
＜庁内保育所＞
定員30人とあるが、定員と保育士数の設定の考
え方を教えてほしい。
事業者等から、ニーズ調査の利用希望者数の約３
割程度が実際申し込むという助言もあったことから
十分ニーズにこたえられると考えている。年齢別の
受け入れ人数、保育士数については、職員の申込状
況を把握するとともに事業者等の意見を聞きながら
決定したい。
保育士が足りず定員どおり預かれない状況もある
と聞く。県内の保育士確保の状況はどうなのか？
所轄外のため、把握していない。
保育士の獲得競争も懸念されるため、頭に入れて
いただきたい。今後は、県の取組みを検証し、県内

市町村や民間にフィードバックして、待機児童対策
の一環としてほしい。

＜時差出勤の運用＞
時差出勤の制度改正から約１年が経過したが、状
況や効果はどうか？
２月末までに対象職員の約３割が利用している。業
務都合だけでなく、職員個人や家族の状況に応じ
ても幅広く活用され、好意的な意見が寄せられて
いる。県民サービスの向上に繋がる利用も見られ
ている。一方で、変化に戸惑いを感じている職員も
いると聞いている。積極的に利用できるよう環境
の整備に努めていく。

県議会報告「TRY」
発行にあたって

TRYでは茨城県議会で審議された内容等をご紹介していきます。
TRY：Takayasu  Report  for You、「皆さまのための県議会報告」として、
高安ひろあきの言葉でご紹介していきます。

第 １ 回 定 例 会 を 開 催

平成31年度当初予算案などの
議案を審議

―「新しい茨城づくり」への挑戦を加速―
　茨城県議会の平成31年度第１回定例会は、２月27日から３月25日まで27日間の日程で開催されまし
た。知事から上程された議案は平成31年度一般会計予算、特別会計予算など40件、条例その他の議案
46件です。委員会で慎重審議の結果、いずれも可決しましたが、茨城県男女共同参画推進条例の一部を
改正する条例については修正案が提出され、賛成多数で修正案が可決されました。また県北振興チャレン
ジプランとして、今年度に重点的に取組む事業も示されましたので、ご紹介します。

平成31年度一般会計予算
　上記予算は、茨城県県総合計画の基本理念である「活力
があり、県民が日本一幸せな県」の実現に向け、「４つの
チャレンジ」の推進を基本に編成されています。
　平成31年度は「これまでにまいた種から出た芽を、大きく
育てる年」です。施策の効果をきめ細かく分析し、必要に応
じて、内容の見直しや、新たな取組みを実施し、「新しい茨
城づくり」への挑戦を加速させていきます。

平成31年度の主な事業
　平成31年度の予算が決まりました。

一般会計予算額
１兆1,357億1,300万円

（対前年度比＋240億2,500万円＋2.2％）
《東日本大震災関連分除き＋335億8,100万円＋3.2％》

■一般会計当初予算額の推移
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４つのチャレンジ
Ⅰ 「新しい豊かさ」への

チャレンジ
Ⅱ 「新しい安心安全」への

チャレンジ

Ⅲ 「新しい人財育成」への
チャレンジ

Ⅳ 「新しい夢・希望」への
チャレンジ

「新しい茨城づくり」への挑戦を加速

（各チャレンジの具体的な取組みは次ページを参照）

定例会
レポート

定例会の期間中は総務企画委員会で下記の質問をおこない、
答弁をいただきました。

３ 月 13 日 総務企画委員会

質問

答弁

質問

要望
答弁

質問

答弁

＜県北クリエイティブプロジェクト＞
起業者誘致の実施地域はどのように選定するのか？
実績やノウハウが豊富な者をコーディネーターにす
る予定である。その意見も踏まえ、誘致に意欲のあ
る市町村を選定してまいりたい。
誘致しようとしているクリエイティブ人材とはどの
ような者か？
地域の課題や資源を活用して、新たな仕事を創り出
せるような人材である。
起業者が立ち上げる仕事は、具体的にどのような
事業を想定しているか？
例えば、地域の観光資源を活用したツアーをプロ
デュースする事業や徳島県の「葉っぱビジネス※」
のような、地域の資源と新たな発想を結び付けた事
業を想定している。

＜県北ニューツーリズム推進事業＞
ロングトレイルのコース設定はどのようにおこなう
のか？
県北地域には手軽にハイキングが楽しめる里山のほ
か、温泉、歴史・文化遺産等の地域資源が点在して
おり、これをつなぐことで魅力あるコースが設定で
きるのではないかと考えている。
風光明媚な海岸線もコースに入れていただきたい。
日立市かみね動物園のパンダ誘致にあたっては、
渋滞対策や駐車場の確保についても検討していた
だきたい。
関係部局、市にお伝えする。

※徳島県上勝町では、つまもの（日本料理を美しく彩る季節の葉や花、山菜
など）を中心に新しい地域資源を軸に地域ビジネスを展開。上勝町は
「SDGｓ未来都市」に選定されている

