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東日本大震災からの復旧・復興，防災体制の強化

1 （新）自主防災組織結成促進事業 （生活環境部） 24 （新）公募型新たな水質浄化空間創出事業 （生活環境部）

2 （拡）防災情報ネットワークシステム再整備事業 （生活環境部） 25 （拡）畜産バイオマス燃料化推進モデル事業 （農林水産部）

3 （新）消防救急無線デジタル化共同整備等推進事業 （生活環境部） 26 （新）木質バイオマス利活用促進事業 （農林水産部）

4 （新）災害に強い医療体制推進事業 （保健福祉部） 27 ・ 二酸化炭素削減拡大プロジェクト事業 （生活環境部）

5 （新）映像祭を利用した茨城の魅力発信事業等 （商工労働部） 28 （新）リン除去回収施設導入事業 （土　木　部）

6 （新）茨城をたべよう収穫祭開催事業 （農林水産部） 29 （新）下水処理場太陽光発電事業 （土　木　部）

7 （新）いばらき農産物販売力強化事業 （農林水産部） 30 （新）海岸防災林機能強化事業 （農林水産部）

8 （新）イメージアップキャンペーン推進事業 （直　　　轄）

9 （新）科学技術創造立県いばらき推進事業 （企　画　部） (2)人が輝くいばらきづくり

10 （新）常陸国風土記１３００年記念事業 （生活環境部） 31 （新）いばらき理科教育推進事業 （教　育　庁）

11 （新）天心・波山記念事業 （教　育　庁） 32 ・ 国際社会で活躍できる人材育成事業 （教　育　庁）

12 ・ 中小企業融資資金貸付金等 （商工労働部） 33 （拡）元気いばらき選手育成強化事業 （教　育　庁）

13 ・ 商店街等復興応援事業 （商工労働部） 34 （新）いばらきっ子郷土検定事業 （教　育　庁）

35 ・ いじめ問題緊急対応事業 （教　育　庁）

生活大県づくりの推進 36 （拡）地域児童虐待対策推進事業 （保健福祉部）

(1)住みよいいばらきづくり

14 （新）地域医療高度化医師養成確保事業 （保健福祉部） (3)活力あるいばらきづくり

15 （拡）寄附講座設置事業 （保健福祉部） 37 （新）再生可能エネルギー普及推進事業 （企　画　部）

16 （拡）医師修学資金貸与事業 （保健福祉部） 38 （新）ロボットスーツ治験事業 （保健福祉部）

17 （新）次代を担う若手医師育成拠点づくり事業 （保健福祉部） 39 ・ 成長産業振興プロジェクト事業 （商工労働部）

18 （新）高度先進医療機器整備事業 （病　院　局） 40 （新）いばらきの畑地再生事業 （農林水産部）

19 （拡）医療提供体制の整備関連事業 （保健福祉部） 41 ・ 新規就農総合支援事業 （農林水産部）

20 （拡）安心こども支援事業 （保健福祉部） 42 （拡）６次産業化総合支援事業 （農林水産部）

21 （新）しあわせ結婚・出産サポート事業 （保健福祉部） 43 （拡）アーカス・プロジェクト関連事業 （企　画　部）

22 （拡）警察施設再編整備事業（警察署再編分） （警察本部） 44 （拡）空港就航対策利用促進事業 （企　画　部）

23 （拡）安心安全な生活道路整備事業 （土　木　部） 45 ・ 外国人観光客誘客促進事業 （商工労働部）
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Ｈ２５予算額 ９，６９０千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊自主防災組織の組織率（H24.4.1 現在） 

    県平均  61.6％（全国第 39 位） 

    全国平均 77.4％ 

生活環境部防災・危機管理課 

防災Ｇ（内線２８８４） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 組織率が低い１５市町村を重点的に支援  

 

事業イメージ 

 

 

（１）派遣対象 町内会，自治会等 240 地区 

 

（２）実施形態 外部委託により実施 

        （消防 OB や防災士などの派遣を想定） 

 

（３）内容 

  ①組織率の低い市町村へ，結成への取組みを働きかけ 

  ②市町村は結成を促進する地区をリストアップ 

  ③推進員が対象地区内の意見を聞きながらマップ作成 

  ④作成したマップは地区へ配布するほか，支援事例集として公表 

事業概要 

防災マップづくりの支援などにより地域の防災意識を高め，市町村が行う自主防災組織 

の新規結成への取組を促進します。 

自主防災組織結成促進事業(新規) 

推進員が訪問
 自助共助の啓発
 防災マップ作成支援

結成への働きかけ
自主防災組織の認定

連携して支援

組織結成への取組み
の要請，働きかけ
市町村への事務費補助

事業委託

【委託先】
【市町村】

【自治会，町内会等】

【県】

推進員
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Ｈ２５予算額 １５４，４５５千円 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 運用開始後１３年が経過し，老朽化による障害等の発生頻度が増加すると

