
 

Ｈ２５予算額 ３，８１１，０００千円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安心安全な生活道路整備事業】  

土木部道路建設課県道Ｇ    （内線４４２２） 

土木部道路維持課交通安全施設Ｇ（内線４４５３） 

【安心安全な生活道路整備市町村補助】 

 土木部道路建設課市町村道Ｇ  （内線４４１９) 

 

【事業概要】 

 ■事業内容 緊急性が高い通学路及び交通危険箇所の整備 

 

◎ 安心安全な生活道路整備事業（県道事業:H25 予算額 3,771,000 千円） 

■事業期間 平成２３年度から平成２７年度（５年間） 

■整備目標 通学路を重点的に整備し，３５kmの歩道を設置 

 ※３５km＝（これまでの整備目標）２０km＋（重点整備）１５km 

■事 業 費 １９０億円 

■事業内容 ① 歩道の整備 

        ② 交通危険箇所の改善 

 

◎ 安心安全な生活道路整備市町村道補助（H25 予算額 40,000 千円）  

■事業期間 平成２３年度から平成２５年度（３年間） 

■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，本体工事費のみ補助対象とする） 

・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 

安心安全な生活道路整備事業 

安心安全 

 

緊急合同点検結果により対策が必要となった 

箇所を重点的に整備します 

◎ 緊急歩道整備事業 

■整備目標 ６５箇所、L=１５km 

■事業内容 用地取得が伴う通学路の整備 

 

◎ 緊急交通安全施設設置事業 

■整備目標 ７６箇所、L=８km 

■事業内容 道路幅員内に交通安全施設を整備 

①防護柵（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等）の設置 

②路面標示（ｶﾗｰ舗装等）の設置 

③ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙの設置 

④道路標識の設置 

 

早期に解決 

児童と車両が混在している通学路 

迅速に対応 

緊急合同点検結果を踏まえ，通学路の整備に迅速に取り組むとともに，日常生活に密接した道路の歩道や危険箇所の整備を

重点的に実施します。 

 安心安全な生活道路整備事業 
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公募型新たな水質浄化空間創出事業（新規） 生活環境部環境対策課

霞ヶ浦対策Ｇ（内線２９５８）Ｈ２５予算額 １８，２７３千円

リン等の削減やアオコ等の植物プランクトンの発生抑制につながる具体的な対策を検討するため，霞ヶ浦（西浦，

北浦，常陸利根川）流域で，公募した水質浄化技術による実証試験を行います。

１ 場所の用意（平成25年度）

○水路や小河川等から，県が候補地（３
箇所程度）を用意します。

○技術の活用に積
極的な，水路・小
河川等の管理者
と連携して進めま
す。

【事業内容】

２ 水質浄化技術の公募・選定
（平成25年度）

（１）公募

○リン等の削減や植物プランクトンの
抑制の効果が見込まれる水質浄化技
術を公募します。
※装置の設置・運転費用，浄化効
果に関する資料の提出を求めます。
※候補地から場所を選択可。

（２）選定

○応募者の中から，外部有識者を含
む「選定評価委員会（仮称）」によ
り，それぞれの場所に最適な技術を
選定します。

３ 実証試験の実施（平成25～26年度）

○選定業者に委託して
実証試験を行います。

○実証試験終了後の展開
実証試験の成果を踏まえ，試験を行った水路や小河川等の管理者に対し，技術の活用を促すとともに，他の水路・小河川等の
管理者に対して，試験の結果や技術を紹介します。

新たな水質浄化技術の普及促進

＜参加企業のメリット＞
○実証試験が企業及び技術のＰＲの場と
なります。

○水質浄化効果が高く評価されると，技術
が河川管理者等に紹介されます。

４ 効果等評価・結果の公表

（平成26年度）

○実証試験実施後は，選定評価委員会（仮
称）により水質浄化効果等を評価し，結果を
公表します。

〔場所選定の考え方〕
・窒素・りん濃度が高く対策が必要
・諸条件により従来の対策が適用できない

↓
新たな浄化技術に期待
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畜産バイオマス燃料化推進モデル事業
農林水産部畜産課
経営環境Ｇ（内線３９８５）

低塩素化施設や専用焼却炉等を設置したモデル農場実証試験を実施し，堆肥の燃料利用を促進することに
より，家畜排せつ物による霞ヶ浦への汚濁負荷削減を図ります。

発電施設における家畜排せつ物利用条件検証（サンプル採取・分析），低コスト化の調査・検討

③発電施設利活用調査・検討(1,100千円)

