定例会レポート
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今定例会では議会で一般質問をおこないました。質問と答弁の内容については下記のとおりです。
委員会で質疑

＜地方創生による若者の県内定住の推進＞
質問 コロナ禍において地方
での暮らしが注目され
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る中、地方創生推進に

Report

おける所見を伺いたい。
知事 Uターンセミナーや企

第３回定例会を開催

業経営者に随行する独自のインターンシップ、キャ
リア講座などを通じ、Uターンや地元定着促進に取

＜経済活動と両立した新型コロナウイルスの検査体制＞

組む。更に、地方移住を検討する人に向け、各種支

質問 今後の検査体制について伺いたい。

援策や住環境の良さなどのプロモーションをおこな

答弁 検査対象や検査能力を拡充しながら状況の可視化
に努め、地域でのリスク低減を図ってきた。今後は、

む。また、ワーケーション※など新しい社会に即し

感染者が多数発生している地域の医療機関や高齢

た魅力ある地域づくりも進めていく。

者施設を対象とした定期検査の実施を検討してい

※「ワーク」と「バケーション」を組み合わせた造語。観光地などでテレ
ワークを活用して働きながら休暇をとることです。

く。また、検査協力医療機関を拡充するなど、必要
な方が円滑に検査を受けられる体制の構築に向け

＜新産業廃棄物最終処分場の課題＞

て取組む。一方、最近数ヵ月の間に、多様な検査手

①整備候補地への搬入ルート

法を場面に応じて使える環境も整ってきたので、早
期の感染者把握とウイルスの封じ込めを図っていき

質問 新たな道路を整備する必要があると考えるが、ど

たい。検査能力の拡充に向けては、民間のリソース

うか。

の活用を推進してきた結果、当初目標を大幅に上回

知事 現時点では、主に国道６号油縄子交差点から梅林通

る検査数の増加が見込める。

り、県道37号を使って整備候補地へ向かうルートを
想定している。住民の皆様からのご意見を踏まえ対
策会議を設置し、交通面での対応策を検討している。

― 不当な差別的取り扱いの禁止等を盛込む ―
令和２年度第３回定例会は、９月４日から10月１日まで
28日間の日程で開催しました。知事から上程された議案
は、令和２年度一般会計補正予算、条例や契約の変更な
ど計25件です。委員会等で慎重審議の結果、全ての原案
について可決・承認しました。
「茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又は
まん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置
を定める条例」についても、常任委員会、連合審査会によ
る審議を経て原案可決となりました。

＜医療分野へのＩＣＴ化推進の取組み＞

現在、基礎調査を進めており、新設道路の整備も含

令和２年度一般会計補正予算（第６号）

質問 本県における取組み
を伺いたい。

め様々な搬入ルートについて検討を進めている。

一般会計補正予算額

答弁 県の貴重なビッグデー

②地元活性化に繋がる地域振興

195億5,200万円

※新型コロナウイルス感染症対策予算額 155億7,300万円

タを活用した県民の健

質問 受入れ自治体への地域振興についての考えと取組

康づくり、医療費適正

みを伺いたい。

化の取組みを強化する。オンライン診療については、

知事 市内排出事業者の利便性の向上や、処理の効率化
による産業の活性化に資するため、企業誘致のイン

「感染拡大防止等支援事業補助金」を活用した診

センティブとして雇用創出が期待できると考える。

療の体制確保等について、医療機関に周知を図った。

管理業務等においても経済波及効果などが想定さ

また、医療資源の不足を補い地域医療の充実を図る

れる。諏訪梅林整備や鮎川の水辺の有効活用など、

有効な手段として、「遠隔画像診断治療補助システ

地元住民からのご要望も検討し、地域振興に繋がる

ム」の導入などICTを活用した遠隔医療を推進して

施策等について提案させていただきたい。

いる。

９月補正予算における事業（抜粋）
９月の議会で可決された補正予算をもとに、以下の各事業を進めます。
新規事業

いばらきアマビエちゃん登録促進事業

助成とキャンペーンを実施
いばらきアマビエちゃんを登録した事業者に対し助成するとともに、利用者に対しプレゼント

ノーサイド

皆様の日頃

一方で、県内の経済状況は依然厳

店舗や施設等をご利用する際は、是

編集後記 No Side

からのご支援・

しい状況であることから、これからの

非「いばらきアマビエちゃん」を活用

私たちの生活は、新型コロナウイルス

して頂ければと思います。

ご指導に心から感謝申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大は、県
内においては比較的落ち着きを取り戻