ともに障害発生期間が長期化 

(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) 再整備完了までに最低でも３カ年は必要 

(4) 市町村消防のデジタル無線が整備されようとしており，当該システムとの機

能連携が必要 

生活環境部防災・危機管理課 

防災Ｇ（内線２８８５） 

防災情報ネットワークシステム再整備事業 

防災情報ネットワークシステムの再整備に係る設計を行います。 

既設防災情報ネットワークシステム設備の現状 
 

[システム内容] 

衛星・地上回線により，県・市町村・防災関係機

関をネットワーク化 

 ※新たに，二次・三次救急医療機関等と接続 

 

[スケジュール] 

 Ｈ２５   ：基本・実施設計 

Ｈ２６～２７：整備 

Ｈ２８   ：稼働 

整備内容等 

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） 

 

○ 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  

2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消防救急無線デジタル化共同整備等推進事業(新規) 

Ｈ２５予算額 ３００，０００千円 
生活環境部消防安全課 

広域化Ｇ（内線２８８９） 

防災対応力強化のため，現在２１消防本部３４市町が共同して行う，消防救急無線のデジタル化及び共同指令センターの共同整備に対して，

整備費用の支援を行います。 

 
 

＜イメージ図＞ 
 

１ 整備内容：消防救急無線基地局整備，共同指令センター指令システム等 

２ 整備主体：市町及び一部事務組合（法定協議会が運用） 

３ 全体事業費：11,735 百万円（うちＨ25：4,647 百万円） 

  （消防救急無線：6,882 百万円，共同指令センター：4,853 百万円） 

４ 県負担総額： 1,500 百万円（うちＨ25：300 百万円） 

  ・主な対象経費：(無線基地局)共通波部分 

(共同指令センター)情報共有システム 

※大規模災害発生時に，消防組織法に基づき緊急消防援助隊に指示等を出

すための重要な通信手段としてこれらの設備整備への支援が必要 

  ・負 担 割 合：１／２ 

５ スケジュール 

  Ｈ25  ：基本・実施設計 

Ｈ26～27：整備 

Ｈ28  ：稼働 

＜事業概要＞ 
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災害に強い医療体制推進事業（新規） 

Ｈ２５予算額 ４１，０００千円 
 

 

 

 大規模災害が発生した場合でも適切な対応ができるよう，災害医療の中核を担う災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や 

災害拠点病院等の体制強化を図ります。 

 関係機関との訓練実施などにより，災害時に迅速な対応ができる体制の構築を図ります。 
 

 

【事業内容】 

○ ＳＣＵの整備 《18,000 千円》 

大規模災害時に備え，広域搬送拠点臨時医療施設

（ＳＣＵ）を百里基地に設置し，ＤＭＡＴ等が活動するた

めに必要な関連資機材（ベッド，ストレッチャー等）を整

備 

 

○ ＤＭＡＴ活動車両の整備 《20,000 千円》 

   災害現場への移動や傷病者等の地域間搬送などを

目的とした車両整備を支援 

 

○ ＤＭＡＴ調整本部における通信機器の整備《1,000 千円》 

ＤＭＡＴの派遣調整等を行う調整本部に衛星電話等

を整備 

 

○ 訓練等の実施 《2,000 千円》 

 災害拠点病院やＤＭＡＴ等の関係機関による定期的

な訓練などを実施 

 

保健福祉部医療対策課 

医療整備Ｇ（内線３１８５） 
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映像祭を活用した茨城の魅力発信事業(新規)／宿泊観光推進事業(新規)  

 おもてなしレベルアップ事業(新規)／茨城ブランド育成・販路拡大支援事業(新規) 

Ｈ２５予算額 ６７，５７８千円 

商工労働部 観光物産課 

企画Ｇ   （内線３６１５） 

宣伝誘致Ｇ（内線３６２０） 

ＦＣ推進室（内線２７３６） 

茨城ブランド育成・販路拡大支援事業（予算額 2,931千円） 

宿泊観光客の本県への旅行の動機付けと，周辺観光施設等への周遊を促進する

ため，プレミアム付宿泊券を発行します。 

・額  面 5,000円（販売額：2,500円） ・発行枚数 20,000枚 

・利用制限 一泊につき，一人あたり2枚まで 

・実施時期 Ｈ25.7～ 

※宿泊券の発行に連動し，観光施 
設や土産物品店等の割引クーポン 
を発行し，周遊観光を促進します 

 

おもてなしを向上させようと頑張る宿泊施設での実態調査や，その結果により

現状と課題に基づいた調査報告会を行うとともに，実態調査の対象施設のうち，

希望する施設に対するフォローアップ研修への支援をすることにより，県内宿泊

施設におけるおもてなしのレベルアップを図ります。 
 
①実態調査の実施 
②調査報告会の開催 
③宿泊施設における実地研修の実施 

魅力ある特産品・土産品づくりを促進させるため，おみやげコンクールを開催
し，生産者の技術向上と商品開発意欲の高揚を図ります。 
また，専門家による個別アドバイスの実施など，茨城ブランドの育成と販路の

拡大支援を行います。   
①おみやげコンクールの開催 
②百貨店バイヤー等による内覧会・展示会 
③専門家による個別アドバイス等の実施 
④販売PR・広告宣伝の実施 

