
＜ローカルテレビ局の放送エリア拡大＞
国に対し要望をおこなったが、内容について伺い
たい。
本県は全国で唯一、県域放送の事業者がいないエ
リアである。そこで、例えば隣接する県のテレビ局
が、茨城県域へエリアを拡大できるよう免許制度の
柔軟な運用について要望した。
可能となった場合、営業努力をしていただきたい。

＜AI※１、RPA※２導入にあたっての専門的な人材確保について＞
これからの行政運営にはAI、RPAの導入は不可欠。
精通している職員の現状と人材確保についての考
えを伺いたい。
情報化統括監を設置し、施策に関する企画立案へ
の参画や現行業務・システムの見直し、関係予算の
チェックなどIT調達の適正化業務を担っている。人
材確保については、定着状況を踏まえながら検討し
ていく。
行政改革を進めるためにも、人材の確保に取組ん
でほしい。

※１　人工知能
※２　ロボティック・プロセス・オートメーション：デスクワーク（定型作

業）を、パソコン内のロボットが代行・自動化すること

＜バスの利用＞
民間バス事業者について、県の状況はどうか。

路線の廃止は、平成14年以降で約350系統1,700キロ
に上り、市町村がコミュニティバスなどでカバーし
てきている。利用者数は、コミュニティバスも含める
とここ数年はほぼ横ばいである。
「PASMO」が使えず困っている場面を目撃した。
カードの共通化、バスロケーションシステムの充実
など利用促進につながる取組みも進めるべきでは。
JR東日本で全国カードが低コストで導入できるシス
テム開発をおこなっている。動向も注視し事業者の
意見等も踏まえ検討していく。バスロケーションシ
ステムは、水戸・つくば間の高速バス実証実験で導
入する予定なので、紹介しながら働きかけていく。
運転手不足についてはどのように支援するのか。
国の対応や県バス協会の意見等も踏まえ検討する。

＜県北振興チャレンジプラン＞
在住者に向けた施策についての考えを伺いたい。
「県北地域活力創造プロジェクト事業」を実施して
いる。例えば、中小企業者のIoT担当技術者を育成
したり、新たに森林セラピーを核とした地域活性化
を図っており、地元関係者も熱心に取組んでいる。
仕事の創出は重要。生活の面からも自然を活用
しながら、住む方々が憩える場を創出してもら
いたい。

県議会報告「TRY」
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 ２ 回
定 例 会
を 開 催

一般会計補正予算等
27件の議案を審議

　令和元年度第２回定例会は、６月６日から６月24日まで19日間の日程で開催しました。上程された議
案は、令和元年度一般会計補正予算、条例その他の議案22件のほか、議員提出議案４件、請願１件を加
えた27件です。本会議や委員会等で慎重審議の結果、一般会計補正予算を含む25件について原案可決・
承認また採択しました。「医師等医療従事者確保対策の充実・強化を求める意見書」については、全会一
致で可決されたことを受けて、各会派連名で内閣総理大臣など関係各所に提出します。

 「最優先で医師確保に取り組む医療機関・診察科」
 （５病院・残り12人）の対策に特化
①ドクタープール事業（3,300千円）
全国から医師を募集し、県職員として採用の上、最優先
の医療機関に派遣　募集人数：２人程度
②自治医科大学卒業医師Ｕターン等促進事業（500千円）
９年間の義務年限を終了し、県外医療機関で勤務する自
治医科大学卒業医師等を、県職員として採用するための
募集活動

③県民総参加による医師紹介事業（3,800千円）
最優先の医療機関での勤務の可能性がある医師の紹介
制度
④スポット医師派遣推進事業（38,640千円）
最優先の医療機関へ非常勤医師等の派遣をおこなう派遣
元医療機関（県外も含む）に対する補助
⑤民間医局を活用した医師確保事業（7,920千円）
民間の医師専門人材紹介会社を活用した県内の医師確保
対策協力病院への集中的な医師斡旋活動

　この課題解決のために、今回の定例議会では、県外から
の医師確保強化事業の拡充のための補正予算を可決しまし
た。この予算をもとに、新たなアプローチとして次の対策を
講じていきます。

＜一般化会計補正予算（保健福祉部分）＞
県外からの医師確保強化事業の拡充　54,160千円

　地域医療の充実のためには、医師不足の解消は不可
欠です。特に県内では「最優先で医師確保に取り組む
医療機関・診察科」への医師の確保が一刻も早く求め
られています。

定例会レポート ６月17日の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。
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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。
　今定例会では、６月議会としては異
例となる一般会計補正予算が計上され
ました。
　内容については、本編でも報告させ
ていただきましたが、県内５つの優先医

