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平成２０年度茨城県総合計画審議会 

 
 日時：平成２０年６月３０日（月）１３：３０～１５：４０  
 場所：茨城県庁災害対策室  
 
 
○司会 それでは，定刻でございますので，ただいまから茨城県総合計画審議会を開会い

たします。  
 私，企画課長の小松原でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  
 議事に入ります前まで進行させていただきたいと存じます。  
 今回の審議会は，ここ災害対策室で開かせていただきました。これまでホテルで実施し

てまいっておりますが，これは，このような災害対策室を委員の皆様に一度ご覧いただき

たかったこと，非常時の場合にはここに百数十名集まるというような格好になります。そ

して，大型スクリーン，今，天井からの，屋上からの映像を映しておりますけれども，こ

のようなスクリーンでパワーポイントを使用し，資料をご説明させていただこうと考えた

ことなどからでございます。  
 ただ，遠くからですと，スクリーンの文字が多分読みにくいと思います。同様の資料を

お手元に用意してございますので，御容赦をお願いしたいと思います。  
 また，真ん中に段ボールがあるかと思いますけれども，お見苦しいと思います。中には，

災害に備えていつも接続して立ち上げられるように電話機が入っているものでございます。

よろしく御理解のほどお願い申し上げます。  
 なお，隣に災害対策本部室がありますので，会議終了後，御希望の皆様にご覧いただき

たいと思います。 後にまた御案内を申し上げたいと存じます。  
 それでは，まず，本日の資料を御確認をさせていただきたいと存じます。  
 お手元に，次第，席次表，委員名簿，そして資料といたしまして，資料１，２－１，２

－２，３－１，３－２，３－３，これがございます。御確認をいただきたいと思います。

それとまた，参考資料といたしまして，県計画元気いばらき戦略プランの冊子を配付して

ございます。不足等がございましたらば，お申しつけをいただきたいと存じます。  
 なお，冊子の「元気いばらき戦略プラン」でございますが，既に皆様にはお届けさせて

いただいておりますので，必要がなければお帰りの際机の上に置いていっていただきます

ようお願いを申し上げます。  
 それでは，開会に当たりまして橋本知事から御挨拶を申し上げます。  
○橋本知事 本日は，委員の皆様方には大変お忙しい中お集まりをいただきまして，まこ

とにありがとうございます。  
 皆様方に大変御尽力をいただく中で，平成１８年度に新しい総合計画「元気いばらき戦

略プラン」をスタートさせていただいたところでございますけれども，本日は，その今の

実施状況等について御説明を申し上げ，また新たな御意見というものをいただけたらあり

がたいなと思っておるところでございます。  
 そして， 近，地震もそうでありますけれども，一方で，ものの値段が急激な勢いで上

がり始めております。私は，今，これから日本というものはどうなっていくんだろうかと
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いうことを大変心配をしているところでございます。  
 これまでのような買い手が有利というのではなくて，今や資源を持っている方が，自分

たちが資源の状況をコントロールしながら値段も誘導していくといったような状況になっ

てきております。それは油もそうでありますし，鉄鉱石等についても大手数社で実質的に

かなりの部分を占めてしまっておりまして，そこが値段を誘導していくというような状況

にございますし，食物についても同様な状況にございます。  
 日本人が果たしてこの豊かな生活を維持するための，国としてまず十分な外貨，買える

だけの力を備えなければならないということもございますし，それとあわせて，今，労働

分配率，株主配当というものに重点が置かれて，株価が余り上がっていない状況にござい

ます。そういう中で，ものがこれだけ上がっていきますと，十分に自分の家計を守れるだ

けの収入ということを，どうやって収入を少しでも上げられる方向に持っていくか，高く

なったものを買えるだけの所得を確保するかということも，大きな課題になってくるだろ

うと思っております。  
 また，そういう中で，一方では，人口減少がますます，すごいスピードで進もうとして

いるわけでございまして，この影響を受けて，一部では限界集落といったことも言われて

いるわけでございまして，日本全体がどうなるのか，あるいはその中での茨城をどうする

のかといったことを考えた場合に，課題が山積していると考えているところでございます。 
 特に私ども茨城の場合には，御承知のように科学という面では 先端のものがございま

す。つくばとか東海というところを十分に活用しながら，日本のこれからの発展を支えて

いけるような，そういう県にしていかなければいけないなと思っておりますし，Ｊ－ＰＡ

ＲＣもこの１２月から稼働をする予定でございますので，そういったものを大いに，日本

の優良な企業，あるいはまた中小企業も含めて，そういった方々に活用していただきたい

と思っております。  
 また，近年，とみにものづくりというものにつきまして，日本の実力を再認識する，外

国でどんどんものをつくっていくという形ではなくて，日本の国内でしっかりとした研究

体制を築いていけないところは，なかなかこれから世界の中で通用できないのではないか

といったような見方も出てきておるところでございまして，そういった点でも，優良企業

の誘致などによりまして，これまでの日立とか，あるいはキャノンとかに合わせて，コマ

ツとかファナックとか，そういった企業の進出によって，ものづくりの面でも日本での大

きな働きができるような，そういう県にしていければありがたいなと思っておるところで

ございます。  
 そして，これから交流の時代ということが言われておるわけでございますけれども，世

界的に見ますと，所得水準も上がってきたということもあって，物すごい勢いで人の行き

来，往来というものが増えてきているところでございます。これに日本としてもしっかり

こたえていかなければいけないなと。あるいは，私ども茨城としても，国内の，あるいは

海外からのお客さんが十分にさまざまな交流を楽しんでいけるような県にしていかなけれ

ばいけないと思っております。  
 企業環境をつくる，あるいはまたそういう交流のための手段を充実するといった面から

も，高速道路の充実，あるいは常陸那珂港の拡充，さらには茨城空港の開港といったこと

を順調に進めていきたいなと思っておるところであります。  
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 茨城空港については，大分，テレビ等で皆さん方もご覧になられたと思いますけれども，

いろいろ批判等もございますが，今，成田では４０カ国が日本へ乗り入れを待っていると

いう状況にございますし，例えばヨーロッパでいいますと，フランクフルトの中心街から

１２０キロ離れたハーグ空港というところは，ここからロンドンまでノーマル運賃ですと

８００ユーロ取られるんですけれども，１００ユーロで行けると。１２万８，０００円が

１万６，０００円で行けるというような料金体系をつくりまして，たった四，五年で１０

倍ぐらいのお客さんが伸びている。２００４年に確か４５万人だったのが，２００７年に

４３０万人に利用者は伸びているわけでございますけれども，同じような状況が，マレー

シアとかその他アジアにも，今，急速に広がりつつございます。  
 ヨーロッパですと，ローコストキャリアというものが約３割の客を運んでおりますけれ

ども，アジアではまだ１２％。これから所得水準の上昇と相まって，急速に航空需要とい

うものが伸びてくるのではないかなと期待をしておるところでございます。  
 そういう中での茨城空港の役割ということにつきましても，いろいろ国にも働きかけて，

十分に首都圏の第三空港としての航空需要の受け入れ体制をつくり上げていく上で活用を

していけるような状況というものをつくっていければありがたいなと思っておるところで

ございます。  
 そういった形で，強い県といいますか，しっかりと発展していけるような土台づくりを

する。その中で，一方では，今，大変医者の不足などで問題が大きくなってきております。

さすがに厚生労働省などでも，これまで約６００人ほど 大時に比べて医学の定員減らし

てしまったんですけれども，これを増やしていかなければ，とてもこれからの医療需要に

応えていけないということで，定員の改定を行う，あるいはまた私どもも筑波大に働きか

けて，医学部の定員を増やしてもらうといったことを決定していただいたところでござい

ますけれども，そういったことも含めて，医療体制，あるいは介護体制，どうすれば県民

の皆さんが安心できるようにしていくか，医師や看護師やホームヘルパーさんの確保とい

ったことも大きな課題になってきております。  
 また，一方では，これまで一生懸命に努力してきておりますけれども，少子化対策，こ

れにつきましても，いろいろ県としても手段は講じてきているわけでございますけれども，

なかなか実績として目に見えたものが上がらないという状況が続いております。  
 そういう中で，出会いサポートセンターにおきましては，２年間で１５０組ほどの成婚

を見ているところでございまして，私ども，そういったことも含め，子供がいる家庭のお

買い物などの優待制度なども含めて，少しでも子育てをしやすい，あるいはまた結婚をし

てみたくなるような環境というものをつくっていかなければいけないだろうと思っており

ます。  
 また，片一方で，農業に従事する皆さんなどについては，今までいろいろ仕事を比べる

中で，ほかにないからということもあったのかもしれませんけれども，ある程度の人数確

保ができていた。しかし，景気が少し良くなってきて，ほかに職場があるとなると，急速

に不足している現状が出てきております。こういった状況のもとで，どうやっていけばい

いのか，財務改善も含めて，大きな課題ではなかろうかなと思っております。  
 また，人が輝くというキャッチフレーズを使わせていただいておりますけれども，教育

につきましても，御承知のように，さまざまな問題点が指摘されておるところでございま
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す。少人数学級制度，あるいは道徳教育の導入，高校への導入など，いろいろこれまで考

慮してきておるところでございますけれども，これからどうやれば，特に少子化が進む中

で，子供たちを立派な社会人として国際人として養成していけるのかということは，大き

な課題ではなかろうかなと思っております。  
 そのために，いろいろ国の方でも教育振興基本計画というものを立てて，そしてその中

で，今日もゆとり教育のことがテレビで報道されておりましたが，そういったものの見直

しなども行いながら，次世代を担える人材の育成ということに努力をしておるところでご

ざいますが，県としても，もっともっといろいろなことをやっていかなければいけないだ

ろうと思っております。  
 そして，教育面の充実とあわせて，私，特に教育委員会の方に何とか努力してくれと言

っているのが，小中学校の統合の問題でございます。  
 今，例えば小学校で１２学級に満たない，あるいはまた中学校で９学級に満たない，こ

れまでの文部科学省の基準でいうと統合の対象として考えなければいけないようなところ

が，本県の場合，小学校，中学校を合わせて８００校ある中で，４００校がその対象にな

っておるところであります。  
 子供の数というものは，小学校でピークと比べて今マイナス３８％，中学校でピークと

比べてマイナス４１％という状況にあるわけですが，小学校は２校しか減っていない，あ

るいは中学校はピークと比べてたしか６校か７校増えている状況にございます。そういう

中で，一学校当たりの子供の数というものも急速に減ってきているところでございまして，

子供が社会生活，集団生活を覚える上でも，あるいはまた学力を友達と競い合いながら鍛

えていく上でも，私は，小中学校の統合というものを積極的に行って，そこから生み出さ

れてくるお金によって，その統合されたところへの教員をさらに充実するとか，あるいは

また大勢の中で元気にいろいろな活動ができるようにスクールバスなどの充実を図るとか，

いろいろなことをやっていって，教育予算を削るという観点ではなくて，もっと小中学校

の教育を充実するという観点から，小中学校の統合ということについては一生懸命に取り

組んでいく必要があるだろうと思っております。  
 今，幾つかの市町村では積極的な取り組みが見られるところでございまして，例えば取

手とか，あるいは行方とか，あるいは今，時々新聞をにぎわしております石岡とか，いろ

いろなところで具体的な動きが出てきつつあります。そういったことも含めて，皆さん方

にいろいろな御意見をお伺いできればありがたいなと思っております。  
 いずれにしましても，これから資源がない国日本が元気で頑張っていくために厳しい時

代を迎えようとしているところでございますので，皆さん方に，茨城がその中でどういう

役割を果たしていけばいいのか，あるいはまた茨城県民が豊かな生活をしていけるように

するにはどうすればいいか，さらには地球環境問題ということもございます。  
 森林湖沼環境税もスタートをさせていただきまして，間伐の促進，あるいはまた霞ヶ浦

の浄化ということに積極的に力を入れていきたいと考えているところでございますけれど

も，そういった地球環境問題なども含め，これからの持続的な社会の発展のための仕組み

づくりということにつきましても，御意見をいただければありがたいなと思っております。 
 少々長くなってしまいましたけれども，皆さん方に大変お世話になっていることについ

