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東日本大震災からの復旧・復興 (2) 人が輝くいばらきづくり

1 被災住宅復興支援事業 ( 土 木 部 ) 28 (拡) 学びの広場サポートプラン事業 ( 教 育 庁 )
2 中小企業融資資金貸付金等 (商工労働部) 29 (拡) 少人数教育充実プラン推進事業 ( 教 育 庁 )
3 地域農業経営再開復興支援事業 (農林水産部) 30 (拡) 小学校理科教育推進事業 ( 教 育 庁 )
4 中小企業等グループ施設等災害復旧事業 (商工労働部) 31 (新) 中学校理科新教材開発事業 ( 教 育 庁 )
5 再生可能エネルギー導入促進事業 (生活環境部) 32 (拡) 国際社会で活躍できる人材育成事業 ( 教 育 庁 )
6 防災情報ネットワークシステム再整備事業 (生活環境部) 33 (新) 元気いばらき選手育成強化事業 ( 教 育 庁 )
7 復興キャンペーン等開催事業 (商工・農林) 34 (新) 食育推進サポート事業 ( 教 育 庁 )
8 テレビ情報発信強化事業 ( 直 轄 ) 35 (新) 第３８回全国高等学校総合文化祭茨城大会推進事業 ( 教 育 庁 )
9 いばらき文化芸術創造・発信事業 (生活環境部) 36 (新) 医療的ケア教員研修事業 ( 教 育 庁 )

10 県北地域活性化推進事業 ( 企 画 部 ) 37 (新) 地域との連携による学校の防災力強化推進事業 ( 教 育 庁 )

生活大県づくりの推進
(1) 住みよいいばらきづくり (3) 活力あるいばらきづくり

11 (新) 地域医療支援センター設置事業 (保健福祉部) 38 (新) 生活自立支援ロボット技術実用化研究促進事業 ( 企 画 部 )
12 (拡) 地域医療医師修学資金貸与事業 (保健福祉部) 39 (新) いばらき医工連携推進事業 ( 企 画 部 )
13 (拡) 救命救急センター整備事業 (保健福祉部) 40 (拡) 成長産業振興プロジェクト事業 (商工労働部)
14 (新) 救急医療機能高度化促進事業 (保健福祉部) 41 (新) 新規就農総合支援事業 (農林水産部)
15 (新) 鹿行地域小児救急等医療体制強化関連事業 (保健福祉部) 42 (新) 戸別所得補償経営安定推進事業 (農林水産部)
16 (新) がん診療連携拠点病院整備事業 ( 病 院 局 ) 43 (拡) ６次産業化推進支援事業 (農林水産部)
17 (新) 看護関係施設・設備整備促進事業 (保健福祉部) 44 (拡) 園芸産地力強化支援事業 (農林水産部)
18 安心こども支援事業 (保健福祉部) 45 (拡) 空港就航対策利用促進事業 ( 企 画 部 )
19 (拡) 地域支え合い体制づくり支援事業 (保健福祉部) 46 (拡) 外国人観光客誘客促進事業 (商工労働部)
20 (新) 障害者権利擁護対策推進事業 (保健福祉部) 47 (新) いばらきインターネットテレビ事業 ( 直 轄 )
21 自殺対策緊急強化事業 (保健福祉部)
22 安心安全な生活道路整備事業 ( 土 木 部 )
23 二酸化炭素削減拡大プロジェクト事業 (生活環境部)
24 (拡) 森林機能緊急回復整備事業 (農林水産部)
25 (新) 霞ケ浦直接浄化対策検証事業 (生活環境部)
26 (拡) 広域バス路線活性化モデル事業 ( 企 画 部 )
27 (拡) 新しい公共支援事業 (生活環境部)
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被災住宅復興支援事業
土木部都市局住宅課
企画調整Ｇ(内線４７５４)

○利子補給対象者

東日本大震災により大規模半壊以下の判定を受けた自己居住用住
宅の補修等のため金融機関から資金融資を受けた方
(市町村を経由して支援)
(被災者生活再建支援制度による支援金上限額(300万円)の適用がある場合を除く)

( )

○利子補給期間：５年間

( )

○利子補給率：利子１％に相当する額

(住宅金融支援機構の災害復興住宅融資を受けている場合，実質無利子化)

( )

○利子補給対象融資限度額：６，４００千円

(住宅に被害がなく，宅地のみの復旧工事を実施する場合は，３，９００千円)
(住宅と宅地の復旧工事を実施する場合は，１０，３００千円)

( )

○利子補給額（５年間）：最大２８５千円程度

(住宅と宅地の復旧工事を実施する場合，最大４５８千円程度)

市
町
村

被
災
者

県

①申請

②補助申請

③交付決定④補給決定

申請フロー

市町村が実施する被災住宅復旧のための利子補給事業に対し支援します。

Ｈ２４予算額 ３９６，４８９千円

事業の概要

復旧前 復旧後

・被災者が民間金融機関等からの借入金を利用して自己居住用住宅の補修等を行う場合の負担軽減を図ります。
（市町村が被災者に対し利子補給をする場合に当該利子補給の１％相当分を補助します。）

・地盤改良等の液状化対策工事や擁壁復旧工事等の宅地復旧工事を実施する場合にも，当該利子補給の１％相当分を補助します。

⑤請求

⑥補給 ⑦実績報告

⑧補助
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［新規融資枠］480億円（予算額160億円）

［融資対象］ 直接被害，間接・風評被害

［融資限度額］設備，運転，併用 各８，０００万円

［融資期間］ １０年以内（据置２年又は３年以内）

［融資利率］ 年１.２％～１.５％

［保証料率］ 0.7％ ※間接被害の一部は0.45～1.9%

中小企業融資資金貸付金／東日本大震災復興緊急融資利子補給事業／中小企業信用保証料助成

商工労働部産業政策課

金融Ｇ（内線３５２９）

東日本大震災復興緊急融資

［助成率］ ①直接被害 ：１００％を県補助

②間接・風評被害： ５０％を県補助

保証料助成（東日本大震災復興緊急融資分）

○ 中小企業融資資金貸付金 Ｈ２４予算額 １，００５億円 （融資枠 ４,３３３億円）

※ うち東日本大震災復興緊急融資分（新規融資枠） 予算額 １６０億円 （融資枠 ４８０億円）

円高対応枠（新規融資枠） 予算額 １４億円 （融資枠 １００億円）

○ 東日本大震災復興緊急融資利子補給事業 Ｈ２４予算額 １．９億円 （新規融資分）

○ 中小企業信用保証料助成 Ｈ２４予算額 ４ 億円 （新規融資分）

平成24年度継続実施被災した中小企業の資金繰り支援・返済負担の軽減

［補給率］①直接被害 ：10／10 （全壊），１／２（その他）

②間接・風評被害：１／３

利子補給事業（３年間）

被災した中小企業の資金需要に対応するため，東日本大震災復興緊急融資について，引き続き480億円の融資枠を確保するとともに、

利子補給や保証料助成による返済負担の軽減措置を実施します。

さらに，急激な円高により厳しい経営を強いられている企業の資金繰りを支援するために、従来のセーフティネット融資より融資利率を

０．２％引き下げた円高対応枠を新たに設けます。

平成24年度新規実施円高により影響を受けている企業の資金繰り支援

セーフティネット融資(円高対応枠)

［新規融資枠］100億円（予算額14億円）

［融資対象］ 円高により売上高が３月間で対前年比10％減少
（１か月実績・２か月見込み）

［融資限度額］運転５，０００万円

［融資期間］ 7年以内（据置２年以内）

［融資利率］ 年１.４％～１.６％
（従来のセーフティネット融資より０．２％低減）

［保証料率］ 0.９％ ※１割を県が補助
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経営再開マスタープラン策定支援(8,900千円)

＜支援内容＞
地域農業の復興に向けて，集落での徹底した話し合いをもとに，

①地域の中心となる経営体（個人，法人，集落営農）

②農地利用のあり方

③復興後の地域農業のあり方

などを明らかにした「経営再開マスタープラン」

を策定する市町村を支援

※プラン作りには，概ね3割以上の女性の

参加が必要

＜支援金＞ １市町村当たり１４０万円(標準)

被災農業者経営能力向上支援(7,200千円)

＜助成内容＞

経営再開マスタープランに位置づけられた地域の中心となる被災

農業者が，営農再開のために必要な研修等を受講した場合に助成

※研修等の例

経営研修（簿記など），労務管理研修，ＧＡＰ研修，経営診断，
アグリビジネス研修，機械技術習得 等

＜助成金＞ １研修当たり（上限）３万円

被災地域農地集積支援金(43,200千円)

＜支援内容＞
経営再開マスタープランを策定した集落において，

①農地を所有する離農者

②農地の相続人

③米・麦等の土地利用型作物の栽培をやめて，施設園芸等の栽

培のみに取り組む者

④上記①及び②の者に農地を貸付けていた農地所有者で，貸付

けていた農地が津波により被害を受けた者

が，農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人に，農地の

貸付け（農作業委託も含む）を１０年以上委任（白紙委任）した

場合に,支援金を交付

※農用地区域内の農地に限る

※白紙委任とは，農地の貸付け先の相手を指定しない委任契約

ただし，６年以上の農地利用権設定や農作業委託契約締結が必要

＜支援金＞ １０a当たり３万円

地域農業経営再開復興支援事業
農林水産部農業経営課
構造改善Ｇ(内線３８３１)Ｈ２４予算額 ５９，３００千円

東日本大震災により農地に津波の被害を受けた市町村における経営再開マスタープランの策定やプランの実現に向け農地集積等に必要な
取組を支援します。 ※対象：農地に津波被害を受けた市町村（国指定）
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補助 

 

 

 

 
【事業概要】 

 ○対象者：復興事業計画の認定を受けた中小企業等で構成されるグループ 

 ○対象施設：生産施設･加工施設･その他復興事業計画の実施に不可欠な施設 

 ○要 件：Ⅰ グループの機能の重要性（以下のいずれか） 

        ①一定の地域において，経済・社会的に基幹となる産業群であり地域の 

復興・雇用維持に不可欠であること 

         ②事業規模・雇用規模が大きく，経済・雇用への貢献度が高いこと 

         ③地域コミュニティの維持に不可欠な商業機能を担っていること 

         ④当該グループ外の企業や地域産業にとって重要な役割を果たしている 

こと 

Ⅱ グループの構成員に甚大な被害が生じており，かつ売上の 

著しい低下等が生じていること 

 ○補助率：被害を受けた施設等の復旧に要する経費の３／４を補助 

（国１／２，県１／４） 

○復興事業計画の内容※復興事業計画の認定は，県審査会にて内容審査のうえ行う。 

・各構成員の事業概要，各構成員間の関係，施設等の被害状況を記載 

・グループが地域で果たしている機能を記載 

 

