
8

12

参考資料

総合政策審議会からの提言に対する県の対応について

平成２８年度

　　　　（部　　会　　名）

○産業・エネルギー部会 1

（掲載ページ）

16

○地域力創造部会

19

秋田県企画振興部総合政策課

○健康・医療・福祉部会

○農林水産部会

○観光・交通部会

○教育・人づくり部会

21



資料について

本資料は、平成２８年度第２回秋田県総合政策審議会において提出された提言に対して、県の対応及び関連する平成２９年度予算等を各専門部会ごとにとりまとめたもの
である。

○各提言項目に対する予算での対応は、対応状況に応じてA・B・C・Ｄの４段階に分類している。
【分類区分】A：平成２９年度の施策・事業・取組に反映、Ｂ：平成２８年度補正予算等で対応済み、Ｃ：中期的なスパンで検討し３０年度以降実施、Ｄ：その他（国へ要望等）
               （参考）A…１７７個、B…２０個、C…４個、Ｄ・・・４個
○参考資料である「予算の概要」は、予算に計上している事業を網羅したものではないため、掲載されていない事業がある。それらの事業については事業名及 び予算額
のみ記載し、ページ数は「－」として表している。



（様式）

総合政策審議会からの提言への県の対応について （部会名）　産業・エネルギー部会

幹事部局

提言NO. 中項目 小項目（具体的取組レベル） （担当課室） （単位：千円）

提言１

１

産業労働部
（産業政策
課）

　各商工団体における経営指導員等の設置を補助し、積極的な企業訪問
やニーズに応じた専門家派遣を実施する。

Ａ 商工団体組織活動強化事業 1,638,723 当初 P14

　あきた企業活性化センターによる、全県各地での移動相談、経営革新
やマーケティングなどの専門家派遣を実施する。

企業競争力強化事業
（企業相談事業）

4,943 当初 P14

　産業技術センターの研究員が企業訪問し、その企業に適した技術のカ
スタマイズを行うことによる技術提案を通じて、製品開発を支援する。

技術支援加速化事業 8,443 当初 －

がんばる中小企業応援事業
（製造業及び非製造業分野）

228,174
当初
６月

P15
P6

あきた企業応援ファンド事業 120,000 当初 －

２

　海外において伝統的工芸品等のブランド化及び販売に実績のあるデザ
イナー等を産地に派遣し、商品の掘り起こしや販売方法等のアドバイス
を行う。

伝統的工芸品等振興事業
（伝統的工芸品等海外展開促進事業）

10,331 当初 P15

　ねんりんピックの会場やエリアなかいちで、伝統的工芸品の展示、実
演、体験、販売を行う。

（伝統的工芸品等振興補助事業） 8,000 当初 P15

がんばる中小企業応援事業（うち製造業分野） 203,100
当初
６月

P15
P6

あきた企業応援ファンド事業 120,000 当初 －

３

当初

当初

予算
計上
時期

当初

当初

当初

当初

当初

当初

当初

Ａ

Ａ

Ａ

P14

13,494Ａ

P19

当初

企業生産性向上事業

Ａ

P12

P19

P19

　商工団体に事業承継相談推進員を配置し、企業訪問による案件掘り起
こしや、事業引継ぎ支援センターとの連携強化、事業承継に対する意識
を醸成するためのセミナーや個別相談会を実施する。

事業承継推進事業

　事業承継を行う中小企業に事業資金を融資する。 新事業展開資金貸付事業(うち事業承継資金　融資枠5億円)

　事業引継ぎ支援センターが実施している「後継者人材バンク」と連携
し、後継者不在企業と事業意欲のある人材とのマッチングを支援する。

事業承継推進事業

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

中小企業の事業承継の支援

②

③

④

後継者育成塾等の開催による後継候補者等への教育支援

④

⑤

⑥

①

②

③

地域産業の振興

市町村等が取り組む新たな地域産業の創出や既存産業の拡大等への支援

自動車メーカーの経験者等による、生産現場における工程改善指導

企業の経営基盤の強化

　トヨタ自動車東日本(株)の協力による生産現場の「カイゼン」導入、
マーケティングノウハウや商品開発スキルの習得に向けた人材育成、機
械設備導入の支援や、あきた企業活性化センター内にアドバイザーを配
置して事業者間連携や商品戦略等の支援を実施する。

①

②

③

参考
資料

提　　　言
提言への対応 分類

平成２９年度予算での対応状況

企業訪問による相談案件の掘り起こし及び外部の専門家の活用による中小
企業の経営力や技術力、マーケティング力の強化 産業労働部

（地域産業振
興課）

中小企業・小規模事業者機能強化支援事業
産業労働部
（産業政策
課）

12,185

関連する主な事業

企業の経営基盤の強化と地域産業の振興について

中小企業・小規模事業者に対して、相談機関や支援制度を具体的な事例に
より周知

Ａ

産業デザインの活用促進による商品開発の支援

伝統的工芸品等の海外展開を視野に入れた多様な商品開発や販路の開拓
と、県内での観光客向けイベントの検討

販路拡大を目指す企業に対する、発注情報の収集・提供やマッチング支援 Ａ

自社の競争力の強化を図ろうとする中小企業に対する支援

Ａ

産業労働部
（地域産業振
興課）

④

食品産業の振興に向けた人材の育成や品質・生産性の向上、加工設備導入
等の支援

Ａ

業務や生活ニーズに対応した製品、省エネ関連製品の開発など、小規模な
中小企業でも取組可能な新分野への参入促進

事業承継時の資金需要に対する資金繰り支援

事業承継相談推進員の企業訪問による案件の掘り起こしや経営者等を対象
としたセミナー・個別相談会等の開催

後継者人材バンクを活用した後継者不在企業と事業意欲のある人材との
マッチング支援

①

　あきた企業活性化センターに販路開拓アドバイザーを配置し、県外企
業（首都圏、東北）を訪問して発注情報を収集し、県内企業との取引斡
旋、マッチング等を支援する。

産業労働部
（地域産業振
興課）

　新分野への進出や新商品の開発などの企業の新たな取組に係る、機械
等の導入経費や付随する人材育成等のソフト経費を支援する。

企業競争力強化事業
（販路拡大支援事業）

産業労働部
（地域産業振
興課・商業貿
易課）

　支援施策活用事例集を作成し、中小企業を訪問する企業支援コーディ
ネーターを通じて周知する。

　トヨタＯＢ等をアドバイザーとして、生産現場での改善指導、「カイ
ゼン成果報告会」による改善活動の普及啓発を行う。

産業労働部
（地域産業振
興課）

　あきた企業活性化センター内にあきた産業デザイン支援センターを設
置し、産業デザイン、製品開発、マーケティング等について専門的な助
言を行う。

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業デザイン活用促進事業

　市町村や関連団体（商工団体・業界団体等）が協働で実施する、地域
資源（原材料や技術など）を活用した新たな地域産業の創出や既存の地
域産業の拡大を支援する。

提案型地域産業パワーアップ事業
産業労働部
（地域産業振
興課）

Ａ

産業労働部
（産業政策
課）

食品事業者基盤強化事業
産業労働部
（地域産業振
興課）

　新分野への進出や新商品の開発などの企業の新たな取組に係る、機械
等の導入経費や付随する人材育成等のソフト経費を支援する。

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（産業政策
課）

　後継者として必要な一連の知識を習得できる後継者育成塾を実施す
る。

事業承継推進事業

産業労働部
（産業政策
課）

産業労働部
（産業政策
課）

24,554

14,800

18,349

20,559

20,399

20,399

20,399

－

－

P15

P14

P16

1



提言２

１

　県内企業の中核として地域経済を牽引する企業に成長できる企業を対
象として、戦略策定から事業化まで一貫した支援を総合的に実施する。

ものづくり中核企業創出促進事業 40,885 当初 P12

　地域経済の中核的役割を担う企業に対し、成長戦略の策定から事業化
まで一貫した支援を展開する。

（新） ものづくり中核企業成長戦略推進事業 75,000 ６月 P6

　３ＤプリンタやIoTなどの技術を活用した新たなものづくり時代に向け
て、産業技術センターのコア技術を基に、県内企業の付加価値の高い製
品開発や人材育成を支援する。

あきたものづくり創生事業 33,788 当初 P13

　産業技術センターの研究員が企業訪問し、その企業に適した技術のカ
スタマイズを行うことによる技術提案を通じて、製品開発を支援する。

技術支援加速化事業 8,443 当初 －

２

当初

当初

当初

当初

当初

当初

当初

当初

当初

P9

P9

P9

P9

P9

航空機産業強化支援事業
（地方創生産業インフラ整備事業）

Ａ

Ａ

Ａ

P10

P9

当初

P14

P10

P10

当初

航空機産業強化支援事業
（地方創生産業インフラ整備事業）

航空機産業強化支援事業
（地方創生産業インフラ整備事業除く）

航空機産業強化支援事業
（地方創生産業インフラ整備事業除く）

13,343

144,213

13,343

13,343

86,147

航空機産業強化支援事業
（地方創生産業インフラ整備事業除く）

航空機産業強化支援事業
（地方創生産業インフラ整備事業除く）

13,343

産業労働部
（輸送機産業
振興室）

産業労働部
（輸送機産業
振興室）

産業労働部
（輸送機産業
振興室）

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（輸送機産業
振興室）

産業労働部
（輸送機産業
振興室）

産業労働部
（輸送機産業
振興室）

産業労働部
（輸送機産業
振興室）

産業労働部
（輸送機産業
振興室）

産業労働部
（輸送機産業
振興室）

企業競争力強化事業
（事業化プロデュース事業）

　国外メーカーとの新規取引を目指すため国際品質認証規格（TS16949）
取得を支援する。

自動車産業強化支援事業
（競争力強化支援事業）

自動車産業強化支援事業
（競争力強化支援事業）

　自動車メーカーや一次サプライヤーとの新規取引、取引拡大を目指
し、メーカーの現地調達化の意向に沿って、北海道・東北全体あるいは
北東北３県等で連携して商談会を開催する。

自動車産業強化支援事業
（参入促進支援事業）

　複数企業連携による製品の高付加価値化や県内で不足している工程を
補い一貫工程化するために必要な設備投資を支援する。

　航空機産業に参入するに当たって必要とされる世界標準の品質マネジ
メントシステム規格（JISQ9100）、特殊工程作業に対する国際的な認証
制度（Nadcap）の取得を支援する。

① 国際的な品質管理マネジメントシステムや特殊工程の認証取得の支援

④

②
サプライチェーンや企業間連携による一貫工程化に向けた設備投資への支
援

⑤

③

⑥

②

（１）自動車関連産業

（２）航空機関連産業

③

④

①

②

中核企業の育成と技術イノベーションの創出

秋田の成長を牽引する企業の育成と成長分野への新たな事業展開について

アドバイザーやコーディネーターによる製品化から販売までの一貫支援 Ａ

産業技術センターによるコア技術の県内企業への展開、共同研究を通じ企
業への技術移転、県内企業が抱える技術課題の解決支援

Ａ

　県内での航空機産業の一層の拡大を図るため、産学官と大手航空機
メーカーが連携して行う、航空機向け複合材の新たな低コスト製造技
術、複合材の新たな接合検査技術の研究開発を支援する。

地域企業間のサプライチェーン形成の中核となる企業の育成

　地域産業振興課に事業化プロデューサーを、産業技術センター及びあ
きた企業活性化センターに研究開発コーディネーターを配置し、それぞ
れの連携の下、県内企業の技術シーズの事業化から収益化まで支援す
る。

　将来の航空機産業を担う人材を育成するため、高校生や大学生等を対
象とした特別講義や工場見学会を実施する。

プロジェクトマネージャーや自動車産業アドバイザーによるＱＣＤ向上や
人材育成への支援

Ａ

Ａ

航空機産業アドバイザーによる航空機メーカーとのマッチング支援 Ａ
産業労働部
（輸送機産業
振興室）

Ａ

複合材の新たな成形技術の開発、複合材の接合検査技術の開発 Ａ

　あきた企業活性化センターに自動車メーカーＯＢのプロジェクトマ
ネージャーを配置し、自動車産業アドバイザー等と連携して、県内企業
の技術指導や工程改善グループ研修、品質管理担当者向け等の研修や企
業の中核を担う人材向け研修を実施する。

航空機産業全般に精通した中核技術者の育成 Ａ

　一貫工程を受注するために必要となる特殊工程等産業インフラと位置
付けられる設備など、拠点形成に向けた設備投資を支援する。

　航空機産業アドバイザーや東北航空宇宙産業研究会（TAIF）と連携
し、航空機メーカーや装備品メーカー等とのマッチング支援を実施す
る。

　企業の中核を担う技術人材を対象とした航空機産業全般にわたる知識
の習得を目的としたセミナーを開催する。

自動車メーカーや一次サプライヤーをターゲットにした商談会の開催 Ａ

サプライチェーンや企業間連携による製品化に必要な設備投資に対する支
援

Ａ

自動車関連産業と航空機関連産業の振興

高校生や大学生を対象とした航空機産業に関する特別講義の実施による将
来を担う人材育成

国際的な品質管理マネジメントシステムの認証取得支援

③

①

38,148

19,641

19,641

7,052

144,213

新世代航空機部品製造拠点創生事業

P9

2



３

医療福祉関連産業成長促進事業
（研究開発拠点形成事業）

10,014 当初 P11

先進がん医療コア技術開発推進事業 51,661 当初 P11

　大手企業と中小企業とのマッチング機会や、医療業務従事者との意見
交換会の場を創出することを目的として、秋田県医療機器技術展示交流
会を実施する。

医療福祉関連産業成長促進事業
（マッチング推進事業、医工連携人材育成事
業）

5,048 当初 P11

　医療福祉産業への参入と製品開発を進めるため、医療機器の製造販売
業者と県内企業のマッチングを図る。

（課題解決型医療福祉機器開発事業） 8,833 ６月 P6

４

５

　情報関連事業者による研修会の開催や展示会への出展を支援する。 情報関連産業振興事業 2,100 当初 P11

情報関連産業競争力強化事業
（情報関連産業商品開発支援事業）

9,000 当初 P12

（情報関連認証取得支援事業） 2,500 当初 P12

当初

当初

当初

当初

当初

当初

当初

当初

当初

当初 P11

Ａ

Ａ

　将来を担う情報関連産業の人材を確保するため、情報関連事業者によ
る大学生等を対象とした交流を支援する。

Ａ 2,100

Ａ

　県内で新規立地又は事業拡大する情報関連企業が県内の人材を情報関
連技術者として雇用した場合に、人材育成費等を支援する。

Ａ 情報関連産業立地促進事業 26,949

Ａ
情報関連産業競争力強化事業
（データビジネス拠点化促進事業）

　高付加価値なデータビジネスの拠点化を促進するため、ビッグデータ
分野におけるデータ分析者を養成する実践的なプログラムによる講座を
実施する。

Ａ
情報関連産業競争力強化事業
（データビジネス拠点化促進事業）

2,695

2,695

　大規模受託開発プロジェクトの計画や運営管理を遂行する情報関連高
度技術者「プロジェクトマネージャ－」の養成研修を実施する。

Ａ
情報関連産業競争力強化事業
（情報関連高度技術者養成事業）

2,132 当初

P112,100

5,048

情報関連産業振興事業

情報関連産業振興事業

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（地域産業振
興課）

　成長が見込まれる分野の技術・製品等の開発を担う主体の創出・育成
を図るため、県内企業、大学、公設試等で構成するコンソーシアムの形
成とそれらの活動を支援する。

　次世代農業機器研究会による農業の省力化・生産性向上に資する関連
機器・デバイスの開発、エネルギーハーベスティング研究会による熱や
振動などからの環境発電技術を応用した関連機器・デバイスの開発、次
世代ひかり産業技術研究会によるＬＥＤ機器や関連部品の開発等を支援
する。

　情報関連事業者による展示会の開催や出展、異業種や同業者との交流
を支援する。

　新たなソフトウエアやコンテンツ等の開発の支援、官公需や共同企業
体への参加資格となりつつあるプライバシーマークの認証取得を支援す
る。

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（商業貿易
課）

　新たな商品開発の発想力を高めるため、県内情報関連事業者における
データ分析人材や、データ分析に基づき自ら企画提案できる人材を育成
する。

①

②

③

③

①

⑥

⑦

中小企業による研究開発から自社ブランドの製品化、販売までの一貫支援

②

①

②

③

④

Ａ

次世代農業機器研究会などのコンソーシアムによる技術・製品等の研究開
発に対する支援

Ａ

人材育成、販路拡大、自社商品開発及び認証取得等に向けた総合的な支援

　ＡＭＩネットワークや秋田県医療機器技術展示交流会により医工連携
への取組を促進する。

　県内大手医療機器メーカーが県内の大学や公設試とともに行う製品開
発を支援する。

県内企業による成長分野の技術・製品等の開発・事業化の先導的な取組に
対する支援

　地域産業振興課に事業化プロデューサーを、産業技術センター及びあ
きた企業活性化センターに研究開発コーディネーターを配置し、それぞ
れの連携の下、県内企業の技術シーズの事業化から収益化まで支援す
る。

３ＤプリンタやIoTなどの技術を活用した新たなものづくり時代に向け
て、産業技術センターのコア技術を基に、県内企業の付加価値の高い製
品開発や人材育成を支援する。

