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1月 4日 昭和電工MTSテクノサービス門頭挨拶
1月 5日 日立製作所大みか事業所門頭挨拶
1月 5日 日立市職・日立水労新春旗開き
1月 6日 日立GLS多賀支部門頭挨拶
1月 6日 日立市役所訪問
  ・民主クラブ挨拶
  ・小川市長へ挨拶
1月 6日 日立市名刺交換会
1月 6日 連合茨城「新春のつどい」
1月 7日 電機連合茨城地協・懇談会
1月 9日 日立市消防本部出初式
1月 11日 茨城原子力協議会・新春のつどい
1月 12日 「食と農と水を考える新春のつどい」（中止）
1月 13日 HiICS茨城本社門頭挨拶
1月 13日 日立GLS多賀支部賀詞交歓会
1月 17日 昭和電工MTS山崎事業所門頭挨拶
1月 18日 昭和電工MTS桜川事業所門頭挨拶
1月 18日 「地方組織とオンライン懇談会」
1月 19日 日立パワー労組門頭挨拶
1月 21日 議案内示会
1月 22日 茨城県連常任幹事会

1月 24日 大みか労組定年退職者懇談会
1月 25日 茨城県教育庁ヒアリング
1月 28日 茨城県議会臨時議会
1月 30日 茨城県警察音楽隊定期演奏会（オンライン）
2月 3日 日立グループ議員団会議
  ・電機連合議員団総会（オンライン）
2月 3日 茨城県議会災害対策本部会議
2月 12日 茨城県連常任幹事会
2月 15日 茨城県日中友好協会新春交流会
2月 18日 日立製作所日立研究所分会
  ・県政報告会
2月25日～3月24日　令和4年第1回定例会
3月 3日 会派代表質問 　令和4年第1回定例会が2月25日から3月24日までの28日間の会期で開催され、令和4年度

の予算が決定しました。

一般会計当初予算額の推移

（単位：億円）

1兆2,816億7,900万円歳 入 総 額 1兆2,816億7,900万円歳 出 総 額

一般会計款別内訳
か ん べ つ

その他
561
4%

（単位：億円、構成比） （単位：億円、構成比）

地方譲与税
532
4%

諸収入※2

1,418
11%地方消費税

清算金
1,303
10%

県債※1

949
8%

※1 うち臨時財政対策債  265億円 2％
※2 うち新型コロナウイルス感染症対策融資分  861億円 7％

国庫支出金
2,106
17%

地方交付税
1,967
15%

県税
3,981
31%

税交付金等
1,671
  13%

投資的経費（その他）
391
3％

投資的経費
（公共）
991
8％

投資的経費
1,382
11％

一般行政費
4,946
39%

扶助費
278　2%

一般行政費の一部
（内数 1,349）

社会保障関係費
1,627　13%

公債費 1,460　11%

人件費
3,080
24％

前年度から増加
・県税（+10.4%）
・地方交付税（+5.3%）
・国庫支出金（+19.9%）
・地方消費税清算金（+5.0%）
・地方譲与税（+51.4%）

前年度から減少
・県債（▲42.1%）
・諸収入（▲19.4%）

前年度から増加
・一般行政費（+2.3%）
・税交付金等（+0.8%）

前年度から減少
・人件費（▲3.6%）
・公債費（▲0.3%）
・扶助費（▲1.6%）
 ［社会保障関係費（▲0.4%）］
・投資的経費（▲8.9%）歳 入 歳 出

義務的経費
4,818
37%

義務的経費
4,818
37%

　令和4年度予算編成の基本的な考え方は、国の補正予算等に対応して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社
会経済活動の両立を図るために必要な事業や、未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動、防災・減災の推進など
に必要な事業について、スピード感を持って計上するものです。

区　分 令和3年 令和4年 増減率

一般会計

特別会計

企業会計

計

1,295,178
（1,133,096）

1,281,679
（1,106,581）

▲1.0
（▲2.3）

450,382 464,082 3.0

123,091 125,442 1.9

1,868,651 1,871,203 0.1

（単位：百万円、％）

（注） （ ）内は、新型コロナウイルス感染症関連分を除いた額及び伸び率
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直近の主な活動 （1月～3月　活動の一部をご報告いたします）

