
住みよいいばらきづくり

○充実した医療と保健福祉による生活安心戦略

戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

○医師をはじめとする医療従事者の確保

○地域医療機関の役割分担と医療資源の有効活用

○周産期母子医療や小児救急医療体制の充実

○総合的ながん対策の推進と切れ目ない質の高い医療の構築

○救急体制の強化

○へき地医療対策の推進

○ＩＴを活用した遠隔医療・遠隔相談の実施

○いばらき出会いサポートセンターを中心とした結婚支援の推進

○ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の推進

○若者に対する結婚・子育てなど意識の啓発

○保育所整備や放課後児童クラブなどの子どもの居場所づくりと女性の再就職支援

○妊娠、出産、子育てにかかる経済的支援

○要援護者に対する保健・福祉・医療関係者チームでの地域包括ケア体制の推進

○シルバーリハビリ体操の普及などによる介護予防対策の推進

○介護サービスの基盤整備と質の向上

○認知症対策の推進

○高齢者権利擁護の推進

○ノーマライゼーションの理念の普及啓発

○障害者保健福祉サービスの提供体制の確立

○障害者の就労支援

○新型インフルエンザなど重篤な感染症の発生に対する備えと対応策の充実

○感染症、口腔衛生など保健予防の推進

○支援を必要とする全ての人への地域ケアシステムの充実

○生活保護制度などセーフティネットの充実と適正利用

○県民運動として健康づくりを積極的に推進

○健やかな心身を育むための乳幼児期からの食育の推進

○食習慣や運動習慣の改善による生活習慣病予防の推進

○心の健康づくり

生涯にわたる健康づくり

保健･福祉サービスの充実

安心して医療を受けられる体
制の整備

基本戦略を構成する基本施策（案）

少子化対策の推進

高齢者・障害者が安心して暮
らせる社会づくり

資料３－２



住みよいいばらきづくり

○県民の安全で平穏なくらしを守る戦略

戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

○警察基盤の強化

○犯罪対策の強化

○ストーカー犯罪、ＤＶ、児童・高齢者虐待、性犯罪等に対する適切な対策の推進

○安全教育の推進と少年の健全育成活動の推進

○防犯ボランティアなど地域住民等と協働した安全安心な地域づくり

○犯罪被害者等への支援

○悪質商法の被害防止のための消費者教育と広報啓発

○悪質商法の取締り強化

○消費生活センターにおける相談体制の充実への支援

○食品等の試験検査の強化や情報提供の推進

○生産から流通・消費に至る各段階での安全対策の推進

○リスクコミュニケーションの推進

○ＩＴを活用した食や製品の安全に関する情報の提供

○交通指導取締りの強化と交通安全教育の推進

○交通危険箇所の改修など道路整備の推進

○信号機や道路標識などの設置による道路交通環境の整備

○災害に強いまちづくりの推進

○災害時における通信手段の確保と迅速な災害情報の提供

○災害時要援護者への安全・救護体制の充実

○高圧ガス等災害被害の未然防止対策

○消防団の活性化等地域防災力の向上対策の推進

○テロや武力攻撃事態等に備えた国民保護実施体制の整備

○原子力施設等の安全確保

○原子力防災体制の充実

○環境放射線の監視

○原子力に係る知識の普及啓発

○土石流や地すべり、がけ崩れ等の土砂災害防止対策

○山地災害の防止や水源かん養のための治山対策

○海岸侵食、高潮等の災害防止対策

○洪水被害防止対策

○河川や橋梁、港など社会基盤の維持・更新

県土の保全と社会基盤の
維持・更新

原子力安全体制の確立

犯罪に強い地域づくり

交通安全対策の推進

消費生活と食の安全確保

防災体制・危機管理の強化



住みよいいばらきづくり

○豊かな自然を守り，みんなで取り組む地球にやさしい環境戦略

戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

○省エネルギーや再生可能エネルギー、新エネルギーの導入促進と技術開発支援

