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【基本計画】『政策展開の基本方向（総合的な政策・施策体系）』の構成（案）  

『 ① 人が輝く いばらきづくり 』 

政  策 政策の目指す将来像※ 施    策 
主な取組（キーワード） 

新 規（拡 充） 継 続 

1 
未来を拓き世界に羽ばたくたくましい

人づくり 

 
※政策の目指す将来像は，施策の方

向性が定まった後，詳細に記載 
 
 
 
 
 
 
 
学校・家庭・地域が一体となって次
代を担う子どもたちの『知・徳・体』
を育んでいます 

①確かな学力の習得と活用する力の育
成 

学習意欲の向上，考える力(創造力・問題解決力)， 
応用力･活用力の向上，主体性，教員の指導力向上，

小中等学校間連携，子どもの貧困(教育機会均等)，
つまづきの解消，教育投資（未来への投資），幼少

期から個性を磨く教育 

基礎的知識･技能の習得，思考力･判断力･表

現力，特別支援教育，私学振興 

②豊かな心と健やかな体を育む教育の 
推進 

道徳教育の強化(討論型，体験型)，考え続ける･問

い続ける，問題行動(いじめ･不登校等)対策･相談

体制整備，生徒指導，課題解決型 

道徳，食育，規範意識･ﾏﾅｰ向上，学校体育，

読書，ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力の向上，人権尊重， 
ﾈｯﾄいじめ 

③安全・安心で時代の変化に対応した 
魅力ある学校づくり 

ICT，国際，統廃合，長寿命化，危機管理，災害対

応，防災教育 

信頼関係，教員の資質向上，耐震化，地域へ

の情報発信，学校の適正配置，IT 環境整備･

活用 

④家庭・地域の教育力の向上と学校との
連携 

学校・家庭・地域の連携，空き教室活用，多様な

体験活動，大学等との連携，地元企業との連携，

学校と地域をつなぐｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ，地域と地域・人と

人の連携・ﾈｯﾄﾜｰｸづくり，家庭の状況に応じた支

援 

家庭･地域の教育力，地域人材･資源活用， 
見守り 

⑤地域を知り世界を志向するグローカ 
ル人材の育成 

郷土教育，実践的英語教育，国際ﾊﾞｶﾛﾚｱの導入促

進，外国人教員・AET，留学 

国際教育，国際交流，体験活動，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活

動，多文化共生，歴史を活かしたまちづくり 

⑥未来を拓く人材の養成 
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ，起業精神，ICT 人材（活用，ｾｷｭﾘﾃｨ），