「夢のある活気あふれる街づくり」をめざして

県政だよりの名称は『日立市
を元気にしたい、県北地域を活
性化させたい』という思いを込
めて、明るい希望である朝日を
イメージして「SUN RISE」と
名付けました。

　日頃のご支援・ご指導に感謝申し上げます。
　はじめに、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、国際社会の平和と安全を著し
く損なう、断じて容認することはできない暴挙であり、断じて看過できるものではな
いことを踏まえ、定例会初日、「ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する決議」を
全会一致で可決しました。一刻も早い停戦を心から望むものです。

　令和４年第1回県議会定例会が終了しました。今回の代表質問で、一般質問含め
15回目の登壇となりました。「県政運営の基本方針について」「国及び県の当初予算等
について」「県北振興について」など、11項目にわたり質問を行いました。
　また、県民の皆様から頂いた要望を基に、「揮発油税等におけるトリガー条項の発動
停止規定の削除等を求める意見書」「出産育児一時金の増額を求める意見書」などにつ
いても提出を致しました。今後も県民の皆様のご意見・ご要望を県政に反映できるよう
努力を続けていくとともに、県政の諸課題に対しても、しっかりと取り組んでまいりま
すので、引き続きのご支援・ご指導を宜しくお願い申し上げます。

　茨城県も、まん延防止等重点措置が解除されましたが、感染者
の高止まりなど、まだまだ予断を許さない状況です。今後も、気
を緩めることなく感染予防対策の継続をしっかり行いながら、
家庭や職場で楽しい時間を過ごしましょう。　

（茨城県議会議員・齋藤 英彰）

編
集 後 記

令和4年 第1回定例会にて予算が決定

14



皆さまからのご意見・ご要望をお待ちしています。

 議員／現在、県政運営の羅針盤である「県総合計画」
については、改定に向けて準備が進められているが、これ
までの知事ご自身の県政運営に対してどのように評価・分
析し、茨城の未来に向けた今後の方針についてはどのよ
うに考え、新たな県総合計画の方向性と具体的政策を県
民にどのように示していくのか御所見を伺う。
 知事／就任以来、挑戦・スピード感・選択と集中という
3つの基本姿勢を徹底し、企業誘致や医師確保、教育改革、
本県の魅力向上などにおいて数々の成果をあげてまいり
ました。引き続き本県を成長させていくため、新しい県総
合計画の策定を進めておりま
す。新計画では。ポストコロナ
やデジタル社会、カーボンニ
ュートラルに向けた動きなど、
本県を取り巻く大きな環境の
変化への対応についてもしっ
かりと推し進めてまいりたい
と考えております。

県政運営の基本方針について

 議員／国の令和4年度予算に対する知事の御所見、ま
た、県の予算編成に関し、どのような施策に重点をおいて
取り組んだのかを伺う。あわせて持続可能で安定的な財
政運営には、引き続き財政健全化に向けた取り組みが不
可欠だと考えるが、知事の御所見を伺う。
 知事／国の補正予算等については、新型コロナウイ
ルス感染症対策に必要な予算の確保、ウィズコロナの下
での社会経済活動の再開とポストコロナを見据えた経済
成長への布石と認識しております。県の当初予算では、
カーボンニュートラル関連の事業に重点を置くとともに、
県立高等学校改革プラン、介護人材の確保など、人財育
成、県民の安心安全の確保に関する事業にもしっかり取
り組む予算としております。今後も国の公共事業等の動
向を注視し、「選択と集中」を図り、必要な投資と将来負
担のバランスに留意し、適切な財政運営に臨んでまいり
ます。

国及び県の当初予算等について
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 議員／県内の医療提供体制は日に日に逼迫し、医療崩
壊となる事態も懸念されており、また感染対策の要である
保健所の負担も増加の一途を辿り、職員への身体的・精
神的影響も強く懸念されている。県民の命と健康を守る
ため、新型コロナウイルスの拡大防止に向け、今後どのよ
うな対策を講じていくのか、知事の御所見を伺う。
 知事／医療提供体制は、コロナ疑い患者の確実な救急
搬送受入れのための輪番体制の運用、自宅療養者にはフ
ォローアップ体制の強化、3回目ワクチン接種促進など、
県医師会と役割分担や連携体制を強化しております。保
健所については、他部署からの職員派遣を大幅に増強す
るなど、業務の負担軽減を図っております。県民の命と健
康、そして暮らしを守ることを最優先に、今後も必要な対
策を先手先手で講じてまいります。