○日々のくらし(業務・家庭・運輸部門)やものづくり（産業部門）における地球温暖化
防止

対策への取組の推進

○環境学習の推進・県民運動の展開による温暖化防止活動の推進

○環境負荷軽減を図る集約型土地利用への移行

○森林の吸収源対策の推進

○フロン類の回収と適正処理の推進

○廃棄物の発生抑制，適正な循環的利用及び適正処理の推進

○不法投棄の未然防止と監視・通報体制の強化

○未利用バイオマスの利用促進

○生活排水対策や事業所への規制や指導による流入汚濁負荷削減対策の推進

○市街地からの汚濁負荷削減対策の推進

○農業由来の汚濁負荷削減対策の推進

○生態系の保全による湖沼の水質浄化機能の回復

○霞ヶ浦導水事業の促進及び流入河川の水質浄化対策の推進

○水源かん養や水質浄化の機能を持つ山林・平地林の育成及び適正な保全管理

○市民，研究者，企業，行政の協働による水質保全活動・広報啓発活動等の促進

○大気環境の保全

○水環境の保全

○生物多様性の保全

○適正利用による地下水の保全と地盤沈下防止

○有害化学物質の適正管理の推進

○筑波山や霞ヶ浦などの自然環境や美しい景観の保全

○森林湖沼環境税を活用した平地林や里山林などの整備と農地保全による
緑化の推進

○自然環境に配慮した河川や海岸の整備

○環境アセスメント制度の適正な運用

○自然環境を活用した教育の推進

身近な環境と自然環境の保
全

低炭素型社会づくりの推進

資源循環型社会づくりの推進

霞ヶ浦など湖沼環境の保全



住みよいいばらきづくり

○人にやさしい快適なまちづくり戦略

戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

○暮らしやすい集約型土地利用の推進

○ユニバーサルデザインによる生活空間づくり

○高齢者の生活を支える生活支援システムの構築

○地域特性に応じた景観形成の促進

○ＮＰＯや地縁型団体などの地域社会活動への参加促進

○外国人と日本人が共に安心して生活できる多文化共生地域づくり

○ボランティアに参加しやすい環境づくり

○地域コミュニティの再生と活性化

○「新たな公」の環境整備

○地域に必要な広域的、幹線的な鉄道・バス路線の維持・確保

○高齢者や障害者が利用しやすい公共交通や交通環境の整備
（駅や歩道などのバリアフリー化、ノンステップバスの導入促進）

○地域のニーズに応じた生活交通サービスの導入

○交通危険箇所の解消や道路交通円滑化のための道路交通環境整備

○自家用車から公共交通機関への利用転換促進

○水資源開発事業による水の安定確保とおいしい水の提供

○水道整備・改修と整備地域未加入者の加入促進

○流域下水道の整備推進と市町村が行う公共下水道事業への支援と整備促進

○農村地域における農業集落排水施設整備の促進

○下水道等の整備地域以外における合併浄化槽設置推進と排水の水質検査強化

○動物愛護思想の普及啓発と動物由来の感染症に関する衛生指導の徹底

○理、美容所等の生活衛生関係施設に対する監視・指導強化

生活衛生環境の充実

コミュニティの活性化と
グローバル化への対応

やさしさが感じられるまちづく
り

生活交通環境の充実



戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

○県民の教育に対する関心と理解の深化

○学校・家庭・地域の各々の機能強化と連携による社会全体の教育力の向上

○学ぶ意欲を高め確かな学力を身に付けさせる教育の充実

○研究機関の集積や歴史文化等あらゆる地域資源を活用した目的意識の
向上

○茨城独自の少人数教育など学力に応じた指導の充実

○ＩＴの進展や国際化など社会に対応できる能力の向上

○幼・保，小，中，高におけるキャリア教育の充実

○教員の資質や能力の向上

○高等学校における生徒のニーズへの対応

○児童生徒の成長段階に応じたＩＴ活用教育の充実

○私立学校の教育条件の維持向上

○安全・安心な教育環境の確保と学校規模の適正化

○幼児児童生徒一人一人に応じた教育活動の充実

高等教育機関を活用した地域
づくり

○大学と連携した新たな地域政策の創造

○職業能力の開発・向上とニーズに応じた職業訓練の実施

○地域社会活動の担い手の育成，能力向上