県内大学等と情報関連企業との連携促進による情報関連産業の人材の確保

Ａ

大手企業、中小企業、医療業務従事者等が参加する交流会を通じた企業間
連携やニーズの発見などによる新たな事業展開の促進

産学官金交流の場である「ＡＭＩ（秋田メディカルインダストリ）ネット
ワーク」等による医工連携への参入促進

Ａ

産学官連携による県内大手医療機器メーカーの研究開発の拠点化を促進

Ａ

研究開発の主体となる産学官連携によるコンソーシアムの創出に対する支
援

④ ビッグデータ分野のデータ分析者の養成に向けた支援

大都市圏からの受注拡大のための情報関連高度技術者の養成に向けた支援

Ａ

⑤ 地元人材を活用する情報関連企業の立地の促進

付加価値の高い情報関連産業の確立

県内におけるＩＣＴ利活用ニーズの掘り起しと県内中小企業による受注獲
得の促進

自ら企画・提案等できる若手情報産業人材の育成

医工連携による医療機器関連産業の育成

電子部品・デバイス産業の技術力を活用した新たな事業展開

38,148

医療福祉関連産業成長促進事業
（マッチング推進事業、医工連携人材育成事
業）

企業競争力強化事業
（事業化プロデュース事業）

33,788

1,300

1,300

あきたものづくり創生事業

企業競争力強化事業
（団体連携等推進支援事業（うちコンソーシア
ム形成・活動推進事業））

企業競争力強化事業
（団体連携等推進支援事業（うちコンソーシア
ム形成・活動推進事業））

P12

P13

P14

P14

P12

P12

P17

P11

P14
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６

　確実な起業に結び付けるため、起業塾受講者等への専門家による指
導・助言を行う。

あきた起業促進事業
（起業塾受講者等個別サポート事業）

2,100 当初 P20

　起業者への初期投資費用や人件費の支援、起業後の指導・助言を行
う。

（起業支援事業） 21,701 当初 P20

７

　「秋田産学官ネットワーク」の「人による支援」を通じて、研究分野
や業種など従来の枠を超えた連携を促進する。

産学官連携イノベーション創出事業
（秋田産学官ネットワーク推進事業）

11,955 当初 －

　産学官連携の取組をより一層強力に推し進めるため、首都圏等の大学
などのユニット研究室を誘致して、県内の企業や大学等との共同研究を
実施する。

あきた産学官金総結集新産業創出事業
（ユニット研究室を核とした産業活性化推進事
業）

26,416 当初 P13

当初

当初

当初Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
あきた起業促進事業
（起業家育成事業（うち高校生等起業体験））

510

P20

当初

当初4,200

P20

P20

当初
６月

当初

商業活性化・まちづくり支援事業
（街なか商業活性化市町村支援事業）

3,000

あきた起業促進事業
（起業家育成事業（うち起業スキル習得塾））

　高校・大学生を対象として、会社の設立から決算・株主総会まで、経
営の一連業務を体験するプログラムを実施する。

あきた未来創
造部
（あきた未来
戦略課）

あきた未来創
造部
（あきた未来
戦略課）

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（商業貿易
課）

　商店街を核とした中心市街地で実施する賑わい創出イベントや商店
街・個店の魅力アップ事業を支援する。

新事業展開資金貸付事業（うち創業支援資金　融資枠15億円）

⑤

①

②

少子高齢化等の地域課題に対応したサービス業の立ち上げ支援

商店街等の魅力向上に向けた取組や商業者間の交流促進による新たな取組
の創出支援

⑥

③

④

①

「秋田産学官ネットワーク」の取組強化による人的ネットワークの拡大

産学官連携の研究に対するクラウドファンディングの手法による支援 Ａ

高校や大学等と連携した学生等に対する起業家意識の醸成

Ａ起業塾の開催による起業スキルの習得支援
　将来の起業を目指す学生など若年層のほか、女性、シニアなど幅広い
層を対象に、起業に必要な基礎知識等の習得を図るための起業スキル習
得塾を実施する。

産業労働部
（商業貿易
課）

Ａ
　地域課題の解決や社会ニーズに対応した新サービスの開発や販路拡大
等の取組を支援する。

　産学官連携によって実用化に近付いた研究を進めている県内大学や公
設試の研究者を対象として、クラウドファンディングの手法を通じて研
究資金を獲得しようとする取組を支援する。

　県内在住の大学生等を対象に、ＩＣＴツールを活用し、秋田を拠点と
して、国内外から高付加価値な仕事を受注できる起業家人材を育成す
る。

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（商業貿易
課）

ＩＣＴを活用し、本県を拠点として付加価値の高い業務を受注できる起業
家人材の育成

起業準備段階における個別サポートや起業時の初期投資費用に対する助
成、起業後のフォローアップなど各段階を貫いた切れ目のない支援

産業労働部
（産業政策
課）

Ａ

②

　新規開業や新分野進出を図る事業者に事業資金を融資する。

起業の促進と商業・サービス業の振興

産学官の多様な連携・交流による新技術・新製品の開発

あきた産学官金総結集新産業創出事業
（アクティブ・リサーチャー支援事業）

2,970

　　　　　　〃　　　　（うち事業革新資金　融資枠10億円）

あきた起業促進事業
（ＩＣＴ活用によるグローバル起業家人材育成
支援事業）

がんばる中小企業応援事業（うち非製造業分野）

18,168

25,047

P14

P13

－

P15
P6
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提言３

１

建設部
（港湾空港
課）

　平成33年頃の運転開始を目指し、秋田港と能代港の地質調査や岸壁の
利用調整を行う。

Ａ 洋上風力発電導入推進事業 14,708 当初 P10

産業労働部
（資源エネル
ギー産業課）

　発電事業者と関係者との調整の支援、関連する送電網整備に関する国
への働きかけを行う。

Ａ
新エネルギー産業創出・育成事業
（洋上風力発電導入促進事業）

3,838 当初 P10

２

環境・リサイクル産業集積促進事業 47,677 当初 －

あきた企業立地促進助成事業（環境・エネル
ギー型、資源素材型）

540,109
当初
６月

P16
P7

当初
６月

当初

当初

当初

当初

P10

新エネルギー産業創出・育成事業
（新エネルギー関連産業創出支援事業（うち風
力発電メンテナンス人材育成及びメンテナンス
技術者養成支援））

新エネルギー産業創出・育成事業
（新エネルギー関連産業創出支援事業（うち風
力発電関連産業マッチング支援事業））

P10

当初
６月

当初

新エネルギー産業創出・育成事業

環境・リサイクル産業集積促進事業

環境・リサイクル産業集積促進事業
（リサイクルネットワーク支援事業）

Ａ

産業労働部
（資源エネル
ギー産業課）

産業労働部
（資源エネル
ギー産業課）

産業労働部
（資源エネル
ギー産業課）

産業労働部
（資源エネル
ギー産業課）

産業労働部
（資源エネル
ギー産業課）

産業労働部
（資源エネル
ギー産業課）

産業労働部
（公営企業
課）

　製造業者・消費者・リサイクル業者が参加する研究会の開催や先進事
例調査を実施する。

　「風力発電関連産業マッチングフォーラム」の開催により、風力発電
関連産業への参入を目指す県内企業と、県内における風力発電事業者と
のマッチング機会の提供を図る。

　使用済み製品の解体・破砕・選別等の前処理を行う中間処理業者の育
成及び支援を行う。

産業労働部
（資源エネル
ギー産業課）

①

① 新エネルギー関連産業への参入範囲の拡大に向けた企業間連携の促進

（２）新エネルギー関連産業の創出・育成

廃棄物の中間処理業者の育成支援

②

③

①

「新エネルギー立県秋田」の創造と環境・リサイクル産業の拠点化について

（１）再生可能エネルギーの導入拡大

リサイクルの推進に向けた、製造業者、消費者、リサイクル業者のネット
ワーク化の支援

Ａ

洋上風力発電の導入に向けた、秋田港・能代港の港湾内施設等の調査・調
整及び送電網整備の支援

Ａ
県営水力発電の能力増強を図るための早口発電所（大館市）の大規模改良
工事

Ａ

風力発電のメンテナンス技術者の人材育成に対する支援
　本県をフィールドとする効率的な人材育成システムの構築を図るとと
もに、県内企業が行うメンテナンス技術者育成に要する経費を助成す
る。

リサイクル技術高度化に向けた設備投資や研究開発に対する支援

　第２期秋田県新エネルギー産業戦略（計画期間：H28-37年度）に基づ
いて、再生可能エネルギーの導入拡大を図る。

Ａ

　豊富な水資源を有効活用して発電の効率化や売電電力量の増加を図る
ため、老朽化した施設の更新などを行う。

　多業種連携による受注機会の拡大を支援する。

「第２期秋田県新エネルギー産業戦略」に基づき、風力や水力、地熱など
の再生可能エネルギーの導入拡大

Ａ

Ａ

②

③

Ａ

　環境・リサイクル事業の拡大や新規参入しようとする企業の技術開発
や設備投資を支援する。

③

新エネルギー関連産業の創出・育成

環境・リサイクル産業の拠点化

発電事業者と県内企業とのマッチング支援

②

新エネルギー産業創出・育成事業 37,714

454,009

37,714

12,983

早口発電所大規模改良事業

1,826

47,677

P10
P7

1,126 －

P10
P7

－

ー
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提言４

１

環日本海物流ネットワーク構築推進事業
（秋田港コンテナ貨物利用拡大支援事業（うち
秋田港ポートセールス推進事業））

814 当初 P18

（秋田港コンテナ貨物利用拡大支援事業（うち
荷主定着化促進事業））

29,590 当初 P18

　船会社を訪問し、補助制度活用による新規航路開設を働きかけ、秋田
港の物流拠点化を図る。

（秋田港コンテナ航路新規開設・維持拡充推進
事業（うち新規航路開設促進事業））

1,300 当初 P18

２

　高速道路への更なるアクセス機能の強化・向上等を図るための各種調
査を実施する。

Ａ 地方道路等整備事業 30,000 当初 －

　県内高速道路の早期全線開通に向けて、整備促進を国へ要望する。 Ｄ － －

３

③ 秋田県企業誘致推進協議会や市町村と連携した誘致活動の強化
産業労働部
（産業集積
課）

　秋田県企業誘致推進協議会（県・市町村・民間企業で構成）における
企業誘致活動として、首都圏・東海圏・関西圏の企業を対象とした立地
説明会（延べ４回）を開催する。

Ａ 経常予算で対応

5,540

85,664

当初

当初

当初

当初

当初

当初
６月

当初

当初

Ａ

県内企業海外展開支援事業
（県内企業輸出促進応援事業）

県内企業海外展開支援事業
（東南アジア経済・観光交流促進事業）

産業労働部
（商業貿易
課）

建設部
（港湾空港
課）

建設部
（道路課）

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（商業貿易
課）

県内企業海外展開支援事業
（海外展開支援ネットワーク事業）

東アジア経済交流強化事業

　ＡＳＥＡＮ地域等での事業展開を図る県関連企業を支援するため、連
絡デスク（タイ・バンコク）が「タイ秋田県関連企業支縁ネットワー
ク」等を通じ、投資や税務などの情報提供や、商談の機会提供等のビジ
ネスマッチング支援を行う。

　東アジア地域における経済面を中心とした交流を民間企業・団体等と
一体となって推進するため、訪問団の派遣・受入、国際交流員の受入
れ、各種交流会議への参加、現地へのアドバイザーの配置を実施する。

産業労働部
（商業貿易
課）

産業労働部
（産業集積
課）

産業労働部
（産業集積
課）

建設部
（港湾空港
課）

産業労働部
（資源エネル
ギー産業課）

産業労働部
（産業集積
課）

　貿易関係機関等から成る「あきた海外展開支援ネットワーク」を通じ
て、県内企業の海外展開事例を周知する。

　県内外の貿易関係企業を訪問し、秋田港の利便性や荷主奨励金制度の
ＰＲを通じて、コンテナ貨物の集荷を進める。

　秋田港長期構想委員会を開催し、秋田港の長期的ビジョンを策定す
る。

　既存施設の効率的な利用を促進するとともに、国直轄事業及び県事業
の着実な推進を図る。

　海外で開催される見本市や展示会への出展、海外事務所の立ち上げ、
海外の貿易業者等と連携した販路拡大の取組などを支援する。

　国への要望を実施する。

　本社機能等の移転等に伴う設備投資や従業員の転居等に係る移転経費
を支援する。

②

③

④

③

②

④

②

①

⑤

①

　本県への立地を目指す企業への充実した支援体制はもとより、特徴あ
る高等教育機関、勤勉で粘り強い県民性、産業技術センターの技術など
の秋田県の強みについて、企業訪問や立地説明会、有力業界誌等での広
告掲載を活用して実施する。

　企業訪問専門員を配置し、市町村と連携しながら、誘致済み企業への
継続訪問（目標：年１回全社）による要望・意見の聞き取り及び速やか
な対応を行う。

海外取引の拡大と産業拠点の形成について

Ａ

海外への販路拡大に向けた商談会や見本市への出展等を行う県内企業への
支援

Ａ

船川港における石油製品備蓄の強化に向けた国への働きかけ Ｄ

Ａ

秋田港の整備や利活用に関する長期的な構想の策定 Ａ

海外進出した県内中小企業の経験等も活かした実用的な情報発信 Ａ

訪問団の派遣等を通じた人脈形成とビジネスチャンスの拡充

Ａ

誘致済み企業等の本社機能の移転促進 Ａ

Ａ

全国トップレベルの各種優遇制度のほか、優秀な人材や低コストな事業環
境、高度な技術を持つ企業や公設試験研究機関など、県内立地の優位性を
広くＰＲ

企業誘致の推進と企業の投資促進

④
連絡デスク（タイ・バンコク）等を積極的に活用した、ＡＳＥＡＮ地域等
での県内企業の海外展開の支援

Ａ

秋田港の利用促進に向けたポートセールス活動の強化及び船社・荷主に対
する補助制度の充実等

港湾の防災・減災対策の推進

港湾の機能強化

企業ニーズに対するきめ細やかなフォローアップと支援制度の構築

秋田港の長期構想を踏まえた高速道路とのアクセス機能強化、県内高速道
路の整備促進

①

東アジア等とのビジネス拡大と物流ネットワークの構築

産業集積加速化事業

秋田湾産業新拠点企業立地推進事業

港湾整備事業

16,458

12,600

本社機能等移転促進事業
（支援対象案件に応じて補正予算で対応）

－ －

1,435,880

6,109

14,392

立地環境プロモーション強化事業

P19

1,736

P17

P19

P18

P19

－
－

－

－
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提言５

１

産業労働部
（商業貿易
課）

　新たな商品開発の発想力を高めるため、県内情報関連事業者における
データ分析人材や、データ分析に基づき自ら企画提案できる人材を育成
する。

Ａ
情報関連産業競争力強化事業
（データビジネス拠点化促進事業）

2,695 当初 P12

産業労働部
（地域産業振
興課）

　自社商品を開発する発想力を高めるため、業界の最先端の状況などを
テーマとしたセミナーの開催及びその後のフォローアップを行う。

Ａ 産業デザイン活用促進事業 14,800 当初 －

　若者職場定着連絡会（労働局・県・市町村・教育機関・労働団体・経
済団体）により各機関の取組成果を共有し、各機関が連携して若者の職
場定着を支援する。

経常予算で対応

 県内就職の促進と県内企業の人材確保に向けた働き方改革を推進するた
め、行政機関・労働団体・事業主団体による意見交換を行うとともに、
企業・団体を対象としたシンポジウムを開催する。

県内就職促進事業
(働き方改革推進事業）

1,028 ６月 P8

２

秋田を支える人材確保支援事業
（秋田で就職応援団（Ａターン）事業）

14,300 当初 P51

（インターンシップ促進事業） 14,166 当初 P51

秋田を支える人材確保支援事業
（学卒者県内就職促進事業）

3,999 当初 P51

（秋田で就職応援団（Ａターン）事業） 14,300 当初 P51

当初

44,160

14,300

当初

当初

当初

当初

当初

P51

P51

P51

Ａ

秋田を支える人材確保支援事業
（学卒者県内就職促進事業）

3,999

P51

産業労働部
（雇用労働政
策課）
あきた未来創
造部
（移住・定住
促進課）

産業労働部
（雇用労働政
策課）

あきた未来創
造部
（移住・定住
促進課）

産業労働部
（地域産業振
興課）

産業労働部
（雇用労働政
策課）

あきた未来創
造部
（移住・定住
促進課）

あきた未来創
造部
（移住・定住
促進課）

　県内企業・県内大学・県の連携により県内就職につながるインターン
シップ受入を促進する。

　高校生や大学生等、保護者や学校の就職担当者に対して「こっちゃ
け」をＰＲ、掲載企業数の充実、調べやすい検索機能の検討を行う。

　就活情報サイト「ｋｏｃｃｈａｋｅ（こっちゃけ）!」、Ａターンプラ
ザ秋田のＡターン相談員による首都圏の大学等への訪問、県内就職希望
登録者制度によるメルマガ配信、あきた女子活応援サポーターと女子学
生との交流会などにより、県内外の大学生等へ県内企業の情報を提供す
る。

⑥

①

②

④

①

移住・定住施策と連携した分野ごとやターゲットを絞ったより確度の高い
マッチング支援

Ａ

就職面接会等による県内企業とのマッチング支援

関係機関との連携による若手従業員の職場定着に向けた支援 Ａ

新たな製品やサービスを生み出す発想力を高めるためのセミナーや交流会
の開催

　東京の「Ａターンプラザ秋田」と「秋田で暮らそう！Ａターンサポー
トセンター」の連携により、Ａターン希望者のニーズに応じて、就労支
援と生活相談が一体となった、きめ細かなマッチング支援を行う。

