ支援も 必要と 考えま す。
また、昨 今では 「企業 が従業員 の健康 に配慮 すること によっ て、経 営面にお いて
も 大きな 成果が 期待で きる」と の基盤 に立っ て、健康 管理を 経営的 視点から 考え 、
戦略的に 実践す るとい う健康経 営の重 要性が 叫ばれて おりま す。従 業員の健 康管
理・健康 づくり の推進 は、単に 医療費 という 経費の節 減のみ ならず 、生産性 の向上 、
従業員の 創造性 の向上 、企業イ メージ の向上 等の効果 が得ら れ、か つ、企業 におけ
るリスク マネジ メント としても 重要で す。従 業員の健 康管理 者は経 営者であ り、そ
の指導力 の下、 健康管 理を組織 戦略に 則って 展開する ことが これか らの企業 経営に
とってま すます 重要に なってい くもの と考え られます 。
県におかれましては、県内企業における健康経営の定着、促進を図るべく、現在
取り組んでいただいております「いばらき健康経営推進事業所」認定者との連携、
認定者へ の優遇 措置の 更なる強 化、充 実を要 望いたし ます。
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○

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。
○ 茨城 労働局 と連携 し、職場 環境改 善のた めの各種 助成金 やハラ スメント 対策等 の情
報を県ホ ームペ ージ掲 載するな ど周知 に努め ておりま す
[産業戦略 部]
○

「いば らき健 康経 営推進事 業所認 定制度 」に関連し まして、全 国健診協 会茨城 支部
と連携し、認定事 業者 向けの研 修会や ワーク ショップ などを 開催し ておりま す。今年
度は、健康 経営に 取り 組もうと する企 業向け にオンラ インセ ミナー を開催し、認定者
の優良取 組事例 を通し て、効果 的な取 組の工 夫につい て紹介 してお ります。
また、リ ーフレ ット等 により、従業員 の方の 健康づく りに役 立てて いただけ る情報
提供を随 時行っ ており ます。
○ 「いば らき健 康経 営推進事 業所認 定制度 」認定者へ の優遇 措置 につきま しては、県
ホームペ ージに 認定者 等を公表 するほ か、今 年度新た に専用 ロゴマ ークを作 成する な
ど、「健 康経営 」の周 知とそれ に取り 組む認 定者のイ メージ 向上に 努めてお ります 。
また 、茨城 労働局 と連携し ハロー ワーク における 求人票 に認定 者である ことを 表示
する求人 面での 優遇措 置や、県内金 融機関 に おける資 金融資 時の金 利優遇な どを提 供
しており ます。
[保健福祉 部]
対
応

○

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、各 種
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。
○ 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。
[産業戦略 部]
○

引き 続き、従 業員 の健康づ くりに 役立つ 情報提供 や、優良 事例 等組織と して効 果的
な取組の 情報に ついて 発信する ことな どによ り、「いばら き健康 経 営推進事 業所認 定
制度」の 認定者 への支 援に努め てまい ります 。
○ また、認定者 への 優遇措置 につき まして は、引き続 き関係 機関 とも連携 し、充実 を
図ってま いりま す。
[保健福祉 部]
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦略 部、教 育庁
要
望
事
項

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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
2020 年に おける 全国の 人手不足 倒産は 前年比 38.1%減 の 120 件 となり 、7 年ぶ りに
前年度比 改善し ている ものの、 県内に おいて は、県内 中小企 業の 5 割超が正 社員不
足に悩んでいるとのことで、依然として、雇用の確保と人材の育成が経営上最大の
課題となっています。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 42.1%⇒24.4%と前 年 からは比 率は減
少したものの、例年最も要望が多い項目であり、そこからも県内企業の窮状が汲み
取れます 。
そうした中、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、足元の大卒の求人倍率
は 1.83 倍 ⇒1.53 倍と 低下。依 然とし て売り 手市場は 続いて いるも のの、こ のコロ ナ
禍により、新卒・中途の就職戦線に変化の兆しが出てきており、今後、売り手市場
から買い手市場へとシフトが加速していくことは大いに予想されます。特に首都圏
におけるコロナ感染拡大により、東京一極集中の見直しが叫ばれる中、茨城県から
首都圏への就職希望より地元での就職に切り替える学生、及び、中途転職者が増え
つつあり ます。
そうした 流れに 加え 、弊会もい ばらき ダイバ ーシティ 宣言に 参画し ておりま すが、
持続可能な地域社会をつくるためには、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重
され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ社
会の実現 が求め られて おります 。
上記を踏 まえ、地域の 発展と県 のビジ ョンで ある「新 しい豊 かさ 」を実現す るため
にも、更な る雇用 確保 策の充実 と人材 育成の 課題解決 が急務 である 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
昨年度県 回答に おいて 、3 年間 の事業 期間を 終 えた「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」 双方の事 業統括 として 取り纏め たプロ
グラム活 用の優 良事例 集を技能 士会、 商工会 等を通じ て各事 業それ ぞれ 500 冊を事
業者へ配 布する と共に 、両事業 につい ては 、建設業の 14 職種 及びも のづくり 系モデ
ル事業所 83 社に おいて 「人材育 成プロ グラム 」（訓練 カリキ ュラム ＋評価シ ート ）
を開発し 、事業 者から は、今後 も人材 育成に プログラ ムを活 用して いきたい との声
も寄せら れてい るとの ことでし た。
両事業を 通じて これま でに 100 名が正 規に雇 用された という ことで 、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 ある製造 業、建 設業に とって、 大きな
成果であ ったと 考えま す。
県におか れまし ては、両事業を 通じて 得たノ ウハウ、事業成 果を今 後の人 材 確 保 ・
育成に繋 げるべ く、県 内の事業 者に向 けた人 材育成プ ログラ ムの周 知徹底と その有
効活用に 向けた 積極的 な支援と 共に並 行して 実施され ている 「県立 産業技術 専門学
院での在 職者訓 練」に おかれま しても 、幅広 い分野の 企業ニ ーズに 対応すべ く、カ
リキュラ ムの充 実への 取り組み の継続 を要望 いたしま す。
なお、弊 会にお きまし ても、会 員企業 の人材 確保支援 の一環 として 、IT 人財 の教
育を目指 すべく 茨城県 、及び、 日本 IBM と連 携協定を 締結い たしま した。地 域企業
の IT スキ ルやリ テラシ ー不足の 解決が 急務と なる中、今後、IT 人 財 育成プロ グラム
「P-TECH」を活 用し、 高校と短 大また は専門 学校で 5 年かけ て県内 企業が必 要とす
る IT 人 財を育 てる一 貫 教育を産 学官で 連携し て行うこ ととな ってお ります。こ れは、
東京都、 神奈川 県でも スタート してお ります が、特定 企業で はなく 経済団体 を中心
とした取 り組み として は初めて のもの であり 、まず は県立 水戸工 業 高校と県 立 IT 短
大の産業 技術短 期大学 の 2 校に て実施 する運 びとなっ ており ます。
また、上 記取組 みと共 にその他 の分野 におけ る人材育 成の拡 充につ いての支 援に
加え、コ ロナ禍 により 職を失い 、他業 種に就 職した場 合の資 格取得 に対して の個人 、
及び、雇 用する 企業側 への支援 制度の 早急な 整備、充 実を願 います 。
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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）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 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、技 能士会 や商工 会 を通して 各事業 そ
れぞれ 500 冊を 事業者 へ配布さ せてい ただき ました。
○ 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
コース 別
技能向上

在 職者 訓 練】

ＩＴ

主な内容
各種溶接 技能、 技能検 定受験対 策、労 働
安全技能 講習、 電気工 事士受験 対策な ど
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
座など
中小企業 等から の個別 の相談に 応じて 、
訓練内容 を企画 ・提案 して実施 。
技能検定 １・２ 級の習 得を目的 とする 少
人数制の 長時間 コース

オーダーメイド
技能ブラッシュ
アップ

計
○

R2 コ ー ス数

定員

39

690

26

350

29

320

1

8

95

1,368

さら に、求 職者を 対象に再 就職を 促進す るための 職業訓 練を実 施してお ります 。

【離職者 訓練】
訓練種別
施設内訓 練
委託訓練

主な内容
ＣＡＤ、ホ ームペ ージ 作成、ビジ ネス
ソフトの 基礎取 得、金 属加工な ど
介護サー ビス、簿 記会 計、ＯＡシ ステ
ム、医療 ・調剤 事務な ど

定

員
50

1,664
[産業戦 略部]

○

令和 ３年７ 月 13 日 付けで、 本県、 茨城県 経営者協 会、日 本アイ ・ビー・ エム株 式
会社の３ 者によ り、デ ジタル人 財の育 成のた めの連携 協定を 締結い たしまし た。９月
７日から は、茨城県 経 営者協会 の会員 である 常陽銀行 に第１ 号パー トナーシ ップ企 業
として参 加いた だいて おります 。
○ 水戸 工業高 等学校 において 、３者 から推 薦いただ いた４ 人の講 師により 、９月 22
日にスタ ートア ップ講 演会を実 施いた しまし た。
〔教育庁 〕
対
応

○

これ らの事 業成果 を人材確 保・育成 に繋 げるため、引き続 き県 内の事業 者が広 く人
材育成プ ログラ ムを活 用できる よう県 HP 等に より普及 啓発し ている ところで す。さ
らに、人材 育成プ ログ ラムの周 知・有効 活用 について、今後も 茨城 県職業能 力開発 協
会及び茨 城県技 能士会 連合会と 連携し てまい ります。
○ 引き 続き、多 くの 方に受講 いただ けるよ う、県立産 業技術 専門 学院の在 職者訓 練カ
リキュラ ムの充 実を図 るととも に、IT 人材不 足に対応 するた め、令 和４年度 から産
業技術短 期大学 校にお いても新 たに在 職者訓 練を実施 するな ど、幅 広い分野 の企業 ニ
ーズに対 応して まいり ます。
また、「 離職者 訓練」 では、求 職者が 就職に 必要な知 識・技 能を習 得できる よう、
ニーズに あった 訓練内 容の改善 に努め てまい ります。
[産業戦略 部]
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○

水戸 工業高 等学校 において 、スタ ートア ップ講演 会の第 ２回目 を令和４ 年１月 26
日に実施 するた め、プ ログラム の検討 を Web 会議によ り協議 してま いります 。
○ 今後 の実施 計画や 効果検証 等につ いて協 議するた め、今 年度中 に P-TECH 運営協 議
会を実施 いたし ます。
○ 茨城 県経営 者協会 及び日本 アイ・ビ ー・エム株式 会社等 と連携 して、参加 企業を 増
やし、内 容を充 実させ ることで 、高校 教育か ら５年間 継続し た IT 人 財の育成 に努め
てまいり ます。
［教育庁 ］
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦略 部
要
望
事
項

現
況

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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
2020 年にお ける全 国の 人手不足 倒産は 前年比 38.1%減の 120 件とな り、7 年ぶり
に前年度 比改善 してい るものの 、県内 におい ては、県 内中小 企業 の 5 割超が 正社員
不足 に悩 んで い ると の こと で、 依然 と して 、 雇用 の確 保と 人 材の 育 成が 経営 上最 大
の課 題と なっ て いま す 。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 42.1%⇒24.4%と前 年からは 比率は
減少 した もの の 、例 年 最も 要望 が多 い 項目 で あり 、そ こか ら も県 内 企業 の窮 状が 汲
み取れま す。
そう した 中、 新 型コ ロ ナウ イル ス感 染 拡大 の 影響 もあ り、 足 元の 大 卒の 求人 倍率
は 1.83 倍 ⇒1.53 倍 と 低下。依 然とし て売り 手市場は 続いて いるも のの、こ のコロ
ナ禍 によ り、 新 卒・ 中 途の 就職 戦線 に 変化 の 兆し が出 てき て おり 、 今後 、売 り手 市
場か ら買 い手 市 場へ と シフ トが 加速 し てい く こと は大 いに 予 想さ れ ます 。特 に首 都
圏に おけ るコ ロ ナ感 染 拡大 によ り、 東 京一 極 集中 の見 直し が 叫ば れ る中 、茨 城県 か
ら首 都圏 への 就 職希 望 より 地元 での 就 職に 切 り替 える 学生 、 及び 、 中途 転職 者が 増
えつつあ ります 。
そうした 流れに 加え 、弊 会もいば らきダ イバー シティ宣 言に参 画して おります が、
持続 可能 な地 域 社会 を つく るた めに は 、性 別 等に かか わり な く、 一 人ひ とり が尊 重
され 、誰 もが 個 々の 能 力を 発揮 でき る 社会 、 多様 性が 受容 さ れる ダ イバ ーシ ティ 社
会の実現 が求め られて おります 。
上記を踏まえ、地域の発展と県のビジョンである「新しい豊かさ」を実現するた
めにも、更なる雇用確保策の充実と人材育成の課題解決が急務であると考え、以下
を要望い たしま す。
④女性雇 用促進 ・定着 に向けた 支援の 強化
県総合計 画にお いて「 女性が輝 く環境 作り」 を施策と し、こ れまで も就職マ ッチ
ングサイ ト「い い顔で 働こう。 いばら きの求 人」への 女性求 職支援 者向けの 特設コ
ーナーの 新設、 いばら き就職支 援セン ターに おけるワ ンスト ップで の就職支 援サー
ビスの提 供等、 様々な 女性の雇 用推進 支援を 進めてい ただい ており ますが、 それに
加え、一 昨年度 に創設 した働き 方改革 優良企 業(推進)認定制 度にて 優良と認 定され
た企業(令 和 2 年 1 月現 在累計 52 社)の 取組み を県ホー ムペー ジにて 公表する 等、女
性活躍に 向けた 支援を 進めてい ただき 大変感 謝してお ります 。
令和４年 度から 、女性 活躍推進 法によ る一般 事業主行 動計画 の策定 義務が従 業員
101 人以 上の企 業にま で拡充さ れるこ とから 、それを 機に益 々女性 活躍の場 は増え
ていくも のと予 想され ますが、 今まで 男性主 体であっ た専門 職への 女性参入 の推進
といった 就職支 援に加 え、給与 面の充 実や職 場環境を 含むメ ンタル ケア、生 涯の仕
事とする ための 技能習 得等の定 着に向 けた支 援につい ても更 なる充 実を図っ ていた
だきたい と考え ます。
また、女 性の若 年層、 特に 15 歳 から 24 歳に おける県 外への 流出が 拡大して いる
という動 きもあ ること から、こ うした 年齢層 の県内企 業への 就職支 援も併せ て進め
ていただ きたい と考え 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 充実は 必要不 可欠であ り、そ れに向 けての支 援継続 、強化 を願いま す。
○ 女性が働きやすい職場環境を整備するため、女性が仕事や家庭の悩みを気軽に相
談できるよう、企業におけるメンター制度の導入や、社内メンターの育成を支援し
ておりま す。
○

また、今年度は、経営層の意識改革を促すため、女性を始め、多様な人材が活躍
しやすい環境づくりの必要性やマネジメントに関するセミナーを開催しておりま
す。

○

さらに、県内中小企業における一般事業主行動計画の策定を支援するため、専門
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のアドバイザーを派遣し、女性活躍に向けた課題の把握から解決策の提示、目標設
定への助 言など を行っ ておりま す。
○

また 、「 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。

○

さらに、県が運営する求人マッチングサイトを令和３年９月に「いばらき就職チ
ャレンジナビ」として新たにリニューアルし、同サイトおいても引き続き、働き方
改革に積極的な企業や女性が働きやすい企業の求人の特集ページを掲載し、女性を
含めた求 職者の 就職を 支援して おりま す。

○

本県出身者の県内就職の促進に向けては、進学前の早い段階から地域の企業への
関心を高めることが有効であることから、高校生を対象に、県内の若手社員による
キャリア講座を開催しており、令和３年度は、開催校を５校増やして１０校で実施
しており ます。
○ また、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 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。

対
応

○

今後も、県内企業に対し、多様な働き方や女性が働きやすい環境整備を促進する
とともに、女性の就職や本県出身者の県内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。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦略 部
要
望
事
項

現
況

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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
2020 年に おける 全国の 人手不足 倒産は 前年比 38.1%減 の 120 件 となり 、7 年ぶ りに
前年度比 改善し ている ものの、 県内に おいて は、県内 中小企 業の 5 割超が正 社員不
足に悩んでいるとのことで、依然として、雇用の確保と人材の育成が経営上最大の
課題となっています。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 42.1%⇒24.4%と前 年 からは比 率は減
少したものの、例年最も要望が多い項目であり、そこからも県内企業の窮状が汲み
取れます 。
そうした中、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、足元の大卒の求人倍率
は 1.83 倍 ⇒1.53 倍と 低下。依 然とし て売り 手市場は 続いて いるも のの、こ のコロ ナ
禍により、新卒・中途の就職戦線に変化の兆しが出てきており、今後、売り手市場
から買い手市場へとシフトが加速していくことは大いに予想されます。特に首都圏
におけるコロナ感染拡大により、東京一極集中の見直しが叫ばれる中、茨城県から
首都圏への就職希望より地元での就職に切り替える学生、及び、中途転職者が増え
つつあり ます。
そうした 流れに 加え 、弊会もい ばらき ダイバ ーシティ 宣言に 参画し ておりま すが、
持続可能な地域社会をつくるためには、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重
され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ社
会の実現 が求め られて おります 。
上記を踏 まえ、地域の 発展と県 のビジ ョンで ある「新 しい豊 かさ 」を実現す るため
にも、更な る雇用 確保 策の充実 と人材 育成の 課題解決 が急務 である 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 の強化
令和 2 年 7 月 1 日時点で県内の 65 歳 以上 高齢化率は 29.8％ と全 国の高齢 化率
28.7％ を 上 回 っ て 推 移 し て お り 、 過 去 最 高 を 更 新 し 、 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おり、就労人口の激減はすぐ目の前の課題となって
おります 。
そうした 背景を 受け、70 歳ま で働く 機会の 確 保を企業 の努力 義務と する改正 高年
齢者雇用 安定法 などの 関連法が 、今 年 4 月 か ら施行さ れまし た。政 府は将来 的には
70 歳へ の定年 引上げ の 義務化も 視野に 入れる とのこと であり 、高齢 者サイド におけ
る就労意欲も年々高まっている中で、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。
一方では 、企業 による 65 歳まで の雇用 が、令 和 7 年度 から完 全義務 化される ため、
現役時代 から大 幅に給 料が減っ た 60～ 64 歳 に 月給の最 大 15％ を支給 する高年 齢雇用
継続給付 制度が 、同年 度から最 大 10％に給 付 率を引き 下げる とのこ とであり 、それ
も 踏 ま え た 県 独 自 の 長 期 雇 用 支 援 策 (例 え ば 、 対 象 者 賃 金 の 一 定 期 間 の 補 助 等 )も 必
要である と考え ます。
また、70 歳 への定 年 引上げに 向け意 欲的に 取り組ん でいる 企業を 支援し、 定年引
上げを促 進する ための 具体的な 支援策 も検討 、実施し ていた だきた いと考え 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 ており ます。
○

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、令 和３年 ９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（県 として は 令和元年 ８月 、令和 ２ 年４月に 続き３ 度
目）。
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○

「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。

○

７月 に４５ 歳以上 の方を対 象とし たシニ ア向けの 就職面 接会（ 土浦）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。

対
応

○

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
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３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦略 部
要
望
事
項

現
況

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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
2020 年に おける 全国の 人手不足 倒産は 前年比 38.1%減 の 120 件 となり 、7 年ぶ りに
前年度比 改善し ている ものの、 県内に おいて は、県内 中小企 業の 5 割超が正 社員不
足に悩んでいるとのことで、依然として、雇用の確保と人材の育成が経営上最大の
課題となっています。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 42.1%⇒24.4%と前 年 からは比 率は減
少したものの、例年最も要望が多い項目であり、そこからも県内企業の窮状が汲み
取れます 。
そうした中、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、足元の大卒の求人倍率
は 1.83 倍 ⇒1.53 倍と 低下。依 然とし て売り 手市場は 続いて いるも のの、こ のコロ ナ
禍により、新卒・中途の就職戦線に変化の兆しが出てきており、今後、売り手市場
から買い手市場へとシフトが加速していくことは大いに予想されます。特に首都圏
におけるコロナ感染拡大により、東京一極集中の見直しが叫ばれる中、茨城県から
首都圏への就職希望より地元での就職に切り替える学生、及び、中途転職者が増え
つつあり ます。
そうした 流れに 加え 、弊会もい ばらき ダイバ ーシティ 宣言に 参画し ておりま すが、
持続可能な地域社会をつくるためには、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重
され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ社
会の実現 が求め られて おります 。
上記を踏 まえ、地域の 発展と県 のビジ ョンで ある「新 しい豊 かさ 」を実現す るため
にも、更な る雇用 確保 策の充実 と人材 育成の 課題解決 が急務 である 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 おりま すが、 今年 3 月 より
民間企業 におけ る障害 者の法定 雇用率 が現行 の 2.2%⇒ 2.3%へ と引き 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 まれます 。その 一方で 、2018 年 4 月よ
り雇用義 務対象 となっ た精神障 害者に ついて は就職件 数自体 は増加 傾向にあ るもの
の、依然 として 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。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、 支援を 進めてい ただき たいと 考えます 。
また、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、 面接会 を契機 に例年 200 名程 度の採 用に繋が ってい
たとのこ とで大 変感謝 しており ます。 しかし ながら、 依然と して「 障害者の 雇用促
進、安定 雇用を 図るた め、雇用 の機会 を作る 場や助成 金の更 なる充 実をお願 いした
い。」と の声も 挙がっ ているこ とから も、こ れに留ま らず、 障害者 対象の採 用説明
会等の開 催数や 就労支 援策、助 成制度 の更な る増加、 充実に も取り 組んでい ただき
たいと考 えます 。
○ 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 「優秀 勤労障 害者表彰 」とし て顕彰 しており ます。
○ この ほか、令 和元 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、認定企 業の取 組内 容を県ホ ームペ ー
ジに公表 してお ります ほか、事例 集を作 成し 、1,600 社 を超え る企 業に対し 郵送・紹
介するこ となど により 、県内の他 の事業 者へ の雇用促 進への 波及や 、精神障害 者をは
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じめとす る障害 をもつ 方々への 有益な 情報の 提供を図 ってい るとこ ろです。
○ さら に、障害 者の 雇用の場 の確保 に向け ては、例年 地域ご とに 開催して いた大 規模
な「障害者 就職面 接会 」が令和２ 年度は コロ ナ禍にお いて中 止とな りました が、今年
度はコロ ナ禍に おいて も実施で きるよ う、各 ハローワ ーク単 位での 、小規模で 頻回に
実施する 取組を 進めて おります 。
○ また 、職 業訓練 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、そ れぞれ に異 なる障害 特性に 応じた 訓練コー スを実 施して おり、就労 を支援
しており ます。
○ この ほか 、県内 ９ か所に指 定・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、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 です。
対
応

○

茨城 労働局 及び各 地区ハロ ーワー クと連 携して、一般の 従業員 の方に精 神障害 や発
達障害に 関して 正しく 理解いた だき職 場にお ける応援 者とな ってい ただく「精 神・発
達障害者 しごと サポー ター養成 講座」や、障 害のある 方が働 く上で の自分の 必要な 支
援などに ついて 支援機 関や職場 と話し 合う際 に活用で きる「就 労パ スポート」の活用
セミナー を開催 し、精 神障害者 をはじ めとす る障害者 雇用の 促進に 取り組ん でまい り
ます。
○ また、引き続 き、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３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
2020 年に おける 全国の 人手不足 倒産は 前年比 38.1%減 の 120 件 となり 、7 年ぶ りに
前年度比 改善し ている ものの、 県内に おいて は、県内 中小企 業の 5 割超が正 社員不
足に悩んでいるとのことで、依然として、雇用の確保と人材の育成が経営上最大の
課題となっています。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 42.1%⇒24.4%と前 年 からは比 率は減
少したものの、例年最も要望が多い項目であり、そこからも県内企業の窮状が汲み
取れます 。
そうした中、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、足元の大卒の求人倍率
は 1.83 倍 ⇒1.53 倍と 低下。依 然とし て売り 手市場は 続いて いるも のの、こ のコロ ナ
禍により、新卒・中途の就職戦線に変化の兆しが出てきており、今後、売り手市場
から買い手市場へとシフトが加速していくことは大いに予想されます。特に首都圏
におけるコロナ感染拡大により、東京一極集中の見直しが叫ばれる中、茨城県から
首都圏への就職希望より地元での就職に切り替える学生、及び、中途転職者が増え
つつあり ます。
そうした 流れに 加え 、弊会もい ばらき ダイバ ーシティ 宣言に 参画し ておりま すが、
持続可能な地域社会をつくるためには、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重
され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ社
会の実現 が求め られて おります 。
上記を踏 まえ、地域の 発展と県 のビジ ョンで ある「新 しい豊 かさ 」を実現す るため に
も、更なる 雇用確 保策 の充実と 人材育 成の課 題解決が 急務で あると 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
2020 年度 での全 国、及 び、当県 の足元 の完全 失業率、 有効求 人倍率 は共に前 年比
悪化して おり、 特に全 国の有効 求人倍 率は前 年度対比 で 0.45%低下 と落ち込 み幅は
46 年ぶり の大き さとな っており ます。 新型コ ロナウイ ルスの 感染拡 大による 経済活
動の停滞 が大き な要因 となって おり、 新型コ ロナウイ ルス感 染症が 依然とし て猛威
を振るう 中、今 後も経 済活動の 停滞・ 抑制を 通じた雇 用・就 業面へ 及ぼす影 響は甚
大なもの となる と思料 いたしま す。
そういっ た中、 以前よ り要望は してお ります が、特に 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 おりま
す。県に おかれ まして は、昨年 度回答 からは 、新規学 卒者や 未就業 者を対象 とした
チャレン ジいば らき就 職面接会 や元気 いばら き就職面 接会の 開催や その開催 数の増
加等、人 材確保 の支援 強化への 意欲的 な取組 みは見受 けられ るもの の、業種 別で見
ると、新 たな取 組みと して開始 された 目立っ たものは ありま せんで した。
建設業・ 運送業 ・製造 業・介護 福祉業 の 4 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 、国の 助成制 度である 「建設 労働者 確保育成 助成
金」の上 乗せと なる県 独自での 助成制 度、及 び、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 業にお いては 、製造ラ インの
高度化に 向けた 助成制 度の充実 。介護 福祉業 において は、給 与体系 が低水準 となっ
ているこ と等を 背景に 、特に不 足して いる若 年層の男 性従業 員確保 への支援 強化、
及び、上 記4業種 におけ るIT化導 入促進 支援等 を要望い たしま す。

14

現
況

【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、
「UIJ ターン・地 元定着 支援強 化事 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「チャレンジいばらき就職面接会」を年
６回開催 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３年 度は、感 染症 の影響に より、3 密 を回 避しつつ 学生と 企業の マッチン グ機
会を確保するため、１回当たり規模を縮小しつつ、開催回数と６回に倍増し、水戸
と土浦で 開催い たしま した。
＜いばら き就職 支援セ ンター＞
「いばらき就職支援センター（水戸市、常陸太田市、日立市、鉾田市、土浦市、筑
西市）」において、就職相談からキャリアカウンセリング、職業紹介までのサービス
をワンストップで提供し、若年者や女性・中高年離職者等を含めた求職者の就職を支
援 し ておりま す。令 和 ３年度は 、感染 症の影 響による 雇用情 勢の悪 化に対応 するた め、
昨年度に 引き続 き、相 談員を増 員し、丁 寧な 就職相談 や職業 紹介、人手不足 分野へ のマ
ッチング に努め ており ます。
＜UIJ ターン ・地元 定 着支援強 化事業 ＞
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 UIJ ターンセ ミナー の 実施など により 、雇用 促進に努 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、ＩＣ Ｔ活用促 進工事 を積極 的に実施 するほ か、新 たに「情報 共有シ
ステム」を 試行導 入する など、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 ップ等の 取組を 実施す ることに より、幅 広い 年代に対 し、入職
促進を図 ってお 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 、2020 年 度 に 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、約 15 ㎞の区 間 において 、後続 車の運 転席を実 際に無 人
とした状 態での トラッ クの隊列 走行の 実証に 成功した ことが 報告さ れており ます 。現
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在 、2025 年 以降 の 高 速 道 路で の レ ベ ル ４自 動 運 転ト ラ ッ ク や それ を 活 用し た 隊 列走
行の実現 に向け て、国 や事業者 におい て事業 モデルの 検討や 車両・システム の開発 な
どを進め ている ところ であり、 県とし ても、 その動向 を注視 してお ります。
〔産業戦 略部〕
【製造業 関係】
○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（ 令和３ 年３月 31 日現在 ））
・参加者 数 118 名
・職種 製造、 情報処 理、建築 大工、 和裁等
・受入事 業所数 43 事 業所
〔産業戦 略部〕
【介護福 祉業関 係】
○参入促 進
介護未経験者が介護分野へ参入するきっかけとしてもらうための入門的研
修 (R 2 実 績 :22 名 修 了 )や 、介 護 の 施 設・事 業 所 へ の 直 接 雇 用 に つ な げ る た め の
求 職 者 の 派 遣 ( R2 実 績 :1 75 名 直 接 雇 用 ) な ど を 実 施 し て お り 、 未 経 験 者 の 参 入
や有資格者の再就職を促進しております。
また、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。
○資質の 向上
複 数 の 介 護 事 業 所 等 が 合 同 で 行 う 研 修 費 用 (R 2 実 績 : 20 8 事 業 所 参 加 ) や 、 介
護 福 祉 士 養 成 施 設 が 実 施 す る 介 護 職 員 等 の キ ャ リ ア ア ッ プ の 研 修 費 用 (R 2 実
績 :1 ,70 2 名 参 加 ) の 助 成 等 に よ り 、 介 護 職 員 の キ ャ リ ア パ ス 、 ス キ ル ア ッ プ を
促進しております。
○労働環 境・処 遇改善
介護施設・事業 所に対 して、介 護職員 の身体 的負担の 軽減や 業務の 効率化に 有効な
ロボット 介護機 器の導 入に係る 経費を 補助(R2 実績:40 事業所 へ補助 )すること で、働
きやすい 職場環 境の構 築に努め ており ます。
また、「介護 職員処 遇 改善加算 」及 び「介 護 職員等特 定処遇 改善加 算」の 新規取 得
又はより 上位の 区分の 取得を促 進し、 介護職 員等の賃 金改善 を図っ ておりま す。
〔保健福 祉部〕
対
応

