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防災環境産業委員会で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。

答弁 今回参加いた

＜新産業廃棄物最終処分場に係る新設道路の進捗状況＞
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質問 スケジュール

だいたのは新

は計画どおり

モンゴル学園

か。それとも

の学生など理

Twitter、発信しています！ 高安ひろあきを応援してください

遅れているの

系の人材が多

日々の政治活動や、皆様のお役に立つ行政情報などを発信しています。ぜひ、フォローをお願いします！

か伺いたい。

く、一 方 、参

答弁 令和４年度詳

2022年１月発行

加いただいた企業は製造業などが多い。理系のエン

細設計、地質調査、用地測量、用地買収をおこない、

ジニアを求めているところが多いことから、双方の

令和５年度に工事に入りたい。当初のスケジュール

ニーズを踏まえ、しっかりとマッチングを支援して

よりは、日立市に同意いただくのに時間がかかった

いく。

ところはあるが、想定の範囲内で進んでいる。
＜ベンチャー企業成長促進事業への取組み＞
＜サイクルツーリズムの推進＞

質問 プログラム内容はどのようなものか、資金調達や

質問 「大洗ひたちシーサイドルート」における県道山側

人材獲得に向けて効果はあるのか？

道路の活用は？

答弁 各社のビジョンの明確化や事業プランの磨き上げ等

答弁 日立市内の山側道路は、バイパスで坂を登っていく

をおこなっていくことで、資金調達や人材確保に繋

ため、休憩所がないといった課題はあるが、一部自

げるものである。各社が抱える課題にもよるが、一

転車専用道路が整備されており、安心安全に走れ

朝一夕には解決できないこ

る。市において、市内を周遊するルートの一部とし

ともあると認識している。

て設定しており、いばらきサイクリングナビゲー

各社への支援は、他のベン

ターにも走ってもらったところである。今後は、市の

チャー支援事業を含め継

意向等もよく

令和３年度第４回定例会は、11月
24日から12月９日まで16日間の日
程で開催しました。上程された議案
は令和３年度一般会計補正予算や条
例改正、その他の議案など計32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。
今定例会では、初めての試みとして
休日議会を開催したほか、「茨城県
森林湖沼環境税条例の一部を改正す
る条例」などの条例改正や、県が保
有する「茨城中央工業団地」などの
事業用地の売却、「茨城県立カシマ
サッカースタジアム」等の指定管理
者の指定について審議いたしました。

第４回定例会を開催

「茨城県森林湖沼
環境税条例」
など
議案等を可決
―「カシマサッカースタジアム」や
「大洗マリンタワー」の管理者を指定 ―

続しておこなっていく。

踏まえながら、
県 のポ ータ

令和３年度第４回定例会報告

＜放射能、放射線への正しい理解促進について＞

ルサイトなど

質問 県民が正しい知識を得られるような広報が必要だ

いきたい。

と考えるが、取組み状況を伺いたい。
答弁 一般の県民向けの「ハンドブック」、あるいは小中
学校・高校の児童・生徒を対象とした教材に正しい

12月におこなわれました第４回定例会では、次の条例改正等（抜粋）を審議しました。

●茨城県森林湖沼環境税条例の一部を改正する
条例 一部改正

知識を理解できるような内容を盛り込んで普及啓発

背景：適切な森林整備と森林資源の循環利用、水質浄

質問 モンゴル人の学生等をターゲットにフォーラムや

を進めてきた。さらに、放射線等を専門とする大学

化効果の高い事業への重点化を引き続き図る。

企業説明会等を開催しているとのことだが、参加者

の先生が出演するラジオ広報をおこない、その内容

内容：県民税均等割の税率の特例期間を、５年間延長。

は県内企業のどのような業種への就職を希望して

については昨年度からYouTubeで配信するなどの

個人は「平成20年度から令和３年度まで」が「令和

いるか？

取組みを進めている。

８年度まで」、法人は「平成20年４月１日から令和４

＜高度人材招致について＞

年３月31日までの間に開始する事業年度等」が「令
和９年３月31日までの間に開始する事業年度等」。

ノーサイド

→ハーフタイムで詳しく解説

あけましてお

でありますが、世界的にみると変異株が

引き続き、皆様方の安全・安心な暮ら

編集後記 No Side めでとうござい

発生するなど感染は再拡大しており、ま

しを守るために、感染拡大の抑制に努め

●指定管理者の指定について

ます。皆様には健やかに新年をお迎えの

だまだ予断を許せない状況にあります。

るとともに、県内の経済や産業の回復、

背景：令和３年度末をもって指定期間が満了するため、

ことと心からお慶び申し上げます。

しかし一方で、早期に傷ついた経済

さて昨年も、新型コロナウイルス感染

等を立て直すことが求められており、ア

症が皆様の生活に多大な影響を及ぼし

フターコロナを見据えた様々な取組みを

たものと思います。現在この感染症は、

積極的に推し進めていくことが必要に

国内的には比較的抑えられている状況

なってまいります。

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
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高安ひろあき事務所