              

 被災地域の中小企業等のグループが復興事業計画を作成し，地域経済・雇用に重要な役割を果たすものとして，県から認定を受

けた場合に，施設等の復旧・整備に必要な費用の一部を補助し，被災地域及び県内産業の復旧・復興を促進します。 

 

 

                 
   

 

 

 

中小企業等グループ施設等災害復旧事業 

被災した中小企業等グループ 

復興事業計画 

作成 

施設等の復旧 

 被災地域及び県内産業 

の復旧・復興を促進 

県審査会による審査 

Ｈ２４予算額 ７，４８５，０００千円 
商工労働部中小企業課 

経営支援室（内線３５５２） 
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Ｈ２４予算額 ４，０１２，０００千円

再生可能エネルギー導入促進事業

東日本大震災や原子力発電所事故を踏まえ，災害に強い自立･分散型エネルギーの重要性が高まっています。
地域グリーンニューディール基金を活用し，避難所や行政庁舎など，災害時の防災拠点となる公共施設や民間施設に
再生可能エネルギーや蓄電池を集中的に導入し，災害に強く環境にやさしい地域づくりを推進します。

【事業概要】

◆防災拠点等再生可能エネルギー導入調査事業【H24予算額：10百万円】
〈事業概要〉 本基金事業に係る詳細計画の検討･評価に係る外部委員会の運営等

H24予算額
（百万円）

事業内容 導入施設の例

県有施設再生可能エネルギー
導入促進事業

2,127 災害時の防災拠点に再生可能エネルギー
発電設備及び蓄電池を率先的に導入 行政庁舎（災害対策本部等），警察・

消防庁舎，指定避難所（学校等），上
下水道施設 等

市町村再生可能エネルギー
導入促進事業

1,750 市町村等が実施する上記導入事業に対する
事業費補助 （県→ 市町村・民間）

〈補助率〉 市町村 ： 10/10
民間 ： 1/2（1/3）

民間施設再生可能エネルギー
導入促進事業

125 病院，指定避難所（学校等），福祉避
難所，災害時協力民間施設 等

地域グリーンニューディール基金について
東日本大震災や原子力発電所事故を踏まえ，災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを推進するため，

国は，被災県等を対象に総額840億円規模の補助事業（基金）を創設。（H23第３次補正予算）

○補助対象事業：
災害時防災拠点における再生可能エネルギー及び蓄電池の導入

○対象地域：
青森県，岩手県，宮城県，仙台市 ＊本県における想定事業規模（５年間） （億円）
秋田県，山形県，福島県，茨城県

○事業期間：
平成23年度～27年度（５年間）

○本県交付額：
約７５億円

県有施設 市町村施設 民間施設 計

３５ ３５ ５ ７５

生活環境部 環境政策課
地球温暖化対策室(内線２９３８）
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Ｈ２４予算額 １７，３６７千円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 運用開始後１２年が経過し，老朽化による障害等の発生頻度が増加 

２ 予備品（部品）が既に部品供給途絶（業者所蔵年限は最長10年程度） 

３ 障害発生期間の長期化 

(１) 県庁衛星放送設備の故障 → 約８０日間 全不通 

(２) 県西地区の地上無線設備の故障 → 約３０日間 全不通 

生活環境部消防防災課 

防災Ｇ（内線２８８９） 

防災情報ネットワークシステム再整備事業 

東日本大震災を踏まえた防災情報ネットワークシステムの再整備に係る基本構想を策定します。 

既設防災情報ネットワークシステム設備の現状 
 

１ 既存システムの活用状況分析 

２ 災害時における情報通信のあり方 

３ 震災を踏まえた既存システムの課題整理 

４ 今後のネットワークインフラの検討 など 

事業の内容 

 

○ 大規模災害時等における県と市町村等間の通

信確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県と市町村等関係機関との情報共有の実現 

○ 県が担う災害対策，応急復旧対策を効率的

に実施可能  

事業の効果 

○ 県の防災体制の強化  

＜再構築後の新県防災情報ネットワークシステム構成図（案） 
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復興キャンペーン等開催事業

【交通広告】

１ 期間 平成２４年７月上旬～中旬（予定）
２ 内容

○トレインチャンネル（15秒動画CM）
・山手線，京浜東北線等の車両に設置されたモニター
において観光ＣＭを放映

○ポスター駅集中貼り
・東京駅及び上野駅において，一定時期に集中してポ
スターを掲出（ポスタージャック）

【誘客イベント】
１ 期間 平成２４年７月上旬（予定）
２ 内容
○サーフィン及びグルメイベントの開催
・プロサーファーによるエキシビジョンマッチ
・海産物やご当地グルメを集めた屋台村 等

商工労働部 観光物産課
宣伝誘致Ｇ（内線３６２１）

農林水産部 農業政策課
戦略推進Ｇ（内線３８２８）Ｈ２４予算額 ５３，６９６千円

東日本大震災からの復興及び風評被害の払拭を図るため，観光地の魅力や県内各地の美味しい産品など，

元気な“いばらきの姿”を積極的にＰＲするとともに，誘客イベントを開催します。

○観光復興キャンペーン事業（３３，６９６千円）

１ 時期 平成２４年１０月の土日（２日間）
２ 場所 笠間芸術の森公園（笠間市）
３ 内容
・農林水産物（生鮮品・加工品）や県産品を用いたグルメ
の販売
・科学技術の紹介，国際交流コーナー
・ステージイベント
・北関東３県による連携企画 等

○（仮称）復興県民まつり開催事業（２０，０００千円）
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テレビ情報発信強化事業

１ 首都圏ネットのテレビを活用
したＰＲ（１２０，０００千円）

在京キー局を活用し，観光地や
特産品など本県の魅力を放送し，
首都圏での露出を図る。
・放送回数 週１回以上
・放送内容 観光情報

特産品等
※ インターネット等での２次

利用を展開

２ 関東ローカル（３０，０００千円）
関東ローカル局を活用し，季節等を考慮し，
集中的に情報発信を行う。

・放送局 テレビ埼玉，千葉テレビ
とちぎテレビ等

・放送内容 観光情報等

３ タイアップ方式（５０，０００千円）
情報番組等とタイアップすることでテレビを
活用した効果的・効率的な情報発信を行う。

・放送回数 ２５回程度
・放送内容 観光情報等

知事公室広報広聴課
広報戦略室（内線２１２２）

Ｈ２４予算額 ２００,０００千円

在京キー局に加え，関東ローカル局の活用や情報番組等とのタイアップによるＰＲを展開し，
テレビでの露出を拡大することで，風評被害の払拭及びイメージアップを図ります。

制作映像
を活用
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Ｈ２４予算額：３２，２９０千円 

 
東日本大震災により停滞を余儀なくされた県民の文化芸術活動を促進するとともに，心の復興を図るため，県民文化センター大ホールの 

再開を契機に，本県にゆかりのある演奏家によるコンサートや海外オペラの公演等を開催します。 

 

【主な事業内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境部 生活文化課 

文化振興Ｇ（内線２８２２） 

 

○ 県民文化センター大ホール再開記念コンサート 

大ホールの再開を記念し，本県ゆかりの演奏家や子どもたちによる合唱等の 

コンサートを開催する。 

○ 日露交歓コンサート 

世界中で活躍するロシアの国際的音楽家を招聘し，コンサートや学生等との 

交歓を図るイベントを開催する。 

○ 海外オペラ公演 

本格的で質の高い海外アーティストによるオペラ公演を開催する。 

○ 水戸室内管弦楽団との連携 

平成２６年度に本県で開催する全国高等学校総合文化祭に向け，県内の中高 

校生を対象とした水戸室内管弦楽団のメンバーによるクリニックを開催する。 

いばらき文化芸術創造・発信事業 
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県北地域活性化推進事業 
Ｈ２４予算額 ２６，８７７千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業内容】 

１ ＳＬ運行 （１５，８１７千円 復興基金を活用） 

○沿線市町やＪＲ等と連携してＳＬを運行し、沿線地域の活

性化を図る 

・運行区間：水戸駅～常陸大子駅 １日１往復（予定） 

・運行期間：平成24年11月下旬頃３日間（予定） 

・運行車両：Ｃ１１型蒸気機関車(真岡鐵道から借用)（予定） 

 

２ ＳＬ運行関連セレモニー等 

 （１１，０６０千円 緊急雇用基金を活用） 
○沿線市町やＪＲ等と連携し、ＳＬ運行にあわせたＰＲや 

セレモニーを実施する 

・内  容：事前ＰＲ（ポスター・チラシ等の作成） 

関連セレモニー 
（出発式，歓迎セレモニー、車内イベント等） 

フォローアップ調査 等 

企画部企画課 
交通対策室（内線２５３５） 

東日本大震災の影響により観光客数が落ち込んでいる県北山間地域への誘客を促進するため，県・沿線

市町・ＪＲ等が連携して，水郡線において１４年ぶりにＳＬを運行することにより，地域の復興のシンボ

ルとし，沿線地域の活性化と水郡線の知名度向上を目指します。 

茨城県水郡線 
利用促進会議 

 

ＪＲ 

ＳＬの運行 

グリーンふる

さと振興機構 

周遊ﾊﾞｽ・沿線

ﾂｱｰ等の実施 

企画会社 

広報ＰＲ 

関連ｾﾚﾓﾆｰ 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査 

市町村 

沿線地域イベ

ント開催 

運行時警備 

地域住民 

観光客へのお

もてなし 

イベント参加 

真岡鐵道 

ＳＬ貸出し 

運行協力 

 

県 
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 医師確保対策室（内線３１５３）

 地域医療支援センターを設置し，医師修学資金や県地域枠の卒業医師をはじめとする若手医師が夢や希望を
　持って安心して地域医療に従事することができるようキャリア形成を支援します。

【主な取組内容】
キャリアパスの作成・提示，医師の派遣調整，専門医・認定医の資格取得支援，

地域医療に従事する期間後（義務明け後）のキャリア形成のための相談支援

【地域医療支援センターのイメージ】

地域枠 修学生 自治卒医
初期・後期

研修医 医　師

　　　 ＜医師不足地域の医療機関＞

　　   　＜地域の中核的病院＞ 　　　　　　＋

【組織】
□センター長：保健福祉部長
□医師３名，専従事務職員３名
□その他，サポートスタッフ医師等を委嘱
【運営】

　 　　　　＜大学附属病院＞ 　運営委員会（県内医療機関）にて運営
全般や派遣調整方針の協議を行う。

 保健福祉部医療対策課

地域枠等医師のキャリア形成支援

研修体制の整備

Ｈ２４予算額  ５９，８６４千円

情報交換会の開催

共同研修プログラムの整備，医療技術研修会・症例検討会の開催，有名指導医の現場指導の実施

卒業医師や修学生を対象にした情報交換会や病院見学会の開催

【全体調整・意見聴取】
県地域医療対策協議会

県内医療機関

筑波大学
【新規設置】

地域医療支援センター

地域医療関係者との意見調整

総合相談窓口の設置と情報発信 地域医療支援センターの運営，ＨＰの運用，機関誌の発行，高校生医学セミナーの実施

県医師会，県内の医療機関，筑波大学などの地域医療関係者との意見調整

地域医療支援センター設置事業（新規）

医師派遣

ローテーション

ターゲット

連携・協力キャリア形成支援
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地域医療医師修学資金貸与事業
Ｈ２４予算額 １０９，８００千円 保健福祉部医療対策課