地域産業・地域づくりなどを担う人材，科学とも

のづくりの連携，医療人材（医師，ﾍﾙｽｹｱなど），

芸術・ｱｰﾄ 

科学技術，理数教育，ｷｬﾘｱ教育，職業教育･

訓練，技能伝承 

2 
一人ひとりが尊重され活躍できる 

社会づくり 

互いに尊び高め合いながら，誰もが
いきいきと活躍できる社会が形成さ
れています 

①女性がいきいきと活躍できる社会づ 
くり 

男性の意識改革，男性の家庭還り，子どもと育つ，

意思の尊重，子と過ごす時間，働き方の先進県，

仕事と介護，職場復帰 

男女共同参画社会，指導的地位の女性割合向

上，ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ 

②青少年・若者の育成と挑戦を支える 
社会づくり 

学び直し，職業訓練，正規雇用化，再ﾁｬﾚﾝｼﾞでき

る仕組みづくり，早期退職の防止，地域の中心に

なれる若者，地元就職，企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ 

非行防止，ﾆｰﾄ･ひきこもり対策，ﾈｯﾄﾜｰｸづく

り，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

③高齢者の知識・経験・技能を活かす 
社会づくり 

地域課題解決(地域づくり･共助･人手不足分野に

おける活躍)，予防･健康，交流，ｼﾆｱﾋﾞｼﾞﾈｽ，生涯

現役 

就業機会の提供，ｼﾆｱﾊﾞﾝｸ，生きがい･健康づ

くり，地域ｹｱ 

④障害者の自立と社会参加を促進する 
社会づくり 

就業支援(学校と企業のﾏｯﾁﾝｸﾞ強化)，社会の教育，

社会ｼｽﾃﾑの見直し(公共交通)，重度･重複化対応 

ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ，相談支援体制，地域の人との

交流促進，就労体験 

⑤多様性を認め合う社会づくり ﾈｯﾄいじめ対策，職場や地域でのいやがらせ 人権，多文化共生 

3 
生涯にわたって学べる環境づくりと 

文化芸術・スポーツの振興 

文化芸術・スポーツなどを通じて，
健康で明るく心豊かな人生を送るこ
とができています 

①文化芸術や伝統文化に親しむ環境づ 
くり 

体験･創造･発表機会の拡大，教育と芸術の融合，

既存施設の利用，若者を巻き込んだｿﾌﾄ事業，日常

の中のｱｰﾄ 

美術館･博物館運営，伝統文化継承， 
文化財の保護活用，担い手育成，ｱｼﾞｱとの交

流 

②新たなｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ活動への支援と活力 
ある地域づくりへの応用 

アニメ･映像文化創造，県北ｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ，地域づ

くりへの応用 ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ，ｱｰｶｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

③茨城国体 2019 の成功とスポーツに 
親しむ環境づくり 

ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ連携，ｽﾎﾟｰﾂ医科学，選手育成強化(国体･

ｵﾘﾊﾟﾗ)，環境整備 
競技団体等支援，総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ，指

導育成，国体開催諸準備 

④生涯にわたって学び続けることがで
きる環境づくり 

地域と連携した生涯学習，教育委員会に留まらな

い生涯教育，学び続ける 生涯教育，地域への参加，地域資源の活用 

資料２ 
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『 ② 活力ある いばらきづくり 』 

政  策 政策の目指す将来像 施    策 
主な取組（キーワード） 

新 規（拡 充） 継 続 

1 
科学技術を活かしたイノベーション

環境づくり 

※政策の目指す将来像は，施策の方向

性が定まった後，詳細に記載 

 

日本の経済をリードする革新的技術を 

産み出す環境が整っています 

①世界最先端の科学技術力を活かした 
研究開発の推進 

人工知能，ロボット研究開発・実用化， 

国際戦略特区 PJ の推進と成果の実用化 研究開発（拠点形成），研究機関連携 

②持続的かつ安定的な資源・エネルギー 
の確保 水素，バイオ，LNG，再生可能エネルギー － 

③今と未来の産業を担う人づくりと 
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸの活性化 

実践的な技術者育成,ｷｬﾘｱ教育,学び直し(再ﾁｬﾚﾝｼﾞ)機会

の創出,産学官等連携の強化,ｼｰｽﾞ･ﾆｰｽﾞのﾏｯﾁﾝｸﾞ促進 
職業能力開発,ものづくりへの理解促進,研究

者の働きやすい環境づくり 

2 
日本の発展をリードする力強い産業

づくり 

企業の立地が一層進むとともに，持続

的に雇用を産み出す強靭で多様な産業

が育っています 

①産業拠点の競争力強化と企業立地の 
促進 

活動しやすい事業環境の実現（ｴﾈﾙｷﾞｰ・道路整備・港湾

利用促進），強みを活かし時宜を得た企業誘致 
北関道沿線，圏央道，TX 沿線における 

産業拠点の形成，日立・鹿島・つくば 

②革新的技術等を活かした成長産業の

創出 

人工知能・ロボット技術応用，起業気運醸成，産

業の育成（ｺﾝﾃﾝﾂ，次世代自動車，環境・新ｴﾈﾙｷﾞｰ，

健康・医療機器，食品など），ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業育成 
成長分野進出支援 

③ものづくり産業の育成 新製品･新技術開発支援，販路拡大支援，農商工連

携・6 次産業化による付加価値向上，ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化促進 
地場産業・特産品の育成，デザイン性向上，

後継者育成，伝統技術継承 

④時代の変化に適応した商業・サービス 
産業の育成 

ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ（課題解決型ﾋﾞｼﾞﾈｽ）

の育成，ｸﾗｳﾄﾞﾌｧｳﾝﾃﾞｨﾝｸ導入拡大，ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ等を活

かした観光業の活性化 
中心市街地・商店街活性化 

⑤中小企業の経営革新と経営力の強化 受注共同体の形成，新製品・新技術開発支援によ

る中核企業の育成，企画開発人材の育成 
経営革新取組支援，知的財産の利活用， 
中小企業と大手企業・研究機関の連携 

⑥希望に応じた雇用・就業環境の整備 希望に応じて働ける場の創出,不本意非正規の解消，UIJ

ターン促進，若者定着，後継者(担い手)育成 
就業相談・労働相談・ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ， 
ﾜｰｸ・ﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ 