て改めて御礼を申し上げますとともに，今後どうやって県をいい方向に持っていくかとい
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うことにつきまして，いろいろ様々な角度からの御意見をいただければということでお願

いを申し上げまして，挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。  
○司会 それでは，本日の議事の進行に入ります。  
 進行につきましては，審議会の会長であります西野会長さん，よろしくお願い申し上げ

ます。  
○西野会長 それでは，早速議事に入らせていただきたいと思います。  
 皆さん本当にお久しぶりでございますが，今，知事さんの意欲にお応えできるような審

議にしたいと思いますので，よろしくお願いします。  
 それでは，お手元の次第に沿いまして，議題の１と２につきまして，事務局からまず御

説明をいただいて，その後皆様の方から御意見をちょうだいすると，このようにしたいと

存じます。  
 では，平成２０年度主要事業概要，お手元の資料１でございますけれども，担当の方か

ら御説明をお願いします。  
○清瀬企画部長 企画部長の清瀬でございます。私から，平成２０年度の県の主要事業の

概要につきまして御説明させていただきます。  
 目の前のスクリーン，あるいはお手元の資料１をご覧いただければと思います。  
 現行の茨城県の総合計画「元気いばらき戦略プラン」では，活力あるいばらき，住みよ

いいばらき，人が輝くいばらきの３つの目標を掲げまして，この目標の実現に向けて，特

に重要性，緊急性の高いものとして，ご覧のとおりの８つの重点戦略を位置づけておりま

す。  
 以下，この重点戦略ごとに本年度の主要事業を御紹介してまいります。  
○西野会長 パワーポイントが出ていますから，そちらの方もご覧になってください。  
○企画部長 資料１の２ページになります。  
 まず，重点戦略の１つ目，日本をリードする力強い産業社会づくり戦略でございます。  
 東海村に整備されてきておりますＪ－ＰＡＲＣにつきましては，いよいよ本年１２月に

稼働予定となっております。同時に供用いたします県中性子ビーム実験装置の利用支援体

制の構築や，県が進めております産学官共同研究施設の整備などにより産業利用を促進し，

高性能燃料電池や高密度磁気メモリ，難病治療薬の開発など，新技術，新産業を創出して

まいります。  
 次に，企業誘致の推進でございます。本県の工場立地面積は，依然として全国トップレ

ベルを維持しております。例えば常陸那珂港周辺地区では，コマツ，日立建機が立地し，

建設機械産業の一大拠点となっております。また，本県中小企業の高い技術力を生かした

取り組みであるマグネシウムプロジェクトの事業化支援や，中小企業向け融資枠の拡充な

ど中小企業支援にも取り組んでおります。  
 次に，３ページ，重点戦略の２つ目，日本の食を支える元気ＮＯ．１農業戦略というこ

とでございます。  
 まず，エコ農業茨城を全県的に推進し，化学肥料，化学合成農薬の５割削減など，先進

的な営農活動への支援を行い，地域の環境保全活動や環境にやさしい営農活動を地域ぐる

みで一体的に進め，本県農業，農産・農作物のイメージアップを図ってまいります。  
 また，本県の顔となりますメロン，コシヒカリ，常陸牛や常陸秋そばについて，重点的
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に各種キャンペーンなどの販売促進活動を展開して全国にＰＲし，ブランド力の向上と消

費拡大を進めてまいります。  
 ページをめくっていただきまして，重点戦略の３つ目，広域交流新時代の幕開け戦略に

つきましては，陸・海・空の広域交通ネットワークの整備が順調に進んでいるところでご

ざいます。  
 まず，高速道路につきましては，北関東自動車道真岡インターから桜川筑西インター間

が平成２１年度までに開通し，東北道まで結ばれることになります。また，東関東自動車

道水戸線，首都圏中央連絡自動車道につきましても，順次，県内の供用区間の延伸が予定

されております。  
 港湾につきましては，日立港，常陸那珂港，大洗港の県北３港の年内の統合を目指して

おり，これにより，特定重要港湾である清水港や広島港と肩を並べる取り扱い貨物量の港

湾が誕生することとなります。  
 次に，茨城空港につきましては，羽田，成田に次ぐ首都圏の３番目の空港として，平成

２２年３月の開港に向けて整備が進められております。国内線だけでなく，ローコストキ

ャリアを含む国際線やビジネス機など，さまざまな航空需要の受け皿としての役割が期待

されております。皆様方におかれましても，茨城空港を応援していただき，開港の際には

ぜひ御利用いただきますようお願いいたします。  
 次のページをご覧ください。  
 首都圏の団塊の世代などをターゲットに，県北地域の豊かな自然や様々な体験交流を楽

しんでいただこうという「いばらきさとやま生活」，それからつくばエクスプレス沿線にお

いて，充実した都市機能，豊かな自然，知的な環境を享受できる暮らし方，いわゆるつく

ばスタイルなど，それぞれの地域の特性を活かした魅力的なライフスタイルを創造，発信

し，県外から人々を呼び込んでまいりたいと考えております。  
 続きまして，重点戦略の４つ目，ストップ少子化への挑戦戦略でございます。  
 結婚支援活動のより効果的な展開を図るために設立した，いばらき出会いサポートセン

ターを中心としまして，市町村，関係団体，企業，マリッジサポーター等と連携し，結婚

サポート体制づくりを進めております。  
 次のページでございます。  
 また，子育て支援といたしまして，保育所が妊娠中の母親等に対して育児相談を行うい

ばらきマイ保育園登録事業や，多子世帯の保育料助成を行ういばらき３人っこ家庭応援事

業，協賛店において各種サービスが受けられるいばらき子育て家庭優待制度，そのほか子

育て支援に積極的に取り組む企業の登録制度の創設などにも努めてまいります。  
 続きまして，重点戦略の５つ目，高齢者が活躍する健康長寿社会戦略でございます。  
 まず，救急医療の医師や救急隊員に対する研修の充実やドクターヘリ導入の検討，正確

でリアルタイムな救急医療情報の提供など，救急医療体制の充実を図ってまいります。  
 また，医師の地域間偏在の解消や小児救急など，政策的医療の推進に必要な医師の確保

に向けた施策を総合的に講じることとしております。さらに，県立中央病院においては，

がん診療施設等の整備を行ってまいります。  
 次に，７ページ，重点戦略の６つ目，共に創る安全・安心社会戦略としましては，安全

な県民生活の確保として，学校や通学路で指導を行うスクールガードリーダーによる地域
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ぐるみの学校安全体制の整備を図っております。  
 また，夜間における治安体制や初動捜査体制の強化を図るため，交番，駐在所の再編を

進めております。ほかにも，交通危険箇所解消に向けた道路整備や学校施設の耐震補強な

どを推進してまいります。  
 次に，重点戦略の７つ目，環境を守り・育てる３００万人行動戦略につきましては，京

都議定書のＣＯ２削減目標を達成するため，県民運動や事業者，市町村の取り組みを促進

するとともに，県では，ハイブリッド車に加え，天然ガス車も導入するなどの取り組みを

率先して実行し，低炭素社会の実現を目指してまいります。  
 次のページをご覧ください。  
 また，今年度から導入した森林湖沼環境税を有効に活用し，森林の整備や霞ヶ浦を初め

とする湖沼，河川の水質浄化を進めてまいります。  
 森林につきましては，間伐等による森林整備，県産材の利活用，森林環境学習活動の支

援などにより，木を植え，育て，伐採し，木材を有効活用する緑の循環システムの確立を

図ってまいります。  
 湖沼，河川につきましては，高度処理型浄化槽への補助等による生活排水対策や，農地

や市街地からの負荷削減，県民参画による環境保全活動などを推進してまいります。  
 重点戦略の８つ目は，未来を拓くたくましい人づくり戦略でございます。  
 学力の向上につきましては，算数・数学学力アップ，プロジェクトチームを活用し，模

範授業や研究会を実施するほか，未来の科学者育成プロジェクトや，いばらきものづくり

教育フェアの開催により，将来の茨城を支える人材の育成に努めてまいります。  
 また，豊かな心と健康の育成につきましては，スクールソーシャルワーカーを活用し，

いじめや不登校等の課題解決を図るほか，地域ボランティアが活動しやすい体制づくりと

して学校支援地域本部を設置してまいります。  
 後に，今年１１月，第２３回国民文化祭茨城大会が開催されます。国民文化祭初の取

り組みとして，県内１２の文化圏を設定し，文化圏内の複数市町村の広域的な交流連携の

もと，本県の特色ある文化を全国に発信することとしております。  
 本年度の主要事業につきまして，説明は以上でございます。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 次に，新茨城県総合計画「元気いばらき戦略プラン」の進行管理ということで，お手元

の資料ですと，資料２とか３，この辺にまたがりますが，こちらの方を企画課長から御説

明お願いします。  
○小松原企画課長 それでは，県計画の進行管理のうち，重点戦略と基本計画につきまし

て御説明を申し上げます。  
 ただいま会長の方からありましたけれども，資料といたしましては，資料２－１と３－

１，３－２が該当してございます。  
 本文は，資料３－１と３－２になります。本日は，時間の都合もございますので，概要

版であります資料２－１，この内容に沿って御説明を申し上げたいと思います。  
 なお，本文につきましては，昨年からこのスタイルで整理をさせていただいているわけ

でありますが，昨年の審議会で委員の皆さんから，もうちょっと整理をすべきではないか

という御意見をいただいた部分がありますので，それらを記述内容等を一部改善してつく
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り上げたものでございます。  
 パワーポイントがちょっと見づらくて恐縮でございますが，正面の画面にも映しており

ます。必要に応じてお手元の資料もあわせてご覧いただければと思います。  
 その前に，まず，評価の仕方でございます。特にこれは資料ございませんけれども，基

本的に重点戦略と基本計画とで設定してございます。数値目標１５０ほどありますけれど

も，それに対して実績値がどうであったか，定量的に見て評価をしたところでございます。

特に重点戦略につきましては，これに加えて，個別の施策の内容をさらに定性的に評価を

し，資料３－１にありますように，総括するという形でまとめたものでございます。  
 次に，数値目標の評価の方法でございますが，スクリーンにも，お手元の資料２－１に

も出てございます。  
 ご覧いただきますと，１ページの下の方でありますが，Ａ，Ｂ，Ｃとして評価をしてご

ざいます。右下の方にグラフ解説というところがございますが，Ａ評価の場合は，実績値

が期待値，期待値と申しますのは，計画策定時の数値，基準値というふうに米印に出てい

ますが，それと目標値を結んだ線上のそれぞれの年度の値を指しておるわけでありますが，

今現在の期待値が実績値を上回る場合にはＡ評価，実績値が期待値には満たないけれども

基準値以上の場合にはＢ評価，実績値が基準値未満の場合にはＣ評価と，こういうふうな

評価を以下ずっとしてございます。  
 ２ページをご覧になっていただきますと，重点戦略についてトータル的にあらわした表

でございます。数値目標上どうなっているかを全体的に見たものでございます。戦略名に

ございますように，８つの戦略で数値目標が５３ございます。これを評価しますと，表の

とおりでございますが，赤枠で囲ってございますように，Ａ評価，Ｂ評価合わせ約８３％

というふうなことになりまして，数値目標上は概ね順調であると評価をさせていただいて

いるところでございます。  
 次に，以下，個別の戦略ごとの評価について御説明を簡潔にさせていただきたいと思い

ます。  
 まず，１，日本をリードする力強い産業社会づくり戦略でございます。  
 指標をご覧いただくわけでありますが，工場立地件数，右の面積，ともに順調に伸びて

おりますのでＡ評価でございます。  
 ３ページをご覧いただきますと，従業員１人当たり製造品出荷額もＡ評価でございます。

全国ベースでは，ランクは１１位ほどでございます。期待値を上回って伸びているところ

でございます。一方，右の小売業年間販売額は，全国１３位になりますが，人口減少や県

内の消費支出が低迷していることなどから，前回調査から微減となって，Ｃ評価というふ

うになってございます。  
 これまではデータをご覧いただきましたが，数値等を含めまして全体として当戦略の評

価といたしましては，そこの文章に書いてあるとおりでありますが，成果といたしまして

は，工場立地等は全国トップレベルの実績でございます。また，大強度陽子加速器，Ｊ－

ＰＡＲＣでありますが，県中性子ビーム実験装置の整備も計画どおり進展しております。  
 一方，課題にございますように，工業団地におけます未分譲地の問題，あるいは厳しい