医師確保対策室（内線３１５３）

＜平成２４年度 地域枠入学定員＞
筑波大学 １１名
東京医科歯科大学 ２名
東京医科大学 ８名
杏林大学 ２名
日本医科大学 ２名

合 計 ２５名

＜貸与額＞
月額１５万円
・年間１８０万円
・在学中（６年間）貸与
↓

返還免除要件
大学卒業後、医師不足地域の医療機関等で９年間勤務

① 医師不足地域の医療機関
（網掛けの市町村の地域）

※ ９年間のうち、２分の１
以上の期間は、医師不足
地域の医療機関で勤務

② 医師不足地域以外の地域で
中核的な役割を担う医療機関

卒業後、医師不足地域の
医療機関等で９年間勤務

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

5名 15名 20名 25名

勤務する医療機関

（参考）地域枠入学定員の推移

将来、医師不足地域におけ
る医療機関等において医師
の業務に従事しようという
意思のもと、茨城県地域枠
により医学部に入学した者

修学資金対象者

本県の地域医療を担う医師を養成するため、５つの医科大学の入学定員の中に選抜枠「茨城県地域枠」を設置し、将来、県内
の医師不足地域などで働く強い意欲と熱意を持った人材の育成を進めます。
地域枠により入学した者に対し、在学中（６年間）毎月、地域医療医師修学資金を貸与します。
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北茨城市

つくば市

ひたちなか市

龍ケ崎市

阿見町

河内町

五霞町境町

東海村

かすみが う ら 市

茨城町
大洗町

土浦市

結城市

美浦村

常陸大宮市

八千代町

水戸市

石岡市

坂東市

牛久市

笠間市

古河市

筑西市

下妻市

高萩市

取手市

常陸太田市

日立市

常総市

潮来市

鹿嶋市

稲敷市

神栖市

鉾田市

利根町

大子町

つくばみらい市

那珂市

行方市

桜川市

小美玉市

城里町

守谷市

茨城県第三次救急 
医療体制整備構想 

《凡例》 
救命救急センター 
地域救命センター 
救命センター候補病院 重症患者 

救命救急センター整備事業 

 
Ｈ２４予算額 ９３７，９８５千円 

 

 日製日立総合病院の救命救急センター棟の建設にあたり，施設･設備の整備を助成し，県北地域（日立保健医療圏）

の救急医療体制の充実を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉部 医療対策課 

医療整備Ｇ（内線３１８５） 

課 題 

救命救急センターの地域偏在 

     水戸医療センター(茨城町)，筑波メディカルセンター病院(つくば市)， 

土浦協同病院(土浦市)，茨城西南医療センター病院(境町) 

 ⇒ 地域によっては，迅速な救命処置が受けられない 

対応策 

医療圏ごとの救命救急センターの設置を目指す（H16～） 

①H18～：なめがた地域総合病院 地域救命センター【鹿行保健医療圏】 
②H22～：水戸済生会総合病院 救命救急センター【常陸太田・ひたちなか医療圏】  
③H24～：日製日立総合病院 救命救急センター【日立保健医療圏】 

 
事業内容 

○日製日立総合病院の救命救急センター棟の施設・設備整備への助成 

 

  ○日製日立総合病院の救命救急センター棟建設計画の概要 

   ・鉄筋コンクリート造(耐震構造)，地上 6 階建 

   ・救命救急センター機能：ICU１６床(新設)  
   ・周産期母子医療センター機能：MFICU６床(新設) 

   ・スケジュール：H23.7 建設着工 H24.10 竣工，診療開始 
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○ 救命救急センターの未設置
○ 脳血管疾患に対する迅速な治療体制の未整備

○ 重症患者に対する病床不足による救急搬送受入困難
○ 病院に救急搬送される前の救急医療体制の構築 など

救急医療機能高度化促進事業（新規）

事業内容

地
域
の
課
題

課
題
解
決
策

H２４予算額 ２６８，０６３千円
保健福祉部医療対策課
医療整備G（内線３１８４）

各地域が抱える救急医療の課題を解決するため，当該地域の中心となる医療機関が行う，課題解決のための
各事業に対して補助することで，救急医療の機能の高度化及び県内全体の救急医療体制の充実を図ります。

検査体制の強化と
三次救急との連携

ドクターヘリの活用と
脳卒中センターの整備

ドクターカーの整備

ＣＣＵ等の整備

ＨＣＵ等の整備

補助率

96,127千円

事業内容

ドクターヘリの活用と

脳卒中センターの整備

検査体制の強化と

三次救急との連携

事業費

63,000千円

69,000千円

115,000千円

268,063千円

ドクターカーの整備 9,000千円 4,500千円

補助額

ＨＣＵ（集中治療室）等の整備 230,000千円

ＣＣＵ（心疾患系の集中治療室）

等の整備
138,000千円

1/2

31,500千円

48,063千円

合計 536,127千円
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鹿行地域小児救急等医療体制強化関連事業（新規） 

Ｈ２４予算額 ３７，９０３千円 

 

 

 鹿行南部地域の小児救急医療体制及び二次救急医療体制の充実を図ります。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●小山記念病院 

●白十字総合病院 

●神栖済生会病院 

●鹿島労災病院 

■土 

■旭中央病院 

●なめがた地域総合病院 

保健福祉部 医療対策課 

医療整備Ｇ（内線３１８５） 

現状・課題 

○ 鹿行南部地域（鹿嶋市・神栖市・潮来市）では，救命救急センターや

小児二次救急に対応できる病院が地域内・県内近隣にないこともあり，

県境を越え，千葉県の旭中央病院等に救急搬送される事例が多い。 
 
 ・小児救急医療体制は，輪番制や拠点病院により概ね県内全域がカバー

されているが，鹿行南部地域は未整備の状況。 
 ・鹿行地域は，県内においても医師不足が非常に顕著な地域。 

 

事業内容 

①小児救急医療体制の整備 （10,903千円） 

  新たに鹿行南部地域に小児救急医療体制を整備（神栖済生会病院）し，

地域３市とともに運営を支援する。【小児二次救急に対応】 

②二次救急病院の医師確保への支援 （24,000千円） 

 病院群輪番制による二次救急医療(小児を含む)を実施するために二次

救急病院が行う医師確保(非常勤医師)に係る経費に対して支援を行う。 
③広域連携の強化 （3,000千円） 

 千葉県の旭中央病院での研修事業を通じ，医療従事者同士の連携を図

り，県際地域における連携強化や役割分担を推進する。 
■：救命救急センター 

●：二次救急病院 

小児二次救急 
対応可能に! 

連携強化 

※全ての二次医療圏で小児

二次救急医療体制が整備 
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がん診療連携拠点病院整備事業(新規) 
Ｈ２４予算額  ７９８，７５０千円 

 

 

県立中央病院は，がん診療連携拠点病院としてさらなる診療機能の充実や地域連携の強化を図るため，化学療

法センターの増床や放射線画像診断ネットワークシステムの構築等を行い，県立病院の使命である政策医療の推

進と本県の医療水準の向上に貢献します。 

 

①化学療法センターの増床・拡充 

総合的がん治療を提供するがん診療連携拠点病院として，化学療法へのニーズの高まりに対応するため，治療用ベッドの増

床（20→35 床）等を行う。 

 

②放射線画像診断ネットワークシステムの構築 

連携医療機関に対して放射線画像の参照システムを提供し，各機関における診療活動への活用を図ることにより，地域医療

のさらなる連携を強化する。 

 

③Ｘ線ＣＴ装置等の放射線診療機器の更新 

Ｘ線ＣＴ装置及びアンギオ（血管造影）ＣＴシステムを更新する。 

病 院 局 経 営 管 理 課 

企画室 (内線６５１５) 
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・標本，模型及び教育用機械器具等の初度設備整備 20,001 千円(補助率 1/2) 

・校舎等の施設整備 521,216 千円(補助率 1/2) 
 

※土浦看護専門学校(仮称) 〔平成 25 年 4月開設予定〕ほか３施設 

看護関係施設・設備整備促進事業（新規） 

Ｈ２４予算額 ５４１，２１７千円 

 

看護師養成所の施設･設備整備を支援することにより，看護職員の養成促進を図ります。 

【現状・課題】 

○人口 10 万人あたりの看護職員数(平成 22年末) → 全国 1,089.2 人＞茨城県 914.7 人（全国第 42位） 

○看護職員需給見通し（平成 27 年末） → 需要数 30,044 人＞供給数 29,079 人（充足率 96.8%） 

 

【事業内容】 

○看護師養成所の新築，増改築及び改修に要する工事費や教育用備品の購入費に対し助成 
 
 

 

 

 

 

【効果】 県内の養成所定員の増 → 看護職員の供給数が増加 → 看護職員不足の解消に寄与 

保健福祉部医療対策課 

人材育成Ｇ(内線３１５１) 

看護職員の

養成確保が

急務 
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子どもを安心して育てることができる環境整備

安心こども支援事業

保育所整備等の推進により，保育サービスや地域における子育て支援の充実を図り，子どもを安心して育てることができる環境づくりを
支援します。

Ｈ２４予算額 ２，６７６，３６６千円

事業内容

民間保育所の新設，増改築整備への補助
補助率（県１／２），市町村１／４，事業者１／４

地域における子育て支援の中心となる子育て支
援のための拠点整備への補助
補助率（県１／２），市町村１／２

認定こども園への移行予定の私立幼稚園
耐震化への補助
補助率（県１／２）， 事業者１／２

幼稚園型，保育所型の事業費への補助
補助率（県３／４ ），市町村１／４

家庭的保育事業の実施場所の改修費補助
家庭的保育者（保育ママ）の研修費補助
補助率（県１／２ ），市町村１／２

保育の質の向上のための保育士等の研修に対
する補助
補助率（県１／２），市町村１／２

保健福祉部子ども家庭課
保育・母子福祉Ｇ（内線３２５０）

茨城県健やかこども基金を活用し，保育所緊急整備事業，子育て支援のための拠点施設整備事業や

認定こども園整備等事業などを実施します。

保育所緊急整備事業 子育て支援のための拠点施設整備事業 認定こども園整備等事業

家庭的保育改修等事業 保育向上研修事業
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地域支え合い体制づくり支援事業