①低塩素処理燃料化実証モデル（27,000千円）

セメント工場等

燃料

(燃料用堆肥の低水分・低塩素化)
低塩素処理燃料化実証モデル農場

②畜産農場内燃料化実証モデル（12,000千円）

熱利用

専用焼却炉＋給湯ｼｽﾃﾑ
温熱水の供給

堆肥の焼却

畜舎暖房・洗浄水

H２５予算額 ４０，１００千円

25



木質バイオマス利活用促進事業（新規）

農林水産部林政課
森づくり推進室（内線４０２１）

Ｈ２５予算額 ３０３,１００千円

事業の概要

（１）木質バイオマス利用調査・計画策定事業（5,500千円）
木質バイオマス燃料供給量調査，利活用計画の策定
○事業主体 県

（２）地域利用モデル支援事業（288,600千円）
未利用間伐材を利用する木質チップ製造施設等に対する支援
○事業主体 市町村等
○補 助 率 （森林整備加速化・林業再生基金１／２）

事業主体１／２
○補助対象施設 ４施設

（３）地域連携型燃料用原木収集モデル支援事業（9,000千円）
未利用間伐材を円滑に収集・運搬するためのログステーション
の整備等に対する支援
○事業主体 市町村や森林組合等が構成する協議会
○補 助 率 １０／１０

木質バイオマスの地域利用イメージ

森林資源の有効利用による低炭素社会の実現を図るため，森林内に放置されている未利用
間伐材などを木質バイオマスエネルギーとして利用する取組に対して支援します。
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◆家庭の省エネライフ応援事業
新 【4,168千円】

・家庭の省エネ診断「うちエコ診断」

家庭のｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況を無料診断

・エコライフ･サポート事業

家庭のｴｺﾗｲﾌに役立つ情報収集･発信

例） 補助金情報，環境ｲﾍﾞﾝﾄ情報

クールシェアスポット

ＥＶ充電器設置場所 etc.

Ｈ２５予算額 ６，１２１千円（新規事業分）

○ 東日本大震災を踏まえた今後のエネルギー・環境政策では，省エネルギー対策

の強化が大きな柱となっています。とりわけ，1990年以降，民生部門（家庭部門・

業務部門）におけるエネルギー消費量が大きく増加しており，その対策が急務です。

二酸化炭素削減拡大プロジェクト事業

◆「いばらきエコチャレンジ」推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業
新 【1,953千円】

・「いばらきエコチャレンジ」の拡充

幅広い省エネ実践活動でＣＯ２削減

→ 累積削減量上位者を顕彰

・「家庭のＣＯ２削減推進会議」（仮称）の設置
〈構成〉事業者･団体，ＮＰＯ，県･市町村 等
〈内容〉家庭の省エネ行動促進のための

具体的方策の検討･推進

【現状と課題】

家庭部門対策 業務部門対策

◆中小企業省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策支援事業
継 【19,800千円】

・省エネアドバイザーの無料派遣

事業所の特性に応じて対策をｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

・省エネルギーセミナーの開催

省エネ診断事例，県内企業が有する

優れた省エネ技術等を紹介

◆環境保全施設資金融資制度
継 【69,717千円】

・省エネ設備，再エネ設備を導入する中小

企業に対する支援

90年 ’08-’10平均 増減

産業部門 342,281 308,930 ▲9.7%

製造業 320,076 294,913 ▲7.9%

非製造業 21,384 14,017 ▲34.5%

民生部門 145,368 202,951 ＋39.6%

家庭系 55,866 75,771 ＋35.6%

業務系 89,502 127,180 ＋42.1%

（参考）茨城県の最終エネルギー消費の推移 （ＴＪ）

出典：都道府県別エネルギー消費統計

〈対策の視点〉

省エネに関する情報提供の充実

省エネ実践活動の促進

中小企業に対する技術的・経済的支援

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】

家庭の省エネ実践活動を促進する取組や中小企業等への技術的・経済的支援などを通して，民生部門における省エネルギー対策を

促進し，温室効果ガス排出量の削減を図ります。
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Ｈ２５予算額 ７２０，０００千円 

 

 

 

 
 
 
 