 

映像祭を活用した茨城の魅力発信事業（予算額 2,500千円） 

いばらきＦＣ設立１０周年等を契機として，ＦＣ活動で培ったネットワーク

や全国有数のロケ地としての実績を踏まえ，人々の意識に大きなインパクトを

与えるツールである「映像祭」と連動し，茨城の魅力を発信します。 
 
① 映像祭（ショートショートフィルムフェスティバル＆アジアを予定）に茨城

の部門賞を設置 
② 茨城を舞台にした映像作品の 

公募 
③ 部門賞の名称を公募 

  

宿泊観光推進事業（予算額 55,875千円） 

おもてなしレベルアップ事業（予算額 6,272千円） 

 

＜利用例＞ 
○一泊二食15,000円の旅館に家族4人で宿泊 

 通常の場合：60,000 円 
 20,000 円お得 

 
 宿泊券利用：40,000 円 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

風評払拭に引き続き取り組むとともに，本県観光の底上げを図るため，本県の立地特性を踏まえた効果的な情報発信に
よる新規観光需要の創出と，意識の高い観光事業者の自助努力に対する支援に取り組みます。 
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茨城をたべよう収穫祭開催事業（新規）

農林水産部販売流通課
アグリビジネス推進室（内線３８９４）

H２５予算額 ２０，０００千円

本県の新鮮・安全な農林水産物や県産食材を使用したグルメを県内外に広く発信し，

本県産農林水産物の消費拡大を図るため，「茨城をたべよう収穫祭」を開催します。

１ 時 期 平成２５年１１月の土日（２日間）（予定）
２ 開催地 主会場のほかプレイベントを県内外で開催（予定）
３ 内 容

プレイベント

県内外で開催し，

収穫祭を事前にＰＲ

茨城をたべよう収穫祭

①農産物や加工品の直売 ③ステージイベント②グルメイベント

農業産出額第２位を誇る本県の豊富な農産物をはじめとする県内農林水産物を広くＰＲ

など
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日本の食料供給基地としての地位を確立

 
 

 

Ｈ２５予算額 ４０,８２５千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産部販売流通課 

販売戦略Ｇ（内線３９６４） 

本県産農林水産物等の積極的なＰＲにより販売力を高め，競合産地や風評の影響に負けない， 

日本を代表する食料基地としての地位を揺るぎないものとします。 
 

【市場シェアの回復を目指し，販路開拓・PR 活動を支援】 

・県産品の購買意欲を促進  ・新たなマーケットの開拓  

・県産品の安全性を再確認  ・生産者等の販売力強化 

○ 茨城フェア開催 PR（17,325 千円） 

首都圏のいばらき農産物提供店（販売店）で 

集中的に茨城フェアを開催 

○ メディアを活用した PR（2,000 千円） 

  県産食材をメディアにサンプル提供して 

TV 等での露出を促進 

○ 大規模商談会への出展支援（9,000 千円） 

国内最大級の大規模商談会への出展を支援 

（スーパーマーケットトレードショー） 

○ 生産者等の販売 PR 活動を支援（12,500 千円） 

生産者等がイベントを開催又はイベントに出展

して販売 PR する経費を支援 

いばらき農産物販売力強化事業（新規） 
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季節のイベント等： (春)ネモフィラ，陶炎祭，(夏)海水浴，花火･夏祭り，(秋)コキア，収穫祭，土浦花火
大会，紅葉(花貫渓谷他)，(冬)氷瀑(袋田の滝)，(早春)ひなまつり，梅まつり など

観光地等 ： 六角堂，五浦温泉，偕楽園，大洗，笠間，筑波山，袋田の滝・奥久慈 など
農産物・物産等： いちご，メロン，コシヒカリ，常陸牛，奥久慈しゃも，ほしいも，納豆，あんこう鍋 など

その他 ： 科学技術，茨城空港，スポーツ(サッカー等)，フィルムコミッション，工場見学 など

いばらきの魅力

ＴＶ等で活躍の
本県出身のタ
レントやご当地
アイドル

イメージアップキャンペーン推進事業（新規）

茨城いいね！１ メディア等を活用した本県の魅力発信
①テレビやラジオ等の番組でのＰＲ
②イベント等活動の中でのＰＲ
③ブログ・ツイッター等ＳＮＳ
④動画メッセージ紹介 など

知事直轄広報広聴課
広報戦略室（内線２１２２）

２ メディア向けＰＲ会の開催
・時期 ６月（予定）
・場所 茨城マルシェ（東京銀座）
・内容 季節のイベントや観光地，県産品

等を紹介
３ 県内主要イベントとの連携
収穫祭など，県内開催の主なイベン
トへ出演し，ＰＲ活動を展開

ＴＶ等で活躍の本県出身のタレントやご当地アイドル等を活用し，メディア等でのＰＲ活動を通じて
本県の魅力を全国に向けて発信することにより，県のイメージアップ・風評被害の払拭を図ります。