療機関に早期に医師確保を進めるため
の取組みです。
　茨城県は、人口10万人当たりの医師
数が180.4人（2016年厚生労働省調べ）
と、全国でワースト２の状況にあります。
特に「小児科」の医師数は、鳥取県が
174.0人と最も多く、茨城県は最も少ない
78.7人、専門性資格の「小児科専門医」

においても、鳥取県の137.0人に対して
茨城県は59.3人と最も少なく、県として
取組みを加速する必要があります。
　今後も、皆様の安全・安心、また地域
医療の充実を図るためにも、医師の確保
に努めてまいります。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

年
間
１
０
０
万
人
が
訪
れ
る

県
内
有
数
の
観
光
地

― 必要医師確保に向けた対策を追加

一般会計補正予算 県外からの医師確保強化事業を拡充

医師不足解消のため５つの対策を講じる

●最優先で医師確保に取り組む医療機関・診察科（令和元年５月現在）

医療圏 医療機関名 診察科 必要
医師数

派遣決定
医師数

日立 ㈱日立製作所日立総合病院 産婦人科 4 4
小児科 2 1

常陸太田・
ひたちなか 常陸大宮済生会病院 内科 3 －

鹿行 神栖済生会病院 整形外科 3 －
土浦 総合病院土浦協同病院 産婦人科 3 －
取手・竜ケ崎 JAとりで総合医療センター 小児科 2 －

計 17 5
必要医師数は５病院・12人必要医師数は５病院・12人必要医師数は５病院・12人
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更なる観光の拠点となるよう取組む更なる観光の拠点となるよう取組む更なる観光の拠点となるよう取組む

◆魅力向上のための取組み
①歴史的空間を磨き上げる工夫
②利用者を拡張部へ引き寄せる
工夫
③利用促進策

　茨城県には日本三名園の一つ、偕楽園があります。利
用者のニーズを踏まえ、受益者負担のもと、歴史的景観
の復元など更なる魅力向上のために次の取組みと、本
園利用の有料化が実施されます。

※偕楽園の観光魅力向上
計画策定業務について、
星野リゾートが受託し
ました。

◆本園の有料化

 　　　個人  　　　　 団体
 大人 小人 大人 小人
 300円 150円 230円 120円

・県民は梅まつりの
期間外は無料

・令和元年11月１日より実施

高安ひろあき
茨城県議会報告

やすたか

第２号2019年７月発行

発行元／連絡先
高安　ひろあき事務所
〒316-0003  日立市多賀町4-1-19
TEL　0294-33-0615
FAX　0294-38-5522

自宅
〒319-1411  日立市川尻町6-25-5
TEL（FAX兼）0294-42-0511
E-Mail　hiro-t@net1.jway.ne.jp

Report for  YouTakayasu
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いきいき茨城ゆめ大会
10月12日（土）～10月14日（月）

　中核市制度は、都道府県の事務権限をまとめて移譲する
地方自治法に基づく制度で、平成27年の地方自治法の一部
改正により、中核市指定要件が人口30万人以上から20万人
以上に緩和されました。
　要件を満たしている水戸市から茨城県に同意の申入れが
なされ、議会において本議案を可決・承認しました。国から
承認を受ければ、県では初の中核市となります。

移行予定日　令和２年４月１日

＜中核市に移譲される主な事務＞
民生行政、保健衛生行政、環境保全行政、都市計画・建設行政、
文教行政に関する事務　→　住民に身近な行政が、市でおこなわ
れることになります（国から地方交付税で手当て）

今回の
キーワード 県立高等学校改革プラン

いきいき茨城ゆめ国体・ゆめ大会2019

いよいよ始まる　夢の祭典
　いきいき茨城ゆめ国体・ゆめ大会2019の開会がいよいよ目の前まで迫ってきました。「翔べ　羽ば
たけ　そして未来へ」というスローガンには、様々な形で参加することによって飛躍し、未来に向けて
大きく羽ばたいていける大会であるように、という想いが込められています。大会に参加するすべての
方が、活気に満ちた、いきいきと活躍できる夢の祭典を創り上げていきましょう。

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 県立高等学校改革プランとは？
A 地域の人財を地域で育成すること、新たな価値を創造
する「起業家精神」を育成するために、立てられた県
立高等学校の改革に向けた計画です。

Q 具体的には何をやるの？
A 魅力づくりを推進するⅠ期（2020年～2023年）と
学校同士の共同の学びを推進するⅡ期（2024～
2026年）に分けられ、Ⅰ期では中高一貫教育校の設
置、学科の構成変更等を予定しています。

