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茨城県総合計画審議会

平成25年11月8日（金）

茨城県庁舎９階講堂

午前10時開会

○桐原参事兼企画課長

皆様おはようございます。遅れている委員さんもございますけれども、定刻となりまし

たので、ただ今から茨城県総合計画審議会を開会いたします。

初めに、橋本知事からごあいさつを申し上げます。

○橋本知事

皆さんおはようございます。

本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。そしてまた、

日頃から県政の発展のために何かとご尽力をいただいていることにつきまして、この場を

お借りして御礼を申し上げたいと存じます。

東日本大震災、原発事故から２年８カ月が過ぎるわけでございますけれども、北茨城や

潮来などでは、まだまだインフラの面でも厳しい状況が続いております。北茨城では防災

集団移転ということに本格的に取り組まれたばかりでありますし、潮来の方でも液状化、

すごい現象が起きてしまいましたので、それを今後起こさないためにどうすればいいかと

いうことで、今後の研究をいろいろやってまいりまして、やっと本格的なスタートをしよ

うとしているところであります。

そういった中でありますけれども、全体としてみれば順調に復旧・復興が進んできてい

るのかと思っております。何とかこの大変な状況というものを乗り越えて、茨城が輝いて

いけるような状況というものをつくってまいりたいと考えておるところであります。

そして、今、円安株高ということで、東京の方は大分景気が良くなっているようであり

ますけれども、こちらに来るとまだまだ中小企業、地域にとっては大変厳しい状況が続い

ているのかと思っております。例えば、下請け単価というものが、輸入物価が上がった分

ぐらいは上げてもらえるけれども、それ以外は難しいということで、円安による内部留保

などは下請けの方までまだ回ってきていないような状況にあるのかという思いをしており

ます。これからいろいろな形で大分そういうのも変わっていくのでありますので、そうい

ったものをしっかりと受けとめながら、茨城としてどうやっていけばいいかということに

ついて、皆さん方にご議論いただければありがたいと思っております。

特に、例えば農業政策、これもガラッと変わりそうでありまして、本当にどうなってい

くのか、政府が目指している方向でやっていった場合に、ＴＰＰを乗り越えられるような

状況というものをつくっていけるのかどうか、これから多分国の方で真剣な議論が行われ

ると思いますけれども、私どもとしても茨城としてその中で何をやっていけばいいかとい

うことをしっかり議論していかなければいけないと思っております。



－ 2－

例えば、ニューヨークへ米の輸出なども始めた方もおります。また、ある方はタイ人と

組んでお店を出したいということで、日本のお米を中心にした輸出を展開していけないか

といった動きもございます。そういった新しい時代に対応する形で茨城県が発展していけ

ればいいと思っておるところであります。

そして、そういう中で、私、この間の選挙戦でも申し上げたのですけれども、茨城がこ

れからの日本の発展の一翼を担うような県にしていけないだろうかと、この間、常陸国風

土記1300年のフォーラムをやりましたけれども、常陸国風土記にはまさに、今我々が自慢

しているような、大変恵まれた地域であり発展可能性があるというようなことも、既にあ

の時期に書いてあるわけでありまして、我々としてもそれをしっかりもっと活発に活かし

ていけるような行政というものをやっていく必要があるのではないかと思っております。

そして、一つには今申し上げたような農業、これについては茨城の農業が何とか成り立

っていかなければ日本の農業はだめになってしまう、そういう役割を持っているのではな

いかと思っております。また、最先端の科学技術という点におきましても、つくば、東海

という拠点を中心に大変な日本の先陣を切っているものもたくさんございます。例えば、

つくば国際戦略総合特区になって、ＢＮＣＴあるいは生活支援ロボットのＨＡＬ、こうい

ったものにつきましては、私は今つくば国際戦略総合特区の中で一番実用化に近いもので

はなかろうかと思っておりますし、国際戦略総合特区、全国の中で地域指定を受けている

ところでございますけれども、つくば、具体的なという点では最先端を行っているのでは

ないかと思っております。こういったものを輸出産業につなげていく、そして外貨を稼ぐ

ということが大変に必要なのではないかと感じておるところでございます。

いずれにしましても、何とかこの総合計画、皆様方につくっていただいた総合計画とい

うものをしっかりと現実のものにしていけるように頑張っていかなければいけないと思っ

ております。

また、今大変困っておりますのは医師不足でございます。昨日、今日と大分新聞などに

も書いてございますけれども、筑西地域、桜川地域の中核病院だけでなくて、全体に非常

に厳しい状況にございまして、医学部の定員というものは増員されてきておりますものの、

まだまだ地方に医学部の学生たちの目が向いていないということもございます。何とかみ

んなで医学生、初期研修生などが茨城に行ってみたいというような体制をつくっていかな

ければいけないだろうと思っております。

本日は所用により間もなく失礼をさせていただきますけれども、皆様方には本当にいろ

いろお世話になっておりまして、今度、改選になるということでございますので、とりあ

えず皆様方のご尽力に感謝を申し上げ、そして今後とも茨城のことをしっかり発展できる

ようご尽力のほどをお願い申し上げましてあいさつとさせていただきます。どうもありが

とうございました。（拍手）

○桐原参事兼企画課長

ここで、新たに委員に就任されましたお二方をご紹介させていただきます。

（委員紹介）



－ 3－

続きまして、配付資料のご確認をお願いいたします。

審議会次第、席次表、委員名簿がございます。そして、資料１及び資料２、さらに参考

資料の１及び参考資料の２、「茨城の豆知識」１枚ものでございます。そして「なめんな

よ、いばらき県ブック」及びシールでございます。

また、県の総合計画の冊子もお配りをさせていただいてございます。不足等ございまし

たら、お申し付けをいただきたいと存じます。よろしいでございましょうか。

なお、当審議会は公開としております。あらかじめご承知おきいただきたいと存じます。

それでは、本日の議事に入らせていただきます。

進行につきましては、関会長にお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。

○関会長

皆さんおはようございます。

知事さんには大変お忙しい中をご出席いただいて、ごあいさつをいただいたわけでござ

いますが、ごあいさつの中にもございましたように、この総合計画を少しでも早く実現さ

せていきたいという強いお考えがあることも伺いました。もちろん、企画部長をはじめ、

県庁の皆さんが、まさしく強いお考えを持って進めておられるということでありまして、

心からご期待を申し上げておりますし、また、本日の審議会において、その進捗状況をご

説明いただき、委員の皆様方に検討していただく予定でございますので、何とぞよろしく

お願いを申し上げる次第でございます。

私ごとになりますが、私は、全国の石油販売業界の責任者であったのであります。去年

の11月14日に憲政記念館で石油関連増税大反対決起大会を開催したのがちょうど１年前に

なります。あの時は民主党の内部分裂がありまして、民主党からは海江田さんと日立の大

畠さんに来ていただいて檄を飛ばしていただき、自民党からは野田毅さん、そして額賀さ

ん、菅さんとお話をいただき、公明党の方にも女性の方にごあいさつをいただいた記憶が

ありますが、あれからちょうど１年なのです。今年も11月14日にやろうと、去年終わった

後に決めておいたものですからまたやることになっておりますが、あれが取り壊しになる

のでよそでやるのですが、それにしても皆さん、１年でこう変わるのですから。民主党が

悪いという意味ではございません。だから、私は茨城県はもっと変わりやすい。有能な皆

さんがその気になればですよ、その気にならなければならないのですが、その気になって

いただければ、私は知事が申されるように全国の代表県になれるような形になっていく。

魅力度というのは、あれは茨城県人の悪さですからね。この間もある会で、腕もない、

足もない女性の方にごあいさつ申し上げましたら、この人差指と中指に間に名刺を挟んで、

それでこの辺にこう、それをいただきまして、私はどちらに名刺を差し上げたらいいのか

と思っていたら、ここでいいですよというのです、足のここにやってくれればいいのです、

「関正夫と申します」と。という方が大変明るく強く、子供のころから普通の小学校、中

学校、高校に入れていただいて、何もないのですから、足が。それで、その小さな左の足

でもってボンと跳ねながら動いて運動会にも参加してやられたので、あの人のあの話を伺

って感心して感激しているのですよ、我々は。それで、出るべきところに拍手が出ない。
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これが、人がいいから、わかってわかってわかり抜いているので拍手をしないだけであっ