あきた未来創
造部
（移住・定住
促進課）
あきた未来創
造部
（移住・定住
促進課）

　大卒者等に対しては合同就職説明会（東京・仙台・秋田）・面接会
（秋田）、Ａターンに関してはＡターン就職面接会（東京・秋田）を開
催し、マッチングを支援する。

　県内で開催される大学父母会への参加や、企業・大学等合同就職協議
会、大学等の就職担当者の職場見学会により、保護者や教育機関の就職
担当者に県内企業の情報を提供する。

②

③

⑤

③

④

県内就職の促進と多様な人材の確保

産学官連携によるインターンシップの検討 Ｂ

就活情報サイト等を活用した県内企業の情報発信 Ａ

技術専門校や民間教育訓練機関による企業ニーズを踏まえた職業訓練 Ａ

就職希望者の保護者や学校の就職担当者等への県内企業の情報提供 Ａ

Ａ

就活情報サイト「こっちゃけ」の認知度の向上、検索機能の検討 Ａ

　産業技術センターの研究員が企業訪問し、その企業に適した技術のカ
スタマイズを行うことによる技術提案を通じて、製品開発を支援する。

　第１０次秋田県職業能力開発計画に基づき、成長分野を担う意欲的な
人材の育成に向けて訓練・指導内容の充実を図るほか、民間教育訓練機
関を活用し地域ニーズを踏まえた離職者等に対する職業訓練の充実強化
を図る。

産業構造の変化に対応した産業人材の育成

秋田の産業を支える人材の育成について

産業技術センターによる企業ニーズを踏まえた技術指導

秋田を支える人材確保支援事業
（インターンシップ促進事業）

技術支援加速化事業

職業能力開発促進事業
（就業能力向上支援事業）

8,443

秋田を支える人材確保支援事業

281,886

14,166

秋田を支える人材確保支援事業
（秋田で就職応援団（Ａターン）事業）

P20

－
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（様式）

総合政策審議会からの提言への県の対応について （部会名）　農林水産部会

幹事部局

提言NO. 中項目 小項目（具体的取組レベル） （担当課室） （単位：千円）

提言１

１

農林水産部
農地中間管理総合対策事業
（農地中間管理事業　ほか）

1,166,517 当初 P21

（農林政策課）

農林水産部 次世代プロ農業経営者育成支援事業 2,888 当初 P22

（農林政策課）

農林水産部 地域農業を担う経営体発展支援事業 16,379 当初 －

（農林政策課）

２

農林水産部 ウエルカム秋田！移住就業応援事業 74,393 当初 P23

（農林政策課）

農林水産部 (新) ミドル就農者経営確立支援事業 18,000 ６月 P8

（農林政策課）

３

農林水産部 秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト事業 4,991 当初 P33

（農林政策課）
農地中間管理総合対策事業
（条件不利農地を担う経営体支援事業）

15,525 ６月 P8

提言２

１

農林水産部 産地パワーアップ事業 119,337 当初 P26

（園芸振興課） 園芸メガ団地育成事業 178,374 当初 P25

ネットワーク型園芸拠点育成事業 639,710 当初 P25

農林水産部 (新) 秋田のしいたけ販売三冠王獲得事業 349,755 ６月 P9

（園芸振興課）

２

農林水産部 大規模肉用牛団地整備事業 35,332
当初
６月

－
P10

（畜産振興課） 畜産競争力強化対策事業 186,570
当初
６月

P30
P10

農林水産部 秋田県産牛ブランド確立推進事業 44,349 当初 P30

（畜産振興課） 「秋田牛」ブランド繁殖基盤強化拡大対策事業 33,660 当初 P29

めざせ全共チャンピオンシップ事業 18,107 当初 P30

農林水産部 比内地鶏販売拡大推進事業 27,772 当初 P30

（畜産振興課） （新） 食味ピカイチ比内地鶏ブランド再構築事業 15,668 ６月 P10

Ｙｏｕ Ｌｏｖｅ秋田産推進事業 35,830
当初
６月

P35
P9

予算
計上
時期

　首都圏の著名飲食店での秋田牛のメニュー化や県内飲食店での秋田牛
フェアなどを実施するとともに、本県の肉用牛産地としての全国評価向
上を図るため、平成29年９月に開催される宮城全共での上位入賞を目指
す出品対策や全共会場での秋田牛ＰＲに取り組む。
　また、秋田牛の品質向上や出荷頭数の拡大に向けた繁殖基盤の強化や
優良肥育素牛の導入を支援する。

　東京事務所に比内地鶏専門の販路開拓員を設置するとともに、県内宿
泊施設における比内地鶏メニューフェアの開催や学校給食利用の促進、
香港における販路開拓により、比内地鶏の販路の拡大を図るほか、マー
ケティング調査や科学分析結果をもとに、品質の高位平準化対策と、食
味の高さ等の優位性を前面に出したＰＲ活動を行う。

 担い手の規模拡大や生産性向上により競争力を強化するため、農地中間
管理機構を活用した農地集積や集約化を推進する。

　次代を担うプロ経営者を育成するため、経営や人材マネジメント能力
の向上を支援する新たな研修体系を構築する。

　集落型農業法人の事業間連携に関する調査研究や、セミナーの開催、
専門家を交えた経営継承計画の策定など、集落型農業法人の円滑な経営
継承に向けた取組を支援する。

　多様なルートからの新規就農者を確保するため、首都圏におけるセミ
ナーや個別相談会を開催するほか、県外からの移住就農者を対象に、機
械・施設整備等の初期投資の軽減を図る。

　幅広い年齢層や参入ルートから新規就農者を確保するため、中年層を
対象とした県独自の給付金制度により、経営の不安定な就農初期段階の
所得を確保し、就農をバックアップする。

　担い手が不足する中山間地域等において、農地中間管理機構を通じて
条件不利農地を借り受けし、農地の継承や「守りたい秋田の里地里山
50」の保全に取り組む経営体を支援する。

　現在、整備を進めている園芸メガ団地やネットワーク型団地等、新た
な園芸拠点の整備を引き続き進めるとともに、新規地区の掘り起こし活
動を全県域で展開し、園芸品目の飛躍的な生産拡大を図る。

　本県産生しいたけは生産量が全国で第４位、価格についても主産地の
中で最も高い評価を受けている。また、通年出荷が可能で、担い手の経
営安定や地域の雇用創出につながることから、本県農業を牽引する品目
として極めて有望である。このため、えだまめに次ぐ品目として、更な
る産地の拡大に向け、生産に意欲的な経営体への支援や販売対策を実施
する。

次代を担う後継者の確保

条件不利地域の農業を支える経営体の確保

園芸品目の生産拡大

秋田牛や比内地鶏のブランド化の推進と生産拡大

肥育牛や養豚、採卵鶏など全県域での大規模畜産団地の整備促進

中高年を対象とした就農給付金制度の創設

県外からの移住就農や企業等の農業参入の促進①

Ａ

秋田牛の県内外での更なる認知度向上とブランド確立 Ａ

Ａ

Ａ園芸メガ団地をはじめとする大規模園芸拠点の全県域への展開

②

条件不利な農地の受け手として農地を集積する経営体に対する支援

比内地鶏の生産基盤の強化と新たな販路開拓 Ａ

日本一を目指す新たな品目の産地化に向けた支援 Ａ

複合型生産構造への転換の加速化について

①

①

農業法人の次世代への経営継承に向けた支援 Ａ③

　大規模肉用牛団地の整備に向けた計画策定を支援するとともに、県内
各地の畜産クラスター協議会における収益性向上に向けた大規模畜産団
地などの施設整備等を支援する。

Ａ

関連する主な事業

強い担い手づくりと新規就農者の確保・育成について

農地中間管理機構を活用した担い手の規模拡大と農地集積・集約化の促進 Ａ

参考
資料

提　　　言
提言への対応 分類

平成２９年度予算での対応状況

担い手の経営力向上に向けた新たな研修制度の創設 Ａ

地域農業を牽引する力強い経営体の育成

①

②

Ａ

②

①

②

③
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３

農林水産部 元気な中山間農業応援事業 441,030 当初 P32

（農山村振興
課）

中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業 130,480 当初 －

農林水産部 秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト事業 4,991 当初 P33

（農山村振興
課）

農林水産部 秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト事業 4,991 当初 P33

（農林政策課）
農地中間管理総合対策事業
（条件不利農地を担う経営体支援事業）

15,525 ６月 P8

提言３

１

農林水産部 ６次産業化総合支援事業 67,290 当初 P34

（農業経済課） ＪＡ販売力強化オリジナルプラン支援事業 44,277 当初 P35

農林水産部 （新） Ｃｏｏｌ Ａｋｉｔａ農泊推進事業 11,524 ６月 P14

（農山村振興
課）

農林水産部 ６次産業化総合支援事業 67,290 当初 P34

（農業経済課）

農林水産部 農業者等販売力強化チャレンジ事業 12,214 当初 P35

（農業経済課） ６次産業化総合支援事業 67,290 当初 P34

農林水産部 秋田で輝く女性の起業応援事業 30,335 当初 P36

（農業経済課） ６次産業化総合支援事業 67,290 当初 P34

２

農林水産部 Ｙｏｕ Ｌｏｖｅ秋田産推進事業 35,830
当初
６月

P35
P9

（販売戦略室）

農林水産部 Ｙｏｕ Ｌｏｖｅ秋田産推進事業 35,830
当初
６月

P35
P9

（販売戦略室）

農林水産部 Ｙｏｕ Ｌｏｖｅ秋田産推進事業 35,830
当初
６月

P35
P9

（販売戦略室） （新） ＧＡＰ（農業生産工程管理）取得普及推進事業 1,647 ６月 P11

農林水産部 Ｙｏｕ Ｌｏｖｅ秋田産推進事業 35,830
当初
６月

P35
P9

（販売戦略室）

　米では多様な品種ラインナップを活かした業務用需要を開拓、青果物
ではオリジナル品種で先行産地と差別化した高単価販売を進めるほか、
秋田牛や比内地鶏など本県が持つ強みを活かした輸出を促進する。

　食材の調達基準が示されたことを受け、それに対応した生産に向けて
ＪＡや農家等を誘導するとともに、オリンピック・パラリンピックで給
食事業を担う可能性のある大手給食事業者等とのパイプづくりを進め
る。

　「粋な秋田プロジェクト」（ヤマト運輸㈱、㈱ANAcargoとの連携協
定）により、航空ネットワークを活用したクール便の配達エリアの拡大
やトラックネットワークを活用した関東･関西への利便性の向上を図る。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

　地域特産物等の生産拡大に取り組む「中山間地域資源活用プラン」の
策定と、プランの実現に必要な機械・施設の整備を支援するほか、地域
特産物等の本作化に向けた水田の畑地化を実施する。また、中山間地に
おける暗渠排水や用排水路など小規模な基盤整備を実施する。

  えだまめなどの産地拡大の取組を進めるＪＡについて、集出荷施設の
機能強化と併せ、規格外品の有効活用など、農家の所得向上に向け産地
立地型の一次加工処理や販路拡大を支援する。

　県産農産物の機能性を活かした高付加価値商品等の開発を加速化する
ため、生産から加工・販売に取り組む県内事業者の連携強化を図るとと
もに、県外の医薬品や健康食品メーカーなどとの連携による新たなビジ
ネス展開を促進する。

　学校給食などの実需者の求める品目について、試験栽培や一次加工品
の試作等による商品づくりを支援することにより、新たなビジネス展開
に取り組む生産組織の育成・強化を図る。

　“起業ビジネス塾”を開催し、個性と能力を活かした経営感覚に優れ
た女性起業者を育成するとともに、活躍の場の一つである直売所の食・
農・観連携による集客活動や県内外への販路拡大等を支援する。

　販売力を強化するため、県産農産物の認知度向上とブランド化に向け
たプロモーションを継続するとともに、新たに関西での販路拡大を視野
に入れ、量販店等との結び付きの強化を図る。

　多面的機能を有する里地里山を後世に引き継いでいくため、「守りた
い秋田の里地里山50」認定地域のプロモーションを行うほか、県内外の
企業や大学等と協働で行う里地里山の保全活動等に対し支援する。

中山間地域対策

秋田の強みを活かした６次産業化の推進

オリジナル品種など秋田の強みを活かした県産農産物の輸出促進

中山間地域における収益性の高い農産物の生産・販売の取組推進 Ａ

県内外の企業・大学等と協働で行う里地里山の保全活動への支援

Ａ

③ 県外の大手食品企業など、異業種と連携した食ビジネスの推進 Ａ

Ａ

生産拡大が進むえだまめなど県産農産物の加工販売の推進

農家民宿のWi-Fi環境整備など都市農村交流施設でのインバウンド受入態勢
の構築

　今後増加が見込まれる外国人旅行者の受入態勢の構築に向けて、Wi-Fi
等の受入環境整備を通じたグリーン・ツーリズム拠点地域の育成や、外
国人目線による地域の魅力の発進力強化を図る。

　担い手が不足する中山間地域等において、農地中間管理機構を通じて
条件不利農地を借り受けし、農地の継承や「守りたい秋田の里地里山
50」の保全に取り組む経営体を支援する。

③

Ａ

女性起業者の育成と新たなビジネス展開の促進

オリンピック・パラリンピックに向けた県産農産物の供給体制の整備

Ａ

④

Ａ

首都圏等におけるプロモーションの強化と関西などエリアを広げた販路開
拓の支援

秋田の強みを活かした６次産業化の推進と流通販売対策の強化について

新たな運送サービスの利用拡大など運送事業者との連携による物流環境の
改善

カット野菜などの１次加工や学校等の給食向け流通などの取組促進

①

②

②

③

①

④

⑤

①

県産農産物等の流通販売対策の強化

②

条件不利な農地の受け手として農地を集積する経営体に対する支援（再
掲）

Ａ
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提言４

１

農林水産部 （新） 販売を起点とした秋田米総合支援事業 49,827
当初
６月

P24
P11

（水田総合利用課）

農林水産部 次代を担う秋田米新品種開発事業 22,756
当初
６月

－
P11

（農林政策課）

農林水産部 （新） 販売を起点とした秋田米総合支援事業 49,827
当初
６月

P24
P11

（水田総合利用課） 農林水産業おたすけドローン実証事業 1,874 当初 －

２

農林水産部 経営体育成基盤整備事業 5,593,468
当初
６月

－
－

（農地整備課）

農林水産部 地下かんがいシステム導入促進事業 65,182 当初 P33

（農地整備課） 水田畑地化基盤整備事業 42,000 当初 P33

農林水産部 農村地域防災減災事業 2,492,210
当初
６月

－
－

（農地整備課） 基幹水利施設ストックマネジメント事業 1,647,471
当初
６月

－
－

３

農林水産部 飼料用米総合対策事業 8,227 当初 P24

（水田総合利用課）

農林水産部 （新） 秋田の大豆産地魅力向上事業 1,058 当初 －

（水田総合利用課）

農林水産部 （新） 秋田の大豆産地魅力向上事業 1,058 当初 －

（水田総合利用課） （新） 販売を起点とした秋田米総合支援事業 49,827
当初
６月

P24
P11

提言５

１

農林水産部 ウッドファーストあきた林業雇用拡大事業 192,524 当初 P37

（林業木材産業課）

農林水産部
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

71,403 当初 P38

（林業木材産業課） 林業・木材産業構造改革事業 210,644 ６月 P12

農林水産部
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

71,403 当初 P38

（林業木材産業課）

農林水産部 秋田の木プロモーション事業 15,284 当初 P37

（林業木材産業課） （新） 秋田スギ家具ミラノ進出事業 12,489 ６月 P13

農林水産部 ウッドファーストあきた林業雇用拡大事業 192,524 当初 P37

（林業木材産業課） 林業・木材産業構造改革事業 210,644 ６月 P12

２

農林水産部 林業・木材産業構造改革事業 210,644 ６月 P12

（林業木材産業課）

農林水産部 森林整備地域活動支援交付金 67,111 当初 －

（森林整備課） 路網整備強化対策事業 35,000 ６月 －

次世代林業路網づくり事業 44,200 ６月 －

農林水産部 ウッドファーストあきた林業雇用拡大事業 192,524 当初 P37

（林業木材産業課） （新） 次世代林業種苗生産対策事業 5,872 当初 P39

Ａ

　木の良さや使うことの大切さを伝える情報発信やイベント開催によ
り、木材利用の県民意識を喚起するほか、県産材を使用した住宅建築に
対して県産品等と交換できるポイントを交付し住宅等の木材利用を促進
する。

　既存の省力低コスト技術とＩＣＴの導入や、複数の農業法人の連携強
化による大規模低コスト稲作モデルの確立を図る。また、ドローンによ
る画像データの活用や農薬散布の防除効果を検証し、ドローンの実用性
を実証する。

　多収性品種である「秋田63号」の種子の備蓄体制を支援し、飼料用米
の本作化を推進する。

　低収量の要因となっている課題を解決する技術の実証を行い、高収
量・高品質生産技術の普及を図る。

Ａ

　皆伐から再造林までを一貫して行う新たな再造林システムを構築する
とともに、植栽する苗木の生産体制を整備する。

Ａ

　木製品の品質向上や安定供給体制の整備に必要な機械施設の導入に対
して支援する。

　公共施設に加えて、展示効果やシンボル性の高い民間施設（福祉・子
育て・交流施設等）の木造・木質化を支援し、非住宅分野の木材利用を
促進する。

　秋田スギの市場開拓を目指し、中高層建築物等に利用できる新しい木
質部材（ＣＬＴや耐火部材、木鉄ハイブリッド等）の開発・普及展開を
行う。

　選抜数の大幅な拡大や食味外部評価の早期実施、食味評価体制の強化
等により、コシヒカリを超える極良食味米品種のスピーディーな開発を
進めるほか、市場性の評価や販売戦略の構築、種子の増産体制の検討に
ついても品種開発と並行して実施する。