○

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〕
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【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 〕

【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】
○

介護 人材の 確保に ついては 、人 材派遣・直接雇用 事業を 拡充し 、有資 格者 、無資 格
者のほか 、介 護周辺 業 務を担う シニア 層の参 入や、外国人 材の受 入 れを促進 してま い
ります。

○

また、職員の 離職 防止と定 着率の 向上を 図るため、離職防 止や 処遇改善 に積極 的な
施設の取 組の公 表を通 じて、魅 力ある 職場づ くりの促 進に努 めてま いります 。
〔保健福 祉部〕
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令和３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
2020 年に おける 全国の 人手不足 倒産は 前年比 38.1%減 の 120 件 となり 、7 年ぶ りに
前年度比 改善し ている ものの、 県内に おいて は、県内 中小企 業の 5 割超が正 社員不
足に悩んでいるとのことで、依然として、雇用の確保と人材の育成が経営上最大の
課題となっています。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 42.1%⇒24.4%と前 年 からは比 率は減
少したものの、例年最も要望が多い項目であり、そこからも県内企業の窮状が汲み
取れます 。
そうした中、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、足元の大卒の求人倍率
は 1.83 倍 ⇒1.53 倍と 低下。依 然とし て売り 手市場は 続いて いるも のの、こ のコロ ナ
禍により、新卒・中途の就職戦線に変化の兆しが出てきており、今後、売り手市場
から買い手市場へとシフトが加速していくことは大いに予想されます。特に首都圏
におけるコロナ感染拡大により、東京一極集中の見直しが叫ばれる中、茨城県から
首都圏への就職希望より地元での就職に切り替える学生、及び、中途転職者が増え
つつあり ます。
そうした 流れに 加え 、弊会もい ばらき ダイバ ーシティ 宣言に 参画し ておりま すが、
持続可能な地域社会をつくるためには、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重
され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ社
会の実現 が求め られて おります 。
上記を踏 まえ、地域の 発展と県 のビジ ョンで ある「新 しい豊 かさ 」を実現す るため に
も、更なる 雇用確 保策 の充実と 人材育 成の課 題解決が 急務で あると 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 年々更 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。令 和 2 年
10 月末現 在での 外国人 労働者数 は約 172 万人 と過去最 高を更 新。増 加率を見 ると
13.6%⇒4.0%と前 年対比 で大幅に 減少し ており ますが、これは 、新 型 コロナウ イルス
の感染拡 大によ り特に 宿泊・飲 食サー ビス業 に係る雇 用減少 の影響 が大きか ったも
のと思わ れます 。
上記の通 り、足 元の労 働者数の 伸びは 鈍化し てはいる ものの 、慢性 的な労働 者不
足を受け 、この コロナ 禍おいて も、外 国人労 働者の数 は依然 として 増加傾向 にあり 、
アフター コロナ を見据 えた中で は、日 本国内 における 外国人 労働者 数の更な る増加
が予想さ 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 、今回 、前者に おいて は、「 外国人を 雇用し
たいが資 格(クレ ーン、 フォーク リフト 等の重 機関係)を 取得し てもら うための 施設
が県内に 無い。 外国人 労働者向 けの資 格取得 センター があれ ば関東 圏から人 が集ま
り、地域 活性化 にも繋 がるので はない か。」 、後者に おいて は、「 介護福祉 養成学
校で学ぶ 外国人 留学生 は金銭面 での課 題が多 く、学費 や生活 費への 経済的支 援が必
要である 。」と の声も 挙がって おりま す。
一方で、 「外国 人労働 者は政府 の入国 緩和で 流入が続 く一方 、コロ ナ禍での 解雇
が増えて いる。 解雇さ れた外国 人は、 人手不 足の産業 に移動 できて いない。 」との
報道もあ ります が、こ の流れは 、建設 業・介 護福祉業 だけで はなく 、人材不 足が危
惧されて いるそ の他の 多くの職 種への 外国人 雇用の機 会が増 えてき ているこ とと考
えられま す。就 労ビザ の関係で 安定し た企業 への転職 が外国 人には 必要であ り、県
におかれ まして は、こ れを県内 での外 国人雇 用のチャ ンスと 捉え、 外国人留 学生向
けの資格 取得セ ンター の県内へ の誘致 や新設 、介護福 祉士修 学資金 の外国人 労働者
向けの制 度拡充 、技能 実習生の 雇用延 長、又 は、帰国 した外 国人の 呼び戻し 策の検
討等の後 押し事 業・支 援の早急 な整備 をお願 いしたい と考え ます。
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また、そ れと並 行して 、外国人 への日 本語教 育（日本 語学校 を含め ）の更な る強
化、充実 を図る ことで 、各種技 能資格 の取得 も可能に なり、 それが 、外国人 の長期
安定雇用 の実現 、ひい ては、外 国人の 永住権 獲得へと 繋がる ものと 考えます 。
県におか れまし ては、 現在、日 本語学 習支援 e ラーニ ングシ ステム を導入し 、外
国人労働 者への 日本語 取得を支 援して いただ いており ますが 、そ う した制度 の周知、
広報強化 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 くことも 、非常 に重要 であると 考えま
す。
更に、外 国人労 働者に は技能実 習生の 他に高 度人材が ありま すが、 実際に高 度人
材が働け る職種 がまだ まだ少な いのが 現状で す。県内 におい ても高 度人材が 活躍で
きるよう な支援 策の展 開を要望 いたし ます。
現
況

【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、 平成 31
年４月に 全国に 先駆け て「茨城 県外国 人材セ ンター」 を設置 いたし ました。
当センターでは、外国人材の採用を検討している企業に対する受入れ環境整備の
支援、県内での就労を希望する国内外の外国人材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など、県内企業に対して、外国人材を受入れのため
の各種支 援を行 ってお ります。今年度 におい ては、令 和 3 年 11 月末 現在、企 業 575
件、外国 人 96 件の 相談 対応をし ている ところ です。また 、外国 人材 の受入れ に向け
た意識啓 発や在 留資格 制度、異文化 理解等 に 関するセ ミナー を計 18 回開催し（関 係
機関から 依頼さ れ講師 を務めた ものも 含む）、 251 社等に 参加い ただ きました 。

○

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 ための 日本語能 力が必 要とな ることか ら、令 和元年 11 月に日 本語学
習支援 e-ラー ニング シ ステムを 外国人 従業員 向けに提 供して います 。当 e-ラーニ ン
グシステ ムのチ ラシを 多言語化 し、駐日外 国 公館や在 茨城県 外国人 コミュニ ティ 、関
係機関等 を通じ 広く周 知・広報に 取り組 んで おり、令和 3 年 11 月末 現在、県内 企業
135 社外国 人従業 員 518 名の方に ご利用 いた だいてい るとこ ろです 。

○

さら に、関東 近県 の大学な どと連 携し、留学生向 け就職 ガイダ ンスや企 業説明 会を
開催する ことで 、県内 企業への 就職促 進に努 めており ます。
〔産業 戦略部〕

【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 の開催や 建設業 経
営者研修 会での パンフ レットの 配布な ど、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 福祉士 養成施 設に通う 学生を 対象と した介護 福祉士 修学資 金につい ては、保証
人を立て にくい 留学生 でも借り やすい ように 、制度改正 により 法人 保証も認 め、介護
福祉士を 目指す 留学生 への支援 に努め ており ます。

○

経済 連携協 定（EPA）により入 国した 者や 留学生に 対して は、日 本語等の 学習支 援
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を行っ ており ます。また、技能 実習生 や特 定技能外 国人に 対して は、日本語 や介護 技
能向上の ための 集合研 修を実施 してい るほか 、外国 人介護 人材の 受 入施設職 員向け の
研修を実 施して おりま す。
○

外国 人介護 人材受 入れの新 たな取 組とし て、ベトナ ム・ロン ア ン省と連 携し、介 護
福祉士の 資格取 得を目 指す熱意 あるベ トナム 人技能実 習生を 選抜し 、受け入れ て、実
習後も在 留資格「 介護 」で活躍で きるよ う支 援する介 護人材 育成プ ログラム「 茨城県
コース」 を開始 してお ります。
〔保健福 祉部〕

対
応

【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 雇用に 意欲 的な企業 に対し、受
入れ体制 の整備 をはじ め、国内 外の外 国人材 とのマッ チング や定着 支援、さ らには 、
e-ラー ニング システ ム による日 本語学 習支援 などに取 り組む ことで 、外国人 材が活 躍
できる就 労環境 の整備 を支援し てまい ります 。
〔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 〕

【介護福 祉業等 におけ る外国人 労働者 確保】
○

引き 続き、施 設・事業所に 対して 各種外 国人受入 制度を 周知し 、外国人材 の受入 れ
を 促進 す る と とも に 、「 茨 城県 コ ー ス 」な ど の 技 能実 習 生 を 対象 と し た 資格 取 得 のた
めの日本 語学習 等支援 を拡充し 、外国 人材の 定着を促 進して まいり ます。

○

また、介護福 祉士 の資格を 取得し、介護 サービス の担い 手とし て本県で 長く活 躍し
てもらう ため 、海外 の 日本語学 校から 本県の 介護福祉 士養成 校への 修学ルー トを開 拓
する新た な外国 人材確 保の取組 につい て検討 してまい ります 。
〔保健福 祉部〕
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産業戦略 部
要
望
事
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１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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
2020 年に おける 全国の 人手不足 倒産は 前年比 38.1%減 の 120 件 となり 、7 年ぶ りに
前年度比 改善し ている ものの、 県内に おいて は、県内 中小企 業の 5 割超が正 社員不
足に悩んでいるとのことで、依然として、雇用の確保と人材の育成が経営上最大の
課題となっています。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 42.1%⇒24.4%と前 年 からは比 率は減
少したものの、例年最も要望が多い項目であり、そこからも県内企業の窮状が汲み
取れます 。
そうした中、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、足元の大卒の求人倍率
は 1.83 倍 ⇒1.53 倍と 低下。依 然とし て売り 手市場は 続いて いるも のの、こ のコロ ナ
禍により、新卒・中途の就職戦線に変化の兆しが出てきており、今後、売り手市場
から買い手市場へとシフトが加速していくことは大いに予想されます。特に首都圏
におけるコロナ感染拡大により、東京一極集中の見直しが叫ばれる中、茨城県から
首都圏への就職希望より地元での就職に切り替える学生、及び、中途転職者が増え
つつあり ます。
そうした 流れに 加え 、弊会もい ばらき ダイバ ーシティ 宣言に 参画し ておりま すが、
持続可能な地域社会をつくるためには、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重
され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ社
会の実現 が求め られて おります 。
上記を踏 まえ、地域の 発展と県 のビジ ョンで ある「新 しい豊 かさ 」を実現す るため に
も、更なる 雇用確 保策 の充実と 人材育 成の課 題解決が 急務で あると 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、 「働き 方改革 優良(推進 )企業 認定制 度」をは じめと
した県内 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 。
また、仕事と 生活の 調 和推進計 画の策 定企業 数も累計 1,479 事業所(令和 3 年 3 月
末時点)と 県内企 業にお ける働き 方改革 の実現 への意識 は着実 に浸透 してきて いる
ことと考 えます 。
しかしな がら、 働き方 改革の実 現に向 けては 、人材面 、労働 環境面 等で様々 な課
題を持つ 企業が 未だに 大半を占 めてい ること も確かで す。そ れに加 えて、昨 今の新
型コロナ ウイル ス感染 拡大によ り、テ レワー ク、時差 出勤等 の導入 も急務と なって
いること などか ら企業 への資金 面への 負担も 非常に大 きく、 今後、 テレワー クの導
入が促進 される ことで の、サテ ライト オフィ スの需要 の高ま りも予 想されま す。県
が令和元 年度に 作成さ れた「 茨城県 コワー キ ングスペ ース＆ シェア オフィス ガイド」
によると 、対象 施設は 31 箇所に 留まっ ており 、地域に も偏り が見ら れます。
既存施設 等を利 用し、 県内の各 所に安 価で利 用できる コワー キング スペース やシ
ェアオフ ィスを 確保、 整備する ことも 、そう した企業 ニーズ に応え 、働き方 改革を
実現のす るため の支援 となると 考えま す。
また、テ レワー クを導 入するに しても 、実際 に自社の 仕事の どの部 分をテレ ワー
クに変更 できる かが分 からない 。テレ ワーク を導入し ても、 その仕 事量、成 果が給
与に見合 わない といっ たケース も想定 されま す。
弊会にお きまし ても、 士業会員 による ネット ワークを 確立し 、会員 の働き方 改革
等の事業 展開上 での悩 み、課題 解決に 向けた 相談窓口 業務を 行って おります が、実
際に多く の企業 から同 様の相談 が寄せ られて おります 。
そうした テレワ ーク導 入等に向 けての 県の相 談窓口に つきま しては 、「よろ ず支援
拠点」が ござい ますが 、その更 なる周 知徹底 と国の助 成金に ついて の情報提 供の強
化が必要 である と考え ます。
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上記を踏 まえた 事業の オンライ ン化実 施に向 けた ICT、IoT 導入へ の 補助金制 度や
モデル企 業の募 集支援 等の働き 方改革 の実現 に向けた 更なる 具体的 な企業支 援、雇
用機会の 創出等 も早急 に進めて いただ きたい と考えま す。

現
況

○

ワー ク・ライ フ・バランス や女性 が働き やすい環 境の整 備など 、働き方改 革に取 り
組み、優 れた成 果のあ る企業を 認定す る「働 き方改革 優良（ 推進 ）企業認定 制度」を
平成 30 年度に 創設、 累計 123 社（R3.10 末 現在）認 定しま した。 認定を受 けた企 業
の取組を 県ホー ムペー ジで公表 し、県 内企業 の働き方 改革を 促進し ておりま す。

○

働き 方改革 に意欲 のある中 小企業 10 社 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 的なコ ン サルティ ングを 行
い、モデル 企業づ くり を進めて きまし た。こ の結果、有 給休暇 取得 率の向上 や離職 率
の低下な ど具体 的な成 果が出ま したの で、取 組動画を YouTube にて 公開する ほか 、各
種セミナ ーなど で紹介 するなど 、広く 情報発 信してお ります 。

○

対
応

テレ ワーク につい ては、ワー ク・ライ フ・バランス や感染 防止 対策の観 点から 有効
であるも のの、県 内で は、実施率 が低迷 して いること から、テ レワ ークを円 滑に運 用
している 企業の 事例を 取りまと め、県ホ ーム ページで 情報発 信して いるほか、中小企
業の相談 窓口で ある「 よろず支 援拠点 」な ど と連携し 、セ ミナー を 開催する など 、テ
レワーク の導入 を促進 していま す。
○ また、テレワ ーク 導入にか かる企 業への 支援策に ついて は、国 の制度が 充実し てい
ることか ら、県で は、中小企業 支援施 策活用 ガイドブ ックに 掲載の ほか、メル マガな
どで県内 企業に 随時情 報を提供 し、利 用を促 しており ます。
○ さら に、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 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 企業の成 果事例 の情報 発信など により、多様 な働き方 の実現 を目
指すとと もに、関 係機 関と連携 しなが ら、テ レワーク の導入 を一層 促進して まいり ま
す。
○

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 UIJ ターンセミ ナー
の実施な どによ り、雇 用促進に 努めて まいり ます。
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１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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
2020 年に おける 全国の 人手不足 倒産は 前年比 38.1%減 の 120 件 となり 、7 年ぶ りに
前年度比 改善し ている ものの、 県内に おいて は、県内 中小企 業の 5 割超が正 社員不
足に悩んでいるとのことで、依然として、雇用の確保と人材の育成が経営上最大の
課題となっています。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 42.1%⇒24.4%と前 年 からは比 率は減
少したものの、例年最も要望が多い項目であり、そこからも県内企業の窮状が汲み
取れます 。
そうした中、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、足元の大卒の求人倍率
は 1.83 倍 ⇒1.53 倍と 低下。依 然とし て売り 手市場は 続いて いるも のの、こ のコロ ナ
禍により、新卒・中途の就職戦線に変化の兆しが出てきており、今後、売り手市場
から買い手市場へとシフトが加速していくことは大いに予想されます。特に首都圏
におけるコロナ感染拡大により、東京一極集中の見直しが叫ばれる中、茨城県から
首都圏への就職希望より地元での就職に切り替える学生、及び、中途転職者が増え
つつあり ます。
そうした 流れに 加え 、弊会もい ばらき ダイバ ーシティ 宣言に 参画し ておりま すが、
持続可能な地域社会をつくるためには、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重
され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ社
会の実現 が求め られて おります 。
上記を踏 まえ、地域の 発展と県 のビジ ョンで ある「新 しい豊 かさ 」を実現す るため に
も、更なる 雇用確 保策 の充実と 人材育 成の課 題解決が 急務で あると 考え、以下 を要望
いたしま す。
⑩事業承 継・M&A 促進 による後 継者問 題解決 に向けて の支援
全国の中 小企業 ・小規 模事業者 は、地 域の経 済や雇用 を担う 重要な 存在とな って
います。 しかし 、今後 10 年の間 に 70 歳を超 える中小 企業の 経営者 は全国約 381 万
社中、245 万人 となり 、うち約半 数の 127 万人 の後継者 が未定 である と言われ ていま
す。得意 先や関 連会社 の休廃業 ・解散 により 販路を失 い、事 業継続 を断念し た企業
も多く、 開業社 数や企 業数が大 都市に 比較し て少ない 地方ほ ど、休 廃業・解 散によ
る影響が 広く出 始めて いるとの ことで 、この 状況を放 置する と、2025 年頃ま での 10
年間累計 で約 650 万人 の雇用 、約 22 兆円の GDP が失わ れる可 能性が あるとの ことで
す。
こうした 状況の 下、全 国各地に 事業引 継ぎ支 援センタ ーが設 置され 、相談件 数は
増加する 傾向に ありま すが、一 方で、後継者 問題につ いて「 特に相 談相手は いない 」
と考える 事業者 は 3 割 を超えて おり、 多くの 企業の事 業承継 問題は 水面下に 隠れて
いると考 えられ ます。
当県の足 元の状 況とい たしまし ては 、2020 年 での企業 の後継 者不在 率は 47.9%と 3
年連続で 低下、全国平 均の 65.1%を下 回って おり、こ れは、茨城県 事業承継 支援ネ ッ
トワーク 設置に より、 高齢化や 後継者 等の問 題を抱え る県内 企業へ の円滑な 事業承
継の促進 を図っ ていた だいてい る成果 である と大変感 謝して おりま す。
しかしな がら、 内訳を 見ると前 年対比 で低下 してはい るもの の、事 業承継時 期に
差し掛か る 60 代 以上の 年代の後 継者不 在率が 依然高位 に留ま ってい ること、特に 80
代以上の 割合は 前期対 比で横ば いであ ること 、業種別 では「 建設」 「不動産 」「サ
ービス」 高後継 者不在 率が高く 、いず れも 5 割を超え ている こと等 、課題は 多く残
されてい るもの と思料 します。
事業承継 は、後 継候補 の選定か ら育成 、実際 の就任ま で中長 期かつ 計画的な 準備
が必要と なるた め、経 営余力の ない中 小企業 ほど、事 業承継 に対し て経営資 源を割
くことが 難しく 、その ため後継 者への 引き継 ぎの準備 が間に 合わず 、意図し ない形
で経営継 続を断 念する ケースも 多く見 受けら れます。 今後に おいて は、企業 による
後継候補 人材の 育成と いった自 助努力 はもち ろんです が、国 や自治 体による 公的支
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援、利便 性の高 い事業 承継制度 の拡充 など、 後継者問 題への 解決に 向けた取 り組み
が求めら れるも のと考 えます。
また、企 業価値 を認め た第三者 に経営 を委ね る「M&A 方式の 事業承 継」につ きまし
ても、地 域金融 機関と 連携し促 進支援 を進め ていただ いてお ります が、こう した方
法も後継 者問題 を解決 する有用 な選択 肢の一 つです。
特に、後 継者不 在の中 、昨今の コロナ 禍よる 業績の悪 化、先 行き不 透明感が 追い
打ちとな り、事 業継続 の断念、 廃業を 検討し ている企 業も潜 在的に 数多く存 在して
いると推 測され る中、そうした 企業の 従業員 の雇用を 維持す る観点 からも「 M&A 方 式
の事業承 継」の 需要は 今後高ま ってい くもの と考えま す。
しかしな がら、 民間企 業へ M&A の手続 きを依 頼した際 には、 場合に よっては 数千
万円の多 額のコ ストが 生じてし まう状 況にあ り、中小 企業に とって 、現実的 にそれ
だけのコ ストを かける ことは極 めて困 難であ るという 声も挙 がって おります 。今 後、
増加傾向 にある 事業承 継へのニ ーズに 対応し 、地域経 済の維 持、活 性化を図 る上で
も、そう したコ ストを 抑えるよ うな助 成等の 支援も必 要であ ると考 えます。
以上を踏 まえ、 県にお かれまし ては、 事業承 継に向け た更な る支援 強化の実 施を
願います 。
○ 事 業 承 継 ネッ ト ワ ー クを 構 成 す る商 工 会 議 所や 地 域 金 融機 関 等 と 連携 し 、 概ね 60
歳以上の 経営者 を対象 に「事業承 継診断」や 個別相談 会を実 施し、事業承継 に向け た
支援案件 の掘り 起こし を実施し ており ます。
○

また、後継者 不在 企業の事 業承継 を支援 するため、事業承 継及 び事業拡 大を検 討中
の経営者 並びに Ｍ＆Ａ の支援機 関関係 者を対 象に、Ｍ＆ Ａ、ＭＢ Ｏ 及び第二 創業に つ
いてのセ ミナー を開催 し、気づ きの機 会提供 を図って おりま す。

○

さら に、Ｍ＆ Ａマ ッチング コーデ ィネー ターを配 置し、地 域金 融機関等 と連携 しな
がら、民間 企業の イン ターネッ トプラ ットフ ォームを 活用す ること により、企 業の規
模やニー ズに応 じたＭ ＆Ａマッ チング の促進 を図って いる他 、企 業 の分析等 に精通 し
た税理士 等の士 業等専 門家と連 携した 案件の 掘り起こ しに努 めてお ります。

対
応

○

コロ ナ禍に より先 行きが不 透明な 中、県 内企業の 廃業や 倒産が 増えてい くこと によ
り、ブラン ド価値 や雇 用の喪失、さらに は技 術の散逸 など、こ れま でに蓄積 してき た
貴重な経 営資源 の損失 が懸念さ れるこ とから 、企業が倒 産や廃 業に 至る前に、雇用や
設備など の経営 資源を 引き継ぐ ことが できる よう、引き 続き、地 域 金融機関 や士業 専
門家等とも連携した案件の掘り起こしによるＭ＆Ａマッチングを推進してまいりま
す。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦略 部
要
望
事
項

現
況

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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 用し、 販路拡 大を進め るべく 、以下 を要望い たしま す。
①ビジネ スマッ チング ・販路拡 大・販 売強化 に関する 支援
近年は地 域金融 機関や 経済団体 が主催 するビ ジネス交 流会が 各地域 で開催さ れて
おり、県 におか れまし ては、こ れまで も首都 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 の県内中 小企業 の販路 拡大機会 を増加
させるた めの様 々な支 援をいた だいて おりま す。
また、上 記イベ ントだ けでなく 、昨今 の新型 コロナウ イルス 感染拡 大の影響 によ
り増加し ている オンラ イン展示 会につ いての 出展支援 、県主 導での オンライ ン商談
会の開催 等の恒 常的な 企業間の マッチ ングが 図れるよ うな施 策の更 なる充実 、仕組
みの構築 も並行 して実 施願いま す。
オンライ ン商談 会につ いては、 商談先 への移 動コスト が削減 、商談 対象、機 会の
拡大、ペ ーパー レス化 等、商談 の効率 化、成 約率の向 上に様 々なメ リットが あり、
その充実 は県内 企業の 経済活動 の活発 化に大 きく寄与 するも のと考 えます。
しかしな がら、 オンラ イン商談 会の利 用は、 大手、及 び、一 部企業 の参加に 留ま
り、中小 企業は 参加を 断念して しまっ ている ケースが 依然と して多 く、そう した地
域中小企 業は積 極的に 参加出来 るよう な施策 について も検討 願いま す。
○商談会 の開催 ・展示 会への出 展
（公財）い ばらき 中小 企業グロ ーバル 推進機 構では、県 内中小 企業 の販路拡 大の機 会
を増大さ せるた め、東 京などの 主要都 市での 展示会参 加を支 援する ほか、海外 展示会
の出展費 用の助 成を行 っており ます。
また、今年度 は、新型 コロナウ イルス の影響 により 、オン ライン で の商談会 を開催
している ことか ら、事前 準備に係 る相談 対応や 商談会開 催後の フォロ ー等の支 援も併
せて行っ ており ます。
さらに 、提 案型 商談 会 ※ を開催 し、 イベ ント 以外の 場に おい ても 、 マッチ ング を実
施してお ります 。これ に加えて 、オン ライン 商談が可 能な会 議室を 整備する 等、環 境
が整って いない 企業で も、積極 的に参 加でき る体制を 構築し ており ます。
※発注企業のニーズ・課題をあらかじめ収集し、そのニーズ等に対応可能な県内中
小企業が 発注企 業に対 し提案を 行うこ とで、 販路開拓 を図る 商談会 。
○ビジネ スコー ディネ ーター等 による 販路開 拓支援
（公財）い ばらき 中小 企業グロ ーバル 推進機 構に、大手 企業等 のＯ Ｂ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。

対
応

○

今 後 と も、（ 公 財 ） い ばら き 中 小 企業 グ ロ ー バル 推 進 機 構に 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 。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
立地推進 部
要
望
事
項

現
況

１．地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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 用し、 販路拡 大を進め るべく 、以下 を要望い たしま す。
②企業誘 致推進 の強化
令和 2 年 工場立 地動向 調査にお いては 、工場 立地件数 及び県 外企業 立地件数 は全
国 1 位、 工場立 地面積 は全国 2 位とな りまし た。
県におか れまし ては、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 等、企 業が立 地しやす い事業 環境の 整備を進 めてい
ただいて おりま すが、 今後も安 定した 企業誘 致を進め ていく 上では 、そうし た施策
を更に推 し進め ていた だくと共 に、ア フター コロナを 見据え た新た な企業誘 致策を
探ってい く必要 がある と考えま す。
例えば、IT 等の 先進的 な技術を 持った 企業の 本社移転 を含む 誘致を 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 、依 然
としてオ 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。
また、企 業誘致 を進め るに当た っては 、現地 での人材 確保も 大きな 課題とな りま
すが、誘 致後の 人材確 保に向け た企業 説明会 、個別相 談会等 の機会 を積極的 に設け 、
企業の人 材確保 の円滑 化に向け た支援 を行う こと等も 当県へ の進出 を検討す る企業
に安心感 を与え ますし 、更なる 企業誘 致拡大 に繋がる ものと 考えま す。
上記も含 めた、 更なる 支援策、 補助金 の新設 等の実施 を要望 いたし ます。
【企業誘 致】
○ 企業 誘致の 取組に つきまし ては、コロナ 禍により 従来の 対面型 による誘 致活動 が制
限される 中にお いても 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 、オ
ン ライ ン に よ る セミ ナ ー 開催や WEB を 活 用 し た 新た な 取 組 な どを 積 極 的に 展 開 する
とともに、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 PR して
いるとこ ろです｡
<セ ミナー 等の実 施状況(R3 年度)>
･いばら き産業 立地セミ ナーin 東京(日時:R3.9.28) 409 社 640 名参 加
※コロ ナ禍の ためオン ライン での開 催
<新 聞広告 等の実 施状況(R3 年度)>
･新聞広 告････日刊工業 新聞
･経済誌 広告･･･週刊ダイ ヤモン ド(予定 )
○

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、県税 の課税免 除や工 業用水 道料金の 減額の ほか、オーダー メイド 方
式や区画の分割など企業ニーズを踏まえた工業団地分譲を行うなど各種販売方策を
展開して おりま す｡