て、皆さんおわかりでしょうかと言われて、それでばさばさと、数少ない激励をいただい

てありがとうございますと皮肉を言われていましたが、そのぐらい私は茨城県人は人がい

いので、よその人から見たら何となくおもしろくないようなおもしろいようなふうにとら

れているのではないかと思いまして、それが悪いと言われたのでは、これなかなか今まで

のあれは問題でありますが、これはしかし我々の恵まれ過ぎている我々の感情のなせるわ

ざかなと。それをもう少し変えるというのなら変えるようなことを皆さんで話し合ってい

って、魅力度が高いからいいというわけでもない、我々が生活している地域がよくなって

我々が幸福で、茨城県が全国をリードするような県になっていけるようにするのがいいの

だということになれば、これは何も心配することはないので、ぜひ県庁の現在職に就いて

おられる方々のご奮闘をぜひお願いをしまして、今日の審議会もスムーズにいくようにお

取り計らい願いたいと思うわけであります。ありがとうございました。（拍手）

それでは、早速議事に入らせていただきたいと思います。

本日の議事は、お手元の次第にありますように、「人が輝く元気で住みよい茨城づくり」

と「県総合計画の進行管理」につきましてであります。

まず事務局から一通りご説明をいただき、その後に委員の皆様からのご意見を頂戴して

まいりたいと思いますので、たくさんの意見を出していただきますようお願いいたします。

それでは、ご説明お願いいたします。

○桐原参事兼企画課長

それでは、資料の１をご覧いただきたいと存じます。この資料に基づきまして、県の総

合計画の進行管理の一環といたしまして、現時点における県の取組状況につきましてご説

明をさせていただきます。

タイトルは、ご承知のように総合計画の基本理念とさせていただいております。

また、サブタイトルでございますが、今回は「復旧・復興そして飛躍へ」とさせていた

だいております。１番の「東日本大震災等からの復旧・復興」から４番の「いばらきの魅

力向上に向けて」ということで、順に簡潔に要点のみご説明をさせていただきたいと存じ

ます。

それでは、２ページでございます。県計画でございますが、震災の直後からこの審議会

にて、見直しに着手をしていただき平成24年３月に改定をいたしました。震災に向けた考

え方、あるいは主な取組内容につきましては、ここに記載のとおりでございます。

３ページでございます。道路、港湾などのインフラにつきましては、概ね本格復旧が完

了したところでございます。一方、下の方に書いてございますが、原発事故による風評被

害対策が非常に大きな課題として残ってございます。

４ページになります。もう１つの大きな課題といたしましては、何といいましても本県

の農林水産物のうち、現在21品目が国の出荷制限指示などを受けてございます。こういっ

た品目になってございます。引き続き、徹底した安全検査と本県農産物の安全性、そして

品質の良さ、そういったものをＰＲするなど、風評被害の払拭に向け精一杯努力をしてま

いります。
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５ページになります。もう１つの大きな課題といいますと観光面でございます。今年の

海水浴客、あるいは水戸の梅まつり、そういったお客様の数を見ますと、震災前、22年度

と比較して約半分という状況でございます。こうしたことから、６ページでございますけ

れども、1,200件を超えるキャンペーンを相次いで展開いたしております。

また、７ページでございますけれども、プレミアム付宿泊券の発行などを行っておりま

す。このプレミアム付宿泊券でございますが、額面5,000円のところを2,500円、全国のコ

ンビニあるいはインターネットサイトなどで発売をいたしまして、約２万枚が既に完売し

てございます。

８ページになります。先般、11月２日、３日にかけまして、本県の農産物の消費拡大を

図るため「茨城をたべよう収穫祭」、これを笠間において開催いたしました。２日間で20

万人を超える来場をいただいたところでございます。依然として大変厳しい状況が続いて

ございます。引き続いて風評対策に積極的に取り組んでまいる所存でございます。

続いて９ページになります。本格的な人口減少社会を迎えつつある中で、これからの活

力あるいばらきづくりを推進していくためには、何といいましても産業の振興、そして広

域交通ネットワークの整備といったことが極めて重要となってまいります。左側のグラフ

になりますけれども、本県の過去10年間の工場立地面積は全国第１位でございます。右側、

こちらが茨城県の工場立地面積の推移でございますが、23年は震災等の影響もございまし

て大きく落ち込んだところでございますが、昨年はまたＶ字回復といいますか、大幅に回

復を遂げておりまして、24年は全国第２位の位置を確保したところでございます。

10ページになります。本県は、企業が活動しやすい県ということで大変高い評価をいた

だいているわけでございますが、具体的には、例えば圏央道周辺でございますと、日野自

動車や雪印メグミルクなど、11ページになりますが、例えば茨城港常陸那珂港区でござい

ますと日立建機やコマツなど、我が国を代表する企業にも多数立地をいただいているとこ

ろでございます。

12ページになります。つくば・東海地区にはご承知のように最先端の科学技術が集積し、

鹿島地区には素材産業が、そして日立にはものづくり産業の集積などがございまして、他

県にはない資源に恵まれておりまして、高い発展可能性といったものを有しております。

13ページでございますが、そういった集積を活用いたしまして、つくば国際戦略総合特

区の指定を受けまして、現在、次世代がん治療の開発実用化など、ここにあります４つの

先導的プロジェクトが進められているところでございます。

14ページになります。去る10月11日でございますが、革新的医薬品・医療技術の開発な

ど、新たに３つのプロジェクトが位置付けをなされたところでございます。今後、こうし

た様々なプロジェクトから新事業、新産業の創出が期待されているところであります。

15ページでございます。本県の農業でございます。農業産出額は４年連続で全国第２位、

また東京中央卸売市場における本県青果物の取扱高を見ますと、９年連続で全国第１位と

なってございます。右上の方に本県の全国で１位、２位、３位の品目について表記をさせ

ていただいてございます。大変たくさんの農産物が全国トップクラスの生産量を誇ってい

るところでございます。
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16ページでございます。右下の方にきれいな絵が、農産物の絵がございますが、「茨城

をたべようＤａｙ」あるいは「茨城をたべようＷｅｅｋ」など設定いたしまして、地産地

消の取組をこれからさらに強化いたしますとともに、17ぺージになりますけれども、県オ

リジナル品種の普及、それから６次産業化の推進など儲かる農業の確立を図ってまいりま

す。

18ページでございます。高速道路のうち、例えば圏央道でございますが、稲敷ＩＣと神

崎ＩＣの間が今年度開通を予定してございます。さらには、東北道と接続する久喜白岡ジ

ャンクションと境ＩＣ間が26年、続いて境ＩＣとつくば中央ＩＣの間が27年度に開通予定

となってございます。こうしたことによりまして、東関道あるいは東北道、さらには常磐

道、この３つの高速道路と相次いでつながっていくこととなってございます。東関道水戸

線につきましては、鉾田ＩＣと茨城空港北ＩＣ間が27年度開通予定となってございます。

また、鉄道でございますが、左下に写真を載せてございますが、ＪＲ常磐線の東京駅乗

り入れがいよいよ26年度に予定をされてございます。現在、上野駅と東京駅の間の工事を

ＪＲの方で急ピッチで進めております。この写真では少しわかりづらいかもしれませんけ

れども、神田駅のところは新幹線のホームの上を高架で常磐線が通るといった大工事を今

やってございます。しかしながら、宇都宮線や高崎線と競合もいたしますので、今後１本

でも多く常磐線が乗り入れできるよう努めてまいります。

19ぺージでございます。茨城空港でございますが、神戸、札幌、沖縄便のほかに12月20

日には、神戸経由でございますが、米子便が就航を予定してございます。また、来年２月

には、ミャンマー便が５回運航されることが予定されてございます。

20ページでございます。下側の棒グラフございますとおり、本県１人当たりの県民所得

の表でございますが、昭和31年度、大分前ですけれども、そのころは本県の１人当たりの

県民所得は全国37位でございました。その頃に策定をいたしました茨城県総合振興計画、

これは県計画の第１号に当たるものでございますが、その当時のキャッチフレーズは「後

進県からの脱却」ということでございました。それが、50有余年の時を経まして、平成22

年度でございますけれども、全国第５位という位置を占めるに至ってございます。

21ページでございます。引き続き「産業大県」づくりに取り組みながら、県民一人一人

が質の高い生活環境のもとで安全・安心、快適に暮らすことができる「生活大県」づくり、

こちらにも力を入れて進めてまいります。このため、まずは地域医療体制の充実強化とい

たしまして、先ほど知事からもお話ございましたが、医師確保対策の推進、そして救急医

療体制の充実を図ってまいります。

22ページでございます。結婚・子育て支援につきましては、18年に全国に先駆けて「い

ばらき出会いサポートセンター」を設立いたしました。そこでの結婚支援の充実した事業

によりまして、これまで成婚数は1,000組を超えるといった実績を上げてございます。

次いで23ページでございます。霞ヶ浦の水質保全をはじめ、環境対策をしっかり進める

とともに、防災対策の強化や交通安全対策の推進など、安全・安心な地域づくりも力を入

れて進めてまいります。

24ページになります。「県づくりは人づくり」という名のもとに、学力向上対策として
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本県独自の少人数教育を推進いたしますとともに、25ページになりますが理科教育、さら

