
令和３年度予算編成の基本方針
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　桜の開花が発
表され、日立市

が一年で一番美しく良い季節になってま
いりました。
　今年も「日立さくらまつり」が、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により開催し
ない旨の発表がありましたが、昨年に続
き開催が見送られたことは、仕方がない

とはいえ大変残念な思いであります。
「日立さくらまつり」は、入場者が20万人
を超える市の一大イベントであることか
ら、地域経済は勿論、気持ちの面でも大
きな影響があるものと思います。
　新型コロナウイルスの感染が拡大した
この一年で、私たちがこれまで当たり前
の様に過ごしてきた生活がすっかり様変

わりしてしまいました。一部でワクチン
接種が始まりましたが、一刻も早い新型
コロナウイルス感染の収束を願わずには
いられません。
　私たちの当たり前の日常を少しでも早
く取り戻すために、感染症対策や地域経
済の再生に全力で取組んでまいります。

茨城県議会議員　高安博明

第１回定例会を開催

　令和３年度第１回定例会は、２月26日から３月24日ま
で27日間の日程で開催しました。
　上程された議案は令和３年度一般会計予算、特別会計
予算や条例、その他の議案の計96件です。委員会等での
慎重審議の結果、議員提案の２件を除き、賛成多数を
もって原案可決・承認となりました。
　今回、新型コロナウイルス感染症関連として、検査体
制の拡充と入院受入医療機関への病床確保支援やワクチ
ン接種体制の確保など、更には県内産業への支援等を含
め計1,621億円の予算を計上しました。

　令和３年度の予算は下記の通りです。

一般会計予算額

１兆2,951億7,800万円
（対前年度比　＋1,322億6,100万円 ＋11.4％）

※うち新型コロナウイルス感染症関連分は1,621億円
※震災関連や新型コロナウイルス感染症関連分を除いた
伸び率＋0.5％

令和３年度一般会計予算

＜県北振興について＞
若年世代の定住促進は、喫緊の課題である。県の
これまでの取組みについて教えてほしい。
働く場の確保として、産業拠点の形成や農林水産業
の振興、観光産業に寄与する交流人口の拡大など
に取組んでいる。子育て世代に対しては、県北地域
の各市町において住宅取得に係る助成などに取組
んでいる。
道の駅を中心とした日立港周辺の可能性をどのよう
に県北地域の活性化につなげていくのか伺いたい。
日立市は、市の総合
計画後期基本計画の
重点プロジェクトと
して、道の駅再編・
再整備検討事業を位
置づけ、新たな地域連携、交流施設の整備について
検討をおこなうこととしている。「道の駅日立おさ
かなセンター運営委員会」のほか、県をはじめとす
る関係機関との意見交換をおこなっていく。
サイクルツーリズムで示されている「奥久慈里山
ヒルクライムルート」と「大洗・ひたち海浜シーサ
イドルート」の整備状況はどうなっているか？
昨年、協議会を立ち上げ、サイクリングマップ作成

やモデルコースの設定な
どに取組んでいる。
サイクルツーリズムの推
進で、県北地域沿線への
経済効果と地域の活性
化に向けてどう取組んでいくのか伺いたい。
SNSでの情報発信、ポータルサイトを活用しての
PR、ビックデータを活用し、ターゲットを明確にし
た広報活動を展開する。また、「サイクリストにやさ
しい宿」の取組みを広げ、宿泊客を増やすことで、
サイクリストの消費金額を高めていきたい。

＜保健所の体制強化について＞
保健師確保に向け
た取組みについて
伺いたい。
学生のうちから希
望者に働きかけて
いくことや潜在保
健師のほりおこし
が重要。学生への働きかけを強化するとともに、国
の人材バンク名簿の活用や、保健師を志す学生へ
の支援制度を研究するなど、保健師の確保に向けた
取組みを進める。

＜都市計画道路鮎川停車場線の整備状況について＞
整備状況と今後の見通しはどうなっているか？
現在、用地の約９割を取得している。工事について
は、延長約60メートルの函渠工事を進め、令和２年
６月に完成した。現在はその前後の総延長約100
メートルの擁壁工事等に着手している。工事の実施
に際しては、施工工程を工夫するなど、令和４年度
までに供用できるよう、引続き事業を推進していく。
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感染症対策と社会経済活動の
両立に注力 過去最大の一般会計予算を編成

常任委員会で発言

■一般会計当初予算額の推移
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新型コロナウイルスの影響で落ち込ん
だ社会・経済を回復させることに尽力し
ます！

　令和３年度予算は、「活力があり、県民が日本一幸せ
な県」の 実現のため 、新型 コロナウイルスの影響によ
る社会の変革等に対応しつつ、「４つのチャレンジ」を
推進していくという方針のもと、各事業に活用されてい
ます。

自ら未来を切り拓ける茨城へと
「飛躍」
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各チャレンジの事業については２ページを参照

〇感染症対策と社会経済活動の両立に注力
〇未来への投資につながる施策へ積極果敢に挑戦

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

定例会レポート 今年の常任委員会は防災環境産業委員会、特別委員会は予算特別委員会と調査特別委員会で活動
してまいります。予算特別委員会での質問と答弁の内容については下記のとおりです。 高安ひろあき

茨城県議会報告
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今回のキーワード 新最終処分場整備関連事業について