新型コロナウイルス感染症への対応について

 議員／カーボンニュートラルビジネス促進区域の今後
の展開として、臨海部での動きを県北地域全体の産業の
育成・振興にどう波及させていくのか、知事の御所見を伺
う。また、県北地域の中核医療機関である日立総合病院
の地域周産期母子医療センターの安定的な運営継続と
機能充実への今後の取り組みについてもあわせて伺う。
 知事／新エネルギーを安価かつ安定的に活用できる
環境を整備するためには、さまざまな技術が必要になると
想定され、新たな事業分野への進出や事業拡大に取り組
む中小企業を金融面から支えてまいります。また、母子医
療センターが県北地域において中核的な役割をしっかり
果たせるよう、安定的な運営に向けて、来年度から運営費
に対する支援を拡充するとともに、引き続き医師の確保に
つながる修学資金等を活用した医師の養成に取り組んで
まいります。

県北振興について

Q

A

Q

A

　ワクチン・検査パッケージ制度の促
進及び感染拡大時における無料検査
事業を展開するため、県内に検査拠点
（230拠点を想定）を整備するとともに、
無料検査対象となる検査費用及び検
査拠点に対する体制整備費用等を支
援し、感染拡大防止及び社会経済活
動の両立を図ります。
① ワクチン・検査パッケージ利用に係
る検査費用補助（16億3,900万円）

② 感染拡大時における無料検査事業
に係る検査費用補助（45億6,300
万円）

③ 無料検査実施拠点等整備費用補助
（5億1,100万円）

感染症予防医療法施行事業
予算額　67億1,300万円

　新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策として、体育館の空調整備及
び特別教室棟のトイレ洋式化など児童
生徒の健康対策及び学習環境の改善
を図ります。
● 空調設備の整備（5億6,100万円）
 1. 特別支援学校の体育館における

空調設備の整備（4億9,600万円）
 2. 県立高等学校における空調設備

の整備（6,500万円）
● トイレの洋式化（25億700万円）
 1. 県立学校の特別教室棟における

トイレの洋式化（20億5,800万円）
 2. 特別支援学校における多目的

トイレの整備（4億4,900万円）

県立学校施設環境改善関連事業
予算額　30億6,800万円

　県内旅行割引支援制度について、
ワクチン・検査パッケージの活用を前
提に、実施期間を延長するとともに、内
容を一部拡充し、感染拡大を防止しな
がら観光需要の喚起を図ります。
1. 実施期間の延長
 令和4年3月10日（木）宿泊分まで延長
2. 支援対象の拡充
 ①対象エリアの拡大
 ②日帰り旅行を支援対象に追加
3. 支援内容
 ①対象：ワクチン接種済（2回）又は検査
で陰性である茨城県民または隣接県民

 ②内容：県内の日帰り又は宿泊旅行を割引
支援（宿泊は同一旅行で2泊までを上限）

いば旅あんしん割事業
予算額　27億2,000万円

全国トップクラスの
企業誘致実績!!

地域を守る
医師確保が
着実に前進!!

都道府県立の中高一貫教育校の数は
全国第1位!!

農産物の輸出額が
4年間で約6倍に!!

「新しい豊かさ」へのチャレンジ
● カーボンニュートラル産業拠点の創出を強力に推進する
ため、企業連携の先導モデル構築や金融支援等に取り組み、全国に
類を見ない大規模設備投資を支援する新たな基金を創設。

　
● 圏央道周辺地域の「坂東山地区」において、新たな工業団地を造成。

● 需給調査・マッチング、リサイクル飼料研究など、フードロス
削減プロジェクトを推進。

　
＜これまでの取り組み・成果＞
全国トップレベルの本社機能等誘致補助制度を創設し、22件を補助
対象に認定
　民間事業者の発想やノウハウを取り入れて「茨城県フラワーパーク」を
リニューアルオープン

「新しい人財育成」へのチャレンジ
● 令和5年度につくば工科高校をサイエンス専科高校に、
友部高校をIT専科高校に改編するための整備や民間委託を
進めるなど、県立高等学校改革プランを推進。
　
● 大学進学講演会の開催やAIドリルを活用した学力向上の支援等
により、 県全体の大学進学率をアップ。

