
基本計画骨子（素案）①

現行計画 計画改定の方向性案
区分 政策名 キーワード（主な取組項目） 区分 政策名 キーワード（主な取組項目） 考え方

Ⅰ新しい 政策１ 質の高い雇用の創出 成長分野等企業誘致、工業団地、人材育成・確保 Ⅰ新しい 政策１ 質の高い雇用の創出
成長分野等企業誘致、工業団地・産業用地の確保、人
材育成・確保

豊かさ
政策２ 新産業育成と
    中小企業等の成長

先端技術、新産業、産業集積、中小企業 豊かさ
政策２ 新産業育成と
    中小企業等の成長

先端技術、新産業、産業集積、中小企業、[再]ｼﾘｺﾝﾊﾞ
ﾚｰ構想、ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ

[施策整理]ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ再掲
[施策追加]ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙによる新産業育成

政策３ 強い農林水産業
農林水産業成長産業化、担い手づくり、国内外への販
路拡大、農山漁村

政策３ 強い農林水産業
農林水産業成長産業化、担い手づくり、国内外への販
路拡大、農山漁村

政策４ 多様な働き方
ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ、女性活躍、UIJﾀｰﾝ、移住、就労環
境

政策４ ビジット茨城
    ～新観光創生～

稼げる観光地域（常設型観光施設・ホテル誘致、食・
土産品開発等）、ひたちなか大洗ﾘｿﾞｰﾄ構想、ｲﾝﾊﾞｳﾝ
ﾄﾞ

観光による“稼ぎ”を、豊かさ（所得向上）と関
連付け

政策５ かけがえのない
    自然環境の保全・再生

泳げる霞ケ浦、自然環境保全、温暖化対策、不法投棄
対策、循環型社会、持続可能なｴﾈﾙｷﾞｰ社会

政策５ 自然環境の保全と再生
湖沼の水質浄化、自然環境保全、地球温暖化対策、循
環型社会、ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ、ﾌｰﾄﾞﾛｽ

Ⅱ新しい
政策６ 県民の命を守る
    地域医療・福祉

医師不足対策、医療・福祉人材確保、医療提供体制、
がん対策，自殺対策

Ⅱ新しい
政策６ 県民の命を守る
    地域保健・医療・福祉

医師不足対策、医療・福祉人材確保、医療提供体制、
地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ、在宅医療・介護、自殺対策、健康
危機対策

[施策整理]在宅医療・介護を“医療”へ
[施策追加]健康危機対策（ｺﾛﾅ等想定）

安心安全 政策７ 健康長寿日本一
在宅医療・介護、地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ、認知症対策、高
齢者能力活用、健康づくり

安心安全 政策７ 健康長寿日本一 認知症対策、高齢者能力活用、健康づくり、がん対策 [施策整理]がん対策を“健康”へ

政策８ 障害のある人も
    暮らしやすい社会

特別支援教育、障害者の自立・社会参加、障害者の就
労機会拡大

政策８ 障害のある人も
    暮らしやすい社会

障害者の自立、障害者の就労機会拡大

政策９ 安心して暮らせる社会
地域公共交通、治安対策、交通安全対策、消費生活、食の安
全、地域ｺﾐｭﾆﾃｨ、犬猫殺処分ゼロ、上下水道 政策９ 安心して暮らせる社会