○

さら に、国の「 サ プライチ ェーン 対策の ための国 内投資 促進事 業費補助 金」に本 県
独自の上 乗せ補 助金を 創設し 、国補 助金の 活 用を検討 する企 業に本 県への立 地を促 し
てまいり ました 結果、 2 社が補 助金を 活用し ての立地 が決定 いたし ました。

○

一方、コロナ 禍を 受け、対面 によら ない 企業への アプロ ーチの 手法も定 着しつ つあ
ります。県 では、ター ゲ ット分野 の企業 役員に メール等 で直接 アプロ ーチを行 うほか、
ビ ジネ ス 特 化型 SNS を 活 用し て 個 別 に コン タ ク トを 図 る な ど 非対 面 型 の営 業 活 動に
も力を入 れて取 り組ん でおりま す。
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【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 ップク 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｡
○

対
応

その 結果、 補助金 活用によ る立地 が 22 件 (R3.11 末 時点)となっ ておりま す。

○

今後 も積極 的な本 社機能の 誘致を 進め、日本をリ ードす 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｡

○

また、誘致の 受け 皿となる オフィ スを確 保するた め、不動 産事 業者や金 融機関 等と
連携し、 既存物 件や新 規に供給 される 物件の 把握に努 めてま いりま す。

○

今後 も、これ ら立 地促進策 を最大 限活用 するとと もに、本 県の 優れた立 地環境 を積
極的に PR しなが ら、全 庁をあげ て全力 で企業 誘致及び 本社機 能の誘 致を推進 してま
いります｡

【企業誘 致】
○ 企業 誘致の 取組に つきまし ては、コロナ 禍により 従来の 対面型 による誘 致活動 が制
限される 中にお いても 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 、オ
ン ライ ン に よ る セミ ナ ー 開催や WEB を 活 用 し た 新た な 取 組 な どを 積 極 的に 展 開 する
とともに、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 PR して
いるとこ ろです｡
<セ ミナー 等の実 施状況(R3 年度)>
･いばら き産業 立地セミ ナーin 東京(日時:R3.9.28) 409 社 640 名参 加
※コロ ナ禍の ためオン ライン での開 催
<新 聞広告 等の実 施状況(R3 年度)>
･新聞広 告････日刊工業 新聞
･経済誌 広告･･･週刊ダイ ヤモン ド(予定 )
○

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、県税 の課税免 除や工 業用水 道料金の 減額の ほか、オーダー メイド 方
式や区画の分割など企業ニーズを踏まえた工業団地分譲を行うなど各種販売方策を
展開して おりま す｡

○

さら に、国の「 サ プライチ ェーン 対策の ための国 内投資 促進事 業費補助 金」に本 県
独自の上 乗せ補 助金を 創設し 、国補 助金の 活 用を検討 する企 業に本 県への立 地を促 し
てまいり ました 結果、 2 社が補 助金を 活用し ての立地 が決定 いたし ました。

○

一方、コロナ 禍を 受け、対面 によら ない 企業への アプロ ーチの 手法も定 着しつ つあ
ります。県 では、ター ゲ ット分野 の企業 役員に メール等 で直接 アプロ ーチを行 うほか、
ビ ジネ ス 特 化型 SNS を 活 用し て 個 別 に コン タ ク トを 図 る な ど 非対 面 型 の営 業 活 動に
も力を入 れて取 り組ん でおりま す。

【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 ップク ラスと なる 1 社あ たり最 大 50 億円 の本社 機能
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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 22 件 (R3.11 末 時点)となっ ておりま す。

○

今後 も積極 的な本 社機能の 誘致を 進め、日本をリ ードす 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｡

○

また、誘致の 受け 皿となる オフィ スを確 保するた め、不動 産事 業者や金 融機関 等と
連携し、 既存物 件や新 規に供給 される 物件の 把握に努 めてま いりま す。

○

今後 も、これ ら立 地促進策 を最大 限活用 するとと もに、本 県の 優れた立 地環境 を積
極的に PR しなが ら、全 庁をあげ て全力 で企業 誘致及び 本社機 能の誘 致を推進 してま
いります｡
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
会計事務 局、産 業戦略 部、土木 部
要
望
事
項

現
況

対
応

１、地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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 おり、 例えば、 企業誘 致支援 にも関連 するこ ととし て、「誘 致が実
現した際 に、そ の企業 が県内自 治体が 開発し た工業団 地等に 入居す るにも拘 らず、
その企業 が新設 する工 場、事務 所等の 設計や 施工は県 外の大 手設計 事務所や ゼネコ
ンが行う ことが 大半で あり、そ ういっ た場合 に地元企 業が優 先的に 受注でき るよう
な施策を 実施す ること で、企業 誘致に よる雇 用創出に 加え、 地元企 業が活性 化する
のではな いか。 」とい った声も 昨年に 引き続 き挙がっ ており ます。
また、上 記に加 えて、 「災害等 有事の 際には 地元企業 の協力 が不可 欠。他県 業者
が県内工 事を受 注、竣 工したと して、 その後 に災害が 発生し た際の ボランテ ィア等
への協力 依頼は 難しく 、そうし た点か らも地 元企業に 優先的 に発注 をする必 要があ
る。」と いった 声も挙 がってお り、そ れらを 踏まえた 県内企 業への 支援の継 続の要
望に加え 、現状 でのそ の実効性 を確認 する上 でも、こ れまで の発注 状況の具 体的な
推移を確 認させ ていた だきたい と考え ます。
○ 県で は、物品・役 務の調達 を行う 際に、県内事業 者の受 注機会 を確保す るため、一
般競争入 札の入 札参加 資格に「 茨城県 内に本 店を有す ること 」や「 茨城県内 に支店 等
の営業所 を有す ること 」等の 地域要 件を設 定 しており 、本 庁各課 や 出先機関 に対し て
は毎年度 その主 旨を通 知により 周知す るとと もに、初任 者や実 務担当 者の研修 会を年
に複数回 開催し 周知に 努めてお ります 。
〔会計事 務局〕
○

県で は、庁 内の関 係課に対 し、「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」を周知 する とともに、市町村
等に対し まして も、国 との共催 により、毎年「官公需確 保対策 地方 推進協議 会」を開
催し、官 公需施 策につ いて周知 してお ります 。
今年度も 、11 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 行った ところで す。
〔産業戦 略部〕

○

県が発注する工事については、原則として、県内事業者施工可能なものは県内建
設業者に 発注し ている ところで す。
〔土木部 〕

○

引き 続き 、各所 属 への通知 や研修 会開催 等を通じ て、受注機 会 拡大の主 旨の周 知に
努めてま いりま す。
〔会計事 務局 〕

○

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〕

○

引き 続き、 県内建 設業者の 受注機 会の確 保に努め てまい ります 。
〔土木部 〕
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
土木部
要
望
事
項

現
況

１、地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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１億５、０００万円未満の建設工事（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 、
１億５、０００万円以上の建設工事及び１億５、０００万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 。
【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３、０００万円未
満の入札について、最低制限価格制度を適用しており、３、０００万円以上及び総
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。
【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
応

○

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。
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産業戦略 部
要
望
事
項

現
況

１、地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 業の安 定化・活 性化に ついて
(4) 科学 技術を 活用し た新産業 育成・ 中小企 業の成長 支援
県政策ビ ジョン におけ る「新し い豊か さ」の 一番目に 本項目 が挙げ られてい ます。
科学技術 の活用 は県内 企業の活 性化や 生産性 の向上、 効率化 の面で も有益で あり、
また、今 後企業 が成長 するため には必 須であ ると考え ます。
県内企業 におい ては、 科学技術 を活か すため の支援が 必要で あり、 以下を要 望い
たします 。
①産学官 連携強 化への 支援
県におか れまし ては、2018 年 8 月に県 ・つく ば市の共 同提案 が、内 閣府「近 未来
技術社会 実装推 進事業 」に認定 され、 それを 踏まえた 高齢社 会の課 題を解決 する近
未来技術(Society5.0)の社会実 装が令 和元年 度より開 始。当 事業に おいては 、AI、
IoT 及び ロボッ ト等の 近未来術 の実用 化に向 けた分野 研究会 を実施 し、内 4 社の製 品、
サービス が実用 化され たとのこ とで、Society5.0 の社 会実装 に向け てご尽力 いただ
き、大変 感謝し ており ます。
弊会にお きまし ても、 会員企業 への産 学連携 支援の一 環とし て、大 学の有す る研
究シーズ と地域 企業の ニーズを 結びつ け、地 域の活力 を高め ること を目的と した会
員企業の 共同研 究を推 進するた めの連 携協定 を茨城大 学と締 結いた しました 。それ
に伴い、 茨城大 学との 共同プロ ジェク ト“ジ ョイント 結”を 立ち上 げ、会員 企業 17
社からの 参加意 向をい ただきま した。
更に、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 が不可 欠であり 、引き 続きの 産学官連 携強化
への支援 取組み を願い ます。
また、昨 年度県 回答で は、産学 官連携 新製品 開発件数 が 87 件 (2019 年度現在)と県
総合計画 に掲げ る目標 設定(2021 年 106 件)に 対して期 待値を 上回る 成果を上 げてい
るとのこ とでし たが、 その足元 の進捗 状況の 確認に加 え、関 係省庁 ・大学・ 研究機
関・民間事 業者・県・つくば市 により Society5.0 の実 証・実用 化に 向け、具体 的に
どのよう な規制 の緩和 に取り組 んでい るのか について も確認 させて いただき たいと
考えます 。
○ 県で は、2018 年度 に内閣府 が募集 した「 近未来技 術等社 会実装 事業」に つくば 市
と共同提 案し、2019 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。
この中で 実施し た「近 未来技術 社会実 装推進 事業」にお いては 、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 い、そ の結果、 4 件(4
社)の製品 ・サー ビスが 実用化さ れたと ころで す。
また、2020 年度 から、 先端技術 を用い て地域 課題解決 を目指 す市町 村への支 援を
通じ、課 題に対 応する 技術を有 する企 業のマ ッチング にも取 り組ん でいると ころで
す。
先端技術 の社会 実装に 必要な規 制緩和 等の検 討につい ては 、現時 点で は具体的 な案
件に係る 要望は 上がっ ておりま せん。
なお、県内に おいて は 、つく ば市が 、大胆な 規制改革 等を通 じた先 端的なサ ービス
を提供す る「ス ーパー シティ」 への提 案を行 っており ます。
○

いば らき成 長産業 振興協議 会では 、中小 企業の製 品化支 援や大 手企業・ 外部機 関
への橋渡 しなど の活動 を行って おりま す。こ の協議会 等にお ける産 学官連携 新製品
開発件数 として は、昨 年度時点 での累 計が 98 件となっ ており 、期 待 値を上回 る進捗
となって おりま す。
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対
応

○

「近未 来技術 社会 実装推進 事業」で 得ら れた知見 を活か し、ニ ーズを起 点とし た研
究シーズ の発掘、製品 の開発や、マーケ ット インの視 点を強 めた研 究会の開 催等に よ
り、研究 シーズ や先端 技術の社 会実装 を加速 させる取 り組み を進め てまいり ます。

○

今後 も大学・研 究機 関等との 橋渡し や販路 開拓、競争的 資金獲 得な どの支援 に加え、
新たに研 究開発 型ベン チャー企 業との マッチ ング支援 を行う ことに より、県内企 業の
新製品等 開発に 結びつ く取組の 強化を 図って まいりま す。

○

また、これら の取 組を進め るに当 たり、具体的に 規制緩 和が必 要な項目 が出て きた
場合には、関係機 関と の調整等 を進め るなど 、産学官連 携によ る先 端技術の 社会実 装
を促進し てまい ります 。
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産業戦 略部
要
望
事
項

１、地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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IT化 促進によ る科学 技術・ICT・AI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 。
弊会にお きまし ても、 会員企業 のデジ タル化 ・IT化支 援の一 環とし てITコー ディ
ネータ茨 城との 連携協 定を締結 し、コ ロナ禍 で課題と なって いる会 員企業の 生産
性・収益 性の向 上のた めのデジ タル化 ・IT化 に関する 情報の 提供や 相談、支 援の強
化を進め ており ますが 、特に、 コロナ 禍によ り急務と なった 新たな 働き方改 革実現
に向けて のタブ レット 導入、テ レワー ク実施 に向けた 社内シ ステム 構築等の 企業の
デジタラ イゼー ション 化促進と いった 観点か らも、企 業の資 金面の 不安を軽 減し、
設備導入 促進に 寄与す る補助金 制度に おける 、その補 助額・ 補助件 数の拡大 、充実
は必要不 可欠、 かつ、 急務であ ると考 えます 。
昨年度県 回答で は、上 記支援状 況につ いて、 これまで の取組 みから 大きな動 きは
無く、補 助額・ 補助件 数にも増 減が無 かった ことから 、その 拡大と 補助金制 度の県
内企業へ の周知 強化を 継続要望 いたし ます。

現
況

○

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 。

○

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 いく取 組
を実施し ており ます。

○

ＩＴ 化促進 のため 、国のＩ Ｔ導入 補助金 や働き方 改革推 進支援 助成金等 にかか る周
知に努め ており ます。

○

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

対
応

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。
○

また 、引き 続きＩ Ｔ化促進 のため の国の 補助金等 の周知 に努め てまいり ます。
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総務部
要
望
事
項

１、地域 発展へ の貢献 が多大で ある企 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
昨今の新型コロナウイルス感染拡大に伴う全世界的な経済活動の停滞、抑制に伴
い、幅広 い業種 におい て企業業 績は悪 化の一 途を辿っ ており 、それ は、当県 企業に お
いても、 例外で はあり ません。
そうした 中、政 府にお いては、昨年度 、新 型 コロナウ イルス の影響 により納 税が困
難な事業 者、企業に 対 し、収 入減少 等の一 定 の要件を 満たせ ば 1 年 間、所 得税 、法⼈
税、消費 税等ほ ぼすべ ての税⽬ の納付 を猶予 するとの 特例制 度が実 施されま したが 、
県におか れまし ても 、県 税の納税 につい て同様 の対応を 実施し ていた だき大変 感謝し
ておりま す。
上記につ きまし ては、今年 2 月 1 日を もって 終了いた しまし たが、今後にお きまし
ても情勢 に応じ た柔軟 な取組み を進め ていた だくと共 に、こう した 取組みに 加え、ア
フターコ ロナも 見据え た企業活 動の永 続的な 発展に向 けては、やは り、これま でも継
続して要 望して おりま す企業に おける 国税・県税・市町 村税の トー タルでの 税負担 軽
減も並行 して進 めてい く必要が あると 考えま す。平成 30 年度以 降、 国、地方 を通じ
た法人実 効税率は 29.7%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、政府 施策に よる 部分は大 きいか と思料 いたしま 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。

現
況

○

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 。
H27.4.1～
23.9 ％
6.0 ％
32.11％

H28.4.1～
23.4 ％
3.6 ％
29.97％

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
※ 地方法 人特別 税又は特 別法人 事業税 を含む

対
応

○

H30.4.1～
23.2 ％
3.6 ％
29.74％

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 。
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令和３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。
昨年度3月 末まで となっ ていた設 備投資 時の固 定資産税 特例措 置が2年 間の期間 延長
となり、新たに 事業用 家屋や構 築物も 対象と なる等、制度の 拡充が 行われま したが 、
これに留 まらず 、中小 企業の更 なる生 産性向 上に向け 、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 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４年 度まで となって おりま す。
【固定資 産税の 特例措 置】
○ 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、中小事 業者が
先端設備 導入計 画に基 づき取得 した一 定の固 定資産（※１ ）に 対し 、税負 担の軽 減
措置（※ ２）が 講じら れていま す。
本特例の 適用期 間は平 成 30 年度 から令 和２年 度末とな ってお りまし たが、令 和
２年度の 税制改 正にお いて、新型コ ロナウ イ ルス感染 症の影 響を受 けながら も新規
に設備投 資を行 う中小 事業者等 を支援 する観 点から 、対象 資産に 事 業用家屋 と構築
物を追加 ・拡充 し、適 用期間も 令和４ 年度末 まで延長 された ところ です。
※１ 機 械及び 装置、 器具及び 備品、 工具、 建物附属 設備、 構築物
（生産性 が年平 均１％ 以上向上 するも の）
事業用家 屋
（取得価 額の合 計が 300 万円以 上の先 端設備 等ととも に導入 された もの。）
※２ 取 得後３ 年間、対象資産 の課税 標準額 を市町村 の条例 で定め るところ により
減額する 措置（ 本県で は、全市 町村が 課税標 準額をゼ ロとし ている ）
【産業活 動の活 性化及 び雇用機 会の創 出を図 るための 特別措 置】
○ 県 や県内 の多く の市町村 におい ては、県内産業 活動の 活性化 及び雇用 機会の 創出
を図るた め、一定 の要 件を満た す法人 に対し て、地方税 の課税 免除 や不均一 課税の
軽減措置 を実施 してお ります。

対
応

○

設備 投資時 の税額 控除につ いては、国に おいて議 論され るもの ではあり ますが、令
和４年度 まで適 用期限 の延長が 行われ たとこ ろであり、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。
○ 固定 資産税 につい ては、令和 ２年度 の税 制改正に おいて、令和 ４年度ま で対象 期間
の延長が 行われ たとこ ろであり、今後も、国 における 制度の 検討状 況等を注 視して ま
いります 。
○ 県税 の特別 措置に ついては、制度の 効果 等を検証 しなが ら、適 用期限の 延長や、内
容の見直 しを検 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 、引き続 き助言 及び情 報提供に 努めて まいり ます。
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営業戦略 部
要
望
事
項

現
況

対
応

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 11 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 。昨 年 度は新型 コロナ ウイル ス感染拡 大の影 響によ り国際的 な人の 往
来が制限 された ことに 加え、国内 便につ いて も緊急事 態宣言 等に伴 う運休、減 便、旅
客需要の 減少等 により 大幅な旅 客数の 減少と はなりま したが 、ア フ ターコロ ナを見 据
え、県 内企業 からは 引 続き路線 拡充に よる利 便性向上 や県内 へのイ ンバウン ドの玄 関
口として の大き な期待 が寄せら れてい ます。
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 の更
なる総合 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 、一
昨年度よ り西安 便の定 期運航が 開始さ れたこ と、神 戸便が1日2便 か ら3便に増 便され
たこと等 により 、旅客 数も776千 人と過 去最高 を更新。新型コ ロナウ イルス感 染拡 大
が予期せ ぬ逆風 となっ てしまっ たもの の、そ れまでの 路線拡 充と利 用者拡大 は年々
順調に推 移して おり、 これも関 係各団 体のご 尽力あっ てのも のと大 変感謝し ており
ます。総 合計画 におけ る2021年944千人 の達成 は極めて 難しい 状況で はござい ます
が、ア フター コロナ を 見据えたLCC誘致 や既存 定期便の 時刻の 見直し 等による 路線拡
充の継続 を進め ていた だきたい と考え ます。
○ 茨城 空港は 開港１ ０年目と なる令 和元年 度には就 航路線 数が国 内線４路 線、国 際線
６路線と なり、利 用者 数も過去 最高の ７７６ 千人とな りまし たが、世界的な 新型コ ロ
ナウイル ス感染 症の拡 大に伴い、昨年２ 月以 降は減便 や運休 が相次 ぎ、昨年５ 月及び
本年２月 など全 便が運 休となっ た期間 があり ましたこ となど により 、令和 ２年度 の利
用者数は ２０９ 千人と 大幅に減 少しま した。
○

令和 ３年１ １月現 在、国内線 につき まし ては、神戸・札幌・福 岡・那覇の 全ての 路
線で運航 が再開 されて おり、１０ 月には、フ ジドリー ムエア ライン ズによる 国内チ ャ
ーター便（隠岐、種子 島、高知）が約１ 年６ ヶ月振り に運航 された ほか、県 内上空 や
富士山方 面を周 遊する 遊覧飛行 も運航 されま した。さら に、来年１ 月 から３月 までに、
小松、種 子島、女 満別 、下地島（ 宮古）・石 垣島への チャー ター便 も計画さ れてお り
ます。

○

一方 、国際 線につ きまして は、国 の出入 国制限措 置によ り、上 海・西安・台北・長
春・福州 ・南京 の全て の便が現 在も運 休とな っており ます。

○

国内 線につ きまし ては、早期 の需要 回復 を図るべ く、スカ イマ ーク社と 共同で 大規
模なキャ ンペー ンを展 開してお ります。また 、新たな取 組とし て、利用者向 けのス マ
ートフォ ンアプ リを導 入し、若年層 を中心 と した新た な利用 層の開 拓やリピ ート率 の
向上を図 るなど 、利用 促進に努 めてい るとこ ろです。

○

一方、国際線 につ きまして は、海外 航空 会社等の 関係者 と密な 情報交換 を継続 しな
がら、国際的 な人の 往 来が再開 される 時には 速やかに 茨城路 線を再 開できる よう取 り
組んでま いりま す。
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土木部、 営業戦 略部
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
（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 11 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 。昨 年度 は新型コ ロナウ イルス 感染拡大 の影響 により 国際的な 人の往
来が制限 された ことに 加え、国内 便につ いて も緊急事 態宣言 等に伴 う運休、減 便、旅
客需要の 減少等 により 大幅な旅 客数の 減少と はなりま したが 、ア フタ ーコロナ を見据
え、県 内企業 からは 引続 き路線拡 充によ る利便 性向上や 県内へ のイン バウンド の玄関
口として の大き な期待 が寄せら れてい ます。
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 の更
なる総合 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 しており ました 石岡方 面からの 常磐道 アクセ ス向上に 向けた
道路延伸 につき まして は、6 月 16 日に 開通と なりまし た。こ れによ り今後空 港活用
の利便性 は大き く向上 するもの であり 、取組 みに大変 感謝し ており ます。
アフター コロナ を見据 え、常磐 線、水 戸線等 との連携 強化等 更なる 国内外の 観光
客の取り 込み策 の検討 、併せて 、バス の増便 や路線拡 充等更 なる利 便性の向 上策を
進めてい ただき たいと 考えます 。
【アクセ ス良化 】
○ 常磐 自動車 道石岡 小美玉Ｓ ＩＣか ら茨城 空港まで をほぼ 直線で 結ぶ延長 約１２ ．６
ｋｍのう ち、残っ てい た約２．０ ｋｍが 令和 3 年 6 月 16 日に 供用開 始いたし ました。
これによ り約１ ２．６ ｋｍ全て が供用 してい ます。
〔土木部 〕
【鉄道、 バスの 利便性 向上】
○ 茨城 空港か ら鉄道 駅等への アクセ スバス について は、石 岡駅、 水戸駅、 つくば 駅、
新鉾田駅 、羽鳥 駅、常 陸太田・ひたち なか方 面の６方 面に運 行され ていまし たが、新
型コロナ ウイル ス感染 症の拡大 により 航空便 が減便・運 休した こと に伴い、ア クセス
バスにつ いても 一部の 便が運休 してお ります 。
〔営業戦 略部〕

対
応

【鉄道、 バスの 利便性 向上】
○ 茨城 空港国 内線の 運航再開 に対応 し、一部 運休とな ってい たバス について も順次 運
行が再開 されて いると ころです 。今後 も茨城 空港利用 者の更 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。
○

また 、令和 ２年度 より、県 内ホテ ル・旅 館等に宿 泊した 茨城空 港利用者 を対象 に、
水戸・つく ば・石岡 から 空港への アクセ スバス の片道運 賃を無 料にす る制度を 創設し
たところ です。こ うし た取り組 みによ り、観 光客の利 便性向 上と県 内周遊促 進を図 っ
てまいり ます。
〔営業 戦略部 〕
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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 、昨年 度まで は、震災 復興予 算でそ の費用を 対応
していた だいて いるも のの、今 年度以 降は 、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 の費用
負担は大 きく膨 らむこ ととなり ます。
昨年度要 望にお いて「 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。県 として は、基 幹的な航 路の機
能確保を 図るた め、浚 渫土砂の 処分地 の確保 も含め中 央防波 堤の延 伸をはじ めとし
た航路埋 没対策 に取り 組むと共 に、航 路水深 の維持・ 確保に ついて 企業負担 の軽減
を図るな ど、コ ンビナ ートの競 争力強 化を図 るための 支援を 、中央 要望活動 を通じ
て国に引 き続き 働きか けていく 。」と の回答 をいただ いてお ります が、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、今後、企 業によ る浚渫 作業が発 生した 際の助 成制度の 確立は 、
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
3.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
R3 当初： 直轄事 業 1,040 百万 円、県 事 業 3,640 百万 円
事業 内容：
○ 中央ふ 頭地区 岸壁（ -12m）2 バース 目（ケー ソン据 付、上 部工）
○ 東防波 堤（ケ ーソン据 付）
全体計 画 L=6,000m（R2 末：L=5,680m 概成）
○ 中央ふ 頭地区 （埠頭用 地、港 湾関連 用地、浚 渫土砂 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
R3 測量 設 計、用地 買収
調査区 間：国 道 6 号～ 常磐道 （那珂 市） 約 2km
R3 ルート 検討、 環境影 響調査
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②鹿島港
R3 当初： 直轄事 業 2,140 百万 円、県 事 業 296 百万 円
事業 内容：
○ 南防波 堤（ケ ーソン据 付）
全体計 画 L=4,800m（R2 末：L=4,610m 概成）
○ 中央防 波堤（ ケーソン 製作・ 据付）
全体計 画 L=900m（R2 末：L=757m 概成）
対
応

○ 産業イン フラと しての 港湾の重 要性を 鑑み、 引き続き 、整備 予算確 保に努め ると
ともに、 国と連 携しな がら施設 整備を 推進し てまいり ます。
・常陸 那珂港 区中央 埠 頭地区に ついて 、本 年 2 月に岸 壁（-12m）2 バ ース目が 暫定
供用（270m）し たとこ ろであり 、残る 30m の 早期供用 に向け 整備を 進めます 。
・鹿島港 につい て、航 路泊地の 抜本的 な埋没 対策とし て、防 波堤（ 南、中央 ）の
整備を進 めます 。また 、企業負 担の軽 減につ ながる制 度導入 につい て、企業 の
皆様とと もに、 国に働 きかけま す。
○ 常陸那珂 港山方 線（国 道 245 号 ～国道 6 号） について 、測量 設計、 用地買収 等を
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、常 磐道と の接続 方法など も踏ま
えて、ル ート検 討を行 ってまい ります 。
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令和３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 。
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。
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 、令和元年 のコン テナ取 扱量も順 調な伸 び
を示して いると のこと ですが 、環太 平洋貿 易 を通じた 将来的 な県内 経済の更 なる活 性
化と国際 ハブ港 化を見 据えた中 では 、韓国 経 由ではな い茨城 県から の直接の 北米航 路
を整備す ること が不可 欠ではな いかと の声も 挙がって おりま す。
コロナ禍 におい て不透 明な状況 が続い ており ますが 、今後 におか れ ましても 、企 業
訪問や港 説明会 などを 通じた積 極的な ポート セールス により 、定 期 コンテナ 航路の 拡
充や新規 開設へ の働き かけを継 続願い ます。
【定期航 路】
①茨城 港日立 港区
［内貿 ］ 定 期 RORO 2 航 路
［外貿］ 定期 RORO 1 航路
②茨城 港常陸 那珂港 区 ［内貿 ］ 定 期 RORO・国際フ ィーダ ー 4 航路
［外貿］ 定期 RORO・定期コ ンテナ 16 航 路
③茨城 港大洗 港区
［内貿 ］ 北 海道定 期フェリ ー 1 航 路
④鹿島 港
［内貿 ］ 国 際フィ ーダー 1 航路
［外貿］ 定期 コンテ ナ 1 航路
【取扱貨 物量の 推移】
（単 位：千トン）
R2（速 報
港(区）名
H27
H28
H29
H30
R1
値）
茨城港
日立港区

対
応

○

5,022

6,527

6,613

6,265

6,787

7,394

茨城港
常陸那珂港
区

10,817

11,729

13,634

13,806

12,846

14,160

茨城港
大洗港区

12,411

12,462

13,912

13,902

14,537

14,174

鹿島港

61,716

63,600

60,194

59,731

61,626

48,501

「コ ンテナ 貨物集 荷促進事 業」等 を活用 し、継続 的なポ ートセ ールスに 取り組 んだ
ところ、 常陸那 珂港区 において 、令和２ 年 の コンテナ 取扱量 も順調 な伸びを 示して お
り、ま た 令 和 ３年 ７ 月に 新 た な国 際 フィ ー ダー 航 路 が開 設 され 、北米 含 む 世界 各 国へ
繋 が る 便と し て、 よ り一 層 の 利便 性 向上 が 期待 さ れ ます 。
コロナ禍 におい て不透 明な状況 が続い ており ますが、今 後も企 業訪 問や港説 明会な
どを通じ て積極 的なポ ートセー ルスに 努め 、潜在貨物 量や荷 主企業 等のニー ズを的 確
に把握し、直 行 便 も 含 め た 新 規航 路 開設 を 船会 社 に 対し 働 きか け るな ど 、航 路 拡充 に
努 め て まい り ます 。
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令和３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
（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 は昨年に 引き続 き以下 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
○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）
・R3 国の 予算： 153.7 億円
・R3 ﾈｸｽｺ予算： 非公表
・R3 事業 状況： 用地取 得、工事
・用地進 捗率 ： 約 98%（R3.8 末 現在）