　木材生産の低コスト化・効率化を図るため、間伐等を集約する森林経
営計画の作成を促進するほか、高性能林業機械の導入支援やスギ資源が
成熟している森林を主体に林業専用道路等の路網を整備する。

　首都圏や韓国等に販路を持つ企業等と連携して展示会や即売会を開催
し、秋田の木材・木製品を国内外に発信するほか、秋田スギブランドの
国際評価を高めるため、イタリアのミラノで開催される国際展示会に出
展する。

　木質バイオマス利用の普及啓発を図るとともに、ペレットストーブ等
の導入を支援する。

戦略作物の高品質・高収量を図る地下かんがいシステム、モミガラ補助暗
渠の整備

Ａ

　平成30年産以降を見据え、秋田米の生産・販売戦略を策定する。ま
た、実需を確保するための販路開拓や、実需と結び付いた米生産に必要
な施設整備等に対して支援する。

実需者との結び付きの強化と低コスト稲作技術の確立

森林施業の集約化、林内路網の整備や高性能林業機械の導入促進 Ａ

Ａ

生産性向上や低コスト化のための水稲と大豆のブロックローテーションの
推進

Ａ

Ａ

構造改革を支える水田対策について

公共施設や展示効果の高い民間施設の木造・木質化の促進 Ａ

ウッドファースト県民運動や木材利用ポイント制度の実施 Ａ

Ａ

②

③

競争力の高い木材製品づくりと原木の安定供給体制の整備

平成30年以降の米生産に向け、実需者との結び付きを強化する取組の促進 Ａ

コシヒカリを超える極良食味米の開発推進

直播技術の推進やＩＣＴ技術、ドローン等を活用した低コスト稲作技術の
確立

木材を優先的に利用する「ウッドファーストあきた」の推進について

Ａ

Ａ

①

②

低コストな再造林技術（皆伐・再造林一貫作業システム）の普及促進③

製材機械や木材乾燥機の導入など、木材加工流通施設の整備促進

Ａ

④ 首都圏や海外でのプロモーション活動の実施 Ａ

①

老朽化が進む農業用水利施設の更新と長寿命化の推進

効率化・複合化を可能とする大区画ほ場整備の更なる推進

多収性品種を活用した飼料用米の本作化

①

①

②

効率化・複合化に対応する基盤整備の推進

③

①

②

⑤

県産木材の需要を創出する木材優先利用の促進

木質バイオマスの活用促進

水田フル活用への取組

②

③ ＣＬＴや木鉄ハイブリッド部材などの新たな建築部材の開発・活用促進

③

実需のニーズに対応した高品質・高収量大豆生産の推進

　大豆の濃密指導地域を設置し、大豆産地の技術力の底上げと、ブロッ
クローテーションを推進する。また、ブロックローテーションの推進に
より業務用米の低コスト生産の取組を進める。

　省力化、複合化、高付加価値化による収益性の高い農業経営を実現す
るため、生産コストの縮減や農地集積、担い手の育成等を図る大区画ほ
場整備事業を計画的に実施する。

　米依存から脱却し、複合型生産構造への転換を促進するため、戦略作
物の品質や収量の向上を図る地下かんがいシステムやモミガラ補助暗渠
の整備による水田の畑地化対策を実施する。

　農業用水の安定供給と農村地域の安全・安心を確保するため、老朽化
が進む農業水利施設の点検・診断や機能保全計画の策定を行い、長寿命
化や防災・減災のための補修・更新等を計画的に実施する。

Ａ
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３

農林水産部 「オール秋田で育てる」林業トップランナー養成事業 34,039 当初 P39

（森林整備課）

農林水産部 ウェルカム秋田！移住就業応援事業 74,393 当初 P23

（森林整備課） 森林・林業雇用総合対策事業 84,513 当初 P39

提言６

１

農林水産部 水産資源戦略的増殖推進事業 6,398 当初 －

（水産漁港課） 秋田のサケ資源造成特別対策事業 21,272 当初 －

農林水産部 ハタハタ資源再生緊急対策事業 20,008 ６月 P12

（水産漁港課）

２

農林水産部 秋田の水産業モデル創出支援事業 6,849
当初
６月

－
－

（水産漁港課）

農林水産部 秋田の水産業モデル創出支援事業 6,849
当初
６月

－
－

（水産漁港課）

農林水産部 秋田で輝く女性の起業応援事業 30,335 当初 －

（水産漁港課）

３

農林水産部 秋田の漁業がんばる担い手確保育成事業 28,072
当初
６月

P36
P11

（水産漁港課）

４

農林水産部 全国豊かな海づくり大会推進事業 21,300
当初
６月

P37
P12

（水産漁港課）

農林水産部 全国豊かな海づくり大会推進事業 21,300
当初
６月

P37
P12

（水産漁港課）

　女性の視点を生かした浜料理や水産加工品等のメニュー開発を支援し
て、県内外へ秋田の水産物の魅力を発信する。

　本県漁業の担い手の確保・育成を図るため、若者世代への本県漁業の
魅力発信や就業希望者向けの技術研修実施のほか、技術習得を終え自立
を志向する者に対し経営安定に向けた支援を検討する。

　全国豊かな海づくり大会の円滑な運営を図るため、関係機関による実
行委員会を設立し、開催テーマ等に関する基本計画書を策定するほか、
秋田の水産業や漁村文化等の広報資料を制作して県内外に発信する。

　全国豊かな海づくり大会開催に向けた機運の醸成を図るため、漁業協
同組合等との連携による魚食イベントを開催し、本県の豊かな魚食文化
の全国発信を検討する。

　産地が一体となって取り組む生産・販売体制の構築、県産水産物の高
付加価値化やブランド化、地魚加工品の開発等を支援する。

水産物のブランド確立と漁業の担い手確保について

① トラフグやガザミ、キジハタなどニーズにマッチした魚種の種苗生産

①

　インターンシップ受入企業等から、高性能林業機械の知識や操作技術
のレベルアップに対する要望が特に強いことから、林業機械に関する研
修の充実を図る。

　本県の重要魚種であるマダイ、トラフグ、キジハタ、サケ、ガザミ等
について、つくり育てる漁業による資源の維持・増大、生産額の増加を
図る。

　ハタハタ資源再生のため、漁網付着卵のふ化放流や古網を加工した人
工海藻の設置など、生産者による自主的な活動の定着を支援する。

林業を体験できる短期研修や、就業を目指す中期研修など、多様な研修制
度の創設

　秋田の林業をＰＲするインターネット動画を配信するほか、県内高校
生の林業体験や就業希望者に短期、中期の体験研修を実施するなど、秋
田の林業の魅力を幅広く伝えながら、就業を促す取組を行う。

②

林業大学校を核とした新規就業者の確保・育成

①

② 県産水産物の首都圏等での販売促進

② ふ化放流や産卵藻場造成など、ハタハタ資源の再生に向けた取組の継続

より実践的な技術の習得など、林業大学校での研修内容の充実

　水産物コーディネーターを設置し、産地による水産物高付加価値化へ
の取組支援や実需者ニーズの把握、地魚加工品の販路開拓などの総合的
なサポートを行う。

鮮度保持技術の導入や物流による魚価の向上対策の実施

県産水産物のブランド確立と付加価値の向上

③ 女性のアイディアを生かした加工品開発・ビジネス展開

つくり育てる漁業と適切な資源管理による漁獲量の安定化の推進

② 漁業協同組合等と協力した直売・イベント等での大会啓発活動

漁業の発展を支える担い手の確保・育成

① 技術研修や漁船導入支援等による担い手の確保・育成

全国豊かな海づくり大会の運営及び啓発活動の実施

① 漁業団体等と連携したオール秋田での準備体制構築

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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（様式）

総合政策審議会からの提言への県の対応について （部会名）　観光・交通部会

幹事部局

提言NO. 中項目 小項目（具体的取組レベル） （担当課室） （単位：千円）

提言１

１

秋田犬の里魅力アップ促進事業
（秋田犬の里「秋田空港、大館能代空港い
らっしゃいませ」事業）

17,600 当初 P40

（秋田犬列車整備事業） 22,919 当初
－

秋田の観光宣伝力強化事業
（「秋田犬の里」集中プロモーション事業）

90,640 当初 －

秋田のインバウンド誘客促進事業
（秋田犬を活用したＦＩＴ誘客対策事業）

17,579 ６月 P14

２

秋田のインバウンド誘客促進事業
（ＡＫＩＴＡ里山サイクリング推進事業）

15,477 当初 －

３

12,270
当初
６月

－

４

あきたびじょんブランド化推進事業 518 当初 P40

提言２

１

27,378 当初 P41

２

27,378 当初 P41

３

４

環日本海クルーズ推進事業 3,480 当初 P48

「秋田港クルーズ」まちづくり拠点形成事業 14,591 当初 P48

27,378 当初 P41

秋田の観光宣伝力強化事業
（「秋田の観光創生推進会議」負担金）

予算
計上
時期

当初

当初

当初

秋田のインバウンド誘客促進事業
（セカンドデスティネーション戦略推進事
業）

Ａ

秋田のインバウンド誘客促進事業
（セカンドデスティネーション戦略推進事
業）

秋田のインバウンド誘客促進事業（平成28年度
から繰越分）
（外国人向け体験型コンテンツ整備事業）

14,918

秋田のインバウンド誘客促進事業（平成28年度
から繰越分）
（インバウンド対応力レベルアップ事業）
（外国人向け体験型コンテンツ整備事業）

14,918

秋田のインバウンド誘客促進事業
（訪日外国人受入環境整備事業）

Ａ

Ｂ

秋田のインバウンド誘客促進事業
（セカンドデスティネーション戦略推進事
業）

　秋田ならではの伝統文化、生活文化、伝統工芸等の体験型コンテ
ンツのブラッシュアップや、海外への売り込み強化等を実施する。

　クルーズ船の受入体制構築及び誘致活動の推進のため、官民協働
による「受入体制協議会（仮称）」を設立し、併せて、旅客に対応
した港湾内の利便施設の整備を実施し、クルーズ船受入環境の改善
を図る。

　８の付く日に大館能代空港着の定期便に合わせ秋田犬でお出迎え
を実施した。また、大館能代空港ターミナルビルの展示等を促進し
たほか、秋田犬が雪と戯れる写真・イラスト等の内外装及びWi-Fi環
境等を整備した秋田内陸線「秋田犬っこ列車」を運行した。
　また、首都圏を中心に秋田犬を前面に打ち出した集中的なプロ
モーションを展開している。今後とも、市町村等と連携し、秋田犬
の展示や体験プログラムの整備等を進めていく。

　秋田犬とのふれあいや里山サイクリング等を活用したインバウン
ド観光に取り組んでいるほか、新たに、秋田ならではの伝統文化、
生活文化、伝統工芸等の体験型コンテンツのブラッシュアップや、
海外への売り込み強化等を図る。

　県内各地における訪日外国人の受入環境調査を踏まえ、市町村と
連携しながら、受入態勢の改善に取り組んでいる。

　県、市町村、観光関係団体等が参加する「秋田の観光創生推進会
議」において、ＤＭＯが中心となった観光地域づくり等に関する研
修を開催している。

　平成29年度は、首都圏及び関西圏に加え、新たに北海道における
集中プロモーションを実施することにしている。

　平成28年12月21日に「ＮＨＫ連続テレビドラマ」秋田県誘致推進
協議会を設立し、誘致活動を推進する。

　８月よりWEB及び対面式でマーケティング調査、９月にはメディア
/ブロガー招聘、10月より首都圏・関西圏において、車内・駅・空港
における動画サイネージ広告、12月より駅・空港・飲食店における
ポスター等掲出を実施した。今後も、更なる誘客拡大に向けて取り
組んでいく。

　外航クルーズ船の来港時に、市町村等との連携を図りながら、よ
り効果的な観光ＰＲに努める。

関連する主な事業

地域資源をフル活用した誘客の推進と受入態勢の整備について

本県を訪れた旅行者が、本場の大館市をはじめとする県内各地において、
秋田犬と気軽に触れ合えるよう、主要な交通ターミナルや観光施設等にお
ける展示等を促進する取組を行う。また、雪と戯れる秋田犬を表現し、本
県の雪の魅力を発信するなど、秋田犬を活用したプロモーションを積極的
に展開する。

Ｂ

参考
資料

提　　　言
提言への対応 分類

秋田犬を活用した観光地域づくりと国内外からの誘客の積極的な展開

Ｂ

外国人をはじめとした旅行者の受入態勢の整備に向け、ＤＭＯなど地域の
関係団体と連携し、二次アクセスの改善、外国人旅行者に対する案内機能
の強化などを図るとともに、Wi-Fi環境や、観光施設における多言語表記、
クレジット決済機能の整備等を促進する。

Ｂ

県内のフィルムコミッションや観光関係団体と連携しながら、ＮＨＫ連続
テレビ小説など、本県を舞台とするドラマのロケ地誘致に粘り強く取り組
むとともに、本県の観光地点や産品をスポット的に登場させるための売り
込みを行う。

観光文化スポーツ部
（観光振興課）
（あきたびじょん室）

①
本県ならではの魅力を有する地域の祭りや伝統芸能などを、複数の行事を
パッケージ化するなどの工夫をしながら、外国人向けの参加型体験メ
ニューとして、旅行商品化を図る。

平成２９年度予算での対応状況

①

ＤＭＯについては、新たな組織の設立や、組織の着実な成長が図られるよ
う、様々な観光施策を通じ、積極的な支援を行う。

新たな切り口からのインバウンド誘客の推進について

①

Ｂ

Ｂ

既にゴールデンルートを訪れている外国人が大きなマーケットを形成して
いることに着目し、次の目的地に本県を選択してもらうため、他県に先駆
けた取組として、今年度は、首都圏及び関西圏の空港ターミナルや駅など
において、本県のＰＲ映像の放映や広告掲出を行うこととしている。
今後は、これら取組の成果を踏まえ、マーケットを絞り込み、ターゲット
に適切に訴求する手法を再検討することにより、更なる誘客につなげてい
く。

雄物川流域でのカヌーや、湯沢・男鹿のジオパーク、各地に伝わる神楽な
ど、本県には地域に根ざした体験プログラムの素材が豊富にあり、仙北市
のわらび座など特徴的な取組を行っている団体もある。これらの資源を積
極的に活用し、教育旅行等のターゲットに的確に対応した体験プログラム
を整備することにより、利用者の拡大を図る。

北海道は、外国人延べ宿泊者数が564万人を数えるなど、訪日外国人の多さ
ではゴールデンルートに匹敵する地域である。
本県の、国内における誘客プロモーションは、これまで隣県や首都圏を主
なターゲットに実施してきたところであるが、北海道新幹線の開業に伴
い、本県と北海道との時間的な距離が短縮している。
これら状況の変化に対応し、セカンドデスティネーション戦略を展開する
マーケットに北海道を加え、本県ならではの魅力を打ち出しながら、本県
へのインバウンド誘客の拡大を図る。

①

クルーズ振興による地域活性化のため、官民一体となった誘致活動を進め
るとともに、受入組織の設立や旅客等のニーズに合わせた秋田港の環境整
備など、ハード・ソフト両面から受入環境の整備・改善を図る。
また、クルーズ船のお客様に本県のファンになっていただけるよう、お出
迎えの機会を生かし、本県の観光資源や歴史・文化等にかかる情報を効果
的に発信する。

外国人が楽しめる参加型の旅行商品の造成促進

①

体験型プログラムへの、本県の地域資源の積極的な活用

地域との連携による受入態勢の整備

本県を舞台とするドラマの誘致

セカンドデスティネーション戦略の更なる深化

北海道におけるインバウンド誘客プロモーションの実施

①

①

環日本海クルーズ振興の推進

②

①

Ａ

観光文化スポーツ部
（観光振興課）
（交通政策課）

観光文化スポーツ部
（観光振興課）

観光文化スポーツ部
（観光振興課）

観光文化スポーツ部
（観光振興課）

観光文化スポーツ部
（あきたびじょん室）

観光文化スポーツ部
（観光振興課）

観光文化スポーツ部
（観光振興課）

建設部
（港湾空港課）
観光文化スポーツ部
（観光振興課）

P41

－

－

25,000
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提言３

１

クールアキタ食の輸出拡大支援事業
（クールアキタｉｎ台湾）

12,445 当初 P44

（クールアキタｉｎアセアン） 13,914 当初 P44

（クールアキタｉｎパリ） 16,581 当初 P44

２

３

経常予算で対応

４

高品質販路開拓事業
（百貨展連携型プロモーション）

4,506 当初 P43

（東京でのお土産開発支援事業） 6,688 当初 －

（民間事業者と連携した新たな販路開拓事業） 6,993 当初 －

地域特産品サポート事業
（いぶりがっこブランド力強化事業）

860 ６月 P14

(新) 秋田の日本酒プロジェクト推進事業 23,020 ６月 P14

提言４

１

文化の承継創造推進事業
（あきた文化交流発信センター運営費）

19,648 当初 P88

文化の承継創造推進事業
（文化承継事業（うち芸術文化振興基金補
助金））

7,634 当初 －

２

文化による地域の元気創出事業
（新・秋田の行事開催事業）

48,269 当初 P44

３

25,120 当初 P44

４

あきた未来づくり交付金事業(横手市） 190,000 当初 P60

文化による地域の元気創出事業
（文化による地域の元気創出事業補助金）

Ｂ

　首都圏の百貨店や民間事業者と連携して商品開発やＰＲ等を行う
ほか、食品製造業者、原材料生産者、流通業者など関連事業者の
ネットワーク化を図り、地域の素材を活かした食の特産品開発等を
支援する。