Ｈ２４予算額　　６４４，３９８千円 保健福祉部長寿福祉課

長寿企画Ｇ（内線３３２６）

自治体，住民組織，NPO，福祉サービス事業者等との協働による，支え合い体制づくりの人材育成，地域ネットワーク整備，先進的な事業の立
ち上げ支援及び東日本大震災で被災した要援護者（高齢者・障害者等）の安心した日常生活のための事業に対して支援を行います。

（災害時における要援護者の避難誘導のため

の計画策定を支援）

安心な日常生活のための支援

・地域支え合いの仕組みづくり推進事業

・救急医療情報セット配布事業

・災害時要援護者対策に関する調査検討

事業 等

先進的な事業の立ち上げ支援

・生活介護支援サポーターの養成 等

支え合い活動の人材育成

・交流サロン等の整備

・地域包括支援センターの整備

等

地域活動の拠点整備地域の要援護者

健康づくり

生きがいづくり

地域の見守り力UP

ボランティアの活用県

市町村

個別計画作成

■民生委員

■自治会

■自主防災組織

補 助

災害時要援護者対策推進事

・保健師等の訪問健康相談

・仮設住宅入居者等の健康相談事業
被災者の安心

災害時の安心

災害時の円滑な避難誘導
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○ 県障害者権利擁護センターを設置
（茨城県手をつなぐ育成会に委託して相談員を配置）

・ 通報の受理
・ 支援に関する情報の提供
・ 関係機関との連携

○ “何人も障害者を虐待してはならない”という障害者虐待防止法の理念や，発見者には通報義務があること等を
広く県民に普及啓発して，虐待の防止と早期発見に努めます。

○ 平成24年10月の法施行に向けて，県障害者権利擁護センターを設置し，早期発見及び適切な対応ができる体制
の整備を進めます。

障害者権利擁護対策推進事業（新規）

保健福祉部障害福祉課
企画Ｇ（内線３３５７）

Ｈ２４予算額 ５，８６７千円

事
業
内
容

通報・相談窓口
の体制整備

対応する職員の
資質向上

関係機関
の連携強化

普及・啓発

○ 市町村や福祉施設の職員を対象に
虐待の防止と対応についての研修を実施
○ 虐待対応マニュアルを作成して配布

○ 県及び市町村の広報媒体を活用したＰＲ
○ 啓発パンフレットを作成して配布

○ 県，市町村，労働局，警察，弁護士，
福祉団体等による連絡会議を開催

障害者に対する虐待を防止するとともに，虐待が発生した際の早期発見，迅速な対応及び適切な支援を行う
体制を整備し，障害のある方々が安心して生活できる地域社会づくりを進めます。

虐待行為の種類

障害者に対する以下の行為

① 身体的虐待

② 性的虐待

③ 心理的虐待

④ 介護・世話の放棄・放任

⑤ 経済的虐待

発見者の通報義務

虐待を受けたと思われる障害者を
発見した人は，速やかに通報するこ
とが法律により義務づけられていま
す。
【通報先】
市町村障害者虐待防止センター

又は
県障害者権利擁護センター

≪参考≫

センターの業務
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自殺対策緊急強化事業
保健福祉部障害福祉課
精神保健G（内線３３６６）Ｈ２４予算額 １００，１７９千円

地域自殺対策緊急強化基金を活用し，被災者の心のケアを含め，相談支援体制の強化を図るとともに，周囲の悩み
を抱える方に気づき，適切に対応できる人材（ゲートキーパー）の養成や，県民総ぐるみによる普及啓発，さらに，市町
村及び自殺対策に取り組む民間団体への支援等を通じて，地域が一体となった自殺対策を積極的に推進します。

自

殺

対

策

の

推

進

相談支援体制
の強化

人 材 養 成

研究モデル事業

市町村，民間団
体への支援等

普 及 啓 発

○いばらきこころのホットラインの運営

○茨城いのちの電話相談に対する支援

○いばらきこころといのちのネットワーク事業

○うつ病対応力向上研修，認知行動療法研修

○ゲートキーパーの養成

○自殺対策シンポジウムの開催

○新聞広告，ラジオCM放送，駅貼広告

＊県民総ぐるみによる“つながる”“ささえる”
意識の向上（茨城いのちの絆キャンペーン実施）

○こころとからだをみる医療と看護の研究事業

（病院局予算計上）

○市町村サポート体制構築への支援及び市町村事業への補助

○自殺防止に取り組む民間団体の活動支援
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【安心安全な生活道路整備事業】

Ｈ２４予算額  　３，８２１，０９２千円 県道Ｇ（内線４４２２）

交通安全施設Ｇ（内線４４５３）

市町村道Ｇ（内線４４１９）
【安心安全な生活道路整備市町村補助】

 土木部道路建設課

 土木部道路建設課

　　　　  道路維持課

安心安全な生活道路整備事業

安全性の確保と利便性の向上を図るため，通学路などの日常生活に密接した道路への歩道設置を，少ない投資で短期間に効果が発揮できる
ように，重点的に実施します。

【事業概要】
■事業期間 平成２３年度から平成２５年度 （３年間）
■事業内容 緊急性が高い通学路及び交通危険箇所のうち，市町村の要望が強く，

用地の協力が得られる箇所を整備

◎安心安全な生活道路整備事業（県道事業：H24予算額 3,781,092千円）
■整備目標 通学路を重点的に整備し，２０ｋｍの歩道を設置

(参考)通学路となっている県管理国県道１，２００ｋｍの歩道設置率
６４％（H20末） → ６６％（H25末）
※地域事情等を勘案して１市町村 あたり１～２箇所程度を整備

■事 業 費 １２０億円

◎安心安全な生活道路整備市町村補助（Ｈ24予算額 40,000千円)
■整備目標 ２４箇所程度
■事 業 費 ５．２億円（うち県費補助額：１．２億円）

※県費補助率２３．３％≒事業費×０．７×１／３
■補助対象条件

・財政力指数が１．０未満の市町村

・全体事業費概ね３０百万円以上（但し、本工事費のみ補助対象とします）
・学校付近（概ね２ｋｍ）の通学路の歩道設置
・主要な市町村道の交通危険箇所等の整備

◆整備箇所イメージ

児童と車両が混在している通学路
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Ｈ２４予算額 １１４，４６２千円

●本県の温室効果ガス排出量(2008年度)は，基準年比で0.7%増加しており，さら

なる削減対策の強化が必要。 （削減目標：2020年度までに8.5％～15.2％削減）

●とりわけ，東日本大震災以降の電力需給問題を背景に，節電対策をはじめとする

省エネルギー対策を一層推進していくことが急務。

二酸化炭素削減拡大プロジェクト事業

【現状と課題】

中小企業等が実施する省エネルギー対策を経済的・技術的
に支援するとともに，節電対策を県民運動として広く展開。

環境保全施設資金融資事業中小企業省エネルギー診断事業 県民総ぐるみ温暖化対策推進事業

生活環境部環境政策課
地球温暖化対策室（内線２９３８）

【主要事業】

【29,994千円】

○省エネ等に取り組む中小企業を対象に

専門家を無料で派遣

・対象： 年間エネルギー使用量1,500ｋｌ未

満（原油換算）の工場・事業所

・実施予定数： 400事業所

・実施体制： 診断員5名雇用＋登録診断員

・診断内容： 生産工程や施設面における

省エネルギー対策の技術的指導

【70,167千円】

○省エネ等に取組む中小企業向け融資制度

・融資枠： 500万円×40事業所

・融資対象： 省エネ施設や新エネ施設

を導入する中小企業

・利子補給：

エコ事業所： 0.9%補給（実質金利1.7％）

省エネ対策計画書提出中小企業：

2.6％補給（実質無利子）

【14,301千円】

○省エネルギーに係る県民運動の推進

・市町村や関係機関との連携による県

内一斉節電キャンペーンの実施（7月）

・事業所や団体等への個別訪問による

県民運動の展開（200事業所）

・節電・省エネセミナーの開催

（各県民100人×２回）

地球温暖化防止対策を推進するため、二酸化炭素排出を削減するための事業を実施します。
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(1) 緊急間伐等の実施（625,540千円）

○事業主体　市町村・森林組合等

○間伐計画面積　　1,500ha

○補助率　　間伐：10/10（標準経費）

(2) 未利用間伐材搬出促進モデル事業（拡充）（22,500千円）

○事業主体　森林組合等（搬出間伐実施主体）

○搬出材積量　15,000ｍ
3

○補助率　　定額（1,500円／ｍ
3
）

(3) 林業専用道整備モデル事業（拡充）（30,000千円）

○事業主体　県・市町村等

○開設計画延長　　600ｍ

○補助率　　国1/2　県1/2

取引価格が安く流通しにくい未利用間伐材（Ｂ･Ｃ材）を搬出促
進するための助成

効率的な木材等を運搬するための林業専用道の開設への助成等

事業の概要

森林の持つ公益的機能を回復させるための間伐作業や間伐材の
搬出に必要な作業道開設等への助成

Ｈ２４予算額　６７８，０４０千円

荒廃した森林の緊急間伐を実施するため，作業道等の路網整備を行うとともに，流通しにくい未利用間伐材（Ｂ･Ｃ材）の搬出・運搬を促進します。

ラミナ製材工場への運搬・集積

間伐材の搬出状況

緊急間伐実施後の森林

森林機能緊急回復整備事業

高性能林業機械
による間伐

搬出（フォワーダ）

原木流通加工施設

運搬（トラック）

Ｂ･Ｃ材運搬
支援（拡充）

農林水産部 林業課
森林整備Ｇ（内線４０４８)

林道又は

林業専用道(拡充)
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霞ケ浦直接浄化対策検証事業（新規）

生活環境部 環境対策課

霞ヶ浦対策Ｇ（内線２９５８）

Ｈ２４予算額 ３４５，０００千円

霞ヶ浦の水質を改善するためには，水中のりんを効果的に削減する必要があります。

このため，浄化施設を設置し，りんの削減や水質の改善について実証試験を行い，効果的な浄化手法について検証します。

アオコの発生
水質の悪化

【事業内容】

土浦港内の湖水をポンプで汲み上げ，薬剤等によってりん

を回収する浄化施設によりりんを除去し，浄化します。

河川河口部に植生浄化施設等を設置し，りんや有機物を除

去し，浄化します。

流動研究員を霞ケ浦環境科学センターへ配置し，水質改善

状況や浄化コスト等の検証，植生浄化施設等の効果の検証を

行うとともに，新たな浄化技術について研究を進めます。

また，客員研究員を委嘱し，浄化技術の調査研究へのアド

バイスや研究成果の評価を行います。

浄化施設の設置による水質改善

研究員の配置等

浄化装置によるりん除去

水質の改善

客員研究員

流動研究員

霞ケ浦環境科学センター

＋

助言

評価

効果の検証
施設改良等の研究
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複数市町村にまたがる広域バス路線の実証運行をモデル的に実施することにより，地域の潜在的ニーズを顕在化させ，民間事業者による安定的 