３ 月 14 日 総務企画委員会

質問

質問

答弁

答弁

質問

要望
要望

答弁

質問

答弁

答弁

高安ひろあき事務所　茨城県日立市多賀町4-1-19　TEL：0294-33-0615　FAX：0294-38-5522こちらまで皆さまからのご意見・ご要望をお待ちしています。

ノーサイド
編集後記 No Side

　皆様からの日
頃のご支援・ご

指導に心から感謝申し上げます。
　第１回定例会が閉会となり、平成31年
度の事業がスタートしました。
　今年度の事業では、報道でもありまし
たように「日立市かみね動物園」へのパ
ンダの誘致が大きな話題となりました。

ご承知のようにパンダの誘致を進めるに
は、中国政府との交渉、既に誘致を進め
ている国内の動物園があることなど、非
常にハードルの高い取組みです。しかし、
集客力のあるパンダを誘致することは、
交流人口の拡大は勿論ですが、地域経
済にも波及効果をもたらし、人口減少や
少子高齢化の影響で、活力が低迷して

いる県北地域の起爆剤となる大きな可
能性を秘めています。
　今後も、市民・県民の皆様のお力をお
借りしながら、パンダ誘致を含め茨城県
の発展に努力してまいります。引き続き、
皆様よりのご指導・ご鞭撻をよろしくお
願い申し上げます。

茨城県議会議員　高安博明

総務企画委員会で
質問・要望

高安ひろあき
茨城県議会報告

やすたか
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今回の
キーワード

「県北振興チャレンジプラン
  ～活力と魅力あふれる県北地域づくりに向けて～」

平成31年度における４つのチャレンジと各取組み
　各チャレンジについての具体的な取組みについて、本年度から新たに実施する事業、規模を拡大して
実施する事業を一部抜粋してご紹介します。

茨城県のため、茨城県民のためにきちんと活用されているか、きちんとチェックしていきます。

　力強い産業の創出とゆとりある暮らしを育み、新しい
豊かさをめざします。

★県内の人手不足解消に向け、外国人材の確保に着手
外国人材と県内企業との橋渡しや、外国人材に選ばれる
環境づくりを実施します。

外国人材活躍促進事業：7,500万円
★農産物をトップブランドに育成し、イメージ向上・高付
加価値化を実現
「恵水（梨）」と「常陸の輝き
（豚肉）」を、全国トップレベ
ルのブランドに育成します。

いばらき農林水産物トッ
プブランド育成事業：
5,500万円

★県北地域に、付加価値の高い有機農業の大規模モデル
団地を整備
モデル団地の整備と生産技術の向上を支援します。
いばらきオーガニックステップアップ事業：
１億700万円

その他：総合的な宇宙ビジネス支援施策拡大、ベンチャー
企業の活動支援、県産品の海外販路拡大

Ⅰ 「新しい豊かさ」へのチャレンジ

新

新

新

　医療、福祉、治安、防災など県民の命を守る生活
基盤を築きます。

★精神障がい者に係る医療費助成制度の対象を拡大
新たに、精神障がい者保健福祉手帳（１級）保持者を対
象として追加します。
重度心身障がい者医療費助成事業（拡充分）：
１億2,300万円

★地域のことは地域で解決する新たな「茨城助け合い運
動」を展開
地域課題の解決に向けた取組みをおこなうＮＰＯ等を対
象に、活動経費を助成します。
茨城助け合い運動推進事業：6,100万円

★ソフト・ハードを組み合わせた治水・浸水被害対策を推進
住民の逃げ遅れ防止のため、治水の優先度が高い堤防
未整備地域等の住民を対象としたマイマップやマイ・タ
イムラインの作成等を支援するとともに、緊急的な治水
対策を実施します。
住民避難力強化事業：600万円
治水関連事業（公共事業）：113億6,300万円

その他：県立高校等５校に医学コースを設置、ＩＣＴ活用
による遠隔医療の推進

Ⅱ 「新しい安心安全」へのチャレンジ

拡大

拡大
拡大

新

　将来にわたって夢や希望を描ける県とするため、
観光創生や魅力度向上を図ります。

★第74回国民体育大会、第19回
全国障がい者スポーツ大会の開催
併せて、全国初の「都道府県対抗
ｅスポーツ大会」を開催します。

第74回国民体育大会推進事業：49億3,900万円
第19回全国障がい者スポーツ大会推進事業：21億7,300万円
全国都道府県対抗eスポーツ選手権大会事業：4,000万円

★県フラワーパークを、国営ひたち海浜公園・ネモフィラ
と並ぶ「花の聖地」に
2020年度のリニューアルオープンに向け民間企業の経営
感覚と発想を活かした改修等を実施します。
茨城県フラワーパークリニューアル関連事業：1億
9,900万円（平成30年度最終補正予算と合わせて実施）