には英語教育の充実を図ってまいります。

また、26ページになりますが、学力以外ということでも豊かな人間性を育む教育を充実

させ、社会性や自立性の育成、さらにはいじめの解消や体罰の根絶を図ってまいります。

このように、医療や福祉の充実、水質保全などの環境対策、さらには災害に強い県土づ

くりや、我が国の将来を担う「人づくり」などに力を注ぎ、すべての県民が安全・安心、

快適に暮らせる「生活大県づくり」の実現を図ってまいります。

最後の項目になりますが、27ページでございます。地域ブランド調査におきましては、

本県の魅力度47位ということで残念な評価をいただいてございますが、他方、住みよさラ

ンキングにおきましては、100位以内に県内８市がランクインをいたしております。愛知県

に次いで第２位という状況でございまして、こちらは大変高い評価をいただいているとこ

ろでもございます。

28ページになりますけれども、こうした中で、本県のイメージアップ、そして風評被害

払拭を図るため、昨年10月からインターネットテレビ「いばキラＴＶ」の配信を始めてご

ざいます。また、昨年11月には「茨城マルシェ」を東京銀座に開設をいたしまして、県産

品の販売そして県産食材の提供などを通じまして、本県の魅力を首都圏に発信をいたして

おります。さらに、今年７月からは「よしもと」所属の本県出身のお笑いタレント綾部祐

二さんと渡辺直美さんに宣伝隊長になっていただきまして、「いばらきを知ろう！大キャ

ンペーン」といったものを展開しているところでございます。

以上、駆け足の説明となりましたが、このような様々な取組によりまして、本県が一日

も早く大震災からの復旧・復興を図りますとともに、今後ますます激化する地域間競争の

中で本県がさらに大きく飛躍するために、県総合計画に掲げる各施策を着実に推進してま

いります。

説明は以上でございます。ありがとうございました。

○関会長

ありがとうございました。では、次の議題をお願いします。

○浅野副参事

それでは、続きまして、「県総合計画の進行管理」についてご説明をいたします。

資料の２の１ページをお開き願います。

「県総合計画の進行管理」でございますが、１番にございますように、「生活大県プロ

ジェクト」や「数値目標」の進捗状況につきまして、毎年度、評価・分析を行い、計画全

体の適切な進行管理を図ることとしております。

２番の「評価の対象と手順」でございますが、まず（１）の「生活大県プロジェクトの

評価」につきましては、右手２ページの上の段をご覧願います。評価に当たりましては、

第１段階といたしまして、プロジェクトを構成する375の事業の個別の評価を行い、第２段

階といたしまして、それらを集約しました72施策の評価を行いました。その上で、昨年度

の当審議会におきまして、評価においては県民意識など定性的な要素も考慮すべきではな

いかといったご意見をいただきましたことから、外部委員による政策評価委員会で審議を
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していただきますとともに、県政世論調査の結果を加味いたしますなど、定性的な要素も

含め、総合的に勘案いたしまして、最終的に12の生活大県プロジェクトそれぞれにつきま

して、「順調」から「遅れ」までの４つの区分で評価をしております。

次に（２）の「数値目標の進捗状況の評価」でございますが、計画に掲げております204

の数値目標につきましては、２ページの下の段のグラフにございますように、計画を作成

する時点の「基準値」を基にしまして、最終年度である27年度に達成を目指す「目標値」

を定めますとともに、各年度の達成目標であります「期待値」というものを設定しており

ます。

今回の評価におきましては、直近の実績がこの「期待値」をどの程度達成したかにより

まして、進捗状況を「Ａ」、「Ｂ＋」、「Ｂ」、「Ｃ」の４つの区分で評価をしておりま

す。

なお、評価結果につきましては、期待値を達成したＡ評価、それから期待値には及ばな

いものの、その８割以上を達成したＢ＋評価を合わせまして、「概ね期待した成果が得ら

れたもの」と判断をしております。

次に、評価結果についてご説明をいたします。３ページと４ページをご覧願います。

「生活大県プロジェクトの評価結果」でございますが、３ページの表と４ページの１の

総括評価というところに記載いたしましたとおり、12のプロジェクトのうち「順調」とし

たものが１本、「概ね順調」が８本、「やや遅れ」が３本となっております。昨年度と比

較いたしますと、３ページに矢印で記載してございますが、３つのプロジェクトで昨年度

を上回り、８つのプロジェクトは昨年度と同様、１つのプロジェクトが昨年度を下回って

おります。

プロジェクト別に簡単に申し上げますと、４ページの中ほどをご覧願います。６番の「低

炭素社会実現プロジェクト」につきましては、省エネルギー対策や森林吸収源対策などの

推進が良好でありましたことなどから、昨年度より評価を上げて「順調」といたしました。

１番の「地域医療充実プロジェクト」につきましては、人口10万人当たりの医師数など

が依然として全国低位にあることなどによりまして「やや遅れ」といたしました。今後と

も安心して質の高い医療を受けられる体制づくりに重点的に取り組む必要があると考えて

おります。

11番の「アジアへ広がる観光・交流推進プロジェクト」と12番の「いばらきイメージア

ッププロジェクト」でございますが、依然として風評被害の影響などが残っておりますこ

とから「やや遅れ」といたしました。今後とも観光交流の推進などに大きな影響を及ぼし

ている風評被害の払拭に取り組んでいく必要があると考えております。

５番の「高齢者いきいき生涯現役プロジェクト」につきましては、介護予防と健康づく

り、社会活動への参加促進などの施策が順調に進みましたことから、昨年度の評価を上回

る「概ね順調」といたしました。

次に７番の「泳げる霞ヶ浦再生プロジェクト」につきましても、霞ヶ浦の水質が湖沼水

質保全計画の目標に肉薄するまで改善されましたことなどから、昨年度の評価を上回る「概

ね順調」といたしましたが、水質は泳げる霞ヶ浦という目標に対しましてはやや高い水準
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にございますので、引き続き水質保全対策を推進していく必要があると考えております。

２番の「暮らしの安全・安心プロジェクト」につきましては、「概ね順調」に進捗をし

ておりますが、食品の安全性をチェックするハサップシステムの導入が遅れ、食の安全・

安心の確保対策が期待した成果とはならなかったことなどから、昨年度を下回る評価とし

ております。

その他の５つのプロジェクトにつきましては、２年連続いたしまして「概ね順調」とな

りましたが、特に10番の「いばらき農業成長産業化プロジェクト」につきましては、引き

続き風評被害の払拭あるいは安全性や品質の良さのＰＲなどを強化していく必要があると

考えております。

以上が「生活大県プロジェクトの評価結果」の概要でございます。この詳細につきまし

ては、別冊の「参考資料１」に詳しく記載してございますので、後ほどご覧いただければ

と思います。

続きまして、５ページと６ページをお開き願いたいと存じます。

「数値目標の進捗状況の評価結果」についてでございます。

総合計画204の数値目標の評価の方法につきましては、先ほど申し上げましたように、直

近の実績値、把握できました実績値が24年度に達成を期待する期待値に対してどの程度達

成したかということで評価をしております。

具体的には５ページの表の一番上の段のところに、ちょっと小さい字で書いてございま

すけれども、直近の実績値が期待値以上100％以上のものを「Ａ」評価、期待値には及ばな

かったものの80％以上を達成したものを「Ｂ＋」評価、期待値の50％以上80％未満のもの

を「Ｂ」評価、50％未満のものを「Ｃ」評価としております。

評価結果につきましては、５ページの表と６ページの「１総括評価」のところをご覧い

ただきたいと思います。

204のうち直近の実績値が把握できました198の指標のうち、Ａ評価としたものは77指標

で全体の38.9％、また概ね期待した成果が得られたと判断いたしましたＢ＋以上の評価が

106指標で、全体の53.5％となっております。

昨年度と比較いたしますと、５ページの矢印のとおり、総合計画の11の政策分野のうち

８つの分野でＢ＋以上の評価以上の割合が増加しており、全体に評価は上がっております。

なお、204の数値目標の個別の評価結果につきましては、別冊の「参考資料２」に記載を

してございますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。

次に、総合計画の３つの目標ごとの評価結果でございますが、６ページの「２目標別評

価」をご覧いただきたいと存じます。

①の「住みよいいばらきづくり」でございますが、就業看護職員数など全体の42％に当

たる29指標がＡの評価、またＢ＋以上の評価が41指標、59.4％と順調に進捗をしておりま

す。特に「安全で安心して暮らせる社会づくり」はＢ＋評価以上の割合が76.9％、11の政

策分野の中で最も高くなっております。今後とも地域医療の充実や結婚・子育て支援、治

安体制の強化などに取り組んでいく必要があると考えております。

②の「人が輝くいばらきづくり」でございますが、小学６年生の漢字の読み書き平均正
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答率など、全体の43.6％に当たる24指標がＡ評価、またＢ＋評価は32指標、58.2％となっ