 
【事業内容】 

 ・設置箇所：利根浄化センター（霞ケ浦常南流域下水道） 

・事業規模：発電規模 2メガ（2,000kW） 

・敷  地：3ha 

・建 設 費：7.2 億円 

 ・売電期間：20 年 

・買取単価：国認定単価による（参考：H24 認定単価：42 円/kW） 

・事業予定：H25 電力会社との契約･工事，H26.3 末から売電(予定) 

・推計発電量：約 210 万 kWh/年（一般家庭 440 戸に相当） 

  ※再生可能エネルギー固定価格買取制度を活用 

  （発電した電気は全量売電し下水道維持管理費に充当） 

 

 

【事業効果】 

①収益を下水道維持管理費に充当することで，下水道経営の安定化に寄与 

 ②「創電」による電力の社会還元 

③温室効果ガスの削減(約 735t/年の CO2を削減 (杉の木の吸収量にすると約 5.25 万本分))等 

 

 

土木部都市局下水道課 

流域Ｇ（内線４６８３） 

 

下水処理場の未利用地において太陽光発電施設を導入することで，再生可能エネルギーの活用を図ります。 

下水処理場太陽光発電事業（新規） 
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                        Ｈ２５予算額 ２５，０００千円 

霞ヶ浦の水質浄化に資するため，下水処理水中のリン濃度を低減化するためのリン除去回収施設を霞ケ浦浄化センター  

に導入します。 

 

■現状と課題                            ■リン除去回収施設導入効果(施設規模：52,000 ㎥/日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・霞ケ浦浄化センターでは，下水中のリンは凝集剤を添加

して除去→除去したリンは，下水汚泥中に移行。 

・下水汚泥は全量を建設資材等に有効利用（リン資源とし

ては未活用）。 

○霞ヶ浦の水質が改善されない現状，更なる水質浄化が求

められる。 

○リン資源の枯渇化が懸念されており，リンの有効活用が

求められる（国においてもリン資源化を推進する動き）。 

■事業内容 

○霞ケ浦浄化センターにリン除去回収施設を建設する。 

・方式   ： 吸着剤で水中のリンを吸着除去 

・処理水量 ： 52,000 ㎥/日 

・効果   ： 右上参照 

・稼動   ： 平成 29 年度～ 

 

(施設建設計画)                    （単位：千円） 

年度 H25 H26 H27 H28 

事業費 25,000 40,000 900,000 900,000 

実施内容 

・基本設計 

・全体計画変更 

・認可変更 

・詳細設計 ・建設 ・建設 

 

     

 

 

       ※H23,24 に実施した実証実験プラント全景 

・放流水中リン濃度（T-P）を低濃度に処理可能。 

現状：0.13mg/L ⇒ 新技術：0.08mg/L 

（霞ヶ浦の水質：0.08mg/L，排水基準：1mg/L） 

※霞ヶ浦に流入するリン負荷量が，現状より年間約 1.5t 削減 

・リン除去に係る維持管理費が年間約２千万円削減できる。 

・不純物が少ないリンを回収可能（年間約 100t）。 

→肥料として活用を図る。 

土木部都市局下水道課 

管理Ｇ（内線４６７８） 

リン除去回収施設導入事業(新規) 
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海 岸 防 災 林

①広葉樹植栽・下刈り

治山事業

（被 害 地）

③松くい虫予防散布

海岸防災林機能強化事業

②被害木伐採
バイオマス
燃料へ

広葉樹
マツ

   

Ｈ２５予算額 ５７,１２６千円 

 

 

津波被害などに対し減災効果の高い海岸防災林について，松くい虫被害などにより公益的機能が低下

しているため，被害木の伐採や広葉樹植栽による樹種転換を図るとともに，薬剤による予防散布を実施し，

公益的機能の強化を図ります。 
                                       
 事業の概要  

   

（１）事業実施期間： 5 カ年（Ｈ25～29） 

  

（２）Ｈ２５事業費 ： 57,126 千円 

 

（３）事 業 主 体 ： 県 

 

（４）事 業 内 容 (年間)   

① 広葉樹植栽・保育等（14,997 千円） 

樹種転換のための広葉樹植栽・下刈り等 12ha 

 

② 被害木伐採（12,750 千円） 

被害木等の伐採とバイオマス利用  850 ㎥ 

 

③ 予 防 散 布（29,379 千円） 

松くい虫被害予防のための薬剤散布（空中散布・地上散布） 395ha 

 

農林水産部林業課 

森林整備Ｇ（内線４０４８) 