　
＜これまでの取り組み・成果＞
中高一貫教育校を新たに8校開校し、残る2校も令和4年4月に開校予定
（既存校含め計13校）
　保育所等の保育の受け皿の整備と保育士の確保に努め、待機児童ゼロ
の水準を達成

「新しい安心安全」へのチャレンジ
● 介護人材を確保するため、外国人留学生の受入促進や技能実習
生への日本語学習支援等の取り組みを実施。

● ケアラー・ヤングケアラー支援に向け、現状やニーズ等の
実態調査等を実施。

　
＜これまでの取り組み・成果＞
最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科を
選定し、第1次13.1名、第2次4.2名の医師を確保
　県民の生命・財産を守る河川改修や橋梁の耐震化
等の防災・減災対策を推進

「新しい夢・希望」へのチャレンジ
● 県産品の輸出拡大や本県への誘客促進に向けた台湾最大級の
プロモーションを展開。

　
● TXの県内延伸に向けた調査・検討等を行い、延伸方面を一本化。
　
● セミナーやビジネスプラン策定など、県北地域の中小企業の
新事業展開を支援。

　
＜これまでの取り組み・成果＞
海外での現地商談会等を実施し、需要開拓や販路開拓等を支援
　県北地域を活性化する起業型地域おこし協力隊を大幅に増員（15人増）

令和4年 3月 第1回定例会にて代表質問に登壇
　3月3日代表質問に登壇いたしました。一部を抜粋してご報告いたします。

　令和3年度1月の補正予算について、一部を抜粋してご報告します。

補正予算での主な事業

　力強い産業の創出とゆとりある暮らしを育むための「４つのチャレンジ」について、主な事業と
成果を報告いたします。継続して県政チャレンジに参画と検証をしていきます。

令和4年度予算の主な施策
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皆さまからのご意見・ご要望をお待ちしています。

 議員／現在、県政運営の羅針盤である「県総合計画」
については、改定に向けて準備が進められているが、これ
までの知事ご自身の県政運営に対してどのように評価・分
析し、茨城の未来に向けた今後の方針についてはどのよ
うに考え、新たな県総合計画の方向性と具体的政策を県
民にどのように示していくのか御所見を伺う。
 知事／就任以来、挑戦・スピード感・選択と集中という
3つの基本姿勢を徹底し、企業誘致や医師確保、教育改革、
本県の魅力向上などにおいて数々の成果をあげてまいり
ました。引き続き本県を成長させていくため、新しい県総
合計画の策定を進めておりま
す。新計画では。ポストコロナ
やデジタル社会、カーボンニ
ュートラルに向けた動きなど、
本県を取り巻く大きな環境の
変化への対応についてもしっ
かりと推し進めてまいりたい
と考えております。

県政運営の基本方針について

 議員／国の令和4年度予算に対する知事の御所見、ま
た、県の予算編成に関し、どのような施策に重点をおいて
取り組んだのかを伺う。あわせて持続可能で安定的な財
政運営には、引き続き財政健全化に向けた取り組みが不
可欠だと考えるが、知事の御所見を伺う。
 知事／国の補正予算等については、新型コロナウイ
ルス感染症対策に必要な予算の確保、ウィズコロナの下
での社会経済活動の再開とポストコロナを見据えた経済
成長への布石と認識しております。県の当初予算では、
カーボンニュートラル関連の事業に重点を置くとともに、
県立高等学校改革プラン、介護人材の確保など、人財育
成、県民の安心安全の確保に関する事業にもしっかり取
り組む予算としております。今後も国の公共事業等の動
向を注視し、「選択と集中」を図り、必要な投資と将来負
担のバランスに留意し、適切な財政運営に臨んでまいり
ます。