ております。理系大学進学率など８つの指標が昨年度と比べまして２段階以上評価を上げ

たことなどにより、３つの政策分野全てで評価が上がっているところでございます。着実

に児童生徒の学力の向上が図られておりますことから、少人数学級の拡充や英語教育、理

数教育の充実など、未来を担う人材の育成に引き続き取り組んでいく必要があると考えて

おります。

③の「活力あるいばらきづくり」についてでございます。工場立地面積など、全体の32.4％

に当たる24指標がＡ評価となりましたが、Ｂ＋評価以上は33指標、44.6％と、ほかの２つ

の目標に比べて進捗が遅れております。個別に見ますと、「科学技術創造立県の実現」で

はＢ＋評価以上が62.5％と順調な一方で、「食料供給基地づくり」は風評被害の影響など

によりＣ評価が77.8％となっております。昨年度と比べますと、震災や原発事故の影響を

受けた指標に一部回復傾向が見られますが、観光や農林水産業の指標は依然進捗が遅れて

おりますので、引き続き風評被害の払拭などに取り組んでいく必要があると考えておりま

す。

また、雇用環境の改善のために就職支援などを強化いたしますとともに、働く場所を確

保するための企業誘致あるいは科学技術の集積を生かした新事業、新産業の創出等に力を

入れていく必要があると考えております。

最後に、７ページをご覧願います。

ただ今申し上げましたように、数値目標につきましては「順調」なもの、「やや遅れ」

が見られるもの、様々でございますけれども、それぞれの数値目標の進捗率、現在目標に

対してどの程度進んだかという進捗率を、単純に平均をいたしますと45.1％となっており

ます。計画２年度目の進捗率の目安、５年間で100％ということで２年で40％というものを

一つの目安といたしますと、これを上回っているところでございますので、一つの見方で

はございますが、数値目標は全体として概ね順調に進捗しているのではないかと考えてお

ります。

今後、これらの評価結果につきましては、施策や事業の見直し、来年度の新たな事業の

企画立案や予算編成などに活用していくこととしております。また、引き続き、評価手法

の改善などに努めまして、総合計画の適切な進行管理を図ってまいります。

説明は以上でございます。

○関会長

ありがとうございました。

最初に資料１の「人が輝く元気で住みよいいばらきづくり、復旧・復興そして飛躍へ」

というご説明をいただき、ただ今は進行管理の中においての評価結果をご説明いただいた

わけでございます。いろいろ申されていましたように、順調に推移しているものも大変難

しいところも、難しいと言いますか、全体に大変であるなと感じられるものもございまし

て、大変ご苦労を重ねていただいておりますが、今説明した問題等についてのご意見、多

数ございますかと思いますが、ぜひひとつお願いを申し上げたいと思います。

せっかくですので自己紹介をしていただいてご発言をお願いします。
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○Ａ委員

先ほど県の方より説明をいただきました、16ページでございますが、茨城をたべよう運

動推進協議会設立につきまして、こういったことは県外に発信していただきたいと感じま

す。県内ではいろいろな運動ということで周知徹底されると思うのですが、まずは県外に、

と申しますのは、茨城県は消費県ではなく生産県でございますので、県外に発信していた

だきたいということでございます。

また、輸出の取組促進でございますが、今、輸出に対して力を入れているところは、何々

フェアということで、一言で言えば茨城フェアを海外で開いて、茨城にはおいしい食べ物

がたくさんありますといったＰＲを県を挙げて組んでいただきたい。

と申しますのは、自分は米をつくっているのですが、ニューヨークで米の販売をしてお

りましたら、「茨城県にこんなおいしいお米があるの」と言われました。これはショッキ

ングなことでございます。そういった意味でも、もっと茨城をアピールしていっていただ

きたいと思います。

最後になりますが、自分は何回か茨城マルシェに行っております。店にとって加工品を

置くことは大変楽なのですが、農産物は鮮度が要求されますので、余り農産物に力を入れ

ていない感じがいたします。この辺のエリアにはいろいろな県が店舗を出しておりますが、

各店舗を歩くと、新鮮度がある農産物を置いた店には客がたくさんいます。残念ながら自

分が茨城マルシェに行ったときは、お客は余りいませんでした。銀座は、茨城をアピール

するには本当に良いところでございますので、もっと本県の農産物をアピールしていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○関会長

ありがとうございました。事務局で何かございますか。お願いします。

○小松原企画部長

それでは、私の方から概括的にお答えを申し上げ、担当部局が補足いたします。

県外への農産物の情報発信につきましては、これまでもやってきておりますが、幸い最

後のページにも出ていましたけれども、インターネットテレビや茨城マルシェは県外・県

内向け、両方で情報発信のツールとしてつくったものでありますので、それらをさらに積

極的に利用しながら、農産物のＰＲに努めていきたいと思います。

また、輸出の茨城フェアにつきましては、今後、来年度の予算等に向けていろいろ農林

水産部の方で案を練っていると思いますので、後ほどこれは説明をさせます。

さらに、マルシェにつきましては、これも専門家が来ていますので後ほどご説明申し上

げます。私は、マルシェをつくった時の理事兼政策審議監でありましたものですから、農

産物の置き方もかなり難しいものがありまして、鮮度が落ちてしまうと、茨城の農産物は

少し古いなどと思われてしまう節もありますから、加工品を中心にしてということで、500

品目から1,000品目程度置いておりますが、今のようなご提案もありましたので、その置き

方も含めて、検討していく必要があると思っていますので、これは担当部の方とよく相談

をしてまいりたいと思っています。

あとは担当部の方で何か補足があればよろしくお願いします。
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○農林水産部

農林水産部でございます。いつもお世話になっております。

私の方から補足しますと、輸出の関係でございますが、昨年からいばらき農林水産物等

輸出促進協議会を立ち上げて取り組んでいるところでございます。確かに、今、Ａ委員さ

んがご指摘しましたとおり、海外に向けてもっと思い切った展開が必要ではないかという

認識、これは私も同様でございますので、現在のところ、まず重点的に攻める国を決めて

いこうということで、香港とタイあたりを今後の重点的な市場として、また先ほどの現地

でのフェアなどもあわせて、検討していきたいと考えてございます。

さらに、現場のそういうノウハウを、輸出の経験のある本県の関係者なども含めて、本

県出身の商社の方ですとか、そうした経験のある方もこの輸出促進協議会の中に入れ込ん

で、具体的かつきめ細かな支援ができるように検討していきたいと考えております。よろ

しくお願いいたします。

○小松原企画部長

あとマルシェについて。

○広報広聴課

茨城マルシェの担当をしております広報広聴課でございます。

Ａ委員さんからのご意見、本当にそのとおりでございます。企画部長からも申し上げま

したけれども、鮮度維持ということにつきまして、できるだけ旬なものを旬な時期により

早くということもあるのですが、天候などによって事業者の方に入れていただきたくても

なかなか手に入らないといったこともありました。あるいは具体的な条件等もあるわけで

ございますけれども、できるだけ努力してこれから旬なものを首都圏の方に買っていただ

けるよう精いっぱい努力していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○小松原企画部長

補足は以上なのですけれども、本日いただくご意見は非常に建設的なものが多いと思っ

ていますので、我々が今までやっているからもうやらないというスタンスは一切持ちませ

ん。委員の皆様からたくさんのご意見を頂戴して、今後の県政に活かしていきたいと思っ

ていますので、よろしくお願いを申し上げます。

○関会長

ありがとうございます。

その気になっておられる部長のお言葉でございます。かたく信じていきたいと思います。

これは、千葉県の国会議員さんの話ですが、この間ドバイに行ったついでに、千葉県の

農協さんの梨を１個2,000円くらいで売りつけてきたというのです。梨というのは関城や下

妻の梨ばかりで千葉県の方にはないと思いましたが、千葉県もうまい梨ができるのだそう

です。どのように持っていったのか知りませんが、茨城県の国会議員さんも向こうに行っ

たついでに農産物の輸出のお手伝いをしていただくとうれしいです。

国会関係の人たちがその気になって、地域の味方をして努力されているというのは、こ

れは見上げたものだと思いまして、ぜひご認識いただければありがたいと思いました。

今のお話はそれでよろしいでしょうか。
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広範囲にわたっておりますから、Ａ委員さん、それではよろしいですか。ありがとうご

ざいました。

次に、Ｂ委員さんお願いします。

○Ｂ委員

意見が一つと質問が一つございます。質問の方から片づけたいと思いますが、資料２の

７ページの上に進捗率がイラストで書いてありますが、これは年々進捗率が上がっていく

ということでよろしいですか。下がっていくことはないですね。確認です。

また、５ページの、私、活力あるいばらきづくりの部会長を仰せつかっておりましたの

で、責任を感じているのですけれども、③の「活力あるいばらきづくり」だけＣ評価が多

いのです。これ、何か理由が思い当たる節があったら教えていただきたいということと、

若干頑張り過ぎて目標を高くし過ぎてしまったのかという気がないこともないのですけれ

ども、そのことも含めて後でお考えをお聞かせください。以上が質問でございます。

次から意見でございます。ここについてはお答えいただかなくて結構でございます。

厳しい中、本当に頑張っておられて、順調に成果が出てきつつあると思うのですけれど

も、今後、そうとは言うものの、厳しい環境が続きます。お金もないという状況が続きま

すし、2030年少し過ぎまで高齢化はまだまだ進んでまいりますし、そういう意味で厳しい

時代が続くので、そういう中でこれからよくするために、当たり前の話ですけれども、私

本当に思いますのは、総合性、一体性ということがますます必要になってくるだろうと思

っておりまして、例えば、資料１の10ページに圏央道の話がございまして、これも非常に

いい成果を上げられているのですけれども、圏央道というのは全長で250キロぐらいあって、

今物流基地がたくさん建っていて、ある種ブームになっているのですけれども、250キロも

あるということはそれだけ競争が厳しいということでございますので、そういうところで、

茨城県だけでできるかどうか微妙なところもあるのですけれども、いろいろな特区制度も

ありますので、やはり立地のスピードアップや税金、あるいは電力料金や水料金など、い

ろいろなインセンティブをつけることによって勝ち残れるだろうと思うので、その辺も一

つ総合性というキーワードでお願いしたいと思います。

それと、２番目の総合性は、13ページのつくば国際戦略総合特区なのですけれども、当

たり前の話ですけれども、ここでやっているものは世界を相手にやっているわけです。世

界を相手にやっていくということは、日本全体のためということはよく考えておられるで

しょうけれども、茨城県のためということは余り考えておられないようにも思います。あ

るいは、茨城県のことだけをやっていると困ったことになりますので、そこで総合性とい

う問題点から、これをどう茨城の方に呼び戻してくるかという、そういう総合性が極めて

大事だと思っておりまして、例えば、最近よく言われますのは、医療ツーリズムとの連携

を図る、あるいは社会実験を大々的にやって地域にお金が回るようにするなど、いろいろ

あろうかと思いますので、その辺もお願いしたいと思います。

３番目の総合性という観点からすると、これは資料１の22ページの高齢化社会への対応

ですけれども、ここでぜひお考えいただきたいのは、高齢者というとすぐケアということ

になるのですけれども、やはり活躍していただく場をつくるということが極めて大事だと
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思うのです。これはそういう意味では高齢者対策ではなくて、産業政策にもなるでしょう