経営環境にある中小企業の問題，さらには既存商店街の活性化など，依然として課題もご

ざいますので，「今後」にも記載しておきましたが，さらに積極的な企業誘致を進めますと
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ともに，中小企業に対します経営面，技術面，人材育成面等の支援等もより一層充実して

いく必要があるというふうに整理をさせていただいているところでございます。  
 ４ページをご覧いただきますと，２の日本の食を支える元気ＮＯ．１農業戦略について

でございます。  
 数値等につきましては，農業産出額でありますが，これについては平成１７年度，鳥イ

ンフルエンザの影響により鶏卵を中心に落ち込んでおり，Ｃ評価となってございます。一

方，東京都中央卸市場におけますシェアにつきましては，順調に伸びてございます。本県

は，４年連続シェア１位でございます。Ａ評価でございます。  
 その下でありますが，認定農業者はＢ評価でございますが，その右の本県産農産物販売

指定店店舗数は，首都圏量販店を中心に大幅に伸びております。  
 次の５ページをご覧になっていただきますと，いばらき農産物ネットカタログ登録集団

数につきましては，平成１８年より増加はしてございますが，目標に向け，生産者や消費

者への認知度向上が必要と思われます。  
 ということで，５ページの下の方でありますが，評価といたしまして，農業改革６年目，

県内各地において元気な産地や農業者は増加しておりますし，また，記載のとおりであり

ますが，ポチ４つ目の常陸牛の販売額，１６年，１７年，１８年，３年間で倍になるなど，

ブランド力も向上してきております。  
 一方，課題といたしましては，担い手の確保，あるいは食の安全安心や環境への関心の

高まりへの対応，常陸牛以外のメロン，コシヒカリのブランド化の強化などの問題もござ

いますので，今後，認定農業者等に施策を集中，重点化することや，エコ農業茨城，部長

の説明にもありましたが，これの推進などに取り組むべきこととして整理をさせていただ

いたところでございます。  
 次の６ページになりますが，３つ目の広域交流新時代の幕開け戦略についてでございま

す。  
 主要都市相互間の自動車による平均移動時間は，今後，高速道路等の供用によりまして

目標に近づくものと思われます。また，年間観光客数につきましては順調に増加し，過去

高値となってございます。  
 一方，下の表でありますが，観光に対し満足している客の割合では，さらにホスピタリ

ティーの向上を図る必要があると思われるところであります。また，道の駅や温泉施設な

どの都市農村交流施設につきましては，年々利用者が増加してきているような実態にござ

います。  
 次に，７ページの方になりますが，それらの評価といたしましては，広域交通ネットワ

ークの整備が着実に進んでおり，また，ポチの１つ飛んで３つ目，つくばスタイルや「い

ばらきさとやま生活」などで地域のイメージも向上してきておりますが，課題にあります

ように，茨城空港等大きな問題もありますので，さらに，今後の方向にありますようなこ

とで積極的な対応をすべく整理をしてあるところであります。  
 次に，その下であります。ストップ少子化への挑戦戦略についてでございます。  
 マリッジサポーター数，Ｂ評価ですが，知事の挨拶にもありましたように，２年間で１

５０組以上成婚数も達しているところでございまして，成果も着実に出ているところでご

ざいます。一方，保育所の待機児童数はＣ評価となっておりまして，１８年度に比べれば
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大きく減少してございますが，保育所整備等が追いつかない状況も見られますので，さら

に努力が必要かと思います。  
 次の８ページにまいりますと，放課後児童クラブ設置数と，その右のファミリーサポー

トセンター等はいずれもＡ評価で，期待以上で推移をしているところでございます。  
 そこで，評価でありますが，いばらき出会いサポートセンターの個人会員数も２，００

０人を超え，成婚数も着実に増加している一方，課題にありますように，保育所待機児童，

さらには子育て等に係る経済的負担の問題，それと家庭を社会全体で支援する機運の醸成

などの問題，課題もございますので，今後の方向にありますように，ポチ２つ目でありま

すが，市町村と連携した保育所の整備や認定こども園の促進などによる保育所の定員増，

あるいは一番下でありますが，いばらき子育て家庭優待制度，キッズカード等少子化対策

のさらなる推進を図る必要があると考えているところでございます。  
 次，９ページでございますが，高齢者が活躍する健康長寿社会戦略についてでございま

す。  
 シルバーリハビリ体操３級指導士，あるいはその右の医師数はＢ評価となってございま

すが，医師数は人口１０万人当たりでは全国で少ない状況でございますので，医師の確保

は重要な課題でございます。  
 また，下の表になりますが，認知症介護アドバイザー数の養成は，計画どおり進んでご

ざいます。高齢者雇用率も伸びておりますが，全国平均も同様に向上しておりますので，

さらに啓発等に努める必要があると考えているところでございます。  
 １０ページの評価になるわけでありますが，成果として，ヘルスロードの指定なども全

市町村に及んできております。また，高齢者はつらつ百人委員会，年々活発化しておりま

す。ですけれども，課題に出ていますが，医師確保など大きな課題があります。今後，医

師確保総合対策を拡充いたしますとともに，高齢者の活動支援や就労を積極的に支援して

いく必要があると考えているところでございます。  
 次に，６，共に創る安全・安心社会戦略についてでございます。  
 依然として，治安の悪化を６０％以上の人がその表のとおり感じてございます。一方，

県内交通事故死者数は，昭和３４年以来４８年ぶりに１００人台となりました。  
 次の１１ページのデータでありますが，自主防災組織の組織率については，わずかずつ

向上しておりますが，全国平均を下回ってございます。また，感染症患者受け入れ病床数

は，昨年度から，委員の御指摘を踏まえ目標を１，０００床から３，０００床に変更した

ところでございますが，今後，さらに目標達成を目指して取り組む必要があるかと思いま

す。  
 そこで，評価，下の表でありますが，刑法犯認知件数は５年連続で減少し，また県内の

交通事故死者数は２２年までの目標を前倒しで達成してきてございますが，依然として，

課題にございますように，体感治安も良くなく，地震等の災害の発生危険度の高い道路，

河川等の整備改修も必要でございます。今後，犯罪の抑止や各種防犯対策による治安の確

保を図りますとともに，第３次地震防災緊急事業五箇年計画により，重点的かつ計画的な

整備改修を進める必要があると整理をさせていただいておるところでございます。  
 次，１２ページになります。  
 ７つ目の環境を守り・育てる３００万人行動戦略でございます。  
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 温室効果ガス排出量でございますが，県地球温暖化防止行動計画に基づく各種対策によ

り減少してきておりますので，Ａ評価になってございます。一方，１人１日当たりのごみ

につきましては，全国平均に比べますと下回ってございますが，近年横ばい状態であり，

Ｃ評価でございます。  
 その下の表でありますが，霞ヶ浦の水質について，１８年度については秋口から春にか

けまして平年気温より２℃ほど温度が高いものですから，植物プランクトンの活動が活発

だったことなどで悪化してきてございます。環境学習・環境保全の活動年間参加者数につ

きましては，県民運動の展開などにより増加をしてきているところであります。  
 次，１３ページでございます。  
 評価でございますが，成果はグラフで見ていただいたとおりでございますが，課題とい

たしまして，二酸化炭素排出量が増大している家庭，事務所への対応や，大きな問題とし

て霞ヶ浦の水質の問題がございます。今後，県民にわかりやすく取り組みやすい地球温暖

化対策を推進いたしますとともに，引き続き霞ヶ浦の水質浄化対策，これを積極的に取り

組んでいくというふうに整理をさせていただきました。  
 後に，８の未来を拓くたくましい人づくり戦略でございます。  
 すべての評価の基礎的，基本的な事項となります，左側が漢字の読み書き，右側が計算

でございます。いずれも平均正答率は上昇してございまして，Ｂ評価及びＡ評価となって

ございます。  
 次の１４ページでございますが，年間５０冊以上の本を読んだ児童の割合，これまでの

取り組みの結果，目標値を超えてございます。一方，その右でありますが，青少年の社会

参加の状況を示しますボランティアサークル加入者割合につきましては，ほぼ横ばい状態

でございます。  
 こういうことから，評価でございますが，小中学校におけますティーム・ティーチング

の実施によりまして，学力は着実に向上してきております。また，全国に先駆けて全県立

高校に「道徳」の授業を導入したところでございます。男女共同参画策定市町村も順調に

増加するなど，一定の成果は上がってきておりますが，高校生の学力の問題，さらにはい

ばらき教育の日の普及，インターネット上の有害図書の氾濫や青少年の引きこもりなどの

課題，問題もございます。今後，高等学校学力向上スーパープラン事業等により学力向上

を図りますとともに，一番下のポチでありますが，インターネット有害情報のフィルタリ

ング，あるいは引きこもり対策について取り組むことが必要と考えているところでござい

ます。  
 以上が，重点戦略関係でございます。  
 次，１５ページをご覧になっていただきたいと思います。  
 基本計画についてでございます。  
 基本計画の構成は，ご覧のようなことでございまして，評価の対象となります数値目標

は，右の方の下でございますが，１５３ございます。これらについて評価した結果，下の

表になりますが，Ａ評価，Ｂ評価，Ｃ評価，そのような数字でございますけれども，一番

下に出ておりますように，Ａ評価，Ｂ評価を合わせて約８４％でございますので，概ね順

調であると評価をさせていただいているところでございます。  
 なお，資料はございませんが，基本計画編についてＡ，Ｂ，Ｃ評価の対象となった具体
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的な指標及びそれら指標についての詳細な分析は，資料３－２にまとめさせていただいて

ございますので，後ほどご覧いただきたいと思います。  
 重点戦略基本計画にかかわる進行管理結果の概要は以上でございます。よろしくお願い

申し上げます。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 では，続いて，事業戦略課題等につきましては，地域への落とし込みがございますので，

地域計画課長の方から本件について御説明をしていただきたいと思います。  
 資料は，２－２とか３－３になると思います。  
 お願いします。  
○加藤木地域計画課長 続きまして，地域計画編の概要について御説明いたします。  
 資料は，今，会長の方からお話がありました資料２－２，資料３－３でございますが，

お手元のカラー刷りの資料の２－２，平成１９年度の評価結果の概要，地域計画編により

御説明いたします。  
 現行の地域計画は，県北山間，県北臨海，県央からなる北部と，鹿行，県南，県西から

なる南部の広域連携圏２つを設定しております。この２つの広域連携圏ごとに，先ほど説

明がありましたＡ，Ｂ，Ｃの３段階であらわした数値目標への達成状況，さらに計画に掲

げている施策の実施状況などから総体的な評価を行うとともに，今後の施策の方向をお示

ししましたところでございます。  
 １ページの下のところをご覧いただきたいと思います。  
 初に，北部広域連携圏ですけれども，Ｊ－ＰＡＲＣの平成２０年度供用開始に向けた

準備が進捗するとともに，交通インフラの整備など，本県の立地優位性により企業立地が

増加いたしました。  
 また，県北地域の豊かな自然や歴史を活かした「いばらきさとやま生活」の発信による

交流や二地域居住が拡大するなど，全体といたしましては， 後に説明させていただきま

す数値目標の評価，結果等を踏まえますと，一定の成果が上がっているというふうな評価

になるかと思います。  
 この北部広域連携圏につきましては，４つの大きな柱ごとに，進捗状況と今後の方向を

順次御説明いたします。  
 ２ページ上段をご覧いただきたいと思います。  
 まず，１番目の２１世紀の我が国を先導する先端産業地域と北関東の新たな物流・産業

拠点の形成でございますけれども，Ｊ－ＰＡＲＣを活用した 先端の研究開発を促進する

ため，中性子ビームの実験装置の整備を推進するとともに，産学官共同プロジェクトを進

め，茨城大学や日立ものづくり技術の集積を生かして９社のベンチャー企業等を新たに創

出しております。また，交通インフラの整備，あるいは各種優遇施策，地価の安さなどに

よりまして工場立地が進みました。  
 今後の方向といたしましては，産学官共同研究の新たなテーマの発掘や，さらなるベン

チャー企業の創出の支援を進めていくとともに，陸・海・空の広域交通ネットワークによ

り北関東の新たな物流・産業拠点づくりに努めることが必要としております。  
 ２ページ目，下段でございます。  
 ２番目の県北からの新しいライフスタイルの発信や自然，歴史等の活用による首都圏を
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代表する交流・二地域居住空間の形成でございますけれども，県北地域を舞台といたしま

