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茨城県総合計画審議会（平成 27年度第 3回）議事録 

平成 28年 2 月 22 日（月） 

茨城県市町村会館 1階「講堂」 

 

 

＜午後 2時 00 分開会＞ 

 

○根本参事兼企画課長 

 定刻でございますので，ただ今から茨城県総合計画審議会を開会いたします。 

 なお，本日の会議は公開となってございますので，ご了知おきお願いいたします。 

はじめに，鬼澤会長からご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○鬼澤会長 

 改めまして，鬼澤でございます。 

 まず，皆様方には，大変お忙しい中，ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 さて，平成 28年度からの新しい県総合計画の策定に関する審議会も，一昨年の 11 月に開始い

たしまして，４回目の開催となりますが，今回が最後の開催となります。 

 今回の計画づくりに当たりましては，急激な人口減少や超高齢化の進行をはじめ，グローバル

化の進展，あるいは大規模自然災害の逼迫など，社会経済情勢が大きな転換期を迎える中で，大

変難しい審議であったと考えております。 

 このような中におきまして，県民の方々のご意見にも丁寧に耳を傾けながら，本日の審議会を

含めますと，総合部会及び３つの専門部会を合わせまして，何と 26 回にも及ぶ会議を開催いた

しまして，熱心なご審議をいただいたところでございます。 

時には，より良い計画にしたいとの強い想いから，激しい論戦が繰り広げられたと伺っており

まして，幾度の活発な議論を経まして，お手元にお届けしてありますとおり，自己評価ではあり

ますが，素晴らしい答申（案）をまとめ上げることができたのではないかと思っております。 

 これまでの審議会及び各部会委員の皆様方のご尽力に対しまして，改めてではございますが，

厚く御礼を申し上げますとともに，白熱した議論を的確におまとめいただきました部会長さん，

副部会長さんの皆様のご苦労に心から敬意を表する次第でございます。 

 本日の審議会におきましては，答申（案）の内容につきまして，最終的な意見交換を行いまし

た上で，橋本知事に答申することとしております。 

答申書をお渡しする際には，計画の趣旨・内容の周知徹底や，目標・将来像の実現に向けた計

画の着実な推進をお願いしたいと考えているところであります。 

答申（案）にございますように，多様な主体の連携・協働によりまして，様々な分野で新たな

価値を生み出すイノベーションを創出し，郷土いばらきを飛躍させるとともに，日本や世界の発

展にも貢献していくためには，各界を代表して審議会に参加している委員の我々も，今後は計画

の推進役として最大限の努力をしていかなくてはならないと改めて肝に銘じているところでご

ざいます。 

委員の皆様方におかれましては，まずは本日までの御礼を申し上げますとともに，計画の推進

に当たりましても，引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げまして，簡単でございますが，

ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○根本参事兼企画課長 

 ありがとうございました。それでは，これからの進行につきましては，鬼澤会長さんにお願いした

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○鬼澤会長 

 それでは，暫時，議長役を務めさせていただきますので，ご協力の程よろしくお願いいたしま

す。早速ですが，議事に入ります。 

本日は，後ほど知事への答申も予定されておりますので，遅くとも 14 時 30 分頃を目安に審議

を終了したいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

お手元にございます答申（案）につきましては，前回，12 月 25 日の審議会において委員の皆

様からいただきましたご意見及びパブリックコメントで寄せられました県民の皆様のご意見を

踏まえまして，１月 29日の総合部会でご審議をいただき，修正されております。 

それでは，前回の審議会からの修正点等を中心に，蓮見総合部会長さんからご報告をお願いい

たします。 

○蓮見副会長（総合部会長） 

 蓮見でございます。 

本当に長期間にわたるご審議，誠にありがとうございました。 

茨城県総合計画（いばらき未来共創プラン）」の答申（案）についてご報告いたします。 

ただ今鬼澤会長さんからお話がございましたように，お手元の資料「答申（案）」につきまし

ては，前回の審議会で委員の皆様からいただいた活発なご意見，そして，12 月 28 日から１月 17

日までのパブリックコメントをもとに，１月 29 日に開催いたしました総合部会において様々な

角度から検討し，まとめたものでございます。 

 なお，パブリックコメントについては，お手元の「参考資料②」のとおり，47 名の方々から

80 件の貴重なご意見をいただきました。 

 それでは，答申（案）について説明いたします。 

 お手元にあります資料「答申（案）」をお開きください。 

 ただ今からご説明する内容についてでございますが，「参考資料①」，Ａ３の資料がございます

が，この「茨城県総合計画『答申（案）』の概要」に示された基本構成に沿って，順に修正内容

について説明をしてまいりたいと思います。 

 まず，第１部「基本構想」の主な修正点です。 

資料１「答申（案）」の６ページをお開きください。「時代の潮流」の第２節「社会経済のグロ

ーバル化と交流の拡大」の部分です。 

 ３段目ですが，ここでは，今回の計画の特徴である「対流」というキーワードがありますが，

対流に関して，国において「スーパー・メガリージョン構想」などが示されていることから，地

域間の対流を発生させてイノベーションを促進する国土づくりの方向を示していることを追記

いたしました。 

 そのお隣の７ページをご覧ください。 

 第４節「資源・エネルギーの制約や地球環境問題の深刻化」です。 

 その４段目の部分ですが，ここでは，昨年末に開催されましたＣＯＰ21，パリ協定が成立した

ものでございますが，気候変動枠組条約第 21 回締約国会議に関する記事を追記いたしました。 

 次に，11 ページをお開き願います。 

「茨城の特性」の第３節「国内外を結ぶ広域交通ネットワークの形成」です。 

 上から６段目になりますが，茨城空港に関する記載があります。これにつきましては，１月に

就航した杭州便や，３月に就航を予定しております台北便に関する記載を追記いたしました。 

 続いて，第２部「基本計画」の第１章「政策展開の基本方向」の主な修正点です。 

 少し飛びますが，48ページを開いてください。 

「青少年・若者の挑戦を支える社会づくり」です。 

 これにつきましては，パブリックコメントにおいて，「数値目標を，施策の成果をより的確に
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示すものに変えたほうがいいのではないか」といったご意見をいただきましたことから，最下段