Ｃ

　県内の文化団体が発表の場として活用できるよう、秋田県芸術文
化協会を通して「あきた文化交流発信センター」の広報に努めてい
くほか、芸術文化振興基金補助金により、県内の他施設で実施する
文化団体の活動を支援していく。

　「新・秋田の行事」など県内の伝統行事、民俗芸能を披露する場
を設ける際には、各行事や芸能の由来や歴史などをパンフレットで
紹介する。

　地域の文化資源を活用して交流人口の拡大を図る文化団体の取組
を支援するため、平成27年度に文化による地域の元気創出事業補助
金を設けたが、東京オリンピック・パラリンピックを見据え、国内
外から多くの誘客を目指す取組を支援するため、平成29年度には同
補助金の充実を検討する。

　文化事業を推進する上で大学の研究成果を参考とし、様々な文化
事業で大学生の参加を促すなど、大学の協力を仰ぎながら、文化の
継承や担い手の育成・確保に努めるほか、マンガなどのメディア
アートの振興にも努めていく。

新たな視点による文化の継承・発展

①

　台湾、アセアンにおいて、食品見本市の出展や試飲試食商談会、
現地レストランでの秋田メニューフェアの開催などのプロモーショ
ンを実施するほか、フランスにおいて、日本酒、伝統的工芸品等の
県産品を一体的にＰＲし、「秋田」を広く情報発信するプロモー
ションを実施する。

　清酒マイスターや民間事業の店舗等を活用して、秋田のお酒や食
の魅力を情報発信していく。

　朝ごはん全般のレベルアップを図り宿泊客の満足度を高めるた
め、旅館、ホテル等の宿泊施設において「おいしい朝ごはん」の提
供に向け工夫している取組を紹介するガイドブックを作成し、宿泊
施設等へ配布する。

①

①

①

商品開発への支援等による、意欲ある食品事業者の育成

文化の継承・創造と地域の元気創出について

本県を訪れた観光客に、日本酒の魅力を様々なスタイルで体験できる場や
機会を提供するほか、清酒マイスターを活用した、旬の美味しい食材や日
本酒の魅力の発信について検討する。

日本酒や発酵食文化など、本県の強みを活かした魅力的な新商品の開発支
援や、首都圏等の大消費地への情報発信力並びにマーケティング力の向
上、及び原料生産から商品企画、流通販売に至る関連業種のネットワーク
づくりについて、総合食品研究センターの技術支援に加え、金融機関など
との連携のもとで取り組みを強化することにより、意欲ある食品事業者を
中心とした幅広い事業者群の育成を促進する。

観光客等に対する「おいしいごはん」の提供

県内外の大学等において行われている、地域の伝統文化研究のための
フィールドワークを、本県の文化の継承や発信に活用し、またマンガやア
ニメに登場させることにより担い手の裾野拡大を図るなど、文化の継承を
促す新たな視点からの取組を積極的に実施する。

Ｂ

食のＰＲと観光誘客との一体的な取組について

来年度にかけて、ねんりんピック秋田大会の開催、ＪＲ東日本の重点販売
地域指定など、県外客が訪れる機会が増加する。この機会をとらえ、リ
ピーターの確保や秋田の食の実力を本県来訪者に印象づけるため、旅館、
ホテル等の宿泊施設を中心に「おいしい朝ごはん」をキーワードとしたＰ
Ｒを展開する。
ＰＲにあたっては、本県の明瞭な四季を活かした旬を見える化し、消費者
の五感に訴える「シズル感」あふれる画像を用いることにより、訴求力の
向上を図る。

観光文化スポーツ部
（秋田うまいもの販売課）

観光文化スポーツ部
（秋田うまいもの販売課）

なまはげ文化については、県内外の方々に正しく伝わっていない部分もあ
ることから、催事での実演においても、なまはげ行事を再現しストーリー
立てるなど、地域の文化資源を誘客に活用すると同時に、正しく発信・継
承するための工夫を行う。

Ｃ

文化の継承・創造と地域の元気創出について

本県を訪れる観光客への県産日本酒のＰＲ

本県を訪れた観光客に、日本酒の魅力を様々なスタイルで体験できる場や
機会を提供するほか、清酒マイスターを活用した、旬の美味しい食材や日
本酒の魅力の発信について検討する。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会文化プログラムの活用

観光文化スポーツ部
（秋田うまいもの販売課）

①

①

①

担い手が気軽に発表し、県民が鑑賞できる機会の充実

地域の文化資源の正当な発信

①

県産品の海外への戦略的な売り込み

県産品の国際的なブランディングを図るため、フランスにおいてフェアや
現地レストランと連携したプロモーションを実施する。加えて、幅広い県
産品の海外への輸出を拡大するため、台湾のほか、経済発展が著しいＡＳ
ＥＡＮ諸国へターゲットを拡大し、売り込みを強化する。
特に日本酒については、料理とのマリアージュ（相性）や文化などをス
トーリー性を持たせて発信することにより、現地でのブランド力の向上を
図る。

Ｂ

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会等は、2020年東京
オリンピック・パラリンピックにおいて、史上最大規模の文化プログラム
に取り組むことにしている。
この機会を捉え、早期に情報の収集及び態勢の構築を行い、県内の担い手
の積極的な参加を促すことにより、本県の文化の国内外への発信強化と、
更なる継承・発展を図る。

「あきた文化交流発信センター」において、文化団体が気軽に発表し、県
民が鑑賞できる機会が確保されているが、より広範な地域の担い手が活用
できるよう、同様の機会の拡充を図る。

観光文化スポーツ部
（観光振興課）
（文化振興課）

観光文化スポーツ部
（秋田うまいもの販売課）

観光文化スポーツ部
（文化振興課）

観光文化スポーツ部
（文化振興課）

観光文化スポーツ部
（文化振興課）

Ａ

Ｂ

Ｂ
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提言５

１

２０２０プロジェクト推進事業 32,380 当初 P45

538 ６月 P15

２

ＦＩＳワールドカップモーグル大会開催事業 55,916 ６月 P15

３

スポーツ王国創成事業
（アスリート輩出のためのタレント発掘事
業）

7,330 当初 P46

（アスリートの競技活動サポート事業） 11,188 当初 P46

(新) （秋田県タレント発掘合同トライアル事業） 2,789 ６月 P15

(新) （スポーツ国際交流員招致事業） 6,464 ６月 P15

提言６

１

　高速道路へのアクセス道路について、重点的に整備を推進する。

２

３

「道の駅」まちづくり拠点形成推進事業 4,000 当初 P48

「道の駅」個性創出推進事業 4,500 当初 P48

－当初

－－

地方道路交付金事業

Ｄ － －

4,000

Ｂ

1,047,998

　事業主体である市町村に対し、スマートインターチェンジ関連整
備費を支援する。

Ａ インターチェンジ関連交通環境整備交付金

　高速道路の利便性を向上させる施設等の整備やスマートインター
チェンジの整備支援について、国に要望しており、引き続き、国に
働きかける。

　事前合宿誘致を目指す市町村に対して、県と連携してホストタウ
ン登録を進めるとともに、登録対象の競技種目のトップスポーツ大
会の共催やスポーツ栄養サポート力向上事業によるスポーツ栄養メ
ニューの作成等の支援を検討する。

　大会の継続開催に当たっては、大会運営に支障のない範囲で経費
の削減に努めるとともに、新たなスポンサーを確保するなど負担の
軽減に努めるほか、大会開催を契機としたジュニアキャンプ事業を
実施し、モーグル競技人口の拡大及び競技力向上を図る。なお、ク
ラウドファンディング方式などによる寄付や大会期間中の関連イベ
ントの開催等については、今後、仙北市や関係団体と協議を進め、
その対応を検討する。

道路網の整備と「道の駅」の機能強化について

同大会を本県において継続的に開催することにより、多くの県民・国民が
トッププレーヤーを間近で見られる機会となるほか、本県の冬季スポーツ
振興に大きく寄与することが期待され、更には2018年平昌オリンピック・
パラリンピック及び2022年北京オリンピック・パラリンピックの事前合宿
誘致にもつながることとなる。
課題となる大会運営経費については、企業からの協賛に加え、一般の県
民・国民からクラウドファンディング方式などによる寄付を幅広く募るこ
とにより、寄付者に「自分たちの大会」という意識を涵養することにもな
ることから、その導入を検討する。
また、大会の期間中に、周辺において関連イベントを開催するなどによ
り、様々な主体が連携した、大会の更なる盛り上がりを図る。
以上の取組の実施により、本県における継続的な大会開催を目指す。

高速道路等の整備促進

高速道路の利便性向上

地域活性化の拠点としての「道の駅」づくり

国内外選手団の事前合宿誘致を成功に導くうえで、受入市町村のホストタ
ウン登録は重要な要素となる。また、ホストタウン登録は、2020大会以降
も含めて、当該市町村の国際化や地域振興に寄与するものである。従っ
て、県が有する国際的なネットワークや情報を活用し、ホストタウン登録
を目指す市町村の拡大を図りながら、事前合宿誘致に向けた市町村との連
携と支援の強化を図る。

①

①

ホストタウン登録を視野に入れた市町村との連携と支援の強化

スポーツ合宿の招致とワールドカップモーグル大会の継続開催について

スポーツ団体や関係機関、地域との連携を強化し、ジュニア期からトップ
レベルに至る体系的・総合的な一貫指導体制の確立に引き続き取り組むと
ともに、国内外のトップレベルの競技会で活躍する大学生・社会人アス
リートの県内就職を支援し、本県への移住・定住を促進することにより、
県内におけるアスリートの育成・強化と本県スポーツの競技力の向上を図
る。

ジュニア期からトップレベルに至る体系的・総合的な一貫指導体制の確立

ＦＩＳフリースタイルスキーワールドカップモーグル大会の本県における継続
開催を目指した取組の推進

①

観光文化スポーツ部
（スポーツ振興課）

「道の駅」は、それ自体を目的地としている旅行者も多いなど、地域活性
化の拠点となることが期待される施設である。そのため、Wi-Fi環境やトイ
レの多機能化などの整備を行うとともに、「道の駅」間連携による魅力向
上プランの策定や人材の育成、効果的な情報発信などを支援することによ
り、各駅の特性を生かした魅力向上と地域ぐるみの体制構築を図る。

Ａ

　ジュニア期からの体系的・総合的な一貫指導を推進するため、競
技団体との連携による優れた素質を有するジュニア選手の発掘・育
成事業を充実させる。また、アスリートの本県への移住・定住を促
進するため、(公財)秋田県体育協会と連携し、アスリート専門の職
業紹介所を開設するとともに、雇用のインセンティブとなる企業等
への奨励金・補助金の給付制度を平成29年度に創設する。

高速道路ネットワークは、観光や地域産業の振興等を図る上で基盤となる
ものであることから、早期の全線開通を国へ働きかけるとともに、接続す
る幹線道路の整備を促進し、高速道路へのアクセス性向上を図る。
また、高速道路の暫定２車線区間は、４車線区間に比べ、定時性の確保が
困難であり、事故発生率が高いことから、秋田自動車道「大曲ＩＣ～北上
ＪＣＴ」間等の４車線化を国へ働きかける。

①

　道の駅におけるWi-Fi環境の整備、トイレの多機能化を実施すると
ともに、個性創出のための機能強化に向けたプランの策定支援や人
材育成を実施する。

Ａ

県内の高速道路では、サービスエリアやガソリンスタンドなどの基本的な
機能が不十分であることから、これら機能の充実を図るよう国等へ働きか
けるとともに、周辺にある「道の駅」などについて、利用者への情報発信
を行う。
また、利便性向上はもとより、地域活性化や観光振興、医療施設への搬送
時間短縮など、広域的な効果が見込まれるスマートインターチェンジ整備
への支援を行う。

Ａ

①

Ｄ
　高速道路の早期全線開通及び４車線化について国に要望してお
り、引き続き、国に働きかける。

①

観光文化スポーツ部
（スポーツ振興課）

建設部
（道路課）

建設部
（道路課）

建設部
（道路課）

観光文化スポーツ部
（スポーツ振興課）

Ａ

当初
６月

－
－
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提言７

１

第三セクター鉄道利用促進事業 5,217 当初 －

秋田犬の里魅力アップ促進事業 102,930
当初
６月

P40
P14

２

経常予算で対応

３

奥羽・羽越新幹線整備促進事業
11,776

当初
６月

P48
P16

奥羽・羽越両新幹線の整備に向けた取組

①

今年度市町村や交通事業者等が行っている、地域資源を活用したバス等の
新たな需要を掘り起こす取組や、地域住民の利用促進に関する意識醸成に
向けた取組の成果を踏まえ、全県的な取組として展開できるよう検討を進
める。

①

三セク鉄道の観光利用の促進

①

両新幹線のフル規格での整備は、県外との経済交流や人的交流を活発に
し、本県の次世代に夢と希望をつなぐ社会資本であることから、期成同盟
会を中心にＰＲ活動を重点的に実施するとともに、山形県等沿線県とも連
携しながら、国やＪＲ東日本に対して粘り強い要望活動を展開する。

観光文化スポーツ部
（交通政策課）

　平成28年９月７日に県、市町村、経済団体等から成る「秋田県奥
羽・羽越新幹線整備促進期成同盟会」を設立し、11月には国への要
望活動を実施したほか、沿線県で組織する奥羽新幹線建設促進同盟
会、羽越新幹線建設促進同盟会の両同盟会による国への要望活動を
実施した。今後とも、この同盟会を母体としながら、推進活動を推
進していく。

Ｂ

持続可能な公共交通の構築について

Ｂ

バス等の新たな需要の掘り起こし

　三セク鉄道の観光利用の促進に向けて、県としても沿線市や会社
と連携しながら、会社による企画列車の運行や新たな旅行商品等を
積極的にＰＲしていく。また、列車へのWi-Fiの設置や多言語対応な
ど外国人観光客が利用しやすい鉄道の環境整備を支援していく。

　今年度の取組を踏まえて、羽後交通(株)が路線バスと温泉をセッ
トにしたバスパックの継続を検討しているほか、秋田中央交通(株)
では一日乗り放題券の利用エリアの拡大を予定している。県として
も市町村や事業者への情報提供を通じて利用促進策の全県への波及
を図っていく。

観光文化スポーツ部
（交通政策課）

観光文化スポーツ部
（交通政策課）

県内の三セク鉄道では、観光利用が増加傾向にあることから、人気企画列
車の増発や新たな旅行商品の造成、観光の周遊ルートへの組み込み等、利
用促進の取組を強化するとともに、好調なインバウンド需要をさらに拡大
するため、Wi-Fiの設置や多言語対応など外国人観光客が利用しやすい鉄道
の環境整備を促進する。

Ｂ
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（様式）

総合政策審議会からの提言への県の対応について （部会名）　健康・医療・福祉部会

幹事部局

提言NO. 中項目 小項目（具体的取組レベル） （担当課室） （単位：千円）

提言１

１

生活習慣病予防対策事業 10,416
当初
６月

P69
－

(新) 「あきた健康宣言！」推進事業 20,759 ６月 P24

　健康づくり基盤整備事業 3,131 当初 P69

がん予防推進事業 19,754
当初
６月

P70
－

(新) 「あきた健康宣言！」推進事業 20,759 ６月 P24

健やか秋田っ子育成支援事業 3,099 当初 －

健康づくり基盤整備事業 3,131 当初 P69

(新) 「あきた健康宣言！」推進事業 20,759 ６月 P24

歯科保健医療推進事業 17,258
当初
６月

P69
P24

予防接種対策費（経常予算） 36 当初 －

２

がん検診推進事業 27,868 当初 P70

がん予防推進事業 19,754
当初
６月

P70
－

(新) 「あきた健康宣言！」推進事業 20,759 ６月 P24

　幼稚園・保育園、学校、職場など、各ライフステージに相応しい内容
で、栄養士会による薄味教室等の出前講座、ユフォーレの健康運動指導
士による健康教室の開催などを通じて生活習慣病予防を推進する。
　特に中学生に対しては、脳卒中の対応や予防方法を内容としたＤＶＤ
視聴の機会を設け、知識を家族にも伝えてもらう。
　また、地域イベント等を通じて、健康づくりボランティアである食生
活改善推進員による食や生活習慣改善に係る普及啓発を行うほか、冬期
間の運動不足を解消するため、ショッピングモールを利用したウォーキ
ングイベントを開催する。
　さらに、生活習慣病改善の取組を強化していくため「健康寿命日本
一」を旗印に県民運動を展開する。

　市町村における糖尿病重症化予防の取組促進のため、県と各医療圏に
おいて、県、市町村、医師会、糖尿病対策推進協議会等による会議を組
織するともに、行政保健師等の保健指導知識習得を目的に「秋田県糖尿
病対策推進協議会」に委託し、糖尿病療養指導士研修会と連携した研修
会を実施する（平成28年度「秋田県糖尿病重症化予防モデルプログラ
ム」策定済）。