した新しいライフスタイル「いばらきさとやま生活」について，ロゴマークによるブラン

ドイメージの構築や，ホームページあるいはブログによる地域情報を展開してまいったと

ころでございます。また，これらの施策を総合的，一体的に展開するために，この４月，

「いばらきさとやま楽校」を開校したところでございます。  
 今後の方向といたしましては，首都圏への情報発信等に努めるとともに，グリーンツー

リズムに関する事業の充実に加えて，地域資源を活かした魅力ある交流・二地域居住空間

の形成に努めることが必要としております。  
 ３ページ上段，３番目でございます。安心・安全で快適に暮らせる生活環境圏の形成で

ございます。  
 雇用の場の確保として，宮の郷工業団地に新たな企業が進出いたしましたほか，生活道

路となる過疎地域における市町道の代行整備を進めたところでございます。さらに，廃止

されたバス路線の代替運行への支援，あるいは携帯電話不感地域の解消を図るなど，各種

生活環境の充実に努めたところでございます。  
 今後の方向といたしましては，就業機会の創出，医師確保対策の推進など，安心・安全

で快適に暮らせる生活環境のさらなる充実に努める必要があるとしております。  
 ４番目の県都水戸・ひたちなか地区を中心とした中核都市圏の形成でございますけれど

も，駅前の広場の再編整備等が行われてきた南口の土地区画整理事業が完了いたしており

ます。また，医療，福祉機能が充実した桜の郷の分譲促進も展開されておるところでござ

います。  
 今後の方向といたしましては，さらなる都市機能の充実や企業誘致等の推進に加えて，

広域交通網の整備を推進し，中核都市圏の形成を図る必要があるとしております。  
 ３ページ下段でございます。  
 これらの北部広域連携圏の主な指標の状況についてでございますけれども，先端産業の

状況を示すベンチャー企業，あるいは交流の状況を示すグリーンツーリズム参加者数とも，

期待値を上回る数となっております。  
 ４ページでございます。  
 観光の交流状況を示します主要歴史文化芸術施設利用者数，これは近代美術館が半年間

休館した影響があったものですけれども，期待値は上回ることができております。それか

ら，中核都市圏の形成状況を示しますひたちなか地区開発の土地利用状況につきましては，

期待値には届いていないものの，毎年着実に伸びております。  
 ４ページ下段でございます。  
 次に，南部広域連携圏について御説明をいたします。  
 つくばエクスプレスなどの整備進捗により沿線地域の開発が進展しておりまして，また

筑波山を初めとする地域資源が見直され広域交流が活発となっているほか，農業につきま

しては産地体制づくりやブランド戦略による効果があらわれるなど，全体としては一定の

効果が上がっていると評価させていただきました。  
 これらの施策の状況についても，同様に４つの柱ごとに順に御説明いたします。  
 ５ページ上段でございます。  
 まず，１番目の東京圏との交流拡大等を通じた躍動する都市軸の形成でございます。  
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 魅力あるまちづくりと交流人口の拡大，さらに定住促進を図るため，例えばつくばエク

スプレス沿線では，つくばスタイルの実現を目指した魅力的なまちづくりを推進して，Ｔ

Ｘ利用者人員は平均２３．４万人になるなど，東京圏との交流が拡大しているところでご

ざいます。  
 今後の方向といたしましては，魅力あるまちづくりのさらなる推進とつくばスタイルの

ＰＲを行うとともに，宅地分譲等の情報発信を実施し，企業誘致，あるいは定住化の推進

をしていく必要があるとしております。  
 ５ページ下段でございます。  
 ２番目の 先端の科学技術や素材産業の集積を活かした我が国を代表する産業地域の形

成についてでございます。  
 鹿島地区では，鹿島経済特区の規制緩和などによる戦略的な企業誘致を促進いたしまし

た。また，つくば地区では，産学官連携による共同研究が進展しております。  
 今後の方向といたしましては，鹿島地域ではコンビナート関連企業をターゲットにした

誘致，つくば地区ではベンチャー企業の育成をするなど，新産業，新事業の創出と研究機

能の充実を推進していく必要があるとしております。  
 ６ページ上段でございます。  
 ３番目に，新鮮・安全で，多様な消費者ニーズに応え，日本の食を支える食料供給基地

の形成についてでございますけれども，メロンなど本県の顔となる農産物について首都圏

等でＰＲを行い，イメージアップ，販路拡大に努めたところでございます。また，大消費

地に近接する立地特性を生かしまして，新鮮で安全な食の供給など，消費者のニーズに対

応した産地づくりの推進を図ってまいりました。  
 今後の方向といたしましては，一層のブランド化の推進をするほかに，新たにエコ農業

茨城を推進するなど，消費者に安心して買ってもらえる仕組みづくりを展開していく必要

があるとしております。  
 ４番目の筑波山や霞ヶ浦，伝統，スポーツ等の恵まれた地域資源を活かした首都圏を代

表する観光・交流空間の形成でございますけれども，新聞，テレビ等を活用した宣伝，あ

るいはメディアツアーを実施するなど，筑波山周辺の広域観光などを推進したところでご

ざいます。  
 今後の方向といたしましては，筑波山，霞ヶ浦，ロケ地等を活用しながら，魅力ある交

流空間の形成を図っていく必要があるとしております。  
 ６ページ下段でございますけれども，これらの南部広域連携圏の主な指標ということで

考えてございますけれども，東京圏との交流状況を示すつくばの研究機関への一般来場数，

あるいは産業の状況を示す鹿島地域製造品出荷額は，既に２２年の目標値を上回る結果と

なっております。  
 ７ページ上段でございます。  
 同じく産業の状況を示しますベンチャー企業数や，地域資源を活かした交流状況を示す

ロケ誘致作品数につきましても，期待値を上回る状況でございます。  
 このように，広域圏としてとらえたそれぞれの課題の解決に向けまして，進捗状況や今

後の方向を整理したところでございます。  
 後になりますけれども，地域計画編の数値目標にかかる評価結果の概要を御説明させ
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ていただきます。  
 この表のところになっておりますけれども，北部広域連携圏につきましては，昨年度と

同様，Ａ，Ｂ評価は合わせて９０％を超えまして，概ね順調と考えております。南部広域

連携圏では，Ａ，Ｂ評価を合わせて８５％と昨年度とほぼ同様の成績となり，やはり概ね

順調と考えております。  
 それぞれの項目評価につきましては，先ほどと同様に，資料３－３の方で地域計画編の

Ａ，Ｂ，Ｃの評価がそれぞれ詳しく載っておりますので，後でご覧をいただければと思い

ます。  
 地域計画編についての評価結果につきましては以上でございます。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 一通り資料に基づきましての御説明ということでございますが，概要でございましたの

で，皆さんの方からの御質問，あるいは御感想等も踏まえて，少し掘り下げてまいりたい

と思います。  
 では，皆様の方から，どちら様からでもよろしいわけですけれども，まず○○先生から，

お取りまとめのあれもいただいたことで，先にお話を伺いますので，皆さんその間にいろ

いろ考えてください。  
○委員 それでは，２点ほど感想と，それから質問ですね。そういうことをちょっと申し

たいと思います。  
 昨年のこの会議で，非常に評価に関する資料も多くなりまして，わかりやすい資料作成

ということでお願いがあったと思いますけれども，この辺のところ，なかなかわかりやす

い資料をつくるということは大変なことだったと思いますけれども，きょうの資料，拝見

しますと，大変わかりやすい資料になっています。  
 わかりやすいといいますのは，単にわかりやすいということじゃなくて，いろいろな人

が同じ目の高さで議論できるような資料になっているということですね。そういうふうな

観点からすると，今回出されてきた資料というのは貴重なものじゃないかなという感じし

ます。それが感想であります。  
 それから，もう１点は，資料の２，これを見て私もちょっと驚いたんですけれども，つ

まり今回，Ａ評価，Ｂ評価，Ｃ評価と分けて整理していただきまして，非常にばらつきが

大きくなったといいますか，これはちょっと意外な感じがしているわけです。  
 Ｂ評価が多くなったというのは，あるいはＢ評価が多いというのは，これは企画の方，

あるいは担当部局の方々の努力というところが非常に大きいんじゃないかなと思うんです

けれども，他方で，この計画をつくった段階が，非常に先行き不透明な状況の中で， 近

の言葉ですと，リスク社会の中での計画づくりというのはどういうふうに考えるのかとい

う，非常に難しい中で計画をつくったと。そういうことでは，場合によってはやや控え目

に平成２２年の数値目標を設定したところもあるのかなというような感じもしたんですけ

れども，そういう中で，評価する場合，おおむね順調というような評価で，私もそのよう

に思うんですけれども，その際にもう一歩踏み込んでみて，内部努力でこういうふうにな

ったのか，あるいはここ数年来，過去二，三年経済が上向いていたという時期があるわけ

ですけれども，そういう外部でのプラス方向が強く影響しているのかどうか，その辺のと

ころも少し検討しておいた方がいいのかというふうなことを感じました。  
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 それから，質問ですけれども，今回，評価でＣ評価というのが大変少なくなっていて，

それ自体は大変喜ばしいことだと思ったんですけれども，ところが，中身に入ってみると，

例えば資料の３－２の，これは１８日に配られた資料で，６ページ，７ページのところ，

ここに総括表が載っておりまして，一番右側にＣ評価ということで整理してあると思いま

すけれども，これ見てちょっとびっくりしたのは，例えば上の活力あるいばらきづくりで

も，上から２番目の小売業の年間販売数とか，その下の農業産出額ですね。それから，下

の方の住みよいいばらきづくりで，保育所の待機児童数とか健康診断受診率，この辺のと

ころ，Ｃ評価の中に出ているものが，意外と県民の生活から見て基本的な，非常に重要な，

これは恐らく政策のレベルでいいますと，必要度が高いと同時に政策の優先度が高い項目

じゃないのかなと思うんですね。  
 そうしますと，こういう優先度の高い新項目について，企画の方としては，現局との関

係でもって，Ｃ評価になっているから頑張ってＢランクにしてくださいというふうなとこ

ろじゃなくて，もうちょっと全庁的にＣ評価の中で優先度の高いものを検討するとか，そ

ういうことが必要なのかなと思うんですけれども，その辺ちょっとお伺いしたいと思いま

す。  
 それから，もう１点，事務的なことですけれども，幾つかのデータが，新しいデータが

ないというところで触れてない。例えば女性の就業率とか，あるいは幾つかの適当な既存

の統計がないので対応できないということで，データがないのが上がっているので，この

辺については，予算の関係もあるでしょうけれども，できればそういったサンプル調査み

たいなものもやるとか，あるいは既存のデータを使って可能なものを少し工夫してみると

か，そういうこともやる必要があるかなと思うんですけれども，この点についてどうです

か。  
 以上の２点，御質問したいと思います。  
○西野会長 ありがとうございました。総合的にご評価いただきましてありがとうござい

ます。  
 時間もないのですが，事務局の方で，今，先生から，Ｃ評価云々で，一番力を入れなき

ゃならない基本的なところあたりがどうも目につくということでございましたが。  
○小松原課長 今の御質問の中で，Ｃ評価の中で，時代の変化に合わせて優先度を踏まえ

てその取り組みを増すべき指標とか，そういうものをきちんとすべきじゃないかというふ

うな御趣旨でよろしいんですね。  
○委員 そうですね。  
○小松原課長 確かにそうだと思います。ただ，Ｃ評価になった以上は，一応目標数１５

０ぐらい設定してございまして，設定に当たっては，庁内で厳選して，また審議会の皆さ

んの御意見をちょうだいして指標を設定したという経緯もございますので，県としては，

総じて，できるだけＣ評価になったものについてはかさ上げ的に努力をして改善をしてい

きたいという希望スタンスで臨むべきだというふうに我々感じていまして，そうはいって

も，先ほどもありましたけれども，外部の要因とか内部の要因とか，いろいろな要因も入

ってまいっておりますので，できるだけ全体上げられるように努力をしてまいりたいと考

えています。  
 あと，Ｃ評価をした中で，これは今後予算の中にどう生かしていくか。まずは，重要政
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策という 後に項が入っていくんですけれども，その中で，今回の評価させていただいた