にあります「数値目標」の表に，新たに「学校以外の地域活動に参加した小中学生の割合」を数

値目標として追記しております。 

 次に，隣の 49ページをご覧ください。 

「高齢者の知識・経験・技能を活かす社会づくり」です。 

 これにつきましては，前回の審議会において，「高齢者の人口がますます増える中で，高齢者

の知識・経験を活用して，高齢者が輝くような社会にしていく政策が重要ではないか」というご

意見をいただきましたものですから，「主な取組１」に「元気シニアバンクの運営」，「主な取組

２」に「地域貢献活動への支援」，「主な取組３」に「地域の担い手としての活動推進」，「主な取

組４」に「学校教育活動への高齢者の活躍促進」等を追記いたしました。 

 次に，77 ページをお開きください。 

 ここは「農林水産業の成長産業化」の部分ですが，写真の追加でございます。総合計画審議会

でのご意見を踏まえまして，中ほどの「ブランド化の推進」というところに，農林水産省の地理

的表示制度（ＧＩ）に登録されました「江戸崎かぼちゃ」の写真を追加しております。 

 次に，80 ページです。 

「産地や地域を支える意欲ある担い手づくり」のところですが，パブリックコメントにおいて，

「農業経営を担う受け皿を積極的に整備すべき」というご意見をいただいたことから，「主な取

組１」に「経営指導や研修会等の開催」を，「主な取組３」に「県内外から就農希望者の呼び込

み強化」などの内容を追加しました。 

 次に，94 ページです。 

「安心して結婚・出産・子育てができる社会づくり」です。 

ここについては，パブリックコメントにおいて，「生活困窮世帯への精神的な支援も必要では

ないか」というご意見をいただいたことから，「主な取組９」に生活困窮世帯等への「相談支援」

を追加いたしました。 

 次に，116 ページをお開きください。 

「地球温暖化対策の推進」というところですが，ここは，審議会におきまして，「地球温暖化対

策のところに，アダプテーション（適応）という考え方を入れるほうがいいのではないか」とい

ったご意見をいただきました。そこで，「主な取組９」として，温室効果ガスの排出抑制を目的

とした，いわゆる「緩和策」，つまり，排出の規制ということだけではなく，気候変動への「適

応策」，これは，温暖化によるゲリラ豪雨等の諸事象に対して適応策をつくっていく取組を追加

いたしました。 

 なお，「数値目標」に関しては，一部，部門別計画で検討中の指標もありますが，合計で 192

項目の指標を設定することにしておりまして，164 ページ以降に参考資料として一覧にまとめて

おりますので，後でご覧いただければと思います。 

 続きまして，第２部「基本計画」の第２章「地域づくりの基本方向」の主な修正点です。 

 124 ページをお開きください。 

 124 ページの「県央ゾーン」のところですが，一番上の四角い囲みの「目指す将来像」です。 

 １つ目の点のところで，中核的都市圏の形成をより強力に進めることを実現するということか

ら，「北関東の発展を先導する」中核的な都市圏と変更しました。茨城県内だけではなく，「北関

東の発展を先導する」と変更しております。 

 そして，それに合わせまして，囲みの下の「地域づくりの取組」についても同様に，一番上の

柱を「北関東の発展を先導する中核的都市圏づくり」としまして，内容についても，「本県の中

心としてだけでなく北関東の発展を先導する，魅力ある中核的都市圏の形成を図る」といたしま

した。 
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 また，下から２番目の柱については，地域の連携による取り組みであることをより強調するた

