たか

定例会レポート

第一回定例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。

＜４年目に向けた県北振興チャレンジプラン＞

耕作放棄地に再生可能エ

質問 今後、県北地域の振興にどのように取組むのか、

ネルギーを導入できる手法

伺いたい。

も新たに整備されている。

知事 他地域との差別化を図りながら、地域に適した振興

ネ対策や再エネ利用により、

産業の競争力を強化、山間部は強い農林水産業の

その建物で消費するエネルギー収支をゼロとする

実現を図っている。さらに、規模の大きな事業の実

「ゼロ・エネルギー・ビルディング」については調査

践を支援する「事業化支援講座」を実施し、起業家

を進めていく。

人材の育成とコミュニティの形成促進を図る。引き
＜日本一子どもを産み育てやすい県をめざす取組みについて＞
質問 今後どのように取組みを強化し

となることをめざしていく。

ていくか？
答弁 子どもを産み育てる世代に対する

＜カーボンニュートラル実現に向けた取組みについて＞

全国トップ水準の医療費助成の充

たな産業の創出や地域産

実、３歳未満児について第３子以

業を発展させ、地域活性

降の保育料を完全無償化、児童

化につなげるのか？

一人あたり５万円の特別給付金を支給等の経済的負

答弁 カーボンニュートラル化には大規模な技術開発や設

担の軽減とあわせて、
「助産師なんでも出張相談事

備・インフラへの投資が必要となり、官民が緊密に

業」として助産師が授乳指導や産後の体調管理、育

連携していく必要がある。そのため県では、産学官

児に関する悩みなどに丁寧に対応している。国民健

が参加する協議会を立ち上げ、企業ヒアリングや先

康保険で支給される出産育児一時金についても全国

端技術の動向調査を進め、将来的な港湾の選択肢

知事会を通じて、金額の引き上げを国に要望している。
＜国道245号の４車線化整備について＞

生産性の向上と低炭素化につながる技術もある。今

質問 日立市南部地域からの北伸に向けた今後の整備に

後は、大学との共同研究やビジネスモデルの構築な
ど、企業の新たな挑戦を後押しすることで、産業創

る取組みは？
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トライ

日々の政治活動や、皆様のお役に立つ行政情報などを

第１回
定例会を
開催

カーボンニュートラルに向けた
新産業創出等への取組みを強化

― 令和３年度補正予算で大規模投資を支援する基金を創設 ―
令和４年度第１回定例会は、２月25日から３月24日まで28日間の日程
で開催しました。上程された議案等は令和４年度一般会計予算、特別会計
予算や条例、その他の議案など計92件です。委員会等での慎重審議の結果、
議員提案の３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、会派として政府に対する「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」と「出産育児一時金の増額
を求める意見書」を議会に上程しました。トリガー条項に関しては賛成少数
で否決となりましたが、出産育児一時金は全会一致で可決となりました。

カーボンニュートラル産業拠点創出として200億円の基金を積立て

令和３年度の補正予算ではカーボンニュートラル産業拠点創出推進基金積立金（脱炭素社会の実現に資する取組みをお
こなう企業を支援するための基金の設置）として200億円を積立てることとなりました。

答弁 日立市内における国道245号の４車線化に向け、現

質問 太陽光発電など再生可能エネルギー創出のさらな

在整備を進めている日立港区北拡幅事業及び久慈

令和４年度一般会計予算

大橋の架け替え事業について、国や地元日立市と連

令和４年度の予算は以下の通りです。

携しながら、整備の推進を図っていく。北伸に向け

答弁 本年４月に施行される「改正地球温暖化対策推進

た整備については、現在事業中の区間の進捗状況

法」では、市町村が再生可能エネルギーの「促進区

や周辺道路の交通量の推移等を勘案しながら検討

域」として設定できる制度が創設された。同法では、

していく。

新たな年度と

では、子どもたちが犠牲になるなど戦争

り、県民の皆様とともに少しでもウクラ

編集後記 No Side なり、そして春

の悲惨な状況が伝えられ心が痛む思い

イナの方々に寄り添っていければと思い

を迎えて桜が咲き誇る美しい季節となり

であり、一日も早い停戦、そして平和が

ます。そして茨城県としても、避難され

ました。私は何故かこの季節になると毎

訪れることを祈るばかりです。茨城県議

た方々の支援など人道的な取組みを積

年こころが高ぶる想いを感じています。

会では、全国に先駆けてロシアの軍事

極的におこなってまいります。皆様の引

その様な中、ロシアによる暴挙という

侵攻に断固抗議する決議を全会一致で

き続きのご支援ご協力をよろしくお願い

べきウクライナへの軍事侵攻が始まり

可決しました。また会期中にはウクライ

致します。

既に１ヵ月が経過しました。連日の報道

ナ大使が県議会を訪問されたこともあ
高安ひろあき事務所

for You

ついて伺いたい。

出につなげる。

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

Report

Twitter、発信しています！ 発信しています。ぜひ、フォローをお願いします！

令和３年度の補正予算

を関係者間で共有している。さらに、茨城港周辺に

ノーサイド

2022年４月発行

Takayasu

定例会で一般質問する高安議員

質問 茨城港周辺でどの様に新

は、高い技術力を有する中小企業が集積しており、

高安ひろあき
茨城県議会報告
第13号

また、議員ご提案の、省エ

策を推進していくことが必要。臨海部はものづくり

続き、県北地域が「活力があり、持続可能な地域」

やす

（対前年度比▲134億9,900万円、▲1.0％）
※うち新型コロナウイルス感染症関連分は1,751億円

一般会計予算額
１兆2,816億7,900万円

※新型コロナウイルス感染症関連分を除いた伸び率▲2.3％

令和４年度予算編成の

「活力があり、県民が日本一幸せな県」の実現に向け、ウィズコロナ・ポストコロナ

基本方針

時代を見据え、「４つのチャレンジ」を進化させながら加速
４つのチャレンジ

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

〇県民の命と健康、暮らしを守り、社会経済活動との両立に注力
〇「いばらきの底力」を最大限引き出し、未来を見据えた施策を積極的に推進

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

県民幸福度No.1の「新しい茨城」づくりに挑戦

各チャレンジの
事業については
２ページを参照
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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