海岸防災林機能強化事業(新規) 
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いばらき理科教育推進事業（新規）

Ｈ２５予算額 ６，９９４千円

「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，理科授業の質の向上，自然体験・科学的な体験の充実を通し

て，児童生徒の理科の学力向上を図ります。

理科授業の質の向上 自然体験・科学的な体験の充実

１ 小学校理科教科担任制の実施 １ 科学自由研究の指導（探究基礎）
［対象］小学校５，６年生 ［対象］小学生・中学生

［内容］教科担任制モデル校を指定(各市町村１校) ［内容］実験方法等の基礎指導

３年間にわたり教科担任制を継続

２ 理科ボランティアの派遣

［対象］小学校３～６年生 ２ 科学自由研究の指導（活用・発展）

［内容］専門的な人材の登録，派遣 ［対象］県科学研究作品展の入賞中学生

理科ボランティアモデル校を指定（25校） ［内容］研究発表会，発展的な研究の指導

３ 観察･実験等に関する教員研修

［対象］小中学校の研修等で中核的な役割を担う教員 ３ 科学の甲子園ジュニア茨城県大会

［内容］観察・実験の実技研修を含めた研修会 ［対象］中学１･２年生（６人のチーム制）

３年間にわたり実施（260人/年） ［内容］理数分野における筆記･実技競技

①講義等 ②観察・実験の実技研修 ①県大会予選：各中学校で参加を希望するチーム

③授業研究会への参加 筆記競技を実施

②県大会本選：予選で選出した15チーム

筆記競技・実技競技を実施

全国大会出場の１チームを選出

４ 中学校理科新教材の活用
［対象］中学生

［内容］茨城の特色を生かした教材の活用

中学校理科

小学校理科

「科学技術創造立県いばらき」
将来を担う人材の育成

理科指導の充実

指導力の向上

指導力の向上

理科指導の充実

自
然
や
科
学
に
触
れ
る
機
会
の
充
実

教育庁義務教育課

指導Ｇ（内線５２２６）

31



 
 

Ｈ２５予算額 １０，９７２千円 

 

 
【事業内容】                   

   

１ 発音力アッププロジェクト（中学校）継続  
・ 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 

 
２ ディベート・チャレンジ（高等学校） 継続  

・ 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） 
教員向け指導法研修 

・ ディベート県大会の開催 
・ コア・チャレンジ校（「英語で行う授業」モデル校）を指定（３校）  

                                    ＜高等学校＞ 
３ 留学・国際交流促進事業（高等学校）  拡充                       

・ 海外留学経費の支援（40 万円／人）  
・ 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                   
 

４ 英語活動お助けキャラバン（高等学校） 継続 
・ 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 
 
 ５ 茨城県高校生国連グローバルセミナー（高等学校） 新規 

・ 事前研修会 
・ 国連大学セミナー 

 国際問題に関する講義 
 国連大学職員によるキャリアセミナー 
 留学生との懇談会 

(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) 

教育庁高校教育課 

指導Ｇ(内線５２６２) 

小中高の発達段階に応じた英語教育関連事業 

 

ＡＬＴの活用  英語活動お助けキャラバン 

＜小学校＞ 英語への関心の喚起 

歌と遊びで英語のシャワー 

 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 
  

＜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 

国際社会で通用する実践的な英語力の育成 

国際的視野の涵養と留学機運の醸成 

高校生国連グローバルセミナー 留学・国際交流促進事業  
 

国際社会で通用する実践的な英語力の育成 

国際社会で活躍できる人材育成事業 
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元気いばらき選手育成強化事業

Ｈ２５予算額 ２０８，４４２千円

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，計画的に選手の発掘・育成・強化
を実施し，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

県体育協会，筑波大学及び各競技団体等と連携し，第７４回国民 計 画 発掘・育成期 強化期 開催
体育大会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
計画的な選手の発掘，育成及び強化を図る。
・国体に向けた強化合宿等 連携 連携
・国体選抜チームへのコーチ，トレーナーの派遣 筑 波 大 学 県 県体育協会
・指導者の養成研修会等
・茨城国体に向けたジュニア強化
・オリンピック出場選手等を活用した出前講座や体験教室 競技力向上対策本部 連携
・筑波大学との連携によるジュニア選手育成強化プログラムの実施 ・競技力向上対策の検討
・選手育成・強化に向けた競技用具の整備 ・競技力の調査・分析