めに，「地域間連携による質の高い観光・レクリエーション地域の形成」と変更いたしました。 

 次に，127 ページをお開きください。 

 「県西ゾーン」の部分です。 

 四角い囲みの下の「地域づくりの取組」の５つの柱の３つ目の「地場産業の振興」です。 

これについては，総合部会において，「県北・県央・県南は大学があるので，産学官の連携が

しやすいと思われるが，県西と鹿行については，みんなで取り組む仕組みを考えるべきでしょう」

といったご指摘をいただきましたので，「工業技術センター繊維工業指導所を拠点とした産学連

携による新商品開発等の支援」を追記いたしました。 

 次に，128 ページ，１枚めくっていただいた部分ですが，「ゾーンを横断する取組」です。 

前回の資料では「地域区分」の後に記載していましたが，前回の審議会におきまして，「広域

間の繋がりをもっと詳しく記載したほうがよい」というご意見をいただきましたので，別途項目

を設けるとともに，具体的事例の対象地域を示すイメージ的な囲みを地図に記載いたしました。

丸い部分で囲まれている部分がそうでございます。 

続いて，第３部「重点プロジェクト」の主な修正点についてご説明いたします。 

136 ページをお開きください。 

「重点プロジェクト４」の「みんなが活躍できる環境づくりプロジェクト」の部分ですが，パ

ブリックコメントにおいて，「国の一億総活躍という政策を踏まえて，“だれもが”という表現に

したほうがいいのではないか」といったご意見をいただきましたので，もともとのプロジェクト

名称は「女性・高齢者・障害者みんなの活躍応援プロジェクト」となっておりましたが，これを

「みんなが活躍できる環境づくりプロジェクト」と変更しました。 

また，「主な取組④」として「再チャレンジできる環境整備」，「主な取組⑦」として「ダイバ

ーシティ社会の構築」を追加いたしました。 

次に，138 ページをお開きください。 

１枚おめくりいただきまして，「重点プロジェクト５」の「みんなで守る，暮らしの安全・安

心プロジェクト」です。 

パブリックコメントにおきまして，「『安全・安心に住み続けられる地域づくり』の部分をもっ

と膨らませたほうがいいのではないか」といったご意見がありましたことから，また，それに加

えて，公共交通はこれから大きな地域の課題であることなどを踏まえまして，「主な取組⑦」の

「安全・安心に住み続けられる地域づくり」に加えて，新たに「主な取組⑧」として「地域公共

交通の充実」を追加いたしました。 

また，「数値目標」においても，「乗合バス及び乗合タクシーの人口千人当たり利用者数」を新

たに追加いたしました。 

右側の数値目標を見ていただきますと，現状の数値と目標値が全く同じ人数になっているので

すが，これは現状維持を目指してこの目標を設定するということです。具体的にピッタリ同じ人

数を書くのはどうかと思いますので，後で検討したいと思いますが，これは現状維持を目指すと

いう意味であることをご理解いただければと思います。 

以上が，前回の審議会，パブリックコメント及び総合部会での意見などを踏まえて修正した主

な内容でございます。限られた時間ではございますが，ご検討・ご審議をよろしくお願いいたし

ます。 

○鬼澤会長 

 蓮見部会長，ありがとうございました。それでは，ただ今ご説明をいただきましたが，どこか

らでも結構でございますので，ご質問・ご意見等ございましたら，よろしくお願いいたします。

いかがでございましょうか。石田先生，よろしくお願いいたします。 
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○石田部会長（活力あるいばらきづくり専門部会） 