地域公共交通、治安対策、交通安全対策、消費生活、
食の安全、地域ｺﾐｭﾆﾃｨ、上下水道、不法投棄対策

[施策整理]不法投棄対策を“安心”へ

政策10 災害に強い県土
地域防災、防災体制、ﾗｲﾌﾗｲﾝ整備、治山治水、原子
力、危機管理体制

政策10 災害・危機に強い県づくり
地域防災、防災体制、ﾗｲﾌﾗｲﾝ整備、治山治水、原子
力、危機管理体制、健康危機対策

[施策追加]健康危機対策（ｺﾛﾅ等想定、再掲）

Ⅲ新しい 政策11 次世代を担う「人財」
「知徳体」、新時代に求められる能力、ｷｬﾘｱ教育、青少年健
全育成、就学前教育、放課後活動、地域力

Ⅲ新しい 政策11 次世代を担う「人財」
「知徳体」、新時代に求められる能力、ｷｬﾘｱ教育、地
域力、ICT活用・ﾒﾃﾞｨｱ教育

[施策整理]メディア教育を“人財育成”へ

人財育成 政策12 魅力ある教育環境
ICT教育、ﾒﾃﾞｨｱ教育、新時代の学校づくり、大学誘
致、官学連携

人財育成 政策12 魅力ある教育環境
新時代の学校づくり、大学誘致、官学連携、青少年健
全育成、家庭教育、放課後活動、誰もが教育を受けら
れる、特別支援教育

[施策整理]青少年、就学前教育及び放課後等、
教育の周辺環境の整備を“教育環境”へ

政策13 日本一、子どもを
    産み育てやすい県

結婚・出産、子育て、待機児童ｾﾞﾛ、児童虐待対策、誰もが
教育を受けられる、生活困窮世帯の子ども支援

政策13 日本一、子どもを
    産み育てやすい県

結婚・出産、子育て、待機児童ｾﾞﾛ、児童虐待対策、
生活困窮世帯の子ども支援

政策14 学び・文化・スポーツ
    ・遊びを楽しむ茨城

生涯学習、文化・芸術、ｽﾎﾟｰﾂ支援、遊びある生活
政策14 学び・文化・スポーツ
    ・遊びを楽しむ茨城

生涯学習、文化・芸術、ｽﾎﾟｰﾂ支援、遊びある生活

政策15 人権を尊重し、
    多様性を認め合う社会

誰もが能力発揮できる社会、ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ、人権、いじ
め

政策15 自分らしく輝ける社会
男女共同参画社会、ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ、就労環境、ﾀﾞ
ｲﾊﾞｰｼﾃｨ、人権、いじめ

“人が活躍できる”観点で、女性活躍や就労環境
をﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨや人権に統合

Ⅳ新しい 政策16 魅力度No.１プロジェクト
魅力発信国内戦略、魅力発信ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略、県民向け
戦略

Ⅳ新しい 政策16 魅力発信No.１プロジェクト
魅力発信国内戦略、魅力発信ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略、県民向け
戦略

夢・希望 政策17 世界に飛躍する茨城へ 農産物・工業製品輸出、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ交流、ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ構想 夢・希望 政策17 世界に飛躍する茨城へ 農産物・工業製品輸出、ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ構想

政策18 ビジット茨城
    ～新観光創生～

ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ、新たな観光資源、新茨城ﾘｿﾞｰﾄ構想
政策18 若者を惹きつける
    まちづくり

[再]成長分野等企業誘致、UIJﾀｰﾝ、移住、[再]ｼﾘｺﾝﾊﾞ
ﾚｰ構想、[再]ひたちなか大洗ﾘｿﾞｰﾄ構想、[再]遊びあ
る生活

“若者を呼ぶ”観点で、UIJﾀｰﾝや移住に、若者に
魅力がある施策を統合

政策19 茨城国体・障害者スポーツ大会、東京オ
リンピック・パラリンピックの成功

政策19 茨城型Society5.0の実現
あらゆる分野での先端技術活用、先端技術・データ活
用に向けた環境の充実

Society5.0を１つの政策として新設

政策20 活力を生むインフラと
    住み続けたくなるまち

交通ﾈｯﾄﾜｰｸ、空港・港湾、人にやさしいまちづく
り、魅力あるまちづくり

政策20 活力を生むインフラと
    住み続けたくなるまち

交通ﾈｯﾄﾜｰｸ、空港・港湾、人にやさしいまちづく
り、魅力あるまちづくり

資料６ー１
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基本計画骨子（素案）②

（次期計画骨子素案） 施策数計： 49

<次期計画> チャレンジ・政策・施策体系素案 主な取り組み（キーワード）

Ⅰ．新しい豊かさ （施策数： 12）

1 質の高い雇用の創出

（１）
○成長産業の本社・研究開発拠点の誘致
○外資系企業による投資促進 等

（２）
○積極的な情報発信による工業団地への企業立地推進
○市町村の産業用地開発支援及び県による産業用地開発 等

（３）
○デジタル革命を担う高度ＩＴ人材の育成
○就労相談や就職面接会等による県内企業への雇用促進
○高い専門性を有する外国人材の雇用促進 等

2 新産業育成と中小企業等の成長

（１）
○スタートアップ・エコシステム構築によるベンチャー企業の創出・育成【再掲】
○カーボンニュートラルに向けた取組支援による産業創出・競争力強化
○県内企業の新製品・技術開発の促進 等