★アクアワールド大洗が、夜も楽しめる水族館に大変身
神秘的なクラゲなど普段見られない「夜」の生き物の生
態等の展示により、水族館を夜型観光の牽引役にします。

アクアワールド茨城県大洗水族館魅力向上事業：７億円
その他：テレビＣＭ放送など魅力発信を強化、サイクル

ツーリズムを推進

Ⅳ 「新しい夢・希望」へのチャレンジ

新

　茨城の未来をつくる「人財」を育て、日本一子ども
を産み育てやすい県をめざします。

★少子化対策のため、多子世帯の子育て支援を拡大
第３子以降で３歳未満の子どもの保育料について、所得
制限を撤廃し、完全無償化します。

多子世帯保育料軽減事業：５億7,100万円
★中高一貫教育校を各地域に
設置し、県立学校での「学び
の質」を向上
県立高等学校改革プランに
基づき、2020年度以降、中高
一貫校10校を順次開設します。

県立高等学校改革プラン推進事業：６億3,600万円
★子どもたちが変化の激しいこれからの時代を「生き抜
く力」を養成
企画立案や実践を通じて、高校生が自ら課題を発見し解
決に向け行動できる力を養成します。
ＩＢＡＲＡＫＩ ドリーム・パス事業：900万円

その他：子どもたちが相談しやすいようSNS相談窓口の活
用を実証研究、外国人児童生徒の日本語指導体
制整備

Ⅲ 「新しい人財育成」へのチャレンジ

新

新

拡大
拡大
拡大

拡大

拡大

常陸の輝き

子どものための教育環境の
充実を図ります

マスコットの
「いばラッキー」

ハーフタイムHalf Time 高安ひろあきのキーワード解説

　このコーナーでは、茨城県の取組みに関わるキーワードを解説します。

Q 県北振興チャレンジプランとは？
A 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町を
対象にした、平成31年度における茨城県の重点政策です。

Q 具体的には何をやるの？
A ものづくり産業の拠点形成や農林水産業振興にフォーカスした
取組みを進めます。「ひたち臨海クリエイティブゾーン」「奥久
慈清流里山ゾーン」に分けて、下記の各取組みをおこないます。

Q 実際にできるの？
A チャレンジ実現のためには、インフラ整備もあわせて実施して
いくことが重要です。各地域とのつながり醸成と並行して取組
みを促進していきます。

ひたち臨海クリエイティブゾーン
ものづくり産業の拠点形成や、海岸線などの豊かな自然環境を活かした交流人口の拡大などにより、地域
を活性化！

奥久慈清流里山ゾーン
農林水産業の振興を図るとともに、里山やアクティビティを活用した交流人口の拡大などにより、地域を
活性化！

■ものづくり産業の集積を活かした産業拠点の形成
→中小企業の販路開拓や技術力・生産性向上等を支援、
営業力強化塾の開催、外部専門家等チームによる多
角的な支援等

→つくばの最先端科学技術の研究成果とものづくり技
術を事業化に結びつける取組み促進

■地域主体の創意工夫を活かしたまちづくりを促進
→芸術家によるまちづくりの促進、芸術家の短期滞在に
よる交流型プロジェクトの実施
→人づくり・産業振興・地域振興等の取組み支援
■かみね動物園へのパンダ誘致推進
→日中の経済発展等の象徴となるパンダ誘致のための
協議会を設立

具
体
的
な
取
組
み

■意欲ある農業者の経営発展を支援するとともに、地
域特性を活かした農林水産業の振興を図る

→生産拡大のための公共牧場の運営支援、常陸牛の米
国向け輸出の取組み
→付加価値の高い有機農産物を生産するモデル団地の
整備、牛ふん堆肥を活用した地域循環型の土づくり
等の支援

→農業経営の規模拡大・法人化の支援、情報提供によ
る企業の農業参入支援
→高収益農業に取組む園芸団地の整備
→アユ釣り体験教室の開催支援、観光産業との連携方
策の検討
→資源の掘り起こし等を通して交流活動を展開できる

人材育成、体験モニターツアーの実施
■豊かな自然環境等を活かした新しい滞在・体験型の
ツーリズムを推進します
→奥久慈里山ヒルクライムモデルコース設定に向けた指
導・助言、主要施設へのサイクリングサポート体制の
整備等

→魅力あるサイクリングコースの環境整備
■地域主体の創意工夫を活かしたまちづくり促進
→人づくり・産業振興・地域振興等の取組み支援
■山間部の特色を活かした新たなリゾートについて、
IRの可能性も含め検討
→県北山間地域に誘客を促進するためのリゾートに関
する調査・研究等

具
体
的
な
取
組
み

２つのゾーンに分け、
ものづくり産業拠点形成と農林水産業振興

茨城県県北地域の６市町は人口約40
万人で海・山・川に囲まれた自然豊か
な地域です。この豊富な地域資源は
様々な可能性に開かれていると思って
います。

特性を活かしたライフスタイルやイベン
トによって地域を盛り上げていけば、国
内外問わずたくさんの人にとって魅力的
な地域にできると考えます。

32