 よくまとめていただきまして，ありがとうございます。 

 最後の最後に蓮見部会長が言われた「現状維持」というよりは，とても難しい課題だと思いま

すので，「低下を阻止する」の方が勢いがあって，戦闘的でいいのかなと思いましたので，ご検

討いただければと思います。 

○鬼澤会長 

 表現の問題ですね。分かりました。その他，いかがでございましょうか。 

 それでは，おとりまとめにご苦労いただきました川上部会長さん，よろしくお願いします。 

○川上（美）部会長（人が輝くいばらきづくり専門部会） 

 大変素晴らしい形にまとまって，うれしく思っております。 

 時代がそういう時代なのかなと思いますが，新しいものが相当盛り込まれたことはよかったと

思います。 

最初の「いばらき未来共創プラン」，いばらきの未来をみんなで創り上げるという名称も良か

ったかなと思っております。今後は，推進の方をしっかりやっていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○鬼澤会長 

 ありがとうございました。それでは，村田部会長さん，よろしくお願いします。 

○村田部会長（住みよいいばらきづくり専門部会） 

 「住みよいいばらきづくり」の部会長をさせていただいておりましたが，本当にこの住みよい

いばらきづくり部会は，環境から医療から子育て，生活全般に関わるということで，皆さんに活

発にご議論いただいたところでございます。 

 その中で，常総市の水害等もございまして，防災の部分をもう少し見直そうということで，皆

さんで非常にご議論いただいて，人材育成も含めて，これからの防災対策といった点が入ったこ

とは，すごく大きいことかなと思っております。 

 それぞれの専門分野の方々が，これから，自助，互助，共助という形で，それぞれの立場でこ

れが推進できれば，未来共創というところも随分議論したところですが，「未来共創プラン」と

いうことで，これからまた新しいいばらきというものが生まれてくるのかなと思っています。 

 事務局の方にも非常にご尽力いただいて，本当に激論をした会議だったのかなと思います。 

 以上でございます。 

○鬼澤会長 

ありがとうございました。その他，いかがでございましょうか。石田部会長さんいかがですか。 

○石田部会長（活力あるいばらきづくり専門部会） 

先ほど意見を申し上げましたので結構でございます。 

○鬼澤会長 

３人の部会長さんからコメントをいただきましたが，その他，ご質問・ご意見ございませんか。

時間もまいったようでございます。石田部会長さんからいただいた部分につきましては修正可 

能ですね。 

○野口企画部長 

はい。 

○鬼澤会長 

 それでは，本日の会議の議事については無事終了とさせていただきます。 

 これから，お手元に写しを配付しておりますが，留意事項を記した答申書を付けまして，橋本

知事へ答申させていただきたいと思いますが，よろしいですか。 

〔 「異議なし」の声あり 〕 
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○鬼澤会長 

 ご協力，誠にありがとうございました。 

○根本参事兼企画課長 

 ご審議ありがとうございました。橋本知事の入場後，答申の準備をいたしますので，しばらく

お待ちください。 

 それでは，鬼澤会長から橋本知事に答申書を手渡していただきたいと存じます。 

○鬼澤会長 

 読み上げさせていただきます。 

茨城県総合計画について（答申） 

 平成 26 年 11 月 21 日付企諮問第１号をもって本審議会に諮問のあった本件について，別添の

とおり答申します。 

 知事におかれましては，この答申に基づいて，県の総合計画を決定し，次の３つの事項に留意

の上，計画を着実に推進するようお願いいたします。 

１，計画で示した「みんなで創る 人が輝く元気で住みよい いばらき～生活と産業の未来を

拓く新たな価値の創造～」という基本理念を県や県民，市町村，企業，大学・研究機関，ＮＰＯ

など多様な主体が共有し，計画に掲げる目標と将来像の実現に向けてしっかり連携・協働して取

り組めるよう，計画の趣旨・内容の周知徹底に努めること。 

２，「重点プロジェクト」については，推進体制を整備し，限られた行財政資源を効果的に活

用して，優先的に取り組んでいくよう努めること。 

３，計画の進捗状況を点検・評価し，事務事業の見直しや改善を図るなど，適切な進行管理に

努めること。 

 以上，よろしくお願いいたします。 

〔 答申書手交 〕 

○橋本知事 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