し、地域づくり政策にもなるという、そういう意味でも総合性というのが大切だと思うの

です。

実際、日本全体で見ると、65歳以上の高齢人口が増えているのですが、65歳の方で実際

に働いていられる方、労働参加率はずっと低下しております。ここを逆回転させないとい

けないと思います。

最後に「なめんなよ、いばらき県」は、非常にいいと思いました。こういう楽しいこと

をどんどんやるべきだと思います。しかし、この資料の中で、茨城県の観光については、

何かまだ昔ながらの物見遊山的で、昨年度、政府において観光立国推進基本計画が見直さ

れて、滞在プログラムや地域の人たちとの交流など、より総合的な地域づくりをしないと

観光客は来てくれないということで、今も新観光圏やぷらっと観光づくりと進んでおりま

すので、実際やっておられる方はたくさんおられるのです。そういう方々、楽しいという

方、ふれ合い、交流ということが大事だと思いますので、その辺もぜひご配慮いただけれ

ばと思います。

○小松原企画部長

それでは、ご質問につきまして、私の方から、圏央道沿線関係とつくばの国際戦略総合

特区について、ご説明申し上げまして、後ほど、高齢者の関係と、「なめんなよ いばら

き県」については担当部からご説明を申し上げます。

まず、圏央道沿線関係ですけれども、開発の可能性が非常に強まっていますので、企業

誘致に関しまして埼玉や千葉と競争状態にございます。幸い、茨城県は少し開通時期が遅

れますので、これから本格的な宅地造成、工業団地の造成等も始まるわけですが、基本的

に茨城県や開発公社で造成するよりも、地元が一体となって企業を呼び込み、その条件整

備をしていくかというのが非常に大切だと思います。五霞周辺では、五霞町さんでかなり

大々的なインターチェンジ周辺の区画整理事業を計画しています。坂東市さんでは半谷・

冨田地区と弓田地区というものがあるのですが、工業団地の計画決定もされてきている状

況でありますので、県としては、今まで蓄積してきたノウハウを活かしながら、市町村と

一体となって開発に取り組んでいきたいと思っております。ただ、供給量が必要となりま

すので、その周辺の市町村のご協力も必要になる可能性が出てくると思います。これにつ

いては、経産省にかなり働きかけをして140億円の企業立地補助金などを確保した経緯があ

りますので、市町村の方と協議をさせていただいて、不動産取得税や固定資産税の減免と

いったインセンティブもこしらえながら、企業誘致に努めていきたいと思います。

また、つくばの関係なのですが、世界のつくばでありますので、先ほど知事も申し上げ

ましたけれども、科学技術という観点が世界的な売りだと思うのです。しかし、つくばの

研究機関と企業間との連携が少し不足していますので、特区で提案させていただいている

７本のプロジェクトをいかに事業化に結びつけるか、それで産業化、実用化に結びつけ、

つくばで起業してもらって、それらが世界に出ていくといった仕組みに取り組んでいきた

いと思っております。よろしくお願い申し上げます。

あとは担当部の方から。
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○農林水産部

農林水産部でございます。

先ほど「活力あるいばらきづくり」でＣが多いといったご指摘ですが、特にＣが多かっ

たのは農林水産業関係でございます。やはり風評被害というものが引き続きございまして、

目標数値そのものを修正すればよかったのですが、早く震災や風評から脱却していこうと

いうことで、修正しなかった面もあろうかと思います。

特に大きな影響を受けているのは漁業関係です。出荷制限を受けている21品目のうち半

分以上が魚になりまして、今でも漁に行けない状況がありまして、なかなかその分が難し

い。さらに、東京都中央卸売市場の農産物シェアなども、平成21年の中で10.4％ぐらいあ

ったのですが、それが9.4％まで落ち込んで、それから回復に向けて今年は10％に行くよう

にやっておりますが、最終目標が11％ということで高いものですから、どうしても今回は

Ｃにならざるを得ないといった面もあります。よろしくお願いしたいと思います。

○商工労働部

商工労働部でございます。観光について、旧態依然とした観光しかやられていないとい

うご意見でしたけれども、やはり今観光の問題というのは、資料１の５ページで説明しま

したとおり、海水浴の入りも震災前と比べて約半数以下という状況でございます。したが

いまして、６ページで説明しましたようにキャンペーン、あるいは７ページの下段にあり

ますプレミアム付宿泊券、昨年は無料バスを提供して団体客を呼び込むというようなこと

をやったわけでございますけれども、こうしたことを地道にやって観光客をまず震災前に

戻すということをやってございます。

ただ、Ｂ委員さんのご意見にもありましたように、新しい観光の取組というのは重要で

ございますので、資料１の７ページの上段にございますように新たな観光プランの提案と

いうことで金曜日宿泊、本県は首都圏から近いという特性を生かしまして、金曜日宿泊の

観光プランの提案なども始めたところでございます。通称「金いば」と呼んでおりますけ

れども、一昨年前に策定しました県観光振興基本計画の中で、ニューツーリズムの推進と

いったことも掲げております。こういったことをポイントに、委員のご意見にありました

新たな観光についても取り組んでまいりたいと考えております。

○桐原参事兼企画課長

少し補足をさせていただきます。

ただ今のＣ評価が多かったというお尋ねのところでございますが、実は震災後、この審

議会で現計画を見直すときに、目標値をそれまでどおりだと絶対達成できないということ

は分かっていたのですが、目標を下げるのではなくて、目標を維持したまま頑張ろうとい

うことで、あえて目標値を下げなかったということでございます。したがいまして、結果

として頑張ったのですが、目標を達成できずにＣになってしまったと思います。この辺は

ご容赦をいただければと思っております。

それから、資料２の７ページ上段のグラフのお尋ねでございますけれども、実は昨年の

審議会において、蓮見副会長からいろいろ目標値が動いているのはわかる、頑張っている

のはわかるが、生活大県にどのくらい近づいているのかが見えないかというお尋ねをいた
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だきました。それに対して内部で議論しまして、なかなかうまく表現できない中で、この

ような形で示してみたのですが、現計画の目標である27年度を山登りのゴールに例えまし

て、毎年度どの辺まで登ってきたかということを象徴的に示したグラフでございます。

ちなみに、23年度は25％程度でございました。それが１年たって今回45.1％ということ

で、27年度目標値にだんだん近づいている、山を登ってきて５合目が見えてきたという状

況ということをお示ししたものでございます。

それから、もう一つご質問であった総合性が大事だというご意見がございました。これ

は全くそのとおりだということでございます。庁内において、各部局や各課の連携をはじ

め、国との連携や市町村との連携など、あらゆる形で連携を進めております。また、12の

生活大県プロジェクトの推進におきましても、各部局や各課の連携チームをそれぞれつく

りまして、各部局の次長さんにリーダーになっていただきまして、意図的に連携をしてい

こう、それで総合的な行政を進めていこうという動きを加速させているところでございま

す。まだまだ足りないところがあると思いますので、これからそういったところの充実も

さらに図ってまいりたいと考えております。

○保健福祉部

保健福祉部でございます。

先ほど高齢者につきまして、ケアばかりではなく活躍をしてもらうべきというご意見を

いただきました。私どもといたしましても、委員と全く同じ認識を持ってございまして、

資料にはリハビリや認知症といったことしか記載してございませんけれども、現計画の中

に「高齢者いきいき生涯現役プロジェクト」を設け、いつまでも高齢者が元気に社会で活

躍していただきたいということで施策を進めてございますので、ご理解をいただければと

思います。

○広報広聴課

続きまして広報広聴課でございます。

Ｂ委員さんからの観光についてのご発言につきましては、先ほど商工労働部からも説明

ありましたけれども、宣伝を担当する広報課としては典型的な宣伝データをお受けしてし

まい、深く反省しておりまして、今後、この見せ方という面を勉強していきたいと思って

おります。

そういった意味におきまして、先ほど関会長からご発言のありました魅力度と「なめん

なよ、いばらき県」につきまして、せっかくの機会でございますのでご説明をさせていた

だきたいと思います。

魅力度に関する調査は、民間のブランド総合研究所というところが全国３万人を対象に

して、そのうち茨城県の回答者はインターネットで500人でございます。500人の人が茨城

県のことをどのように評価しているのかということでございます。一般的に魅力度と問い

かけますと、悪いというようにお答えすると思いがちですが、茨城県の場合は、実は知ら

れていない、分からないという方が半数でございます。したがいまして、決してマイナス

のイメージということではなくて、存在そのものが、これは反省すべきところでございま

すけれども、知られていない、それが約55から約60％でございます。そういった意味にお
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きまして、実は茨城は良いところがたくさんあるということを知っていただくために、企