競技団体等
２ 第７４回国民体育大会の概要
（１）大 会 名：第７４回国民体育大会
（２）主 催 選手育成強化プログラム ・国体に向けた強化合宿

ア 大 会：（公財）日本体育協会，文部科学省，茨城県 （中学生，高校生対象） ・出前講座，体験教室（小学生，中学生対象）
イ 競技会：（公財）日本体育協会加盟競技団体，会場地市町村 ・指導者の養成等

（３）会 期：平成３１年９月中旬から１０月中旬（１１日間以内）
（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） 第７４回国民体育大会
（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

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

教育庁保健体育課
スポーツ振興室（内線５３６１）
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いばらきっ子郷土検定事業（新規）
教育庁生涯学習課

Ｈ２５予算額 ２，２０２千円 学習支援Ｇ（内線５３２２）

楽しみながら本県の伝統や文化等を学ぶことができるよう，中学２年生を対象に茨城県独自の郷土検定
を実施します。

【課題】
○ 社会環境の変化とともに，子どもたちが伝統や文化に接する機会が減少
○ 子どもたちが伝統や文化を尊重し，郷土に対する愛着や誇りを高めていく必要がある

【対応】
○ 茨城県独自の郷土検定を行い，本県の伝統や文化等を学ぶことにより，子どもたちの郷土への愛着や誇りを育む

事業の概要
代表中学校４４チームの対抗戦

中学２年生を対象に茨城県独自の郷土検定を実施
①内容 優勝校を決定
○「歴史」「文化・人物」「生活・自然」「商工業・観光物産」等から出題
○市町村大会及び県大会を実施
②取組
○市町村大会（各市町村・中学校で実施）
・時期 １１月（予定）
・方法 中学校において「総合的な学習の時間」等に実施
・問題 市町村問題（地元にちなんだ問題）・県問題（全県的な問題）
・認定 個人：正答数に応じて１級～３級を認定

代表：市町村代表校を決定
○県大会（各市町村代表校による大会）
・時期 ２月（予定）
・問題 県問題（全県的な問題）
・方法 市町村代表校による対抗戦により優勝校を決定

郷土検定
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                          Ｈ２５予算額 １７，１５０千円 

 

 
 
 
 
 

 

いじめ問題緊急対応事業 

教育庁義務教育課 

生徒指導推進Ｇ（内線５２２９） 

いじめ等を早期に発見し，解消までを総合的にサポートします。 

 
 
 
 

 

１ いじめ解消サポート相談員による児童生徒，保護者などからの

相談や情報提供への対応 

・ＨＰ上に「いじめなくそう！ネット目安箱」を設置し，メー

ルや書き込みでの相談や情報提供に対応（携帯電話にも対応） 

 ・電話や来所による相談等への対応 

 

２ いじめ解消サポーターを学校等へ派遣 

・必要に応じて，警察ＯＢ，臨床心理士，社会福祉士等の専門

家を市町村教育委員会や学校へ派遣 

 

３ 児童生徒・保護者向けの啓発 

・相談窓口周知カード 

・いじめ発見チェックリスト付きリーフレット 

 

 

 

  

いじめ解消サポートセンター（各教育事務所内）の運営 

事 業 内 容 いじめ解消サポートセンターの機能 

相談者等 
（学校からの相談） 

いじめ解消サポートセンター 

「いじめなくそう！ 

ネット目安箱」 
（メールや書き込みでの 

相談・情報提供） 

相談員 
（3 名） 

いじめ解消 
サポーター 

学校と連携し，児童生

徒・保護者へ助言・支援 

①連絡 

②報告 

③派遣 

相談 

情報提供 

電話等での相談等 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

学

校 
①連絡 

②報告 

③派遣 

ホームページ 

 
 
 
 
 
 
 
市

町

村 

教

育

委

員

会 

 