ものを，もうちょっと足りないものは重要政策検討の中で県勢を全体的に上げるためにど

うしたらいいかとか，そういうものにこの評価の結果を役立てていきたいと思っています

ので，いずれにしても，先生おっしゃるように，確かにいろいろな要因が出てＣ評価にな

った部分を分析しながら，優先順位も念頭に置きながら，全体的な底上げをまたやってい

きたいというふうに考えます。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 あと時間３０分ちょっとということでございますから，皆さん何なりとどんどんおっし

ゃっていただきたいと思います。  
 どうぞ，○○先生。  
○委員 私，かつて本県の農政審議委員を務めた者として，どうしても茨城県の農業のこ

とが日ごろ気になっておりまして，この点から１つだけお尋ねしたいと思います。  
 私ども，この計画を議論する中で，試験研究体制の見直しは必要ないのかという議論を

かなりしてきた記憶がございます。それは，本県の農業の体質改善という面で，より戦略

的な農業を展開するために試験研究機関の取り組みの見直し，それから組織の見直しは必

要ないのかということを議論してきたわけでございますが，この評価を見ますと，これは

Ａ評価であるということになっております。これはちょっと説明がございませんでしたが，

私がこれを探してみて，そのようになっております。  
 例えば資料３－１の３５ページなどをご覧いただくとよろしいかなと思いますけれども，

その議論の中では，研究課題の重点化や効率化ということもまた議論されてきた課題であ

って，そのことが本来評価の対象になるべきものでありますが，研究成果の件数，恐らく

そのときにも質問いたしましたが，試験研究員がいかなるペーパーを出してもこれを１件

と数えている数え方かということに対して，そうであるという答えがございました。  
 こういう数え方は，ある意味では重点化，効率化という議論とは少し離れる数え方でご

ざいまして，Ａ評価がこのような試験研究員の研究成果の発表件数ということで評価をい

たしますと，必ずしも重点化や効率化ということの評価とは，少しそぐわない面はないの

かということが気になるわけでございます。  
 これはこれで，出た結果ですから，これでよろしいんですが，例えばこういうＡ評価の

中では，本県ではこういった注目すべき重点的な方向が出ているとか，あるいは成果が出

て県としてもぜひこれをしていきたいというような，そういう面での評価，こういったこ

とが内容的に何か説明できるのかどうか。評価というのは常にこういうことも大切であっ

て，全体を通じて，そういう問題点が多々私あるような気がしますが，一つ例としてこの

ことを申し上げたいわけです。  
○西野会長 ありがとうございます。  
 担当課でとりあえずお答え，今度はＡ評価の中身ということですけれども。  
○小松原課長 確かに，このとき研究成果数は指標にありました。やっぱり指標のとり方

というのは非常に難しいんだろうと思うんです。これ一応Ａ評価になっていますが，御意

見等を踏まえて，今後また新たな，これそのものをそっくり直すことはできないとは思い

ますけれども，県計画の中間評価というのが来年入ってまいりますので，どういう指標が

さらにいいのかというのも含めながら，次の計画に反映するような取り組みをしてみたい
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と思います。  
 ただ，今，試験研究機関，非常に県の中でも，行財政関係の特別調査委員会の中でも問

題になっていまして，研究成果の県民の方への見せ方とか，多分非常に伝わっていない，

わかりにくい面があるんだろうと思うんですね。そのものも，今，たくさん議論をしてい

る 中でありますので，御意見も踏まえて，また議会のそのような調査特別委員会のこれ

からの議論の成り行きを見まして，指標のとり方も考えていきたいと思っています。  
 それと，今，具体に農林でこういうものが成果として上がっているよというのは，農林

水産部の方で多分把握していると思いますので，もし今あれば，事例として言っていただ

ければありがたいですが。  
○西野会長 担当課。  
○吉岡農林水産部企画監 農林水産部の企画監の吉岡でございます。  
 先ほどお話のありました，成果の数の数え方でございますけれども，御承知とは思いま

すけれども，研究の成果として上がったものすべてをカウントしているわけではございま

せん。一応研究機関の中で主要な成果として，機関の中の判断ではございますけれども，

認められたものをカウントしましてこういう数字として出しておりますので，出てきたも

のすべてカウントしてあるということではないと思っています。御理解をお願いしたいと

思います。  
 それから， 近の成果ということであれば，メロンの品種で，少し新聞に取り上げてい

ただきましたけれども，ひたち交３号という新しい品種を出しております。まだ品種名も

ついておりませんけれども，これから普及できればというものでございます。  
 それから，メロンの産地で問題になりましたつる割病なんかも，大分おさまってきたと

いうようなことなどが 近の話でございます。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 いずれにしましても，農林関係の公設試の業績目標等については，ほかの研究機関との

対比においていろいろ指摘されておりますので，後半頑張って分析をしていただきたいと

思います。  
 それで，少し産業面でお伺いしたいのは，まず中小企業関係で，地元に一番関心あると

ころだったんですが，○○委員さんどうですか，きょうのお話聞いて。  
○委員 県として非常に企業誘致が順調にいって，新しい事業所でいろいろ仕事の面でも

我々中小企業製造業は期待する面もあると思います。  
 一方，人材面では，少子化が進展していまして，若い人たちの供給力というか，雇用者

側から見ると，非常に細っているといいますか，どの学校に伺っても，求人倍率が高くて，

私どもとしては採用難に陥っているということがありますので，既存の人たちの再教育な

り，それから若い人たちの中小企業への就職という点ではマイナスに働いている面がある

ので，その辺ぜひ御配慮していただきたいということと，それから地元の商工会議所なん

かにいますと，既存商店街のシャッター通り化に拍車がかかっていまして，大手さんの大

型のショッピングセンターが近所にできると本当に商売やっていけないという声が日に日

に増えていたり，そういう面もあって，中小製造業，それから中小商店街，商店主の立場

でいうと，そういう深刻の度合いが増している面もぜひ着目していただいて，この資料２

－１の１番の日本をリードする力強い産業社会づくり戦略の中に，課題としてちゃんと，
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２番の課題としていずれも取り上げていただいているので期待はしておりますが，ぜひそ

の点もお見逃しなくお願いしたいと思います。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 中小企業になりますと，正面に御出席の○○さん，商工会関係ではどうですか。  
○委員 今，非常に大型ショッピングセンターが各地域にできまして，我々はつくばだけ

ど，つくばも，ことしの秋口に北関東一のショッピングセンターができます。そうすると，

今までの既存商店街，まちの中にある商店街が，随分つくばにはありますよね。それが全

滅近くなるのかなと，こういうふうに我々は思っているんだけど，ここらのところが一番，

どういうふうにしたらこの商店街が生かせるかということで，いろいろつくばには大手企

業があり，市と一緒に大手企業を回りながら，筑波大さんも含めて，鉛筆一本から地域で

買ってくれというような話もしているし，とにかく新しく農商工連携というのもできまし

て，初めて農林省関係と経済産業の関係が一緒になって，地域でつくったものをできるだ

け商業者が売ってやると，そういうものが新しい形でスタートしたんです。これがどうい

うふうにいくか，これからスタートしたばかりで，全国の方でも１００億円の予算をもら

って各県にこれを当てて，それを地域で商工業がどういうふうにしていこうかということ

を今いろいろ会議をしていますけど，地域に大型店ができますと，遊びながらそこへショ

ッピングに行くというのが当たり前の話であって，そこらのところは，きょうは知事さん

もいますけど，これは県の土地が，ある業者へ売って，それが２３０店舗の店舗数が秋に

はオープンするんです。そうすると，どうしてもそこへ遊びながらショッピングに行くと

か，映画館が２つできますから，そういうふうな形で，これから非常に商店街は茨城県全

体として厳しくなってくるのかなと。そこで商売をやめるわけにはいきませんから，でき

るだけ地域にある大手企業等にいかにものを買ってもらうかということが，これからいろ

いろ入っていかなくちゃならないなという話をしております。  
 先ほど先生からも，シャッター通りの話もしていましたけど，一回シャッター通りにし

ますと，非常に人そのものの通りが少なくなってくる。そういう中では商売にも結びつか

ない。それが一番大きな原因の一つかなと，このように思っていますから，そこらのとこ

ろも，いろいろ県の方の力をかりて検討していかなくちゃならないかなと思っております。 
○西野会長 ありがとうございます。  
 あと，大事なところの県民生活全般については，○○先生いかがでございますか。いろ

いろ前にも取りまとめの労をいただいたところですけれども。  
○委員 経済産業などの大型プロジェクトは順調に見えますけれども，暮らしと人のとこ

ろ，ここのところがちょっと進捗が悪いんじゃないかと。  
 特に，私が取りまとめた人が輝くいばらきづくりのところ，Ｃ評価，２３．５％という

ことで，その分野というのは，本当に地道な努力が必要なところかなと思います。それが

なかなか進んでいないということで，特にどの辺が問題なのかなと思って見させていただ

きますと，１つは，朝食の摂取率，これがかなり低いままであるということ，これは資料

３－１の１３３ページに出ております。  
 それから，もう１つ，同じ資料の１３９ページ，ほとんど毎日お手伝いをしている小学

校１年生の割合，これもほとんど伸びておりません。  
 こういうあたり，家庭のしつけとか生活習慣にかかわる部分だろうと思いますけれども，
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朝食の摂取率が上がれば学校の成績も上がってくると，こういう研究たくさん出ておりま

すし，次代を担う子供たちの学力にも結びついていくだろうと思います。このあたりしっ

かりとやっていく必要があるだろうなと思いました。ぜひお願いしたいと思います。  
 それから，暮らしの部分，安全・安心のところで，住宅の耐震化率，地震などの災害，

かなり現実的なものになってきたような気がしております。学校とかそういうものの耐震

化率， 近，データなど新聞に出ておりますけれども，この辺の耐震化の推進，これぜひ

進めていただきたいなと思っております。  
 大体，以上でございますけれども，ぜひ暮らしと人，今後，力を入れていただきたいと

思っております。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 今まで出てきたところで，きょう岩佐さん遠いところから御出席でございますから，○

○委員さん，地域の方から見ていかがでございますか，今いろいろ問題提起なっています

けれども。  
○委員 私は，まだきょう初めて出席したものですから。  
○西野会長 地元の方から率直にどうですか。  
○委員 まだ意見を言うほどの勉強しておりませんで，もう少し勉強させていただいてか

らお返事したいと思います。  
○西野会長 それでは，発言ある方どうぞ。  
○委員 今，○○委員もおっしゃっておりましたが，施策の中のばらつきがだんだん大き

くなってきていると私は思います。個別にどうということではなくて，全体的に。  
 それで，もう１つは，昨年より評価が落ちてきている。こういう長期計画の場合には，

出だし頑張るけれども，だんだん力が落ちていくというのはどうしても起こる現象ですが，

こういうことはなぜかということをぜひ検討していただきたいと思います。  
 それで，施策間の関係ですね。Ａの施策がうまくいくとＢの施策はだめになるというこ

とがあるかもしれません。  
 例えば工場立地がどんどん進むと農業生産力が落ちるとか，そういう施策間のバランス

の関係と，それからできるだけ施策を連携させてシナジー効果が上がるような展開の仕方，

こういうところの関係性というものを見ていく必要があるんじゃないかなと思います。  
 それから，非常に気になるのは，発展と同時に必ず生じてくる問題として，格差の問題

があるわけなんですが，その格差に関するデータが一つも出ていない。  
 特に県で申し上げれば，南の発展可能性と北との関係，この南北格差，現実的にこの施

策を展開してからどういうふうに変わってきているのか。それから，県民の生活の中にあ

る所得格差とか，そういう大きな問題が施策の展開の中の効果としてどういうふうに出て

きているかということについての見方というもの，目標値を掲げて，そしてそれがどれぐ

らい達成されているか。期待値がどうか，標準値はどうかという，そういうものとは別に，

県政の成果という点から見たら重要な視点ではないかと思いますので，ぜひそういうとこ

ろに目配りをしていただきたいと思います。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 企画課の方で，今，○○先生からお話がありました指数の関連性とか，それから格差に