○国際化に対応する能力の育成と国際理解の推進

○国際舞台で活動できる高度な語学力と専門知識の教育

○多様な人々に対して自己主張できる能力の教育

○大学・研究機関と学校の連携等による未来の科学者育成

○科学教育に重点を置いた中等教育学校及び併設型中高一貫教育校の設置

○高等学校における難関理工系進学コースの設置

○企業と連携した実践的なものづくり教育の推進

○ベテラン技術者の活用による技術や技能の継承

○地域産業を牽引するリーダーの育成

○茨城農業を支える人材育成

○ITなど高度な職業訓練

○創業を目指す起業家の支援

高度な産業人材・起業家人材
の育成

誰もが職業や地域で活かす
能力の向上

社会全体の教育力の向上

学力と個性を伸ばす教育の
推進

県民に信頼される魅力ある
学校づくり

人が輝くいばらきづくり

○いばらきを担うたくましい人づくり戦略

科学技術創造立国を担う
高度な人材の育成

国際舞台で活躍する
グローバルな人材の育成



戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

○豊かな心を育成する道徳教育の推進と心のケアの充実

○生活習慣や食習慣に関する健康教育の充実

○ＩＴの活用等による生涯学習環境の充実

○生涯学習成果の地域活動への反映と指導者の養成

○生涯にわたる健康づくりの環境整備

○誰もがスポーツに親しめる環境の充実

○全国，世界で活躍できる競技力の向上

○地域の歴史・文化資源の保全・継承・活用，文化交流の活性化

○文化芸術の鑑賞や創造活動の機会の充実

○豊富な文化芸術資源の県内外への情報発信

歴史・芸術・文化の薫り高い
地域づくり

人が輝くいばらきづくり

○地域の元気を支える豊かな心と健やかな体づくり戦略

心と体をはぐくむ教育の推進

生涯を通して生きる喜びを
味わえる環境づくり



戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

一人ひとりが尊重される社会
づくり

○人権啓発，人権教育，人権擁護の推進

○男女平等意識の普及啓発

○ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進等，男女共に個性と能力
を発揮できる環境の整備

○テレワーク等ⅠＴを活用した柔軟な就業環境の整備

○青少年の健全育成・青少年に有害な環境の浄化

○職業訓練・就職支援等，社会の一員として自立するための支援

○青少年の地域活動の支援・青少年のネットワークづくり

○高齢者の知識・経験の活用促進と地域社会活動への参加促進

○高齢者の就労支援等，生涯現役で活躍できる社会づくり

○高齢者が安心して暮らすことができる地域づくり

○障害者が積極的に社会に参加し，能力を発揮できる環境づくり

○障害者の相談支援体制の充実

○障害者に対する地域社会の理解の促進

○障害者が安心して暮らすことができる地域づくり

○障害のある児童・生徒のニーズに応じた教育の充実

○互いに文化や価値観を認め合う多文化共生社会づくり

○諸国との交流の促進と上海事務所等の国際化推進拠点の充実

高齢者がいきいきと暮らせる
社会づくり

世界に開かれた多文化共生
社会の形成

人が輝くいばらきづくり

個性と能力が発揮できる男女
共同参画の推進

青少年の自立と社会参加
への支援

○希望あふれる自己実現と社会貢献の場づくり戦略

障害者の自立と社会参加の
促進



活力あるいばらきづくり

○世界に貢献する科学技術創造立県戦略

戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

○Ｊ-ＰＡＲＣの機能強化と研究開発の促進

○県立試験研究機関の機能強化と研究開発の促進

○産学官連携の推進や研究機関相互の連携推進

○研究機関や企業が集積するつくば・東海・日立・鹿島などの地域間連携の促進

○中性子の産業利用の促進

○国内外の科学技術研究者の交流拠点づくり

○医療や介護・生活支援ロボットの開発等への支援

○高齢者・障害者の自立支援や最先端医療（放射線治療・再生医療）の実現

○農業分野における生産・消費者ニーズを踏まえた新品種・新技術の開発

