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平成28年度当初予算に計上された
北秋田に関連する主な予算

ごあいさつ

自由民主党会派 会長

能登 祐一

日頃より、県 議 会自民 党 会 派を力 強く支えて頂いている県 民 の 皆 様に厚く
御 礼 申し上げます。厳しい 時も、困 難な時もどんな時も自民 党を支え続けて
頂 いた 皆 様 のお力で私たちは長年の歴史を刻むことができました。
そのことを
忘れずに、県民の皆様の信頼があっての自民党であり会派であることを胸に刻み、
これからも謙虚にしっかりと歩みを進めて参ります。
昨年の統一地方選挙では皆様のおかげで勝利させて頂きました。私たちは
「 勝って兜の緒を締めよ」の精神を忘れず、県民の皆様の厳しい視線が今後も
注がれ続けているという緊張感を持って行動し、直面する政策課題に真正面から
向き合って結果を出して参ります。
本年夏には参議院選挙が行われます。
この選挙は安定した政治基盤の下、
日本を大きく前に進めていくため、是が非でも勝たねばならない戦いであります。
私たちは県民の皆様とともに頑張って参りますので、今後とも自民党に対しご指導
ご鞭撻をくださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。

●秋田内陸縦貫鉄道関連予算 ………256,465千円
●阿仁熊牧場利活用推進事業 …………4,731千円
●北欧の杜公園施設整備 ……………17,800千円
●世界遺産‐縄文ルネサンス‐事業 ……10,236千円
●クニマス飼育環境整備事業 …………12,931千円
●スポーツを通じた交流推進事業
（100キロマラソン）……………………2,000千円
●森吉山施設整備事業
（森吉側避難小屋外壁等改修工事）……21,800千円
（阿仁側避難小屋トイレ改築設計）………880千円

県は奥羽・羽越新幹線のフル規格整備に向けて県民の機運を （安の滝歩道改修調査設計）…………10,100千円
醸成する為の予算123万円を計上したが、果たして実現の可能性 ●認知症疾患医療センター運営事業 ……1,231千円
はあるのか、
また現在のミニ新幹線との関係はどうなるのかなどに
●北秋田警察署改築事業 ……………736,773千円
ついて佐竹知事に質問する。知事は九州や四国が新幹線誘致に
熱心に動いている中で、国の基本計画から外されない為の措置 （全県）
だとするが、果たしてそれだけでいいのか。国の計画を踏襲する 住宅リフォーム事業は継続＋子育て枠
一般分 ……………………………867,740千円
だけでなく本県の現状に合った整備方法を模索する事も必要では
子育て世代特別枠 ………………102,000千円
ないだろうか。
ミニ新幹線や整備新幹線などの高速鉄道の整備は
秋田県の発展に大きな影響を与えるも
のだけに、今 後 多 方 面からの検 討と
新春の集い開催（1/30）
党大会（新高輪プリンスホテル3/13）
活発な議論が必要だ。
また、除雪について
「通学路以外の
歩道はあまり除雪されていない」
ことを
指摘し、歩行者の安全に配慮した除雪
を行うよう要望する。
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こんにちは北林たけまさです。雪が少なく過ごしやすい冬ではありましたが、春の
訪れは待ち遠しいものです。新緑の季節を迎え皆様におかれましては益々ご健勝の
こととお慶び申し上げます。
さて県議会は平成28年度の当初予算などを審査する2月議会が終了しました。
県人口の100万人割れが目前に迫る中、
「あきた未来総合戦略」の事業には移住
促進や子育て支援の充実、若者の就業支援など人口減少対策に力を入れた事業
が数多く盛り込まれております。対策に特効薬はありませんが、県民と危機感を
共有し一つひとつの事業を着実に進展させていかなければなりません。
また当地域では本年度中に日沿道の鷹巣インターチェンジが開通し、大館や
青 森、盛岡などへの所要時間が大幅に短縮される事で、観光や産業振興には
大きな効果が期待されます。今年度も森吉山をはじめとする観光振興、企業誘致、
農林業の振興などにも積極的に取り組んで参りますので、皆様のご指導ご鞭撻を
よろしくお願い申し上げます。

活気あふれる秋田の未来へ
〜 強 み を 活 か し た 街 づ くり を 〜

平成28年度当初予算は、
「あきた未来総合戦略」
に基づく施策・事業を中心に、
秋田の未来を切り開くための取組を着実に推進する予算として提案され、2月議
会において審議の上、可決しました。
また、当初予算と合わせて地方創生の取組を強力に展開し加速させるため、国
の地方創生加速化交付金を活用した事業等に係る平成27年度補正予算も今議
会で審議し可決しております。