象徴されるような，そういう別の切り口での指標なんかについて，何かおっしゃりたいこ



 - 21 - 

とがありますか，  
○小松原課長 活力，住みよい，人が輝く，３つの目標を掲げてやってございます。まず

は，活力あるいばらき，企業誘致とかそういうものをつくって雇用を拡大して，その後福

祉であるとか通常の生活と，こういうふうな流れで進んで県の計画としているものですか

ら，指標的に見ますと，どうしても活力あるいばらき，ここの評価Ａ，Ｂというのが結構

多くなってきている。これは 初だから仕方がないなという気もしますけれども，そうい

ったタイムラグがあって順番をとってきているという傾向が見られます。  
 そうはいっても，やはり全部押しなべてよくなるのがいいわけでありますので，また県

計画期間がありますから，今，御指摘の点も踏まえて，指標が上がるように，各部局，県

一体となって頑張っていきたいと思っています。  
 それと，格差……。  
○西野会長 知事さんから。  
○橋本知事 今の話でいいますと，個別にそれぞれ全部を示すというのはなかなか難しい

と思うんですけれども，一番典型は人口だと思うんですね。  
 例えば県内移動というのがものすごい。県から東京の方へも行っていますけれども，県

内と，また北の方から来ている人も多い。そういった状況なんかは，そのうち個別にいろ

いろ，ある程度お示しして御理解をいただくことも必要なのかなとは思っております。  
 例えば人口とか医者の数とか，そういうことでいうと明らかに南の方が優勢で北の方は

厳しい状況にあるとか，あるいは先ほど出ていた保育所の待機児童数，こういうのは逆に

北の方は余っちゃっていて，なかなかそれだけ人数集まらないから，指標として出せば１

００超しちゃう，本当にそれでいいのかということになると，そうもいかない。  
 また，一方で，ことしに限って言えば，県北の企業誘致というのは大変順調に進んで，

ただし，規模としては余り大きくないのでそれでどのぐらい雇えるかと，いろいろ問題が

ある。  
 そういう見方について，今お話しのような点を踏まえた資料というものを，この次にあ

る程度出せるようなことを考えてみたいと思います。  
○西野会長 恐れ入ります，知事さんから直々に。  
 どうぞ。  
○委員 施策の関連性というのに関しまして，ちょっと具体的な話にもなってしまうかと

思うんですけれども，ちょっと感じましたことを申し上げたいんですが，先ほどＡ，Ｂ，

Ｃ評価の中で，子育てとか人の問題はＣ評価，生活のレベルの質が余りよくなってないと

いうふうな感じがするんですが，特に保育所の待機児童数のグラフは，県南において少し

施設が足りないという現実かと思うんですけれども，保育所に入る児童の数が非常に 近

は増えてまいっております。それで，保育所での生活の質というものが，これはこれから

の人間をつくっていく上で大変重要な課題でありまして，なかなか数値としてあらわすの

は難しい点もあるんですけれども，人と物の両面から子供の生活環境を改善するに当たり

まして，少々身勝手な提案かもしれませんけれども，御提案させていただきたいんですが，

保育所をつくるときは，これは小中学校の公立の学校施設とは違いまして，民間の活力を

利用して建てていただく形になるわけです。民間は，子供に関連する事業というのは，大

変費用対効果の悪い分野でございまして，比較的利益率の低いものですから，なかなかに
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大変なところがあって，人件費率が大変多いのが現状であります。  
 そんな中で，安全で耐震性，それから子供の心の面でもいい施設をつくっていただくの

に，私は，今度できました森林湖沼環境税，これを利用していただきまして，県の県北方

面にある，今，あんまりいい材木が育ってないのかもしれないんですけれども，その中で

いい材料を選んでいただきまして，杉やヒノキの香りのする保育所をつくれるように施策

を誘導していただけたらなと思って，その指標等を先ほどちょっと見させていただいてお

りますけれども，人工林の針葉樹，杉，ヒノキ，県内にも県北方面にはあると思われます

けれども，これを材木化するためのコスト高からするとなかなか格安にするというのは難

しいのかとも思いますけれども，ぜひ格安にしていただいて，子供たちの生活環境をよく

するのに利用できるような政策誘導はできないものだろうかなということをちょっと感じ

るものです。  
 まず，その点ちょっと御提案でございます。  
○西野会長 大変具体的な御質問ですけれども，森林環境税の関係に絡んでの保育所の県

産材活用になりますね。  
○吉岡農林水産部企画監 県の施設とかそういったところに対する県産材の利用というも

のは今進めているところでございますけれども，私の段階では，具体的にどこに使うこと

になったとか，そういったところはまだ承知しておりませんので。  
 それから，県産材を使った家，住宅を建てる場合，そういったところに対して，ことし

１５０戸ほどですけれども，柱材を無償で提供するとか，そういったようなことも実施し

ているところでございます。  
○橋本知事 間伐を進めるというのを１つやっているのと，もう１つは木づかい運動とい

うのを，間伐は大体４０年生ぐらいのものを主にやっていきますので，将来集成材に使う

とかそういう方向考えなくちゃいけないんですけれども，一方で，成木がきちんと売れな

いと，今，大径木といいまして，昔は４０年ぐらいで５０年でつくったんですけれども，

今，７０年ぐらいまで大きくしていますから，こういったものを積極的に使った場合とい

うことで，これまでも１戸当たり２０万円ほど出していたんですけれども，ことしからそ

れを１５０戸に拡大しまして，普通の家庭で県産材を使ってくれればこれだけ補助します

よというのを始めると同時に，公共施設に県産材を使うという補助制度をスタート，たし

かされているはずですので，後でまたお知らせしますけれども，いろいろ校舎に使うとか，

公園のベンチに使うとか，そういう面での手当てもしているはずです。具体的な数字は後

でまた御報告したいと思います。  
○西野会長 恐れ入ります。  
○委員 ちょっと追加でよろしいですか，済みません。  
 実は，私，龍ケ崎市なんですけれども，龍ケ崎市では校舎の耐震化率１００％達成して

おりまして， 後に新築しました小学校は，木をふんだんに使った校舎をつくって，その

中には畳の部屋等もつくりまして，一部には地域の皆さんの地域活動にも少子化の生徒数

に融通性を持たせて活用できるような設計でつくったんですけれども，それは大変現時点

で好評でございまして，県内の施設の方どうぞ視察においでいただいても見ごたえがある

のではないかなと思って，木のよさを見直した次第でございます。  
○西野会長 ありがとうございました。  
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 あと一人か二人ぐらいの時間なんですけれども，どうぞ○○さん。  
○委員 文化政策について質問は２点なんですけれども，その前にちょっとだけ感想を述

べさせていただくと，このプラン，総合計画の策定のときにもさんざん愚痴を申しており

ましたが，思い返せば，そもそも数年前に，現在恐らく実施されている文化振興ビジョン

の策定にかかわらせていただいたときに，私自身の力不足も強く反省するところなんです

けれども，ちょっと県政における文化の捉え方というのが，残念ながらやや後進的なんゃ

ないかなという気がいたします。  
 文化施設は，頑張ってやっていらっしゃいますし，後ほど質問しますけれども，アーカ

スプロジェクトも国際的にも高い評価を得ているんですけれども，位置づけがやや文化と

いう狭い領域の中に閉じ込めているような気がして，他の先進的な県や政令市などでは，

環境問題，教育，福祉はもちろんのこと，防災などでも，意識を高める，あるいは新しい

考え方を市民と一緒に開発するアーティストたちを起用して，さまざまな暮らしの中で芸

術家の違う視点での発想というものが，特に市民意識の高まりというようなところに寄与

している事例もある中で，今日のいろいろな評価を拝見して，例えばシャッター街と化し

た商店街のことですとか，あるいは青少年のボランティア活動への参加の促進ですとか，

そういったような幾つかの施策で，私どもの東京芸術大学のあります取手では，街と一緒

に様々な実験をしているんですけれども，ぜひそういったことがほかの地域でも生かされ

るといいんだけれどもなと，切に願っている次第です。  
 質問なんですけれども，１つは，そのアーカスプロジェクトで，ことしはＢ評価からＡ

評価に上がってとてもうれしく思っています。新しく就任した若いディレクターがしゃか

りきに頑張ってくれていて，海外，特にアジア圏に行きますと，若いアーティストがアー

カスに応募したんだけれどもなかなか受からなくて，ぜひ日本に行きたいなという声をよ

く耳にするんですが，ただ，今後，県はどういう姿勢でこれを続けていっていただけるの

かということが１点。  
 もう１つは，国民文化祭のことなんですけれども，いわゆる独自の文化資源を生かした

広域文化交流事業を全国初の試みとして実施と書いてあって，私，文化庁のこの国民文化

祭の委員を四，五年やっていたので，結構あちこちの県を拝見したんですけれども，どの

辺が全国初の試みなのか。  
 東京に住んでいると，残念ながら茨城は本当に近いのに，ことしは茨城で国民文化祭を

やるという大々的な広報が行われているようには全く見えないんですけれども，ぜひこの

観光のホスピタリティー溢れるいばらき，すごく観光が上がっているところに，この国民

文化祭を連動してもらいたいなと思っているんですが，その辺の広報ですとか，あるいは

人の流れのベーシックなインフラに関して，県はどのようなサポートをしてくださる予定

なのか，お聞かせ願います。  
○西野会長 文化行政面で２点ほど出ていますけれども，お答え。  
○加藤木課長 まず，アーカスの関係でございます。アーカスプロジェクトにつきまして

は，今，御紹介がありましたように，昨年のＢ評価からＡ評価へ，県民の交流プログラム

等の数を実施したことによって上がっております。  
 今後のアーカスプログラムにつきましては，昨年来，県南芸術の門創造会議を立ち上げ

まして，取手，守谷，牛久等との連携をしながらやっていくという方向で進めさせていた
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だきたいと思います。  
○石川生活環境部企画監 生活環境部でございますけれども，国民文化祭についてお答え

させていただきたいと思います。  
 国民文化祭１１月１日からということで，いよいよ１２４日ということなんですが，開

催まで。広域文化交流事業と申しますのは，これまで市町村単独でしか各地で開催されて

いなかったものを，幾つかの複数の市町村を連携させて実施しようということで，そうい

った意味で，今までの国民文化祭ではなかったものかなということで，本県独自の試みと

いうことで企画をしてございます。  
 そして，御質問にもありました広報の重要性ということで，いろいろこれまでにも広報

は努めているところですが，いよいよ開催の年次ということでございますので，国民文化

祭のかわら版づくりですとか，あるいはストリートバナーなどの設置をしていく。  
 さらには，新聞などでもちょっと報道はされたんですが，高校生のサポーターズという

方たちに協力をいただきまして開発して，グッズ，新しいグッズをつくってもらって販売

したりと，そんなことで少しでも多くの県民の皆さんに知っていただいて，県外からも来

ていただく方に県民としてお迎えいただくというような体制で取り組みたいと思っており

ます。  
○西野会長 ほかの委員さん。  
 ○○さん，お待たせしました。  
○委員 今まで何人か方の委員の質問があった中に，環境の部分がちょっとなかったので，

環境の部分をちょっとお話しさせていただきますと，評価がみんなダウンしているような

傾向なんですね。  
 ただ，今度，洞爺湖サミットもありますけれども，温室効果ガスに関しては，ずっとＡ

評価であって，国内から言わせると非常にレベルダウンのところ，茨城県はずっとＡを維

持しているということは，大変これは貢献度の高い茨城県だなということを私はすごく思

ったんですけれども，しかし，そのほかのことに関してはみんなダウンをしているという

ことは，今度，森林湖沼環境税のこともありますので，ぜひこの環境面にちょっと力を注

いでいただけたらうれしいなと思っていますこと１つと，あともう１つ，ことしから農業

方面でエコ農業茨城が新しく始まりました。この評価も，ぜひ今後進捗状況を見きわめて

評価をきちんととっていただきたいなということ。時間もないと思いますので，このぐら

いにさせていただきます。  
 以上です。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 どうぞ，○○委員さん。  
○委員 国際化の観点から感想を１つと，それから希望を１つ述べさせていただきたいと