県内区間
(

)

潮
東関道水戸線 来

（仮 ）

（仮 ）

(

約 51km

)

北
浦

麻
生

鉾
田

茨
城
空
港
北

北関東道

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

開通目標

事業中区間
約 ３１㎞

供用区間
約 １８㎞

未定

○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】
○ ２０ １７年 １２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、
２０２４ 年度に 全線供 用すると の見込 みが示 されまし た。こ れを受 けて、２ ０１８
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】
○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。
○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 】
○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３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幹線道 路への アクセ スが良い スマー トICの 導入
現在、当 県にお けるス マートICは4箇所 、事業 中が2箇所 ((仮 称)つく ばスマー ト
IC・(仮 称)つく ばみら いスマー トIC)、新た に 笠間PAス マートICが新 規事業化 された
とのこと ですが 、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。特に 、スマ
ートICと 道の駅 等の地 域利便施 設を併 設する ことは地 域振興 という 観点から も非常
に効果的 であり 、それ らを踏ま え幹線 道路か らのアク セスの 良いス マートICの新規
導入推進 、該当 市町村 への設置 の継続 的な働 きかけ、 及び、 既存予 定地への 導入迅
速化を要 望いた します 。

現
況

【(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
R3 事業状 況：用 地取得

など

【(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
R3 事業状 況：測 量・設 計

など

【(仮称)笠間 PA スマー ト IC】
設置場 所：笠 間 PA

北関東自 動車道 笠間西 IC～友部 IC 間

新規事 業化：R3.8.6
R3 事業 状況： 測量

など

【(仮称)千代田 PA スマ ート IC】
設置場 所：千 代田 PA

常磐自 動車道 土浦北 IC～千代 田石岡 IC 間

準備段 階調査 箇所へ の採択：R3.8.6
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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３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
（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 拡幅及 び4車 線化
・国道118号の4車線化
・石岡市 内の国 道6号の 4車線化
・筑西市 内の国 道50号 の4車線化
・古河市 内の国 道125号 の渋滞緩 和
・鹿嶋市 内国道51号及 び鹿島コ ンビナ ート周 辺の渋滞 緩和
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 率は前 年 比3%～30%程度で
あり、軒 並み2～ 17%程 度であっ た昨年 度から は大きく 改善が 見られ るものの 依然と
して工事 完了に は長期 を要する ものと 思料さ 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 ）
○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
○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 3 事 業 費：565百万円 （調査 設計、用 地買収 ）
R2未 進 捗 率：約11％ （用地 進捗率 ：約53％ ）
【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 3 事 業 費：297百万円 （用地 補償、工 事）
R2 末進捗率：約 83％
【国道 245 号 久慈大 橋】
区
間：東 海村豊 岡～日立 市留町
計画延長 ：Ｌ＝1.0km
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計画幅員 ：Ｗ＝22/13m
着手年度 ：R1 年 度～
全体事業 費：約 100 億 円
R3 事業費 ：100 百万円 （用地補 償）
R2 末進捗 率：約 2％
＜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 3 事 業 費：40百万円 （用地 補償、工 事）
R2 末進捗率：約 61％
＜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392億円
R 3 事 業 費：1,580百万 円（調 査設計、 用地買 収、改 良工）
R2 未進捗率：約 63％（ 用地進 捗率：約 95％）
＜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465億円
R 3 事 業 費：1,275百万 円（調 査設計、 用地買 収、改 良工）
R2未 進 捗 率：約82％ （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 3 事 業 費：255百万円 （用地 補償、工 事）
R2 末進捗率：約 48％
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＜鹿嶋市 内国道 51 号及 びカシマ コンビ ナート 周辺の渋 滞緩和 ＞
【国道51号鹿嶋 バイパ ス】
○全体 計画
区
間：潮来市州 崎～鹿 嶋市清水
延 長 等：Ｌ ＝8.3km
○供用 区間
区
間：鹿 嶋市大 船津～清 水
延 長 等：Ｌ ＝6.5km（内、4.8kmにつ いて、 令和2年6月4車線 供用）
○事業中 区間（ 神宮橋 架替）
区
間：潮来市洲 崎～鹿 嶋市大船 津
延 長 等：Ｌ＝1.8km
着 手 年 度：Ｈ26年度 ～
全 体 事 業 費：約160億円
R 3 事 業 費：2,860百万 円（調 査設計、 新神宮 橋下部 工）
R2未 進 捗 率：約39％

対
応

【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）【 令和2年 11月24日 完了 】
着 手 年 度：Ｈ30年度 ～
全 体 事 業 費：約1.7億 円
R 3 事 業 費：30百万円 （用地 ・交差点 改良工 事）
R2 末進捗率：約 82％
＜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 245 号久 慈大橋 】
○ 早期 工事着 手に向 け、関係 機関と の協議 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 努めると ともに 、で き るだけ早 期に部 分共用 が図られ るよう、
工事を進 めてま いりま す。
＜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。

47

＜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 】
○ 知手 交差点 の整備 に着手し てまい ります 。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
政策企画 部
要
望
事
項

現
況
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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 、JR常 磐線との 接続と
茨城空港 の利便 性向上 にも寄与 する同 空港へ の延伸を 進める ための 取り組み を継続
要望いた します 。
また、「TXの本 数自体 は以前よ りも増 えてい るが、編 成車両 数が6両 であるた め、
混雑回避 には至 ってい ない。」といっ た声も 挙がって おり、更なる 利便性の 向上と 3
密回避に 向けた 編成車 両数の増 加とそ れに対 応するた めの駅 ホーム の伸長に ついて
も要望い たしま す。
○ つく ばエク スプレ スは、平 成 17 年 の開業 以来、沿 線開発 による 企業・商 業施設 の
進出や宅 地整備 による 沿線自治 体の人 口増加 など、県南県 西地域 の 発展に大 きく寄 与
しており ます。
県で は、つく ばエ クスプレ ス沿線 地域の 活力を全 県へ波 及させ ていく観 点から、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、４つの延 伸イメ ー
ジを示し ており ます。
○

国の 調査に よると 、つくばエ クスプ レス の混雑率 は、令和 元年 度で最大 171％ と高
い水準に あり、つ くば エクスプ レスを 運営す る首都圏 新都市 鉄道株 式会社で は、平成
31 年度か ら抜本 的な混 雑緩和対 策とし て、現 在の６両 編成を ８両編 成に増強 するた
めのホー ム延長 工事な どを進め ている ところ です。

○

県内 延伸の 実現に 向けては、必要な 資金 の調達方 法や、採 算性 確保など、本県だ け
では解決 するこ とがで きない非 常に難 しい課 題が山積 してお ります が、交 流の拡 大や
地方創生 の実現 にもつ ながるも のであ り、本 県の発展 にとっ て大き な起爆剤 になる も
のと考え ており ますの で、引き 続き、 しっか りと取り 組んで まいり たいと思 います 。

○

混雑 対策に ついて は、アフ ターコ ロナ社 会におけ る旅客 需要や 乗客の価 値観の 変化
など、利用 動向を しっ かりと見 極めな がら、引き続き、首都圏 新都 市鉄道株 式会社 と
の情報共 有を図 り、対 応に努め てまい ります 。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
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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 。
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(特 に土浦 ～日立間)の本数 増加
・普通列 車と特 急の乗 り換えが しやす いダイ ヤ変更
・通勤通 学が重 なる朝7時から9時 、夜5時から7時台の本 数増加
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 増加等 の声が依 然とし
て上がっ ている ことも 事実です 。
また、昨今の 新型コ ロ ナウイル ス感染 拡大に 伴う3密の 回避を 踏まえ た働き方 改革
の一環と して、 時差出 勤、定時 退社を 励行す る企業が 増加し ており ます。ウ ィズコ
ロナ・ア フター コロナ での人の 動きを 念頭に 置いて、 特に通 勤・帰 宅時の混 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。
○ 県内 JR 各線 は、新 型コロナ 感染症 の影響 により旅 客需要 が大き く落ち込 んでい る
ところで はあり ますが 、県民生活 を支え、地 域の活性 化を図 る上で 重要な生 活イン フ
ラとして 社会的 使命・ 役割を果 たすべ く運行 継続をし ていた だいて おります 。

○

新型 コロナ 感染症 の影響に より、非 常に 厳しい経 営環境 にあり ますが、地 域の活 力
や賑わい を取り 戻すた めにも、 アフタ ーコロ ナの人の 動きを 見据え た JR 常磐線 の利
便性向上 への取 り組み を継続し ていた だける よう、引き 続き、継 続 的な利用 促進活 動
により利 用者数 の確保 に努めて まいり ます。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
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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(JR水戸線)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、現 在、２つ の 路線は小 山駅で 結
ばれてお ります 。
○

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。
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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、2023年3月で の開通 に向け たLRTの導 入が進 められ ています が、
本県にお いても 水戸市 やつくば 市を始 めとし た県内主 要都市 の渋滞 緩和や交 通利便
性向上を 図るべ く、LRT導入も選 択肢の 一つと して検討 、取り 組みを 願いたく 継続要
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。

○

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
当要望は 例年要 望して おり、現 状での 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 、九州（鹿児 島 ルート）、北 海道の ７ 路線が開 業して い
ます。
○

新幹 線の整 備にあ たっては 、法に 基づく 整備計画 線に位 置付け られる必 要があ り、
現在、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 により 、リ ニ ア中央新 幹線（品川 － 名古屋間 ）の 整備
が行われ ていま す。

○

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

○

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 。

53

令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
政策企画 部
要
望
事
項

現
況

対
応

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 、近年 は SDGs 取
組み観点から工業団地に進出する企業にとっても、社員のマイカー以外の通勤手段
が進出に 当たっ ての重 要な判断 要素に なって いるとの ことで す。
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
許返納も増加傾向にあることからも、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 進を更 に推し 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、 県北・ 鹿行・県 南・
県西の 4 地域に おいて 市町村や 交通事 業者と の協議を 通じ 、広域 交通 ネットワ ークの
在り方等 の協議 検討を 進めてい ただき 、この 内、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 いたとこ ろです 。
また、自動 運転に つい ては、昨年 度 11 月 より 境町にお いて自 動運転 バスの定 時運
行が開始 され 、ひた ち BRT におい て中型 自動運 転バスの 実証実 験が実 施された とのこ
とで、県 による 意欲的 な取組み 姿勢が 確認出 来ます。
こうした 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 後益々本 格化す るであ ろう自動 運転等 新技術 の導入も 含めた
バス路線 維持 、拡充 によ るマイカ ー無し でも安 心して暮 らせる 生活環 境づくり に向け
た取り組 みを継 続要望 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、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・検討を行ってきたところで
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 等を行 うとと もに、市町 村や交 通事 業者等と 連携し な
がら、地域 協議会 の場 等を通じ、住民ニ ーズ や新技術 等を踏 まえた 広域的な 公共交 通
の確保策 等につ いて検 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
（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 、近年 は SDGs 取
組み観点から工業団地に進出する企業にとっても、社員のマイカー以外の通勤手段
が進出に 当たっ ての重 要な判断 要素に なって いるとの ことで す。
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
許返納も増加傾向にあることからも、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 進を更 に推し 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。しか しなが ら、令 和2年度に おける 自主返 納は約55万件と
過去最高 となっ た令和 元年度の 約60万 人を下 回り、ま た、75歳以上 の返納も 前年対
比で約5万 人減の 約30万 人と共に 大きく 減少し ておりま す。こ れは 、新型コロ ナウイ
ルスへの 感染防 止によ るものと する見 方もあ る一方で 、「ク ルマ社 会のなか で運転
免許がな くなる と、高 齢者のみ の家庭 では子 供や近所 の人な どに買 い物や通 院など
を頼みづ らくな る。」という声 も挙が ってお ります。一昨年 4月に 発 生した東 京池袋
での事故 等高齢 者運転 者による 事故等 もあり 、免許自 主返納 に対す る社会的 な関心
は年々高 まって はいる ものの、 依然と して免 許返納に 踏み切 れない 高齢者の 方々も
多いこと の要因 の一つ には、マ イカー に代わ る新たな 移動手 段の確 保が出来 ないと
いうこと も大き いので はないか と考え られま す。
そうした 中、昨 年11月 より境町 にて自 動運転 バスの運 行が開 始とな り、自治 体が
自立走行 バスを 公道で 実用化す るのは 国内初 というこ とから メディ アでも大 々的に
報じられ ました 。
また、近 年、鉄 道、バ ス等の異 なる移 動手段 を統合し 提供す るMaaSが注目を 集め
ており、全国的 に多く の実証実 験が実 施され ておりま す。県 内にお いても、昨年2月
の水戸市 内の梅 まつり 期間にお けるAI運行バ スやシェ アサイ クルを 活用したMaaSに
関連する 実証実 験に続 き、今 年2月に は土浦 市 内でもAI運行バ スや電 動キック ボード
等を活用 した実 証実験 が実施さ れてお ります 。
さらに、 昨年10月から は大子町 におけ るAI運 行バスの 仕組み を利用 した乗合 タク
シーの実 証実験 も開始 され、AI技術の 活用に も意欲的 に取り 組んで いただい ており
ます。
こうした 「自動 運転」 、「MaaS」や「AI」の 技術を活 用した デマン ド交通の 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
なるとと もに、 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。
前述の実 証実験 等の取 り組みの 継続に 加え、 デマンド 交通を 導入し ようとす る市
町村が実 証実験 の実施 や本格導 入する 際の補 助、助成 制度等 の新た な支援体 制の確
立につい ても要 望いた します。
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○

自動 運転に ついて 、これまで、国の事 業 として、常 陸太田 市の 道の駅や 高倉地 域で
のカート 型車両 による 実証実験 や、ひたち Ｂ ＲＴにお けるバ ス車両 での実証 実験が 行
われたほ か、昨年 11 月からは 、境町 におい て、自動 運転バ スの定 時運行が 始まっ た
ところで す。

○

MaaS に つい て は 、 国 の事 業 を 活 用 し、 日 立 地域 及 び 土 浦 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 等の基 盤づく りや、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 技術 等を 活用した デマン ド交通 について は、昨年 10 月 から、大子 町にお
いて、乗合タ クシー の 運行が始 まった ほか 、本年７月 からは 、高 萩 市におい て、路線
バスでの 運行が 始まっ たところ です。

○

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 確保やバ ス運転 手不
足の解消 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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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
昨年同様 に、今 年度ア ンケート におき まして も、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 が多数 寄せられ ていま す。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 困難と のことで はあり ますが 、その一方 で、入札 資格 審査受付 のよう
に県内市 町村で の提出 書類の共 有化が 進めら れている ものも ありま すが、こちら につ
きまして は、昨年 度要 望に対し て、令和 3 年 度が 3 年 に一度 の一斉 更新手続 きの時 期
であり、電 子申請 が可 能となる 準備と、提出 書類の簡 素化を 併せて 検討して いると の
回答をい ただい ており ますので 、そ の状況 につ いて確認 させて いただ きたいと 考えま
す。
また、2017年 に閣議 決 定された「規 制改革 実 施計画 」にお いても 、行政手続 き簡素
化の3原則 (「行政 手続 きの電子 化の徹 底」「同じ情報 は一度 だけの 原則」「書式・様
式の統一」)を踏ま え、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 も、具体的 な削減 実施 事項と合 わせて 確
認させて いただ くと共 に、新た に規制 改革推 進会議か ら答申 のあっ た2025年 までに
22,000件 ほどあ る行政 手続きの98%超を オンラ イン化す るとい う目標 を踏まえ 、県と
して今後 どのよ うに取 り組んで いくの かにつ いても確 認させ ていた だきたい 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、写し でも提出 可とす る
など簡素 化を図 るとと もに、現在、県内２ ８ 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〕
○

県の 物品調 達等競 争入札参 加資格 申請に ついては 、令和 ３年６ 月からい ばらき 電子
申請・届出 サービ スに よる申請 を開始 してお り、また、就 業規則 な どの添付 書類の 一
部を不要 とする など、 提出書類 の簡素 化も行 っており ます。
〔会計事 務局〕

＜行政手 続きの オンラ イン化＞
○ 政府 におい ては 、今年６月 に閣議 決定さ れた「 規制改 革実施 計 画」に おいて 、デ ジ
タルガバ メント の実現 を目指す 観点か ら、書 面・押 印・対面の 見直 し、オ ンライ ン利
用の促進、デジタ ル化 に向けた 基盤の 整備等 について、重点的 に取 り組むこ ととし て
います。
○

本県 におい ても、県民や事 業者の 方が行 う申請・届 出等の 行政 手続につ いて、役 所
に出向く ことな く、い つでもど こでも 申請等 ができる よう、県 で対 応が可能 なすべ て
の行政手 続につ いて 、令和２年 末に電 子化や 押印の廃 止の対 応を完 了したと ころで す
。
なお 、国の 制度が 障壁とな り、電 子化や 押印廃止 ができ ない行 政手続に ついて は、
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国の法令 改正に より対 応可能と なった ものか ら随時対 応して います 。
〔総務部 〕

対
応

＜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 。
[総務部]
＜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 〕
○

物品 調達等 競争入 札参加申 請にお ける共 有化につ いては 、国よ り地方自 治体向 けに
デジタル 化に適 した標 準様式が 示され たこと から、導 入に向 けて努 めてまい ります 。
〔会計事 務局〕

＜行政手 続きの オンラ イン化＞
○ 引き 続き 、行政 手 続の電子 化など 、Ｉ Ｃ Ｔを業務 の効率 化と県 民生活の 利便性 向
上に活用 するた めの施 策の推進 してま いりま す。
○

また 、今年 ５月に は、イン ターネ ット環 境があれ ば、契 約当事 者が電子 証明書 を
必要とせずに契約を締結できる立会人型電子契約を都道府県で初めて導入しまし
た。建設 工事及 び建設 コンサル タント の契約 において も利用 が可能 です。

○

今年 ８月に は、県 発出文書 の真正 性を簡 単に確認 できる よう、 電子印影 に加え 、
茨城県知事名による電子署名とタイムスタンプを付与するシステムを都道府県で
初めて導 入し 、国の 法 令に基づ かない 県で対 応可能な ものに ついて は、電 子文書 で
の通知等 の送付 にも対 応してい ます。
〔総務部 〕
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
総務部、 会計事 務局、 土木部
要
望
事
項

現
況

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 。千葉県 におい ては、 県の統一 システ ムが構 築されて おり、
申請書式 や申請 期限の 統一化が 図られ ている とのこと ですが 、当県 におかれ まして
も、県主 導での 申請書 式等の県 内共通 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６月 に閣議 決定さ れた「 規制改 革実施 計 画」に おいて 、デ ジ
タルガバ メント の実現 を目指す 観点か ら、書 面・押 印・対面の 見直 し、オ ンライ ン利
用の促進、デジタ ル化 に向けた 基盤の 整備等 について、重点的 に取 り組むこ ととし て
います。
○

「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。

対
応

＜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。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦略 部
要
望
事
項

現
況

対
応

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。
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 。特に 新型コ ロナウイ ルス感 染症に 係る助成 金関連 の手続 きにおい ては、
企業にと っては 一刻を 争うもの であり 、新た な助成金 の導入 は勿論 ですが、 既存の
ものにつ いても 申請に 伴うトラ ブルや 事務負 担の増加 を防止 する上 で申請方 法や要
件の変更 等も含 めた最 新情報に ついて の迅速 かつ丁寧 で分か り易い 周知をお 願いい
たします 。
また、新 型コロ ナウイ ルス感染 症に留 まらず 、例えば 、イン ボイス 制度のよ うな
新たな制 度(仕入 税額控 除を受け るため の新た な改正。導入後 につい ては、消 費税 を
納める必 要のあ る企業 や個人事 業主は もちろ んのこと 、免税 事業者 について も影響
がある)の 導入の 際にも 、必要な 情報が 伝わら ず取り残 される 企業が 無いよう に、迅
速かつ丁 寧で分 かり易 い周知を お願い いたし 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。

○

各制 度の手 続支援 について は、商 工会・ 商工会議 所等の 各支援 機関が担 ってお り、
県では、 支援機 関への 情報提供 等に努 め、支 援業務の 強化を 図って おります 。

◯

営業 時間短 縮要請 に係る協 力金に ついて は、協力金 開始時 や終 了時点な ど、複数 回
事業者へ いばら きアマ ビエちゃ んによ り直接 お伝えす るとと もに 、市町村や 商工団 体
などに制 度の周 知や申 請手続き の支援 を要請 していま 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、対象 となる事 業者の 皆様に 直接情報 が届く よう
幅広い手 法によ る広報 に加え、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。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦略 部
要
望
事
項

現
況

対
応

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、そ の一方で 「支援
対象とな る企業 に行政 側からも っとア プロー チして欲 しい。 」とい う声も挙 がって
おり、ガ イドブ ックを 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 の活性化 に繋が ること と考えま すので 、ガイ ドブック 利用の
周知に向 けた県 内企業 へのアプ ローチ 強化に ついて要 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１,２ ００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 。

○

当該 ガイド ブック につきま しては 、県 広 報紙「 ひばり 」等 、県 の広報媒 体によ る情
報発信を はじめ、報道 機関への パブリ シティ 活動の強 化や、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 行って まいり ます。

○

また、掲載さ れて いる各事 業の担 当課か らも、個別 支援策 の活 用を各種 団体へ 働き
掛ける際 に、併せて 、当該ガイ ドブッ クの周 知・活 用を呼 びかけ る ことで 、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 。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
政策企画 部
要
望
事
項

現
況

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、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 らを踏ま 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 申請・ 交付の 促進とセ キュリ ティの 強化
現在、イ ンター ネット 上におけ る「電 子申請 ・届出サ ービス 」によ り、県・ 市町
村それぞ れの各 種届出 が一元的 に取り 纏めら れており 、そ の利用 者 数も年々 増加し、
電子申請 におけ る利便 性につい て県内 企業へ 着実に浸 透して きてい ることが 見受け
られます 。
しかしな がら、 昨今の 新型コロ ナウイ ルス問 題に伴い 、更な る行政 手続きの 簡素
化、オン ライン 化の促 進を望む 声も挙 がって いる中、 そうし たオン ラインで の手続
き可能な 申請に ついて は、まだ 限りが あるこ とも確か です。
県におか れまし てはオ ンライン 対応可 能な721種類の行 政手続 きにつ いて、令 和2
年度内で のオン ライン 化を目標 とし、379項目 のデジタ ル化(進 捗率53%)が完了 して
いるとの ことで したが 、その進 捗状況 を確認 させてい ただく と共に 、その他 の新た
な項目の オンラ イン化 の見通し につい てご教 授いただ きたい と考え ます。
また、オ ンライ ン化と 並行して 電子申 請にお けるセキ ュリテ ィ対策 も強化す るこ
とで、利 用者の 安心感 も得られ 、更な る利用 率の向上 にも繋 がるこ とと考え ますの
で、セキ ュリテ ィの強 化を要望 いたし 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】
○ 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 。

○

また、令和２ 年１ 月からは 電子納 付機能 を追加、令 和３年 ５月 には申請 画面の リニ
ューアル を行い 、一層 の利便性 向上を 図りま した。

○

電子 申請対 応可能 な手続き の電子 化につ きまして は、国 の法令 等により 対応が 困難
な業務を 除いた 721 業 務につい て、令 和２年 度中に全 業務の 対応が 完了して おりま
す。また、国 の法令 等 が障壁と なって いる手 続につい ては、国 にそ の解消を 要望し て
おり、見 直しの 方針が 示された ものか ら、順 次、対応 してい るとこ ろです。

○

『電子 申請・届出 サービス』のセキ ュリ ティにつ きまし ては、ISO/IEC27017（ク ラ
ウドセキ ュリテ ィ）の 認定取得 サービ スであ り、高度な セキュ リテ ィ対策を 導入し て
おります。また、申 請 者からの 通信は SSL 暗 号化通信 により、自治 体からの 申請デ ー
タの参照 につい てはＬ ＧＷＡＮ 回線を 通じて アクセス するこ ととし ているほ か、毎
年、セキ ュリテ ィ監査 を実施し 、適切 に運用 している かを確 認して おります 。
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○

利用 実績

受付件数

対
応

H29

H30

R1

R2

R3
（～10月
末）

20,663 件

56,369 件

34,664 件

81,239 件

90,944 件

【電子申 請、交 付の促 進とセキ ュリテ ィの強 化につい て】
○ 利便 性向上 のため 、国マイ ナポー タルの ぴったり サービ スとの 連携機能 を追加 する
予定です 。
○

また、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３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
総務部、 政策企 画部
要
望
事
項

現
況

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、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 らを踏ま 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・完 全デジ タル化の 実施に 向けた 取組み推 進支援
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 。
働き方改 革によ る労働 時間の短 縮、事 業の効 率化を進 める上 でも「 法人印鑑 証明、
登記事項 証明書 等につ いても市 町村で 発行し て欲しい 。」と の声も 引き続き 挙がっ
ておりま す。
また、国 の行政 簡素化 の3原則と して「行政 手 続きの電 子化の 徹底」が掲げら れて
いるもの の、現 在国の 行政手続 きのう ち、オ ンライン で完結 出来る ものは、全体の 1
割にも満 たない との状 況であり 、経済 活性化 の重荷に なるこ とが懸 念されて おりま
す。
更に、コ ロナ禍 におい て、昨年 より大 半の企 業が急遽 テレワ ークを 導入した 流れ
の中で、 様々な 問題が 浮き彫り となっ ており 、その大 きな課 題とし て、印鑑 を押す
ために出 勤せざ るを得 ない、取 引先か らの請 求書等資 料を持 ち出さ ないとテ レワー
クが出来 ないと いった 押印のデ ジタル 化をは じめとし たペー パーレ ス化の実 施を求
める声が 多く挙 がって おります 。
そうした 中、去 る5月12日にデジ タル庁 創設を 柱とした デジタ ル改革 関連6法が 可
決、成立 したこ とを受 け、今後 、行政 のデジ タル化が 急加速 するこ とが期待 されま
す。こう した問 題は、 民間企業 各社で の実現 が難しい ことか ら、ま ずは行政 主導で
のアフタ ーコロ ナ、ウ ィズコロ ナを見 据えた 行政窓口 の完全 デジタ ル化の早 期実現
に向けた 政府を はじめ とした関 係各所 との連 携強化、 及び、 利便性 向上への 取組み
を要望い たしま す。
また、民 間企業 におけ るデジタ ル化・ ペーパ ーレス化 に向け たシス テム導入 等、
より広域 で使い やすい ペーパー レスプ ラット フォーム の構築 への助 成等支援 体制の
強化を要 望いた します 。
更に、デ ジタル 化の推 進に当た り、デ ジタル 技術を使 いこな せる人 とそうで ない
人との、 所謂、 デジタ ル格差が 浮き彫 りとな ってきて おりま す。こ の問題は 、デジ
タル化の 推進に あたっ ては避け て通れ ないも のであり 、高齢 者対象 でのセミ ナー開
催等をは じめ、 その課 題解決に 向けた 対策を 要望いた します 。
○ 本県 におい ても、県民や事 業者の 方が行 う申請・届 出等の 行政 手続につ いて、役 所
に出向く ことな く、い つでもど こでも 申請等 ができる よう、県 で対 応が可能 なすべ て
の行政手 続につ いて、 令和２年 末に電 子化や 押印の廃 止の対 応を完 了したと ころで
す。
なお、国 の制度 が障壁 となり、 電子化 や押印 廃止がで きない 行政手 続につい ては、
国の法令 改正に より対 応可能と なった ものか ら随時対 応して います 。
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対
応

＜行政手 続きの オンラ イン化＞
○ 県発 出文書 の真正 性を簡単 に確認 できる よう、電子 印影に 加え 、茨城県知 事名に よ
る電子署名とタイムスタンプを付与するシステムを令和３年８月に都道府県で初め
て導入し 、国 の法令 に 基づかな い県で 対応可 能なもの につい ては 、電子文書 での通 知
等の送付 にも対 応して います。
○

引き 続き、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 。

＜デジタ ル格差 への対 策＞
○ 高齢 者の支 援につ いて、国は身 近な場 所（携帯 ショッ プ、公民 館等）でオン ライン
での行政 手続や 民間サ ービスの 利用方 法の説 明や相談 を実施 してお り、市 町村も 独自
にスマー トフォ ン等の 教室を開 催して おりま す。
県と いたし まして も、見やす い画面 づく りや、知識 がなく ても 直観で操 作でき るユ
ーザーイ ンタフ ェース の開発な ど、利 用者目 線で取り 組んで いきま す。
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４、「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
（1）県内 定住・ 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 ても令 和 3 年 4 月 1
日現在で の人口 は 2,845,097 人 と前年 同月に 比べ 13,067 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 、令 和元年度 に筑波 学院大 学に地域 デザイ ンコー スを新設 したこ
とをはじ め、昨年 度は、筑波技術 大学の 産業技 術学部産 業情報 学科に おいて情 報科学
専攻とシ ステム 工学専 攻を統合、支援技 術学 コースを 新設、茨 城キ リスト教 大学の 大
学院生活 科学研 究科に おいて心 理学専 攻を新 設等、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。
コロナ禍 におい ては 、従 来のよう な対面 授業メ インの講 義スタ イルの 実施は極 めて
困難であ り、県外 から 学生を誘 致する ため、より魅力 のある 講義等 の導入が 必要不 可
欠である と考え 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、こ れまで の回答 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 はおり 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。
○ 県内 大学等 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、新たな 入
試形態の 導入や 教育の 充実に向 けた取 組が進 められて おりま す。
○