な自主運行につなげます。 

 

 

 
 

広域バス路線活性化モデル事業  

Ｈ２４予算額 ５２，７４２千円 

企画部企画課 

交通対策室（内線２５３８） 

【事業内容】 

 新規 

●土浦・玉造線（１７，５４４千円）  

【ねらい】一度廃止された路線について，需要に対応したダイヤとするなど 

運行効率を高め，採算性を確保するモデルの確立を目指します。 

【ルート】土浦駅－かすみがうら市内（旧霞ヶ浦町）－旧玉造駅 

（約２５．２ｋｍ） 

【ダイヤ】１日４往復※他にかすみがうら市事業として１往復 

 

継続 

●大宮・金砂郷線（２６，８０６千円） 

【ルート】常陸大宮駅－金砂郷地区－山方宿駅 

（約２７．３ｋｍ） 

【ダイヤ】平日：５．５往復，土日祝日：３往復 

●下江戸線（８，２９２千円） 

【ルート】下江戸（那珂市）－国田地区（水戸市）－水戸駅 

（約１９．７ｋｍ） 

【ダイヤ】平日のみ３往復（既存２往復と併せ１日５往復で運行） 

 

 

平成２４年度実施路線 

・土浦・玉造線（新規） 

・大宮・金砂郷線（継続） 

・下江戸線（継続） 

Ａ市 
Ｂ市 

複数市町村に跨るバスの実証運行 

→潜在的ニーズの顕在化 

民間事業者による自主運行 

利用促進の取組による 

利用者の定着 
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H２４予算額 １２４，９６９千円 

「新しい公共」の担い手となるＮＰＯ等の活動基盤の強化及び提案型モデル事業の実施により，ＮＰＯの自立的活動を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
○ ＮＰＯ等の活動基盤整備     46,259千円 
≪交流・ネットワーク形成≫ 

・ 地域リーダーの育成 

・ ソーシャルビジネス事業に参入意欲のある事業者支援 

・ 霞ケ浦の水質浄化と水環境保全のための啓発 

・ フードバンクシステムの促進 

・ 認定ＮＰＯ法人育成支援 

・ ＮＰＯ等と行政との協働の推進 

・ 融資利用円滑化の実態調査 

≪研修・講習会・広報等≫ 

  ・ 新しい公共普及広報（新聞・ラジオ） 

・ ＮＰＯ運営セミナー 

・ 新しい公共フォーラム（地域円卓会議in茨城の発展型） 

・ 新しい公共推進指針策定 等 
 

○ モデル事業           78,710千円 
  ・ ＮＰＯ，行政等の協働による提案型モデル事業 
   （震災対応，県のイメージアップ,水質浄化,地域活性化等を主要テーマ） 

 
 

施策の重点項目 

新しい公共の拡大と定着 
（ＮＰＯ等の自立的活動の進展） 

《 新しい公共とは 》 

行政だけでなく，市民，ＮＰＯ，企業等が積極的に公共的な財・サ

ービスの提供主体となり，教育や子育て，まちづくり，介護や福祉等

の身近な分野において共助の精神で行う仕組み，体制，活動など。 

 

事業スキーム 

茨   城   県 

茨城県新しい公共支援事業運営委員会 

（学識経験者，中間支援組織，ＮＰＯ，企業・経済団体，

金融機関，会計の専門家，市町村等の行政，マスコミ） 

国（内閣府） 

［モデル事業の実施主体］ 

ＮＰＯ，企業，行政（県・市町村） 

等の概ね５者以上による協働 

≪運営委員会の役割≫ 

①支援事業の選定 

②指導・助言 

③事業評価・成果の検討 等 

≪県の役割≫ 

・運営委員会の設置，事業の進行

管理，監査 等 

・事業選定基準作成，委託契約等 

選定・

評価 

事業 
提案 
・ 
実績 
報告 

委託 
 
交付 

指導 
助言 

新しい公共支援事業交付金 

事業 
実施 

  ・ 
又は 
委託 

 

選定・ 
評価 

指導 
助言 

事業の選定・指導助言・ 
評価等の要請 

［ＮＰＯ等の活動基盤整備の実施主体］

茨城県（又は外部委託） 

 

 

新しい公共支援事業 
生活環境部生活文化課 

県民運動推進室（029－224－8120） 

成果 
報告 
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学びの広場サポートプラン事業

Ｈ２４予算額 ３７，４６０千円

小学校４・５年生を対象として，夏休みに県作成の算数学習教材を用いて学習する場を提供し，
一人ひとりに応じたきめ細かな支援をすることを通して，四則計算等の知識・技能の定着を図ります。

○現状

【事業内容】

・算数の学習が好きでなくなる児童の割合は，４年

生のころから増える傾向。

・原因としては，４年生までに算数・数学の基礎と

なる整数，小数，分数の四則計算を学習するが，

理解が不十分。

１ 系統性を踏まえた学習教材の作成及び配布

・四則計算等の知識や技能に関する問題からな

る学習教材を県独自に作成し，４・５年生の

児童全員に配布

２ 実施学年の拡充

・小学校４年生に加え，５年生の児童を対象に，

学びの広場を夏季休業中に最大５日間実施

３ 学びの広場サポーターの派遣

・個別指導の充実を図るために，小学校４・５

年生の学級分のサポーターを派遣

（サポーターの配置計画は学校ごと）

・派遣者数：約2,000人

（対象）
小学校４・５年生

○夏季休業中補充的な
学習を集中的に実施
（最大５日間）

県 教 委 市 町 村

委 託 募 集

サ ポ ー タ ー

効

果

教育庁義務教育課
指導Ｇ（内線５２２６）

教材作成・配布
（拡充）

【四則計算等の教材】
○児童が，自分のつま
ずいたところまで
戻り，学習できる。

○基礎・基本の定着が
図れた児童は，応
用，発展的な学習
に取り組むことが
できる。

学 び の 広 場

朝の自習や授業
における補充的学
習で継続的に活用

学びの広場
サ ポ ー タ ー 派 遣

○ 県 内 の 全 小 学 校
へ派遣
（ 約 2 , 0 0 0人 ）

○個別に学習を支援し，達成感や充実感を味わ
わせることができる

○長期休業中の学習習慣を身に付けさせること
ができる。

学びの広場サポートプラン事業

日々の学習

非常勤講師
大学生
退職教員 等

小学校４・５年生までに学習する四則計算等の確実な定着

- 28 -



【事業内容】

１　楽しく学ぶ学級づくり事業

①　対象学年：小学校１年生から４年生まで

②　ね　ら　い：＜小学校１・２年生＞基本的生活習慣，学習習慣の定着

③　内　　　容

＜小学校１・２年生＞

国の制度改正により全て３５人以下学級

＜小学校３・４年生＞

２　中学校生活スタート支援事業

①　対象学年：中学校１年生

②　ね　ら　い：不登校等の生徒指導上の問題が急増する「中１ギャップ問題」への適切な対応

③　内　　　容

３　学校活性化支援事業

①　対　　　象：小学校

②　ね　ら　い：小規模校の抱える課題への対応，教育活動の活性化

③　内　　　容

市町村が学校活性化支援のための非常勤講師を複数雇用する場合，１名分を県が補助

イ　３５人超２学級以下　→　学級毎に非常勤講師１名加配　→　複数教員による生活指導・学習指導等

イ　各学年３５人超２学級以下　→　学級毎に非常勤講師１名加配　 →　複数教員による生活指導・学習指導等

　　　　　　 　　  ＜小学校３・４年生＞基礎学力の定着・向上

  　本県独自の少人数教育を拡大することにより「わかる・楽しい授業づくり」「児童生徒と向き合い寄り添った指導」
　を推進します。

少人数教育充実プラン推進事業
Ｈ２４予算額　３，４２３，０９０千円

ア　各学年３５人超３学級以上　→　１学級増設；担任教諭１名加配　→　３０人程度学級

ア　３５人超３学級以上　→　１学級増設；担任教諭１名及び非常勤講師１名を加配　→　３０人程度学級

教育庁義務教育課
管理Ｇ(内線５２１３)
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小学校理科教育推進事業
Ｈ２４予算額 ４１，６６１千円

「科学技術創造立県いばらき」の将来を担う人材を育成するため，小学校高学年における理科の教科担任制や茨城大学と連携した
小学校理科教育の充実，理科専門員による理科実験講座などにより，児童の科学への興味・関心を高めます。

○現状
・「科学技術創造立県いばらき」の将来を担う人材を育成する
ためには，小さい頃から自然科学への興味・関心を高めるこ
とが大切。

・理科の指導に自信がもてない小学校教員の指導力を向上させ
る必要があり，地域資源（大学や企業などの人材や施設等）
を活用しながら，全県的に理科教育の充実を推進していくこ
とが必要。

【事業内容】

小学校教科担任制の導入

○５・６年生の理科授業
○各市町村にモデル校を設置

理科授業の質の向上 小学校 大学教員による理科
研修講座の開催

○小学校理科の授業研究会を 教 員
通した指導の工夫・改善 ○茨城大学教員による理科

○茨城大学の教員や指導主事 理科の指導が苦手 授業の観察・実験の実技

による指導，茨城大学教育 研修

学部附属学校教員による出 指導力の向上 ○場所：茨城大学の水戸，

前授業 観察・実験の技能の向上 日立，阿見キャンパス

○15市町村程度を推進地域に ○開催：夏季休業中の６日

指定 間（各会場２日間）

小学校理科教育の充実

科学自由研究の指導 児 童 特別講師の派遣

○大学教員，大学院生等によ 自然体験や科学的な ○理科専門員（各教育事務

る夏休み自由研究の指導 体験の不足 所に２～４名配置）によ

○場所：茨城大学キャンパス るサイエンスキッズおも

等の県内５か所 自然や科学への興味・ しろ理科教室…559校

○実施日：夏季休業中 関心の高まり ○大学教員等による科学実

験講座…15校

教育庁義務教育課
指導Ｇ（内線５２２５）

① 小学校教科担任制の導入（５・６年生）

② いばらきサイエンスキッズ育成プラン

ア 理科授業の質の向上

小学校理科の授業研究会を全県的に行い，

理科授業の質の向上を図る。

イ 大学教員による理科研修講座の開催

小学校理科の実技研修講座を開催し，教員

の観察・実験の技能の向上を図る。

ウ 科学自由研究の指導

大学教員，大学院生等が，科学自由研究の

指導を行い，児童の探究意欲を高める。

エ 特別講師の派遣

理科専門員，大学教員等が小学校に出向き，

児童の科学への興味・関心を高める。
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中学校理科新教材開発事業(新規)