（２）
○地域産業の経営者育成や事業承継等の促進
○マッチング機会創出等による海外ビジネス展開の支援 等

3 強い農林水産業

（１）

○担い手への農地集積・集約化及び基盤整備推進
○経営者マインドを備えた人材育成と企業参入の推進
○スマート農林水産業の導入による経営発展
○木材の安定供給強化と、中高層建築等での需要開拓
○沿岸漁業での企業的経営体の育成や陸上養殖の推進 等

（２）
○特色ある農林水産物のブランド力向上
○企業と生産者等との直接取引の推進
○農林水産物の輸出促進 等

（３）
○狩猟者増や有害鳥獣侵入防止等による被害防止
○都市農村交流、多面的機能の維持・発揮 等

4 ビジット茨城　～新観光創生～　※「夢・希望」から移動

（１）
○観光客増加や滞在時間延長につながる取組の推進
○地域の特色を活かした魅力ある観光イメージづくり
○新しい生活様式に対応した観光の推進 等

（２）

○ポストコロナの外国人観光客の誘客
○滞在型・高付加価値の観光コンテンツの造成
○茨城空港の路線の維持・拡充や既存路線の利用促進
○国際会議やビジネスイベント等（ＭＩＣＥ）の誘致 等

5 自然環境の保全と再生

（１）

○生活・工場等の排水対策や農業での適正施肥等の指導
○意識啓発や情報発信による県民意識の醸成
○大気汚染物質の規制・指導
○森林整備による水源涵養や災害防止・CO2吸収促進 等

（２）
○県民への「３Ｒ」の意識啓発やフードロス削減等の促進
○省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入促進
○気候変動に対する適応策

湖沼の水質浄化と身近な自然環境の保全

サステナブルな社会づくり

稼げる観光地域の創出

インバウンドの取り込み

成長分野等の企業の誘致

新たな産業用地の確保及び企業立地の加速化

県食材の国内外への販路拡大

農山漁村の活性化

活力ある中小企業・小規模事業者の育成

農林水産業の成長産業化と未来の担い手づくり

産業を支える人材の育成・確保

先端技術を取り入れた新産業の育成と新しい産業
集積づくり
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基本計画骨子（素案）②

（次期計画骨子素案） 施策数計： 49

<次期計画> チャレンジ・政策・施策体系素案 主な取り組み（キーワード）

Ⅱ．新しい安心安全 （施策数： 15）

6 県民の命を守る地域保健・医療・福祉

（１）
○関係機関が一体となった医師の養成・確保、地域偏在の解消
○看護職員の確保と専門性の高い看護人材の育成
○外国人材を含む福祉人材の確保と職員の資質向上 等

（２）
○地域の実情に応じた医療提供体制の構築
○ICTを活用した医療連携体制の構築・強化
○在宅医療に取り組む医療機関の増加 等

（３）
○かかりつけ医等の精神疾患・こころの健康への対応力の向上
○ひきこもり者の社会復帰の促進
○生きることを包括的に支援する自殺対策の推進 等

（４）
○感染症拡大、大規模災害時における公衆衛生の確保
○健康危機への対応に係る保健所の機能強化
○感染症対策の専門人材の育成 等

7 健康長寿日本一

（１）
○減塩意識の醸成等による生活習慣病とその重症化予防
○高齢者の介護予防、重症化防止、要介護度の改善
○高齢者が持つ知識や技術の活用の促進 等

（２）
○認知症、若年性認知症に係る理解の促進
○認知症の人の社会参加の促進と家族の生活の質の向上
○認知症の人の容体に応じた医療・介護・生活支援の提供体制の構築 等

（３）
○がんの早期発見、早期治療の推進
○患者、家族への相談支援等の充実
○次世代ガン治療の開発・実用化の推進 等

8 障害のある人も暮らしやすい社会

（１）
○障害の種別やニーズに応じた日常生活支援による自立促進と差別の解消
○スポーツ・文化を通した障害者の社会参加の促進 等

（２）
○一般就労への移行とＢ型事業所等の工賃向上の促進
○障害特性に応じた職業訓練や金融機関との連携強化 等

9 安心して暮らせる社会

（１）
○地域の特性に応じた交通サービスの最適化の促進
○自助・共助・扶助による持続可能な地域コミュニティの形成
○地域団体間の連携やNPO等の運営力向上の促進 等

（２）
○消費者被害の未然防止、拡大防止に係る取り組みの推進
○家畜伝染病の発生予防の徹底と安心安全な食品の提供体制の整備
○上下水道の老朽化対策や広域化の促進 等