筑波 大学で は、令 和３年度 入試か ら、従 来の選抜 方式「学 類・専門学群 選抜」に 加
え、１年次 は学類・専 門学群に は所属 せず、本人の志 望と入 学後の 成績や適 性に基 づ
いて、２ 年次に 学類・ 専門学群 へ所属 する「 総合選抜 」方式 が導入 されまし た。

○

茨城 大学で は、令 和３年度 から、全 学部 生を対象 とした「 アン トレプレ ナーシ ップ
教育プロ グラム 」が開 講されま した。

○

また 、令 和４年 度 には、北関東 初の専 門 職大学と して 、理学 療 法士、作業療 法士を
養成する アール 医療専 門職大学 が開学 の予定 です。

○

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、魅力の ある講 義等 の導入に 向けて、県内 大学によ る新た な学
部・学科の 設立認 可等 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。

66

令和３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

現
況

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 ても令 和 3 年 4 月 1
日現在で の人口 は 2,845,097 人 と前年 同月に 比べ 13,067 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
魅力的な 街づく りの決 め手とな る要素 として 、教育の 充実が 挙げら れます。 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 。また、昨年 度から その データを 県の教 育情報 ネットワ ークで
ダウンロ ード出 来る様 になった ことで 、利 便性 向上も進 めてい ただい ているこ とを感
謝申し上 げます 。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、コロナ 以前に お いては全 日制の 県立高 校のほぼ 全て(令 和元年 度は95校 中93
校、た だし令 和2年度 は コロナの 影響に より94校中34校)にて地 元企業 を対象と したイ
ンターン シップ を実施 しており 、令和2年度よ り新たな 試みと して、 県内高校 生を対
象に、県内の 若手社 員に よるキャ リア講 座を開 催する等 意欲的 に取り 組んでい ただい
ておりま す。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、 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 科や道徳、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。
子供 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、 子供たち 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 、令 和２年度 は、コロナ 感 染症の影 響を受 け
て、イン ターン シップ 実施した 全日制 高校は 34 校と減 少しま したが 、感染状 況を踏
まえて、 学校が 受入事 業所等と 連携し て、可 能な範囲 で実施 してお ります。
加えて、 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
普通科で も実施 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 。デュア ルシス テムに ついても 新型コ ロナ感 染症の状 況を踏
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まえて、 学校が 受入事 業所等と 連携し て、可 能な範囲 で実施 してお ります。
〔教育庁 〕
○

本県 出身者 の県内 就職の促 進に向 けては 、進学前 の早い 段階か ら地域の 企業へ の関
心を高め ること が有効 であるこ とから、高校 生を対象 に、県内 の若 手社員に よるキ ャ
リア講座 を開催 してお り、令和３ 年度は、開 催校を５ 校増や して１ ０校で実 施して お
ります。
○ また、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 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〕
対
応

○

昨年 度から 小学校 において 全面実 施とな った学習 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 供たち 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 〕

○

引き 続き、大 学生 や高校生 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 ラムや キャリ ア講座の 充実を 図って まいりま す。
〔産業 戦略部〕
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４、「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
（1）県内 定住・ 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 ても令 和 3 年 4 月 1
日現在で の人口 は 2,845,097 人 と前年 同月に 比べ 13,067 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 、特 にコ ロナ禍に おける
東京一極 集中の 是正が 進むこと でのUIJターン の増加も 見込ま れるこ とから、 従来の
移住支援 金に加 え、そ うした流 入者向 けの住 宅支援制 度や共 同住宅・寮 などの 整備が
必要と考 えます 。
○ 県で は、移住 やＵ ＩＪター ンに伴 う経済 的負担を 軽減す るため 、東京圏か ら本県 へ
移住し、県 のマッ チン グサイト「 いばら き就 職チャレ ンジナ ビ」に 掲載した 求人に 応
募し就職 した者 等に対 して、市 町村を 通じて 移住支援 金を支 給して おります 。
また、県内の 市町村 は 移住・定住を 促進す る ために 、それ ぞれの 地 域の状況 を踏ま
え、住宅を 取得し た方 やリフォ ームを した方 への助成、子育て 世帯 向けの賃 貸住宅 の
建設、民間賃 貸住宅 居住 の子育て 世帯へ の家賃 助成等の 様々な 住宅支 援制度を 実施し
ているこ とから、県で は移住定 住ポー タルサ イトにお いて、そ れら の情報を 集約し 公
開してい るほか、茨城 県空き家 バンク 情報検 索システ ムを運 用し、各市町村 の空き 家
情報の一 元的な 発信に 取り組ん でおり ます。

○

引き 続き、移住支 援金の対 象とな る求人 を掲載す る移住 支援金 対象法人 の増加 を図
るととも に、県の移 住 定住ポー タルサ イトに おける各 種支援 制度や 空き家バ ンクに つ
いての情 報発信 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 。
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４、「地 方創生 」実現 に向けた 要望に ついて
（1）県内 定住・ 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 ても令 和 3 年 4 月 1
日現在で の人口 は 2,845,097 人 と前年 同月に 比べ 13,067 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 県は従 前より 各種車両 が重要 な移動 手段とな ってい ますが 、2050年 カー
ボンニュ ートラ ルの実 現に向け て、今 後益々 の普及拡 大が促 進され るであろ う電気
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、かつ 、迅速 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】
○ 平成30年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、県民 一人 ひとりが 地元・茨 城
のために 、地 域のた め に何がで きるか を考え 、自ら 行動す ること に よって新 しい時 代
を切り拓 いてい くこと が必要不 可欠で あるこ とから 、地域 が主体 的に 考えるな どの視
点により 地域づ くりを 進めてい くこと として おります 。
〔政策企 画部〕
【電気自 動車等 充電設 備の整備 】
◯ 電気 自動車 やプラ グインハ イブリ ッド車 など、Ｃ Ｏ２排 出量の 少ない次 世代自 動車
の普及推 進のた め、県 ではこれ までも「 電気 自動車等 充電イ ンフラ 整備ビジ ョン」を
策定し、国 の補助 金を 活用した 充電設 備の整 備等を推 進して きたと ころです。その結
果、2019 年度末 現在、 県内では 1,041 基の充 電インフ ラが、 国の補 助金を活 用して
整備され ていま す。また 、県庁舎な ど県有 施設へ の急速充 電設備 の整備 を行いま した。
〔県民生 活環境 部〕

対
応

【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、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〕
【電気自 動車等 充電設 備の整備 】
◯ 今後 も引き 続き、民間事業 者等に 対し、国の補助 制度の 周知を 図るなど して充 電設
備の設置 を働き かけて まいりま す。
〔県民生 活環境 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。特
に足元では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により今年度の出生数が過去最少
を更新し 戦後初 めて 80 万人を割 り込む 可能性 が出てき ており 、出 生 数の減少 に歯止
めをかけ るには 子育て をしやす い環境 がより 不可欠と なって おりま す。
また、少子化対策には医療の充実、支援もまた欠かせないものであり、若年世代
の県内定住、結婚、出産、子育ての環境をさらに充実させるため、「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。幼 児教育 ・保育の 無償化 につい ては、一 昨年10月から3～5歳児の 保育
料が無償 化され 、更に3歳未満児 につい ても第3子以降は 所得制 限を撤 廃し完全 無償
化等、子 育てに 係る負 担軽減に 向けた 施策は 着実に実 施して いただ いてはい るもの
の、子育 て世代 への経 済的な負 担は依 然とし て大きい ものと なって おります 。県内
の人口減 少に歯 止めを かけるた めにも 、子育 て世代の 経済的 負担の 軽減は必 須であ
り、小児 、妊産 婦への 医療費補 助の増 額等に 児童手当 支給額 の減少 分を活用 するこ
とや、中 学生卒 業まで とされて いる児 童手当 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 。
【補助実 績等】
対象人数 ・金額
小

児

妊産婦

（単 位：人、 千円）
H31(R1)
R2

H28

H29

H30

受給者数

346,980

336,700

357,155

378,844

370,590

県補助金

2,727,938

2,967,702

2,901,727

2,874,913

2,220,334

受給者数

14,257

14,227

13,350

12,812

12,106

県補助金

383,055

424,669

414,381

398,994

379,057

○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 ）
R2
対象人数 ・金額
H28
H29
H30
H31(R1)
受給者数
支給額（ 県負担 分）

217,747

214,346

210,014

205,274

200,625

7,030,340

6,877,566

6,730,394

6,569,504

6,416,394
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○保育所 等にお ける保 育料の無 償化・ 軽減状 況
令和元年 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 、令和 元年度 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 】
県の制度
(多子 世 帯保 育料 軽減 事業 )
区分
保育料
所得制限
年収約 360 万円
第２子
半額
～640 万 円未満
３ 歳
未満児 第 ３ 子
無償
（撤廃）
以
降
３～５歳 児

対
応

○

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。
小児 医療費 助成制 度（マ ル福 ）にお ける 外来治療 の対象 は小学 六年生ま でで 、全国
で上から 13 番目と 上 位に位置 し、ま た入院 治療の対 象は高 校３年 生までで 、全国 ト
ップ水準 となっ ており ます。また 妊産婦 医療 費助成制 度（マル 福）を実施し ている の
は、本県 を含め ４県（ 他に岩手・栃木・富山 ）のみで あるこ と等か ら、引き 続き子 育
て世代の 経済的 負担の 軽減に努 めてま 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
（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。特
に足元では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により今年度の出生数が過去最少
を更新し 戦後初 めて 80 万人を割 り込む 可能性 が出てき ており 、出 生 数の減少 に歯止
めをかけ るには 子育て をしやす い環境 がより 不可欠と なって おりま す。
また、少子化対策には医療の充実、支援もまた欠かせないものであり、若年世代
の県内定住、結婚、出産、子育ての環境をさらに充実させるため、「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 2021 年(令 和
3 年)4 月 現在に おいて は 13 人と 前年比 大幅に 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 。2021(令和 3 年)4 月現在 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 。

現
況

＜保育施 設の充 実＞
○ 本県 では保 育所等 の計画的 な整備 を進め 、この 12 年間 で１万 ３千人を 超える 定員
枠の拡大 を図っ ており ます。令和３ 年度に お いても約 1,000 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】
H21～R2 年度（ 実績）
R3 年度（ 見込）

350 ヶ所
30 ヶ所

13,816 人 定員増
約 1,000 人定員 増

【待機児 童数】
H27
待機児童 数（人 ）
373
保育所等 数（か 所）
641
利用児童 数（人 ）
50,487
※各年度 とも４ 月１日 の数

H28
382
671
52,290

H29
516
691
53,643

H30
386
717
55,173

H31(R1)
345
752
56,380

R2
193
784
58,651

R3
13
820
59,499

＜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
施設数（ か所）
6
利用児童 数（人 ）
56
※各 年度と も３月 31 日の数

H29
29
299

73

H30
48
587

H31(R1)
60
844

対
応

＜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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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 。特 に
足元では 、新 型コロ ナ ウイルス 感染拡 大の影 響により 今年度 の出生 数が過去 最少を 更
新し戦後 初め て 80 万 人を割り 込む可 能性が 出てきて おり、 出生数 の減少に 歯止め を
かけるに は子育 てをし やすい環 境がよ り不可 欠となっ ており ます。
また、少子 化対策 には 医療の充 実、支援 もま た欠かせ ないも のであ り、若年世 代の
県内定住 、結 婚、出産 、子育 ての環 境をさ ら に充実さ せるた め、「 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 。
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、直 近での 不妊治療 助成実 績につ いて、助 成金額 は横ば いである ものの 、
実人員、延件数 共に前 年比で増 加して おり、不妊治療 に対す る助成 支援の効 果は着 実
に上がっ ている ものと の思料し 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 。
また、少子化 対策に は 地域医療 の充実 も欠か せないも のであ り、特 に若い開 業医が
減少傾向 にある 産婦人 科や小児 科につ いての 新規開業 に向け た支援 、助成 も必要 であ
ると考え ます。
＜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
H27
H28
H29
H30
H31(R1)
R2
実人員（ 人）
1,888
1,763
1,731
1,732
1,767
1,511
延件数（ 件）
2,964
2,754
2,604
2,640
2,725
2,269
助成額（千 円）
393,865
479,660
486,975
524,786
524,078 464,573
【内容】
区

分

補 助 率
対 象 者

対象治療

助 成 額

国制度
国 1/2、 県 1/2
・治 療開始 時に法 律上 の婚姻を してい る夫婦 、又は生ま れてく る子
の福祉に 配慮す る事実 婚関係に ある者
・治療期 間の初 日にお ける妻の 年齢が 43 歳未 満
・夫婦の いずれ か一方 が県内に 住所（ 住民登 録）を有 する。
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 30 万 円(一 部治療 は 10 万円 )
不妊治療
② 男性
不妊治療

特定 不 妊治 療 を行 う に 当た り 、男 性 不妊 治 療 を併 せ
て行 っ た場 合 、① に 定 める 助 成額 に 加え 、 １ 回の 治
療につき 上限 30 万円
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○

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 。
【R２年度 開催実 績】
日
時
場 所
内容（テ ーマ）
令 和 ２ 年 12 月 20 日 ＷＥＢ開 催 ・ＮＩＰ Ｔを含 む出生 前検査の 現状と 課題
（日）
・着床前 診断、 最新の 遺伝子解 析
・当事者 から見 た不妊 治療の現 状と課 題
【R３年度 開催実 績】
日
時
場 所
内容（テ ーマ）
令和３ 年 9 月 19 日（日） ＷＥＢ開 催 ・慢性子 宮内膜 炎とそ れに関わ る検査 の基本
・着 床時期 を意識 した オーダー メイド な胚移 植
について
・肺 移植反 復不成 功に おける患 者の心 境の変 化
○

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
H26
H27
H28
H29
H30
H31(R1)
R2
実件数（件）
118
112
91
107
94
92
74
延人数（人）
181
165
144
162
151
128
270
メール相 談
79
55
50
－
51
125
128
※H29 年 度は PC 不具合 により、 実績報 告不可
対
応

○

不妊治療に対する費用については、現在国において医療保険適用に向けて協議中で
す。今後 も国の 動向を 注視して まいり ます。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
保健福祉 部
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。特
に足元では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により今年度の出生数が過去最少
を更新し 戦後初 めて 80 万人を割 り込む 可能性 が出てき ており 、出 生 数の減少 に歯止
めをかけ るには 子育て をしやす い環境 がより 不可欠と なって おりま す。
また、少子化対策には医療の充実、支援もまた欠かせないものであり、若年世代
の県内定住、結婚、出産、子育ての環境をさらに充実させるため、「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 、令 和3年3月末現 在で累 計2,352 組(前期 比+122組)の 成婚実績 に繫が
った事 、深く 感謝い た します 。また 、平 成30年11月か らの「いば ら き結婚応 援パス ポ
ート」の 配布開 始や 、昨年度よ りスマ ホ対応・AI機能搭載の 若者が 利用しや すいマ ッ
チングシ ステム の構築 する等の 新たな 支援策 の展開、 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 数は前 年比73人減、マリ ッジサ ポー ター数は71人減 と
共に大き く減少 してお り、上 記のマ ッチン グシ ステムの 導入成 果を含 めた足元 の状況
の確認を させて いただ くと共に 、引 き続き の結 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 充実を 要望いた します 。
＜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 てきた ことから 、い ばらき 出 会いサポ ートセ ン
ターに、若 者が利 用し やすい新 たなマ ッチン グシステ ム（スマ ホ対 応・ＡＩ機 能搭載 ）
を導入し 、今年 度から 運用を開 始して おりま す。
○ また 、９ 月には 、コロナ禍 におい ても気 軽にお見 合いが できる よう、「オ ンライ ン
お見合い 」機能 を追加 したとこ ろです 。
【活動実 績】（R3.11.1 現在）
・出会い サポー トセン ター会員 数：1,881 人 （男性 1,240 人 、女性 641 人）
・成婚数 （累計 ）：2,404 組
・ふれあ いパー ティ開 催回数（ 累計） ：4,171 回
・マリッ ジサポ ーター 数：196 人（男 性 80 人 、女性 116 人）
・出会い 応援団 体数：18 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、「いば らき出 会い サポート センタ ー」の ＰＲ強化 など 、新た な 施策を検 討して ま
いります 。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
営業戦略 部
要
望
事
項

現
況

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。
また、全国的に見ると寒暖の差があまりなく、降雪も少なく、元来は台風や地震
の被害も 多くな い、安 全で過ご しやす い県で もありま 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・PR につい ては、 引き続き 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 、2019 年 度のメ ディア 取り上げ 実績
1,576 件(前年度 対比 272 件増)、 同広告 換算額 につきま しても 、約 123 億円(前 年度
対比 10 億 円増)とメデ ィア取り 上げ実 績、広告 換算額共 に前年 対比で 大きく増 加して
おります 。こう した取 組みが県 外に向 けた大 幅な広報 ・PR 強 化とな り、昨年 の当県
の魅力度 ランキ ングの 最下位脱 出に大 きく寄 与したも のであ り、大変 感謝して おりま
す。
一方で、「茨 城県の ブ ランディ ングが まだ足 りていな い。何 を武器 にインバ ウンド
を呼び込 むのか を明確 にして欲 しい。」と い ったご意 見も挙 がって きており ます。引
き続き、営業戦 略部主 導により 、積極 的に本 県の魅力 を発信 してい ただくと 共に、ア
フターコ ロナを 見据え た国内外 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 増加に 向けた 観光需要 喚起策 への取 組みを要 望いた します 。
【県の魅 力発信 】
平成 30 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〕
令和 元年 度 掲 載件数 1,576 件（う ちＴＶ 78 件）広 告換算 額 約 123 億円
令和 ２年 度 掲 載件数 1,075 件（う ちＴＶ123 件）広 告換算 額 約 101 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、
新型コロ ナウイ ルスの 感染状況 を見極 めなが ら、首都 圏や茨 城空港 就航先を メイン ター
ゲットと した本 県への 誘客促進 を図っ ており ます。併せて 、旅行者 や 事業者に 対して は、
新しい旅のエチケットを踏まえた感染防止対策の呼びかけも積極的に行っているとこ
ろです。
○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 443 万 件(令 和 2 年度 計)）
○近県と 連携し た情報 発信
・栃木県 と連携 した就 航先の旅 行会社 への訪 問（8 社 訪問）
○北関東 三県（ 栃木・ 群馬）と の連携
・各県広 報誌へ の相互 掲載、観 光動画 による PR イベン トへの 参加
さらに 、イン バウン ド に関して は、アフタ ー コロナを 見据え 、国・地域によ って異 な
るニーズや旅行形態の変化を踏まえた市場別プロモーションを戦略的に展開していま
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す。
○観光い ばらき 外国語 版ホーム ページ ・SNS による情 報発信
・６言語（英語、韓国語、簡体字、繁体字、タイ語、ベトナム語）で、魅力的な
画像や動 画とと もに、 本県の観 光情報 を発信
○デジタ ルマー ケティ ングの実 施
・フェイ スブッ クを 活用し、訪 日旅行 が見 込めるユ ーザー（ 英語 圏、台湾、タ イ）
に対して 、ター ゲティ ング広告 を実施
○海外誘 客拠点 を活用 した情報 発信や セール ス活動
・海外誘客拠点（韓国、台湾、タイ、ベトナム）を活用し、現地における本県の
観光情報 の継続 的な発 信、旅行 会社へ のセー ルスコー ル活動 等を実 施
○オン ライン 商談会 等の開催
・オ ンライ ン商談 会や海外 旅行博 でのラ イブ配信 など、 海外の 旅行会社 等に対 し、
オンライ ンで本 県の観 光情報を 提供
【観光需 要喚起 対策】
新型コ ロナウ イルス 感染拡大 により 落ち込 む観光需 要の回 復のた め、全国 的な感 染状
況を見極 めなが ら、段 階的かつ 継続的 に県内 観光需要 の喚起 に取り 組んでお ります 。
○いば 旅あん しん割 事業（令 和 3 年 6 月 19 日～12 月 31 日 ）
・県内 宿泊事 業者等 を対象に 、宿泊 料金の 割引相当 額を支 援
○いば らきキ ャンプ 誘客促進 事業
・「キャ ンプ」を切り 口とした 誘客を 促進す るため、キャン プ場ポ ータルサ イト「 い
ばらきキ ャンプ 」や、 キャンプ イベン ト等を 通じた情 報発信 の実施
○茨城 まるご とお取 り寄せ事 業
・県観光物産協会が運営する「いばらき県産品お取り寄せサイト」を活用した県産
品販売促 進キャ ンペー ンの実施
○いばら き観光 誘客推 進事業
・民間事 業者等 が実施 する本県 の観光 資源を 活かした 「新た な集客 コンテン ツ」と
なる屋外 誘客イ ベント の企画提 案を募 集
・優れた 提案４ 事業を 認定し、 開催に 係る経 費を支援
○宿泊事 業者感 染対策 支援事業
・旅行者 が安心 して旅 行を楽し める環 境の整 備を図る ため、 県内宿 泊施設の 感染防
止対策を 支援
【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 [2019] 3,360 ツアー → [2020] 0 ツアー
観光 地点等 入込客 数
[2019] 6,443 万人
→［2020］3,854 万人
宿泊 観光入 込客数
[2019]
491 万人
→［2020］ 412 万人
対
応

【県の魅 力発信 】
○ 首都圏メディアへのパブリシティのほか、インターネットメディアやＳＮＳな
どを効果的に活用し、ポストコロナにおける社会のニーズなども踏まえつつ、茨
城の観光資源や特産品などの情報を、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 。
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○ 県内 の観光 事業者 や観光地 域の活 力を回 復するた め、新 型コロ ナウイル スの感
染状況を 見極め ながら 、段階的 かつ継 続的に 県内観光 需要の 喚起に 取り 組 んでま
いります 。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
営業戦略 部
要
望
事
項

現
況

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。
また、全国的に見ると寒暖の差があまりなく、降雪も少なく、元来は台風や地震
の被害も 多くな い、安 全で過ご しやす い県で もありま 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
県におか れまし ては、 地域資源 の開拓 として フラワー パーク の大規 模リニュ ーア
ルや偕楽 園、歴 史館エ リアの観 光魅力 向上等 、意欲的 に取り 組んで いただい ており
ますが、まだま だ魅力 的な情報（名所 、旧跡 ）が発信 しきれ ていな いのでは ないか 、
との意見 も挙が ってお ります。 観光振 興を通 じた経済 活性化 を図る ためには 、そう
いった地 域資源 の開拓 や、スポ ーツツ ーリズ ムの企画 等の官 民一体 による新 たな観
光需要の 喚起が 必要と 考えます 。また 、ワク チン接種 後は国 内の旅 行需要と 共に、
昨今の新 型コロ ナウイ ルス問題 に伴い 、現状 大幅に縮 小して はいる ものの、 アフタ
ーコロナ を見据 えた海 外からの インバ ウンド 需要の高 まりも 期待さ れること から、
それらの 県内取 り込み も極めて 重要な 課題で す。
需要取り 込みに 向けた 施策とし て、県 内にお いて点在 してし まって いる観光 地同
士を公共 交通機 関を利 用して線 で結ぶ 、線型 観光が出 来る仕 組み作 りが必要 ではな
いかと考 えます 。
こちらに 関して も(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 やフラ ワーパ ークなど 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
・拡張部 におけ る Park-PFI 制度 を活用 した飲 食店等の 事業者 公募
・梅まつ り期間 中にお ける「デ ジタル アート 」をテー マとし た誘客 イベント の開催
・民間ア イデア による 観光振興 方策の 提案 等
○茨城県 フラワ ーパー クの大規 模リニ ューア ルオープ ン
・令和３ 年４月 リニュ ーアルオ ープン
・各季節 の誘客 イベン トのため の情報 発信
・施設案 内板設 置工事 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 経営戦 略策定 支援
・魅力的 な映画 作品へ の支援
○稼げる 観光産 業の振 興
・食のプ ロフェ ッショ ナルが選 定した 飲食店 ＰＲ
・土産品 等の販 路拡大 ・ブラッ シュア ップ支 援
【インバ ウンド 需要の 取り込み 】
アフター コロナ を見据 え、戦略的 な誘客 プロ モーショ ンや旅 行商品 の造成な ど、将来
の外国人 観光客 の誘客 に向けた 取組を 進めて います。
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○滞在型 観光の 促進
・本県な らでは の夜・ 朝の観光 コンテ ンツを 活かした 滞在型 旅行商 品の開発
・ゴルフ ツーリ ズムの 推進
・県内を 宿泊・ 周遊す るツアー の造成 支援
○旅のデ ジタル 化の推 進
・体験型 コンテ ンツの 海外 OTA 掲載支 援
・体験型 オンラ インツ アーの実 施
・オンラ イン商 談会の 開催
○県内周 遊の促 進
・地元人 材を活 用した 外国語ガ イド人 材の育 成

対
応

【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 園魅力向 上アク ション プランの 具現化、
いばらきフラワーパークの情報発信など、引き続き観光資源の磨き上げに取り組
んでまい ります 。
【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】
○ アフターコロナのインバウンド需要の早期回復に向け、県内への滞在を促す高
付加価値の観光コンテンツの開発や、サイクリングやゴルフなど本県の強みとな
るアクティビティを活かした観光プロモーションを強化すること等により、海外
からの誘 客促進 を図っ てまいり ます
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令和３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 国におい て 3 年 連続で 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 、農山 漁村の 活力低下 などの
問題も依 然とし て厳し い状況に ありま す。
県施策である「強い農林水産業」の実現は地域活性化にも繫がり、農水産物のブ
ランド化・高付加価値化は本県の魅力向上にも資する事から、以下を要望いたしま
す。
①農林水 産業振 興に向 けての取 り組み
県におか れまし ては 、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、それら の項 目に係る 具体的 な指標 として 1 経営体 あたり の販売金 額等の
7 つの主 要指標 とその 目標値を 示し 、その 達 成に向け た農林 水産業 振興を進 めてい た
だいてお ります が、2021 年での 各指標 の目標 値達成に 向け、 引き続 き、その 進捗状
況の確認 と共に 、そ の具 体的な方 策とし て推進 をしてい ただい ており ます大規 模水田
経営体に おける スマー ト農機や ICT に よる省 力技術の 導入や 農業参 入支援セ ンター
による農 業経営 の法人 化支援等 の取組 みにつ いても進 捗状況 の確認 と更なる 支援強
化を要望 いたし ます。
特にスマート農業の普及は農業の担い手不足の解消や収益改善を目指す上で今後
重要な取 組みで ありま すが、導入 までの 費用 が非常に 高額と なるこ と、実際に 技術を
活用でき る農業 者の育 成が必要 となる こと等 様々な課 題もあ り、そ の課題解 決には 、
自治体に よる支 援が必 要不可欠 となり ます。本県の豊 富な農 業資源 を活かす べく、積
極的な支 援策の 導入を 要望いた します 。
また、住宅 ローン 金利 の低下や テレワ ークの 浸透によ り、アメ リカ の住宅需 要が拡
大したこ と等か ら海外 木材価格 が急騰 した 、所 謂ウッド ショッ クも今 春から表 面化し
ておりま すが 、これ を 国内、及び 、県内 林業 活性化の 契機と 捉え 、早期での 県内木 材
増産に向 けた支 援策の 導入を要 望いた します 。
１．農林 水産業 主要施 策の取組 状況
（１）農 業の成 長産業 化
○ 農業 経営体 が収益 性の高い 経営を 展開す ることが できる よう、 効率的な 経営
が可能と なる農 地の集 積・集約 化を推 進する とともに 、需要 の伸び と高収益 が
期待でき る「か んしょ 」や「常 陸牛」 、差別 化販売が 可能な 有機農 産物の生 産
振興など に取り 組んで います。
○ 農地 の集積 ・集約 化につい ては、 スケー ルメリッ トを最 も発揮 できる水 稲に
おいて、 3 年間 で 100 ヘクター ルを超 える大 規模稲作 経営体 を育成 する取組 を
進めてい ます。
○ 「か んしょ 」につ いては、 農地の 確保や 生産に必 要な機 械・施 設の整備 を支
援すると ともに 、需要 者とのマ ッチン グを進 めること で、生 産拡大 を図って い
ます。
○ 「常 陸牛」 につい ては、能 力の高 い繁殖 雌牛の増 頭を支 援し、 高品質な 子牛
を増産す ること で、子 牛生産か ら肥育 まで一 貫した生 産体制 の構築 と品質向 上
を推進す るとと もに、 規模拡大 や法人 化を積 極的に進 めてい ます。
○ また 、県北 地域に おいて、 畜産経 営体が 生産する 良質な 堆肥を 利用し、 有機
農産物を 生産す るモデ ル経営体 を育成 するこ とで、地 域循環 型の農 業経営に よ
り経営発 展を目 指す者 を重点的 に支援 してい ます。
（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
経営者マ インド を備え 、儲かる 農業を 実現す ることの できる 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、 産学官 が連携 して経営 管理
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や生産技 術に関 する学 びの場を 提供し ていま す。
令和２年 度は 32 の講座 を開催し 、延べ 3,323 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。
令和 2 年 度は、41 の農 業経営体 に専門 家を派 遣し、5 経営体 が法人 化しまし
た。また 、農業 分野へ の参入を 希望す る企業 76 法人の 相談に 対応し 、10 法人
が農業に 参入し ました 。
（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、森 林施業 の集約化 に取り 組む経 営体に対
し再造林 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 。
○県内木 材増産 に向け た支援策 の導入
地域材の 競争力 を強化 し、木材 産業の 健全な 発展と木 材利用 の推進 を図るた
め、林野 庁の「 林業・ 木材産業 成長産 業化促 進対策交 付金」 を活用 し、木材 加
工流通施 設等の 整備を 支援する ととも に、県 産木材の 安定流 通体制 を整備す る
ため、川 上の素 材生産 者から川 下の需 要者ま でをつな ぐサプ ライチ ェーン構 築
に向け、 関係者 と連携 して取り 組んで 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、魅 力ある 観光コ ンテンツ の
創出に向 けた勉 強会等 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 捕獲や 地域ぐ るみの被 害
防止対策 の促進 、市町 村担当職 員等向 けの研 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
基準値（ 年）
目標値（2021）
販売金額 1 億円 以上の 農業経
255 経営 体
350 経営 体
営体数
（2015）
（2020）
5.1%
11.7%
法人化し ている 農業経 営体率
（2015）
（2020）
民有林に おける 売上高 4 億円
2 経営体
以上の経 営体数
沿岸漁業 におけ る法人 の割合
漁労収入 1 億円 以上の 沿岸漁
業経営体 数
県の支援 により 成約し た農産
物の市場 外取引 商談件 数
野生鳥獣 による 農作物 被害金
額