Ｈ25予算額 25,900千円

タレント等の認知度や情報発信力を活用していばらきの魅力を全国に発信
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１９６３年の閣議了解により建設が決定したつくばでは，筑波研究学園都市建設決定５０年，江崎玲於奈氏ノーベル賞受賞４０年，

筑波大学開学４０周年と，節目の年を迎えます。
これを契機に，教育・研究機関等と連携し，つくばの科学技術を日本中に発信する事業を夏から秋にかけて集中的・横断的に展開

することにより，つくばの魅力や「科学技術創造立県いばらき」を県内外へアピールします。

【実施事業】

記念事業（実行委員会）
【筑波研究学園都市50周年記念事業実行委員会

：茨城県・つくば市・筑波大学ほか】

(仮称)イノベーションチャレンジつくば2013
～ 自分を変える～～日本が変わる～３日間
【共催：つくば市・日本経済新聞社】

・基調講演（ノーベル賞受賞者等一流の科学者からのメッセージ）
・企業経営者・最先端科学の研究者による講座
・研究者との交流会
・課題解決型サイエンスツアー（研究室を訪問し，社会的課題を解決する糸口を自ら探す。)

(仮称)江崎玲於奈氏ノーベル賞受賞40年
記念シンポジウム

【共催：(財)茨城県科学技術振興財団】

対象：全国の高校生1,000人

対象：若手研究者等 500人

・基調講演（ノーベル賞受賞者等を予定）
・パネルディスカッション（産業界が期待するイノベーションについて）

・記念式典 基調講演（「筑波研究学園都市の歩みと期待」つくばにゆかりのある著名人）
つくば国際戦略総合特区の成果発表＜筑波大学開学40周年記念事業と連携＞

・県や市，研究機関，団体等が主催する事業を50周年記念事業と位置づけ展開（連携(冠)事業）

科学技術創造立県いばらき推進事業（新規）

つくば国際戦略総合特区推進事業
・２０１３国際ロボット展への参加（つくば国際戦略総合特区のＰＲ）
・特区プロジェクト創出支援事業

H25予算額 19,735千円
企画部科学技術振興課
庶務・科学技術Ｇ（内線２５３４）
企画部つくば地域振興課
研究学園都市Ｇ （内線２６７８）

「科学の素晴らしさ」「イノベーションの大切さ」を学ぶ

つくばの歩みを振り返り，今後の飛躍を誓う

若手研究者の更なる飛躍を狙う

総合特区制度を活用し新事業・新産業の更なる創出を図る
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Ｈ２５予算額 １０，０００千円 
 

 

 

 

 
 

※713 年の詔で編さんされた風土記で現在に伝わっているものは，常陸，播磨，出雲，豊後，肥前の 5カ国のみ。 

 

【事業内容】 

     

 

 

 

１ 常陸国風土記1300年記念フォーラム＆フェスタ 

［時期］平成２５年１１月 

［場所］県民文化センター 

［内容］ 

 ・常陸国風土記の紹介 

   映像や音楽，朗読により，常陸国風土記の世界を紹介。 
 ・いばらき大使によるトークショー 
   現代のいばらきの良さを紹介。 

生活環境部生活文化課  

文化振興Ｇ （内線２８２４） 

常陸国風土記１３００年記念事業(新規) 

2013 年が，713 年に常陸国風土記編さんの詔が出されてから 1300 年という節目の年に当たることから，子

どもから大人まで多くの県民の方に親しんでいただける催事を実施することで，常陸国風土記を通じた郷土愛

の醸成や本県のイメージアップを図ります。 

２ 県立歴史館ギャラリー展 

［時期］平成２５年８月～１２月 

［場所］県立歴史館 

［内容］常陸国風土記写本等の展示 
  

３ いばらき風土記新聞コンクールの開催 

 風土記編さんの詔と同じテーマを新聞風にまとめたものを公募し，優

秀作品を表彰。 

４ 風土記関連料理レシピの開発 

 風土記の時代の産物を使ったレシピを開発し，コンビニ等に商品化を

提案。 

 市町村や各種団体と連携し，常陸国風土記に関連した事業の統一

的な広報や，相互の事業の情報発信等を行い，県全体で常陸国風土

記 1300 年記念事業の盛り上げを図ります。 
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天心・波山記念事業（新規） 

Ｈ２５予算額 ５６，０４０千円 

 平成 25 年は，茨城県ゆかりで日本美術史に偉大な足跡を残した岡倉天心生誕 150 年・没後 100 年，板谷波山没後 50 年

の節目の年にあたります。２人の偉業を顕彰する記念展覧会及び関連イベントを実施することで，その功績を県内外に発信

し，震災復興の力，郷土愛の醸成及び茨城のイメージアップにつなげていきます。 

 

【事業内容】 

○県立美術館３館で記念展覧会を開催 

○関係市町村や関連施設等と連携した関連イベント・ＰＲを実施 

(1) 五浦美術館 

展 覧 会 展覧会名 岡倉天心生誕 150 年・没後 100 年記念展 岡倉天心と文化財(仮) 