Ｈ２４予算額 ２１，６４４千円

中学校理科の新たな内容に対応し，茨城の特色「いばらき理科アイテム」を活用した教材の開発を通して，中学校理科教育の充実を図ると
ともに，生徒の科学への興味・関心を高めます。

○現状 ◆教材開発プロジェクト
・科学的な見方や考え方を育成する観察･実験の充実のため，
理科の授業時数，指導内容が約30年ぶりに増加。
・「博物館や科学学習センターなどと積極的に連携，協力を
図るように配慮すること」，「観察，実験，野外観察を重視
するとともに，地域の環境や学校の実態を生かすこと」を
重視。

【事業内容】
産学官連携により，中学校理科の新たな内容に対応し，

茨城の特色「いばらき理科アイテム」を活用した教材開発

◆中学校での教材の活用

◆取り上げる「いばらき理科アイテム」（例）

教育庁義務教育課
指導Ｇ（内線５２２５）

〔映像教材〕を使い，興味・関心を高める。

問題をみつける，予想を立てる 〔ワークシート〕に問題に対する自分の予想を

記入する。

〔映像教材・学習支援ソフト〕で観察・実験手

観察・実験を通して追究する 順を確認する。

いばらき理科アイテムを活用した観察・実験を

行う。

〔ワークシート〕に観察・実験結果を整理しな

結果を整理する，結果から考察する がらまとめる。

〔ワークシート〕に，結果をもとに考察したこ

とを記入する。

〔映像教材〕で，他の例について学び見方や考

え方を広げる。

結論づける，まとめる，振り返る 〔映像教材〕で，日常生活や科学技術への応用

例を学ぶ。

〔学習支援ソフト〕で学んだことを復習する。

自然体験･科
学体験の充実

理科教育
の充実

科学への興味
･関心の向上

郷土への愛着

新たな内容

映像教材(授業用)
ワークシート集(生徒用)

いばらき理科アイテム

「いばらき理

科アイテム」

を活用した

教材

「教材活用のための研修会」
研究機関職員，大学教員による助言

教材を活用した授業研究会での効果の検証・改善
↓

効果的活用の共通理解

配
布

活
用

いばらき理科ｱｲﾃﾑ 特徴（選定理由） 学習単元 連携科学研究機関

ツクバベニシダ 筑波山固有種，筑波山の貴重な環境 種子の無い植物 つくば実験植物園

サクラダコ 茨城沖を南限とする冷たい海に生息 無セキツイ動物 ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ大洗

次世代燃料電池 産総研にて先進的に研究されている 様々なエネルギー 産業技術総合研究所

アンモナイト 異常巻きアンモナイトの学術的価値 生物の進化 県自然博物館

産学官連携

地域リーダー教員 大学発
研究機関職員 ベンチャー企業
指導主事 等
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国際社会で活躍できる人材育成事業 
 

Ｈ２４予算額 ３５，９７０千円 

 

 
【事業内容】                   

   
１ 発音力アッププロジェクト（中学校） 

・ 産総研技術移転ベンチャー企業開発の「発音力」ソフト導入 
全公立中学校（Ｈ23 導入のモデル校以外の 132 校に導入） 

 
２ ディベート・チャレンジ（高等学校）  

・ ディベート活動を英語の授業へ導入 
ディベート・チャレンジ校（21 校） 

・ チャレンジ校における成果の活用            
    公開授業・研究協議会                      
・ ディベート県大会の開催 
・ 「英語による授業」の先行実施   【新規】 

実践的英語教育校（コア・チャレンジ校３校）の設置     ＜高等学校＞ 
 
３ 英語教員指導力向上研修（高等学校）  【新規】  

・ 英語科の校内研修への外部講師の派遣 
 
４ 留学・国際交流促進事業（高等学校）   【新規】                       

・ 海外留学経費の支援（40 万円／人，選考により支給）  
・ 高校生留学ガイダンスの開催（年 1 回） 
・ 留学・海外経験者特別講師の派遣                   
 

５ 英語活動お助けキャラバン（高等学校）  
・ 県で雇用する外国語指導助手（ＡＬＴ）を長期休業中に 

要請のある高等学校等に派遣し，課外活動・研修に活用 
 
  (参考) 

 歌と遊びで英語のシャワー（小学校）  
・ 本県独自に作成したＣＤの活用(Ｈ23 全公立小学校配付済) 

（外国語活動・給食・清掃等の時間に放送） 

小・中・高等学校において，新学習指導要領に対応した外国語教育の指導体制を充実・発展させることにより，急速に進展する 

グローバル化に適応した，国際社会で活躍できる人材の育成を図ります。 

教育庁義務教育課 

指導Ｇ(内線５２２６) 

     高校教育課 

指導Ｇ(内線５２６２) 

  国際社会で活躍できる人材の育成 

 

 高度な英語力の育成 

「英語による授業」の実践 

 ディベート・チャレンジ 

  

国際社会で通用する実践的な英語力の育成 

＜小学校＞ 英語への関心の喚起 

歌と遊びで英語のシャワー 

小中高の発達段階に応じた英語教育関連事業 

 

英語教員の指導力と 

指導体制の充実 

英語教員指導力向上研修 

ＡＬＴの活用  英語活動お助けキャラバン 

＜中学校＞ 基礎的な英語力の習得 

発音力アッププロジェクト 

国際的視野の涵養と留学機運の醸成 

留学・国際交流促進事業   
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元気いばらき選手育成強化事業(新規)

Ｈ２４予算額 １２６，６５８千円 教育庁保健体育課
スポーツ振興室(内線５３９２)

平成３１年に開催する第７４回国民体育大会で優秀な成績を収めるために，計画的に選手を発掘・育成・強化
し，本県選手の競技力向上を図ります。

１ 事業概要
（１）事業期間 平成２４年度～ 年 度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
（２）事業内容

計 画 発掘・育成期 強化期 開催
第７４回国民体育大会の開催時に主力となる中学生，高校生のジ

ュニア層を中心に県体育協会，筑波大学及び競技団体等と連携し，
計画的に選手の発掘・育成・強化を図る。 連携 連携
・競技力向上対策本部の設置 筑 波 大 学 県 県体育協会
・国体に向けた強化合宿の実施
・筑波大学との連携による選手育成強化プログラムの実施
・オリンピック出場選手等を活用した体験教室や出前講座の実施 競技力向上対策本部 連携
・指導者の養成を目的とした研修会の実施等 ・競技力向上対策の検討

・競技力の調査・分析
２ 第７４回国民体育大会の概要 競技団体等
（１）大 会 名：第７４回国民体育大会
（２）主 催

ア 大 会：（公財）日本体育協会，文部科学省，茨城県 選手育成強化プログラム ・国体に向けた強化合宿
イ 競技会：（公財）日本体育協会加盟競技団体，会場地市町村 （中学生，高校生対象） ・体験教室，出前講座（小学生，中学生対象）

（３）会 期：平成３１年９月中旬から１０月中旬（１１日間以内） ・指導者の養成等
（４）実施競技：３７競技
（５）会 場：茨城県内の体育施設等
（６）参加者数：約２３，０００人（選手，監督，役員）
（７）そ の 他：正式競技３７競技の開催以外に公開競技，デモンスト 第７４回国民体育大会

レーションスポーツ，特別競技及び文化プログラムを
開催
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食育推進サポート事業(新規)
Ｈ２４予算額 ３０，４２５千円

【事業概要】

○ 事業期間 平成24年度
○ 雇用者 栄養教諭免許取得者10名
○ 配置箇所 5教育事務所（1事務所各2名）
○ 活用方法 市町村の希望に応じて，栄養教諭・

学校栄養職員のいない小中学校に

派遣 し，専門的知識を活用した食

に関する指導のサポートを行う。

○ 内 容 食に関する指導

児童生徒の食生活実態調査等

教育事務所（5ヶ所）
栄養教諭免許取得者を2名ずつ配置

市町村立学校に派遣

栄養教諭免許取得者を小中学校に派遣し，食に関する指導のサポートを実施す
ることで，児童・生徒に対する食育の推進と充実を図ります。

児童生徒の食育の推進
専門的知識を活用した食に関する指導のサポート

教育庁保健体育課
学校給食Ｇ（内線５３５２）

- 34 -



 

 

 

 

 

 

１ 全国高等学校総合文化祭の概要 

  ・毎年度，各都道府県持ち回りで開催（関東での開催は平成20 年度第32 回群

馬大会以来） 

  ・県内各地の文化施設などで演劇，音楽，美術などの部門を開催 

  ・県内外から約３千校，約２万人の高校生が各部門に参加するほか，県内約５千

人の高校生が各部門運営要員として参加 

  ・各開催部門の企画や運営準備に県内高校生が主体的に参加 

 

２ 茨城大会の概要 ※会期や主催事業等は6 月開催の県実行委員会において決定予定。 

  会  期 平成26 年（2014 年）７月下旬予定（５日間） 

  主催事業 （会場は県内各地の文化施設等を予定） 

    オープニングイベント：総合開会式，パレード 

    公式部門（毎年度開催）：演劇，合唱，美術・工芸，文芸など19 部門 

    協賛部門（開催県独自）：コンピュータ，アマチュア無線など４部門 

 

３ ２４年度の主な事業 

○開催準備の中心組織である県実行委員会の設立    

○各部門企画・運営の中心組織である生徒実行委員会の設立 

  ○オープニングイベントや各部門の実施内容の企画検討（県内高校生，教員の参

加） 

  ○富山大会（24 年度開催）の視察調査 

 

 

 

 

 

 

 

【福島大会（２３年度開催）の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３８回全国高等学校総合文化祭茨城大会推進事業(新規) 
教育庁文化課 

芸術文化Ｇ（内線５４４６） 

「文化部のインターハイ」とも呼ばれる全国高等学校総合文化祭の平成２６年本県開催に向けた準備を進めます。 

Ｈ２４予算額 ２２，２８４千円  

総合開会式（會津風雅堂） 

 式典，三県（前年度開催県，

開催県，次年度開催県）交

流，開催県発表 

美術・工芸（福島県立美術館） 

 絵画，版画，彫刻，デザイ

ン，工芸，映像などの展示 

【参考】 
●茨城大会以前の開催県：群馬県(20 年度)，三重県(21 年度)，宮崎県(22

年度)，福島県(23 年度)，富山県(24 年度)，長崎県(25 年度) 

●茨城大会以降の開催県：滋賀県(27 年度)，広島県(28 年度) 
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※医療的ケア・・・痰の吸引，経管栄養などの日常的・応急的手当 