　たばこや飲酒の健康への影響について、多くの県民に対し周知を図る
ため、学校におけるがん予防授業や、がん対策に係る協定締結企業との
連携、がんを含めた生活習慣病予防の県民運動組織として「秋田県健康
づくり県民運動推進協議会」を立ち上げるなど、更なる普及啓発に取り
組んでいく。
　特に受動喫煙防止については、正しい知識の普及を図るとともに、ガ
イドラインに基づき、禁煙に取り組む事業所等の登録や、飲食店・店舗
等における受動喫煙防止環境を表示するステッカーを配付するなど受動
喫煙の機会を減少させる施策を実施する。

Ａ

　健康づくり県民運動の一環として、健（検）診受診等の生活習慣改善
の必要性について啓発するとともに、市町村、経済団体等による「秋田
県健康づくり県民運動推進協議会」を立ち上げ、協議会を活用し、社員
の健康管理を経営課題と捉える「健康経営」を啓発していく。
　また、健康づくりに関する市町村別データ資料集を作成し、地域にお
ける健康状態の見える化を図るとともに、市町村と連携し、健康づくり
推進員等のスキルアップ研修等による、本人、家族や周囲へも波及する
県民の健康づくりを推進する。

予算
計上
時期

①

　健康づくりを進めていくためには、特定健診等の受診など県民一人ひと
りの自発的な取組を促すとともに、特に働き盛り世代については、企業経
営者等の従業員の健康管理への意識を高める必要があり、自ら健康づくり
に取り組む企業を支援しながら、普及啓発を推進し、県内事業者に取組を
広げていく必要がある。
　また、健診データ等の活用による地域住民の健康の現状把握や、日常の
生活習慣の数値での見える化などにより、効果的な生活習慣改善指導に取
り組むとともに、県民自らの健康に対する意識の向上や、県民とともに健
康づくりを実践することができる健康づくり推進員や食生活改善推進員な
ど地域の多様な人材との連携強化やスキルアップを進めていく必要があ
る。

⑤
　高齢者に対する口腔ケアや誤嚥の防止に取り組むとともに、市町村が行
う成人用肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンなどの予防接種事業
を支援するなど、トータルの肺炎予防対策を推進する必要がある。

④

がん検診受診率の向上

　がん検診の受診率向上に向けて、市町村、検診団体、医師会等と連携し
ながら、医療機関における受診機会を拡大するなど、県民が受診しやすい
環境整備を推進していく必要がある。特に身近な市町村が実施するがん検
診については、それぞれの受診指導の実施状況を踏まえた上で、より効果
的に取組を進めていく必要がある。
　このため、県と市町村の更なる連携の強化を図り、受診率向上につな
がった取組事例や、市町村ごとの精密検査受診率などの情報を共有しなが
ら、受診率向上対策を推進していく必要がある。

健康福祉部
（がん対策室）

　県民がよりがん検診を受診しやすい環境を整備するため、行政、医師
会、検診団体から成る検討会を開催する。
　また、市町村のがん検診が適切に行われているか評価するための精度
管理研修会を開催するとともに、がん検診に係る優良事例の共有化を図
るなど、市町村と連携して受診率向上対策に取り組んでいく。

　行政、保健医療・検診団体、経済団体、報道機関などで構成する「秋
田県健康づくり県民運動推進協議会」を立ち上げ、がんを含めた生活習
慣病の予防を一体的に県民運動として取り組む体制の整備を図る。
　また、情報発信力及び集客力の高いマスメディアと連携し、がん検診
やがん予防の重要性について周知を図るイベントを行うほか、がん対策
に係る協定締結企業を通じて啓発資材を配付するなど、正しいがんの知
識の普及啓発に取り組んでいく。

　「健康だから、がん検診を受けなくても良い」といった誤った考えを正
すなど、がん検診の必要性について、市町村、医療保険関係団体、企業や
地域住民などが一体となって、引き続き普及啓発に取り組むことが必要で
ある。
　併せて、県民一人ひとりが、がん予防についての知識を高め、がんの予
防に向けた生活習慣を身につけることができるよう、分かりやすく役に立
つがん情報を発信するなどして県民の意識を醸成していく必要がある。

分類

③

②

関連する主な事業

健康福祉部
（がん対策室）

健康福祉部
（健康推進課）

健康福祉部
（健康推進課）
（がん対策室）

教育庁
（保健体育課）

　高齢者が元気に暮らすために、歯科専門職と医師、薬剤師、看護師、
管理栄養士、介護職員、市町村等が健康寿命延伸を目的とした連携のあ
り方等について検討していく。
　予防接種については、県ウェブページの活用等により市町村事業を支
援する。

Ａ

Ａ

健康福祉部
（健康推進課）

Ａ

総合的な健康づくりを目指す取組について

　生活習慣病の予防に向けて、できるだけ若い世代から普及啓発していく
ことが重要であり、小中学生を対象とした健康教育を実施するなど、生活
習慣病の実態・予防法などについて、県民に対して普及啓発していく必要
がある。
　年齢やライフステージに応じて、減塩やバランスのよい食生活、運動習
慣の定着、適正飲酒、禁煙等に向けた、生活習慣の改善の取組を推進して
いく必要がある。

Ａ

参考
資料

提　　　言

健康福祉部
（健康推進課）

提言への対応
平成２９年度予算での対応状況

　糖尿病予防対策を進めていくため、保健師による啓発を活発化するとと
もに、「秋田県糖尿病対策推進協議会」と連携して、糖尿病療養指導士の
育成に力を入れる必要がある。
　また、県、市町村、医療関係者等による「糖尿病重症化予防モデルプロ
グラム」の策定とその活用により、かかりつけ医と行政による保健指導の
仕組み等を全県的に展開していく必要がある。

Ａ

生活習慣の改善など健康対策の充実

①

②

　たばこやアルコールが健康に与える影響は大きいことから、引き続き学
校における「がん予防授業」を行うとともに、「がん検診推進協議会」の
場の活用や、企業との連携等により、行政・企業・団体等が一体となった
更なる県民への普及・啓発を行う必要がある。
　特に、たばこについては、非喫煙者に対する健康被害を考慮し、受動喫
煙に関する県内の実態を踏まえ、受動喫煙防止対策ガイドラインの内容を
広く周知するほか、受動喫煙防止に取り組む民間事業所の登録制度の実施
や公の施設の敷地内禁煙等の取組を進める必要がある。

Ａ

健康福祉部
（健康推進課）
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提言２

１

医療・介護・福祉連携促進事業 3,899 当初 P75

在宅医療・介護ＩＣＴ連携推進事業 15,870 当初 P76

病床機能分化連携促進事業
（新）医療・介護連携病院ICT活用促進事業

13,446 ６月 P26

元気で明るい長寿社会づくり事業 1,729 ６月 －

老人クラブ助成事業 28,228 当初 P78

高齢者の社会参加促進事業 5,335 当初 P78

２

３

障害者県地域生活支援事業
（障害者就業・生活支援センター事業） 30,660 当初 －

（相談支援従事者研修事業） 3,451 当初 －

（障害者総合支援法研修等事業） 2,925 当初 －

（心いきいき芸術・文化祭開催事業） 1,808 当初 －

(新) 手話等普及啓発促進事業 1,687 ６月 P28

障害者スポーツ振興事業 41,222 当初 P80

ひきこもり対策推進事業 12,941 当初 P81

P75
P74

P74
P26

　秋田大学、認知症疾患医療センターをはじめ、医師会、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会との連携により、サポート医不在の市町村に対する
養成を強化するとともに、多くのかかりつけ医、歯科医師、薬剤師、看
護職員への認知症対応力向上研修を引き続き実施する。

Ａ

当初
６月

在宅医療従事者育成支援事業
地域医療連携体制構築支援事業

5,047
8,081

在宅医療推進支援事業 65,156

当初
当初

当初
６月

Ａ

地域で支える認知症施策推進事業 51,236Ａ
P78
P27

　引き続き、老人クラブが行う高齢者宅への訪問活動や、環境美化運
動、子どもの見守り、健康づくり、介護予防等、様々な活動に対し助成
する。

障害者の社会参加

④

　医療関係者、介護関係者、認知症の人と家族の会など、各分野の代表
者で構成される「秋田県認知症施策推進ネットワーク会議」からの様々
な意見等を踏まえ、関係機関や他部局と連携しながら、適切な医療提供
体制の構築、相談体制の充実強化、認知症についての普及啓発など、総
合的に取組を進める。

　認知症については、その予防や、早期診断・早期対応、医療・介護サー
ビスの提供、本人や家族へのサポートなど、様々な視点から、それぞれの
段階に応じた施策を行うことが必要である。

　認知症の早期発見や対応・支援に向けて、県民の利便性を考慮し、より
身近で専門的な相談や診断・治療などが受けられるよう、「認知症疾患医
療センター」の全医療圏域への設置を進めるとともに、「認知症初期集中
支援チーム」や「認知症地域支援推進員」が未設置となっている市町村へ
の支援を強化する必要がある。

　認知症対応力向上研修やサポート医フォローアップ研修などの活用の
ほか、認知症疾患医療連携会議や認知症疾患医療センター連絡会議を開
催することにより、連携体制の構築・強化を進めていく。

　「認知症疾患医療センター」と「認知症サポート医」・「かかりつけ
医」・「認知症初期集中支援チーム」や介護関連機関等との連携体制を構
築することにより、地域ごとに認知症の早期発見・早期診断・早期治療が
スムーズに行われるシステムづくりを進める必要がある。

　引き続き、街頭啓発キャンペーンを実施するほか、新たに、認知症の
人やその家族の視点を取り入れたシンポジウム等を実施し、県民への理
解を促進する。
　また、認知症サポーターの養成を継続して行うほか、新たにサポー
タースキルアップ講座を実施し、認知症サポーターの活動を拡大するな
ど、支援体制の強化を図る。

⑤

①

　各地域における多職種連携の取組を支援するため、各地域振興局単位
で連携促進協議会を開催し、関係者相互の認識の共有を図るとともに、
地域における連携に関する課題と対応策の検討を行うほか、推進方策に
関する市町村との意見交換を行う。また、市町村・地域包括支援セン
ターの職員を対象とした地域包括ケアの先進事例研修会や地域の在宅医
療・介護に携わる多職種を対象とした研修会を開催する。
　地域の在宅医療と介護に携わる多職種間の情報共有を図るため、ＩＣ
Ｔを活用した連携システム構築を推進するための経費に対して助成す
る。

　「認知症疾患医療センター」は、平成28年度末現在で６センターが設
置されているが、今後は、未設置である３医療圏域について、平成29年
度中の開設を目指し、関係団体と調整を進める。
　また、「認知症初期集中支援チーム」及び「地域支援推進員」の早期
設置に向け、研修受講への支援や市町村担当者会議の開催など、未設置
市町村に対して引き続き支援する。

　地域でボランティア、NPO、社会福祉法人、企業、自治会、老人クラブな
ど様々な主体が生活支援に取り組み、地域全体で高齢者を支えていく必要
があり、さらに元気な高齢者が生活支援の担い手となるように誘導してい
くことも重要である。

地域包括ケアシステムの構築促進

健康福祉部
（長寿社会課）

　高齢者や障害者等が抱える様々な問題やニーズについて、地域で対応・
支援する体制づくりを促進する必要がある。
　このため、市町村が主体となって、地域の住民や様々な関係機関・団体
等との連携により、地域が一体となった地域包括ケアシステムが全ての市
町村において早期に構築されるよう、人材の育成・スキルアップ、協議会
組織や地域の多職種間の情報共有を図るためのＩＣＴ（情報通信技術）を
活用した医療・介護・福祉の連携ネットワークづくりなどについて、各地
域の実情に配慮しながら、効果的な支援を行う必要がある。

　地域包括ケアシステムの構築に当たっては、在宅医療に取り組む病院、
診療所、歯科診療所、訪問看護ステーション、薬局等の拡大を図るととも
に、在宅療養支援医療機関のバックアップ体制の確保や看取り当番制等病
院とかかりつけ医の役割分担の明確化など、病診・診診連携に向けた取組
を強化していく必要がある。

　障害者の地域生活を支えるため、相談支援従事者やサービス管理責任
者などの人材を育成し、相談支援業務を通じて障害者の様々なニーズを
把握し、施策に反映させるとともに、全障害保健福祉圏域に設置された
障害者就業・生活支援センターにおいて、就労や生活面のサポートを
行っていく。また、地域包括ケアシステムの構築において、障害者の高
齢化対応として相談支援事業所や地域活動支援センターが関わりなが
ら、連携を図っていく。さらに、障害者が社会参加しやすい環境づくり
を図るため、手話・点字等の普及を推進するとともに、障害者スポーツ
大会や心いきいき芸術・文化祭の開催など、引き続き障害者の社会参加
に取り組む。
　ひきこもり相談支援センターにおける相談対応のほか、地域における
支援体制の強化のため、連絡協議会の実施による関係機関の連携強化や
研修会実施による支援技術の向上を図る。また、「社会とのつながり支
援（職親）事業」を引き続き実施し、ひきこもりの解消と社会参加を支
援する。

健康福祉部
（障害福祉課）

　認知症の人が安心して暮らしていくことができる地域づくりに向けて、
多くの県民が、認知症について正しく理解するための学びの機会を設ける
など、認知症について広く普及啓発を行うことが重要である。
　併せて、認知症カフェの運営や地域での見守りなど、認知症サポーター
等の活躍の場を広げることにより、地域住民が様々な形で認知症の人やそ
の家族を支える取組を推進する必要がある。

健康福祉部
（福祉政策課）
（長寿社会課）

健康福祉部
（長寿社会課）

健康福祉部
（長寿社会課）

健康福祉部
（長寿社会課）

③

　地域の認知症対策の中核となる認知症サポート医の養成をさらに進める
ほか、かかりつけ医、歯科医師、薬剤師、看護師などの医療従事者が、認
知症が疑われる状態にいち早く気付くことができるよう、対応力の向上を
図る必要がある。

①

②

地域で高齢者等を支える取組について

認知症対策の強化

　障害者が、地域で極力自分の力を発揮し、安心して自分らしい生活を送
ることができる環境をつくることが重要である。そのためには、障害者に
対する相談支援などのサポート体制を充実させ、教育の充実、就労環境の
整備、スポーツや文化活動への参加など、障害者の様々なニーズにきめ細
かく対応する施策を障害者の参画を得ながら展開すべきである。
　また、障害者の高齢化を見据え、地域包括ケアシステムの構築におい
て、障害者相談支援事業所や障害者地域活動支援センターを組み込むな
ど、障害者が高齢となっても住み慣れた地域で安心して暮らせる体制を整
備すべきである。
　さらに、ひきこもり者については、相談支援体制を強化するとともに、
職親制度など社会参加の機会を提供する取組を推進する必要がある。

健康福祉部
（福祉政策課）
（長寿社会課）
（医務薬事課）

③

Ａ

　医療機関等が行う在宅医療の提供体制の構築に向けた取組や医療関係
団体が行う在宅医療従事者の育成や資質向上に向けた取組に対し助成す
る。
　また、県医師会の「地域医療総合調査室」による一次医療(かかりつけ
医等)の現状調査や、地域包括ケアシステムの構築に必要な医療者側から
の取組支援、事業提案等の取組に対して助成する。

Ａ

健康福祉部
（福祉政策課）
（医務薬事課）

健康福祉部
（長寿社会課）

①

②
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４

1,170 当初 P80

(新) 5,523 ６月 P28

老人クラブ助成事業 28,228 当初 P78

高齢者の社会参加促進事業
元気で明るい長寿社会づくり事業

5,335
38,652

当初
当初

P78
P77

提言３

１

医療保健福祉計画推進事業 27,561 当初 P74

在宅医療推進支援事業 65,156
当初
６月

P74
P26

在宅医療従事者育成支援事業
地域医療連携体制構築支援事業

5,047
8,081

当初
当初

P75
P74

医療ネットワーク推進事業 25,457
当初
６月

P74
P26

地域医療従事医師確保対策事業
医療従事者養成事業
政策的医療関係施設運営費補助事業

178,077
5,732
325,789

当初
当初
当初

P71
P73
P72

救急医療対策事業 503,845
当初
６月

P72
－

周産期医療体制整備事業
病床機能分化連携促進事業

307,443
13,446

当初
６月

P72
P26

へき地医療対策事業 22,964
当初
６月

P71
－

提言４

１

２

　障害者に対する差別や偏見をなくすため、市町村を通じた県民への
リーフレットの配布や、商工関係団体への事業者向けのリーフレットの
配布により、啓発活動を行うほか、県民の障害者に対する理解の促進と
合理的な配慮を促す環境を整備するため、ヘルプマーク・ヘルプカード
の普及を推進する。また、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な支
援を行うため、市町村及び事業所職員を対象とした研修会の実施、市町
村を通じた県民へのパンフレットの配布など、普及啓発活動を行う。

Ａ

障害者県地域生活支援事業
（障害者虐待防止対策支援事業）
ヘルプマーク・ヘルプカード普及推進事業

当初 P6975,847心はればれ県民運動推進事業

健康福祉部
（障害福祉課）

高齢者、障害者が安全・安心に生きがいを持って暮らせる環境づくり

　県民がいつでもどこでも平等に医療を受けるためには、急性期から在宅
医療・介護に至るまで切れ目のない医療提供体制を確保するとともに、県
北部における救命救急センターの整備を含む救急医療などを充実する必要
がある。
　また、医療資源が限られる中にあっては、病床機能の分化・連携を促進
し、医療機能に見合った医療資源を効果的かつ効率的に配置していくこと
が求められており、地域医療構想に基づいて、着実に推進していく必要が
ある。
　これらを進めるに当たっては、県民の理解を得るために必要な情報を、
多様な媒体、関係機関の広報を活用し、分かりやすく提供していくほか、
医療機関同士で患者の診療情報等を共有できる「秋田医療連携ネットワー
クシステム」（あきたハートフルネット）へ参加する診療所等を拡大して
いくことが必要である。