会  期 H25.10.12～11.24（38 日間） 

展示概要 天心が主導した文化財保護活動を修復された仏像等

により紹介 

関連ｲﾍﾞﾝﾄ 「五浦の大観月会(仮)」（茶会，邦楽演奏，天心関係者を招いた座談会等）など 

(2) 近代美術館 

展 覧 会 展覧会名 岡倉天心没後 100 年記念展－天心が思い描いたもの(仮) 

会  期 H26.2.15～3.21（35 日間） 

展示概要 天心の日本近現代美術への功績を五浦の４作家（横山

大観，下村観山，菱田春草，木村武山）等により紹介 

関連ｲﾍﾞﾝﾄ 天心が親しんだ西洋音楽を演奏するミュージアムコンサートなど 

(3) 陶芸美術館 

展 覧 会 展覧会名 没後 50 年 板谷波山展(仮) 

会  期 H25.10.5～12.8（56 日間） 

展示概要 波山の初期から晩年までの歩みを示す代表作を紹介 

関連ｲﾍﾞﾝﾄ 波山関係者を招いた講演会，ワークショップ（刺繍づくり，陶芸体

験）など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立歴史館 

自然博物館 

庁内各課 

関連施設・団体等 

茨城大学 

東京芸術大学 

五浦天心顕彰会 

しもだて美術館 

波山記念館 等 

関係市町村 

北茨城市 

筑西市 

笠間市 等 

（連携） 

震災復興の力，郷土愛の醸成，茨城のイメージアップ 

天心及び波山の 

偉業の顕彰 
文化芸術による 

心の復興・地域振興 

五浦美術館・近代美術館  

天心関係の展覧会及び関連ｲﾍﾞﾝﾄ 

陶芸美術館 

波山関係の展覧会及び関連ｲﾍﾞﾝﾄ 

日本近代美術の指導者 

岡倉 天心 

（1863－1913) 

日本近代陶芸の巨匠 

板谷 波山 

（1872－1963) 

教育庁文化課 

芸術文化Ｇ（内線５４４６） 
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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３５１６）

○ 中小企業融資資金貸付金 Ｈ２５予算額８６５億円（融資枠３，８３２憶円）

※うち東日本大震災復興緊急融資［新規融資枠］ 予算額 ８０億円（融資枠２４０億円）

パワーアップ融資 ［新規融資枠］ 予算額 ４６億円（融資枠３２０億円）

セーフティネット融資 ［新規融資枠］ 予算額 ５６億円（融資枠３９０億円）

○ 東日本大震災復興緊急融資利子補給事業 Ｈ２５予算額 ３２百万円（新規融資分）

○ 中小企業信用保証料助成(東日本大震災復興緊急融資分)Ｈ２５予算額 １６３百万円（新規融資分）

平成25年度継続実施被災した中小企業の資金繰り支援

東日本大震災復興緊急融資について２４0億円の新規融資枠を確保し，被災した中小企業の資金繰りを引き続
き支援してまいります。
さらに，中小企業金融円滑化法が３月末に終了することから，必要な資金需要に対応した融資枠を確保すると

ともに，融資利率の引下げにより，中小企業の金融の円滑化を図ります。

中小企業金融円滑化法終了への対応

融資利率の見直し

融資利用者の返済負担の軽減を図るため，

県制度融資に係る融資利率を引下げ

△０．１％

円滑化法終了に伴う借換などの資金需要に対応するため，

必要な新規融資枠を確保

・パワーアップ融資 ［新規融資枠］３２０億円

・セーフティネット融資［新規融資枠］３９０億円

パワーアップ融資・セーフティネット融資の融資枠の確保

［新規融資枠］２４0億円

［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%

東日本大震災復興緊急融資

［助成率］ ①直接被害 ：１０割を県補助

②間接・風評被害：１／２を県補助

保証料助成（東日本大震災復興緊急融資分）

［補給率］①直接被害 ：10割（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）
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消費者・出店希望者等 

  商店街等復興応援事業   

  Ｈ２５予算額 １６，７０２千円 
 
 
 

 
 
 

 

 

【事業概要】 

１ 商店街応援チームの設置・派遣 

  商店街応援チームを設置（４人）し，商店街等が実施するイベントや地域課題に対応 
した取組等への人的支援を行う。 

２ 商店街活性化アドバイザーの派遣 

  中小企業診断士等の専門家を派遣し，商店街が抱える課題の解決や，活性化事業の 
実施に向けたアドバイスを行う。 

３ 商店街ポータルサイトの運営 

  商店街ポータルサイトにより，商店街のイベントや空き店舗の情報，商店街の取組や 
魅力の発信等を行う。 

 
〈事業スキーム〉 

託               
 
 

 
 

 

 

 

県 

商店街応援チームを設置し，商店街等が実施する取組への人的支援や，専門家による指導・助言を行うことにより，商店街の新た

な取組の実現や取組の活発化・継続化を促進し，商店街の活性化を図ります。 
併せて，商店街の取組や空き店舗情報等をポータルサイトにより発信し，消費者へのＰＲや商店街間のノウハウ共有を図るととも