医療的ケア教員研修事業（新規） 

医療的ケア教員研修会の実施 

 
【業務内容】 

研修会の運営補助 

○会場校との連絡調整 

○テキスト準備等 

※研修会開催時は，各研修

会実施校において運営

補助にあたる。 
 

ヒヤリハット事例集の作成補助 
○ヒヤリハット事例の分類
及び整理 

 
 

【雇用期間】 

   Ｈ24.4.1～Ｈ24.9.30 
 
【勤務地】 
 教育庁特別支援育課 
  

医療的ケア教員研修
事業補助員の雇用 

 【実施内容】 

 日数：年２日 

 講師及び内容等 
 

 講師 形式 例 

1日目 医師 講義 ｢医療的ｹｱの概要｣ 

2日目 看護師 実技 
｢痰の吸引，経管栄

養，導尿の実際｣ 

 時期：７～８月 

 対象者：医療的ケア実施校の教員等及び近

隣の特別支援学校の受講希望の教員等 

 会場：H24医療的ケア実施校12校 
 
水戸聾学校 美浦特別支援学校 

北茨城特別支援学校 土浦特別支援学校 

水戸特別支援学校 伊奈特別支援学校 

勝田特別支援学校 つくば特別支援学校 

大子特別支援学校 下妻特別支援学校 

鹿島特別支援学校 境特別支援学校 

 

ヒヤリハット事例集の作成 

教育庁特別支援教育課 

指導 G（内線５２８０） 

 
【内容】 
○医療的ケアの概要と実際 

○法改正に関する内容 
○ヒヤリハット事例 

 
【活用方法】 
○校内研修会等の教材とし

て活用 
 
【配布計画】 

配布先 配付数 小計 

実施校 12 校×10 部 120 部 

その他 ９校×５部 45 部 

特別支援教育課保管 35 部 

合計 200 部 

 

Ｈ２４予算額 ３，９２２千円 

医療的ケアを実施する特別支援学校の全ての教員等が基本的な内容を理解するために，医療的ケア教員研修会を実施する

とともに，ヒヤリハット事例集を作成し事故の未然防止に努めます。 
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防災教育モデル事業の実施 
防災研修・教室等の実施 
防災グッズの整備 

 

５ 「学校保健 学校安全管理の手びき」の改訂 

・改訂した「学校保健 学校安全管理の手びき」を製本し，県内公立学校等に配布 

３ 地域と学校が連携した防災教育モデル事業（県内５地域） 

・モデル地域（市町村単位）においてコーディネーター等

を含む「学校・地域防災力強化委員会」を設置し，地域

の課題に応じた防災教育を実施 
・シンポジウムの開催（モデル地域の事例発表等） 

 

地域との連携による学校の防災力強化推進事業（新規） 

Ｈ２４予算額 ５３，２４８千円 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
                                          

          
 
 

 
  

 

 

 

 学校，地域・家庭，行政が連携した防災教育の取り組みを実施することで，学校の防災力を強化します。 

「学校保健学校安全管理の手びき」改訂 

教育庁保健体育課 

学校保健 G(内線５３４７)  

生涯学習課 

振興 G    (内線５３１６) 

【事業内容】 

助け合い 

支え合い 

つながり合い 

２ 防災教室等の実施 

・市町村教育委員会主催で管内の教員を対象に防災研修 
・全公立学校（９１４校）において，専門家を活用した防 
災教室や地域ぐるみの防災訓練等を実施 

学校 

行政 
地域・家庭 

４ 防災グッズの整備 

・全公立学校に災害に備えて防災グッズを整備 
 

１ 防災教育に関する委員会等の設置 
  ・県教育委員会に防災部局と連携した防災教育に関する委員会を設置 
  ・各学校に地域の自主防災組織等と連携した防災教育に関する会議を設置 
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課題 １ （日本の社会構造の変化）
・高齢化等の進展に伴い身体障害者数も増加
・国内の身体障害者数 約５００万人
（うち肢体不自由者は、約２８０万人）

課題２ （国内産業の空洞化、新産業の創出）
・日本の経済成長には新産業の創出が必要
・日本の産業用ロボット稼働台数（285,800台 世界1位）
（2010年の世界の稼働台数1，035，016台 日本のシェア28%）

（参考）これまでの対応
本県の取組
・筑波大学の「ロボットスーツHAL」を県立医療大学や県内
病院等に配置した実証研究を通じて、HALの改良・改善や
医療現場での運用方法の策定に向けた支援を実施
（H21～H23年度）
国の取組
・生活支援ロボット安全検証センター（つくば市）による安全
基準等の確立支援など

事業概要

・障害者の自立を支援するロボット技術を開発しているベン

チャー企業等の支援

・内容

・県から実用化研究（公募）を採択企業に委託

・企業は、独法や大学と連携してロボット開発推進

・実証研究の実施（障害者が利用体験）

・技術課題や利用方法の問題点を抽出・評価

・実用化に向けた研究開発を加速

・具体例

上肢障害者向けロボットアームの開発など

ねらい
・重度障害者の生活自立が進み、介護者の負担を軽減
・重度障害者の生活意欲の向上
・茨城県内企業の独自のロボット製品により、国内市場さらに
世界市場への販路開拓

生活自立支援ロボット技術実用化研究促進事業（新規）

企画部科学技術振興課

研究開発推進Ｇ（内線２５２２)
Ｈ２４予算額 ３２，０００千円

県
ロボット
関連企業

独法・大学

障害者

障害者等の福祉向上と産業振興のため生活自立支援ロボットの実用化に向けた実証実験を行います。
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いばらき医工連携推進事業（新規）

４ 研究開発テーマの具体例

①体に負担の少ない医療機器の開発

②再生医療（筋肉等の再生医療技術の開発）

③再生医療（再生させた血管や軟骨等の評価技術の開

発）

④ＢＮＣＴ関連（放射線治療計画と放射線

量評価のためのネットワーク開発）

⑤ＢＮＣＴ関連（中性子照射のために

ホウ素薬剤の血中濃度を簡易に

早く測定できる技術の開発）

企画部科学技術振興課

研究開発推進Ｇ(内線２５２２)Ｈ２４予算額 ７８，０００千円

１ 現状・課題

・高齢者や障害者の自立した生活の促進が必要

・医療・福祉ニーズからの新たな成長産業の育

成が必要

・本県のつくば・東海地区では、大学・研究機関

や企業が、高齢者向け低侵襲（体に負担の少

ない）医療、再生医療、がん・成人病対策医療

などの研究開発を推進中

２ ねらい

・県民の多様で高度な医療ニーズへの対応を向

上させ、「生活大県」の実現に貢献

・医工連携により、新製品開発・新事業創出

・雇用（ポスドク）の創出

３ 事業概要

・県が医工連携に係るプロジェクトを公募し、専

門家審査により採択し、管理法人を通じて、研

究開発を委託する。

県 管理法人

大学・独法等

県内企業

体に負担の少ない医療技術の開発に向けた県内企業や研究機関等による共同研究を行います。
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Ｈ２４予算額 ４１，７９５千円 

 
 

（背景） 
●アジア諸国の台頭による国内外の競争激化等により，県内中小企業は厳しい経営状況にあります。 
●国の新成長戦略では，グリーンイノベーションやライフイノベーション等により，１２３兆円の新規需要と５００万人の新規雇

用の創出を目標にしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 

 
 
                           H24.2.24 現在会員数 

                            351 社（延べ 698 社） 
 

 
 

 

 
           

 

 

※ 分野ごとに専門的知識を有するコーディネータを配置 

商工労働部産業政策課 

産学連携推進室（内線３５２２） 

◎事業内容 
(1) いばらき成長産業振興協議会及び４研究会の運営（33,605 千円）   (2) 分野進出の課題に関する調査研究（8,190 千円） 

「いばらき成長産業振興協議会」の下に，本県の成長分野として     協議会において，分野進出に必要な技術や現場ニーズに 

「次世代自動車」「環境・新エネルギー」「健康・医療機器」「食       ついて調査研究をします。  

品」の４研究会を設置し運営します。                  【内容】 

【内容】                               ①再生可能エネルギー関連分野における市場・技術動向 

① 成長分野に関連する国，業界，研究機関等の情報提供                 調査（4,095 千円） 

・業界の動向や大手企業の事業戦略等に関する情報提供         ・風力発電産業をはじめとする再生可能エネルギー分 

・新製品や新技術開発に繋がる研究機関等の成果に関する         野の研究シーズや大手企業等のニーズ，開発課題等 

情報提供                                     を把握するための調査を実施 

 ②分野進出のパートナーとなる大手企業等との交流促進                  ②食品・農産物加工現場ニーズ調査（4,095 千円）           

  ・工場見学会や勉強会による大手企業等との関係構築            ・食品や農産物加工における現場ニーズを調査し，食 

・大手企業等への技術提案                           品分野における新たなビジネスの展開に繋げる。                 

今後需要の拡大が見込まれる成長分野への県内中小企業の進出を促進します。 

食品研究会 

124 社 

 

いばらき成長産業振興協議会 

 ・会長，副会長 

 ・運営委員（各研究会の運営委員） 

 ・顧問 

次世代自動車研究会  

178 社 

環境・新エネルギー研究会 

226 社 

健康・医療機器研究会 

170 社 

 

成長産業振興プロジェクト事業 
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１ 対象者の要件

① 就農予定時の年齢が，原則45歳未満であること

② 県が認める研修機関・先進農家等で概ね1年以上

研修を受ける者

ア 農業関係教育機関の学生のうち就農希望者

（県立農大,日本農業実践学園,鯉淵学園）

イ 先進農家，農業法人等の研修生

２ 給付期間 最長２年間

３ 給 付 額 年間150万円

４ 備 考 研修終了後1年以内に就農しない場合及び給付期

間の1.5倍(最低2年)継続しない場合は全額返還

新規就農総合支援事業(新規)
農林水産部 農業経営課
構造改善Ｇ(内線３８３１)Ｈ２４予算額 ６８５，６８３千円

本県農業を持続的に発展させていくため，国の事業を活用し，就農前の研修期間（最長２年間）及び経営が不安定な
就農直後（最長５年間）の所得を確保する給付金を交付し，青年の就農意欲の喚起と定着を図ります。

青年就農給付金 【予算額667,500千円】

１ 対象者の要件

① 平成24年4月以降，就農時の年齢が，原則45歳未満

であること

② 独立・自営就農であること

※親元就農者は，親から5年以内に経営を継承した者，

又は独立部門経営を行う者

③ 人・農地プランに位置づけられていること

《特例》平成20年4月以降に独立・自営就農した者

２ 給付期間 最長５年間

３ 給 付 額 年間150万円

４ 備 考 給付金を除いた本人の前年所得の合計が250万円

を超えた場合は給付停止

県・市町村推進費 【予算額18,183千円】
給付金支給事務や，市町村の行う確認事務にかかる経費

準備型（127,500千円：85人分） 経営開始型（540,000千円：360人分）
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人・農地プラン策定支援 (34,100千円)