画部長の発案による茨城豆の知識や、テレビなどによるＰＲをしております。そして、お

話を申し上げると、結構いいところがあるのですね、今度は住んでみたい、行ってみたい、

そういったところもありまして、最近ですと、結城などがテレビ等で取り上げられており

きまして、実は茨城は良いところがたくさんあるということを知っていただくために、企

画部長の発案による茨城豆の知識や、テレビなどによるＰＲをしております。そして、お

話を申し上げると、結構いいところがあるのですね、今度は住んでみたい、行ってみたい、

そういったところもありまして、最近ですと、結城などがテレビ等で取り上げられており

まして、これからテレビ等で積極的に宣伝していきたいと思っております。

また、「なめんなよ、いばらき県」につきましては、言葉が教育上よろしくないという

ご意見もあります。そういったことも真摯に受け止めておりますけれども、まず茨城県が

話題にのぼり知っていただくきっかけの一つになればということで、茨城の存在をＰＲし

ていきたいと考えております。

○関会長

ありがとうございました。

○商工労働部

高齢者の活躍の場ということで、雇用の関係で、すべて高齢者ということではございま

せんけれども、熟練した技能を持っておられる方をものづくりマイスターとして認定しま

して、小中学生を対象としたものづくり教室や産業技術専門学院においての指導といった

ことをお願いしてございます。以上でございます。

○関会長

ありがとうございます。

それでは、お願いいたします。

○Ｃ委員

私も、この魅力度というのはとても低いということで、気になっておりました。今の説

明の中で茨城県のことが知られていない、わからないということがありまして、それに向

けて、茨城郷土検定事業ということも行われているというお話も伺いました。

今年、女性団体連盟の研修でドイツ、オランダへ、去年は、スペインとスウェーデンに

行ってきたのですけれども、北欧、オランダでお話を聞いてきましたら、実に98％の生徒

が学校大好き、国が大好き、家族が大好き、うちが大好きなのです。一方、日本では、生

徒の30％しか学校を好きではないのです。小さい時からの育て方ということがいかに影響

しているのかと思いました。

また、茨城の農業や産業がすばらしい、人材でも茨城にはすばらしい人がいるというこ

とで、子供や若者向け、シニア向けに、茨城知り尽くし大賞として賞状やバッジなどを設

けて、もう少し茨城はすばらしいんだ、こんな良いところでずっと住みたいということを

再認識させる、何か大賞のようなものがあったらいいのではないかと思いました。

○関会長

ありがとうございます。ちょうど魅力度ということで、北海道に移住、何年目になりま
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すか。

○蓮見副会長

１年半です。

○関会長

１年半のフレッシュなところで、茨城と北海道の違い、茨城の良さをどう感じておられ

るか、蓮見副会長さんにお願いしたいと思います。

○蓮見副会長

魅力度47位の茨城に21年住んだのですが、５カ年連続でトップの北海道、市町村では全

国１位の札幌市に住んでおります。

そういう中で、最下位とトップがどう違うのかということを常に考えながら生きている

のでございますけれども、北海道の所得のランキングは確か全国37位です。自殺率も高い

し、離婚率も高いし、女性の喫煙率は日本一というような感じで、極めてネガティブな要

素が多いのです。ただ、北海道・札幌は、先ほどＣ委員さんのご意見にもありましたけれ

ども、子どもたちが北海道大好き、札幌大好きと言い、あるいは住んでいる方がみんな声

をそろえて言うような状態があります。私の大学も市立大学なので当然かもしれませんけ

れども、札幌市在住の学生が約６割で、就職の状況も６割が札幌市内に就職する。道外に

出ていく学生は１割程度で、ほとんどの人はできれば道内でずっと住み続けたいというよ

うな希望があります。そこのところが非常に大事なのではないかと思うのです。

これからもう少し経つと豪雪の季節が始まって、年間の除雪費用は札幌市だけで213億と

いう、とてつもない自然との闘いがあるのですけれども、それを超えてもなお住み続けた

いと思っているのがすごいことだと思うのです。開拓に入ってから100年、みんなでコツコ

ツ何か地域をつくってきたという自負があるのかもしれないのですけれども、何かその辺

の構造について茨城も考えていくべきなのではないかと思います。

この総合計画、副会長として立案に当たったのですけれども、その中で生活大県プロジ

ェクトを立てたということが現在の計画の特徴と思います。それで、生活大県プロジェク

トというのを立てた際には、本日お越しになっていませんけれども、ある委員さんから「産

業大県というのはわかるけれども、生活大県というのは一体何か」というご意見がありま

して、それがいまだに胸に突き刺さったままなのですけれども、非常に理解がしにくいと

いうことだと思います。それで、県としても「産業大県から生活大県へ」というような思

いもあったのですけれども、今いろいろお話聞いていて私の間違いだったと思いました。

これをどう理解したらいいのかと思うのですけれども、やはり産業大県という、今どうや

って飯を食べていくか、どうやって今の状況をよくしていくかという日常的な戦闘力とい

うか、活力というか、そういったものがあって、その上に未来を考える生活大県づくりと

いうものが乗っているのだと考えると一番わかりやすいのではないかと思ったのです。で

すから、産業大県は、多分数値で書かれるものだと思うのですが、生活大県プロジェクト

というのは、やはり、Ｃ委員さんがおっしゃったように、次の世代を担ってくれる子供た

ちに、この茨城の良さをどう伝えていくかというところが非常に大事になるのではないか

と思ったのです。そういう意味では、生活大県プロジェクトの評価の中に風評被害がある
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からだめなのだということではなく、それを乗り越えてもっと10年先、20年先のイメージ

というものを生活大県プロジェクトの中に盛り込み、そういう視点で評価していく必要が

あるし、茨城のイメージアップももちろんそうだと思います。生活大県プロジェクトには

未来をつくるという意味での戦略性が必要になってくるのではないかと思います。

Ｂ委員さんからつくば国際戦略総合特区の発言があって、これは世界を相手にやってい

るのだから茨城のためではないという話があって、私もそうだと思うのです。茨城のこと

を考えていたら何もできないので、やはり先進的なことはもっとアドバンスドにやらなけ

ればいけないと思います。そういう中で、少しでもそういったアドバンスドの活動の中か

ら茨城の活性化になるようなものを引っ張り出してくるという、そういうしたたかさは大

事だと思うのです。

例えば、私の大学は北海道大学と連携していろいろ新しい活動を進めたいと思っている

ところですけれども、北海道大学は、文科省のＣＯＩというプロジェクトで、フード・ア

ンド・メディカルという研究を進めようとしています。私どもの市立大学もＣＯＣ（地（知）

の拠点整備事業）という補助金プロジェクトに採択されたのですけれども、一緒にやれた

ら良いと思っています。それは、健康なのです。食べて元気になる、食べて健康になる。

ですから、低分子の薬を飲んで、局所的に何か抑え込んでしまうということではなく、も

う少し食べることによって、体力をつけ自己免疫力を高めていこうということなのです。

まさに健康づくりの医療。そう考えると、例えば、先ほどＢ委員さんが医療ツーリズムと

おっしゃいましたけれども、実は、中近東のセレブたちは、石油でもうけてぜいたくざん

まいして、その結果、激しいメタボに陥っているという現状が見られます。さらっとした

服を着ているからわからないのだけれども、あれをめくり上げるととんでもない太鼓腹に

なっているのです。彼らはようやく、お金をいっぱいもうけてぜいたくざんまいして、そ

れはそれでいいのだけれども死んでしまったらおしまいだなと思い始めていて、何とか健

康に金を使おう、自己の健康に投資しようと言い始めていて、ではどうするかといったと

きに、健康食は日本だと思い始めていて、これからアクセスが増えていくと思うのです。

という意味では、やはり世界の健康は茨城が支えるというような、そういう考え方で生活

大県プロジェクトに何か指標を設定すれば、茨城県は世界の健康を支えるのだということ

で、子供たちの茨城に対する見方が変わるのではないかと思うのです。だから、このまま

でいいのだけれども、少しずつ読みかえて、子供がこの県に夢を託す、あるいはこの県で

一生暮らして何かやりがいや生きがいが絶対あるぞと思わせるような文脈をつくっていか

なければいけないのではないかと思います。それを今どう乗り越えるかみたいな評価指標

と混ぜこぜにしないようにした方が私はいいのではないかと思いました。

○関会長

ありがとうございました。

○Ｄ委員

私も少し前までは常陽産業研究所というところに勤めておりまして、そういう観点から

この審議会に参加させていただき、また、現在は大学で先生をしておるのですが、「つく

ばサイエンスアカデミー」という研究者のコミュニティ・幹事会に出ており、私のライフ
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ワークとして、つくば等のサポート活動をしております。そういった観点から、今の蓮見