に，空き店舗への出店を促進します。 

委託事業者 

商店街応援チームの設置・派遣 
 

商店街活性化アドバイザーの派遣 

  

商店街ポータルサイトの運営 
 

商 店 街 
（主な支援内容） 
・イベントの企画・実施 
・地域課題に対応した取組の実施 等 派遣依頼 

支援 

情報提供 

委 託 

商工労働部中小企業課 

商業・まちづくりＧ（内線３５５０） 

 
専門家によるアドバイス 

 
商店街応援ﾁｰﾑによる人的支援 
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地域医療高度化医師養成確保事業（新規）
Ｈ25予算額 316,411千円 保健福祉部医療対策課

医師確保対策室（内線３１８３）

筑波大学

被災地域への非常勤医師派遣

（69,000千円）

◆ 筑波大学において若手医師を大学職員として
採用し，県北・県央・鹿行地域などの医療機関
へ非常勤で派遣

【派遣医師数等】3人（1.5日/週）×10病院

被災地域等の中小病院等でのｅラーニングシステム導入

（48,000千円）

若手医師のための海外研修機会の提供
（6,700千円）

◆ 筑波大学と茨城県地域医療支援センターの連携
・ 若手医師を対象とした国際教育，海外の病院
での臨床教育研修プログラムの提供
・ 帰国後における地域医療水準の高度化に
貢献

・ 筑波大学への海外研修窓口の設置

【研修期間】1～3ヶ月
【人数】5人×研修経費1,000千円上限補助
【帰国後の義務】1年以上県内医療機関に勤務

地域枠学生のための教育設備整備
（192,711千円）

◆ 今後、地域枠の増加に伴う入学定員
の拡大（117人→125人）に対応して，
より効果的に学ぶことができるよう筑
波大学と県立中央病院の教育環境を
充実
【主な設備】
手術シミュレータ，映像設備，電子黒板等

【主な使用目的】
・合同の症例検討会，遠隔講義
・教育コンテンツの共同利用
・専門医への症例相談
・レジデントの振り返りなど

【整備箇所数】18医療機関

筑波大学との連携により，中核的医療機関や医師不足地域内医療機関の教育・研修環境の充実，人材育成，
地域枠の定員増を図り，医師の確保に努めます。

◆ 被災地域等において質の高い
地域医療教育を行うため，ＩＢＢＮを
活用した教育ネットワークの整備

大学病院
被災地の
中小病院等
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医科大学（寄附講座の設置）

Ｈ２５予算額 ５８１，４１４千円

寄
附

県

保健福祉部医療対策課

医師確保対策室（内線３１８３）

寄附講座の概要

○筑波大学
・派遣医師数：25人
・派遣予定先：県立中央病院、北茨城市立総合病院

神栖済生会病院ほか
○東京医科歯科大学
・派遣医師数：11人
・派遣予定先：土浦協同病院ほか
○東京医科大学
・派遣医師数：16人
・派遣予定先：東京医科大学茨城医療センターほか
○日本医科大学
・派遣医師数： 5人
・派遣予定先：神栖済生会病院、筑西市民病院
○自冶医科大学
・派遣医師数： 6人
・派遣予定先：筑西市民病院、小山記念病院
○関連医科大学
・派遣医師数：4人
・派遣予定先：鹿島労災病院ほか

県内への医師派遣

県内の地域医療提供体制の充実

寄附講座設置事業

県が医科大学に寄附を行い，医師不足等の解消に係る教育，研究及び診療に取り組むことにより，地域
医療を担う人材の育成や医師不足地域に医師の確保を図り，地域医療提供体制の充実強化を図ります。
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医師修学資金貸与事業

Ｈ25予算額 225,600千円（医師修学資金：67,200千円／地域医療医師修学資金：158,400千円）

保健福祉部医療対策課

医師確保対策室（内線３１５４）

月額１５万円（貸与期間：最大６年間）
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
※ 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

① 医師不足地域の医療機関
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

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 H25

5名 15名 20名 25名 29名

勤務する医療機関

＜地域枠入学定員の推移＞

茨城県地域枠入学者で次に該当する方
・県内の高等学校等の卒業者
・県内に居住する者の子

対象者

将来，知事が指定する県内の医師不足地域等の医療機関等で医師業務に従事することを返還免除要件として
修学資金を貸与することで，地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保を図ります。

◆平成２５年度 地域枠入学定員 合計２９名
筑波大学：13名（2名追加）
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／北里大学：2名（新設）

地域医療医師修学資金貸与制度
（茨城県地域枠）

貸与額

医師不足地域
６医療圏
（２９市町村）

医師修学資金貸与制度

①県外大学の医学部在籍者で次に該当する方
・県内の高等学校等の卒業者
・県内に居住する者の子
②筑波大学医学部の在籍者（県内・県外出身を問わず）

対象者

勤務する医療機関 医師不足地域の医療機関

月額１０万円（貸与期間：最大６年間）
返還免除要件
貸与期間と同期間，医師不足地域で医師の
業務に従事した場合
※ ただし，貸与期間が1～2年の場合3年間は従事

貸与額

◆平成25年度新規貸与枠：１０名
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後期研修プログラムの作成