県民が安心して受けられる医療体制の整備

Ａ
健康福祉部
（医務薬事課）

②

　高齢者が、地域社会の中で役割を持って生き生きと暮らせるよう、高齢
者の知識・経験を生かしたボランティア活動や、健康・体力の保持・増進
のための活動など、高齢者の社会参加や生きがいづくり、健康づくりを促
進していく必要がある。

　老人クラブによる子どもの見守り、孤立防止、防災活動等のほか、ス
ポーツや環境美化活動など、地域の支え合い、健康づくり・介護予防事
業への助成等により、高齢者の健康増進や社会貢献活動等を促進する。
　また、第30回（平成29年）全国健康福祉祭（ねんりんピック）や、県
版ねんりんピックを開催し、高齢者がスポーツや文化活動に親しむ機会
を提供していく。

地域医療の充実について

健康福祉部
（健康推進課）

健康福祉部
（健康推進課）

自殺対策について

健康福祉部
（健康推進課）

Ａ

　一人ひとりへのきめ細かな対応を行うため、悩みを抱える人に対して身
近で寄り添った支援を行うことができる「メンタルヘルスサポーター」
や、地域や職場などで悩みを抱える人に気付き、相談窓口などに繋ぐ
「ゲートキーパー」の養成に力を入れるとともに、相互の連携を促進して
いく必要がある。
　特に、「ゲートキーパー」の養成については、幅広い年代をカバーでき
るよう、対象者を拡大していく必要がある。

　悩みを抱える人の身近な方々が「声かけ」や支援先への「つなぎ」を
行うことができるよう、引き続き秋田ふきのとう県民運動の活動等を通
じて、民・学・官が連携しながら、秋田県「心はればれゲートキー
パー」の養成や、街頭キャンペーン等の普及啓発活動の取組を進める。
　また、若年層の自殺を防ぐためは、子どもの頃から「ＳＯＳを発する
ことのできる能力」を身に付けることが重要であることから、学校長等
の教育関係職員を対象とした研修を実施し、教育現場の啓発を図ること
としている。

　自殺を防ぐには、地域が抱える様々な課題を解決するため、関係する
部局が協力しあいながら取組を進める必要があることから、引き続き
「秋田県自殺予防対策推進会議」等を活用し、各部局がそれぞれの役割
を確認し、連携を図りながら自殺対策の取組を積極的に進めていく。

　本県では、各市町村が「メンタルヘルスサポーター」を積極的に養成
しており、更なる拡充が図られるよう、引き続き地域自殺対策緊急強化
事業交付金等を活用した市町村支援を継続していく。
　また、県では本年度から、幅広い年代層を対象にして、身近で悩みを
抱える人への「声かけ」と、「メンタルヘルスサポーター」や支援団体
等への「つなぎ」の役割を担うことができる秋田県「心はればれゲート
キーパー」の養成に力を注いでいる。
　これら本県の実情に沿った重層的な支援体制の構築により、更なる相
談体制の充実・強化を図る。

①

県民に対する普及啓発と部局間の連携

　救命救急センターや救急告示病院、周産期母子医療センター等の運
営・機能強化を支援するとともに、県北部における救命救急センターの
整備に向けた設備整備等について支援する。
　また、地域医療構想に基づき、急性期から介護に至るまで切れ目のな
い医療提供体制の実現に向けて、次の事業に取り組んでいく。
・病床機能の分化・連携の促進
・在宅医療の推進体制の整備と人材育成の促進
・県医師会による地域医療連携体制構築に向けた取組への支援
・秋田県医療連携ネットワークの利用促進
・医師、看護師、リハビリ職員などの養成、地域的な偏在解消等、医
　療従事者の総合的な確保対策の推進
・地域医療構想調整会議の開催等を通じた県民への情報提供

健康福祉部
（長寿社会課）
（ねんりんピッ
ク推進室）

Ａ

①

相談体制の充実・強化

　自殺者を出さないため、家庭・職場・地域における気づきや見守りの促
進に向けた普及啓発活動を充実強化する必要がある。このため、秋田ふき
のとう県民運動との連携強化などにより、民・学・官一体となった施策を
県民運動として展開していく必要がある。
　また、若年層向けの啓発が重要であることから、学校において児童・生
徒の心の健康づくりに係る教育・啓発を行う必要がある。

①

②

　自殺対策は、健康のみならず、経済・雇用など様々な要因と関係するこ
とから、地域づくりの問題として、引き続き「秋田県自殺予防対策推進会
議」などの場を活用し、各部局が有機的に連携し、対策を効果的に推進し
ていく必要がある。

①

　高齢者や障害者に対する差別や偏見のない社会づくりのため、県民理解
の一層の促進を図るほか、虐待の防止を含む見守り体制の構築や、養護者
に対する相談支援体制の整備など、安全・安心に暮らせる生活環境づくり
を推進する必要がある。
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（様式）

総合政策審議会からの提言への県の対応について

幹事部局

提言NO. 中項目 小項目（具体的取組レベル） （担当課室） （単位：千円）

提言１

１

２

３

４

Ａ

－

P83

－

－

高校生国外派遣交流

スーパー・グローバル・ハイスクール事業

英語授業改善プログラム

外部検定試験の実施

5,035

9,000

2,049

41,561

幼少期からの興味・関心を高める取組の充実

①

①

①

教育庁
（義務教育課）
（生涯学習課）

教育庁
（義務教育課）
（高校教育課）

算数・数学・理科・技術・農業・工業など複数の理数系教科に関
して、他校種での学習内容を踏まえながら、それぞれの教科で学
んだことを有機的に関連付けて活用する、系統的な教育について
検討すること。その際、実習設備等の人材育成に資する教育環境
の充実を図ること。
また、大学と連携し、理数教育に係る教員の指導力の向上や授業
改善に向けた取組の充実を図ること。

複数の理数系教科にわたる系統的な教育の検討

キャリア教育の一層の推進

教育庁
（高校教育課）
（あきた未来戦略課
　高等教育支援室）

　本県理科系の生徒を中心に、優れた教育実践を行っている海外の学校
との研究を通した相互交流や体験交流を実施する。
　また、英語担当教員の指導力向上のため、県内３地区に各校種の拠点
校・協力校を指定するとともに、次期学習指導要領に対応した研修を実
施するほか、引き続き生徒の英語力の把握と向上のために外部検定試験
受験を支援する。
　国際教養大学においては、留学生と県内小・中・高校生との交流活動
を積極的に実施し、引き続き児童生徒の英語コミュニケーション能力の
養成に寄与するほか、併せて小・中・高校の英語担当教員の指導力向上
に向けた支援を行っていく。

①

英語コミュニケーション能力の育成

今の学びが将来どのような技術や職業に結び付いていくかを小・
中学生が意識できるよう、工業高校の生徒や産業技術分野に携わ
る社会人から話を聞く機会や、ＩＣＴ、３Ｄプリンタ、バーチャ
ルリアリティ等の産業で重要な位置付けにある技術に触れる機会
を設けるなど、交流や体験を通じて児童生徒の興味・関心を醸成
する取組を推進すること。

海外の高校との交流等を通じた理科系の課題研究やフィールド
ワークなど、国際的な環境の中で学ぶことができる取組の充実を
図ること。
加えて、小・中・高が連携した授業の改善、教員の指導力の向
上、外部検定試験受験の支援など、取組の充実を図ること。
また、県内高等教育機関への留学生や観光等で本県を訪れた外国
人との交流など、県内で国際化に触れられる機会を小・中・高・
大学の教育活動に活用する取組について推進すること。

教育庁
（高校教育課）
（義務教育課）

　工業や農業等の専門高校において、「ものづくり教室」や「体験入
学」を開催するなど、小・中学生やその保護者、教員が産業教育につい
て理解する機会を充実させていく。
　県内の各小・中学校では、地域や企業等との連携及び校種間連携によ
る「地域に根ざしたキャリア教育」の推進が図られていることから、こ
れらの取組を様々な形で発信することにより、県内のキャリア教育の充
実を図り、産業の活性化に結び付く機運を今後も高めていく。

Ａ

（新）

経常予算で対応

読書で広がるホップ・ステップ・ジャンプ事業
(ステップ～読書の楽しさを伝える人材の育成) 3,603

　次期学習指導要領では、各教科等の横のつながりと発達の段階に応じ
た縦のつながりを重視した教育課程の編成が求められることから、この
ことを、教育課程説明会等を通じて小・中・高等学校に周知し、理数系
教科における系統的な指導の必要性とその在り方について、教員の理解
を促す。
　高校においては、教科横断的に課題の発見と解決に向けた学習・指導
方法等に関して研究する「探究活動等実践モデル校」事業を新たに始め
ることとしており、教育環境の充実についても検討する。また、東北大
学大学院理学研究科と連携し、課題研究指導のノウハウを理科教員が研
修する機会を設けており、今後もこの取組を継続しながら、指導力の向
上と授業改善を推進していく。

Ａ

　小学校低学年の生活科の学習において、理科・科学の素地となる内容
の指導が一層充実するよう、生活科担当指導主事による学校訪問等の際
に指導・助言し、各小学校へ周知する。また、小学校低学年児童を対象
とした科学講座について、大学等からの助言を得ながら、将来的な実施
の可能性を検討する。
　また、読み聞かせは、読書の楽しさを味わい、進んで本を手にする子
どもを育てるために有効な手段であることから、子育て世代の保護者を
対象とした“読み聞かせボランティア”養成講座を開講し、家庭での読
み聞かせをきっかけに地域での読み聞かせ等へつながる人材の育成を図
る。

Ａ

関連する主な事業

校種を超えた系統的な理数教育の推進

読書ボランティアによる幼児等への読み聞かせにおいて、自然科
学等の本も加えるなど、幼少期から幅広く興味・関心をもてる機
会の確保に努めること。
また、小学校低学年のうちから理科・科学に対し興味・関心を醸
成する取組を実施すること。

参考
資料

提　　　言 平成２９年度予算での対応状況
提言への対応 分類

当初

当初

当初

当初

P82

－

P3５月

（部会名）　教育・人づくり部会

予算
計上
時期

当初80,451 P83

当初

当初

高校生未来創造支援事業
（キャリア教育総合推進事業）

キャリア教育実践研究事業

12,367

421

経常予算で対応

高校生未来創造支援事業
（確かな学力育成推進事業）
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幹事部局

提言NO. 中項目 小項目（具体的取組レベル） （担当課室） （単位：千円）関連する主な事業

参考
資料

提　　　言 平成２９年度予算での対応状況
提言への対応 分類

予算
計上
時期

提言２

１

（新） 県立学校へのコミュニティ・スクールの導入促
進

3,041 当初 －

高校生未来創造支援事業
（キャリア教育総合推進事業） 12,367 当初 P82

２

（新）
家庭・学校・地域連携推進事業
（学校・家庭・地域連携総合推進事業）
（あきたわくわく未来ゼミ） 10,496 当初 －

３

当初 －

４

提言３

１

２

３

教育庁
（義務教育課）
（生涯学習課）

　「学力向上フォーラム」を開催地の市町村教育委員会と連携して開催
し、県の教育施策及び学校における授業改善の取組の成果と、一層の充
実に向けた方策について、県内外の教育関係者との意見交換を踏まえて
広く発信する。
　教育留学については、テレビ・新聞等の報道機関を通じて県内のみな
らず他県に広く周知する。また、関係部局や市町村と連携して教育留学
の説明会を首都圏などで実施する。

学力向上推進事業
（あきたの教育力発信事業）

秋田で学ぼう！教育留学推進事業

2,410

6,017

Ａ

　地域連携の重要性と地域社会全体で学校安全に取り組む仕組みづくり
については、指導を継続する。
　今年度は、新たに地域連携安全・安心推進事業として推進地区を指定
し、その取組と成果を先進的な事例として広く提供する。

秋田で学ぼう！教育留学推進事業 6,017

５月

５月

－

P50

P50Ａ

当初

当初

（新）

（新）

当初

学校安全推進事業
（学校安全関連事業）
（うち （新）地域連携安全・安心推進事業）
（うち 学校安全指導者研修会の開催）

3,211
(1,186)
(1,317)

秋田で学ぼう！教育留学推進事業 6,017 P50当初Ａ

Ａ

Ａ

900

3,603

教育留学の拡大と秋田の教育力の発信

地域で学力を支える体制の整備

地域と連携した学校安全の推進

地域社会で教育を支える体制づくり

県民から絵本や児童書を寄贈してもらい、子どもたちが集まる場
所に配置する「スギッチリサイクル文庫」の活動を子どもの読書
環境づくりの県民運動として拡大していくため、幼稚園や保育園
をはじめ地域の団体や企業など、活動に取り組むパートナーを増
やしていく取組を進めること。
また、幼児児童の読書活動を促進するため、小学校や図書館等に
おいて読み聞かせを行う読書ボランティアの育成を推進するこ
と。

教育庁
（生涯学習課）
（高校教育課）

①

教育庁
（総合政策課）
（生涯学習課）

教育庁
（保健体育課）

①

次世代型コミュニティ・スクールの推進等

　現在、コミュニティ・スクール（以下「ＣＳ」）の導入が一部にとど
まっていることから、市町村に向けて、その有用性を紹介するととも
に、コーディネーター等を育成する研修会を開催するなど導入に向けた
支援を行う。
　高校においては、各学校がキャリア教育の一環として行う地域との結
び付きを強化する取組を今後も支援していくほか、地元企業との協働
や、生徒が地域人材として様々なイベントへ積極的に参画するなど、地
域に活力を生み出す学校への転換が図られるよう、ＣＳの導入を検討す
る。また導入を支援するためＣＳディレクターを配置し、組織や運営体
制づくりを行う。

①

学生ボランティアや地域住民等（退職教員等）の協力を得なが
ら、放課後・休日・長期休業中に無料で利用できる学習支援の場
を整備すること。
また、学習習慣を確実に定着させていくためには、小学生から高
校生まで幅広く受け入れることが大切であることから、市町村と
連携して仕組みづくりを進めること。

Ａ

子どもの安全・安心を確保するためには、学校・家庭・地域がそ
れぞれの役割を果たすとともに、連携を深めることが求められて
いることから、学校と地域の連携が進んでいない地域を重点的に
支援するなど、地域社会全体で学校安全に取り組む仕組みづくり
を推進すること。

Ａ

教育力向上のための取組や地域の自然を生かした教育の魅力を、
教育留学事業や各種フォーラム・セミナーなどにより、関係部局
や市町村とも連携しながら県全体で発信すること。

　現在、10市町村34教室で、専門的知識・技能を持つ地域住民等が、
小・中学生を対象に教科に関連した学習機会を提供しているほか、３市
町村４教室で、退職教員や大学生等が小学生から高校生を対象に家庭学
習や各種検定への挑戦等を支援している。
　今後は、全ての子どもたち（小・中・高）を対象に、大学生や退職教
員をはじめとした地域の多様な教育人材による学習支援の体制整備を、
一体的に推進していく。

教育留学の希望者を全て受け入れられるように、開催数の見直し
や、学校及び宿泊の受入体制の整備を図ること。また、実施市町
村の拡大を図ること。

教育庁
（生涯学習課）

　県内の大学等との連携をもとに、大学教授等による理科実験講座を
行ったり、教員志望の大学生が、教育実習やボランティア活動を行った
りして教育留学生に関わる機会を設ける。

県内の教育機関との連携

教育留学の受入体制の整備と拡大

①

県内の教育機関との連携

教育留学の参加者に本県の優れた教育環境や教育資産の魅力を理
解してもらうよう、当事業へ大学教員や大学生などの協力を求め
るなど、県内の高等教育機関との連携を図ること。

経常予算で対応

読書活動推進事業
(読書活動推進パートナー支援事業)

読書で広がるホップ・ステップ・ジャンプ事業
(ステップ～読書の楽しさを伝える人材の育成)

教育庁
（生涯学習課）

　教育留学の希望者が、滞在期間や拠点施設での宿泊と民泊を自由に選
択できるオーダーメイド型の留学と短期チャレンジ留学を北秋田市で実
施するほか、短期チャレンジ留学は、八峰町及び東成瀬村においても実
施する。

　県民の寄贈によるリサイクル文庫活動は、29年4月から「読んだッチ・
リレー文庫」（旧「スギッチリサイクル文庫」）として、ポスターを市
町村立図書館等のほか、商工会、郵便局、地元銀行本支店、小児科・産
婦人科病院に配布し、図書寄贈と文庫設置を呼びかけるとともに、子ど
もの側にいる保育士や保護者用に過年度事業で使用した大人向けの図書
を数冊単位で添付し、大人の読書環境づくりにもつなげている。
　また、職場や地域のコミュニティスペースに文庫を設置する民間団体
を支援する読書活動推進パートナー支援事業を実施し、仕事や子育てで
忙しい世代でも、身近な所で読書に親しめる環境づくりを行う。
　県内の読書ボランティアについては、高齢化の進展とともに活動が縮
小傾向にあることから、高校生を対象としたボランティア養成講座を開
講するなど、若年層の人材育成を図り、将来の保護者世代として読書の
楽しさをつなげていく。

