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北東アジア地方議会フォーラムに参加 (4/19)

能登 祐一

私たち自民党は、
この度の参議院議員選挙において、多くの国民・県民の皆さまの
負託を受けて、安定した政権基盤を確保することができました。世界経済や国際情勢
が不透明さを増す中、
「 安定した政治｣が何より重要であり、
自公の安定した政権による
政策継続により経済を成長させ、地域の活性化や地域住民の生活を豊かにしていく
ことが、わが党の責任であります。
秋田県では、地域特性を活用した産業振興と雇用対策、若者の定着に向けた移住・
定住対策、官民一体となった少子化対策、
そして住み慣れた環境で心豊かな生活を送る
ために新たな地域社会を形成することは、県の喫緊の課題となっております。
私たち県議会自民党会派は、県民の皆さまとの意見交換や対話集会を通して、活力
ある秋田の復活を目指し、積極的な施策の展開により一層努めてまいりますので、今後
ともご指導ご鞭縫をくださいますよう宜しくお願い申し上げます。

活 動 報 告

6月議会一般質問

自由民主党会派 会長

通算8度目となる一般質問に立ち、
佐竹知事
の県政課題に対する取り組みの成果や目標達成
度の他、出荷量日本一を達成したエダマメの
今後の戦略や本県沖での洋上風力発電の可能
性、
また北海道新幹線開業への対応と大館
能代空港の活用などについて質問しました。
知事はエダマメについては出荷量だけでなく
品質においてもトップクラスを目指す。
洋上風力に
ついては県内への経済波及効果は最大で
2,100億円、運転開始後は毎年50億円との
結果を得ており、県内企業の参入拡大に取り
組む。
北海道新幹線については、
函館青森から
北東北に呼び込むための取り組みを強化し
大館能代空港の利用促進に結びつく骨太の
観光流動を創り出す、
などの答弁がありました。

豪風関を激励

(5/19 両国)

来年秋田での開催が決定！

韓国忠清南道で開催の第7回北東アジア地方議会議長
フォーラムに渋谷議長らと共に参加。
中国、
韓国、
ロシア、
モンゴル、
日本の計5ヵ国から11の地方議会が参加し北東アジアの文化
観光交流について意見を交わし合意に至るが、
来年の開催地
が未定のまま閉会。
帰国後、
県当局、
議会とも相談の上、
秋田で
初の開催が決定しました。
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地域の話題盛り沢山！ http://blog.kitabayashi-takemasa.com/

自由民主党
北秋田市・郡第二支部
〒018-3322

北秋田市住吉町4−14

発行／平成28年8月1日

秋田県議会議員

北林

丈正

こんにちは、北林たけまさです。皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び
申し上げます。
さる８月16日、大相撲で長年活躍を続ける北秋田市出身の豪風関に県民栄誉賞
が授与されました。小兵力士ながら幕内通算522勝（76場所）
を挙げ、福祉施設や
学校等を積極的に訪問する姿勢は県民栄誉賞に十分値する素晴らしいものです。
地元としても大変名誉なことであり、一日も長く活躍を続けて欲しいものです。
さて地方創生への取り組みが様々スタートしていますが、6月議会の産業観光
委員会では外国人観光客の誘致や受け入れ体制の整備に関する予算が審議され
ました。県のインバウンド対策は緒に就いたばかりですが、地域連携DMOをはじめ
県北地域も一丸となって広域的な取り組みを進める必要があると思います。
また念願の日沿道鷹巣インターチェンジの開通も間近に迫ってきました。着々と
進むインフラ整備が地域の活力と安心安全に繋がるよう今後も積極的に活動して
まいります。皆様の変わらぬご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

より力強く ! 秋田の創生を促進
今回の補正予算は、国の地方創生推進交付金や東北観光復興対策交付金を
活用した秋田の創生に向けた取組のほか、
「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」
に
基づく事業等の予算が県より提案され、
６月議会において審議の上、
可決しました。

Ⅰあきた未来総合戦略に基づく事業
１.産学官連携による新技術開発の促進
新

◎新世代航空機部品製造
拠点創生事業

････････ 2億8,346万円

◎東京オリンピック
東京オリンピック・パラリンピック需要を
契機とした秋田スギフロンティア事業
秋田スギの市場を開拓するため、
ＣＬＴなど新たな
木質部材の生産に向けた検討や実証を行います。

新

新

･･･ 3,373万円

新

◎アスリートの競技活動サポート事業

･･････ 557万円

新

アスリートと企業等とのマッチングを進めると
ともに、
アスリートを雇用する企業等を支援す
ることにより、
アスリートが県内で競技を続け
ながら働ける環境を整備します。

3.秋田犬を活用した国内外からの誘客の促進

◎秋田のインバウン
秋田のインバウンド誘客促進事業 ･･･

4億9,616万円

◎秋田で輝く女性の起業応援事業
農産物直売所や海の資源を活かしたビジネス展開
の支援等により、
農林水産業における女性の活躍の
場の創出・拡大に向けた取組を行います。