3.2%（2018）
5 経営体
（2018）
137 件
（2018）
580 百万 円
（2016）

8.9%
12 経営体
860 件
450 百万 円以下

現状値（ 年）
311 経営 体
（2020）
8.3%
（2020）
1 経営体
(2020)
3.6%
（2020）
5 経営体
（2020）
618 件
（2020）
458 百万 円
（2019）

２．大規 模水田 経営体 を対象と したス マート 農業への 取組及 び支援
○ ICT や ロ ボ ッ ト 技 術 等 の 活 用 に よ る 生 産 性 向 上 等 の 効 果 が 大 き い 大 規 模 水 田 経
営体に対 し、ス マート 農業技術 の導入 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、（国研）農研機構と連携して、大規
模水田農 業にお ける生 産性の向 上や省 力化に 繁がるロ ボット 技術 、ICT 等を活 用し
た先端的な技術の開発を行っており、ロボット農機を効率的に活用するために必
要となる ほ場条 件や集 約度等を 解明す るため の実証試 験を行 ってい ます。
○ また、農業者が自らの経営にスマート農業技術を導入すべきかどうかを的確に
判断できるよう、導入した際の費用対効果をとりまとめた「手引き」を作成し、
生産現場 で普及 指導員 が導入に 向けた 支援を 行ってい ます。
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対
応

１．農林 水産業 主要施 策
（１）農 業の成 長産業 化
○ 優れ た農業 経営体 が活躍で きる事 業環境 を形成す ること で、将 来の本県 農業
を牽引す る経営 体を育 成・確保 してま いりま す。
○ その ため、 農地の 集積・集 約化に ついて は、耕作 者がい なくな るおそれ のあ
る農地が あり、 かつ、 所得向上 を目指 す農業 経営体へ の集積 に前向 きな地区 を
対象に、 関係機 関と連 携して自 ら現地 に入り 、農地と 担い手 のマッ チングを 集
中的に行 い、担 い手が いない地 区につ いては 、企業等 の参入 を積極 的に推進 し
てまいり ます。
○ また 、需要 の伸び と高収益 が期待 できる 「かんし ょ」や 「常陸 牛」、有 機農
産物の生 産振興 につい ては、引 き続き 取組を 進めると ともに 、特に「かんし ょ」
において 県内外 の大規 模法人と まとま りのあ る農地と のマッ チング を強化す る
など、取 組を加 速して まいりま す。
○ それ らに加 え、近 年増加し ている 台風等 の自然災 害によ るリス クを回避 し、
事業の継 続性を 確保す るため、 一定以 上の強 度を有す るハウ スの整 備に取り 組
む経営体 を支援 してま いります 。
（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、県 内外 のトップ クラス の経営 者から経
営の理念 や戦略 等につ いて学ぶ ヤング ファー マーズ・ ミーテ ィング や、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
座を開催 し、儲 かる農 業を実現 できる 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
経営発展 に意欲 のある 農業経営 体に対 し、専門 家派遣等 による 課題解 決を通じ
て強い農 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 、地域 外からの 担い手 の受入 れに意欲 的な参 入候補 地とのマ ッ
チングを 実施す ること により、 企業参 入を積 極的に推 進して まいり ます。
また、農業 無料職 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。
（３）林 業の成 長産業 化
○林業経 営の自 立化
引き続き 、森 林施業 の集 約化に取 り組む 経営体 に対し 、再造 林等の 森林 整備や、
高性能林 業機械 の活用 支援に加 え、森 林資源 情報の提 供やス マート 林業の推 進な
どにより 、自立 した林 業経営を 促進し てまい ります。
○県内木 材増産 に向け た支援策 の導入
引き続き 国補事 業を活 用し、県内に おける 木 材の加工・生 産体制 の 強化を図 る
とと も に 、ウ ッ ドシ ョ ック の よ うな 輸 入材 の 価格 ・ 量 の急 変 動に も 揺る が ない
県産木材 のサプ ライチ ェーン構 築に向 けた取 組を進め 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、新規就 業者の 確 保・育 成を支 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
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（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、 被害防止 対策
を指導す る人材 育成に 取組むな ど、総 合的な 農作物被 害防止 対策を 推進して まい
ります。
２．大規 模水田 経営体 を対象と したス マート 農業への 取組及 び支援
○ 引き 続き、大 規模 水田経営 体にお いてロ ボット農 機や ICT によ る省力技 術を実
証すると ともに、研修 会・技術講 習会を 通じ て農業者 に対し てスマ ート農業 技術
の費用対 効果等 の情報 発信を行 ってま いりま す。
○ また、スマー ト農 業技術の 最新情 報を農 業者に提 供でき るよう 、国のスマ ート
農業技術を学ぶ研修会への普及指導員の参加や農機具メーカーからの積極的な
情報収集など、導入に係る助言を行うことができる人材育成に努めてまいりま
す。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
営業戦略 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 国におい て 3 年 連続で 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 、農山 漁村の 活力低下 などの
問題も依 然とし て厳し い状況に ありま す。
県施策で ある「 強い農 林水産業 」の実 現は地 域活性化 にも繫 がり、 農水産物 のブ
ランド化 ・高付 加価値 化は本県 の魅力 向上に も資する 事から 、以下 を要望い たしま
す。
②県内農 産物の 販路拡 大への支 援
上記、生 産性の 向上と 合わせて 県内外・海外 への販路 拡大も 重要な 課題です 。こ ち
らに関し ても営 業戦略 部を中心 にこれ まで梨 の「恵 水」、豚肉 の「 常陸の輝 き」のト
ップブラ ンド化 による 県産農産 物全体 のイメ ージアッ プ推進 や 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 強化し
ていただ いてお り、そ れに伴い 、東京 中央卸 売市場に おける 本県産 青果物シ ェアは
17 年連続 一位、 海外へ の農産物 の輸出 額も前 年対比 115%(令 和 2 年 度現在)と 着実に
増加して いると のこと であり、ご 尽力大 変感 謝してお ります。この コロナ禍 におい て
も、昨年の 全国の 農産 物・食品の 輸出額 は前 年比微増 となり 8 年連 続での最 高額を 更
新してい るとの ことで すが、本県 におか れま しても、引 き続き 県産 農産物の 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販促フェアやレストラン等でのメニューフェアなどの
ほか、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、これまでのなし「恵水」や豚肉「常陸の輝き」のトップブランド化の取
組成果を活かし、加工品のブランド化や高級店での県オリジナル品種等の厳選品
目の取り 扱いを 推進し 、県産農 産物の 販路開 拓及び販 路拡大 を図っ ておりま す。
○ 加工品については、県内菓子業者と連携して、栗のマロングラッセの商品開発
を進めております。また、高級店においては、レストランでは「常陸の輝き」、
「常陸牛」などのブランド畜産物、パーラーでは県オリジナル品種等の新規取扱
を推進し 、果実 専門店 では新規 取扱及 び継続 取引の支 援を行 ってお ります。
○ これらの取組により、高級パーラーでは県オリジナル品種のメロン「イバラキ
ング」となし「恵水」が採用されました。また、高級果実専門店では「プレミア
ムクインシーメロン」（パーラーでの取り扱い）、「飯沼栗」（茨城町）が新規
に販売されるとともに、「恵水」とりんご「こうとく」は継続販売が実現してお
ります。
（令和３ 年 11 月 11 日 現在）
いば らき食 と農の ポータル サイト （ホー ムページ ）閲覧 数
年度

H27

H28

H29

H30

R1

R2

閲覧数

1,844,098

2,012,324

2,723,169

3,102,750

3,428,988

5,661,327

京橋千疋 屋にお ける「 特選恵水 」の販 売推移 （９月実 績）
R1
R2
R3
販売金額
243,000円
405,000円
504,360円
（対前年 比）
（-）
（167%）
（125%）
５店舗及 び
５店舗及 び
販売店舗 数
２店舗
オンライ ンショ ップ
オンライ ンショ ップ
【海外へ の販路 拡大】
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○

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 ヤーと の商談 機会の提 供や現 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、令和 ２年度 の農産 物の輸出 金額は 約 7.4 億円、前 年度比
115%と増 加した ほか、 水産物に ついて は、サ バ・イワ シの漁 獲量が 前年並み であ
ったこと などに より、 R 元年の 約 54 億 円から R2 年は約 53 億 円と前 年並みを 維持
しました 。
県農林水 産物等 の輸出 金額の推 移

農産物
青果物
米
畜産物
水産物

H30 年度

R 元年度

546

643

201
85
260
6,729

159
218
266
5,400

（ 単位： 百万円）
R2 年度
（対前年(%)）
737(115)
312(196)
291(133)
135( 51)
5,285( 98)

主な輸出 先

ﾀｲ、ｶﾅﾀﾞ、香港
香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｱﾒﾘｶ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾀｲ、ｱﾒﾘｶ
東南ｱｼﾞｱ、ｱﾌﾘｶ諸国

※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
対
応

【県内外 への販 路拡大 】
○ 食味 などが 評価さ れ、他 産地と 差別化 で きる恵水 、常 陸の輝 き 、常陸 牛、イバラ キ
ング、栗の ５品目 を中 心に、全国 の百貨 店等 への営業 活動を 展開す るととも に、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。
【海外へ の販路 拡大】
○ 次年度以降も引き続き、オンライン等も活用し、海外バイヤーとの商談機会の
充実を図るとともに、現地プロモーションの実施などにより本県産品の魅力を伝
えながら 、海 外への 本 県産農林 水産物 等の販 路拡大の 取組を 支援し てまいり ます。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
県民生活 環境部 、警察 本部、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 ます。
更に、特に昨 今のコ ロ ナ禍にお いて東 京一極 集中のリ スクが 顕在化 する中 、住み 良い
環境造り を進め ること は県外か 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 家の増 加につ いても、年々そ
の問題は 大きく なって きている ことも 踏まえ 、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。令 和 2 年は 、人 身事故に ついて
は 20 年連 続で減 少し、 死亡事故 につい ても 4 年連続で 減少。 前者に ついては 、56 年
ぶりに 7,000 件 を下回 り、後者 につい ては 64 年ぶりに 100 人 を下回 るという 状況に
あります 。しか しなが ら、高齢 者ドラ イバー(65 歳以上 )によ る人身 事故につ いては 、
構成率が 増加し ており 、高齢 者ドラ イバー に ついての 問題も 益々深 刻なもの となっ て
います。
県におか れまし ては 、高齢者ド ライバ ーに向 けたセミ ナーに おける 安全運転 サポー
ト車の体 験乗車 や展示 、説明等 を通じ て普及 啓発活動 に努め ていた だいてお ります
が、更なる 事故防 止を 図るため には、引 き続 きの交通 安全運 動や教 育といっ た啓発 活
動の充実、 免許証 の自 主返納に 伴う公 共機関 利用促進 へのサ ポート 強化等に 加え、安
全運転サ ポート 車や後 付けのペ ダル踏 み間違 い急発進 等抑制 装置購 入時等の 県独自
での助成 制度の 新設等 も含めた 総合的 な取り 組みが必 要と考 えます 。
また、それ らと並 行し て、地域住 民が安 心し て利用で きる道 路整備 の実施に ついて
も交通事 故防止、 そし て、安心安 全なま ちづ くりに直 結する もので あり、八街 市で発
生した事 故を教 訓に、 改めて県 内にお ける交 通量の多 い道路、 特に 通学路等 におけ る
歩道の整 備、道 路の拡 幅等に向 けた早 急な取 組みを要 望いた します 。
【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
R3 年※
H28 年 H29 年
H30 年
R1 年
R2 年
4,722
人身事故 発生件 数
10,455
9,679
8,682
7,447
6,049
63
交通事故 死者数
150
143
122
107
84
※R3 年 は R3 年 10 月 31 日現在 の数値
〔警察本 部〕
【交通マ ナー指 導の強 化】
○ 県で は、茨城県 交 通対策協 議会（(一 社)茨城県経 営者協 会を含 め 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
R3.4.6～4.15
② 夏の交 通事故 防止県民 運動
R3.7.20～7.31
③ 秋の全 国交通 安全運動
R3.9.21～9.30
④ 年末の 交通事 故防止県 民運動 R3.12.1～12.15
（２） 交通安 全広報 活動の推 進
① 交通安 全運動 チラシ（ 電子デ ータ） の配布
② 県広報 紙やツ イッター による 周知啓 発（県広報 紙７回、ツ イッター114 回 掲載）
（３） 交通安 全県民 大会の開 催
※R3 は新 型コロ ナウイル スの影 響によ り中止
〔警察本 部〕
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【高齢運 転者の 交通事 故防止及 び安全 運転サ ポート車 （サポ カー） の普及啓 発】
○ 高齢 運転者 を対象 とする交 通安全 教室（ シルバー・ド ライバ ー セミナー ）を 開催し 、
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 機能の説 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 実施状 況
５回 85 人 (R3.10.31 現在)
〔県民生 活環境 部・警 察本部〕
○

また 、高齢 運転者 交通事故 防止の ための 映像資料 を作成 し、YouTube を開 設する と
ともに、 そのリ ンク先 をホーム ページ やツイ ッター、 県広報 紙に掲 載するこ とで、 よ
り多くの 県民に 周知し ておりま す。
YouTube 視 聴回数 742 回 （R3.10.4 公開 、R3.10.31 現在 ）
〔県 民生活 環境部 ・警察本 部〕

○

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
れていま す。
〔警察本 部〕

【通学路 等にお ける歩 道整備等 】
○ 県で は、市 町村が 策定する 「通学 路交通 安全プロ グラム 」に位 置付けら れた歩 道整
備等の対 策を重 点的に 進めてお ります 。
また、千葉県 八街市 の 児童死傷 事故を 受け 、関係機関 が連携 して通 学路の合 同点検
を行った ところ です。
〔土木部 〕
対
応

【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。
〔県民生 活環境 部・警 察本部〕
【高齢運 転者の 交通事 故防止及 び安全 運転サ ポート車 （サポ カー） の普及啓 発】
○ 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。
〔県民生 活環境 部・警 察本部〕
【通学路 等にお ける歩 道整備等 】
○ 引き 続き、 市町村 が策定す る「通 学路交 通安全プ ログラ ム」に 位置付け られた 歩道
整備等の 対策を 重点的 に実施し 、早期 完了を 図ってま いりま す。
また、千葉 県八街 市の 事故を受 けた通 学路の 合同点検 結果に 基づく 対策につ いても
同様に早 期完了 を図っ てまいり ます。
〔土木部 〕
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令和３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 を促しま す。
更に、特 に昨今 のコロ ナ禍にお いて東 京一極 集中のリ スクが 顕在化 する中、 住み
良い環境 造りを 進める ことは県 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 家の増 加につ いても、 年々
その問題 は大き くなっ てきてい ること も踏ま え、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 犯手段 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 18 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 18 年連続で 刑法犯 認知件 数が減少 してお ります 。近年増 加傾向
にあった ニセ電 話詐欺 について も前年 比減少 に転じて おり、こ れは、各警察署 のパト
ロール活 動や犯 罪手口・防 犯手段 の県民 への 啓発活動 の効果 による ものと、日 頃から
のご尽力 に感謝 いたし ます。一方 で、全国 にお ける刑法 犯認知 件数は ワースト 10 位、
犯罪率は ワース ト 5 位 で、犯罪 別を見 ると、 自動車盗 に関し ては引 き続き認 知件数 、
犯罪率共 に全国 ワース ト 1 位、住宅 侵入窃 盗の 犯罪率も 全国ワ ース ト 1 位と のこと で、
全国との 比較で は依然 として安 心は出 来ない 状況です 。
アンケー ト調査 におい ても「トラ ックの 盗難 が相次い でおり、犯罪 グループ の検挙
に力を入 れて欲 しい 。」との 声も挙 がって お ります 。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 ３年中の 刑法犯 認知件 数は、10 月 末で 11,902 件であ り、前年 比
で 1,825 件減少 、全国 順位はワ ースト 11 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、自 動車 盗、ニ セ電話 詐欺、
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、自動車 盗を始 めとする 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。
〔警察本 部〕
【犯罪手 口・防 犯手段 の県民へ の継続 的な啓 発強化】
○ 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、県民 に向 けた広報 啓発活 動を積 極的に推 進して お
ります。
（１）春 の地域 安全運 動期間に おける 防犯情 報の広報 （R3.4）
子供・女 性の安 全確保 、住宅侵 入窃盗 の被害 防止、乗 り物盗 の被害 防止
ツイッタ ー、チ ラシデ ータ配信 等、各 団体と 連携した 活動を 実施
（２）自 動車盗 防止ポ スター・ チラシ による 広報啓発 （R3.4）
日本損害 保険協 会と連 携し、ポ スター ・チラ シの配布 、市町 村等に 掲示依頼
ユ ーチュ ーブ動 画による 広報啓 発（ポ スター・ チラシ に２次 元コード 記載）
（３）夏 の犯罪 抑止活 動期間に おける 防犯情 報の広報 （R3.7）
住 宅侵入 窃盗の 被害防止 、子供 ・女性 の安全確 保、ニ セ電話 詐欺被害 防止
ツ イッタ ー、チ ラシデー タ配信 等、各 団体と連 携した 活動を 実施
薬 物乱用 防止「 ダメゼッ タイ」 キャン ペーン参 加
（４）全 国地域 安全運 動期間に おける 防犯情 報の広報 （R3.9）
ニセ電話 詐欺防 止、自 主防犯活 動の推 進
広報ひば り 10 月 号掲載 、県公式 ツイッ ターを 活用した 注意喚 起
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（５）そ の他
来 庁者等 に対し 、庁内放 送で防 犯（侵 入盗）に 関する 呼び掛 け実施（R3.6）
ツ イッタ ーを活 用した広 報啓発 （なが ら見守り 、子供 の安全 、青少年 非行防 止）
高 圧ガス 保安協 会と連携 、防犯 広報活 動（悪質 商法、 ニセ電 話詐欺チ ラシ配 布）
○防犯関 係（刑 法犯認 知件数） データ
H28
H29
H30
刑法犯
26,607
24,809
22,550
認知件数
※R3 年 は 10 月末現 在の数値 （暫定 値）
対
応

R1

R2

20,312

16,301

R3
11,902

〔警 察本部 ・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 も、県民 一人 ひとりの 防犯意 識の高 揚を図り、地域ぐ るみ 、職場ぐる みの自 主
的な防犯 活動を 広く県 民運動と して推 進し 、犯罪の起 こりに くい環 境づくり に努め て
まいりま す。
〔県民生 活環境 部〕
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令和３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

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
（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 を促しま す。
更に、特に昨今のコロナ禍において東京一極集中のリスクが顕在化する中、住み
良い環境造りを進めることは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増加についても、年々
その問題は大きくなってきていることも踏まえ、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 発事業等 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 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 、水戸 市をは じめ土浦 市、石 岡市 、鹿嶋市に おいて 中心市 街地活性 化基本 計
画に基づ く事業 が展開 されてお り、水戸市 の泉 町１丁目 北地区 や水戸 駅前三の 丸地区
では市街 地再開 発事業 が実施さ 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。
○ また、取手駅 前の インキュ ベーシ ョン施 設や龍ヶ 崎市駅 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 〕

＜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 〕
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
土木部
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
（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 を促しま す。
更に、特に昨今のコロナ禍において東京一極集中のリスクが顕在化する中、住み
良い環境造りを進めることは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増加についても、年々
その問題は大きくなってきていることも踏まえ、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 益々大 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 防犯・ 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 。
昨年度要 望に対 して、 現在、県 内38市 町村で 空家等対 策計画 が策定 され、そ の内
37市町村 におい て協議 会、及び 、空き 家バン クが設置 され、 空き家 の改修費 補助等
の地域の 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 組みが進 められ
ているこ と、更 に6市 に おいては 、特定 空き家 等に対す る行政 代執行 の措置が 実施さ
れており 、県か らの国 に対する 要望を 受け、 行政代執 行の際 の除去 費用につ いても
新たに空 き家対 策総合 支援事業 及び空 き家再 生等推進 事業に おける 補助対象 に追加
されたこ と、の2点の回 答をいた だいて おりま す。
こうした 空き家 問題は 、原則は 各市町 村主体 の取組み とはな るもの の、市町 村個々
の問題に は留ま らず、県全域で 解決し ていく べき問題 であり 、県に おかれま しても 、
引き続き 市町村 におけ る空き家 対策が 促進さ れるよう 、より 一歩踏 み込んだ 新たな
支援策の 策定、 実施を 要望いた します 。
県内外の 参考と なる取 組を市町 村に情 報提供 するなど の支援 の結果 、令和 ３年４ 月 1
日現在、県 内 41 市 町村 で空家等 対策計 画が策 定され、38 市町村 にお いて協議 会が設 置
されてお ります 。
更に、8 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 。
また、市町 村が行 う空 き家対策 への補 助制度 として、国 交省の 空き 家対策総 合支援 事
業及び空 き家再 生等推 進事業が あり、県 では 国に対し て、これ らの 事業への 十分な 財源
の確保や、制度の 拡充 を要望し ており、令和 ３年度は、補助事 業の 事業期間 につい て５
年間の延 長が行 われる と共に、未接道 や狭小 敷地等の 空き家 の除却 について 支援を 強化
するなど の制度 拡充が 行われた ところ です。
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 いくと ともに 、国に対 して補 助制度 の十分な 財源の 確保及 び制度の 拡充を 要求
してまい ります 。

95

令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
保健福祉 部
要
望
事
項

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（2）地域 医療・ 福祉の 充実への 取り組 み強化
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 共に
全国 40 位 台と 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。
新型 コロ ナウ イル ス問 題に おき まし ても 、現 在、 ワク チン 接種 が開 始さ れて おり
ます が、 その 迅速 かつ スム ーズ な対 応と 共に 、今 後起 こり 得る 有事 に備 える べく、
医療体制 の早急 な整備 が求めら れます 。
県民 の健 康面 での サポ ート を充 実さ せ、 安心 して 就業 ・生 活で きる 環境 づく りの
ため、以 下を要 望いた します。
①医療・ 福祉体 制の充 実
医療機関 設置の 面では 、例年、 医療機 関の不 足への要 望が挙 がって おります が、
昨年度要 望にお きまし ては、平 成30年 度に県 北地区、 令和元 年度に 県西・鹿 行地域
にて整備 を進め ていたICT活用に よる遠 隔治療 ネットワ ークに ついて は、令和2年度
に取手・ 龍ヶ崎 地域で の整備を 進めて おり、 これによ り全県 的なネ ットワー クが整
備される との回 答をい ただいて おりま す。こ うした取 組みに より医 療福祉体 制の充
実に向け てご尽 力をい ただいて いるこ とにつ いては、 大変感 謝して おります 。
しかしな がら、 上記対 応を進め ていた だいて いる状況 下にお いても 、「近隣 に救
急指定病 院、大 型病院 が少なく 、緊急 時の医 療体制に 不安が ある。 」等の声 は毎年
のように 挙がっ ており 、県内で の医療 機関不 足が、ま だまだ 続いて いる状況 である
ことは否 めませ ん。例 えば、新 型コロ ナウイ ルスワク チン接 種が開 始されま したが 、
県内市町 村毎に ワクチ ン接種の 時期が 異なっ てしまっ ている といっ たことが 起きて
います。 これは 正に県 内の医療 機関不 足と地 域による その偏 りが大 きな要因 かと考
えます。 足元で の遠隔 治療ネッ トワー クの稼 働状況、 活用成 果の確 認をさせ ていた
だくと共 に、県 民誰も が偏り無 く医療 ・福祉 サービス を受け る事が できる体 制造り
に向けた 更なる 取組み を要望い たしま す。
また、中 国をは じめ、 海外では コロナ 禍を契 機に医療 のデジ タル化 が急速に 進ん
でいると のこと ですが 、システ ム導入 に医療 機関側の 費用負 担が大 きい、対 面に比
べ診療報 酬が低 いとい ったこと を要因 に、日 本国内に おいて は、オ ンライン 診療の
普及促進 が図れ ていな いのが現 状です 。アフ ターコロ ナを見 据えた 医療体制 の充実
を図る上 では、 オンラ イン診療 導入促 進に向 けた県独 自の助 成制度 の確立も 必要不
可欠では ないか と考え ます。
更に、近 年は両 親や配 偶者等の 高齢化 に伴い 、同居家 族が在 宅介護 を行うケ ース
も増加し ており ますが 、介護に 集中す ること による介 護者へ の経済 的、精神 的な負
担は大き く、介 護疲れ 等による 事故も また増 加してお ります 。そう した在宅 介護者
への負担 軽減に 向けた 支援も進 めてい ただき たいと考 えます 。