基本目標1

産業振興による仕事づくり … 276.9億円

航空機産業等の成長分野における産業インフラ整備や、農林水産業の成長
産業化に向けた取組、交流人口の拡大に向けた観光の推進により、働く場を創
出します。

企業を支援

●航空機産業強化支援事業……… 857万円

加工技術の向上や販路拡大等に取り組む企業
を支援

新 情報関連産業立地促進事業
●

…………………………………

1,373万円

情報関連事業者が行う人材育成等を支援

●新エネルギー産業創出・育成事業
………………………………… 2,932万円

新エネルギー分野への参入や洋上風力発電の
導入等を促進

意欲を持って競争力を強化しようとする中小企業
を支援

新 本社機能等移転促進補助金
●

9,284万円

…………………………………

県外から本社機能等を移転する企業を支援

【起業と事業承継の推進】
●あきた起業促進事業 …………… 2,688万円
起業における各段階において切れ目なく支援

【産業人材の確保等】
●秋田を支える人材確保支援事業
………………………………… 3,174万円

県外在住者のＡターン就職の促進と県内企業の
人材確保を支援

（2）農林水産業の成長産業化の促進

園芸メガ団地・ネットワーク型
園芸拠点実施地区

【強い担い手づくりと新規就農の促進】
新 移住就農まるごと支援事業 … 3,607万円
●
県外からの移住就農を総合的に支援

新 秋田の漁業がんばる担い手確保育成事業
●
…………………………………

【秋田の魅力発信】
新「秋田に行こう！」集中キャンペーン事業
●
………………………………… 4,236万円

JR東日本との連携等により観光プロモーションを
展開

ねぎ

能代市

【複合型生産構造への転換の加速化】
●園芸メガ団地育成事業 … 1億3,102万円

本県の園芸振興をリードする大規模園芸団地を整備

新 ネットワーク型園芸拠点育成事業
●

6,274万円

複数団地のネットワーク化など、新たなタイプの
園芸拠点を整備

●未来にアタック農業夢プラン応援事業
…………………………… 3億8,738万円

戦略作物の産地拡大や経営の複合化に必要な
機械・施設等の導入に対し助成

【農林水産物の高付加価値化と
流通販売対策の強化】
●6次産業化総合支援事業
…………………………… 1億2,008万円
6次産業化に向けた取組を総合的に支援
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他県等と連携し秋田の食を売り込むプロモーショ
ンを展開

基本目標2

●スポーツ王国創成事業…… 2億9,841万円
本県スポーツの競技力向上を図る

●秋田のトップスポーツチーム応援事業
…………………………… 2億1,033万円

秋田大会開催事業……………… 3,097万円
スポーツによる交流人口の拡大を図る

誘客を推進

新 奥羽・羽越新幹線整備促進事業
●
……………………………………

123万円

奥羽・羽越新幹線の整備促進に向けた取組を
強化

移住・定住対策 ……………… 5.9億円

本県の魅力を戦略的にPRすることによる移住の促進や、県内企業就職者の奨学金
返還額助成による若者の定着に向けた取組などにより、社会減の解消を目指します。

（1）首都圏等からの移住の促進
●移住情報発信事業

………………

8,790万円

首都圏に相談窓口を設置、多様なメディア等を
活用し情報発信

（2）若者の県内定着の促進
新 秋田未来創生奨学基金造成事業
●
……………………………

県内就職する新卒者等への奨学金返還額助成
のための基金を造成
…………………………………

6,359万円

子ども3人以上の多子世帯向けの奨学金制度を
創設

●受入体制整備事業

………………

6,627万円

県内にワンストップ窓口を設置、空き家の利活用
を推進

●移住体験・交流推進事業

……

1,582万円

●「未来のあきたを創る」人材育成事業
………………………………… 9,107万円

高校生を対象に県内企業・大学に関する情報を
提供

地域資源を活用して起業する移住希望者を支
援、移住体験ツアーを実施

●動物にやさしい秋田推進事業
…………………………………

需要喚起により、県産材の生産拡大等を推進

新 オリンピック・パラリンピック関連
●

638万円

オリンピック関連施設等への県産材利用に向け
た取組を推進

6,005億
2,500万円

（0.6％）

補助事業
6.7%（0.5％）

単独事業
3.3%（0.0％）

災害復旧事業 0.8%（5.8％）

（2）結婚・妊娠・出産・子育ての ●すこやか子育て支援事業 10億5,192万円
未就学児の保育料を助成
総合的な支援の充実・強化
●出会い・結婚支援事業

………

●あきた安全安心住まい推進事業
一般行政経費
（▲1.5％）
31.4%
………… 1億200万円
（子育て世帯特別枠）

3,120万円

あきた結婚支援センター等において出会い・結
婚支援を充実

住宅の増改築・リフォーム工事への助成

人口減少下にあっても住み慣れた地域で心豊かに生活できる社会を構築するた
め、自治体同士の連携強化による行政サービスの維持・確保に向けた取組や、地域
を支える多様な担い手の育成・支援を行います。

