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  30年度決算にかかる各部門における主要な施策の成果その他予算執行

 の実績について報告します。

　　　　　令和元年９月26日

 茨城県知事　　大井川 和 彦 
 



 



目　　　　　次

総　　説 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  1

部門ごとの施策の成果及び予算の実績 ････････････････････････････････････････････････････････  7

１　総務部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  8

　（１）出資団体の指導監督 ････････････････････････････････････････････････････････････････  8

　（２）私学教育の振興 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  8

　（３）競輪事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  9

　（４）行財政改革の推進 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  10

　（５）適正な人事管理の推進 ･･････････････････････････････････････････････････････････････  11

　（６）職員の福利厚生 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  12

　（７）県有未利用地処分の推進 ････････････････････････････････････････････････････････････  13

　（８）県税の賦課徴収 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  14

　（９）広域行政の推進 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  15

　（10）広聴・相談活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  16

　（11）表彰事務の実施 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  19

２　政策企画部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  20

　（１）政策・企画 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  20

　（２）電源立地地域の振興 ････････････････････････････････････････････････････････････････  22

　（３）地域の振興 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  23

　（４）ＩＣＴの利活用促進 ････････････････････････････････････････････････････････････････  32

　（５）水資源・土地利用対策 ･･････････････････････････････････････････････････････････････  35

　（６）統計調査 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  38

　（７）交通体系の整備 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  40

　（８）茨城空港の利活用促進 ･･････････････････････････････････････････････････････････････  42

３　県民生活環境部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  44

　（１）消費者施策の推進 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  44

　（２）文化振興 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  45

　（３）安全なまちづくり施策の推進 ････････････････････････････････････････････････････････  47

　（４）男女共同参画社会の形成 ････････････････････････････････････････････････････････････  50

　（５）県民運動の推進 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  51

　（６）国際交流の推進・多文化共生社会の実現 ･･････････････････････････････････････････････  53

　（７）環境保全対策 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  56

　（８）自然環境保全対策 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  58

　（９）公害の未然防止 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  60

　（10）霞ヶ浦をはじめとする水質保全対策 ･･････････････････････････････････････････････････  63

　（11）廃棄物対策 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  69

　（12）東京2020オリンピック・パラリンピックの開催準備 ････････････････････････････････････  73

４　防災・危機管理部門 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  76



　（１）防災・危機管理 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  76

　（２）消防安全対策 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  79

　（３）原子力安全対策 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  81

５　保健福祉部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  86

　（１）地域保健福祉の推進 ････････････････････････････････････････････････････････････････  86

　（２）少子化対策の推進 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  92

　（３）児童・母子福祉，幼児教育・保育の推進 ･･････････････････････････････････････････････  94

　（４）青少年の健全育成 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  98

　（５）高齢社会対策の推進 ････････････････････････････････････････････････････････････････  99

　（６）障害者福祉の推進 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  105

　（７）医療福祉の充実 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  108

　（８）生活保護 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  110

　（９）生活困窮者への自立支援 ････････････････････････････････････････････････････････････  111

　（10）県民の健康づくり ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  111

　（11）医療体制の確保 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  114

　（12）健康危機管理対策の強化 ････････････････････････････････････････････････････････････  125

　（13）水道施設の整備促進 ････････････････････････････････････････････････････････････････  126

　（14）生活安全対策の強化 ････････････････････････････････････････････････････････････････  127

６　営業戦略部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  131

　（１）プロモーション活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････  131

　（２）対日投資・輸出等の促進 ････････････････････････････････････････････････････････････  134

　（３）観光振興 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  137

　（４）農産物等の販路拡大 ････････････････････････････････････････････････････････････････  144

７　産業戦略部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  146

　（１）中小企業対策 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  146

　（２）科学技術の振興 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  156

　（３）労働対策 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  158

　（４）産業立地及び県等保有土地処分の推進 ････････････････････････････････････････････････  164

８　農林水産部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  170

　（１）農業・農村の振興 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  170

　（２）林業の振興 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  184

　（３）水産業の振興 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  188

９　土木部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  194

　（１）道路 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  194

　（２）河川海岸 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  198

　（３）港湾 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  203

　（４）都市計画 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  205

　（５）公園緑地 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  206

　（６）下水道 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  207

　（７）建築住宅 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  208



　（８）建設業の振興 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  211

　（９）公共事業の管理・執行 ･･････････････････････････････････････････････････････････････  212

10　国体・障害者スポーツ大会部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････  214

　（１）第74回国民体育大会及び第19回全国障害者スポーツ大会の開催 ･･････････････････････････  214

11　教育文化部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  217

　（１）教育行政の推進 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  217

　（２）学校教育の振興 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  221

　（３）生涯学習の推進 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  235

　（４）スポーツ・レクリエーション活動の推進 ･･････････････････････････････････････････････  239

　（５）芸術・文化活動の推進と文化財の保護 ････････････････････････････････････････････････  242

12　治安部門 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  247

　（１）犯罪に強い社会づくり ･･････････････････････････････････････････････････････････････  247

　（２）交通安全対策の強化 ････････････････････････････････････････････････････････････････  250

13　県有及び公社等所有の分譲等対象用地の状況 ･･････････････････････････････････････････････  254

各種の決算調査表 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  257

　第１表　一般会計決算状況 ････････････････････････････････････････････････････････････････  258

　第２表　特別会計歳入歳出決算額 ･･････････････････････････････････････････････････････････  259

　第３表　繰越明許費繰越額に関する調（平成30年度→令和元年度） ････････････････････････････  260

　第４表　事故繰越繰越額に関する調（平成30年度→令和元年度） ･･････････････････････････････  278

　第５表　平成30年度一般会計歳入決算額 ････････････････････････････････････････････････････  280

　第６表　平成30年度県税徴収実績 ･･････････････････････････････････････････････････････････  282

　第７表　平成30年度一般会計性質別決算額 ･･････････････････････････････････････････････････  284

　第８表　平成30年度一般会計目的別決算額 ･･････････････････････････････････････････････････  286

　第９表　国直轄事業負担額 ････････････････････････････････････････････････････････････････  287

　第10表　一般会計公債費内訳 ･･････････････････････････････････････････････････････････････  287

　第11表　目的別現債高 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  288

　第12表　平成30年度末時点での今後５か年の一般会計県債償還計画 ････････････････････････････  291

　第13表　平成30年度森林湖沼環境税活用事業の実績 ･･････････････････････････････････････････  292

　第14表　平成30年度東日本大震災復旧・復興事業の実績 ･･････････････････････････････････････  293

 



 

【「部門ごとの施策の成果及び予算の実績」のうち「②事業の実績」に関する補足】

　１　 終予算額は次年度繰越額を控除した額である。

　２　国庫負担金の負担割合の記載例は以下のとおりである。

　３　財源は以下のとおり記載した。

　　　国　庫・・・国庫支出金

　　　県　債

　　　その他・・・使用料・手数料，財産収入，繰入金，諸収入などのその他特定財源

　　　一　財・・・一般財源

記 載 方 法財 源 構 成事 業 主 体種　 別

＜国委＞国10／10国国からの委託

＜国補（定）＞定額補助県国からの補助

＜国補（１／２）＞国１／２，県１／２

＜国補（10／10）＞国10／10

＜（国定）＞定額補助補助先・負担先の市

町村，事業者等

（右欄では「市町村」

として例示）

＜（国１／２県１／２）＞国１／２，県１／２

＜（国１／３県１／３）

　市町村１／３＞

国１／３，県１／３，市町

村１／３

＜（国10／10）＞国10／10