96

現
況

対
応

○

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 体制の 構築を進 めてい るとこ ろです。
ＩＣＴを 活用し た遠隔 医療につ いては 、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、平 成 30 年度に県 北地域、令和 元年度に 県西地
域・鹿行 地域、 令和２ 年度に取 手・竜 ケ崎地 域・水戸 地域に 「遠隔 画像診断 治療補
助システ ム」を 導入し 、県内全 地域の ２６医 療機関に おいて システ ムを活用 したネ
ットワー クを構 築した ところで す。
これまで 、脳梗 塞発症 時、血栓 ができ て間も ない場合 に効果 が高い「血栓溶 解法」
など、緊 急性・ 専門性 の高い分 野にお ける医 療機関相 互の連 携に活 用される ととも
に、院内 におい ては、 専門医か ら夜間 当直医 に対する 指導・ 助言な どに活用 されて
おります 。
令３年度 は、さ らなる ネットワ ークの 拡充を 図るため 、各地 域の導 入済み医 療機
関との連 携が見 込まれ る地域医 療を担 う医療 機関への 整備を 進めて いるとこ ろであ
り、引き 続き、 各地域 のニーズ 等を踏 まえて 、各医療 圏内で の医療 機関相互 のネッ
トワーク の充実 を推進 するとと もに、 連携す る診療科 拡大も 進めら れるよう 働きか
けてまい ります 。
また、県内の各救命救急センターから離れた地域の三次救急医療体制の充実を図
るため、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・共同利用に加
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。
なお、オンライン診療は、現在、新型コロナ感染症への対応のため時限的・特例
的取扱いにより、初診も可能とされ運用されているところであり、オンライン診療
の指針や診療報酬の改定など国の状況を注視しながら、医療機関や県民に対して情
報提供を 行って いると ころです 。
オンラインや電話による診療及び服薬指導については、国において関連法規の整
備が進め られて いるほ か、コロナ 禍にお ける 時限的・特 例的措 置（ いわゆる 0410 対
応）とし て要件 緩和が 行われて 以降、 対応施 設数は増 加して おりま す。
在宅介護 者への 負担軽 減に向け た支援 につき ましては 、包括 的な相 談支援体 制と
して、平 成６年 度以降 、茨城型 地域包 括ケア システム の構築 を進め ており市 町村に
対し、高 齢者の みなら ず、全て の支援 を必要 とする方 や家族 への支 援を調整 する地
域ケアコ ーディ ネータ ーを配置 し、制 度の垣 根を超え た支援 体制を 進めてい るとこ
ろです。
○ 県内全域で、県民誰もが住み慣れた地域で、安心して適切な医療や在宅療養支援
が受けら れるよ う、地 域の医療 機関の 機能分 化や、関係 機関等 との 連携強化 を図り、
さらなる 医療提 供体制 や在宅療 養者へ の支援 の充実に 努めて まいり ます。
オンライン診療は、患者の利便性や地域医療の充実を図るためには有効な手段で
あるため、オンライン診療の指針や診療報酬の改定など国の状況を注視しながら、
医療機関 や県民 に対し て情報提 供を行 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
（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 共に
全国 40 位台と 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 。
新型コロナウイルス問題におきましても、現在、ワクチン接種が開始されており
ますが、その迅速かつスムーズな対応と共に、今後起こり得る有事に備えるべく、
医療体制 の早急 な整備 が求めら れます 。
県民の健康面でのサポートを充実させ、安心して就業・生活できる環境づくりの
ため、以 下を要 望いた します。
②医科大 学等の 県内誘 致と医師 ・看護 職員不 足の解消 への取 り組み
医学部に 限らず 、地域 活性化の 観点か らも、 当県への 大学誘 致の要 望は、毎 年数
多く寄せ られて おりま す。
昨年度要 望にお いて、県内にお ける医 師確保 のため、平成 30 年度 よ り「最優 先で
医師確保 に取り 組む医 療機関・診療科 」を選 定し、2 年内で の医師 確保の実 現に向 け
寄付講座 設置等 による 県外から の医師 確保に 取り組み 、その 確保に ついてほ ぼ見通
しが立っ たとい うこと 、また、 昨年度 より新 たにスタ ートし た医師 確保計画 におい
ては、政 策医療 を担う 医療機関 の医師 を確保 するため 、茨城 県地域 医療対策 協議会
を活用し 、大学 へ医師 の派遣も 要請す るスキ ームを位 置づけ 、今年 度からの 医師派
遣に向け た調整 を進め ていると の回答 をいた だいてお り、医 師不足 解消に向 けた積
極的な取 組みに 大変感 謝してお ります 。
引き続き 、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 すると 共に、 新たにス タート
した医師 確保計 画につ いての現 状での 具体的 な進捗状 況を確 認させ ていただ きたい
と考えま す。
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医師 確保計 画にお いては、短期的・中長期 的に医師 確保に 取り組 むことと してお り、
短期的な 取組と しては 、地域医療 を守る ため 、小児・周産 期医療 や 救急医療 などの 政
策医療に ついて 医師を 確保する ことと してお ります。
まず、特に早 急な対 応 が必要な 医療機 関・診 療科にお ける必 要医師 数を随時 目標と
して設定 し、「 最優先 で医師確 保に取 り組む 医療機関・診療 科」と して、重 点的な 医
師確保に 取り組 んでお ります。第 1 次 目標 14 名に対し ては 13.1 名を 確保し、さらに 、
本年２月 に設定 した第 ２次目標 7.5 名 に対し ては、2.2 名を 確保し たところ であり 、
現在、県 内外の 医科大 学との連 携など により 、令和４ 年度末 までの 確保を目 指して い
るところ です。
さらに 、県・大学・県 内医療機 関が一 体とな り、政 策医療 を担う 医 療機関等 へ医師
を派遣す る「医 師配置 調整スキ ーム」におい ては、令 和３年 度は、医師不足 地域等 へ
6.4 名の 医師が 大学か ら派遣さ れたと ころで あり、令 和４年 度から の医師派 遣に向 け
ては、現 在、地 域医療 対策協議 会にお いて、 協議を進 めてい るとこ ろです。
一方、中 長期的 には、地域枠制 度をは じめと する修学 資金貸 与制度 等により 、大学
卒業後に 一定期 間、県 内 医師不足 地域等 の医療 機関に勤 務する 医師の 養成に取 り組ん
でおり、こ れまで に 606 名の学 生に活 用いた だき、この 内、既に 229 名が地 域医療 を
担う修学 生医師 として 県内で勤 務して おりま す。さら に、本 年 10 月 に、令和 ４年度
から８名 の本県 地域枠 の増員が 決定し 、地域 枠の総数 は 7 大 学・53 名から９ 大学・
計 61 名と なり、 今後も 、本県の 修学生 医師は 着実に増 加する ことが 見込まれ ており
ます。
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 各全国知 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 。
看護職員 の確保 につき ましては、看護師 等修 学資金を 活用し た偏在 解消を図 るとと
もに、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 等をの養 成を進
めており ます。また、民 間の看護 師等養 成施設 に対する 運営費 や施設 整備費の 補助に
より教育 環境の 整備や 安定した 学校運 営を支 援してお ります 。
さらに、出産や 子育て に伴う看 護職員 の離職 防止のた め、病 院内保 育所へ運 営費等
を補助す るとと もに、潜在看護 師の再 就業支 援に向け て、就 職相談 や研修事 業を行 う
など、看 護師等 の人材 確保に取 り組ん でおり ます。
また、茨 城県内 におけ るの届出 薬剤師 数につ いては、 約 6600 人（全 国第 12 位 (平
成 30 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 ても、
昨年 181 名、今 年は 186 人（全 国第 11 位）と なってお り、全 体的に は充足し ている
状況です 。
他方、二 次保健 医療圏 間におけ る薬局・医療 施設従事 薬剤師 数を比 較すると 、人口
10 万対 246.4 人 のつく ば保健医 療圏が ある一 方で、鹿 行保健 医療圏 では同 119.4 人
と、地域 的な偏 りがみ られてい 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、行政や 医
療機関 、大学 等の連 携・協働 により 、実 効的 な医師確 保対策 を推進 するとと 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 。
また、看 護職員 の確保 につきま しては 、今後 とも、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。
薬剤師に つきま しても 、地域に より偏 在が見 受けられ ること から、引き続き 、就職
斡旋機能（ 薬剤師 バン ク）を持つ 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 。
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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 、「令 和元年東 日本台 風」に よる甚大 な風害 ・水害 が未だ記 憶に
新しいと ころで はあり ますが、それ以 外にも「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、そ う遠く ない将 来におけ る大型 地震の 発生等も 懸念さ れてい る中、防 災・
減災対策 の強化 を求め る声がよ り一層 の高ま りをみせ 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、 「茨城県 国土強 靭化計 画」等に 基づき 、イン フラ整備 を進
めていた だいて おりま すが、頻 発する 自然災 害に備え て、各 取組み を加速し 、整備
を進める ことが 急務で あると考 えます 。
また、例 年同様 、鹿嶋 ・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） 】
令和元年 東日本 台風や 東日本大 震災を 始めと する、近年 頻発化・激 甚化する 自然災 害
に備え、「 茨城県 国土 強靭化計 画」等に 基づ き、橋梁施 設の損 壊や 法面崩壊、さらに は
豪雨によ る冠水 等につ いて、「防 災、減 災、国 土強靭化 のため の 3 か 年緊急対 策予算 」
を活用し 対策を 進めて きたとこ ろです 。
特 に、 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 したう えで、「 防災、減 災、国 土強靭 化のため の 5 か年加 速 化対策予 算」を 最
大限活用 し、引 き続き 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 、 市 街地 の 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 。
R2 実施市 町村： 水戸市 、日立市 、土浦 市、結 城市、龍 ケ崎市 、常総 市、常陸 太田市 、
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、
境町（15 市町）
【河川】
河川整備 につき まして は、近年の 浸水被 害の 実績や沿 川の土 地利用 状況、現況 の流下
能力など、緊急性 や重 要性を踏 まえ、限 られ た予算で 最大限 の事業 効果を発 揮でき るよ
う、国の 交付金 などを 活用し、 進めて いると ころです 。
【道路（ 橋梁、 排水）】
引 き続 き 、 「 茨城 県 国 土 強靭 化 計 画 」等 に 基 づ き、 各 種 イ ンフ ラ 整 備 を進 め る と とも
に、「防災 、減災 、国土 強靭化の ため の 5 か 年 加速化対 策予算 」を最 大限に活 用し、 防
災等の取 り組み の加速 化・深化 を図っ てまい ります。
また、豪雨 時に路 面冠水 が頻発し ている 箇所に ついても、排水整 備を優 先的に実 施し、
路面冠水 の解消 に努め 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 。
【河川】
引き続き 、水害 から県 民の生命 と財産 を守る ため、必 要な予 算を確 保すると ともに 、
より効率的・効果的に事業効果を発揮できるよう計画的に河川整備を進めてまいりま
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、「令和元年東日本台風」による甚大な風害・水害が未だ記憶に
新しいと ころで はあり ますが、それ以 外にも「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、そう遠くない将来における大型地震の発生等も懸念されている中、防災・
減災対策 の強化 を求め る声がよ り一層 の高ま りをみせ 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 ては平 成29年度 に災害 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 大変感 謝して おります 。
また、災 害時の 支援物 資供給に ついて は、昨 年4月より 国にお いて 、運用が開 始さ
れた「物資 調達・輸 送 調整等支 援シス テム」(この活用 により 国・都 道府県・市 町村
がweb上で 物資に 関する 情報を共 有し 、必要 な 物資を要 請する ことが 出来るよ うにな
る)を活用 すると のこと ですが 、今後 も県内 各 地域にお いて切 れ目の ない支援 体制の
確立をす るため のそう した取組 みの継 続を願 います。
○ 被災 地への 支援物 資の供給 につい ては、被災地の 要望を 確認し 、県の保有 する公 的
備蓄物資 や、民間 事業 者との協 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 。
平成 ３０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 。
なお、支 援物資 の供給 体制につ きまし 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 ことな どができ る「物 資調達・輸送調整 等支援
システム 」の運 用が令 和２年４ 月より 開始さ れました 。
○

県で は、「物 資調 達・輸送調 整等支 援シ ステム」の 円滑な 運用 のため、本 年８月 に
は、市町村や県トラック協会等と共同で同システムを活用した物資輸送訓練を実施
し、各機 関との 連携を 確認しま した。
今後とも 同シス テムの 訓練を市 町村と 連携し て行うと ともに、県央 総合防災 センタ
ーの効果 的な活 用等に ついて検 討する 等、迅 速・円滑 な物資 提供体 制の確保 に取り 組
んでまい ります 。

101

令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
防災危機 管理部
要
望
事
項

現
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
（3）自然 災害へ の備え と防災体 制の強 化
本県においては、「令和元年東日本台風」による甚大な風害・水害が未だ記憶に
新しいと ころで はあり ますが、それ以 外にも「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、そう遠くない将来における大型地震の発生等も懸念されている中、防災・
減災対策 の強化 を求め る声がよ り一層 の高ま りをみせ 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、平成 30 年 3 月よ り被災 市町村に「いば らき災 害対応支 援チ ー
ム」の派 遣を行 う取組 みを開始 し、令 和元年 東日本台 風での 被災の 際には、5 市町 の
被災地へ 延べ 99 名が派 遣される 等災害 対応へ の体制の 充実・強化 に ご尽力い ただい
ておりま したが 、情報 収集には 偏りが あり、 より迅速 で正確 な情報 収集が必 要であ
ると考え ます。また、7 月に発生 した熱 海市に おける土 石流被 害を鑑 みると、これま
での災害 想定を 超えた 自然災害 へのリ スク対 応が求め られま す。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、 及び、 強化を 要望いた します 。
○ 県で は、大 規模災 害時に被 災地を 支援す るため、 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、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 す。
令和元年 東日本 台風に おいては 、延べ 99 名を ５市町の 被災地 に派遣 したほか 、国
の「応急対 策職員 派遣 制度」によ り県外 の地 方公共団 体から も応援 をいただ き、延べ
540 人が 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 、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、東 日本台風 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、「 応急対
策職員派 遣制度」を活 用した直 接災害 対応業 務を行う 職員の 派遣に ついても、国・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、平 成 30 年 12 月に 市町村 受援マニ ュアル
作成の手 引き等 を作成 し周知す るとと もに、今年度は 、受援 マニュ アル作成 ワーク シ
ョップを 開催い たしま した。今後 も、市町 村に 対し、必要 な助言 を行 ってまい ります。

102

令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦略 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
（3）自然 災害へ の備え と防災体 制の強 化
本県においては、「令和元年東日本台風」による甚大な風害・水害が未だ記憶に
新しいと ころで はあり ますが、それ以 外にも「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、そう遠くない将来における大型地震の発生等も懸念されている中、防災・
減災対策 の強化 を求め る声がよ り一層 の高ま りをみせ 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 BCP 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 2019 年
5 月調査 では、茨城県 内の BCP 策定・認定取 得企業は 15.8%、策定 意向企業 を含め て
も 44.6%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、 昨年度回 答にお いて、 引き続き 中小企 業へ の BCP 普及 課啓
発や策定支援に取り組むとの回答をいただいておりますが、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、更に単なる自然災害のみならず、新型コロナ
ウイルス 感染拡 大のよ うなパン デミッ ク発生 に伴う対 応時に も BCP 策定は、 その企
業及び従業員の大きな拠り所となること等も踏まえた上で、これまでの支援策に留
まらず、 商工会 議所や 市町村と の連携 や策定 企業を対 象とし た BCP を実践す るため
の設備等の導入に要する経費の助成制度の新設、既存の利息等費用の一部補助のあ
る県制度融資制度の補助額の拡大とそれら制度活用に向けた広報の強化といった更
なる 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。県 ホームペ ージに
掲載され ている ように 、BCP の 策定過 程にお け る業務分 析は業 務効率 向上に、全社的
な対応方針は部門連係力強化に繋がり、ひいては、取引先の企業や銀行等からの信
用力向上 、営業 力の向 上にも繋 がりま す。加 えて、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Ｂ ＣＰに つきま しては、国 が策定 した「中小企業 ＢＣＰ 策
定運用指 針」の活用 や 、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 広報や策 定支援 に取り 組んでお ります 。
○ また、事業継 続力 強化計画 につき まして は、防災・減 災対策 に 豊富な実 績のあ る民
間の保険 会社と 連携し 、各商工 団体担 当者向 けの策定 支援セ ミナー を開催す るなど 、
商工会等 におけ る中小 企業向け の策定 支援体 制の強化 を図っ ており ます。
さらに 、商工 会等が 中 小企業を 対象に 実施す るＢＣＰ 策定支 援セミ ナーの開 催や、
専門家派 遣を行 うこと により、 中小企 業への 制度の普 及啓発 や策定 支援に取 り組ん
でおりま す。
○

県制 度融資 では、ＢＣＰ策 定にあ たって 中小企業 が施設 等の整 備や地震 災害の 予防
対策を行 う場合、設備 投資支援 融資や 災害対 策融資（地 震災害 予防 対策枠）等 をご利
用いただ くこと ができ ます。設備 投資支 援融 資では信 用保証 料の２ 割補助を 行い、利
用者の負 担軽減 を図っ ておりま す。
また、これら の制 度融資に ついて は、パ ンフレッ トを金 融機関 や商工会 等へ配 付す
るととも に、県や 関係機 関のホー ムペー ジ、メー ルマガジ ン等へ 掲載す ることに より、
中小企業 への周 知と利 用促進に 努めて いると ころです 。
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○

引き 続き、民 間企 業等とも 連携し ながら 、商工会等 におけ るＢ ＣＰ策定 支援セ ミナ
ーの開催 などの 取組を 支援し 、中小 企業に お ける事業 継続力 強化計 画等の策 定を促 進
してまい ります 。

○

県制 度融資 におき ましては 、引 き続き 金融 機関や信 用保証 協会 、商 工会等と 連携し、
施設等の 整備や 改修に 必要な資 金を融 資する ことによ り、中小企 業 のＢＣＰ 策定を 支
援してま いりま す。
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防災・危 機管理 部、土 木部
要
望
事
項

５、安心 安全な まちづ くり実現 に向け ての要 望につい て
（3）自然 災害へ の備え と防災体 制の強 化
本県にお いては 、「令 和元年東 日本台 風」に よる甚大 な風害・水害 が未だ記 憶に新
しいとこ ろでは ありま すが、そ れ以外 にも「 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、そう遠 くない 将 来におけ る大型 地震の 発生等も 懸念さ れてい る中、防災・減
災対策の 強化を 求める 声がより 一層の 高まり をみせて 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 。
⑤災害発生時における各地域の民間企業との情報連携強化に向けた防災・減災 DX の構築
災害の未 然防止 、及 び 、発生 時にお ける被 害 の拡大阻 止のた めには 、行政 のみなら
ず、地域 民間企 業との 連携も不 可欠で す。
有事にお ける迅 速な対 応を可能 とすべ く、災 害協定を 締結し た地域 民間企業 との災
害 情報 プ ラ ット フ ォ ー ム(そ こ へ民 間 協 力企 業 の 所有 重 機 や車 両 等 を 事 前登 録 し 、災
害 時に は イ ンフ ラ 等 遮 断 情報 に 伴 う出 動 要 請 を 行え る よ うな シ ス テ ム)の 確 立を はじ
めとした 防災・ 減災 DX の構築を 要望い たしま す。

現
況

○

対
応

○

災害 発生時 の対応 に関する 民間企 業等と の連携に つきま しては 、令和３ 年 11 月 １
日現在、137 企 業と協 定を締結 してい るとこ ろであり 、各社 との情 報共有を 円滑な も
のとする ため、 平時に おいて連 絡先や 連絡方 法などを 確認し ている ところで す。
○ 地震 などの 災害時 には電話 が輻輳 するな ど一般公 衆網に よる情 報共有に 不確実 性
があるこ とから 、県 建 設業協会 、県 石油業 協 同組合な どの指 定地方 公共機関 につい て
は、県 防災情 報ネッ ト ワークシ ステム を整備 し、専 用の電 話やフ ァ クシミリ により 確
実な通話 手段を 確保す るととも に、県災 害情 報共有シ ステム により 市町村の 被害情 報
や避難所 情報な どを共 有できる よう、 取り組 んでおり ます。
指定 地方公 共機関 について は、県防災 情 報ネット ワーク システ ムを活用 した 、確実
な通話手 段の確 保や各 種災害関 連情報 の共有 に引き続 き取り 組んで まいりま す。
○ 指定 地方公 共機関 以外の民 間企業 等につ いては、利 用者が 多く 使い易い など汎 用性
の高い民間アプリや民間のクラウド情報共有サービスを活用した情報共有について
検討して まいり ますと ともに 、その 手段を 用 いた効率 的な運 用を確 立するた め、訓練
の実施な どに取 り組ん でまいり ます。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦 略部、 政策企 画部、営 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) 新 型コロ ナウイ ルス対策 への支 援
新型コロ ナウイ ルス感 染拡大問 題は、 全世界 規模で人 類の生 活基盤 、経済市 場等
に未曽有 の大被 害を与 えており ます。 我が国 におきま しては 、現時 点で 4 回 の緊急
事態宣言 、及び 、各県 での独自 の蔓延 防止措 置等を実 施し感 染拡大 防止を推 し進め
てはおり ますが 、ここ にきて変 異株の 発生に よる若年 層を中 心とし た感染拡 大が起
こる等、 依然と して、 その勢い は衰え ること なく感染 被害は 日々拡 大傾向に ありま
す。
そうした 中、医 療従事 者、高齢 者への ワクチ ン接種が 開始と はなり ましたが 、現
時点にお いては 、ワク チンの接 種者は まだま だ限定的 であり 、全く 予断を許 さない
状況とな ってい るのが 現状です 。
茨城産業 会議で も、7 月 28 日に 大井川 知事宛 に県の大 規模接 種会場 における 事業
所の従業 員の接 種を内 容とする 「新型 コロナ ウイルス ワクチ ン接種 に関する 緊急要
望」を提 出させ ていた だきまし た。
今年度の アンケ ート調 査におき まして も、昨 年同様に 行政に よる新 型コロナ ウイ
ルスに係 る助成 等の要 望は勿論 ですが 、今後 ウィズコ ロナ・ アフタ ーコロナ とどう
向き合っ ていく のかと いうこと も踏ま え、以 下の通り 要望い たしま す。
①アフタ ーコロ ナ、ウ ィズコロ ナに向 けての 企業支援 体制の 確立、及び、「ま ち・ひ と ・
しごと創 生」実 現への 取組み
今年度要 望内の 以下の 様々な項 目
◎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
(本要望 書 1～2 ページ に記載)
◎従業員 教育・ 人材育 成支援の 拡充(本 要望 書 2～3 ペ ージに 記載)
◎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
(本要望 書 4～5 ページ に記載)
◎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
(本要望 書 5 ペー ジに記 載)
◎働き方 改革実 現への 支援(本要 望書 6 ページ に記載)
◎事業承 継・M&A 促進 による後 継者問 題解決 に向けて の支援
(本要望 書 6～7 ページ に記載)
◎ビジネ スマッ チング・販路拡大・販売 強化に 関する支 援(本要 望書 7～8 ペー ジに記
載)
◎企業誘 致推進 の強化(本要望書 8 ペー ジに記 載)
◎IT 化促 進によ る効率 化・生産 性向上 への支 援(本要望 書 10 ページ に記載)
◎各種税 率の引 き下げ(本要望書 10 ペー ジに記 載)
◎航空便 路線拡 充への 更なる取 り組み の強化(本要望書 12 ペー ジに記 載)
◎茨城空 港及び 周辺地 域の整備 の促進(本要望 書 12 ペー ジに記 載)
◎JR 常磐 線の利 便性向 上への取 り組み(本要望 書 15 ペー ジに記 載)
◎タイム リーな 情報提 供への取 り組み(本要望 書 18～19 ページ に記載 )
◎各種証 明書取 得おけ る電子申 請・交 付の促 進とセキ ュリテ ィの強 化
(本要望 書 19 ペ ージに 記載)
◎各自治 体行政 窓口の 利便性向 上・完 全デジ タル化の 実施に 向けた 取組み推 進支援
(本要望 書 19～20 ペー ジに記載)
◎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
(本要望 書 21 ペ ージに 記載)
◎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
(本要望 書 22 ペ ージに 記載)
◎新たな 観光資 源の誘 致・発掘 への取 り組み 強化(本要 望書 24 ペー ジに記載)
◎医療・ 福祉体 制の充 実(本要望 書 27～28 ペ ージに記 載)
◎BCP 普 及啓発 と県内 企業への 作成支 援(本要 望書 29～ 30 ペー ジに記 載)
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◎e 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
(34 ペー ジに記 載)
におきまして、新型コロナウイルス問題に係る支援を要望いたしましたが、アフタ
ーコロナにおいては、これまでの常識が大きく覆され、コロナウイルスとの共存を
前提とした全く新しい生活様式・経済活動へと転換することは間違いないものと思
われます。それに向けた動きの一環として、昨年から一気に推し進められたテレワ
ークによる在宅勤務等柔軟な就労環境の整備等が挙げられますが、そうした企業に
おける働き方改革一つをとりましても、各企業の自主努力は勿論ですが、それに加
えて、行 政によ る支援 が必要不 可欠で あると 考えます 。
また、こうしたコロナ禍における新しい働き方の推進、感染拡大防止のための外
出自粛等に伴う人の動きの減少により、出張、旅行等での交通機関、ホテル等宿泊
施設の利 用減少 や、オ フィスに 対する 考え方 の変化に 伴う不 動産業 の減退等 が生じ、
飲食業を はじめ とした 県内企業 への大 きな打 撃となり ました 。
国内上場企業においては、米中の需要を取り込んだ製造業を中心に業績が急回復
し、2021 年 3 月期 の純 利益は 26％増と 3 年ぶ りの増益。2022 年 3 月 期につい ても純
利益 28%増加を 見込む との報道 もあり ました が、県内企 業にお いて は、そうし た明る
い兆しを 享受す る状況 にはなく 、今 後につ い ても厳し い状況 が続く ものと予 想され ま
す。
また 、新 型コロ ナ ウイルス 問題は 、企 業 の業績 、経済 活動の み ならず 、社会 生活に
も多大な 影響を 与え、例えば、こ の 1 年 で学 校におい ても授 業のオ ンライン 化が日 常
のものと なる等 、あ ら ゆる面に おいて デジタ ルトラン スフォ ーメー ションの 波が押 し
寄せてき ており ます。当県を含 む地方 圏も深 刻な被害 をこう むりま したが、コ ロナ禍
により生 じたデ ジタル トランス フォー メーシ ョンの波 は東京 一極集 中の是正・地 方創
生という 長期的 な観点 で見れば、今後追 い風 となる可 能性も 秘めて おります。しかし
ながら、こ うした 動き が加速す るかど うかは 、変革の機 運が高 まっ ているこ の数年 の
うちに定 着でき るかど うかがポ イント であり 、その 実現に 向けた 行 政による 取組み が
非常に重 要な鍵 を握っ ていると 考えま す。
今後も足 元の状 況に応 じて、政 府によ る様々 な支援策 が打ち 出され ていくこ とか
と存じま すが、 県にお かれまし ても、 県民及 び県内企 業が新 しい生 活様式・ 経済活
動に逸早 く対応 し、県 内経済を 盛り上 げてい くために も、ア フター コロナを 見据え
た先進的 な企業 支援体 制の確立 、及び 、「ま ち・ひと ・しご と創生 」実現へ の取組
みを引き 続き進 めてい ただきた いと考 えます 。・
現
況

【働き方 改革へ の支援 】
○

ワー ク・ライ フ・バランス や女性 が働き やすい環 境の整 備など 、働き方改 革に取 り
組み、優 れた成 果のあ る企業を 認定す る「働 き方改革 優良（ 推進 ）企業認定 制度」を
平成 30 年度に 創設、 累計 123 社（R3.10 末 現在）認 定しま した。 認定を受 けた企 業
の取組を 県ホー ムペー ジで公表 し、県 内企業 の働き方 改革を 促進し ておりま す。

○

働き 方改革 に意欲 のある中 小企業 10 社 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 的なコ ン サルティ ングを 行
い、モデル 企業づ くり を進めて きまし た。こ の結果、有 給休暇 取得 率の向上 や離職 率
の低下な ど具体 的な成 果が出ま したの で、取 組動画を YouTube にて 公開する ほか 、各
種セミナ ーなど で紹介 するなど 、広く 情報発 信してお ります 。

○

テレ ワーク につい ては、ワー ク・ライ フ・バランス や感染 防止 対策の観 点から 有効
であるも のの、県 内で は、実施率 が低迷 して いること から、テ レワ ークを円 滑に運 用
している 企業の 事例を 取りまと め、県ホ ーム ページで 情報発 信して いるほか、中小企
業の相談 窓口で ある「 よろず支 援拠点 」な ど と連携し 、セ ミナー を 開催する など 、テ
レワーク の導入 を促進 していま す。
○ また、テレワ ーク 導入にか かる企 業への 支援策に ついて は、国 の制度が 充実し てい
ることか ら、県で は、中小企業 支援施 策活用 ガイドブ ックに 掲載の ほか、メル マガな
どで県内 企業に 随時情 報を提供 し、利 用を促 しており ます。
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【県内中 小企業 への支 援】
新たな事 業分野 への進 出に挑戦 する中 小企業 等を支援 するた め、次 の事業を 実施し
ておりま す。
◯新分野 進出等 支援融 資
新たな事 業分野 に進出 しようと する事 業者に 対し、事 業計画 の実施 に必要な 資
金を融資 する。 ※３年 間の無利 子化と 、信用 保証料の 1/2 の 補助を 実施
◯中小企 業人材 育成支 援事業補 助金
県内の中 小企業 等が、 新たな事 業に進 出した り、新製 品・新 サービ スの開発 等
を行う際 に必要 となる 、従業員 の資格 取得や スキルア ップの ための 教育研修 費等
の補助を 行う。
［産業戦 略部］
【県内宿 泊事業 者への 支援】
○ 県内 宿泊事 業者に 対し、宿 泊施設 の魅力 向上に向 けた経 営戦略 の策定を 支援し てお
ります。
○ また、旅行者 が安 心して旅 行を楽 しめる 環境の整 備を図 るため 、県内宿泊 施設の 感
染防止対 策を支 援して おります 。
［営業戦 略部］

【地方創 生への 対応】
○ 新型 コロナ ウイル スの感染 拡大に より、テレワー クなど 新たな 働き方の 拡がり とと
もに、地方 移住へ の関 心が高ま ってい ること から、本県 では、こ れ を東京一 極集中 の
是正への 好機と 捉え 、東京圏へ の近接 性や住 環境の良 さをア ピール し移住を 促進す る
など地方 創生の 推進に 取り組ん でいる ところ です。
［政策企 画部］

対
応

【働き方 改革へ の支援 】
○ モデ ル企業 の好事 例を情報 発信す ること などによ り、県 内企業 の働き方 改革や 生産
性の向上 を促進 すると ともに、テ レワー クな ど柔軟な 働き方 の導入 を、一層支 援して
まいりま す。
［産業戦 略部］
【県内中 小企業 への支 援】
◯ 引き 続き、新 分野 進出等支 援融資 や中小 企業人材 育成支 援事業 補助金に より、県 内
中小企業 の新分 野進出 等を支援 してま いりま す。
［産業戦 略部］
【デジタ ルトラ ンスフ ォーメー ション への取 組】
デジタル トラン スフォ ーメーシ ョン（以 下「DX」という。）の推進 に は自社の 課題の
掘り起こ しや組 織体制 の見直し などが 重要で あり、企業経 営者へ の 啓蒙等が 必要で ある
ことから 、アフ ターコ ロナを見 据えて 、DX 事 例の普及 啓発の ほか、 経営者の 意識改 革
等を目指 してま いりま す。
［産業 戦略部 ］
【地方創 生への 対応】
○ 国の「 コロナ 克服・新時代開 拓のた めの 経済対策」を踏ま え、ウィズコ ロナ、そ し
てアフタ ーコロ ナにお いても、活 力ある 地域 社会が維 持でき るよう 、地方創生 の取組
みを推進 してま いりま す。
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○