加速化支援事業

全国トップクラスの保育料や医療費の助成制度の更なる充実等により、子育て世
帯の負担軽減を図るほか、安心して子どもを産み育てやすい環境を整備します。

（1）官民一体となった脱少子化県民運動の展開
●子育てしやすい職場づくり推進事業
…………………………………… 718万円
仕事と家庭の両立を応援する企業を拡大

2億9,156万円

航空機産業の拠点形成に向けた企業の設備投資への助成と
人材育成

新 航空機産業人材育成事業
●

……………

3,182万円

県立高校への専門カリキュラムの導入に向けた取組を実施

あきたデータビジネス展開

………………2,649万円

新 農林水産業おたすけドローン実証事業
●
……………………………………………

1,495万円

農林水産分野でのドローン実用化に向けた実証試験等を
実施
新 あきた情報産業拠点形成事業
●

…………

424万円

県内企業の高度情報関連産業への参入促進に向け技術
者を養成

……………
……

4,609万円
2,714万円

良食味米の生産を推進するほか、事業者の新たな販路開
拓を支援

新たな地域社会の形成 ……… 51.8億円

……………………

3億2,338万円

…

●航空機産業強化支援事業…………

新 ゴハンといえば秋田米推進事業
●

乳幼児及び小中学生の医療費を助成

新 地域おこし協力隊制度導入
●

「秋田の空」のものづくり推進

県産農産物の国内外での販路を開拓

●福祉医療費等助成事業
（乳幼児・小中学生分）… 10億6,683万円

（1）地域社会の維持・活性化

（平成27年度補正予算）

新 YouLove秋田産推進事業
●

不妊治療に取り組みやすい環境づくりを推進、不
妊治療費を助成

基本目標4

地方創生加速化交付金事業

国内外に打って出る秋田の農産物
「日本一」発信 ………………………… 1億3,855万円

●幸せはこぶコウノトリ（不妊治療総合支援）
事業………………………… 1億819万円

（2）安全・安心な暮らしを守る
環境づくり

433万円

県・市町村合同での隊員募集、県内定住を促進

●雪対策推進事業 ………………… 2,268万円
安全な除排雪作
業の普及啓発や
共助組織の立ち
上げ支援

●秋田型地域支援システム推進事業
…………………………………… 617万円

地域の実情に応じた支え合い体制の構築を推進

●あきた未来づくり交付金事業
…………………………… 4億6,815万円

県市町村未来づくり協働プログラムに基づくプロ
ジェクトを支援

新「秋田スギがスキ！」
ウッドファースト
●

あきた加速化事業

…………………………

4,025万円

秋田スギを活用した高機能住宅商品の開発支援、海外展
示会への県産木製品出展

あんべいい秋田！攻めの海外戦略展開
………………………………………………………3億77万円
新 秋田の観光創生インバウンド
●

対策強化事業…………………… 1億6,881万円
東アジアを中心に集中的な誘客プロモーションを展開

新「やさしさ日本一」受入態勢整備事業 2,713万円
●

「あきた旅のサポートセンター（仮称）
」を設置

新 クールアキタ食の輸出拡大支援事業 6,059万円
●

海外の展示会や商談会においてプロモーションを展開

共助組織による雪下ろし作業

●高齢者安全・安心アドバイザー事業
………………………………… 3,593万円

高齢者宅を訪問し特殊詐欺被害等の防止に関
する情報を提供

「ご縁」で結ぶ若者あきた移住・定住
加速化プロジェクト推進……………………7,370万円
新 秋田大好き！魅力深掘り促進事業
●

…

2,440万円

「インターンシップ支援センター（仮称）
」を設置・運営

新「ご縁」創出推進事業 …………………… 3,113万円
●

秋田の強みを生かした移住体験事業等を実施

Ⅱ 県民の生活を支える基盤づくりの着実な推進
（1）元気な長寿社会の実現
●総合的ながん対策の推進

……………………………2億3,348万円

がん予防に関する普及啓発、がん検診の推進、
がん医療への助成

認知症の人やその家族を地域で支える体制を
構築

少子化対策 …………………… 32.1億円

企業や民間団体等の様々な取組を支援

公共事業
12.2%

●少人数学習推進事業

……7億9,677万円

30人程度学級を、義務教育の全学年に拡充

●あきた発！英語コミュニケーション
能力育成事業 ………………1億8,233万円

生活環境の整備

●感染症指定医療機関整備費補助事業 ●土砂災害防止法基礎調査
……………………………6億9,300万円
……………………………4億6,879万円
第一種感染症指定医療機関の整備への助成