･･････ 1,995万円

◎「あきたテレワーク」
による新しい働き方の ･･･
普及支援事業

367万円

県内企業を対象としたセミナーの開催やコンサル
ティングを実施し、
テレワークによる新しい働き方の
普及拡大を図ります。

Ⅱ 第２期ふるさと秋田元気創造プランに基づく事業
新 ① 男鹿市分

新 ② 上小阿仁村分
新 ③ 大館市分
新 ④ 能代市分
新 ⑤ 潟上市分
新 ⑥ 井川町分

･･･････ 5,620万円

男鹿の恵みを活かす観光振興プロジェクト
・複合観光施設の実施設計費 ･･････････････････ 1,000万円
多様な交流の推進による地域力強化プロジェクト
・集住型宿泊交流施設の実施設計費 ･･････････････ 1,000万円
ハチ公と歴史に触れる交流人口拡大プロジェクト
・観光交流拠点施設の用地買収費 ･････････････････ 400万円
道の駅を核とした地域活性化プロジェクト
・道の駅の実施設計費 ･････････････････････････ 800万円
安全｢防災｣・安心｢健康｣潟上プロジェクト
・防災・健康拠点施設の基本・実施設計費 ･･･････････ 1,400万円
子育てから始める井川の未来づくりプロジェクト
・子育て交流館(仮称)の実施設計費等 ･････････････ 1,020万円

新

◎合板・製材生産性強化対策事業･･･
合板・製材の生産性向上と木材の安定供給を一体的に
図るため、高性能林業機械の導入等に対し助成します。

◎地域介護福祉施設等整備事業
新

◎比内地鶏産地強化緊急対策事業

･････ 4,984万円

他産地との差別化、首都圏等での
販路開拓や県内外における消費拡
大に向けた取組を行います。

15億5,170万円

･･･ 10億4,930万円

グループホームや特別養護老人ホーム等が行う施設整
備等に対し助成します。

◎秋田犬の里魅力アップ促進事業
秋田犬の里魅力アップ促進事業

･･･ 1億9,952万円

【事業内容】
◆大館能代空港リムジンバスや内陸線等の車両ラッピング
◆大館能代空港ターミナルビル内案内表示の多言語化
◆ハチ公ゆかりの渋谷区でのＰＲイベントの開催

※テレワークとは、
情報通信技術を活用した、
場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

◎あきた未来づくり交付金事業

新

国内外で知名度の高い「秋田犬」
を活用した観光
誘客を図るため、
市町村や民間事業者等と連携し、
「秋田犬の里づくり」
を進めるとともに、
首都圏におい
て集中プロモーションを展開します。

5.秋田の新しい働き方・ビジネススタイルの創出

◎ウェルカム秋田！移住就業応援事業
農林水産業への就業を希望する移住希望者
に対する情報提供や初心者向け漁業・林業
の体験研修等を行います。

［補正後 予算総額 ６,１０１億円］

【事業内容】
◆Wi-Fi環境やカード決済機能の普及拡大
◆携帯端末に対応した外国人向け観光情報発信アプリの開発
◆台湾、
タイ、韓国等に向けた集中プロモーションの実施
◆外国人観光客が多い東京・京都等の空港ターミナルや駅に
おけるＰＲ映像の放映や広告掲出
◆北東北３県連携による
「食」
を切り口とした観光ルートの構築

※ＣＬＴ
（直交集成板）
とは、
製材したひき板を繊維が直交するように重ね合わせて接着したパネル部材のことです。

新

９６億６,１５７万円

海外からの観光誘客を促進するための取組を展開
します。

････ 6,692万円

4.「多様なしごと」
で輝く移住の促進

補正予算総額

2.インバウンド誘客の強化

産学官連携により、
航空機に使用される複合材製
造技術等の研究開発を行い、将来の航空機部品
の製造拠点の創出を目指します。

新

平成２８年度６月補正予算の概要

6.新たなまちづくりの推進
新

◎コンパクトなまちづくり推進事業
人口減少等の課題を解消するため、立地適
正化計画の策定により都市のコンパクト化に
取り組む市町村を支援します。

新

･･････ 4,566万円

◎秋田版「生涯活躍のまち」推進事業
ＣＣＲＣを導入したまちづくりを推進するた
め、
「秋田版ＣＣＲＣ構想」
を策定するほか、
事業化に向けた取組に対し助成します。

････ 1,385万円

※ＣＣＲＣとは、
中高年齢者が主体となって、
地域社会に溶け込みながら、
健康でアクティブな生活を送ることができるコミュニティのことです。

Ⅲ 公共事業

◎国庫補助事業 ･･･････････････
【農林水産部】 ････････

33億9,817万円

15億3,718万円

農業経営の更なる効率化を図るため、大区画ほ場整備
を行うほか、
防災・減災対策として、
ため池堤体工事を行
います。

【建設部】･････････････

18億6,099万円

防災・減災対策の更なる推進を図るため、
橋りょう補修や築
堤護岸工事等を行います。