更なる発展をめざし尽力してまいります。
本年も皆様のご支援ご協力をよろしく
お願い申し上げます。

令和４年度以降の指定管理者の指定をおこなう。
内容：大洗マリーナは（株）茨城ポートオーソリティ、茨
城県立カシマサッカースタジアムは株式会社鹿島

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

アントラーズ・エフ・シー、茨城県大洗マリンタ
ワーは大洗町を指定管理者とする。

森林湖沼環境税条例一部改正など審議

で 紹 介して

●義務教育諸学校等の教育職員の給与等に
関する特別措置に関する条例等の一部を
改正する条例 一部改正
背景：「主幹教諭」及び「指導教諭」の新設にあたり給
料表その他手当について所要の改正。
内容：教育職給料表に特２級を新設、その他手当の支
給等に関する所要の改正。
※主幹教諭：校長・教頭等を助け、校務の一部を整理するとともに、教育をつ
かさどる職
指導教諭：教育をつかさどるとともに、教育指導の改善のために必要な助言
等をおこなう職

●県有財産の売却処分について
ねらい：企業誘致を積極的に進め、県央地域における雇
用機会の創出と産業振興に寄与する。
内容：茨城中央工業団地（笠間地区）事業用地を協栄産
業（株）に、茨城空港テクノパーク事業用地を成田
運輸（株）に分譲をおこなう。
P.２に続く
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●茨城県警察関係手数料徴収条例の一部改正に
ついて

●工事請負契約の締結について
（太田警察署建設工事）

一部改正

背景：クロスボウの所持が許可制となることに伴い、所持許
可等の手数料が新たに発生するため、茨城県警察関係
手数料徴収条例の一部を改正する。

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。

転建て替えをおこなう。
内容：太田警察署建設工事について、岡部・梅原特定建設

内容：クロスボウの所持許可制度創設に伴う手数料の新設。

ハーフタイム Half Time

ねらい：老朽化した太田警察署の機能向上を図るため、移

今回のキーワード

工事共同企業体と請負契約を締結する。

森林湖沼環境税条例の一部改正（課税期間の延長）について

茨城の自然を守る施策を継続して実施
パブリックコメント
を実施

皆さんの声を踏まえ事業を決定します

第４回定例会で審議された森林湖沼環境税条例の一部改正（課税期間の延長）についてご紹介します。

森林湖沼環境税って何ですか？
第４回定例会で、次の事業内容（抜粋）に対してパブリックコメントを実施することを決めました。
皆さんの声を踏まえて意思決定をしていきます。
パブリックコメントとは、条例、規制などの設定や改廃等にあたり、議会の案を公表し、この案に対して県民の皆さんから
ご意見・情報を集め、それを考慮して意思決定をおこなう手続きです。

霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画（第８期）（案）

泳げる霞ケ浦をめざしましょう
背景：第７期計画が終了したこと

茨城県観光振興基本計画（案）

デスティネーションキャンペーンに
向けて準備しよう

森林の整備、森林経営の集約化、泳げる霞ケ浦を目標
に、平成20年から導入されている税金です。カーボン
ニュートラルの実現に向けても需要が高まっている取組

と
「森林環境税」
「森林環境譲与税」
について知っておこう

「森林湖沼環境税」の他に、国税となる「森林環境税」と「森
林環境譲与税」があります。「森林環境税」は、令和６年度か
ら１人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされていま

具体的には、どのようなことに使われますか？

す。一方、「森林環境譲与税」とは、喫緊の課題である森林整

具体的には、スマート林業など生産能力向上に取組む

備に対応するため、令和元年度から市町村や都道府県に対し

経営体の育成、全国育樹祭開催準備、生活排水を浄化
する能力の向上等、様々な施策に取組んでいます。

て譲与されているものです。「森林湖沼環境税」は、この「森
林環境譲与税」と使途が重複しないように整理し、運用してい
きます。

どのような課税方式なのでしょうか？
県民税均等割が適用されています。個人は1,000円/年、

かつ計画的に推進することを目的とし

法人は均等割額の10％/年の税率です。課税期間は令

目的：計画の実効性を高めるため、広く県民の意見を求める。

て、令和４年度からの新たな計画を策

和８年度までで、今後も税制のあり方を検討していき

内容：霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画（第８期）（案）の概

定する。

ます。

要。

ひろあキック！

みと言えます。

背景：観光の振興に関する施策を総合的

から、次期計画を策定する。

ここに注目！

森林湖沼環境税は個人県民税です。カーボン
ニュートラルが注目される今、みんなの力で
環境に配慮した県づくりに取組みましょう！

目的：観光の振興に関する基本方針や施策展開の方向を

実施期間：令和３年12月上旬〜令和４年１月上旬
募集方法：県ホームページへの掲載、環境対策課、各県民
センター環境・保安課等での閲覧。

定めるものであり、県民等の意見を広く求める。
内容：茨城県観光振興基本計画案の概要について
【趣旨】令和５年の「デスティネーションキャンペー

「茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を実現するための条例」を制定

ン」の開催を控え、多様化する観光客のニーズに的確

茨城県水道ビジョン（案）

に対応し、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画
的に推進するため、新たな計画を策定する。

水道事業を県が一元化

※デスティネーションキャンペーン（DC）…ＪＲグループ６社の宣伝媒体を活
用し、開催地の魅力的な観光資源やイベント、おもてなしの取組等につい
て、集中的な宣伝を全国で実施する国内最大規模の観光キャンペーン

背景：安全で強靭な水道を持続させることを目的に、現行
の「茨城県水道整備基本構想21（平成14年３月）」を

・ポストコロナを見据えた観光の本格的な復興の実現。

全面改定した「茨城県水道ビジョン」を策定する。

・個性を活かし、世界を惹きつける、持続可能な「い

目的：水道は、ライフラインだけでなく、本県が大きく発展
するために欠くことのできない重要な社会基盤施設の
一つであり、県民等の意見及び情報を広く求める。

ばらき観光」を目指して。
【課題】新型コロナウイルス感染症の影響を払拭する

日常的にケアをおこなっている子ど

らしい人生を歩んでいくことができる
よう、ケアラーを社会全体で支えてい
く必要があります。
ヤングケアラーをはじめとする多様

影響を及ぼし、人生の選択肢が狭めら

なケアラーを支え、県民誰もが生きや

もたち、ヤングケアラーは、年齢や成

れること等が懸念されます。そのため、

すい社会の実現をめざして、この条例

長の度合いに見合わない重い責任や

ヤングケアラーの健やかな育成、教育

を制定することとなりました。

負担を負うことで、教育や人格形成に

の機会の確保等を図るとともに、全て

ことによる観光産業の復興、国内の人口減少・高齢
化による国内旅行需要縮小のおそれ、おもてなし日

「休日議会」を開催

都道府県議会で初めての試み

人口減少、施設の老朽化、人材不足に対応するため、市

本一に向けた基盤の強化、観光産業の競争力強化に

町村・県が独自に経営している水道事業を県に一元化

よる「稼げる観光」の振興、ポストコロナのインバウ

茨城県議会は11月28日、本会議を日曜日に開く「休日議会」を開催しました。県民の皆さん

し、全体最適化を図る。

ンド需要の本県への取込み、「デスティネーション

440人にご来場いただき、県議と大井川和彦知事をはじめ県執行部の質疑応答を真剣な表情で

キャンペーン」に向けた誘客促進。

傍聴いただきました。

実施期間：令和３年11月24日〜12月23日
募集方法：県及び水政課のホームページへの掲載、水政課、
行政情報センター、各県民センター及び県立図書館で
の閲覧。

実施期間：令和４年１月から30日間
募集方法：県ホームページへの掲載、各県民センター県民
福祉課での閲覧等。

茨城県議会 正副議長交代

議長：伊沢

勝徳、副議長：舘 静馬

４４０名が参加

内容：茨城県水道ビジョン（案）について
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【基本理念】

のケアラーとケアを受ける人が、自分

県民誰もが
生きやすい社会を
実現します

今後とも県民の声を県政に反映させていきます

茨城県議会の次期議長に伊沢 勝徳氏、次期副議長に舘 静馬氏がそれぞれ就任することとなりました。
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