なお、感染防 止に 万全を尽 くし、経 済の 反転攻勢 に向け た施策 を十分に 展開す ると
ともに、 さらな る財政 支援を国 に対し て要望 してまい ります 。
［政策企 画部］

109

令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
営業戦略 部、県 民生活 環境部、 土木部
要
望
事
項

現
況

６、時事 の課題 に対す る取り組 みにつ いて
（２）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
全国障害者スポーツ大会は、東日本台風の影響により、残念ながら中止となって
しまった ものの 、一昨 年開催さ れた「 いきい き茨城ゆ め国体 2019」につきま しては 、
令和初の 国体と して、 大成功を 収める ことが 出来まし た。こ れは、45 年ぶ りとな っ
た当県での国体開催に向けて、官民一体となったことと、そして、それを先導した
県のご尽 力の賜 物であ ると大変 感謝し ており ます。
「東京オリンピック・パラリンピック」につきましては、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、本県では鹿島サッカースタジアムが学童のみの観戦となったこ
とは残念でしたが、このビックイベントに係る様々な要素を検証し、県内経済への
好循環を 確立す る必要 がありま す。早 急な検 証とその 活用を 要望し 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
新型コロ ナウイ ルス感 染症の感 染拡大 が進む 中、結果 として 、オリ ンピック ・パ
ラリンピ ックに ついて は、ほぼ 全ての 会場が 無観客で の開催 となり ましたが 、県に
おかれま しては 、これ までに、 オリン ピック に係わる 国内外 等から 多くの競 技選手
や観光客 の誘客 に向け 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
を進めて いただ いてお りました 。茨城 国体で は、65 名の「 いばら き 観光マイ スター」
が各駅の 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 したと
のことで すが、 こうし た一連の 取組み は、ア フターコ ロナで の国内 外からの インバ
ウンド需 要取り 込みの 際に必ず や活き てくる ものであ り、そ の継続 的な実施 を要望
いたしま す。
【宿泊施 設の整 備】
観光客の 受入体 制強化 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
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 、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）
○宿泊観 光促進 事業
宿泊施設が、データ分析の上で課題を抽出し、販売プランの見直しやターゲット
の明確化 などの 対策を 講じるま での過 程を一 貫して支 援。
【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。
○ 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 等
〔営業 戦略部 〕
○

東京 2020 オリ ン ピック・パラ リンピ ッ クの大会 では 、本県 に おいては 茨城カ シ
マスタジ アムが サッカ ー競技の 会場と して 11 試合開催 するこ ととな り、多 くの来
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県者が期 待され ました が、新型 コロナ ウイル ス感染症 の影響 で「学 校連携観 戦チ
ケット」 の小中 高生の みの観戦 となり ました 。会場最 寄り駅 や会場 周辺での 観光
案内や交 通案内 等おも てなしを 期待さ れてい た「茨 城県都 市ボラ ン ティア 」は 、3
日間で計 288 名が 参加 し、来 場する 児童生 徒 の案内誘 導、見守り を 実施しま した。
〔 県民生 活環境部 〕
【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〕
【リピー ター獲 得のた めの受入 体制の 準備】
○ 東京オリンピック・パラリンピックの開催を機に、国内外から本県を訪れる観
光客が増加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〕
○

当初 857 名で 登録 された都 市ボラ ンティ アは、大 会が１ 年延期 になった 影響や
基本的に 無観客 となっ たことな どで、 最終的 に 288 名の み参加 とな りました が、
これまで 、活動 に必要 な知識等 を習得 してい ただくた め、コ ミュニ ケーショ ン技
術や県内 の観光 情報な どを学ん でいた だく研 修を実施 し、お もてな しのスキ ルア
ップを図 ってま いりま した。
登 録 さ れ た 方 に は 、 今後 、 他 の ボ ラ ン テ ィ アや 県 内 の 観 光 案 内 な どの 活 動 に 取
り組んで いただ くよう 、機会あ るごと に働き かけてま いりま す。
〔県民生 活環境 部〕

111

令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
営業戦略 部、県 民生活 環境部
要
望
事
項

現
況

６、時事 の課題 に対す る取り組 みにつ いて
（２）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
全国障害者スポーツ大会は、東日本台風の影響により、残念ながら中止となって
しまった ものの 、一昨 年開催さ れた「 いきい き茨城ゆ め国体 2019」につきま しては 、
令和初の 国体と して、 大成功を 収める ことが 出来まし た。こ れは、45 年ぶ りとな っ
た当県での国体開催に向けて、官民一体となったことと、そして、それを先導した
県のご尽 力の賜 物であ ると大変 感謝し ており ます。
「東京オリンピック・パラリンピック」につきましては、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、本県では鹿島サッカースタジアムが学童のみの観戦となったこ
とは残念でしたが、このビックイベントに係る様々な要素を検証し、県内経済への
好循環を 確立す る必要 がありま す。早 急な検 証とその 活用を 要望し ます。
②同イベ ント開 催後の レガシー の活用
昨今のコ ロナ禍 におい て、特 に観光 面での 経 済的な打 撃が大 きい中 、新型 コロナ ウ
イルス感 染症の 収束が 見えない ことに 加え 、当 県におけ る一大 イベン トであっ た一昨
年の茨城 国体に 続き、今年のオ リンピ ック・パラリン ピック が終了 すること で、観 光
面等での 更なる 停滞が 予想され ます。県 にお かれまし ては、上 記イ ベントの 開催が 一
過性とな らぬよ う、市町 村におけ る国体 後の競 技定着や スポー ツ振興 を図るモ デルと
なる取組 みに対 する支 援、サイ クルツ ーリズ ム、ゴル フツー リズム 、酒蔵ツ ーリズ ム
といった 地域資 源や自 然の豊か さを組 み合わ せたツア ーや体 験型ア クティビ ティを
活用した 観光需 要の創 出を進め ていく とのこ とでした が、こ うした 取組みに ついて
も、インフ ラ整備 と並 行して実 施して いくこ とで、スポ ーツ体 験を 含めたア フター コ
ロナでの 国内外 からの 誘客と周 辺滞在 にも繋 がり、観光面 と合わ せた 活性化が 期待出
来ます。 上記を 実現す るための 更なる 具体的 な施策を 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。
○ 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。
・ ゴルフ ツーリ ズム、酒 蔵ツー リズム 等を活用 した誘 客促進
・ 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
〔営業戦 略部〕
【サイク ルツー リズム の推進】
○ サイ クリン グは、コロナ禍 におい て、３ 密を回避 しなが ら楽し むことが できる アク
ティビテ ィとし て注目 を浴びて おり、 本県の 「つくば 霞ヶ浦 りんり んロード 」は、R
２年度の 利用者 数は、コロナ禍 ではあ ったも のの、初め て 1０ 万人 を突破し たとこ ろ
です。一 方、都 心に近 いことも あり、 宿泊客 が少なく 消費金 額も少 ない状況 です。
○ サイ クリス トの宿 泊につな げるた め、「 つくば霞 ヶ浦り んりん ロード」沿 線にあ る
宿泊施設 を対象 に、自 転車の安 全な保 管場所 があるな どの条 件のも と、「サイク リス
トにやさ しい宿」認定 制度を昨 年８月 にスタ ートさせ、今年度 は、対象のル ートに 奥
久慈里山 ヒルク ライム ルート 、大洗 シーサ イ ド海浜ル ートに 拡充し て取組を 進めて い
るところ です。
認定件数 ２５ 件（R２ 年度）→ ６５ 件【＋ ４０件】 （R3.11.1 現 在）
○ また、インフ ルエ ンサーに よる情 報発信 、ターゲッ トを絞 った WEB プロモ ーショ ン
やメディ ア等を 対象と したモニ ターツ アー等 を通じ 、本県 のサイ ク リングル ートの 魅
力を発信 し、更 なる誘 客促進に 取り組 んでい るところ です。
[県民生活 環境部 ]
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【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 客の誘 客促進に 取り組 んで
まいりま す。
〔営業戦 略部〕
○

２０１９年に開催された国体にあわせて整備された県内の競技施設などの有効活
用を促進 するた め、今 年度、スポ ーツ施 設と 観光情報 を合わ せたガ イドブッ クを作 成
し、スポー ツ競技 団体 や大学等 に対し ＰＲを 行い、スポ ーツを 通じ た地域活 性化に 取
り組んで まいり ます。
〔県民 生活環 境部〕
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６、時事 の課題 に対す る取り組 みにつ いて
（３）最 低賃金 引上げ に対応す る企業 の負担 増への支 援

①補助金 、助成 金等に よる負担 軽減や 生産性 向上に向 けた支 援
去る 7 月 16 日に 開催さ れました 中央最 低賃金 審議会で の協議 を経て 、今年の 最低
賃金の引 上げ額 の目安 が全国一 律 28 円 に決定 いたしま した。
この目安 額を基 に都道 府県別の 地方審 議会に て実際の 引上げ 額が決 定されま すが 、
最低賃金 の引上 げはコ ロナ禍で 体力を 奪われ た企業に も一律 に課さ れること から 、こ
のコロナ 禍での 大幅な 賃上げが 雇用へ 深刻な 影響を与 えるこ とは避 けられな いもの
と考えま す。
こうした 中、政 府は 、最低賃金 の大幅 な引き 上げに配 慮し、雇用調 整助成金 の特例
措置の延 長や支 給要件 の緩和に 加え、価 格転 嫁策の強 化等、年 内に 更なる追 加支援 策
も検討す るとの ことで すが、県 内企業 の雇用 維持、業 績回復 を図る 上では、政府の み
ならず、 県によ る支援 も必要不 可欠な ものと 考えます 。
上記を踏 まえ、県 独自 での最低 賃金の 引上げ に対応す る企業 への補 助金、助成 金等
負担軽減 策や生 産性向 上に向け た支援 策の早 急な確立 と実施 を要望 いたしま す。
【最低賃 金の引 上げに 対応する 企業へ の負担 軽減策】
○ 県制 度融資 では、最低賃金 引上げ の影響 を受ける 中小企 業者の 資金繰り を支援 する
ため、パワ ーアッ プ融 資（保証協 会の伴 走支 援型特別 保証を 利用し て受けた 融資に 限
る。以下、「伴走 支援 型」という。）を 利用 している 中小企 業者で 、一定の要 件を満
たす方に 対し、 3 年間 の利子補 給を実 施する こととし ており ます。
【パワー アップ 融資（ 伴走支援 型・最 低賃金 枠）】
利子補給 の対象 者：次 の(1)、(2)の条 件を両 方とも満 たす中 小企業 者
(1) 令和 ３年４ 月１日 から令和 ４年３ 月 31 日 までにパ ワーア ップ融 資（伴走 支援
型）が実 行され た方
(2) 令和 ３年７ 月 15 日以前の 事業場 内最低 賃金(※1)が 879 円未満 で、令 和３年 ７
月 16 日(※2)以 降に当 該賃金を 879 円 以上に 引き上げ た方
※1 事業 場にお ける雇 入れ後３ 月を経 過した 労働者（ 正社員 、有期 雇用労働 者ま
たは短時 間労働 者をい う。）の 最も低 い時間 当たりの 賃金額
※2 第 61 回中 央最低 賃金審議 会で、 今年度 の地域別 最低賃 金額改 定の目安 につ
いて答申 が取り まとめ られ、公 表され た日
（参考） パワー アップ 融資（伴 走支援 型）の 概要
融資対象
セーフテ ィネッ ト保証 ４号※、 同保証 ５号（ 売上減少 ▲15%
以上）ま たは危 機関連 保証※の 認定を 受け、経営行動 に係る
計画を策 定した 方 ※ 新型コロ ナウイ ルス感 染症に係 るも
のに限る 。
融資限度 額
設備・運 転・併 用 4,000 万円
融資期間 （据置 期間） 設備・運 転・併 用 10 年 以内（５ 年以内 ）
融資利率
年 1.3～1.6%
保証料率
0.85%→0.2%（国 による 補助）
【生産性 向上に 向けた 支援策等 】
○ 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。
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最低 賃金を 着実に 引上げて いくた めには 、県内事 業者の 生産性 向上の取 組の支 援を
後押しす る必要 があり ますこと から 、専門 的 なコンサ ルティ ングに より創出 できた モ
デル企業 の優良 事例を メルマガ やセミ ナーな どを通じ て広く 発信し 、県内 企業へ の普
及に取り 組んで おりま す。

【最低賃 金の引 上げに 対応する 企業へ の負担 軽減策】
○ 県制 度融資 におき ましては 、引き 続き、 パワーア ップ融 資（伴 走支援型 ・最低 賃金
枠）の周知 に努め、最 低 賃金引上 げに対 応する 中小企業 の皆様 を支援 してまい ります。
【生産性 向上に 向けた 支援策等 】
○ 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。
○

引き 続き、モ デル 企業の優 良事例 を情報 発信する ことな どによ り、県内企 業の働 き
方改革や 生産性 の向上 の促進に 努めて まいり ます。
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６、時事 の課題 に対す る取り組 みにつ いて
（４）新 たな産 業とし ての e ス ポーツ を活用 した地方 創生に 向けた 取組み強 化

①e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
e スポー ツは、年 齢・性別・障害 等の有 無に かかわら ず誰も が対等 に競い合 える競
技として 、全 世界に 1 億人を超 えるフ ァンが いるとい われて おり 、海外にお いては 1
億円を超 える高 額賞金 大会が開 催され るなど、今後更な る盛り 上がり が見込ま れると
ともに、 産業と しても 一層の成 長が期 待でき る分野で す。
当県にお きまし ても 、茨城国体・全 国障害 者 スポーツ 大会に 合わせ 開催され た日本
初の全国 都道府 県対抗 e スポー ツ選手 権 2019 IBARAKI が大盛 況の中 で終了し たこと
を皮切り に県内 に e ス ポーツに よる産 業振興、地方創生 を願う 声が年 々増して 来てお
ります。
特に、開催自 体は無 観 客で行う として も、試 合そのも のはリ アルで 開催せざ るを得
ない通常 のスポ ーツと 異なり 、選手 、観客 が共 にオンラ インで 試合と 観戦を完 結出来、
大規模な 大会 、イベ ン トへ自宅 等に居 ながら 参加、観戦が 出来る こ とは e ス ポーツ な
らではの 大きな 強みで あり、今 後、5G の普及 に伴い、 より一 層その 強みが活 かせる
ものと思 料いた します 。
また、そうし たこと を 背景に e スポー ツに更 なる注目 が集ま ってく ることで 、そ れ
に付随し た大き な経済 効果も期 待され ます。
県におか れまし ては 、e スポー ツ先進 県とし て、昨 年のい ばらき ｅ スポーツ 産業創
造プロジ ェクト 推進協 議会の発 足と県 内企業 間の交流 を目的 とした Ie リーグ の開
催、スポー ツ科学 と ICT の融合 により ”e スポ ーツ科学 ”を推 進する 産学官連 携協定
等 e スポ ーツの 県内定 着化、産業 化に向 けた取 組みを意 欲的に 行って いただき 大変感
謝してお ります 。今 後 もこれに 留まら ず e ス ポーツ競 技設備 の県内 各所への 設置 、定
期的なイ ベント、大会 のこれま で以上 の開催 、実施等に 加え、企業 への e ス ポーツ チ
ーム結成 への呼 びかけ 等も積極 的に進 めてい ただきた いと考 えます 。
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 楽や競 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
況

ｅスポー ツ競技 環境の 整備や産 業を担 う人財 の育成を 行い、「ｅ ス ポーツの 拠点・茨
城」のブ ランド 化を図 ることで 、関連 産業の 誘致・創 出を目 指して います。
＜令和３ 年度事 業概要 ＞
１．ｅス ポーツ 競技環 境の整備
・高校生 ｅスポ ーツ大 会の開催
いば らき高 校ｅスポ ーツ選 手権（ 県内高校 生大会 ）
NASEF JAPAN チャレン ジカッ プ in いばらき（ 県 代 表 校 と 全 国 選 抜 の 親 善 大 会 ）
・企業等 が行う イベン ト開催や チーム づくり の支援
Ｉｅリー グ（企 業・団 体対抗戦 ） 等
・ゲーム 会社等 と連携 したｅス ポーツ 大会の 開催
全国都道 府県対 抗ｅス ポーツ選 手権茨 城県予 選（ウイ ニング イレブ ン部門）
２．人財 育成
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対
応

・ｅス ポーツ の効用 や 可能性を テーマ とした 講座（ いばら きｅス ポ ーツアカ デミ
ー）の開 催
・ 筑波大 学との 共同研究 （ｅス ポーツ の心身へ の好影 響に関 する生理 学的調 査）
・ｅスポーツ産 業の拠点 形成に 向けた 、産学官 が連携 した協 議会の運 営
○ 都道 府県対 抗ｅス ポーツ選 手権開 催の実 績や知名 度、ネッ トワ ークを活 用し、大 手
ゲーム会社や高校ｅスポーツの全国団体等と連携した魅力的なｅスポーツイベント
の開催を 目指し ます。
○

企業・団体交 流戦 の開催な どを通 じて、ｅスポー ツに関 心を持 つ方を増 やすと とも
に、企業 のｅス ポーツ チーム創 設を促 進しま す。

○

「 いばら きｅス ポ ーツアカ デミー 」に お いて、教育関 係者等 対 象に、健全な ゲーム
との向き 合い方 やｅス ポーツの 社会的 意義等 に関する 講座を 行うと ともに 、筑波 大学
との共同 研究の 知見を 広く展開 するな ど、ｅ スポーツ に対す る正し い理解の 普及・啓
発に努め ます。

※

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、関連 産業の 形成 や交流人 口の増 加に向 けた取組 を推進 してお りますの で、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。
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
産業戦略 部、県 民生活 環境部、 政策企 画部、 土木部
要
望
事
項

現
況

６、時事 の課題 に対す る取り組 みにつ いて
(５) 2050 年カ ーボン ニュート ラル、 脱炭素 社会の実 現に向 けた情 報提供と 支援
2020 年 10 月、 菅首相 から「2050 年カ ーボン ニュート ラル、 脱炭素 社会の実 現を
目指す」 ことが 宣言さ れ、「脱 炭素」 に向け て大きく 舵が切 らまし た。また 、菅政
権が掲げ る「2050 年 カ ーボンニ ュート ラル」への挑戦 を「経 済と環 境の好循 環」に
つなげる ための 産業政 策として「2050 年カ ー ボンニュ ートラ ルに伴 うグリー ン成長
戦略」が 策定さ れ、今 後、更な る議論 がなさ れるもの となっ ており 、弊会で も令和 3
年度の重 要テー マに挙 げており ます。
脱炭素社 会実現 の向け ては、あ らゆる 分野に おいて、 構造転 換を図 ることが 必要
になるこ とから 、以下 のことを 要望い たしま す。
① 構造の転 換を後 押しす る情報提 供、及 び、支 援今年度 要望内 の以下 の様々な 項目
脱炭素社 会を着 実に進 めていく には、 新技術 に頼るだ けでは なく、 脱炭素へ 向か
う過程に おいて 有効な 既存の低 炭素・ 省エネ 技術の改 良や普 及を進 めていく 必要が
あります 。低炭 素・省 エネに有 効な既 存技術 の活用を 進めな がら、 既存技術 から新
技術への 移行が スムー ズに行わ れるよ う、構 造の転換 を進め るため の情報提 供をご
提示いた だきた いと考 えます。 また、 脱炭素 社会の実 現に向 けては 、太陽光 発電等
の再生可 能エネ ルギー の地産地 消モデ ルの普 及が非常 に有効 であり 、再生可 能エネ
ルギーの 中でも 、特に 洋上風力 発電は 、現時 点におい ては、 コスト 面に課題 はある
ものの、1 プロ ジェク ト 当たりの 事業規 模は数 千億円に 上り、その経 済波及効 果の大
きさから 新たな 産業へ の起爆剤 として も注目 を集めて おりま す。
そうした ことを 含め、 事業者が 無理な く確実 に取り組 みを進 められ るような 助成
金や補助 金制度 の充実 、また税 制面で の優遇 などの支 援を要 望いた します。
○ 県で は、2021 年 5 月に「い ばらき カーボ ンニュー トラル 産業拠 点創出プ ロジェ ク
ト」を立ち上げ、「機運の醸成」、「推進体制の構築」、「支援の更なる充実」を
施策の３本柱と位置づけ、水素やアンモニアなど新エネルギーの輸出拠点となり得
る港湾やコンビナートの存在、県内に集積する研究施設など本県のポテンシャルを
活かし、産学官が一体となって、本県産業の競争力強化と新たな産業の創出を図る
カーボン ニュー トラル 産業拠点 化の取 組を開 始いたし ました 。
○ また、同年 8 月に 、立地企業 や関係 団体 、有識者、行政 等が一 堂に会す る「いば ら
きカーボ ンニュ ートラ ル産業拠 点創出 推進協 議会」を設置 し 、取組 の 実現に向 けた検
討の枠組 みを整 備した ところで す。
[産業戦略 部]
【地産地 消型再 生可能 エネルギ ーの導 入促進 】
○ 再生 可能エ ネルギ ーを地域 で活用 するた め、市町村 と連携 し、具体的な 導入に 向け
たモデル 地域で の費用 対効果の 検証を 実施す るととも に、市町 村や 事業者向 けに、再
エネ導入 に向け た手引 書を作成 し、周知 を図 ることで、地産地 消型 の再生可 能エネ ル
ギーの導 入を促 進して おります 。
［県民生 活環境 部］
【事業所 向け省 エネル ギー対策 】
○ 中小 規模事 業所を 対象に、エ ネルギ ー管 理の専門 家を無 料で派 遣し、設備 の運用 改
善等の省 エネル ギー対 策の診断 や提案 を行う「 省エネル ギー診 断」を実 施すると もに、
省エネル ギー診 断を実 施した事 業所を 対象に 省エネ設 備導入 等に必 要な費用 を補助
しており ます。
（補助率 上限：1,000 千円未満 ／件、 補助率 1/3 以内 ）
さらに 、省エ ネ・再エ ネ施設を 導入す る中小 規模事業 所に対 し、低 利融資を 実施し
ておりま す。
［県民生 活環境 部］
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【構造の 転換を 後押し する情報 提供及 び支援 】
○ 県では、カーボンニュートラル社会において本県の成長の原動力となる骨太な産
業の創出を目指す「いばらきカーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクト」を
令和３年 ５月に 立ち上 げました 。

対
応

○

「カーボンニュートラルビジネス促進区域」に位置付けた臨海部の６市町村を中
心に、新 エネル ギーの サプライ チェー ン構築 等に向け た取組 を進め ています 。

○

また、立地企業や関係団体、有識者、行政（国・県・市町村）による「いばらき
カーボンニュートラル産業拠点創出推進協議会」を同年８月に設置し、情報共有や
連携の枠 組みを 整えた ところで す。
［政策企 画部］

【カーボ ンニュ ートラ ルポート （ＣＮ Ｐ）形 成計画の 作成】
○ 茨城 港・鹿島 港Ｃ ＮＰ形成 計画作 成ワー キンググ ループ を８月 に設置し ました。９
月末時点 で、Ｃ ＮＰ形 成計画の 原案を 作成・ 公表して おりま す。
〔土木部 〕
○ 臨海 部にお けるカ ーボンニ ュート ラル産 業拠点化 の実現 に向け て、産学 官一体 とな
って集中 的に検 討を進 めるとと もに、こ うし た動きを 広く県 内事業 者に波及 させ、新
たな成長 機会の 実現を 通じた新 産業の 創出に 取り組ん でまい ります 。
[産業戦略 部]
【地産地 消型再 生可能 エネルギ ーの導 入促進 】
○ 地域 の脱炭 素化を 進めるた め、引き 続き 、地域資源 を活用 し、地域経済 の活性 化や
非常時のエネルギー供給に有効な地産地消型の再生可能エネルギーの導入を促進し
てまいり ます。
［県民生 活環境 部］
【事業所 向け省 エネル ギー対策 】
○ 事業 所の省 エネ対 策を支援 するた め、引 き続き、省 エネル ギー 対策の技 術的・経 済
的支援を 実施し てまい ります。
［県民生 活環境 部］
【構造の 転換を 後押し する情報 提供及 び支援 】
○ カー ボンニ ュート ラルへの 対応に 向け、企業には 多額の 投資や さまざま な技術 課題
の解決が 求めら れてい ることを 踏まえ 、様 々な 支援制度 が効果 的に活 用される よう官
民・民民 の連携 強化を 図るほか 、規制 緩和や 税財政支 援の検 討、地 元調整へ の支援 、
他業種や 研究機 関との マッチン グなど 、カー ボンニュ ートラ ルへ取 り組む企 業への
「伴走型 支援」 を提供 してまい ります 。
［政策企 画部］
【カーボ ンニュ ートラ ルポート （ＣＮ Ｐ）形 成計画の 作成】
○ 国で 整備中 のＣＮ Ｐ形成計 画作成 マニュ アルの内 容を踏 まえ、令和３年 度末の ＣＮ
Ｐ形成計 画の作 成を目 指してま いりま す。
〔土木部 〕
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令和３年 度県政 要望に 係る現況 ・対応
政策企画 部
要
望
事
項

現
況

対
応

６、時事 の課題 に対す る取り組 みにつ いて
(６) 2050 年カ ーボン ニュート ラル、 脱炭素 社会の実 現に向 けた情 報提供と 支援
2015 年に 国連で 採択さ れた SDGs(持続 可能な 開発目標)は、2030 年 を 年限に世 界共
通の目標 として 、各国 の民間企 業にお いても 17 のゴー ル(169 のター ゲット)の 達成
に向けた 積極的 な取組 みが開始 されて おりま す。
次世代に 繋がる 地球、そして、地 域環境 の改 善を図る 上でも、SDGs に対する 県民
の理解向 上に向 けた以 下の取組 みを要 望いた します。
①中小企 業の SDGs への 理解度向 上に向 けた取 組み支援
SDGs の国 連での 採択か ら約 6 年 が経過 しよう とする中 、政府 や行政 機関のみ なら
ず、近年 は民間 企業の 経営指針 として も急速 に注目を 集めて おりま す。
しかしな がら、 県内を 見渡せば 、昨年 2021 年 6 月時 点での 帝国デ ータバン ク水戸
支店によ る調査 におい て SDGs に 積極的 な県内 企業は 34.5%に 留まり 、半数近 くの企
業はそれ 自体は 認知し ているも のの具 体的な 取り組み には至 ってい ないとの ことで
す。更 にその 内訳を 見 ると積極 的な企 業の多 くが大企 業、という 結 果となっ ており ま
す。また 、SDGs を認知 している が具体 的な取 り組みに 至って いない 企業の中 には、
自社で行 ってい る既存 の事業が SDGs に リンク している 事に気 が付い ていない といっ
たケース が散見 される 等、特に 県内の 中小企 業に対し ては、SDGs が まだまだ 浸透し
ていない のが現 状です 。
県におか れまし ては 、こうした 状況を 踏まえ 、県内 におけ る各中 小 企業や地 域団体
を対象に したSDGsに積 極的に取 組む中 小企業 の事例紹 介等の 講演会、セミナー 等を開
催し、SDGsに触れ る機 会と取組 みにつ いての 気付きを 得る機 会の提 供、また、実際 に
目標設定 を行い 、そ の達 成に向け て活動 をする 県内中小 企業 、地域 団体 に対する 助成、
補助金等 の支援 策の検 討を要望 いたし ます。
○ SDGs の考 え を 広 く 普 及さ せ る た めに は 、 市 町村 や 企 業 、さ ら に は 県民 一 人 ひ とり
が SDGs を理 解し、 自 分のこと として 捉え、 積極的に 取り組 んでい くことが 必要で あ
ると考え ている ことか ら、学 校や企 業 、団体 に直接出 向き 、県の 取 組を説明 させて い
ただく県 政出前 講座な どの場を 通じて 、SDGs の理解促 進を図 ってま いりまし た。
○

また 、関 東経済 産 業局と連 携して 、大 学 等の有識 者や地 域経済 団体、金融機 関、市
町村など で構成 する「 茨城創生 SDGs 研究 会 」を立ち 上げ、 県内の 中小企業 も含め た
様々なステークホルダーにおける取組などについて意見交換を行ってきたところで
す。

○

これ を受け 、「茨 城エコ事 業所登 録制度 」や「い ばらき 健康経 営推進事 業所認 定制
度」な ど、企 業名の 公 表や金融 上の優 遇措置 など様々 なメリ ットの ある既存 の企業 等
登 録・ 認 証 制 度 につ い て 、SDGs17 ゴ ー ル との 関 連性 を 明 示 し て県 ホ ー ムペ ー ジ で公
開し、企 業等の SDGs へ の主体的 な取組 を支援 しており ます。

○

引き 続き、県 政出 前講座な どを通 じた普 及啓発に 取り組 みます とともに、研究会 の
構成団体 等とも 連携し 、県内 の先行 事例や 支 援策など の有益 な情報 について 県ホー ム
ページ等 におけ る広報 を行って まいり ます。
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