＜支援内容＞
地域が抱える「人・農地の問題解決」のため，集落での徹底し

た話し合いをもとに，

①地域の中心となる経営体（個人，法人，集落営農）

②農地利用のあり方

③今後の地域農業のあり方

などを明らかにした「人・農地プラン」を策定する市町村を支援

※プラン作りには，概ね3割以上の女性の参加が必要

＜支援金＞ １市町村当たり８９万円(標準)

＜分散錯圃解消協力金＞ (17,500千円)

１ 交付対象者

地域の中心となる担い手の耕地に隣接する

①農地の所有者

②農地を借りて耕作していた農業者

２ 交付単価

５千円／１０ａ

農地集積協力金 (200,500千円)

農地集積協力金の概要

＜経営転換協力金＞ (183,000千円)

１ 交付対象者

①農地を所有する離農者

②農地の相続人

③米・麦等の土地利用型作物の栽培をやめて，施設園芸

等の栽培のみに取組む者

※主要な農業用機械の廃棄処分，または無償譲渡が必要
２ 交付単価

市町村への配分金額
０．５ｈａ以下 ：３０万円／戸
０．５ｈａ超２．０ｈａ以下 ：５０万円／戸
２．０ｈａ超 ：７０万円／戸

※配分金額の範囲内で単価を決め対象者に交付。
差額で障害物の除去等集積に必要な事業が実施可能。

戸別所得補償経営安定推進事業(新規)
農林水産部 農業経営課
構造改善Ｇ(内線３８３１)Ｈ２４予算額 ２３４，６００千円

市町村における人・農地プランの策定やプランの実現に向け農地集積に必要な取組を支援します。
※対象：農地に津波被害を受け国から指定された市町村を除く

人・農地プランに位置づけられた地域の中心となる担い手への，

農地集積や連担化を進めることを目的に，農地利用集積円滑化団体

等に農地の貸付け（農作業委託も含む）を１０年以上委任（白紙委

任）した場合に，協力金を交付

※対象農地は，市街化区域を除く

※対象者は，農業者戸別所得補償制度の加入者

※白紙委任は，農地の貸付け先の相手を指定しない委任契約

ただし，６年以上の農地利用権設定や農作業委託契約締結が必要

※遊休農地の保有者は，対象外

＜支援内容＞
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６次産業化推進支援事業

農産物価格の低迷や，少子高齢化に伴う食料需要の減少など厳しい経営環境の中で，儲かる農業を
実現するため，農業者自らが主体となって農産加工などに取り組む６次産業化を推進します。

事業の概要

１ アグリビジネス講座（3,320千円）【緊急雇用】
６次産業化推進のモデルとなる人材を育成するため，ア

グリビジネス講座を運営するとともに，農林漁業者と異業
種業者等との情報交換会を行います。
【対象】企業的経営を目指す農業法人等
【内容】事業計画の立案や経営戦略等

２ アグリビジネスモデル支援事業（4,500千円）
講座受講者を対象に，優れた事業計画に基づく機械・施

設整備等への助成により，６次産業化の取組モデルとなる
農業経営体を育成します。
【対 象】アグリビジネス講座を受講した農業法人等
【補 助 率】１／２（標準事業費3,000千円）

３ 茨城農林水産物新商品開発事業（67,000千円）【緊急雇用】
本県の主要な農林水産物を活用した新商品・新サービス

の開発と販路開拓を支援します。
【委 託 先】農協，農業生産法人（11団体／年）
【委 託 費】6,000千円程度／委託・年

新商品，
新サービスの提供

“いばらき”の
農林水産物

新商品，
新サービスの開発

専門家による
アドバイス

農林水産部 販売流通課
ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室(内線３８９３)

Ｈ２４予算額 ７４，８２０千円
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◇契約取引推進体制整備事業（9,000千円）

Ｈ２４予算額 １５，０００千円

近年，生産者及び食品事業者等においては，数量・価格ともに安定取引ができる契約取引を導入したいとの意向がある一方，契約取引

には様々な条件やリスクがあるため，契約栽培に取り組む生産者と食品事業者等の橋渡しやコーディネート，機械等の導入などソフト・

ハード両面から支援します。

○生産者
農業者
農業団体など

優良モデルの育成

売りたい
商品登録

買いたい
商品登録

コーディネータ
によるマッチング

契約取引マッチングサイト
相互のニーズを「見える化」

○食品事業者等
食品加工業者
レストランなど

委託先：（公社）園芸いばらき振興協会

マッチングサイトを
活用した契約取引

◇契約取引推進産地整備
事業（ 5,000千円）

・実施主体：農協,農業法人等
・補助率： 1／3以内

1／4以内（認定農業者）
【内容】
契約取引を目的とした商品
開発等に必要な機械等の導
入への支援

◇契約取引推進事業
（1,000千円）

・実施主体：
農協，農業法人等

・補助率 ：1／2以内
【内容】
品種,栽培技術の検討や生産
流通販売体制の確立等への
支援

契約取引の普及

登
録
の
促
進

登
録
の
促
進支援 支援

生産者情報
フィードバック

事 業 の 概 要

農林水産部 産地振興課
野菜対策Ｇ（内線３９５０）

食品事業者等情報
フィードバック

園芸産地力強化支援事業
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現在就航している航空会社へ増便や運航再開を働きかけていくとともに，新たな航空会社の誘致に取り組み，

あわせて，現行路線の利用促進に引き続き積極的に取り組むことにより，路線の定着を図ります。

空港就航対策利用促進事業

Ｈ２４予算額 ４７７，４５３千円

【事業内容】（就航促進事業：299,338千円 利用促進事業：178,115千円）

◎ 新規事業
就航促進 利用促進

企画部空港対策課
企画調整Ｇ(内線２７６７)

○ チャーター便の誘致促進

・各種キャンペーン

・地域情報誌を活用したＰＲ ほか

○ 1,000円レンタカーキャンペーン
【 事業の概要 】

１ 目 的 ：インバウンド客の空港からの二次交通の充実

県内宿泊施設への誘客を促進

２ 利用対象者：茨城空港到着便の利用者

３ 対象車種 ：軽自動車からコンパクトクラス

４ 貸出料金 ：最初の24時間の利用料金1,000円（2名以上で利用の場合）

（※1名で利用の場合は2,000円）

５ 利用条件 ：県内の宿泊施設に１泊以上宿泊すること

・国内外向けエアポートセールス

・運航コスト低減のための支援 ほか

◎ 拡充・継続事業
就航促進 利用促進

【 事業の概要 】

１ 目 的 ：路線の拡充

県内宿泊施設への誘客を促進
２ 補助先 ：茨城空港発着チャーター便を運航する旅行代理店又は航空会社
３ 補助対象：国際定期路線の運航又は再開が見込まれる路線で行うチャーター

便のアウトバウンド旅客及びインバウンド旅客
（インバウンド旅客については県内１泊以上が条件）

４ 補助額 ：1,000円／席（１往復あたり上限150千円）
※インバウンドとアウトバウンドが同時に行われる場合には上限300千円

年度 H21 H22 H23

便数 １８ ７８ ６

※茨城空港チャーター便実績

空港ターミナルビルへの誘客促進
・各種イベントの企画・調整ほか
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Ｈ２４予算額  １３５，４７６千円 

 

茨城空港の就航先である海外（中国等）からの観光客の増加を図り地域の活性化に資するため，県内の受入態勢づく

りや本県の知名度向上に取り組むとともに，旅行商品の造成を支援することにより，県内周遊の定着化と長期滞在化を

目指します。 

１ 実施主体 

  県（県観光物産協会（いばらきツアーオフィス）） 

２ 事業内容 

（１） 受入態勢づくり：施設内の外国語表記翻訳支援，空港内での旅行者サポート，旅行者動向等の調査など 

（２） 誘客促進   ：情報収集・提供，受入施設の紹介・あっせん，モデルコース・企画商品の提案，現地での観 

光説明会・商談会開催，現地旅行業者への広告宣伝支援金の交付 など 

（３）ＰＲ・情報発信：観光案内デスクや航空会社・旅行業者を活用したＰＲ，ブログ等による情報発信など 

 
【いばらきツアーオフィスの事業イメージ】 

 
                     

 
            
売                                                                                    

         

 
申込 

 
 
 
商品販売 

 
            手配依頼            手配・調整 
 
 
 
                              提示 

（料金等） 

            
  

 
 
 
 
 
 

【いばらきツアーオフィス】 

体制（雇用）：１３名雇用 

商工労働部 観光物産課 

国際観光推進室（内線３６１６） 

【海外（現地）】 
○旅行業者 

【国内】 
○旅行業者支店 
○ﾗﾝﾄﾞｵﾍﾟﾚｰﾀｰ社 

【県内】 
○ホテル・旅館，観
光・商業施設，ゴル
フ場 

○交通事業者（バス会
社等）など 

【海外（現地）】 
○旅行者 
○各種団体 

ＰＲ（ホーム
ページ，パン
フ等） 

情報提供，研修
会開催，外国語
表記翻訳支援 

紹介・あっせ
ん，モデルコ
ース提案 

商品造成支
援（広告宣伝
支援金） 

外国人観光客誘客促進事業 
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いばらきインターネットテレビ事業(新規)
知事公室広報広聴課
報道Ｇ（内線２１１８）Ｈ２４予算額 １１６，５９２千円

県民の郷土に対する愛着心や一体感をさらに高めると共に，本県の映像産業等の人材育成の一助とするため，県内各地域の
様々な情報をわかりやすく紹介する動画を制作し，インターネットを通じて，生中継も交えて県内外に発信します。

【動画コンテンツ】
○スタジオ中継 ・・・地域情報や地域イベント情報，

交通情報，県の告知などを
リアルタイムで定時配信。

○その他の中継・・・知事定例記者会見，災害緊急
放送などを随時配信。

○録画映像 ・・・県内各地を取材し，録画・編集
した動画を配信。

○投稿動画等 ・・・市町村，学校，企業，個人から
投稿動画等を募り，配信。

※各コンテンツは録画素材として編集し，
２４時間オンデマンド配信

朝

昼

晩

いばらき情報（地域情報，交通情報，県告知等）

知事定例
記者会見

災害緊急
放送

市町村動画

スタジオ
中継①

いばらき情報（地域情報，交通情報，県告知等）
スタジオ
中継②

投稿動画等その他の中継

【※一日の動画コンテンツイメージ図】

※各コンテンツの内容は現段階で想定される仮のものです。

･･･etc

文化

録画映像

･･･etc

人

芸術

グルメ

ｽﾎﾟｰﾂ中継

一般投稿
動画
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