新 厚生連病院長寿命化改修支援事業
●

……………………………2億4,563万円

能代厚生医療センター、由利組合総合病院の
施設改修に対し助成

（2）未来を担う人づくりの推進
●県立高等学校の再編整備等
………………………… 52億2,447万円
統合高校の新設及び校舎の改築等

秋田の働き方改革推進

……………………2,172万円

新 子育てにやさしい社会づくり推進事業 1,529万円
●

県内企業の実態調査、メディアを活用した啓発

地方創生人材確保・支援

………………5,109万円

●プロフェッショナル人材活用促進事業 5,109万円
企業の経営基盤強化に資する人材の活用を促進

小中高連携による英語教育の充実

●地域で支える認知症施策推進事業
………………………………… 3,518万円（3）県民の安全・安心の確保と

5,523万円

●官民協働による“脱少子化あきた”
総合推進対策事業……………… 1,017万円

歳出

国直轄事業負担金
1.4%（▲0.4％）

1億5,003万円

新 多子世帯向け奨学金貸与事業
●

基本目標3

【「ウッドファーストあきた」の推進による
林業雇用の拡大】
●ウッドファーストあきた林業雇用拡大事業
……………………………… 2億915万円

……………

文化により地域を活性化、県内外に秋田の文化
を発信

公債費
17.0%

（0.8％）

その他投資的経費
4.0%（▲5.0％）

地方交付税
32.5%（0.1％）

国庫支出金 10.8%

（6.0％）

「動物にやさしい秋田」を国内外に発信

園芸メガ団地育成事業
（平成28年度新規1地区）
ネットワーク型園芸拠点育成事業
（平成28年度新規2地区）

秋田材利用促進事業

1,189万円

大館市
えだまめ
（ネットワーク）

北秋田市

秋田市

由利本荘市

…………………………………

大館市
えだまめ

三種町

男鹿市・
大潟村
八郎潟町
潟上市 男鹿市

●食の自治体連携売り込み事業

（▲11.1％）

（14.9％）

●民間観光宿泊施設魅力向上支援事業
【交流を支える交通ネットワークの充実】
………………………………… 3,586万円
●広域交通ネットワーク維持・
宿泊施設の改修等を行う民間事業者への助成
誘客促進事業 …………………… 1,556万円
新 高品質販路開拓事業 ………… 2,725万円
●
定期路線等の維持・拡充及び県外からの観光
百貨店等と連携し高品質な商品を開発・PR

社会保障関係経費
11.9%（4.6％）

繰入金 4.5%

【文化・スポーツ等による地域の元気創出】
●文化による地域の元気創出事業
…………………………… 1億4,230万円

（▲0.8％）

地方譲与税
2.9%

6,005億
2,500万円

（32.4％）

本県トップスポーツチームの活動を支援

開業80周年を迎える五能線
の新型車両（今夏登場）

地方消費税清算金
6.7%（9.3％）

歳入

うち財政2基金から
の繰入 1.5%

新 日本スポーツマスターズ2016
●

鹿角市

大館市

能代市

2,820万円

実 践 的な技 術 研 修のほか、新 規 就 業 者の漁 船
導入を支援

…………………………………

八峰町

小坂町

藤里町

諸収入 14.4%

（▲7.3％）

27年度当初比 ：▲9億円、▲0.2％

人件費 23.5%

県税15.2%（2.8％）

県債 11.4%（▲7.7％）

6,005億 2,500万円

凡例：数字は構成比（27年度比）

一般行政経費
31.4%（▲1.5％）

その他
1.6%（4.7％）

一般会計債等
7.1%（▲5.6％）

当初予算額

（1）地域産業の競争力強化
【成長分野への事業展開と中核企業の育成】 【企業の経営基盤の強化と産業拠点の形成】
●自動車産業強化支援事業 …… 3,649万円 ●がんばる中小企業応援事業
技術水準の向上や販路拡大等に取り組む県内
…………………………… 4億5,844万円

臨時財政対策債
4.3%（▲11.0％）

平成28年度 当初予算の概要

（3）観光を中心とした
交流人口の拡大

Ⅰ あきた未来総合戦略の推進

秋田県一般会計当初予算の構成

土砂災害のおそれのある箇所を調査し、警戒区
域等を指定

新 西部承水路水質改善事業
●

………………………………… 1,942万円

八郎湖の水質改善に向け、新たな湖内浄化対
策を実証

●白神山地総合ガイド育成事業

…………………………………… 580万円

白神認定ガイド制度の創設に向けた検討委員
会等を開催

「秋田県木材利用促進条例」
を可決
県内の林業及び木材産業の振興を図り、本県の
経済の活性化に寄与することを目的とした、
「秋田
県木材利用促進条例」が今議会に議員提案され、
全会一致で可決されました。
この条例では、県の責務や関係者の役割、県民
の理解と協力について定めたほか、主に次のような
取組を促進することとしています。
木材の優先利用
県産木材の利用
県産木材製品の国内販売及び輸出