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。

地域の安全や環境を第一に考え取組みます！

　県内産業の経済活動によって発生する産業廃棄物を、適
正・安全に処理するための最終処分場の候補地として日立
市諏訪町の太平田鉱山跡地が選定されました。
　住民説明会を通して住民から多くの意見や要望が出され
たことから、寄せられた意見等を考慮し、一般質問や委員会
などで県の対応について様 な々提案をおこなってきました。
　その効果もあり、新年度予算では処分場に搬入するため
の新設道路の調査設計費用が計上され、また知事からは上

下水道の整備や地域振興のための既設道路の改修などを
実施する旨の発言も得られたところです。
　最終処分場の整備は、私たちの生活や産業活動において
必要な施設であり、住民の方々には様々な意見があること
からも、引続き真摯に取組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症関連事業（主な事業）
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（１）感染拡大防止策と医療提供体制の整備等
　　  ･･････････････････････････････405億円
・入院患者受入医療機関における病床確保に対する補助等
・救急医療機関等における設備整備に対する補助等
・東京オリンピック・パラリンピックのホストタウン等にお
ける感染症対策

（２）県民生活等への支援 ･･････････････ 30億円
・小学校の臨時休業に伴う放課後児童クラブの実施に対
する補助等

・学級担任業務を補助する学校サポーターの配置
・妊婦に対するＰＣＲ検査費用の補助や感染した妊産婦に
対する訪問支援等
（３）県内産業等への支援･･･････････1,169億円
・事業継続等を支援するための新型コロナウイルス感染症
対策としての融資の継続
（４）予備費･･････････････････････････17億円

合計1,621億円

引き続き、感染症対策に力を注ぐ

Ⅰ「新しい豊かさ」へのチャレンジ
・企業立地が有望な「つくばみらい福岡地
区」において約20年ぶりに新たな工業団
地を造成するとともに、新たな産業用地の
開発のための可能性調査等を実施。
・生産量日本一である「栗」の高付加価値な
加工品のブランド化を推進。

▶全国トップレベルの本社機能等誘致
補助制度を創設し、19件を補助対象
に認定
▶輸出に意欲的な産地と事業者が実施
する海外でのプロモーションを支援

農産物の輸出額が
３年で５倍!!

全国トップクラスの
企業誘致実績!!

■ これまでの取組み・成果

Ⅱ「新しい安心安全」へのチャレンジ
・新たな産業廃棄物最終処分場（日立市諏訪
町地内）の基本計画策定や周辺道路の設計
等を実施。
・県立医療大学及び付属病院等の公立大学
法人化に向けた準備に着手。

▶最優先の医療機関・診療科を選定し
て医師13.1名（常勤換算）を確保
▶橋梁の耐震化や河道改修等の防災・
減災対策を推進

このほか不足が
懸念される

小児科医3名を確保!!

■ これまでの取組み・成果

Ⅲ「新しい人財育成」へのチャレンジ
・不妊治療に対する助成を拡充するとともに、
不育症検査に対する助成を新設。
・県立高校等における一人一台端末について、
低所得世帯に対する補助を新設。

▶県立中学校における一人一台端末の
整備等を前倒しして推進
▶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

ICT教育・遠隔教育
環境を

いち早く導入!!

■ これまでの取組み・成果

Ⅳ「新しい夢・希望」へのチャレンジ
・首都圏向けテレビを活用した県産品の販売
プロモーションを開始。
・宿泊施設に加え、常設型観光施設の誘致促
進制度を創設。
・大幅な増員等により、県北地域の起業型地
域おこし協力隊の活動を強化。

▶全長約320㎞の「県北ロングトレイ
ル」の整備等を推進
▶夜の水族館の魅力向上のためクラゲ
大水槽等の整備により水族館をリ
ニューアルオープン

魅力度ランキングが
最下位脱出!!

■ これまでの取組み・成果

第１回定例会報告第１回定例会報告第１回定例会報告
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　第１回定例会では、令和２年度の補正予算についても審議をおこない、補正額や事業の内容について
承認されました。

■補正額

●高病原性鳥インフルエンザ対策
・県内で発生した高病原性鳥インフルエンザにかかる
防疫対策等に係る経費：1,112百万円
●公共事業の追加
・国補公共事業：【全会計 29,067百万円】28,452
百万円（緊急輸送道路の整備や橋梁の老朽化対策、
防波堤の整備、土地改良事業等）
●防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の
確保
　　原子力災害対策事業：398百万円（UPZ10km圏
内の病院等が実施する放射線防護対策への支援）
●ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の
実現
　　畜産競争力強化対策事業：1,189百万円（生産基

盤の強化や収益性の向上を目的におこなう畜舎等の
施設整備に対する補助）
　　担い手確保・経営強化支援事業：238百万円（農
地中間管理機構を活用している地域における農業用
機械・施設導入に対する補助）
　　スマート専門高校設備整備事業：845百万円（専
門高校におけるデジタル化対応装置等の整備）
●新型コロナウイルス感染症の拡大防止策
　　県立学校教育活動継続支援事業：280百万円
（県立学校における感染症対策等の実施）
●新型コロナウイルス感染症対策関連
　　営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金：
2,174百万円（県の営業時間短縮要請等により影響
を受けた事業者に対する一時金の支給）
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（単位：百万円）

廃棄物最終処分場の整備に
新設道路の調査費用等の予算を計上
廃棄物最終処分場の整備に
新設道路の調査費用等の予算を計上
廃棄物最終処分場の整備に
新設道路の調査費用等の予算を計上
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区分 現計 補正額計 補正後計
一般会計 1,420,006 ▲8,404 1,411,602
特別会計 565,563 11,201 576,764
企業会計 111,056 ▲1,433 109,623
計 2,096,625 1,364 2,097,989
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