いじめ解消サポーター 
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地域児童虐待対策推進事業

保健福祉部子ども家庭課
児童育成・母子保健Ｇ（内線３２４７）Ｈ２５予算額 １６２，４４４千円

関係機関との連携強化により児童虐待の未然防止・早期発見を推進します。
児童虐待の再発防止と家族再統合に向けた総合的支援を推進します。

○虐待リスクのある親向けトレーニング
・ 軽度発達障害児等を持つ親への
トレーニング

○児童虐待防止の取組補助

○虐待ケース支援強化

・ 基幹病院等とのケース検討

○ケース検討等

・ 精神科医による家族等へのカウン

セリング等

○児童相談所の環境改善等

・ 児童相談所の修繕

・ 備品の整備 等

○児童虐待等防止のための体制整備

・ 児童相談所への警察官ＯＢ配置

（小中学校等への訪問による児童

虐待・いじめ等の情報収集等）

児童相談所 市町村

・警察
・教育委員会等
・協力基幹病院

小中学校 地域住民

医療機関 児童養護施設

連 携

児童虐待防止普及啓発
早期発見・早期対応
情報収集等

家族

支援

未然防止 早期発見

発生後の対応 その他

・ 市町村等の虐待防止
対策への補助
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再生可能エネルギー普及推進事業（新規）

東日本大震災及び原発事故の影響により，現在，国においてエネルギー政策の見直しが議論されています。
このような国のエネルギー政策の見直しを踏まえ，県では，新たなエネルギープランを策定するとともに，地域特性を活かした

再生可能エネルギーの導入を推進していきます。

企画部科学技術振興課

新ｴﾈﾙｷﾞｰ対策室 （内線２４９４）

１ 再生可能エネルギー導入シンポジウム

県民シンポジウムを開催し，再生可能エネルギーの

導入促進や低炭素社会実現に関する意識醸成を図りま

す。

２ エネルギープランの推進

新たなエネルギープランに盛り込む再生可能エネル

ギー導入目標量の進行管理や重点プロジェクトの実現

化に向けたフォローアップ等を図ります。

事業概要

H２５予算額 ２，８３４千円

○対象 県民，民間事業者，市町村等 （約1,000～1,500名）

○内容 新ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾗﾝ・先進事例の紹介

有識者講演，パネルディスカッション等

○委員 学識経験者，エネルギー事業者等

３ 地域資源活用サポート

「小水力発電」や「バイオマスのエネルギー利用」を中心

に，再生可能エネルギーの事業化を進める地域が直面する課

題に対して，アドバイザーの派遣や技術的助言などの機動的

なサポートを行います。

○ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 学識経験者，先進事例実施者，関係企業・団体等

○対 象 小水力，バイオマス，太陽光，風力等

＜事業イメージ＞ 例：木質バイオマス利用
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H25予算額 47,661千円

ロボットスーツ治験事業（新規）

保健福祉部厚生総務課
地域保健・医療大学Ｇ（内線３１２７）

ロボットスーツをリハビリに使用できるよう治験を行い，医療機器の承認を目指します。

○ロボットスーツを使ったリハビリが医療保険の

対象となることにより，県民が最先端の治療を

受けることができ，県民の生活の質の向上に

寄与する。

○学生実習にロボットスーツの使用を組み込む

ことにより，ロボットスーツの操作が可能な人材

を全国に先駆けて輩出することができる。

治験※

県立医療大学
付属病院

◆いばらき治験管理センター
（筑波大学附属病院）

協力治験届出

(独)医薬品医療機器
総合機構
（PMDA）

※写真はイメージ

※現在，ロボットスーツは，薬事法の医療機器の承認を得ていないため，医療保険の対象とならない。

※年間１８人（１人当たり入院２ヶ月，外来２週間）を予定
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成長産業振興プロジェクト事業
商工労働部産業政策課
産学連携推進室（内線３５２２）Ｈ25予算額 32,558千円

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。

●急速な少子高齢化，経済活動のグローバル化，産業構造の変化等の中で中小企業が受注を確保し，生き残るためには，今後，
需要の拡大が見込まれる成長分野（次世代自動車,環境・新エネルギー,健康・医療機器,食品）への進出が不可欠です。

●成長分野への進出支援のために，企業間連携及び産学連携機能を強化し，新製品・新技術開発を促進します。

いばらき成長産業振興協議会活動の強化
（31,796円）

・専任のコーディネーターを配置(8人)
・国や研究機関等の情報提供，必要な技術の

習得，大手企業との交流等

○新製品開発
○技術提案

【新たな取組】（762千円）
・風力発電事業の部品開発，マッチング支援等

いばらき成長産業振興協議会
・電気自動車の主要部品の研究・開発等

・医療現場のニーズに基づく製品開発等

・風力発電関連部品の開発・マッチング等

・加工現場のニーズに基づく食品機械開発等

・会長，副会長
・各研究会運営委員
・顧問（大手企業等）

成長分野
への参入

【会員企業数４３３社(H25.2.1)】

次世代自動車研究会

環境・新エネルギー研究会

健康・医療機器研究会

風力発電産業
への参入

■共同研究橋渡し
■競争的資金採択支援
■試作・評価

■情報提供
■大手企業等との交流

・各研究会コーディネータ

■分野進出のために必要
な技術の確認
■新製品の市場性・実現
可能性を検証

「非常時対応電源
システム」

（製品化）

「次世代自動車インバータ
の高効率冷却システム」
（試作・技術提案中）

食品研究会
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Ｈ２５予算額 ７,６０１千円 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