国及び県の当初予算等について
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 議員／県内の医療提供体制は日に日に逼迫し、医療崩
壊となる事態も懸念されており、また感染対策の要である
保健所の負担も増加の一途を辿り、職員への身体的・精
神的影響も強く懸念されている。県民の命と健康を守る
ため、新型コロナウイルスの拡大防止に向け、今後どのよ
うな対策を講じていくのか、知事の御所見を伺う。
 知事／医療提供体制は、コロナ疑い患者の確実な救急
搬送受入れのための輪番体制の運用、自宅療養者にはフ
ォローアップ体制の強化、3回目ワクチン接種促進など、
県医師会と役割分担や連携体制を強化しております。保
健所については、他部署からの職員派遣を大幅に増強す
るなど、業務の負担軽減を図っております。県民の命と健
康、そして暮らしを守ることを最優先に、今後も必要な対
策を先手先手で講じてまいります。

新型コロナウイルス感染症への対応について

 議員／カーボンニュートラルビジネス促進区域の今後
の展開として、臨海部での動きを県北地域全体の産業の
育成・振興にどう波及させていくのか、知事の御所見を伺
う。また、県北地域の中核医療機関である日立総合病院
の地域周産期母子医療センターの安定的な運営継続と
機能充実への今後の取り組みについてもあわせて伺う。
 知事／新エネルギーを安価かつ安定的に活用できる
環境を整備するためには、さまざまな技術が必要になると
想定され、新たな事業分野への進出や事業拡大に取り組
む中小企業を金融面から支えてまいります。また、母子医
療センターが県北地域において中核的な役割をしっかり
果たせるよう、安定的な運営に向けて、来年度から運営費
に対する支援を拡充するとともに、引き続き医師の確保に
つながる修学資金等を活用した医師の養成に取り組んで
まいります。

県北振興について

Q

A

Q
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　ワクチン・検査パッケージ制度の促
進及び感染拡大時における無料検査
事業を展開するため、県内に検査拠点
（230拠点を想定）を整備するとともに、
無料検査対象となる検査費用及び検
査拠点に対する体制整備費用等を支
援し、感染拡大防止及び社会経済活
動の両立を図ります。
① ワクチン・検査パッケージ利用に係
る検査費用補助（16億3,900万円）

② 感染拡大時における無料検査事業
に係る検査費用補助（45億6,300
万円）

③ 無料検査実施拠点等整備費用補助
（5億1,100万円）

感染症予防医療法施行事業
予算額　67億1,300万円

　新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策として、体育館の空調整備及
び特別教室棟のトイレ洋式化など児童
生徒の健康対策及び学習環境の改善
を図ります。
● 空調設備の整備（5億6,100万円）
 1. 特別支援学校の体育館における

空調設備の整備（4億9,600万円）
 2. 県立高等学校における空調設備

の整備（6,500万円）
● トイレの洋式化（25億700万円）
 1. 県立学校の特別教室棟における

トイレの洋式化（20億5,800万円）
 2. 特別支援学校における多目的

トイレの整備（4億4,900万円）

県立学校施設環境改善関連事業
予算額　30億6,800万円

　県内旅行割引支援制度について、
ワクチン・検査パッケージの活用を前
提に、実施期間を延長するとともに、内
容を一部拡充し、感染拡大を防止しな
がら観光需要の喚起を図ります。
1. 実施期間の延長
 令和4年3月10日（木）宿泊分まで延長
2. 支援対象の拡充
 ①対象エリアの拡大
 ②日帰り旅行を支援対象に追加
3. 支援内容
 ①対象：ワクチン接種済（2回）又は検査
で陰性である茨城県民または隣接県民

 ②内容：県内の日帰り又は宿泊旅行を割引
支援（宿泊は同一旅行で2泊までを上限）

いば旅あんしん割事業
予算額　27億2,000万円

全国トップクラスの
企業誘致実績!!

地域を守る
医師確保が
着実に前進!!

都道府県立の中高一貫教育校の数は
全国第1位!!

農産物の輸出額が
4年間で約6倍に!!

「新しい豊かさ」へのチャレンジ
● カーボンニュートラル産業拠点の創出を強力に推進する
ため、企業連携の先導モデル構築や金融支援等に取り組み、全国に
類を見ない大規模設備投資を支援する新たな基金を創設。

　
● 圏央道周辺地域の「坂東山地区」において、新たな工業団地を造成。

● 需給調査・マッチング、リサイクル飼料研究など、フードロス
削減プロジェクトを推進。

　
＜これまでの取り組み・成果＞
全国トップレベルの本社機能等誘致補助制度を創設し、22件を補助
対象に認定
　民間事業者の発想やノウハウを取り入れて「茨城県フラワーパーク」を
リニューアルオープン