思います。  
 国際化の観点から見ますと，住みよいいばらきづくりという中に目標が上がっていて，

資料の３でいうと，住みよい地域づくりですか，５のページ３４，それから資料３－１，

１４８ページかな，そういうところに出ていると思うんですけれども，感想から申します

と，国際化というのは，今，グローバリゼーションを背景にしまして，もっとたくさんの

分野のところでいろいろに出てきてもいいんじゃないかなと。何か一部に閉じ込められて
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いるというような感想を，ちょっと私見落としていたら申しわけないんですけれども，そ

のように一般的に感じました。  
 そして，住みよいいばらきづくりというところからいいますと，国際化の推進と多文化

共生社会の形成ということになると思うんですけれども，ここの部分に相当するような数

値目標というのがなかなか見えにくいのかなというように思います。  
 多文化共生といいますと，たくさんの文化がともに共存し，共生する社会の実現という

ことになりまして，茨城の場合は，平成１９年度でいいますと，５万４，０００人を超え

る外国人が，登録をしている人で５万４，０００人で，全国で１１番目ということになり

ます。この人たちと多文化で共生するということは，地域社会の市民，あるいは県民の人

たちの意識，国際理解に非常に直結する部分かと思いますけれども，ここは数字が見えに

くいので，ＮＰＯとか，あるいは人材バンクのように登録した数値だけで，市民の方たち

の意識改革といいますか，理解が深まったということが見えにくい。ここを何とかしてい

ただきたいなというような気持ちがいたしました。これ感想なんですね。  
 そして，希望としましては，見えにくいということと関連しまして，その外国人の方た

ちが住むということは，一時は，国際化というのが通り過ぎる外国人，国際交流で数年た

てば帰ってしまうというような外国人が多かった中で， 近は定住化が進んで，長期間一

緒に県民として過ごす外国人が非常に多くなっているということ。このことは，外国人の

児童も増えているということになります。これが教育の面のところで，人材づくりのとこ

ろで謳うのは難しいかもしれないですけれども，しかし，そういう項目がなければ見えな

くなってしまう部分だということをぜひ御記憶に入れていただきたいと思うんですね。  
 外国人の児童というのは，日本人の児童とは違いますから，学校に行くのは義務教育で

はないという日本の法律になっておりまして，そして義務教育ではないから，不登校にな

っても，この人たちがどのぐらいの不登校がいるのかということは，数さえわからない状

況になっているということですね。しかし，長期化が進むと，この子供たちが，やがて教

育を受けないで日本の社会に住み続ける。成人しても，就職もなければ，就職する能力が

なければ宙ぶらりんの状況で不良化するということも他県では起こっている。茨城の場合

はちょっと資料がありませんけれども，そういう今後の輝くいばらき，地域づくりの中に

不安な影を投げかける存在になるのではないかというように思います。  
 ですから，そういう見えない部分， 初に松村先生もおっしゃいましたけれども，参考

資料としてでもいいので，そういう形で何か議論の場にのせていただけたらありがたいと

思います。  
 ありがとうございました。  
○西野会長 ありがとうございます。  
 ただいまの御指摘に関して，お答えできる……。  
○橋本知事 今おっしゃられたことは，きのうの朝日新聞の１面，２面，３面と続けて，

小学校全国的にどういう現象が起きてきているか，それから今までのような国際化，日本

を中心とした国際化というのではなくて，地域社会そのものががらっと変わってしまうの

ではないかというような発想からの報道をしておりましたし，また中学校からも，小学校

卒業しなくても中学校から直接行けるという改変も出されるようでありますけれども，今

おっしゃられたようなことは，間違いなく考えていかなければいけないことだろうと思っ
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ております。  
 ただ，どういう形で数字にあらわすかというのは，特に難しいですけれども，とりあえ

ず一番きっとやらなくちゃいけないことというのは，今おっしゃられたような教育の問題，

昨日のでも１０カ国語が飛び交うと，同じ小学校で。ですから，どういう形で学校の先生

を配置していけるのかどうか。そういう配置ができるだけの財政的な面もありますけれど

も，スタッフが地域にいるかどうかといったようなことも問題になってくると思います。  
 これについては，基本的には市町村の教委で考えていくことになるんですけれども，我々

としても，今の御指摘なども踏まえて，地域の状況見ながら，今のところまだそこまでは

来てないような気がいたしますけれども，かなりの割合で外国人の働く人たちが増えてき

ていますので，そういった状況を見ながら対応していきたいと思います。  
○西野会長 ありがとうございます。  
 どうぞ。  
○委員 たくさんいろいろな意見が出たんですが，幸いにして交通安全は非常によかった

んですが，治安の悪化という面で，思いもかけない荒川沖の事件とかいろいろありまして，

そういう面での治安体制の，いわゆる市町村での自主防災とか，そういう組織はあります

けれども，それをさらに充実させるために，県の方でどのような施策をとっていかれるの

かということ。  
 それから，もう１つ，きょう医師会の原中先生もお見えでございますが，健康診断受診

率がＣ評価なんですね。自分の健康は自分で守るということだから，それは仕方がないと

いうのではなくて，どのような形でやらなければならないのかということを，さらに市町

村と連携しながら県の施策の中で行っていただきたいということです。  
 それから，先ほど保育所の待機児童の問題が出ましたが，牛久の例を挙げますと，幼稚

園はがらがらなんですね。保育所がいっぱいなんです。そういう少子化対策という面での

アンバランスな部分もありますので，そういう点でどのような連携を図っていかなければ

ならないのか。そういう点についても，少しお考えをいただけたらと思いますので，よろ

しくお願いしたいと思います。  
○西野会長 ３問ございましたけれども，どちらから。  
○原田警察本部警部課管理官 警察本部の警務課の原田と申します。  
 治安対策につきましては，特に荒川沖の事件を踏まえまして３点ほどありまして，１つ

は，情報発信の活動の強化ということで，県内で起きております犯罪情報等を県民の皆様

にお伝えするようにメール等を活用して行っております。  
 それから，能力の強化ということで，個々の警察官については，今，教育を徹底してい

るところでございます。  
 それから，３点目，いろいろ装備品等もございますので，装備品の充実強化にも今後努

めていきたいと思っております。  
 警察だけでは治安の回復はままなりませんので，県民の皆様のご協力が必要です。現在，

県内には，約６万，県民の約２％の自警団の方にご協力いただいておりますので，そうい

う方に対する支援等を強化しまして，県民と警察，それから関係市町村一体となった，三

位一体となった協力活動を推進していきたいと考えております。  
○佐久間保健福祉部企画監 健康診断受診率の関係でございますけれども，受診率につい
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ては，確かに・・・１４．１％ということで，非常に伸び悩んでおります。  
 それに対する対応でございますけれども，今後，特定健診という制度が導入されまして，

各保険者が，例えば２０年度までに７０％とか，その後さらに８０％まで伸ばすとか，い

ろいろな形でやるという形になっておりますし，本県としましても，広報活動等々行いま

して何とか受診率の向上に努めたいと思っております。  
 それから，待機児童の関係で，確かに今回大幅には増えたのでございますけれども，基

本的なところ，目標はゼロでございますので，まだまだ２８４人，３００人近くおります。

その関係で，確かに水戸市とか守谷とかつくば，非常に多かったところが，特に水戸市と

か守谷はかなり減ってはおるんですけれども，そういう形で努力はしておりますけれども，

今後，さらに保育所はつくっていかなきゃならんというふうに考えております。  
 それから，幼稚園との関係でございます。確かに，幼稚園は定数を割っているという状

況でございまして，現在，我々の方でも幼保連携ということを進めようとしておりまして，

例えば認定こども園をさらに使いやすく工夫するように，どうしても２つ両立しています

ので，何とか一本化できないということで，国の方にも要望しているところでございます。  
○西野会長 ○○先生。  
○委員 今ちょっとお話が出ましたが，一応我が県は大変積極的に，この健康診断につい

ては一生懸命しようということで，メタボリックシンドロームに対しては，県と医師会で

一生懸命ＣＤをつくって，各市町村や，あるいは学校に配布して知識を高めようとしてお

ります。  
 ただ，この健康診断に関しては，非常に残念ながら今度の後期高齢者の問題で７５歳以

上の人の補助金が国から出なくなってしまったということで，恐らく７４歳以下の人に関

しては，７０％なり８０％以上という目標値が定められて，その定められたものをクリア

しない限りは国からの補助金が出ないという罰則までつけられておりますので，一生懸命

やるだろうと思います。  
 それから，ここの会議というのは，これは県全体の将来の流れ，あるいは大局的なもの

の施策を考える場所ですから，私はこれでいいと思うんですが，ただ，私たちみたいに目

の前に患者さんがいる立場からすると，こういう会議は，すべて県民が幸せになる会議，

終的には目的を持たなきゃいけない。  
 例えば音楽にしても，道路をつくるにしても，県民が少しでも心が豊かになって，便利

になるというようなものに心していかなきゃいけないと思うんですが，さっきちょっと先

生の方からお話がありましたように，格差の問題。  
 例えば今，年金をもらっている人が，生活保護世帯が憲法の 低の文化的な生活という

のは７万円か８万円なんですよ。ところが，基礎年金の方々というのは，４万円前後とい

うのが農村ではいっぱいいるんですね。だから，そういう人たちまで見ろというと，今，

県にはお金がありませんから，なかなか見ることはできないんですが，そのあたりが，家

族の支え合いとか，そういうものが育っていかなきゃいけないだろうというふうに思って

おります。やはり県民の生活の格差というのも，こういうところで問題にしていただけれ

ば大変ありがたいと思います。  
 健診業務に関しては，知事さんと私たちでいろいろな話をしまして，健康診断の漏れた

方，この方は知事さんと県の医師会長の契約によって，漏れた人はどこの医療機関でも市
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の指定した基本的な検査はできることにしてありますので，その点は県民の方，非常に便

利に使えるんじゃないかと思っております。  
○西野会長 貴重な御意見ありがとうございました。  
 もうちょっと時間いただけましたので，この際という方，頑張って。  
 どうぞ。  
○委員 済みません，時間がないところでちょっと質問しにくい心境になっております。

何となくこの会議が公聴会的な雰囲気もあるようですけれども，私どもが今ここで審議し

なければならないのは，もっと骨子をきちっとお話しするべきじゃないかなということを

感想として持っております。  
 それで，今，何回か私，手を挙げたんですけれども，その間にどなたかの御質問があっ

て，お答えいただきましたので，大体は了解できました。  
 １つは，ＣＯ２の問題です。こちらについては，茨城県がどういう年度別に，すべて今

までの資料は２２年までを右肩上がりに見ていこうという評価ではなくて，先ほど言いま

したようなＣＯ２の問題であるとか，保育所の待機の問題などを，その年度で重点の施策

のところをちょっと強めていくというか，そういう修正を加えながらおやりいただくよう

なことを希望したいと，このように思ったわけです。  
 例えば高齢者など，いきいきと輝く高齢者，あるいは人がいきいきと輝く，人がすばら

しいということ，これはすばらしいことなんです。私たち，やはり未来に託すためにこの

計画をつないでいくということを考えなければいけないわけですが，高齢者が元気でいる

ためには，ただ単に元気な人たちがリハビリ体操を覚えたりするとか，そういうことでは

なくて，もっと抜けている部分，例えば生きがいを持っているんだろうか，独居老人がど

んどん増えていっているとか，病気で動けない人がどんどん増えていっているとか，そう

いうことが私たち民間と行政と力を分かち合っていかなければならない時代の流れの中に

立たされておりますので，そういうふうなことに対しての評価というものを，評価の観点

から非常に難しいと思いますけれど，項目によっては，いろいろな評価の観点を，民間の

活力がこれだけあってこうなったとか，いろいろな分析の方法というのが，○○先生がお

っしゃいましたように，評価というものは，概ね良かったというような意味で一つに括る

べきではないものもたくさんあるような感じがいたしました。  
 待機児童数，保育園の問題と，私が質問したかったのはそのＣＯ２の問題なんです。  
 それと，健康ということですが，メタボ健診が今度義務づけられましたから，それは県