の感染拡大防止と社会経済活動の両

今後も、「ウィズコロナ」時代に即
した政策提言を積極的におこなってま

立を図る必要があります。
今回、「いばらきアマビエちゃん」

いりますので、引き続きのご指導、ご

染が概ね抑制できている状態である

の利用促進等を条例化させて頂きま

鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

Stage2となりました。

したので、皆様には感染予防に努め、

しており、茨城版コロナNextでは感

皆さまからのご意見・ご要望をお待ちしています。こちらまで

4

いばらきアマビエちゃん」を条例化
一般質問に立ちました

う「たのしむ茨城テレワーク移住促進事業」に取組

「

高安ひろあき事務所

茨城県議会議員 高安博明

茨城県日立市多賀町4-1-19 TEL：0294-33-0615 FAX：0294-38-5522

キャンペーンを実施します。
〈事業概要〉
１．事業者向け
感染防止対策に要する経費の一部を助成。
助成額：３万円／１事業者
対

象：条例の登録義務対象事業者（約
2.5万事業者）

２．利用者向け
プレゼントキャンペーンを実施。
抽選要件：登録店舗で登録した方、店舗
の対策を評価した方
当選者数：１ヵ月当たり3,500人、６ヵ月間
実施

２ページへ続く
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９月補正予算における事業（抜粋）つづき
新規事業