（３）
○県民の防犯意識の高揚と地域の防犯体制の活性化
○産業廃棄物の不法投棄の早期発見、対応
○交通安全教育や関係機関の連携による安全点検、信号機等整備 等

10 災害・危機に強い県づくり

（１）
○災害情報の迅速な収集・伝達体制の強化、避難所の環境改善の支援
○公共インフラ・建築物の適切な維持管理や効果的、効率的な老朽対策
○マイ・タイムラインの作成活用支援等、地域の自主的な避難体制づくり 等

（２）
○原子力施設への立入調査や周辺の放射線等の監視
○原子力防災訓練等を通じた実効性ある防災体制の構築
○原子力・放射線や原子力防災等に関する県民の理解促進 等

（３）
○感染症拡大、大規模災害時における公衆衛生の確保
○健康危機への対応に係る保健所の機能強化
○感染症対策の専門人材の育成 等

原子力安全対策の徹底

健康危機への対応力強化（再掲）

犯罪や交通事故の起きにくい社会づくり

災害・危機に備えた県土整備と危機管理体制の充
実強化

地域の日常生活の維持確保とコミュニティ力の向
上

安心な暮らしの確保

障害者の自立と社会参加の促進

障害者の就労機会の拡大

認知症対策の強化

がん対策 （政策6から移動）

精神保健対策・自殺対策

健康危機への対応力強化

人生百年時代を見据えた健康づくり

医療・福祉人材確保対策

地域における保健・医療・介護提供体制の充実
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基本計画骨子（素案）②

（次期計画骨子素案） 施策数計： 49

<次期計画> チャレンジ・政策・施策体系素案 主な取り組み（キーワード）

Ⅲ．新しい人財育成 （施策数： 13）

11 次世代を担う「人財」

（１）
○ICTを効果的に活用した「主体的・対話的で深い学び」の実現
○児童生徒の発達段階に即した多様な指導法による道徳性の育成
○スポーツ活動や食育の推進による健やかな体の育成 等

（２）
○意欲ある中高生へ高水準の英語教育によるグローバル人財の育成
○全国トップレベルのプログラミング能力を有する中高生の育成
○キャリア教育の推進による中高生のアントレプレナーシップの醸成 等

（３）
○子どもたちが県民として誇りを持てる郷土愛育成のための学びの推進
○地域社会に貢献できる人財を育成するためのボランティアの養成
○若者の主体的な地域活動・ネットワークづくりの支援 等

12 魅力ある教育環境

（１）

○児童のプログラミング的思考の育成と教員のICT活用指導力など資質の向上
○中高一貫教育校や社会経済の変化、地域のニーズに応じた学科設置による活力と魅力あ
る学校づくりの推進
○新たなニーズに対応した大学等の誘致や特色ある学部設置の支援 等

（２）
○不登校・引きこもり等の未然防止や立ち直り支援など児童生徒の健全育成
○就学前教育や家庭教育の推進
○特別支援教育の充実と多様な学びの場の推進 等

13 日本一、子どもを産み育てやすい県

（１）
○いばらき出会いサポートセンターのサービス向上等による未婚男女のマッチング支援
○安心して子どもを産み育てられる相談体制整備 等

（２）
○小児・周産期医療体制の充実
○子育て支援拠点づくりの推進と子育て家庭への経済的負担の軽減
○待機児童ゼロの水準維持と幼児教育・保育サービスの充実 等

（３）
○虐待の早期発見と未然防止のための相談体制の充実やペアレント・トレーニングの実施
○虐待の被害防止・拡大防止のための関係機関の連携及び被害児童の安全確保の推進
○教育支援・生活支援・就労支援・経済的支援による子どもの貧困対策の推進 等

14 学び・文化・スポーツ・遊びを楽しむ茨城

（１）
○社会教育施設の利活用促進による生涯学習の充実
○優れた芸術鑑賞機会の充実等による子どもの豊かな感性及び創造性の育成
○県立美術館等の環境整備など県民が優れた文化芸術に触れる機会の確保 等

（２）
○ジュニア世代の発掘・育成・強化による国内外で活躍するトップアスリートの輩出
○プロスポーツクラブ等との連携によるスポーツを通じた地域振興
○新しい生活様式における本県の地域資源を活用した遊びある生活スタイルの創出 等

15 自分らしく輝ける社会

（１）

○性別・人種・価値観等の多様性の受容とダイバーシティ社会構築に向けた啓発の推進
○人権尊重の精神の涵養と様々な人権問題に対応する相談体制の充実
○スクールカウンセラー等の相談体制の充実によるいじめ等未然防止、早期発見・解決
等

