資料 １－２
新しい県総合計画の全体構成（案）について
前回部会（第２回部会）の構成 (案)【変更前】

今回部会（第３回部会）の構成(案)【変更後】

はじめに
１ 計画策定の趣旨
２ 計画の構成と期間

はじめに
１ 計画策定の趣旨
２ 計画の構成と期間

第１部 基本構想
第１部 基本構想
第１章 時代の潮流といばらきの特性等
第１章 時代の潮流と茨城の特性等
１ 時代の潮流
１ 時代の潮流
２ いばらきの特性
２ 茨城の特性
３ 県民の期待
３ 県民の期待
第２章 いばらきづくりの基本方向
第２章 いばらきの目指す姿
１ 基本理念
１ 基本理念
２ ３つの目標と目指すべき将来像
２ 目標と将来像
＜３つの目標＞
＜３つの目標＞
・住みよいいばらき
・住みよいいばらき
・人が輝くいばらき
・人が輝くいばらき
・活力あるいばらき
・活力あるいばらき
※2035 年（平成 47 年）頃の茨城が目指すべき
※2035 年（平成 47 年）頃の茨城が目指す
将来像を記載
将来像を記載
※内容・表現，順番等については今後検討
※内容・表現，順番等については今後検討
３ 人口・経済の見通し
３ 人口・経済の見通し
第２部 目標実現に向けた取組

第２部 基本計画

第１章 基本戦略，基本施策，いばらきモデル推進
プロジェクト
Ⅰ 基本戦略
１ 住みよいいばらきづくり
２ 人が輝くいばらきづくり
３ 活力あるいばらきづくり
Ⅱ 基本施策
１ 住みよいいばらきづくり
２ 人が輝くいばらきづくり
３ 活力あるいばらきづくり
Ⅲ いばらきモデル推進プロジェクト
第２章 地域づくりの基本方向
※第２部は，2011（平成 23）年度から 2015（平成
27）年度の５年間に取組む基本戦略及び基本施策，
推進プロジェクト等を記載

第１章 政策展開の基本方向
１ 住みよいいばらきづくり
２ 人が輝くいばらきづくり
３ 活力あるいばらきづくり

第２章 地域づくりの基本方向

第３章 いきいき いばらき生活大県プロジェクト
※第２部は，2011（平成 23）年度から 2015（平
成 27）年度の５年間に推進すべき政策展開の基
本方向及びプロジェクト等を記載
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第２部 基本計画，第３部 計画の推進
区

分

【第２部 基本計画】
基本構想の目標年度
である2035年頃を展望
しつつ，2011～2015年
度において推進すべき
政策展開の基本方向，
地域づくりの基本方向
やいばらき生活大県創
造プロジェクトを定め
る。

項

目

内

容

第１章 政策展開の基本方
向
1 住みよいいばらきづくり

○３つの目標ごとに対応する政策を示す。

(1) △△△△（政策名）
① □□□□（施策名）
・現状と課題
・主な取組
・数値目標
・各主体の役割分担

○施策ごとに，「現状と課題」,「主な取組」,
「数値目標」及び「各主体の役割分担」を示す。

②・・・・
(2) ○○○○
・・・・
2 人が輝くいばらきづくり
・・・・・
3 活力あるいばらきづくり
・・・・・

第２章 地域づくりの基本
方向

○今後５年間に取り組む地域づくりの基本方向を示
す。

１ 地域の区分

○地域の区分について記述する。

２ 地域づくりの方向

○地域づくりの方向について記述する。

第３章 いきいき いばらき ○安全・安心で快適に暮らすことができる生活大県
生活大県プロジェク を実現するため，本県の持つ「優位性」や「先進
ト
性」を最大限に活用し，全庁挙げて取り組むプロ
１ △△プロジェクト
ジェクトを示す。
２ □□プロジェクト

【第３部 計画の推進】

計画の推進の考え方等

○計画推進に向けての考え方，進行管理などの実効
性の確保について記述する。
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第3回総合部会資料
（H22.7.5開催）

基本構想（案）の概要について
（キャッチフレーズ）

（案）「いきいき いばらき生活大県プラン」

第１部

基本構想（案）
第１章 時代の潮流と茨城の特性等

県民の
期待

茨城の
特性

時代の
潮流

第２章 いばらきの目指す姿
１

基本理念

（案） みんなで創る 人が輝く元気で住みよい いばらき
２

目標と将来像
誰もが個性や能力を発揮し，
主体的にいきいきと活動できる

【人が輝くいばらき】
【将来像】
○地域全体が一体となって次の世代を育むとともに，
誰もが目的意識を持って個性や能力を伸ばせる県
○郷土の文化を大切にしながら，健康で明るく心豊
かな生活を送れる県
○互いに尊び高め合いながら社会で活躍し，地域づ
くりの主役となっている県

誰もが安心して健やかに
暮らすことのできる

競争力ある元気な産業が
集積し，交流が盛んな

【住みよいいばらき】

【活力あるいばらき】
【将来像】

【将来像】

○科学技術研究の枢要な拠点として日本の発展の
一翼を担う県
○競争力ある元気な産業が発展し，豊かに暮らし
ていける県
○日本の食を支えている農林水産業が盛んな県
○東アジアをはじめ世界との，人・もの・情報の
交流が盛んに行われ，地域が活性化している県

○医療・保健・福祉サービスや子育て支援が
充実し，安心して暮らせる県
○県民の暮らしの安全が確保された県
○豊かな自然を守り，環境と調和した生活を送
ることができる県
○互いに支え合いながら，質の高い暮らしが
できる県

３

人口・経済の
見通し
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政策展開の基本方向（案）について
３つの目標

人が輝くいばらき

4

（観光・交流・広域交通ネットワーク・国際連携）
人・もの・情報が活発に行き交う交流社会づくり

（農林水産業）
日本の食を支える食料供給基地づくり

(4)

（産業・雇用）
国内外の競争に打ち勝つ力強い産業の育成

(3)

日本や世界の発展に寄与する科学技術創造立県の推進

（科学技術）

(2)

多文化共生
人権・男女共同参画・青少年・高齢者・障害者
互いに認め合い支え合う社会づくり

(1)
（社会の教育力・生涯学習・スポーツ・歴史文化芸術）
豊かな人間性をはぐくむ地域づくり

(3)

（学力・心と体の育成・職業能力・高度人材育成）
いばらきを担うたくましい人づくり

(2)

（生活環境・交通・コミュニティ）
人にやさしい良好な生活環境づくり

(1)

（環境・低炭素社会）
みんなで取り組む地球にやさしい環境づくり

(4)

（防犯・交通安全・防災）
安全に暮らせる平穏な社会づくり

(3)

（医療・保健・福祉）
医療・保健・福祉が充実した安心できる社会づくり

(2)

(1)

（活力あるいばらき）
（人が輝くいばらき）
（住みよいいばらき）

活力あるいばらき
住みよいいばらき