１．耕作放棄地の解消・未然防止の条件整備（５,７３９千円）                                  

 【事業主体】農地保有合理化法人（県農林振興公社） 

【補 助 率】県１／２，地元１／２ 

   （耕作放棄地再生利用交付金充当後の事業費を対象）                                       

【実施地区】３地区×３ヶ年（計９カ所），３ｈａ/地区  

【事業内容】 

①計画作成，測量，条件整備（初年度） 

   計画作成，耕作放棄地の解消・防止のための簡易な整備の実施 

②フォローアップ（２年目） 

  肥料・堆肥の投入等の土壌改良の実施                                

                                                                                                     

２．農地情報の提供（１,８６２千円） 

   規模拡大や農業参入を希望する農業生産法人や企業等に対し耕作放棄地 

情報等の積極的なＰＲを行い，農地の有効活用を推進 

 
 
 

農林水産部農村環境課 

農村活性化・都市農村交流Ｇ（内線４２６４） 

耕作放棄地の解消及び未然防止のため，点在する耕作放棄地及び周辺農地を一括で借上げ整備し， 

農業生産法人等に貸付けるモデル事業を支援します。 

事業の概要 

 

いばらきの畑地再生事業（新規） 

耕作放棄地の解消・未然防止の条件整備 
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１ 対象者の要件

① 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・農地プラン等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

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
農林水産部農業経営課
構造改善Ｇ(内線３８３１)Ｈ２５予算額 ６８５,５０７千円

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 【618,000千円】

準備型（237,000千円：158人分） 経営開始型（381,000千円：276人分）

県や市町村の行う給付金支給事務にかかる経費
県 3,819千円 市町村 327千円×44市町村

鯉淵学園農業栄養専門学校及び日本農業実践学園に対する，６次
産業化や食の安全・安心の確保等新たなカリキュラムに基づく教育
施設整備等への補助

県・市町村推進費【18,207千円】 技術習得支援事業費【49,300千円】
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６次産業化総合支援事業
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 １５，１４３千円

アグリビジネスのモデルとなる事業への支援や開放実験室の機能充実など，６次産業化の推進に向けた
支援体制を整備し，６次産業化に取り組む農林漁業者を育成します。

１ アグリビジネス講座（3,334千円）

６次産業化に取り組む人材の育成

【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

優れた事業計画

２ アグリビジネスモデル支援事業（4,050千円）

優れた事業計画に基づく機械・施設整備等への助成

【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（補助上限1,350千円）

３ ６次産業化オープンラボラトリーの整備 （7,759千円）

６次産業化の推進に必要な技術指導体制の強化

【対象】６次産業化に取り組む農林漁業者等

【内容】新たな加工機材等の整備による技術指導体制の充実

・ショックフリーザー 急速冷却
・食品乾燥機 青果物のドライ処理 など

技術指導の充実

新商品の開発の推進

６次産業化法認定案件の創出など６次産業化の推進
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アーカス・プロジェクト関連事業

企画部地域計画課
県南・県西地域Ｇ（内線２７３３）

海外から現代芸術の若手アーティストを招き，滞在中の創作活動を支援するとともに，県民が身近に芸術に触れる機会を提供
することにより，アートをいかした地域活性化と本県のイメージアップを図ります。
平成25年度は事業開始から20年の節目となることから，アーカス・プロジェクトを全国に発信するとともに，全国のアート団体との
連携を強化するためのシンポジウムを開催します。

H25予算額 ８，０００千円

１ アーティスト・イン・レジデンス
○ 招へい数 3名（公募時期3月～4月）
※H24年度応募者数 63か国，337人
（欧州145人，アジア98人，北米40人，他54人）