介護・障害福祉施設等感染拡大防止事業

ハーフタイム Half Time

保育施設等における感染拡大防止支援関連事業

新規事業

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。

サービスを続ける施設を支援

備品購入等を補助

今回のキーワード

感染症対策を徹底しつつサービス

新型コロナウイルスに関する条例について

「茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例」

を継続的に提供する介護・障害福祉
施設等への支援をおこないます。

経済活動との両立のため条例を整備

〈事業概要〉
１．感染症対策支援等

９月の定例会で承認された、新型コロナウイルス感染症拡大防止に関連する条例について紹介します。

要なサービス提供するための掛かり増し経費を補助。

感染の第１波における課題として、外出
自粛や休業要請による社会経済活動の

面会室改修費等、②在宅サービスの利用再開

〈事業概要〉

停滞がありました。条例の目的は、行動

に向けた働きかけ等

１．放課後児童クラブ等感染拡大防止支援事業（新規）

補助率：10/10
２．サービス継続支援
感染者、濃厚接触者が発生した施設等がサービスを継続

制限を回避し、感染拡大防止と社会経

各施設における感染拡大防止対策の補助をおこなう市町

済活動を両立させることです。

村に対して補助。

どんな内容となっていますか？
細かい内容は右記の通りです。対策と情

２．保育対策総合支援事業（拡充）

するための掛かり増し経費等を支援。

各施設における感染拡大防止対策の補助をおこなう市町

補助対象：消毒・清掃費用、割増賃金・手当、衛生用品

村に対して補助。

報発信の徹底、行動調査・幅広な検査
の徹底、正しい知識の普及の徹底という
３つの方策が反映されているんです。

３．認定こども園等教育支援体制整備事業（拡充）

の購入費用等

県産水産物学校給食提供緊急対策事業

県内の水産関係団体を支援
っ
ちびち
びちび

県民の皆様が安心して生活
できるよう、政策を進めて
いきます。

地域周産期母子医療センター施設・設備整備事業

新規事業

日立総合病院における地域周産期

〈事業概要〉
施設・設備整備に対する補助工期：

物を提供するための経費

補助対象：①施設整備に要する工事費、②医療機器等
の購入費

対象魚種：ひらめ、いわし類、さば類、養殖こいなど

補助率：①1/3、②2/3

補助率等：10/10（上限：１人１回当たり1,000円／100g等）

補助額：①17百万円、②28百万円

トピックス

茨城県議会と国立大学法人茨城大学との相互連携・協力に関する包括協定

活力溢れる地域づくりのため 協定を締結
９月24日（木）、茨城県議会と茨城大学との相互の密接な連携と協力によって、研究成果
等を生かして地域の課題に迅速かつ適切に対応するとともに、活力と魅力に溢れる地域づ
くりや茨城県の将来を担う人材の育成に資することを目的に、包括協定が締結されました。
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報（QRコード）の読込み及びメール送信の義務付け
（※）事業者が取り組む感染防止対策を公表する宣誓書を発行するとともに、感染者が発生
した場合にその感染者と接触した可能性がある者にメールで注意喚起の連絡をするシ
ステム

２．新型コロナウイルス感染症に係る調査等への協力等
（１）県民に対して、感染症法に基づく質問・調査の協力の義務付け
（２）県民及び事業者に対して、感染症法に基づく検体の提出又は採取等の
協力の義務付け

（１）不当な差別的取扱いの禁止
（２）県、事業者、県民による差別解消のための措置の実施
４．その他

医療提供体制等の強化に関する事業や「新しい生活様式」への対応及
び経済活動の回復に向けてスピード感をもって対応するために、７月臨時
会を開催し、必要な事業及び予算について承認しました。
主な事業︵抜粋︶

令和２年10月〜令和３年３月

補助対象：学校給食において食育食材として県産水産

義務違反の場合には、指導・助言、勧告、公表を実施

必要な事業や予算を承認

※新生児特定集中治療室

県産水産物の消費拡大と漁業者、養殖業者、水産加工業

〈事業概要〉

義務付け

（２）店舗や施設・事業所等を利用する県民に対して、宣誓書に付された情

令和２年度７月臨時会報告

３床の施設・設備整備を支援します。

る取組みを支援します。

まることとなる業種等に対して、システムへの登録及び宣誓書の掲示の

再開に向けて支援
母子医療センター再開に向けたNICU※

者の経営安定を図るため、県産水産物を学校給食へ提供す

（１）不特定の者の用に供され、当該者が施設の一定の場所に一定の時間とど

３．差別的取扱いの禁止等

各施設における感染拡大防止対策に要する補助。

補助率：10/10

１．特定システム（※）への登録についての義務付け等

▲

防止用の備品購入等を補助します。

補助対象：①衛生用品等の購入費用、感染防止のための

新規事業

条例の目的はなんですか？

放課後児童クラブ、保育所及び幼稚園等へ、感染症拡大

条例の内容

対策を継続的におこないつつ、必

新規 医療従事者等に対する
事業 慰労金関連事業

医療機関等に対する支援

459億47百万円
（全て一般会計）

中小企業新分野
チャレンジ支援事業

新型コロナウイルス感染防止対策

新型コロナウイルス感染症に対応

経 済的影 響が長 期化する中に

等を講じながら、患者や利用者と接

する医療機関や、地域医療の確保に

あっても、新たな事業分野への進出

する事業に従事している職員に慰

必要な診療を継続する医療機関へ

に意欲的に挑戦する中小企業等を

労金を交付します。

の支援をおこないます。

支援します。

１．医療従事者向け：５〜20万円

１．医療機関等に対する感染拡大

１．新分野進出等支援融資：設備

２．介護・障害福祉施設等職員向
地域活性化
に向けて協
力していき
ます

７月補正予算

け：５〜20万円
補助対象：２月11日〜６月30日に10
日以上勤務した医療従事者等、
介護・障害福祉施設等職員

防止支援関連事業（新規）
２．救急・周産期・小児医療機関院
内感染防止対策事業（新規）

資金や運転資金への融資で資
金繰りを支援
２ ．中小企業人材育成支援事業

３．病床確保に対する補助の拡充

（新規）：資格取得や教育研修

（感染症予防医療法施行事業）

費等を補助して人材育成を支援
3