3 農林水産業の成長産業化 高い収益性が確保され，若者にも魅力

のある農林水産業が育っています 

①安全安心で高品質な農産物を安定供

給できる産地づくり 生産振興，長寿命化，環境保全型農業，安定供給 農業水利・畑地かんがい施設等の整備，営農

指導強化，生産者交流の場づくり 
②ニーズを捉えた商品づくりと販路の

多角化 
オリジナル品種の知名度向上･ブランド化，食のイ

メージアップ， 6 次産業化，地産地消の取組拡大 
GAP（農業生産工程管理）取組拡大，安全性

確保，ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ強化 
③産地や地域を支える意欲ある担い手

づくり 農地集約（耕作放棄地），異業種・産学官連携 
多様な担い手の確保育成，技術や資本を継承

できる仕組みづくり 
④県産木材の利用促進と木材産業の 
発展 

後継者（担い手）育成，循環型エネルギー（木質

バイオマス等），6次産業化(特用林産物) 

緑の循環システム，生産基盤強化， 
いばらき木づかい運動 

⑤力強い水産業の確立と水産物の安定 
供給 

後継者（担い手）育成，漁場の保全，栽培漁業の

推進，6次産業化，水産施設長寿命化 

水産物の地産地消，情報発信，経営安定化， 
つくり育て管理する漁業の推進，風評被害対策 

⑥地域資源の利活用による農山漁村の 
活性化 

エネルギー循環型集落形成,空き家・廃校活用，ｸﾞ

ﾘｰﾝ･ﾌﾞﾙｰﾂｰﾘｽﾞﾑ,ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ創出,都市農村交流 

農村地域の生活環境基盤の整備，交流の活性

化，鳥獣害対策，耕作放棄地活用 

4 
人・もの・情報が活発に行き交う交流

社会づくり 

いばらきの魅力や強みが広く認めら

れ，多様な交流が国内外に広がってい

ます 

①国内外から選ばれる観光の推進と人 
を魅了する地域づくり 

国内外への情報発信強化，ﾒﾃﾞｨｶﾙﾂｰﾘｽﾞﾑ等，地域

産業の活用，Wi-Fi 環境整備，道路等整備，ｵﾘﾝﾋﾟ

ｯｸ等を活かした地域づくり 

通訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成，外国語表記，旅行商品開

発，地域資源活用 

②広域交通ネットワークの充実と効率 
的な物流体系の構築 

高速道路・広域幹線道路等整備，就航対策・利用

促進，港湾機能強化，常磐線東京駅乗入本数増，

物流高度化，長寿命化 

道路交通環境整備，高速バス充実，TX 東京

延伸 

③ICT 環境の整備によるユビキタス社会 

の構築 

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ・ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀ（位置情報含む。）の活用，

ﾃﾚﾜｰｸなどを実現する ICT 環境の整備 

IT 化，情報活用能力向上，IT ベンチャー 

の起業促進，電子自治体の充実 

5 世界に開かれたいばらきづくり 
県内企業の海外展開や県産品の輸出，

外国企業による投資が促進され，本県

が活性化しています 

①中小企業の海外展開支援 海外進出に関する情報提供，海外販路開拓・拡大 JETRO・上海事務所の連携による販路拡大 

②農林水産物・食品の輸出促進 海外における PR 促進，生産技術等提携， 

東南アジア（ﾀｲ･ﾍﾞﾄﾅﾑ等）への輸出促進 
－ 

③対日投資の県内誘致 投資促進ｾﾐﾅｰ，MICE 誘致，外国人受入れ環境の整

備（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ，行政ｻｰﾋﾞｽ，多言語表記） 
－ 



－3－ 
 

『 ③ 住みよい いばらきづくり 』 

政  策 政策の目指す将来像※ 施    策 
主な取組（キーワード） 

新 規（拡 充） 継 続 

1 少子高齢化に対応した医療・保健・福祉

が充実した社会づくり 

 
※政策の目指す将来像は，施策の方向
性が定まった後，詳細に記載 

 
 
 
 
 

誰もが適切な医療・保健・福祉サービ

スを享受でき，子どもが健やかに育ち，

高齢者に安心な環境が整っています  

①安心して結婚・子育てができる社会

づくり 

地域包括ケアシステム(相談支援対策充実，子どもの貧困対策等)， 

安心して生み育てられる環境，切れ目のない支援，

小児医療費無料化，相談窓口(周知) 

結婚支援体制の充実(出会いサポート)，子育て

支援拠点づくり，周産期医療，待機児童解消，

児童虐待防止，ワークライフバランス 

②高齢者が安心して暮らせる社会づく

り 

地域包括ケアシステム(在宅医療･介護連携，認知症施策等)，見

守り，ＩＣＴ活用，尊厳保持，多世代同居(茨城スタイル

構築) 