「新しい人財育成」へのチャレンジ
● 令和5年度につくば工科高校をサイエンス専科高校に、
友部高校をIT専科高校に改編するための整備や民間委託を
進めるなど、県立高等学校改革プランを推進。
　
● 大学進学講演会の開催やAIドリルを活用した学力向上の支援等
により、 県全体の大学進学率をアップ。

　
＜これまでの取り組み・成果＞
中高一貫教育校を新たに8校開校し、残る2校も令和4年4月に開校予定
（既存校含め計13校）
　保育所等の保育の受け皿の整備と保育士の確保に努め、待機児童ゼロ
の水準を達成

「新しい安心安全」へのチャレンジ
● 介護人材を確保するため、外国人留学生の受入促進や技能実習
生への日本語学習支援等の取り組みを実施。

● ケアラー・ヤングケアラー支援に向け、現状やニーズ等の
実態調査等を実施。

　
＜これまでの取り組み・成果＞
最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科を
選定し、第1次13.1名、第2次4.2名の医師を確保
　県民の生命・財産を守る河川改修や橋梁の耐震化
等の防災・減災対策を推進

「新しい夢・希望」へのチャレンジ
● 県産品の輸出拡大や本県への誘客促進に向けた台湾最大級の
プロモーションを展開。

　
● TXの県内延伸に向けた調査・検討等を行い、延伸方面を一本化。
　
● セミナーやビジネスプラン策定など、県北地域の中小企業の
新事業展開を支援。

　
＜これまでの取り組み・成果＞
海外での現地商談会等を実施し、需要開拓や販路開拓等を支援
　県北地域を活性化する起業型地域おこし協力隊を大幅に増員（15人増）

令和4年 3月 第1回定例会にて代表質問に登壇
　3月3日代表質問に登壇いたしました。一部を抜粋してご報告いたします。

　令和3年度1月の補正予算について、一部を抜粋してご報告します。

補正予算での主な事業

　力強い産業の創出とゆとりある暮らしを育むための「４つのチャレンジ」について、主な事業と
成果を報告いたします。継続して県政チャレンジに参画と検証をしていきます。

令和4年度予算の主な施策
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皆さまからのご意見・ご要望をお待ちしています。
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【さいとう英彰 事務所】
〒319-1221 日立市大みか町1-34-3
TEL 0294-52-4440
FAX 0294-53-1514  
社内便 （お）労組　齋藤英彰 宛

【自 宅】
〒319-1417 日立市かみあい町2-13-11
TEL（FAX兼）0294-42-6504 

E-Mail　hmmr6504@biscuit.ocn.ne.jp
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1月 4日 昭和電工MTSテクノサービス門頭挨拶
1月 5日 日立製作所大みか事業所門頭挨拶
1月 5日 日立市職・日立水労新春旗開き
1月 6日 日立GLS多賀支部門頭挨拶
1月 6日 日立市役所訪問
  ・民主クラブ挨拶
  ・小川市長へ挨拶
1月 6日 日立市名刺交換会
1月 6日 連合茨城「新春のつどい」
1月 7日 電機連合茨城地協・懇談会
1月 9日 日立市消防本部出初式
1月 11日 茨城原子力協議会・新春のつどい
1月 12日 「食と農と水を考える新春のつどい」（中止）
1月 13日 HiICS茨城本社門頭挨拶
1月 13日 日立GLS多賀支部賀詞交歓会
1月 17日 昭和電工MTS山崎事業所門頭挨拶
1月 18日 昭和電工MTS桜川事業所門頭挨拶
1月 18日 「地方組織とオンライン懇談会」
1月 19日 日立パワー労組門頭挨拶
1月 21日 議案内示会
1月 22日 茨城県連常任幹事会

1月 24日 大みか労組定年退職者懇談会
1月 25日 茨城県教育庁ヒアリング
1月 28日 茨城県議会臨時議会
1月 30日 茨城県警察音楽隊定期演奏会（オンライン）
2月 3日 日立グループ議員団会議
  ・電機連合議員団総会（オンライン）
2月 3日 茨城県議会災害対策本部会議
2月 12日 茨城県連常任幹事会
2月 15日 茨城県日中友好協会新春交流会
2月 18日 日立製作所日立研究所分会
  ・県政報告会
2月25日～3月24日　令和4年第1回定例会
3月 3日 会派代表質問 　令和4年第1回定例会が2月25日から3月24日までの28日間の会期で開催され、令和4年度