（２）
○女性人材・女性リーダーの育成と政策・方針決定過程への女性の参画促進
○多様な働き方ができる労働環境づくりと男性の家事・育児等への参画促進
○性別による固定的役割分担意識の解消による男女共同参画社会の実現 等

（３）
○企業の働き方改革の促進とワーク・ライフ・バランスの実現
○誰もが自ら望むキャリア形成や求職者の希望に添った就労支援実現
○外国人材が活躍できる就労環境の整備 等

多様性を認め合い、一人ひとりが尊重される社会
づくり

女性が輝く社会の実現

働きがいを実感できる環境の実現

生涯にわたる学びと心豊かにする文化・芸術

スポーツの振興と遊びのある生活スタイル

安心して子どもを育てられる社会づくり

児童虐待対策の推進と困難を抱える子どもへの支
援

次世代を担う「人財」の育成と自立を支える社会
づくり

結婚・出産の希望がかなう社会づくり

地域力を高める人財育成

時代の変化に対応した学校づくり

新しい時代に求められる能力の育成

「知・徳・体」バランスのとれた教育の推進
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基本計画骨子（素案）②

（次期計画骨子素案） 施策数計： 49

<次期計画> チャレンジ・政策・施策体系素案 主な取り組み（キーワード）

Ⅳ．新しい夢・希望 （施策数： 9）

16 魅力発信No.1プロジェクト

（１）

○テーマ・ターゲットに応じた戦略的な情報発信
○首都圏のＰR拠点、マーケティングの場としてのアンテナショップの活用
○インターネットを活用したプロモーションの推進
○農林水産物や加工食品、工業製品等の魅力を海外へ発信 等

（２）
○SNS等を活用した本県の魅力の再認識
○「いばらき観光マイスター」制度を活用した魅力発信人材育成
○総合学習を通じて郷土の温かさやすばらしさの再発見 等

17 世界に飛躍する茨城へ

（１）
○農林水産物や加工食品、工業製品等の輸出促進
○海外の友好都市等との文化・経済両面での国際交流の推進 等

（２）
○スタートアップ・エコシステム構築によるベンチャー企業の創出・育成
○大学、研究機関、企業等との共同研究推進による企業の新商品・新技術開発促進
○世界のイノベーションをリードするグローバル拠点都市の形成 等

18 若者を惹きつけるまちづくり

（１）

○成長産業の本社・研究開発拠点の誘致【再掲】
○外資系企業による投資促進【再掲】
○スタートアップ・エコシステム構築によるベンチャー企業の創出・育成【再掲】
○東京圏からのUIJターンの促進 等

（２）

○移住や二地域居住の促進
○新しい生活様式に対応したレジャーの促進【再掲】
○新しい生活様式における本県の地域資源の活用など遊びある生活スタイルの創出【再
掲】 等

19 茨城型Society5.0の実現

（１）

○デジタル革命を担う高度ＩＴ人材の育成【再掲】
○オンライン診療や遠隔医療ネットワークの構築による医療体制の充実
○MaaS共通基盤の構築等による地域交通課題の解決
○ICTを活用した教育の充実によるGIGAスクール構想の実現
○先端技術を活用した新分野進出やビジネス創出
○スマート農林水産業の実現
○インフラ維持管理のスマート化の推進 等

20 活力を生むインフラと住み続けたくなるまち

（１）

○東関道水戸線の全線開通及び圏央道の４車線化の整備促進
○広域的な幹線道路の整備推進
○TXや地下鉄８号線の延伸の検討
○茨城空港の路線拡充、既存路線の利用促進、地域の賑わいづくり
○港湾の機能強化と利用促進 等

（２）

○スマートシティ、都市機能の集約と地域間の連携（コンパクト＋ネットワーク）の促進
○道路や建物等の公共施設のバリアフリー化の推進
○行政のデジタル化推進やデジタルデバイドの解消
○地域資源・財産を活かした魅力的なまちづくりの推進 等

人にやさしい、魅力あるまちづくり

未来の交通ネットワークの整備

若者を呼び込む茨城づくり

先端技術の社会実装やデータの活用の加速化

世界に挑戦するベンチャー企業の創出（茨城シリ
コンバレー構想）

若者に魅力ある働く場づくり

世界に広がるIBARAKIブランド

「茨城の魅力」発信戦略

県民総「茨城大好き！」計画
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