Q すでに取組みが進んでいるの？
A ６月の議会で下記の条例改正が承認され、中高一貫教
育が進められます。

Q 中高一貫教育の効果は？
A ６年間を通して計画的・継続的に教育、つまり「地域
の中の学び」を長期的に受けることで、探究活動、国
際教育、科学教育等に重点を置いた教育ができます。
それらを通して豊かな人間性と起業家精神を兼ね備
えた地域のリーダー・世界に飛び立つ人財を育成でき
ると考えています。

地域の人財育成のため
まずは中高一貫教育を進める

少子化とともに東京一極集中が進む中、地
域の人財を育成することが不可避の時代
です。地域と学校が一体となって取組まな
ければいけません。

地域の魅力を発信する場でもあり
ます。
茨城県民として、大会を楽しむとと
もに、おもてなしで創る大会にして
いきましょう。

定例議会報告

ス
ロ
ー
ガ
ン

水戸市の中核市指定に係る申出について

より自律した地方行政に向けて
　国の健康増進法の一部改正により、学校や行政機関等で
の施設内禁煙、多数の者が利用する施設等での原則屋内禁
煙となります。一方で、茨城県興行場法施行条例では、興行
場内に喫煙室を必ず設置するように定めています。望まない
受動喫煙防止のためにも、法改正等を踏まえた条例の一部
改正をおこないます。条例施行により県庁敷地内を禁煙エリ
アにします。

＜改正の概要＞　
・喫煙室の必置規定等の削除（構造設備等基準）
・喫煙場所等の案内に係る規定の削除（衛生措置基準）

＜改正の施行日＞
令和元年７月１日

定例議会報告
「茨城県興行場法施行条例の一部を改正する条例」について

第94号議案

県庁敷地内が全面禁煙に

　新興感染症対策や、災害時の医療救護体制の確保といっ
た、健康危機管理の司令塔としての保健所の役割は、近年
重要になってきています。健康危機管理体制の機能強化の
ため、保健所の再編整備等について改正をおこないます。

＜改正の概要＞
・保健所を現行の12保健所から９保健所２支所に再編整備し、
管轄区域を変更する
現行の保健所：水戸、ひたちなか、常陸大宮、日立、鉾田、潮来、
竜ケ崎、土浦、つくば、筑西、常総、古河

　  　↓
改正後の保健所：水戸、ひたちなか、日立、潮来、竜ケ崎、土浦、

つくば、筑西、古河（常陸大宮保健所・鉾田保健所に代わり、
各種相談・申請受付などを行う支所を設置）

・再編に伴い、協議会設置の特例（２以上の保健所に１協議会を
設置）を削除
・次の事務を常総市及び坂東市に移譲する
①児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費支給認定の申
請の受理等に関する事務
②難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病
に係る医療費支給認定の申請の受理等に関する事務

＜改正の施行日＞
令和元年11月１日

定例議会報告 「茨城県行政組織条例等の一部を改正する条例」について第88号議案

保健所の再整備により健康危機管理体制を強化

　県立高等学校改革プラン、第２次県立高等学校再編
整備計画に基づき、県立学校を統合及び新設することに
伴い、茨城県県立学校設置条例の一部が改正されます。

＜改正の概要＞
・統合対象校（岩井高等学校、坂東総合高等学校）の廃止、

新高等学校（坂東清風高等学校：旧岩井高等学校）の設置
・新中学校の設置：太田第一、鉾田第一、鹿島、竜ケ崎
第一、下館第一（全て併設型中高一貫教育校）

＜改正の施行日＞
令和元年７月１日
（県立高等学校に関する規定は同年10月１日）

定例議会報告 茨城県県立学校設置条例の一部を改正する条例

中高一貫校を新設
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いきいき茨城ゆめ国体
９月28日（土）～10月８日（火）

　国体は、都道府県持ち回りで開催されている国内最
大のスポーツ大会です。都道府県対抗方式で、男女総
合優勝である「天皇杯」と女子総合優勝である「皇后
杯」獲得をめざし熱戦を繰り広げます。

37の正式競技、５の公開競技、特別競
技、デモンストレーションスポーツ

野球やサッカーだけでなく、ウォーキングやパンポン
など県内在住者が参加できるデモンストレーションス
ポーツにも注目！
※各競技への申込締切りに注意

実施競技

　全国から約5,500人が参加する国内最大の障がい
者スポーツの祭典です。理解を深め、障がいのある人
の社会参加を推進することを目的として開催されて
います。

６の個人正式競技、７の団体正式競技、
６のオープン競技

陸上や水泳にバスケ、アーチェリーやテニスなどたく
さんの競技が実施されます！

実施競技

競技の日程や会場など、
大会の詳細は右のQR
コードからアクセス

）
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