の予算が決定しました。

一般会計当初予算額の推移

（単位：億円）

1兆2,816億7,900万円歳 入 総 額 1兆2,816億7,900万円歳 出 総 額

一般会計款別内訳
か ん べ つ

その他
561
4%

（単位：億円、構成比） （単位：億円、構成比）

地方譲与税
532
4%

諸収入※2

1,418
11%地方消費税

清算金
1,303
10%

県債※1

949
8%

※1 うち臨時財政対策債  265億円 2％
※2 うち新型コロナウイルス感染症対策融資分  861億円 7％

国庫支出金
2,106
17%

地方交付税
1,967
15%

県税
3,981
31%

税交付金等
1,671
  13%

投資的経費（その他）
391
3％

投資的経費
（公共）
991
8％

投資的経費
1,382
11％

一般行政費
4,946
39%

扶助費
278　2%

一般行政費の一部
（内数 1,349）

社会保障関係費
1,627　13%

公債費 1,460　11%

人件費
3,080
24％

前年度から増加
・県税（+10.4%）
・地方交付税（+5.3%）
・国庫支出金（+19.9%）
・地方消費税清算金（+5.0%）
・地方譲与税（+51.4%）

前年度から減少
・県債（▲42.1%）
・諸収入（▲19.4%）

前年度から増加
・一般行政費（+2.3%）
・税交付金等（+0.8%）

前年度から減少
・人件費（▲3.6%）
・公債費（▲0.3%）
・扶助費（▲1.6%）
 ［社会保障関係費（▲0.4%）］
・投資的経費（▲8.9%）歳 入 歳 出

義務的経費
4,818
37%

義務的経費
4,818
37%

　令和4年度予算編成の基本的な考え方は、国の補正予算等に対応して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社
会経済活動の両立を図るために必要な事業や、未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動、防災・減災の推進など
に必要な事業について、スピード感を持って計上するものです。

区　分 令和3年 令和4年 増減率

一般会計

特別会計

企業会計

計

1,295,178
（1,133,096）

1,281,679
（1,106,581）

▲1.0
（▲2.3）

450,382 464,082 3.0

123,091 125,442 1.9

1,868,651 1,871,203 0.1

（単位：百万円、％）

（注） （ ）内は、新型コロナウイルス感染症関連分を除いた額及び伸び率
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直近の主な活動 （1月～3月　活動の一部をご報告いたします）

「夢のある活気あふれる街づくり」をめざして

県政だよりの名称は『日立市
を元気にしたい、県北地域を活
性化させたい』という思いを込
めて、明るい希望である朝日を
イメージして「SUN RISE」と
名付けました。

　日頃のご支援・ご指導に感謝申し上げます。
　はじめに、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、国際社会の平和と安全を著し
く損なう、断じて容認することはできない暴挙であり、断じて看過できるものではな
いことを踏まえ、定例会初日、「ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する決議」を
全会一致で可決しました。一刻も早い停戦を心から望むものです。

　令和４年第1回県議会定例会が終了しました。今回の代表質問で、一般質問含め
15回目の登壇となりました。「県政運営の基本方針について」「国及び県の当初予算等
について」「県北振興について」など、11項目にわたり質問を行いました。
　また、県民の皆様から頂いた要望を基に、「揮発油税等におけるトリガー条項の発動
停止規定の削除等を求める意見書」「出産育児一時金の増額を求める意見書」などにつ
いても提出を致しました。今後も県民の皆様のご意見・ご要望を県政に反映できるよう
努力を続けていくとともに、県政の諸課題に対しても、しっかりと取り組んでまいりま
すので、引き続きのご支援・ご指導を宜しくお願い申し上げます。

　茨城県も、まん延防止等重点措置が解除されましたが、感染者
の高止まりなど、まだまだ予断を許さない状況です。今後も、気
を緩めることなく感染予防対策の継続をしっかり行いながら、
家庭や職場で楽しい時間を過ごしましょう。　

（茨城県議会議員・齋藤 英彰）

編
集 後 記

令和4年 第1回定例会にて予算が決定
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