○低炭素社会の実現に貢献する研究開発の促進（水素利用技術・リサイクル技術）

○研究施設等の一般公開の拡充

○研究成果の積極的な情報発信

○大学・研究機関と学校の連携による未来の科学者育成

○科学教育に重点を置いた中等教育学校及び併設型中高一貫教育校の設置

○高等学校における難関理工系進学コースの設置

研究開発の強化と
産業利用の促進

県民が科学技術に親し
む機会の提供

県民生活の質の向上に
貢献する科学技術イノ
ベーションの創出

科学技術創造立国を担う
高度な人材の育成



活力あるいばらきづくり

戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

○科学技術を活かした先端産業の育成

○成長分野産業の育成

○ベンチャー企業の育成

○新技術・新製品の開発や販路拡大など新たな事業展開への支援

○産学官連携による科学技術の産業利用の促進

○ものづくり産業人材の育成

○県内企業の海外展開の支援強化

○社会課題に対応したソーシャルビジネスなどの新たなサービス産業の育成

○地域コミュニティ機能の強化と個店の魅力向上による活力ある商店街の育成

○歩いて暮らせる利便性の高い中心市街地活性化の支援

○物流企業の効率化支援 ○観光産業の育成

○地域経済に高い波及効果のある企業の戦略的な誘致

○規制緩和の一層の推進などによる産業拠点の競争力向上

○新分野進出や販路拡大に対する支援 ○企業間の連携への支援

○県内企業の海外展開の支援強化 ○若手経営者の育成

○中小企業の指導・支援体制の充実 ○中小企業の再生支援

○地場産業・特産品の育成

○企業と連携した実践的なものづくり教育の推進

○職業能力の開発向上とニーズに応じた職業訓練の実施

○ベテラン技術者の活用による技術や技能の継承

○ＩＴなど高度な職業訓練

○創業を目指す起業家への支援

○就職活動に必要なサービスの一元的な提供による就職支援

○若者や女性，高齢者の雇用機会の確保

○ワークライフバランス（仕事と生活の調和）

○障害者の雇用促進 ○勤労者福祉の増進 ○安定した労使関係の形成

産業拠点の競争力向上
と
企業立地の促進

雇用・就業環境の整備

○国際競争力ある産業と生活を豊かにする産業づくり戦略

競争力ある
ものづくり産業の育成

生活を豊かにする
商業・サービス産業の育
成

産業人材育成

中小企業の経営力強化

競争力のある
新産業の創出



活力あるいばらきづくり

○日本の食を支える食料供給基地づくり戦略

戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

○茨城農業を支える担い手づくり

○生産基盤の整備や生産の高度化などによる農業生産の拡大やコストの低減

○農業の６次産業化などによる農業経営の安定化 ○耕作放棄地への対応

○いばらきオリジナルの品種改良の推進

○消費者ニーズに応じた品質重視の生産を行う産地の育成

○農畜産物のＰＲによるイメージアップとブランド化の推進

○積極的な売り込みによる販路の拡大

○いばらき農畜産物の安全・安心の拡大

○産地情報の発信などによる消費者との信頼関係の構築

○地産地消の推進

○森林整備，木材供給，木材有効利用等を総合的に推進する
緑の循環システムの構築

○森林湖沼環境税を活用した適正な森林整備の推進

○計画的な間伐による健全で豊かな森林の整備

○間伐材の利用先の確保と安定的な供給体制の整備

○新規林業就業者の確保・育成 ○特用林産物生産の振興

○消費者ニーズに応じた水産物の販売・流通体制の構築

○水産資源の維持増大と資源の管理や有効活用の推進

○水産業を支える組織・人材の強化と生産基盤の整備

○消費者への情報発信による魚食普及の促進，水産業の多面的機能の活用

○豊かな地域資源を活用した都市住民との交流の展開などを促進

○多様な主体の参加による魅力ある農山漁村環境の保全

農山漁村の活性化

林業・木材産業の振興
による
健全な森林の育成

消費者ニーズに応える
力強い水産業の確立

消費者との信頼関係の
構築

農業生産を支える
基盤づくり

高品質で商品価値の高
い農産物づくりと
販売力の強化



活力あるいばらきづくり