総合的な診療能力や各専門分野を幅広く学べる特訓ゼミを開催し，世界に通用す
る医師を育成（水戸周辺地域で開催、全国公募1泊2日）
【対象・回数】①若手医師150名×2回 ②医学生120名×1回
【内容】①指導医リレー講座、技術研修等 ②地域医療講座等

医師の絶対数の不足，地域偏在，診療科偏在

・医師スタッフが少ない中，救急や初期診療，休日夜間当直な
どに対応できる総合的な診療能力をもつ医師（総合診療医）
の役割が増大

保健福祉部医療対策課
医師確保対策室（内線３１５４）

本県の強みを活かした若手医師向け総合診療医特訓ゼミや茨城の医療をアピールするシンポジウムの開催，
後期専門研修プログラムの策定を行い，全国へ発信します。

本県の各病院の専門性を生かし，総合診療医などのエキスパートを養成する後期
専門研修プログラムを作成し，全国に発信
【広報媒体】医学誌、医学ウェブサイト

若手医師育成特訓ゼミの開催

茨城の医療をアピールするシンポジウムの開催

最先端医療から在宅医療まできめ細やかに提供している本県の特性を生かし，本
県の医療をアピールするシンポジウムを開催（県南部で開催）
【対象】若手医師900名（全国公募）【期間】1日
【内容】最先端医療や在宅医療に係る医師等講演

次代を担う若手医師育成拠点づくり事業（新規）

Ｈ２５予算額 ２６，０５３千円

茨城県の
若手医師の育成拠点
としてのイメージの
確立と継続的な医師
確保
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高度先進医療機器整備事業（新規）
病院局経営管理課

企画室（内線６５１５）Ｈ２５予算額 ３７７，２１３千円

県立中央病院に手術支援ロボット「ダヴィンチ」を導入することにより，研修医や若手医師の確保
及び育成を図るとともに，都道府県がん診療連携拠点病院としての診療機能の充実を図ります。

医 師 確 保

高度医療に興味を持っている研修
医や若手医師の確保を図る。

従来の腹腔鏡手術と比較して，
ダ・ヴィンチでは，３Ｄ画像と多
関節の鉗子により精密な操作が
可能となり，小さい傷・少ない出
血・早い回復が期待されます。

患者様の身体に負担の少ない
医療を提供します。

◎前立腺がんの手術は，より安全で精度の高い手術支援ロボットによる腹腔鏡手術が世界の主流となりつつ

あり，日本国内においても平成２４年４月に健康保険が適用されたことで，急速に普及が進んでいます。

【ダヴィンチ手術の特徴】
○３Ｄ画像と多関節鉗子による精密な操作
○小さな傷，少ない出血，早期の回復

医療人材育成

教育研修拠点としての機能を強化し，
先進的な医療機器による研修によ
り，県北・県央地域の医療人材を育
成する。

手術支援ロボット「ダヴィンチ」

身体的負担が少なく高精度で治療
効果の高いがん医療の提供
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H25 予算額 7,520,124 千円 
 
 
 
 
 

 

東日本大震災において特に被害の大きかった，県北地域の医療機関の施設や設備整備を支援し，地域の医療提供 
体制の強化を図ります。 
災害拠点病院の整備や県内医療機関の耐震化促進により，災害に強い医療提供体制の構築を図ります。 

・日製日立総合病院 

・秦病院 

土浦協同病院 
 

JA とりで総合

医療センター 

北茨城市立総合病院 
 

                                                （単位：百万円） 

区分 医療機関名 

医療施設

整備事業 
医療施設耐

震化施設整

備事業 

災害拠点病

院施設整備

促進事業 
 
（新規） 

医療施設

近代化施

設整備促

進事業 
（新規） 

合計 

県北地域

の医療機

関の東日

本大震災

からの復

旧 

地域の中

核となる

医療機関

の施設整

備 

日製日立総

合病院 1,200 119 103 ― 1,422 
北茨城市立

総合病院 2,000 427 ― ― 2,427 
秦病院 150 687 ― ― 837 

県北地域

の医療機

関の設備

等の整備 

県北臨海部

の医療機関 473 ― ― ― 473 
県北内陸部

の医療機関 240 ― ― ― 240 
災害に強

い医療体

制の構築 

 

災害拠点

病院の整

備 

土浦協同病

院 1,000 477 104 ― 1,581 
ＪＡとりで

総合医療セ

ンター 
― 241 ― ― 241 

医療施設

の耐震化 
二次救急医

療機関 ― ― ―  300 300 
合計 5,063 1,951 207 300 7,521 

 

県北地域の医療機関 

（北茨城市，高萩市，日立市，  

常陸大宮市，常陸太田市，大子町） 

保健福祉部医療対策課 

医療整備Ｇ（内線３１８５） 

医療提供体制の整備関連事業 
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安心こども支援事業

待機児童の解消と保育サービスの充実のため，保育所整備等を推進し，
安心して子どもを育てることができる環境づくりを支援します。

Ｈ２５予算額 ２，９４３，４８２千円

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
○施設数 ３１施設
・賃貸物件による保育所整備に対する改修費等
への補助
○補助率 （県１／２），市町村１／４，事業者１／４
○施設数 １施設