○ 招へい期間 9月～12月（90日間）
○ 内容 作品の企画・制作の支援，その過程

の公開と成果発表

２ アートと地域をつなぐ交流事業
○ アーティスト・イン・スクール

アーティストが1か月程度小学校に滞在し，
児童との交流，作品の共同制作を行う。

○ 1年生の作品展
小学校1年生全員が一つのテーマで作品を

制作し，一堂に展示する。
○ 地域づくりへの参画

住民が開催する展覧会の支援や，地域の交流・活性
化の取り組みに参画する。

○ 国内外アーティストや美術関係者によるワーク
ショップの開催

３ アーカス・プロジェクト20周年記念事業
○ 平成25年7月，つくば国際会議場において開催
○ 内容
・ アートと地域を考えるシンポジウム
・ 全国のアーティスト・イン・レジデンスやアート
を活かした地域づくりに取り組む活動の紹介

取手アートプロジェクト
との連携事業

（上段）アーティスト・イン・レジデンス
（下段）アートと地域をつなぐ交流事業
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空港就航対策利用促進事業
企画部空港対策課
企画調整Ｇ（内線２７６７）

開港４年目を迎え，現在就航している路線の利用しやすい環境づくりに積極的に取り組むことにより，就航路線の定着とさらなる拡充を目指します。

【事業内容】

Ｈ２５予算額 ４７７，４８８千円

（利用促進事業 ： １７２，９９８千円 就航促進事業 ： ３０４，４９０千円）

◎ 新規・拡充事業

〈 利用促進 〉

〈空港機能の強化〉

■ 茨城空港利用圏拡大事業
［目的］周辺都県における茨城空港の徹底的な認知度向上
［内容］①関東エリアを対象とするラジオＣＭ

②北関東道沿線地域を対象とした重点ＰＲ（折込チラシ等）
③県外利用者拡大キャンペーン

■ 割引レンタカー制度
［目的］ファミリーやゴルフ客などのインバウンド客に対する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
［対象］県内の宿泊施設に１泊以上宿泊する茨城空港到着便の利用者
［内容］対象車両

・１名以上の場合：コンパクトカークラス（1300ccまで）
・４名以上の場合：スタンダードクラス （2000ccまで）拡充
・５名以上の場合：ワゴンクラス （7人乗りまで） 拡充

■ 乗合タクシーシステム実証運行事業
［目的］航空ダイヤに合わせたバスが運行されていない地域への二次交通の確保
［内容］乗合タクシーを社会実験として運行

・運行区域：
①つくば方面（かすみがうら，土浦経由）
②神栖方面 （潮来，鹿嶋経由）
（空港～地域の交通拠点間をルート設定）

■ ＩＢＲマイエアポートクラブ（仮称）の設立・運営
［目的］茨城空港への愛着を醸成，リピーターの育成
［内容］空港を利用し，応援してくれる個人会員（無料）の募集・登録
［特典］メルマガによる情報提供，グッズプレゼント等

■ チェックインシステムの導入
［目的］国際線の搭乗手続の円滑化
［内容］海外のLCCの多くが対応可能な共通システムの導入

◎ 継続事業

・ 国内外向けエアポートセールス
・ チャーター便の誘致促進
・ 運航コスト低減のための支援 ほか

〈 就航促進 〉 〈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

イメージ

茨城空港ＮＥＷＳ！
・東京駅からの500円バス，無料駐車場
・神戸へのお得なパッケージツアーは，

16,500円～
・キャンペーンやってます！
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Ｈ２５予算額  １２６，２２８千円 

 

茨城空港の就航先である海外（中国・チャーター便等）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

の受入体制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（県観光物産協会等に委託） 

２ 事業内容 

（１） 受入体制づくり：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 など 

（３）ＰＲ・情報発信：航空会社・旅行業者を活用したＰＲ，旅行商品造成を依頼するスタッフの配置，ブログ等に

よる情報発信など 

 
【事業のイメージ】 

 
                     

 
            
売                                                                                    

         

 
申込 

 
 
 
商品販売 

 
            手配依頼            手配・調整 
 
 
 
            手配・調整              提示 

（料金等） 

            
  

 
 
 
 
 
 

【外国人観光客誘客スタッフ】 
体制：１４名雇用（誘客スタッフ１３名，旅行商品造成依頼スタッフ１名） 

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 
○航空会社 

【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，観光説明
会等） 

情報提供，研修
会開催，外国語
表記翻訳支援 

旅行商品造
成依頼，モデ
ルコース提
案 等 

商品造成支
援（旅行商品
造成支援金） 
等 

外国人観光客誘客促進事業 
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