として，健診協会，それから健康科学センターなどが提案しておりますのは，全国でもす

ばらしいものを提案しておりますので，そういうこととリンクしていくような行政の進め

方をぜひぜひお願いしたい。  
 それから，保育所につきましては，４つの類型が国で示されて，その４つの類型がみん

な説明不足でばらばらになって，幼稚園だけが空き教室になっているなんて，そういうこ

とはないはずなんですね。４つの類型できちっと括って整理をしていくというような形も

必要なことで，これは市町村の自治体レベルでやるんだということではなくて，やはり方

向性をきちんと示すのが審議会のこの性格かなと思っております。  
 二，三，感想を踏まえてよろしくお願いいたします。回答は結構でございます。お時間

もないようですので，希望と意見とだけさせていただきます。感想です。  
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○西野会長 ありがとうございました。  
 企画課の方，さらにご検討お願いします。  
 どうぞ。  
○委員 後に 後にということで諦めていたんですけれども，時間いただきましてあり

がとうございます。  
 資料２－１の中の未来を拓くたくましい人づくりの中の評価の成果のところに，小中学

校におけるティーム・ティーチングの実施による学力向上ということで，ここのところの

ティーム・ティーチングの実施についての現状をちょっと教えていただきたいことと，あ

とは資料３－１に，今後の方針ということで，引き続き習熟度別授業指導を進めるととも

にとありますけれど，ここの習熟度別がどのような実施状況になっているのかということ

をお話していただきたい，この２点です。  
 あと，その上に，高等学校の生徒の学力については，数学において二極化の傾向といい

ますけれども，ここは数学だけじゃなく，すべての総合的学力について二極化になってい

ると感じておりますので，ここの二極化については意見ということで，習熟度とティーム・

ティーチングの実施状況についてお話しいただければなと思います。  
○西野会長 教育関係３点，今お話しの件について。  
○守谷教育庁企画広報室長 ティーム・ティーチングにつきましては，基準を設けまして，

すべての小学校におきまして，その対応が１年生及び２年生において行われております。  
 それから，習熟度別につきましては，ティーム・ティーチングの中で，できる生徒さん

と余り進んでない生徒さんということで分けて実施する場合と，学校によりましては，２

つのグループに分けて，その習熟度に応じて，どこがわからないのか，あるいはもうちょ

っと進めるというような授業体制を進めているところでございます。  
○委員 教科限定はしておりますか。  
○守谷教育庁企画広報室長 教科限定はしておりません。  
○委員 それは学校の主体的な選択によるということで。  
○守谷教育庁企画広報室長 学校によりましても，規模で対応ができないところもござい

まして，なかなかその面については一律というようなわけにいかない状況でございます。  
 それから，数学の二極化につきましてですけれども， 近の学力調査によりまして，数

学が特に際立ってきてしまっているものですから，その二極化というのが数学ということ

で表現されてきたんじゃないかなと考えております。  
 ほかの部分においても，例えば笑い話のようですが，高校を卒業して車の免許を取るの

に久しぶりで勉強したというような笑い話が聞かれまして，なかなか車の学科試験が通ら

ない。そんな話は，高校時代に勉強しなくても過ごすようなところができてしまっている

のかなと。高校の方でも，その理解度に応じた，レベルに応じた勉強というものをもう少

し力を入れたいということで，ただいま研究中でございます。  
○委員 今，高校の方の審議会がスタートしておりまして，例えば学習についていけない

ところで，東京あたりでは，学習支援の高校などもできておりますので，ぜひ二極化の下

の，底辺のところという言い方は失礼かもしれませんが，そこを支えるような高等学校教

育も必要だと思いますし，ティーム・ティーチングにおきましては，財政的な支援がなけ

ればできないところもあると思います。そこを地域の退職された先生方に委ねるとか，い



 - 30 - 

ろいろな方向性あると思いますけれども，ついていけない子供たち，途中から学校の授業

がわからなくなった子供たちをしっかり支えていくような学校支援体制がないと，これが

将来社会に出たときに，仕事やいろいろな部分の二極化につながることもあると思います

ので，ぜひそういうところから手を打っていくことが，将来茨城県の財産とする意味では

大事なことじゃないかな思いまして，意見として述べさせていただきました。  
○西野会長 ありがとうございました。  
○橋本知事 今の件でいうと，高校では，学力が低い学校を選んで，そこにたしか２人か

な，先生を加配して，それでその低い子供たちを中心にして教えると。それで，春先，５

月か６月に一回テストをやって，後半にもう一回やってみて，どのぐらい成績上がってい

るかというものもチェックしながら，ステップアップスクールという名前で呼んでおりま

す。  
 小中の方は，ティーム・ティーチング，県は半分補助するようにしていまして， 初は

全部県で持っていたんですけれども，いろいろその後ほかに少人数学級なんか始めたもの

ですから，市町村でやりたいところは半分出してくださいということで，例えば加配とい

うものが何もない学校が幾つかあって，特に小中でそういうのがないと大変授業の面でも

苦戦しているところがあったので，そういう形で県も応援して，少しでも今おっしゃられ

たようなことは解消していけるようにやっています。  
○西野会長 恐れ入りました。  
 ○○さん，また高校審議の方で。  
 どうぞ。  
○委員 時間があれですので，簡単に１点。  
 Ａ評価，Ｂ評価，Ｃ評価で非常にわかりやすくなっておりますけれども，わかりやすく

なりますといろいろ注文が出てまいりまして，例えば 初に御説明いただいた資料２－１

の１４ページのところで，年間５０冊以上の本を読んだ児童の割合ということで，これは

Ａ評価になっておりますけれども，目標値をはるかに超える実績を上げられておりますけ

れども，さらにその後，次どうするかですね。さらに目標を上げるのか，それとも国語の

成績を上げるという話になるのか，次の戦略目標を立てていくというところに進んでいた

だければいいなと思っております。  
 こういう話は，工場立地の話とか，それから交通事故の話とか，はるかにＡ評価でもい

い評価を得ているところがありますので，さらに次のステップというところを考えていた

だきたいと思います。  
 以上です。  
○西野会長 ただいまの○○委員さんの戦略目標のステップアップの件，方向だけでも。  
○小松原課長 この目標は現計画の目標でございますので，あとは今後また新しい計画を

策定する，その前段階で中間評価等もやっていくわけでありますけれども，この目標が果

たして今後いいのか，さらにバージョンアップすべきなのか，その中で検討していくよう

なことになるかと思います。  
 今は，この目標値をどうクリアしていくか，それを考えて判断しています。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 お答え何かありますか。  
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○守谷教育庁企画広報室長 教育委員会でございますが，５０冊以上読んだ児童の割合と

いうことで，小学校４年生から６年生までということでございますが，毎年入れかえて新

しい生徒になっていきますので，新しい生徒になっても５０冊を読むような，そういう体

制で臨みたいと思っております。  
 それから，去年から，中学生につきましても，年間５０冊というわけにいかないんです

けれども，中学生になると，読むレベルとか，本の厚みとか，そういうのが違いますので，

少し落としたところで，やはり読書の習慣づけをさせようということで，対象年齢を拡大

しております。  
○西野会長 ありがとうございました。  
 どうぞ。  
○委員 短くいきます。  
 県の施設でも，大変老朽化しているところがあると思うんですけれども，ＰＦＩなどを

活用した施策みたいなものというのは検討はあるのかということと，もう１つ，ベンチャ

ービジネスの企業育成といったときに，施策がすごく，やはり日本を代表するというとこ

ろが入っているだけあって，大き過ぎて，中小企業の２代目とか３代目とかという私たち

の世代からするとすごくかけ離れていて，ついていくのが大変というか，私たちの世代の

企業とはなかなかかけ離れてしまっているんですが，もう少し小さい技術のところとベン

チャー企業をつなげるような，つくばのそういった部分でのフォローですとか，そういっ

たところをハーバードですとかサンフランシスコですとかの先進事例を生かしながら，ぜ

ひつくばなどを中心にやっていただきたいなというふうに，希望を２つ述べさせていただ

きたいと思います。  
○西野会長 ただいまの御提言ということで御検討いただきたいと思います。  
 ○○さん。  
○委員 済みません，大変遅くなって手を挙げましたけれども，トータル的に委員の方お

っしゃっていることは，それぞれ本当に当たっていると思うんですけれども，国も県も非

常に財政の苦しい中でどうするかというところがポイントだろうと私は思っていますので，

１点だけ，格差をなくするのは大事なんですけれども，それぞれボランティア精神をさら

に向上させるような考え方でいくような方向性，抽象的でございますけれども，やってい

ただければと思います。  
 医療，看護等の関係も，人は少ないんですけれども，やる気がある人は力を出してきて

おりますので，そういう中で，ないものねだりはできないのでという気持ちでおりますの

で，今後ともどうぞよろしくお願いいたします。  
○西野会長 ありがとうございます。各部署でしっかり受けとめていただきたいと思いま

す。  
 それでは，時間をいただきながら皆さんの御意見お聞きしました。  
 知事さんの方から，まとめて何かございますか。  
○橋本知事 大変いろいろな御意見ありがとうございました。個別に本来答えるべきもの

で抜けちゃっているのがあるかもしれません。今のＰＦＩの話なども，ＰＦＩも 近急速

に，必ずしも当初スタートしたときと比べると，評価が絶対的なものとしてとらえること

はどうかという，いろいろな問題が出てきております。  



 - 32 - 

 特に鋼材の値上げなどで，うまくいかない例も出始めている。そういうことも踏まえな

がら，有利であれば活用していきますし，有利でなければそれは活用しないというふうに

なっていくと思います。  
 そのほか，全体でいろいろお話を伺う中で，例えば文化行政もう少ししっかりやるべき

じゃないかと。国民文化祭，これ本当にＰＲをもっとしろということもよく言われており

ます。これからテレビなど使って少し流すとか，いろいろ考えていきたいと思いますけれ

ども，この国民文化祭そのものが，大体参加者プラス県内の人というのがほとんど今まで

のパターンなんですね。これも少しだらけているかどうかということも含めて，努力をし

ていきたいと思います。  
 それから，先ほど環境問題についてお話がございましたが，これについても，例にはな

っておりますけれども，実は家庭系，業務系というものは急速に増えているというか，減

らないんです。増えちゃっているんですね。これをどうするか。産業系というのは，一生

懸命企業側が頑張ってくれている面もあるんですけれども，産業・運輸系と家庭・業務系

というものが大変な状況になっていますので，例えば家庭でどうするか，企業としてどう

してもらうか，そういうことも含めて，今，エコライフ県民運動などの活動を進めておる

ところでありますし，片一方では，バイオマス発電，例えば北越製紙と中国木材が， 近，

家屋廃材，あるいはまたおがくずなどからやっております。４万１，０００キロと２万１，

０００キロやっているんですけれども，これらは日本でもトップクラスのもので，風力発

電などもそういう中で平均ぐらいまで来ております。これからもっとそういう方面でも考

えていかなくちゃいけないだろうと思っておりまして，いろいろな面から環境問題という

ことについては，県庁自身も含めて，県庁その他，私自身も含めて，積極的に取り組んで

いく必要があるだろうと思っております。  
 いろいろな点で御指摘のあったことを踏まえまして，これから頑張っていきたいと思い

ますので，よろしくお願い申し上げます。  
○西野会長 どうも御丁重にありがとうございました。  
 では，今日は以上で終了させていただきたいと思いますけれども，各委員の方々からち

ょうだいしました意見については，どうぞ御列席の各県庁の方々で今後御検討して反映し

ていただきたいと思います。  
 それから，そのほかにもまだ多分御意見等，あるいはお気づきの点，もう少し言いたか

ったということあるかもわかりませんけれども，事務局の方によかったら御一報いただけ

ればと，こんなふうに思います。いろいろ御協力いただきました。  
 それでは，事務局の方で何か御連絡ありましたら，どうぞ。  
○小松原課長 長時間にわたり熱心に御審議をちょうだいしまして，ありがとうございま

した。  
 本日の計画審議会を閉会とさせていただきます。  
 なお，冒頭申し上げましたけれども，隣に災害対策本部室がございます。皆さんにご覧

になっていただけるように，向こうでビデオなんかやるように待機していますので，向こ

うにおいでいただきますと御案内申し上げますので，よろしくお願いいたします。  
 本日はどうもありがとうございました。  

午後３時４０分閉会  