副会長さんと非常に共通するものがあります。

一つは、国際戦略総合特区をとる前から、どうやってとろうかということを実践的にや

ってきた人間としてお伝えしたいのですが、茨城県の方がおっしゃったように実用化して

いくというのはこれからなので、そこをどのように「茨城県にも非常にメリットがある」、

それから「国内それから国際的にもメリットがある」というように仕組んでいくかは、県

それから県民の腕だと思います。その中で、我々は、実は茨城県の特徴とそれからつくば

の技術と、それから規制改革ができる総合特区を利用して、今、「新しい農業循環システ

ム」をプロジェクトに練り上げているところです。まだ未熟ですので、皆さんの力添えを

期待したいのですが、この特徴は、つくばの農環研や農研機構といった研究者が持ってい

る、土壌診断技術や農産物の生産方式、これはまじめに余り植物工場の機能を取り入れて

しまうと儲かりませんので、植物工場の生産方式と普通の農家の農業の生産システムをう

まく活用しながら生産量をあげ、安全安心でコストも安い農業生産システムの構築を目指

しております。同じ土地に同じものをつくっても被害が出ない、土壌診断をやっておりま

すから。そのような新しい農業システムというのをつくって、これをまず、つくばの周辺

から、それから茨城県に、それから全国、同時に世界に。。。こういうことを構想して、

法人の企業さん、研究者、それから流通のアウト側も組んで、なかなか知財権の関係で、

どこまで情報出すのか難しいのですけれども、今一生懸命やっています。茨城県の特徴、

それからつくばの技術の特徴、これを合わせ持って、茨城県からの発信という形で、特区

に入れるかどうか、まだわかりませんが、みんなの力でぜひ一つ培っていきたいと思って

います。

それから、蓮見副会長さんがおっしゃった医療について、知事もおっしゃったように医

師が不足しているとか、こういった分野がやや弱いと思っております。これに対してどう

するか、国際戦略総合特区の関係ですと、今年度はまた新しい３つの最先端の医療プロジ

ェクトに取り組んでおります。これから国は、病気になってから最適な治療をする、とい

う対策は重要ではありますが、病気にならない、未病対策だとか、その中間の個別化医療

対策、元気な人は働ける、働く場をつくるという事が重要となります。つくばには、つく

ばウェルネスリサーチ、つまり健康、運動それから食というのを総合的にうまくサポート

するような仕組みもあります。これをどのようにうまく茨城県が展開するか、まずその健

康をいかに維持していきいきできるかが求められます。未病対策というのは、診断ですね、

最近、最先端の技術ができまして、病気になる少し前に細胞の遺伝子の１個１個の震動が

変わる、（東大でこの前言っていましたけれども）、そういう技術も出始めていますので、

それらの技術をうまく活用しながら、現場で社会実験、実施をしていくということで、で

きるだけ病気にならない、未病のところで防ぐ。それから、地域医療システムというもの、

我々取り組んでいるのですけれども、病院だけに、病気になったといって多くの方が押し

寄せたりなどすると、医者が足らない、どうしても入院ができない、それで１人で放って

おかれる、地域に放っておかれる、今後、超高齢化社会の加速の中で、こういう問題が起

きる。こういうことを防ぐために、地域全体で皆さんの健康を守り、病気になった人、孤
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独な方々を、医者だけではなくて看護師や保健師、地域全体でケアする、その地域の高齢

者等をどのように守るかという総合的な地域医療システム作りが重要です。このように、

まず健康を維持する、いきいき働く未病対策、それから病気になった場合のケア、そのた

めの総合的な地域医療システムを構築していく。また、今からその社会実験をしていく、

茨城県は技術はあるし、全国５位の所得のある県になっていますので、やる気があればや

れないことはないと思います。

そのやる気があればということで、私びっくりしたのですけれども、こんなにまじめに

数字を外に出して、これだけ真面目にやる県はあまりないですよ、普通は、自分のプライ

ドが邪魔をする。茨城県は、実績も絶対あがってくるという自信もあって実力もある、こ

の取り組み姿勢を、本当に皆さんの力で結びつけていけばできるのです。そういうことで、

本当にいい県だと私は思います。

最後に、国際戦略総合特区のイノベーション推進機構は、頑張っていますけれども、も

っとみんなで盛り上げてほしい。１つの機関だけではなくてオープンの形で、茨城県のも

のにしてほしいと思います。

○関会長

部長さんお願いします。

○小松原企画部長

では、簡潔に申し上げます。

Ｄ委員さんからご発言のありましたイノベーション推進機構については、県も市も一所

懸命テコ入れしながらやっていきたいと思います。また、先ほど農業の循環プロジェクト

のお話がありましたけれども、５年以内に５つの新規プロジェクトというのが国際戦略総

合特区の目指すものでありますので、今３つの医療関係を出していますが、まだまだこれ

から提案するつもりでいますので、お話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお

願いします。

さらに、蓮見副会長さんから生活大県のお話がありました。この総合計画の中に、蓮見

副会長さんが多分いろいろお書きになられたと思うのですが、このように記載されていま

す。生活大県とは、競争力ある産業が育ち雇用がしっかりと確保され、誰もが安心して健

やかに暮らせる、元気で住みよい地域社会であり、その上に立って生活の質を高めていく

ための様々な試みが行われ、次の世代を育み、人々が心豊かでいきいきと輝いている、目

指すべきいばらきである。まさしく、生活大県とは、企業を呼んできて働く場をきちんと

確保した上で、それをベースに福祉や教育、環境の向上につなげていく、日頃、知事が答

弁していることでありますので、そのような形で頑張っていきたいと思います。また、世

界の健康は茨城が支えるといった高い意識を持って、生活大県プロジェクト全般にわたっ

て推進していくべきではないかというご指摘だと思うのです。今後、そのような観点も十

分に踏まえながら取り組んでいきたいと思います。

また、Ｃ委員さんから県の魅力の再認識のための大賞をというご提案を頂戴しましたけ

れども、すでに賞はたくさんありますので、賞をつくるかどうかはいずれにいたしまして

も、子供さんへの茨城県の認識の強化というのは非常に重要なことだと思いますので、全
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庁を挙げてこれらの意識づけにつきましても取り組んでまいりたいと思っています。

○関会長

ありがとうございます。

医療の医、先ほど出ましたが、お二方にお願いしたいと思います。では、Ｅ委員さん、

先にお願いします。

○Ｅ委員

先ほどＤ委員さんから高度医療のお話が出ましたけれども、私が常々感じておりますの

は、医師が少ない県西地域、鹿行地域、県北地域においても、みんな同じ茨城県民という

ことです。地域医療支援センターによる医師確保の取組ができているのは、茨城県の中で

も比較的都市部で、そこは充実していますけれども、県西、鹿行、県北地域には医師は増

えておりません。実際、私どもの方は桜川市と筑西市の関係がなかなかうまくいかなくて

中核病院建設に至っておりませんけれども、来年３月にはさらに病院の医師が減り、入院

規模が小さくなります。それを、多分県の方は知っていらっしゃると思うのですけれども、

そういうことが予想される状況で、中核病院の話がまとまったとしても５年間は医師が少

ないままで患者を診ていかなくてはいけないという状況は、県西も、鹿行も県北地域も余

り変わらない状況だと思います。そこに住んでいるために最低限の医療も受けられない、

病院に通うためにバスやデマンドタクシーを用意しないと通えないという医療弱者がその

地域にはたくさんおります。その人たちも同じ茨城県民だということを忘れないで、地域

の医療整備も本当に早くお願いしたいと思っております。そういう病院で働いている医者

も本当に疲弊しております。私も辞めると、ここに小児科の入院医療はなくなってしまう

のかと思いながら働いております。私だけではなくて、他の科の医師もそういう状況で働

いているのが現状でございます。私が勤務している地域のことを話しましたけれども、こ

れは県西地域だけではありません。ずっと昔からその３地域は医療環境が悪いと言われて

いましたけれども、さらに加速度的にその格差は広がっているのを感じております。よろ

しくお願いいたします。

○関会長

ご苦労さまでございます。Ｆ委員さんも医療のお話をしていただきたいと思います。

○Ｆ委員

医療につきましては、「地域医療充実プロジェクト」で取組を進めていただいておりま

すけれども、確かに医師や看護職などの医療従事者は少のうございます。しかし、急に増

えるわけではありませんので、これからは市町村を単位に地域包括ケアシステムというも

のをきちっと確立し、先ほどＢ委員さんもおっしゃったように、医療だけではなく、市町

村の単位のコミュニティの中で元気な人が虚弱の人たちを助けていくような取組が非常に

大事になってくると思います。医者がいればそこですべてが万事整うかというと、決して

そうではなくて、在宅医療というものも非常に大事になってまいります。また、訪問看護

ステーションや複合型サービスといった、様々なサービスがこれから出てまいりますので、

それらを市町村単位のコミュニティに入れながら、地域医療をどのようにしていくのか、

44市町村あれば44通りの医療のあり方はきっとあると思うのです。そのモデル事業も、去
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年、茨城県では全国で一番多い４つの医療機関がプロジェクトを組んで、今盛んに地域医