戦略を構成する基本施策 基本施策の展開方向

○海外プロモーションの実施

○国内の国際観光拠点との連携

○外国人旅行者の受入体制の整備

○観光地の魅力向上と受入体制の充実・強化

○茨城空港の就航促進 ○中国など東アジア地域をターゲットとした観光誘客

○戦略的な宣伝誘致活動の推進

○茨城空港や北関東自動車道等を活用した広域観光の推進

○地域資源を活用したニューツーリズムの推進

○新たなライフスタイルの発信による交流・定住の促進(つくばスタイル・いばらき さとやま生活）

○歴史・文化・芸術・スポーツを活用した魅力的な地域づくり

○緑や水辺など多様な自然を活用した魅力的な地域づくり

○地域づくりの担い手となる人材や団体の育成・支援

○圏央道，東関道の整備やTXの東京延伸など広域交通網の整備

○茨城港(常陸那珂港区)や北関道等を活かした物流の円滑化

○利用者のニーズに対応した安全で使いやすい港づくり

○茨城空港や鉄道駅，高速道路ICなどの交通拠点と観光施設等とのネットワーク強化

○いばらきブロードバンドネットワーク（ＩＢＢＮ）の産業利用の推進

○情報アクセシビリティ向上の支援

○観光や文化、物産等の地域情報、科学技術や産業情報の発信

○防災・防犯・食や製品の安全などの情報の提供

○柔軟な就業環境提供のためのテレワーク等の支援

○広域連携等による行政サービスのための情報システムの集約化や効率化の推進

○情報発信力の強化

○付加価値のある強いブランドづくり

○いばらきのファンづくり
・ホスピタリティの向上 ・本県に対する満足感・信頼感の構築

いばらきの
イメージアップ

○世界と日本をつなぐ一大交流拠点づくり戦略

茨城空港を核とした
国際観光による交流促進

魅力的な地域づくり

陸海空の
広域交通基盤の整備

ＩＴを活用した
情報交流社会づくり

魅力ある観光の推進



(参考）

新計画（基本戦略（案）） 現行計画（基本計画）

１ 住みよいいばらきづくり 第2章 住みよいいばらきづくり

（１）充実した医療と保健福祉による生活安心戦略 第１項 安心な暮らしを支える保健・福祉・医療の充実

・安心して医療を受けられる体制の整備 第１節 社会全体で取り組む少子化対策の推進

・少子化対策の推進 第２節 高齢者がいきいきと暮らせる社会づくり

・高齢者・障害者が安心して暮らせる社会づくり 第３節 障害者の自立と社会参加の促進

・保健・福祉サービスの充実 第４節 生涯にわたる健康づくり

・生涯にわたる健康づくり
第５節 健やかに安心して暮らせる保健・福祉

サービスの充実

第６節 安心して医療を受けられる体制の整備

（２）県民の安全で平穏なくらしを守る戦略 第２項 平穏で安全に暮らせる社会づくり

・犯罪に強い地域づくり 第１節 犯罪に強い地域社会づくり

・消費生活と食の安全確保 第２節 交通安全対策の推進

・交通安全対策の推進 第３節 安全な消費生活の確保

・防災体制・危機管理の強化 第４節 食の安全対策の推進

・原子力安全体制の整備 第５節 防災体制の確立

・県土の保全と社会基盤の維持・更新 第６節 原子力安全体制の確立

第７節 県土の保全

（３）豊かな自然を守り、みんなで取り組む地球に
優しい環境戦略

第３項 環境への負荷の少ない持続可能な社会づくり

・低炭素型社会づくりの推進 第１節 地球温暖化防止など地球環境の保全

・資源循環型社会づくりの推進 第２節 生活に身近な地域の環境の保全

・霞ヶ浦など湖沼環境の保全 第３節 霞ヶ浦をはじめとする湖沼環境の保全

・身近な環境と自然環境の保全 第４節 資源循環と廃棄物の適正処理の推進

第５節 多様な自然の保全と活用

（４）人にやさしい快適なまちづくり 第４項 快適で質の高い生活環境づくり

・やさしさが感じられるまちづくり 第１節 美しくやさしさのあるまちづくり

・コミュニティの活性化とグローバル化への対応 第２節 生活を支える交通環境の充実

・生活交通環境の整備 第３節 上下水道など生活衛生環境の充実

・生活衛生環境の充実

第５項 地域社会活動の推進と世界に開かれた社会づくり

第１節 自主的・主体的な地域社会活動の推進

第２節 国際化の推進と多文化共生社会の形成

基本戦略(案）に係る施策構成一覧



(参考)