①

①

現在、小・中学校の一部で取り入れられている、保護者や地域住
民等の意見を学校運営に反映させる「コミュニティ・スクール」
の仕組みを発展させ、より地域と密接に結び付き、複雑化・困難
化する学校や地域の様々な課題解決に関わっていく「次世代型コ
ミュニティ・スクール」を推進すること。
また、学校を核とした地域づくりを進めていくため、小・中・高
が地域活動に参画する機会を拡大すること。

県民運動として読書活動を推進するパートナーやボランティアの拡充

教育庁
（生涯学習課）

P2

P3

①
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（様式）

総合政策審議会からの提言への県の対応について （部会名）　地域力創造部会

幹事部局

提言NO. 中項目 小項目（具体的取組レベル） （担当課室） （単位：千円）

提言１

１

２

－ １、２の検討を踏まえた対応として検討 Ｃ

－ 同上 Ｃ

提言２

１

総務部
（人事課）

あきた未来創造
部
（次世代・女性活躍
支援課）

648 当初 －秋田県庁テレワーク導入実証事業

予算
計上
時期

当初

当初

当初 P53

P52あきた未来創造
部
（次世代・女性活躍
支援課）

テレワーク等のＩＣＴ需要の喚起と、ＩＣＴ企業、導入企業、働く人の三者を
つなぐ取組を促進すること

②
県が率先垂範してテレワークに取り組むことで、一つのモデルとして先導
し、意欲ある中小企業への導入を２０１７年度内に数件実現する。

３

①

③

提言への対応 分類
平成２９年度予算での対応状況

市町村の独自性を尊重しつつ、県全体の子育て環境の底上げを図るべく、各市
町村との協議会設置等、仕組みづくりを図ること

１による検討を踏まえ、
１）“高質な田舎”の象徴として、秋田のポテンシャルを活かした「子育てと
教育の社会づくり」を県の内外に宣言すること

子育て世代、次の親世代を含めた当事者目線で、全ての制度、施策について棚
卸しを行い、意見を吸い上げる仕組みづくりを行うこと

仕事と子育てを両立できる社会、女性が輝く社会づくり

１による検討を踏まえ、
２）結婚・出産・子育て支援等の情報を一元管理し、県民目線で分かりやす
く、タイムリーに情報提供するウェブプラットフォームを整備すること

　職員の育児や介護と仕事の両立を支援し、ワーク・ライフ・バランス
の向上を図るとともに、県が率先して取り組むことで、県内企業におけ
るテレワークによる新しい働き方の普及拡大を図ることを目的とした
「秋田県庁テレワーク導入実証事業」を立ち上げ、在宅勤務の実証実験
を実施している。
　意欲ある企業への導入実現については「子育てしやすい職場づくり推
進事業」により実施していく。

　結婚、妊娠・出産、子育てにおける様々な支援制度や施策について、
主役である子育て世代や子どもたちに寄り添うものにするとともに、脱
少子化に向けた県民運動を実効性のあるものにするため、子育て世代や
若者等によるプロジェクトチームを設置し、現行制度や施策の問題点等
を洗い出し、改善のための提言を行う。

　少子高齢化の急速な進展に対応して、「仕事と育児・家庭の両立」や
「女性の活躍」を更に前進させ、若者、女性、高齢者など「全員参加型
社会」を実現させるテレワークによる新しい働き方の普及拡大を図るた
め、セミナーの開催や前向きな企業への導入前コンサルティングに取り
組んでいる。平成29年度はテレワーク試行への参加企業に対し、導入計
画策定及びトライアルの実施を支援し、ガイドラインやモデル事例を作
成する。

関連する主な事業

脱少子化・子育て支援に関する制度や施策の再設計

本取組の目的は、結婚・出産・子育てに関わる県民運動を実効性のあるも
のにしていくことであり、現役の子育て世代や次の親世代が主体的に関わ
ることが必要不可欠である。このため、現行の制度、施策について利用者
の立場の目線でチェックし、その意見を反映させていく動きを作ることが
肝要である。まずは、モデル的にいくつかの市町村で機動的なプロジェク
トチームを立ち上げ、現行の国、県、市町村の制度、施策の優れている点
や問題点等を洗い出し、改善のための提言を行う。
各プロジェクトチームの主な取組事項と期待する成果は次のとおり。
 【取組事項】
・関連する全ての制度、施策の棚卸し
・企業や関係団体、当事者（親世代、学生グループ、女性グループ、若者
グループ）、学識経験者等専門家との連携
・関連する全ての制度、施策の客観目線、当事者目線での提案
・諸外国を含めた先進事例の視察、調査
【期待する成果】
・結婚、出産、子育て支援策の棚卸しと評価、リソース最適化の考察
・活動の宣言及びスローガンに関わる考察
・結婚・出産・子育ての切れ目ない環境整備に関する考察、及びその一環
としてポータルサイトによる情報提供の在り方検討

各プロジェクトチームの提案を集約し、県として取り組むべき方向を明ら
かにしていく。

13,049Ｂ

参考
資料

提　　　言

Ａ 2,658

官民協働による"脱少子化あきた"総合推進対策
事業
（「ベビーウェーブ・アクション」実践拡大事
業のうち県民運動活性化事業（脱少子化・子育
て支援施策改善プロジェクト事業））

(新)

523

子育てしやすい職場づくり推進事業
（「あきたテレワーク」による新しい働き方の
普及支援事業）

Ｂ

P55
地域の子育て力向上事業
（子育ての安心感向上事業）

Ａ (新)

各市町村との協議においては、各市町村所掌の「子ども・子育て会議」の
場を利用するなどして、これらの“仕組みはあるが、進捗管理に終始して
いる”機構の活性化を併せて図っていく。

行政が運営する委員会等は形式的過ぎるため、議論が十分熟さず、有効な
意思決定に至らないものがある。限られた時間において、どのようなプロ
セスを踏んで議論の深堀を進め、的確な意思決定に導くべきかを考え、委
員会や会議等の再構築を図るべきであり、それによってＰＤＣＡが回る仕
組みを機能させることが重要である。本県の喫緊の課題である少子化対策
の一翼を担う「子ども・子育て会議」を実りある場にするよう更なる活性
化を望む。

　従来、担当者を招集して開催してきた市町村との会議方式を改め、各
市町村の子ども・子育て会議の代表者及び担当課長の参集による、「市
町村子ども・子育て会議」代表者会議を開催し、県の施策等を伝えてい
く。
　「市町村子ども・子育て会議」代表者会議の場で、他の市町村の取組
や子育て世代包括支援センターなどの先進的な取組の紹介を行うことと
し、これにより自らの市町村のサービスを点検・議論してもらうこと
で、各市町村会議の活性化を目指す。

県内のＩＣＴ企業によって、ソリューションをパッケージ化し、簡易に
リーズナブルにテレワーク環境を提供することが図れないものか、それを
積極的に導入しようとする企業への研修、あるいは初期投資費用等につい
て、有効な助成制度は何か、県民にテレワークによる生活の変化などを啓
蒙するための有効な手立ては何かという、フィージビリスタディのプロ
ジェクトを官民で立ち上げる。
県内のＩＣＴ企業でも、既に意欲的に取り組んでいるところがあるので、
積極的な情報収集を行う。

あきた未来創造
部
（次世代・女性活躍
支援課）

あきた未来創造
部
（次世代・女性活
躍支援課）
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２

３

具体的な取組方策は提言３に包括 （提言３に包含）

提言３

１

あきた未来創造部

（移住・定住促進課） ６月 P17

２

②

移住総合推進事業
（移住体験・交流推進事業のうち移住起業者育
成事業）

13,707 当初 －

３

当初

P61当初

当初 P56

－

P20

①

②

「土着ベンチャー」は、地域資源を活かした起業を移住者が行うもので、他者
目線と既存の住民にない経験を持つ人財獲得に功を奏している。
「おこめつ部」は、県内の学生に起業プロセス研修を行い、地域資源の発見や
発掘を刻印するもので、実際の起業者は限られるかもしれないが、卒業後の定
着や一定の社会経験を踏んでからのふるさとでの起業、あるいは秋田ファンづ
くりのための情報発信者として期待が寄せられる。
女性による起業活動（提言２）は、「つながる・広がる」をコンセプトに、広
い裾野から県内の女性の様々な意欲を凝縮、結集させるサロン活動から始めて
おり、起業という目的を柔らかく掲げているが、ヴァリエーション豊かな自己
実現の在りようが、女性が輝く社会の可能性を示唆している。
フォーラムやセミナーで、興味のある人材を刺激、啓発し、資金面で助成する
制度を講じても、それで実際の起業行動に至るケースは極めて限られる。

秋田ファンづくりを起点とし、移住・定住を終点としたなだらかなアプローチ
を講ずること

「その場に、その人が居る」職種における働き方の改革モデルとして、保育士
の働き方改善に取り組むこと

地域おこし協力隊の趣旨や制度、他県の取組等について、市町村担当者へ
の研修会を実施するなど、受入れ体制の強化を図る。

秋田ファンづくりと移住・定住の促進

女性による起業推進に必要な支援を行うこと

人材の活用について、要望があると思われる市町村と連携し、退職した保
育士や、有資格者の潜在保育士を発掘する。

急な休暇でも取得しやすい環境を整備するため、市町村と連携し、様々な
条件に対し、適宜、保育士が従事できるような仕組みづくりを進める。

①

土着ベンチャー等による地域起業を推進し、定着化していくこと

①

前述の３例に共通するのは、プロセスを重視し、グループや同志間で常に
触発をし続け、適宜、メンタリング等、的確なアドバイスを行うことで、
ステップを踏んで進んでいけることである。それを移住者の若者や女性自
らが主宰しているが、そのために手間と時間と優れたメンター（助言者）
などの体制が必要になる。行政は、この活動に対し、費用対直接効果を見
るだけではなく、起業文化の醸成や地域社会に与えるインパクトなども配
慮し、長期的な視点で支援に臨むべきである。

②

任務終了後の定住を見据え、地域おこし協力隊員への自立化研修を強化す
る。また、地域との親和を図るなど、孤立を避ける手段を講ずる。

前述の３例は、それぞれ個別の体制下で実施しているが、部外講師のセミ
ナー、参加者のグループディスカッション、メンター活用などにおいて、
大きく一括りに共有する仕組みがあれば、コストや効果にシナジーが生ま
れるので、検討されたい。

地域おこし協力隊の定着率向上を図ること

①

移住・定住に観光、文化、食などを練り合わせたイベント（仮称：秋田
ファンフェスティバル）を開催し、多くの人に秋田に関心を持ってもら
い、実際に足を運んでもらう気運を醸成する。
開催に当たっては、県人会やネオ県人会、県内の学生・女性グループな
ど、関係する団体と連携し、当事者目線を十分に組み込んで成果を上げる
よう配慮する。

Ａ

③

あきた未来創造
部
（移住・定住促進
課）

産業労働部
（商業貿易課）

あきた未来創造
部
（移住・定住促
進課）

　毎年、地域おこし協力隊員交流会を実施して、隊員同士の交流の場を
設けており、隊員はこの交流の場を活用してお互いの課題などを話し
合ったり、交流会後も連絡を取り合い情報交換をしている。また、市町
村担当職員との合同研修のほか、スキルアップや任期終了後に向けた研
修を行っていることから、これを継続していく。

　あきた移住促進協議会等を通じ、土着ベンチャーの取組や地域に与え
るインパクト等の事業効果を紹介しているほか、平成29年度は市町村を
対象とした事業説明会を開催し、できるだけ多くの市町村の参加を促し
た。今年度の事業実施市町村は７自治体（能代市、男鹿市、湯沢市、鹿
角市、北秋田市、五城目町、美郷町）となり、移住促進策として「起
業」を切り口とすることに対する市町村への浸透が図られつつあるが、
引き続き、事業の効果等を市町村と共有することで、本県における土着
ベンチャーの裾野拡大を図っていく。
また、起業支援の施策と併せ、起業文化の醸成に努める。

教育庁
(幼保推進課)

Ｂ

Ａ

(新)

　秋田市の保育士人材バンク登録者を対象に、様々な条件に対し適宜従
事できる人材の有無について調査を実施し、従事可能な人材が一定程度
いることを把握した。

「秋田ファンづくり」移住推進事業

あきた起業促進事業
（ＩＣＴ活用によるグローバル起業家人材育成
支援事業）

移住総合推進事業
（移住体験・交流推進事業のうち移住起業者育
成事業）

地域おこし協力隊制度導入加速化支援事業

　首都圏での秋田ファンを形成し、「ファン」から「リピーター」、
「リピーター」から「移住」という、“なだらかなアプローチ”による
移住促進を図る。
　また、実施に当たっては首都圏にある各種団体等とも連携して、秋田
ファンの形成に努める。

25,869(新)
保育士等確保対策事業
（保育士産休等代替職員補助事業）

13,707 当初

8,759

4,096

18,168

　「おこめつ部」については、引き続き、大学生等を対象に、秋田を拠
点として、国内外から付加価値の高い仕事を受注できる起業家人材の育
成に取り組むとともに、将来的に、起業支援機関や起業家等が主体と
なって、同様の取組を継続的に実施できるよう、「土着ベンチャー」等
とも連携しながら、関係機関のネットワークづくりなどに取り組んでい
く。
　また、県内での起業の動きを一層活発化するためには、多様なアプ
ローチが必要であり、今後も関係機関の情報共有・事業間連携を図ると
ともに、各事業を通じて誕生した起業家の協力も得ながら、効果的な事
業運営に努めていく。

あきた未来創造
部
（移住・定住促進
課）

　平成29年度に、①の調査等により把握した人材を活用した仕組みづく
りを秋田市と検討していく。

Ａ

土着ベンチャーについては、導入した市町村の高い評価に比べ、応募する
市町村が少なく底辺理解と拡大が図られていない。これは市町村における
起業文化の醸成が進んでいないことが背景にあると考えられるため、県に
よる市町村への説明会など、起業文化の啓蒙に向けた活動が望まれる。

産業労働部
（商業貿易課）

Ｂ

　平成28年度において地域おこし協力隊員制度導入加速化支援事業によ
り、市町村向けに制度説明会を実施し、地域おこし協力隊制度等の周知
を図っている。平成29年度以降も取組を継続し、受入体制の強化を図っ
ていく。

Ａ

　「土着ベンチャー」の事業発表会に「おこめつ部」のメンバーの参加
を促すなど、県内の若者と移住起業者が連携・交流できる取組を検討す
る。
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提言４

１

　秋田県ゆとり生活創造センターを指定管理により運営し、情報提供や
相談対応を通じて地域活性化に取り組むＮＰＯ等の活動を支援する。

秋田県ゆとり生活創造センターの指定管理 59,518 当初 －

　県北・県南地区に市民活動サポートセンターを開設し、情報提供や相
談対応等を通じて地域活性化に取り組むＮＰＯ等の活動を支援する。

市民活動サポート事業 11,134 当初 －

　ＮＰＯ等が地域の課題をビジネス手法で解決する「コミュニティビジ
ネス」の立ち上げ支援や地域づくり団体間のネットワーク強化等に取り
組むほか、ＮＰＯ、企業、大学、行政等の多様な主体が連携・協働して
取り組む実践活動を対象とした、提案型支援事業の強化を図る。

協働の輪づくり促進事業
19,714
2,613

当初
６月

P61
－

２

あきた未来創造
部
（移住・定住促進
課）

　市町村や民間団体と連携し、「地域にある仕事」と「移住・定住サ
ポート」をパッケージにして提案することにより、多様なライフスタイ
ルに対応した移住の促進を図る。

「くらし×しごと」パッケージによる移住促進
事業

31,666 当初 P49

（地域の元気創造課）

　「地域協働」の裾野を広げるため、ＮＰＯ、企業、大学、行政等の多
様な主体によるネットワークを県内各地域で構築するとともに、ＮＰＯ
と企業ＣＳＲとのマッチング支援のほか、様々な地域課題解決に向けた
協働実践活動の創出を図る。

協働の輪づくり促進事業
19,714
2,613

当初
６月

P61
－

移住施策や地域おこし協力隊、企業ＣＳＲ活動などと連携できるスキームを検
討し、財源を含めた支援グループの多角化を検討、模索すること

小さくとも優れたアイデアと熱意を持つＮＰＯにもスポットを当て、支援・育
成策を図ること

「半Ｘ半ＮＰＯ仕事」による移住促進について、県の関連部局と関心ある
市町村、ＮＰＯとで、その内容と地域おこし協力隊活動との連動や民間と
の連携の可能性などについて、協議する。担い手となるＮＰＯや活動の概
要が定まった段階で、企業のＣＳＲ活動と連動し、協賛を得られないもの
か、地場企業等との交渉を、県が仲介して当事者間で進めていく。

地域協働の多様性へのサポートについて

Ａ

Ａ

中間支援ＮＰＯを通じた、これまでの相談、情報提供、指導、活動支援を
継続しつつ、中小規模ＮＰＯの活性化と育成を趣旨とした公募・提案型支
援策を講ずる。
趣旨からして、一件当たりの支援は小さくとも、相応の数をカバーし、か
つ、自由度や助成率が高い等、利用のハードルを高く設定しない配慮が望
ましい。小さなチャレンジによる小さな成功体験を、意欲あるＮＰＯに数
多く経験させ、育成を図るものである。

あきた未来創造
部
（地域の元気創造
課）
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