療の方をどのように充実させていったらいいのかということをやっております。今年は９

つの医療圏で取り組むということですので、最初に策定した計画を少しずつより進歩をさ

せてきているので、そういう中で元気な人たちも含めて、みんなで優しいまちづくりをど

うするかという中に医療も入り、予防的な部分なども加えてというような考え方を少し入

れていかなければ、縦割りになってしまうと思います。県民にはいろいろな方々もいらっ

しゃる、そういう人たちとどのようにやっていくのかということも少し考えながら、これ

から計画を立てて、また進捗状況を見ていかなければと思っています。

○関会長

ありがとうございます。

蓮見副会長さんはつくばに何年おりましたか。

○蓮見副会長

21年です。

○関会長

Ｂ委員さんは。

○Ｂ委員

30年です。

○関会長

できましたら茨城県内とつくばとの違いをどのように見ておられるか、ご意見をお願い

します。

○Ｂ委員

つくばには、大学病院やメディカルセンターのほか、いろいろな病院がありまして、し

かも公共交通は県内の市町村に比べるとまだいいので、非常に恵まれていると思います。

新住民がそういうことを自覚しているかどうかは分からないですが、やはり新しい方は東

京というのが頭の中にありますので、そういう観点から不平不満を持っておられる方が多

いのだろうと思いますけれども、客観的に見ると大変恵まれているところだと思います。

このように恵まれているのは、国や県の政策の蓄積の賜物だと思うのですけれども、そ

れをどう実施可能な形で県内各地区に展開していくかということが実は問われていまして、

その時に先ほど総合性ということを申し上げましたけれども、交通との関係や、地域全体

でサポートする、最近よくレジリアント、強靭な国土というのですけれども、レジリアン

トという言葉が最初に使われたのが、精神分野のところで、それまでは薬で治すというこ

とだったのですけれども、人間関係の柔らかいネットワークを普段から患者さんとケアを

する方々、あるいは地域との間で構築しておいて、それでもって、何か特に統合失調症等

の方が突発事象を起こされた時に、その柔らかいネットワークで優しく受けとめるという

ことが医学分野で、最初にレジリアントという言葉が使われたそうなのです。そのような

システムをいろいろな特区でどう作り上げていくかが、これからは問われると思います。

つくばスタイルというのは、なかなかいいのですけれども、難しいということもありま

すので、その辺どう考えていくのだろうかと思います。
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○関会長

ありがとうございます。

○蓮見副会長

Ｅ委員さんとＦ委員さんのご意見を聞きながら、また北海道の話をしますけれども、北

海道には550万人が住んでいるのです。そのうち札幌市で193万人。札幌市以外の人口が徐々

に減り、2030年には100万人減るといわれています。すさまじい状態となり、暮らせなくな

った人は、仕方なく楽に暮らせる大都市・札幌に流れてきますので、札幌市の人口があと

２年くらいは増えるといった感じなのです。それに伴って、医療も超過疎化しているとこ

ろでは医者や看護師さんもやっていけないので、病院はなくなり、歯医者さんもいなくな

ります。過疎地域に残された人はどうするかというと、あとは遠隔医療に頼るしかない。

少なくとも生きているか死んでいるかの情報だけでも把握していくシステムをどうつくる

かということで、私の大学でもマイクロソフトなどの企業と共同して、見守りシステムを

開発しているのですけれども、そういう中でも、やはり、高齢になると認知症が出てくる

し、本当にパソコンで把握できるのかというところもあるのです。また都市の過疎という

のも本当に地域の過疎より実は厳しいものがあります。コミュニティがほとんど形成され

ないので、集合住宅に住む人は本当に孤立して住んでいるのです、“おひとりさま”と呼

ばれるような人たちをどう見守るかというのが本当に難しい。ＣＯＣプロジェクトでは、

５カ年をかけて、文科省からの補助金をいかして地域社会のしくみづくりを推進していく

のですけれども、Ｅ委員さんがいろいろご指摘されたように、コミュニティ力を高めてい

くしかない、と思っています。状況はどんどん悪くなってくるので、どう食い止めるかと

いうことがまず大事です。それでも何とかやっていける構造を私たちは知恵を絞ってつく

らなければいけない、それをつくることを今からやっていきましょうということで必死に

やっているのです。先駆的な日本に対し、韓国も急速に高齢化していきますし、中国も一

子政策により高齢化が顕著となります。台湾も世界一出生率が低いなど、高齢化はまさに

アジア民族共通の課題なのです。この辺をどのように解決していくかというのが先ほどの

健康を支えるではないですけれども、そのようなシステムを、バランスというものを、今、

集中的に考えて対策をつくっていかなければいけないと思うのです。医師が少ないから増

やす、ということも大事だけれども、それ以上に少ないパイの中でどのように仕組みをつ

くっていくかが重要だと思うのです。どこが一番賢いやり方を先取りしてやるかというこ

とがあるので、こういうのも茨城県の賢さを示す一つのテーマになるのではないかと思う

のです。

○関会長

ありがとうございました。

それでは、Ｇ委員さんの話を伺って、部長にまとめていただいて終わりということにさ

せていただきます。

○Ｇ委員

皆さんの立派なご提案の中、大変申しわけないのですが、今朝の新聞に茨城県の科学、

歴史、自然、農業などが書いてありまして、その魅力をつなぐものが観光であるというこ



－ 25－

とから考えていくと、その観光で最も茨城県に求められるのは交通安全ではないかと実は

思ったのです。

茨城県に来ると非常に運転は怖いし、暴走族が多いという話がありまして、去年の死亡

事故は本当に少なかったのですが、今年は多くて、特に高齢者の死亡事故が去年をはるか

に上回っている状況にありまして、私どももたくさんの活動をさせていただいております

が、これという決め手がないのです。

それで、先ほど公共交通機関の充実というご意見がありましたが、病院に行くにしても

家族で連れていかなければならないし、歩けないから車に乗るという人もいるのですが、

そういうことを含めて、市町村との連携の中で県はどのように公共交通機関へ支援をして

いるのか、今後、私はそういうことも大事ではないかと思いましたので、ぜひ、今年は去

年よりも死亡事故も少なくしていきたいという思いで、本当に様々な取組をさせていただ

いておりますが、そういうことも含めて、県の方でもお力添えをいただけたらと思い、意

見を述べさせていただきました。

○関会長 ありがとうございます。

それでは、申し上げましたように、企画部長さんのごあいさつで終了したいと思います。

○小松原企画部長

ありがとうございます。本当にいろいろなご意見をたくさんいただきましてありがとう

ございます。

最後に公共交通のことを申し上げますと、やはり公共交通というのは、県ばかりではな

く地域みんなでつくって盛り上げていくことが重要だと思うのです。県で公共交通活性化

指針をつくって、その中で公共交通の活性化推進会議なども全体で、事業者もそうですけ

れども、県民の皆様入ってやっていますので、その中でどんなものができるか、さらに勉

強しながら検討していきます。

最後になりますけれども、蓮見副会長からご意見のありました、今後の地域コミュニテ

ィのあり方も含めて、人口超減少の時代が必ず来ますので、その中でどのような仕組みを

つくっていくのかというのが、これが非常に大きな命題だと思います。その中には、医療

の関係もありますし、また、今おっしゃった公共交通、いわゆるいろいろな高齢化が進ん

でまいりますから、それをどうしていくのかという話もありますし、また働く場の確保、

こういうものもあるのだと思うのですね。こういうものについて、今後の多分現計画の中

ではこの計画で進んでいますので、この進捗を今後の進行管理させていただきたいと思い

ますけれども、28年度以降の次期計画の中で非常に大きなテーマになってくると思います

ので、それに向けて来年度から検討に入る段階でありますので、よく頭に置きながら、勉

強また政策化につなげていきたいと思っています。本日は誠にありがとうございました。

○関会長

ありがとうございました。冒頭の知事さんの話にもございましたけれども、一生懸命に

努力をされている姿、十二分に分かります。県の皆さんもそうでありますが、結局は県民

の我々がしっかりしなければならないということだろうと思いますので、何とぞ皆様方の

ご支援、ご協力を頂戴しながら、茨城県が栄えていくことを心から念じます。
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本日は長時間にわたりありがとうございます。御礼を申し上げます。ありがとうござい

ます。

○桐原参事兼企画課長

委員の皆様方には、時間を大分オーバーするまで熱心にご審議いただきまして誠にあり

がとうございます。皆様の任期は12月14日までということでお願いしてございます。そう

いう意味では、本日が任期中最後の審議会でございます。委員の皆様方には震災を踏まえ

た形で総合計画の改定に携わっていただきました。また、進行管理につきましも２度のご

審議いただき、貴重なご意見ご指導を賜りました。厚くお礼を申し上げる次第でございま

す。今後とも県政の推進に向け、ご支援、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げる

次第でございます。

それでは、以上をもちまして本日の総合計画審議会を閉会とさせていただきます。どう

もありがとうございました。

午前11時52分閉会