○根本参事兼企画課長 

 それでは，ここで橋本知事からお礼のご挨拶を申し上げます。 

○橋本知事 

 ただ今，鬼澤会長から茨城県総合計画についての答申をいただきました。 

一昨年の 11 月に諮問させていただき，皆様方には，当審議会はもとより，総合部会や専門部

会，さらには，いろいろな人たちからの意見聴取等々，大変精力的にご議論いただきまして，答

申をまとめていただいたことにつきまして，改めて御礼を申し上げる次第でございます。 

 先ほど会場に入ってくる時にも白熱した議論の声が聞こえましたが，本当に，熱心に議論をし

ていただいたということで，これからの茨城の方向を決めるのに大変役に立っていく答申ではな

いかなと思っておる次第でございます。なるべく早く，この答申をもとにいたしまして，総合計

画を策定してまいりたいと考えております。 

 現在の総合計画の期間には，東日本大震災や原発事故がありました。そして，消滅可能性都市

ということも大きな話題となりました。あるいは，子ども・子育て関連ということで，少子化対

策が大変大きな課題になってまいりました。さらには，爆買い等に見られるように，2,000 万人

を超える観光客が日本を訪れようとしています。 

いろいろな変化があったわけでございますが，そういった中でも特に，我々行政として，今，

非常に困っておりますのは，人口減少でございます。 

ご承知のとおり，大震災や原発事故の発生前は，ある程度想定内のトレンドで来ていたのかな

と思っておりました。自然減少というのは仕方がありませんけれども，社会減少につきましては，
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大震災の前の４年間では 1,000 人ほど増えておったわけでございまして，その後の４年間では２

万人の減少になっております。これに自然減少を加えて，この４年間で約５万人が減少しており

ます。どうやってこれから地域の活力を維持していくか。やはり人口減少が急激に進みますと，

社会自体もそれになかなか対応できないわけでございますので，どうやっていけばということが

大きな課題ではなかろうかなと思います。 

 また一方では，地方創生ということで，働く場所を創る，あるいはまた交流を促進するといっ

たことが大きなテーマになっているわけでございまして，ＵＩＪターンをはじめとして，いろい

ろなことが言われております。しかし，現実を考えますと，どの地域，どの県も，どの市町村も，

そのために一生懸命にやっているわけでございまして，なかなか一方通行ということは難しいの

だろうと思っております。 

 そうなりますと，東京への一極集中是正が必要なわけでございますが，東京が弱くなってしま

っても困ってしまいます。先ほど，首都圏広域地方計画を作るにあたりまして，国土交通省の方

たちが説明に来てくれたのですが，東京を国際的に強くしていかないと，日本全体が弱くなって

しまうだろうと思っております。 

 ただ，地方から人が集まって強くなるのではなくて，世界から人が来て強くなってほしいとい

うことでございますが，そういう中で，茨城をどうしていくか。答申では「イノベーション大県」

ということもお示しいただいているところでございますが，私どもとして，これから自分の地域

を守り抜いていくだけではなくて，日本全体が大変厳しい状況になっていくと思われますので，

その中で，茨城県がどういうことをやっていけるのか，また，世界の中でどういうことをやって

いけるのかを考えていかなければならないと考えております。 

例えば，科学技術の面などでは，本県には世界トップレベルのつくばがあるわけでございまし

て，こういったところで，できるだけ研究者が優れた研究をやりやすいような環境をつくってい

くことも大事だろうと思っておりますし，あるいはまた，日本一の農業県でありますから，農業

についても，ＴＰＰ問題がありますが，日本をリードしていけるような農業県になっていく必要

があると思っております。 

 こういったことを含めてですね，「生活と産業の未来を拓く」という大変素晴らしいキャッチ

フレーズを考えていたただきましたので，こういった方向に沿って精一杯がんばっていきたいと

考えております。皆様方には，これからも引き続き，ご支援・ご協力の程お願い申し上げます。

そしてまた。 本当に長い間ありがとうございました。 

○根本参事兼企画課長 

 以上をもちまして，本日の総合計画審議会を閉会させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

 

 ＜午後 2時 30 分閉会＞ 