基本戦略(案）に係る施策構成一覧

新計画（基本戦略(案)） 現行計画（基本計画）

２ 人が輝くいばらきづくり

（１）いばらきを担うたくましい人づくり戦略

・社会全体の教育力の向上

・学力と個性を伸ばす教育の推進

・県民に信頼される魅力ある学校づくり

・高等教育機関を活用した地域づくり

・誰もが職業や地域で活かす能力の向上

・国際舞台で活躍するグローバルな人材の育成

・科学技術創造立国を担う高度な人材の育成

・高度な産業人材・起業家人材の育成

（２）地域の元気を支える豊かな心と健やかな体

づくり戦略

・心と体をはぐくむ教育の推進

・生涯を通して生きる喜びを味わえる環境づく

り（生涯学習・生涯スポーツ）

・歴史・芸術・文化の薫り高い地域づくり

（３）希望あふれる自己実現と社会貢献の場づく

り戦略

・一人ひとりが尊重される社会づくり

・個性と能力が発揮できる男女共同参画の推進

・青少年の自立と社会参加への支援

・高齢者がいきいきと暮らせる社会づくり

・障害者の自立と社会参加の促進

・世界に開かれた多文化共生社会の形成

第３章 人が輝くいばらきづくり

第１項 未来を担う人づくり

第１節 社会全体での教育への取組

第２節 学力の向上と個性を伸ばす教育の推進

第３節 豊かな心と健康や体力をはぐくむ教育

の推進

第４節 県民に信頼される魅力ある学校づくり

第２項 一人ひとりが尊重される社会づくり

第１節 個性と能力が発揮できる男女共同参画

の推進

第２節 人権を尊重する意識の醸成

第３項 個性や能力を伸ばす機会の充実と社会参

画の促進

第１節 青少年の自立と社会参加への支援

第２節 高等教育機関の充実と連携の促進

第３節 一人ひとりが職業や地域で活かす能力

向上への支援

第４項 学習環境の充実と文化・スポーツの振興

第１節 生涯学習を支援する学びの環境の充実

と活用

第２節 文化芸術活動の推進と地域文化の発

掘・発信

第３節 生涯スポーツ社会の形成



(参考）

３ 活力あるいばらきづくり 第１章 活力あるいばらきづくり

（１）世界に貢献する科学技術創造立県戦略 第１項 科学技術を活かした先端産業の育成

・研究開発の強化と産業利用の促進 第１節 研究開発と産業利用の促進

第２節 科学技術を支える社会づくり

・県民が科学技術に親しむ機会の提供

・科学技術創造立国を担う高度な人材の育成

第２項 競争力のある商工業の育成と企業立地の促進

・競争力のある新産業の創出 第１節 産業拠点の競争力向上と企業立地の促進

・競争力あるものづくり産業の育成 第２節 ものづくり産業の育成

・生活を豊かにする商業・サービス産業の育成 第３節 ベンチャー企業の育成と新たな事業展開への支援

・産業拠点の競争力向上と企業立地の促進 第４節 地場産業・特産品の育成

・中小企業の経営力強化 第５節 魅力ある商業・サービス産業の育成

・産業人材育成 第６節 中小企業の経営力の強化

・雇用・就業環境の整備

（３）日本の食を支える食料供給基地づくり戦略
第３項 新鮮・安全で多様なニーズに応えられる

農林水産物の産地づくり

・農業生産を支える基盤づくり 第１節 農業生産を支える基盤の確立

・高品質で商品価値の高い農産物づくりと販売力の強化 第２節 競争力のある産地の育成と販売力の強化

・消費者との信頼関係の構築 第３節 食を通じた生産者と消費者の信頼関係の構築

・林業・木材産業の振興による健全な森林の育成 第４節 林業・木材産業の振興と健全な森林の育成

・消費者ニーズに応える力強い水産業の確立 第５節 力強い水産業の確立と水産物の安定供給

・農山漁村の活性化 第６節 農山漁村の活性化

第４項 産業を支える人材の育成と就業の促進

第１節 産業を支える人材の育成

第２節 雇用・就業環境の整備

（４）世界と日本をつなぐ一大交流拠点づくり戦略 第５項 人・もの・情報が活発に行き交う交流空間づくり

・茨城空港を核とした国際観光による交流促進 第１節 広域的な幹線道路の整備

・魅力ある観光の推進 第２節 つくばエクスプレスなど広域的な公共交通機関の充実

・魅力的な地域づくり 第３節 安全で使いやすい港づくり

・陸海空の広域交通基盤の整備 第４節 百里飛行場の早期開港と利活用の促進

・ＩＴを活用した情報交流社会づくり 第５節 地域資源を活かした拠点づくりと交流の推進

・いばらきのイメージアップ 第６節 魅力ある観光の推進

第７節 新たな物流体系の構築

第８節 ＩＴを活用した交流空間づくり

第６項 いばらきブランドの確立

第１節 地域資源のブランド化

第２節 “いばらき”の情報発信力の強化

（２）国際競争力ある産業と生活を豊かにする産業づくり戦略

現行計画（基本計画）新計画（基本戦略(案））

基本戦略(案）に係る施策構成一覧

・県民生活の質の向上に貢献する科学技術イノベーションの創出