● カーボンニュートラル産業

● 介護人材を確保 するた

拠点の創出を強力に推進する

め、外国人留学生の受入

ため、企業連携の先導モデル

促進や技能実習生への日

構築や金融支援等に取組み、

本語学習支援等の取組み

全国に類を見ない大規模設備

を実施。

投資を支援する新たな基金を創設。
●圏央道周辺地域の「坂東市山地区」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

今回のキーワード

● 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。
※ヤングケラーとは…家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うよう
なケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなど
をおこなっている18歳未満の子どもをいいます。

社機能等誘致補助制度
を創設し、22件を補助

▶最優先で医師確保に取
組む医療機関・診療科

全国トップクラスの
企業誘致実績!!

を選定し、第１次13.1
名、第２次4.2名の医師

地域医療を守る
医師確保が
着実に前進!!

▶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

大規模設備投資支援の
新たな基金を創設

茨城県は、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します。

カーボンニュートラルって何ですか？

茨城県はどんな取組みをしているのでしょうか？

「温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」ことで

カーボンニュートラルを実現するために、化石燃料を前

す。温室効果ガスとは、CO2だけに限らず、メタン、N2O

提としたモデルから新エネ・CO2回収を加えた新たなモ

（一酸化二窒素）、フロンガスなどを含みます。

デルの構築が不可欠です。しかし、新たなモデルの構

「温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」って
どういうことですか？

築には大きな予算が必要です。そのため茨城県では、

排出を完全にゼロに抑えることは現実的に難しいので、

を確保

対象に認定

カーボンニュートラルへの取組みについて

全国に類を見ない

これまでの取組み・成果
▶全国トップレベルの本

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。

ロス削減プロジェクトを推進。
これまでの取組み・成果

ハーフタイム Half Time

民間の投資や国の支援・施策を呼び込むために県が設
備投資への支援を推進しています。

排出したぶんと同じ量を「吸収」または「除去」するこ

▶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

とで、差し引きゼロにする、ということです。つまり、排
出の少ないクリーンなエネルギーを活用したり、植林に
よって大気中のCO2吸収量を増やしたりすることで「全
体としてゼロ」をめざしています。

茨城県は、日本のカーボンニュートラルをリー
ドする自治体をめざしています。産業が生ま
れ、雇用が生まれることで茨城県をより活性
化させることをめざします！

令和４年度における 「４つのチャレンジ」の主な施策
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

●令和５年度につくば工科高校をサイエンス専科高校

●県産品の輸出拡大や本県への誘客促進に向けた台湾へ

間委託を進めるなど、県立高等学校改革プランを推進。

予算特別委員会で質疑をおこないました。質問と答弁の内容については下記のとおりです。

の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・検討等をおこない、延伸

●大学進学講演会の開催

方面を一本化。

やAIドリルを活用した

●セミナーやビジネスプ

予算委員会で質問する高安議員

に、友部高校をIT専科高校に改編するための整備や民

定例会レポート

＜本県農業の成長産業化に向けた輸出について＞
質問 今後農産物の輸出拡大にどのように取組んでいく
のか？

学力向上支援等により、

ラン策定など、県北地

答弁 台湾や、まだ開拓の余地が残る大市場アメリカなど

県全体の大学進学率

域の中小企業の新事

において、積極的に販路の開拓にチャレンジしてい

をアップ。

業展開を支援。

く。輸出拡大にあたり、消費者ニーズや需要の動向
を的確に捉え、「選択と集中」、さらには「マー
ケットイン」の考えのもと、さらなる輸出拡大に取
組んでいく。

これまでの取組み・成果

校も令和４年４月に開
校予定（既存校を含め

都道府県立の
中高一貫教育校の数は
全国第１位!!

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
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質問 来年度に向けた取組みは？
答弁 学校現場での導入について一部に慎重な意見もあ

▶中高一貫教育校を新た
に８校開校し、残る２

＜学校におけるフッ化物洗口の取組みについて＞

これまでの取組み・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

農産物の輸出額が
４年間で約６倍に!!

▶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）

＜新産業廃棄物最終処分場について＞

るが、歯の健康を維持していくためには予防が大切

質問 地域振興への取組みは？

であることから、家庭での歯みがきの習慣化を図る

答弁 大平田地区の上下水道の整備や施設周辺道路の改

とともに、虫歯予防に効果のあるフッ化物洗口を学

良、諏訪梅林など地域資源を活用した地域活性化

校で導入することとした。今後も市町村、学校及び

策などを示しているが、地元日立市と連携し、地元

保護者に対してフッ化物洗口の効果と安全性を丁

のご要望をお聞きして地域振興事業を取りまとめて

寧に説明し、児童が健康な歯を生涯保ち続けられる

いく。

よう取組んでいく。
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