利便性の高い場所に送迎センターを設置し
自宅から遠距離にある保育所等への送迎を
行うなど保育所入所児童の送迎サービス実
施への補助
○補助率（県１／２），市町村１／２
○施設数 １施設

・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
○施設数 ２施設
・幼保連携型・幼稚園型認定こども園の施設整
備への補助
○補助率 （県１／２），市町村１／４，事業者１／４
○施設数 ４施設
・保育所型認定こども園の事業費への補助
○補助率 （県３／４），市町村１／４
○施設数 １施設

家庭的保育者（保育ママ）のための
研修費補助
○補助率 （県１／２），市町村１／２
○対 象 １市町村

保育の質の向上を図るための保育士等の
研修に対する補助
○補助率（県１／２），市町村１／２
○対 象 ３市町村

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，保育所整備をはじめとする子育て支援のための施設整備等を実施
し，保育サービスの更なる充実を図ります。

保育所等整備事業 広域的保育所利用事業 認定こども園整備等事業

家庭的保育者研修事業 保育の質の向上のための研修事業
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しあわせ結婚・出産サポート事業（新規） 

Ｈ２５予算額 ４，９６１千円 

 

 

いばらき出会いサポートセンターの活動等による成婚組数１，０００組を契機に本県の結婚支援の取組を全国的にＰＲしていきます。 

若者が自らの望む就職・結婚・出産ができるよう，その意識を啓発するため，県内の大学や高校等でセミナーを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

（参考）いばらき出会いサポートセンター利用者等の成婚者数（累計） 新エンゼルプラン目標値(H26)1,000 組 

実績値(H25.1 末)943 組 ※月平均 11.9 組 

② 女性の就職・結婚・出産に関する意識啓発事業（1,701 千円） 
 
 ・内 容：県内の大学や高校等（４校程度）の女子学生・生

徒等を対象に専門の講師によるセミナーを開催。 
 
 
 【セミナー例】 

① 仕事と子育てを両立するための就職先の見つけ方 
② 最近の婚活事情 
③ 妊娠に関する情報（卵子の減少，高齢出産のリスク）など 

①「結婚しよう」プロジェクト（3,260 千円） 

ア 成婚組数 1,000 組記念式典・婚活応援フォーラム（仮） 
の開催 

・参加者：全国の結婚支援者（約 500 名） 
・時 期：平成 25 年７月ごろ（1,000 組達成の翌月ごろ） 
・内 容：功績者表彰，基調講演，成婚者から独身者への 

「婚活応援メッセージ」の披露など 
  ・広 報：いばキラＴＶ，タウン誌等を活用し県内にＰＲ 
       地方６団体や県外団体の協力を得て県外にＰＲ 
 
 イ 「婚活事例集」の作成 
  ・内 容：サポートセンターやマリッジサポーターを活用し 

婚活した事例を集め，事例集として編集 
  ・広 報：映画館や大型量販店等若者が集まる場所に陳列を 

依頼 

 
 

○サポートセンターの会員増 

○マリッジサポーターの利用者増     

○若い時期に就職，結婚，出産に関する正しい知識を得ること 

で，自らが望む人生の選択肢が増加 

成婚組数の増 少子化の進行に歯止め 

保健福祉部子ども家庭課 

少子化対策室（内線３２６２） 
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Ｈ２５予算額 １８１，７３４千円

◇ 犯罪情勢 平成24年中の刑法犯認知件数：36,873件

→ 治安の悪化を感じている県民の割合：40.4%（「県政世論調査」）

～ 依然として県民の治安に対する不安は解消されていない

◇ 交通情勢 平成24年中の人身交通事故件数：14,732件 死者数：142人

→ 死者数の約半数が高齢者、悪質・危険性の高い交通違反を伴う

事故が依然として多数発生

◇ 警察力の更なる強化を図るため、警察活動の拠点となる警察施設の再編

整備が必要

◇ （仮称）神栖警察署の設計 １１９，３８７千円

⇒ 犯罪が多発している神栖市への警察署の新設

◇ ひたちなか市内の警察署統合に向けた施設の整備 ６２，３４７千円

⇒ 那珂湊地区への施設の建設

・ひたちなか市田中後地内

・事業スケジュール Ｈ25～：建築工事

（仮称）神栖警察署の新設

・神栖市木崎地内 (仮称)土研跡防災公園(約21.5ha)内

・敷地面積 約10,000㎡

・延床面積 約 4,800㎡

・事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ H25:基本・実施設計 H26～:建築工事

（仮称）土研跡防災公園

(仮称)神栖警察署建設候補地

平成25年度事業

警察施設再編整備計画（第２期計画：平成24年度～平成28年度）に基づき

警察署の再編整備を推進します。

現状及び課題

警察施設再編整備事業（警察署再編分）

警察本部警務部警務課
再編整備係（内線６４２３）
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