介護予防，認知症サポーター，宅配･移動販売，

バリアフリー 

③障害者への生活支援の充実 
地域包括ケアシステム(在宅医療･介護，就労支援体制強化等)，

工賃向上，就労の場 

自立支援，ノーマライゼーション，バリアフリ

ー，小児リハビリ，相談支援 

④医療体制の充実 

地域包括ケアシステム(医療･介護･予防･生活支援の一体的提供)，

広域連携体制強化(道路整備含む)，プライマリケア， 

ＩＣＴ活用，女性医師雇用環境 

医療従事者養成･確保，救急医療体制強化，へき

地医療対策 

⑤安心な暮らしを支える保健・福祉サ

ービスの提供 

地域包括ケアシステム(見守り，配食サービス，外出支援等)，介

護従事者確保 

感染症対策，医療費助成，生活保護制度，医療

福祉制度(マル福)， 

⑥生涯にわたる健康づくり 
予防医学，健康寿命 生活習慣病対策，受動喫煙防止，食育，歯科保

健，心の健康，薬物乱用阻止，ヘルスロード 

2 人にやさしい快適な生活環境づくり 

地域社会のつながりが確保され，誰も

が快適に日常生活を送ることができる

生活環境づくりが進んでいます 

①効率的で利便性の高いまちづくり 

集約と連携(コンパクト＋ネットワーク)，小さな拠点，空き

家･廃校活用，公共交通，歩行者･自転車に配慮した

道路環境 

ユニバーサルデザイン，地域鉄道の活性化，安

全で快適な住まいの供給 

②共助社会づくり 
地域の見守り，自主防災，多文化共生(外国人相談体制充実･

多言語表記) 

ボランティア活動，災害時対応，外国人支援，

外国人研究者が暮らしやすい環境 

③快適な生活衛生環境の確保 
水道施設の改築･更新(水の確保･安定供給)，汚水処理未普

及地域の解消，動物愛護･飼育意識啓発 

公共下水道整備，集落排水･合併処理浄化槽設

置，理･美容所等監視指導，ペットの衛生指導 

3 安全・安心な暮らしが確保された社会づ

くり 

生活の安全がしっかり確保され，安心

して暮らし続けられる社会づくりが進

んでいます 

①災害に強い県土づくりと危機管理体

制の整備 

減災対策，自主防災組織，消防団の充実強化，近接

県との連携強化，東日本大震災を教訓とした対策，

長寿命化･耐震化，海岸防災林機能強化，森林保全(土

砂災害防止)，緊急輸送道路の整備，国土強靱化 

被災者支援(避難支援･医療救護等)，防災情報ネットワ

ーク，ハザードマップ作成･周知，ライフライン

確保，治山対策，耐震強化岸壁，河川整備，用

排水機場等整備，武力攻撃対策 

②原子力安全対策の徹底 
原発事故を教訓とした対策，近接県との連携強化 環境モニタリング， 放射性物質検査，避難シス

テム，県民の不安解消，テロ対策 

③犯罪対策の強化 
科学技術を活用した捜査，消費者被害対策，被害者

支援，サイバー犯罪 

ストーカー犯罪，ＤＶ，子ども･高齢者への教育，

防犯ボランティア，食の安全 

④交通安全対策の強化 

高齢者安全対策，通学路安全対策(交通危険箇所改修)，軽

傷事故を含めた事故件数削減 

交通指導取締，交通安全施設の整備，交通安全

教育，相談業務充実 

4 人と自然が共生する持続可能な環境づく

り 

豊かな自然を守り，上手に活かしなが

ら，環境と調和した生活を送ることが

できています 

①地球温暖化対策の推進 
マイカー依存の軽減(公共交通，歩行者･自転車に配慮した道路)，

年齢に応じた取組，水素社会，森林保全(温暖化対策) 

省エネルギー対策，環境学習機会拡充，再生可

能エネルギー，公共交通利用促進 

②資源循環型社会づくり 
３Ｒ推進，資源・エネルギーの地域循環，先進技術

等を活かした不法投棄取締 

廃棄物の発生抑制，未利用バイオマス活用，廃

棄物再生利用 

③霞ヶ浦・涸沼など湖沼環境の保全 

と活用 

ラムサール条約登録を契機とした涸沼のワイズユー

ス，水郷筑波国定公園の利活用 

水質保全･改善，排水基準遵守，資源循環型農業，

森林保全(水源涵養)，緑化意識 

④身近な地域環境の保全 
里山林の保全，水や緑に親しめる環境づくり，鳥獣

害対策 

大気環境保全，生態系保全，自然環境保全意識

啓発 

 


