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今号の表紙

総合案内の壁は、樺細工、川連漆器、曲げわっぱが埋め込まれた、縦4メートル、横7メートルの巨大な伝統工芸作品。10種類
の桜皮の質感や色、模様の違いを生かした繊細なモザイクの樺細工や、川連漆器の塗りと蒔絵に映える曲げわっぱなど、秋田の
伝統工芸の豪華共演を鑑賞できます。細かなパーツの一つ一つに、伝統工芸を守る職人たちの技が光っています。

あきた芸術劇場ミルハス（秋田市）

令和4年5月1日発行［第253号］

2022 月号5・6ミルハス いよいよ6月に開館！
あきた芸術劇場



新秋田元気創造プラン」スタート
「

全国的に、賃金水準が高い地域（東京都
など）ほど県外からの転入が多く、低い
地域（秋田県など）ほど転出が多くなる
傾向にあります。
そこで、賃金水準を「地方圏※1平均」に、
社会増減数を「▲1,300 人」にすること
を2030年までの目標値としています。

※1 地方圏： 産業構造が大きく異なる三大都市圏※2 を除いた
道県

※2 三大都市圏： 東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川
県）、名古屋圏（愛知県、岐阜県、三重県）、
大阪圏（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県）に
属する11都府県

※高質な田舎とは、「秋田の原点」である豊かな自然や受け継がれてきた多様な文化に抱かれつつ、これを守り、ここに住む誰もが、一人ひとり自らの素養を
磨き、豊かな心を持ってお互いを慈しみ合いながら、新たな産業や文化の創造にチャレンジし、生き生きとゆとりを持って暮らしている姿

〜大変革の時代〜

　時代の潮流や本県の現状と課題を踏まえ、新たな県政
運営の指針「〜大変革の時代〜 新秋田元気創造プラン」
を策定しました。
　プランでは、本県の最重要課題である人口減少問題
をはじめとする諸課題の克服に向けて、将来を見据えた
実効性の高い施策・事業に取り組みます。

プランの推進期間／2022年度から2025年度までの4年間

「人口減少問題の克服」のポイントは？
「賃金水準」と「社会増減」の目標値

しなやかな強さが
ある秋田

強靱化
（レジリエンス）

将来にわたり
安心して

暮らせる秋田

持続可能性
（サステナビリティ）

日本の成長に
貢献する秋田

存在感
（プレゼンス）

誰もが生き生きと
活躍できる秋田

多様性
（ダイバーシティ）

100
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80

%
▲1,000

▲2,000

▲3,000

人

【現状値】

賃金水準 社会増減

【目標値】
2025年

【目標値】
2030年

87%

95%

▲2,992人
（2021年）

▲2,000人

▲1,300人

地方圏平均の100%達成

地方圏平均 406万円
秋田県 353万円
　（2019年）

本県が目指す「高質な田舎※」につながる
4年後の秋田の姿を表す目標

“四つの元気”
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お問い合わせ先  県総合政策課　☎018-860-1217

プランについての
詳しい情報はこちらから

新秋田元気創造プラン

賃金の引上げに取り組む県内企業
等を応援する制度の構築 など

結婚・出産・子育てに関する情報
の発信等による若者の結婚や
子育てに対する意識の啓発 など

県産農産物のブランド化に向けた
プロモーションの展開 など

医療のデジタル化に向けたオン
ライン診療の活用モデルの構築
など

食・文化・スポーツなど多様な分野
と観光の連携・融合による交流
人口の拡大 など

ICT（情報通信技術）の活用による
質の高い学びの推進 など

防災減災・交通基盤 生活環境 自然環境基本政策

“四つの元気”を
創造するための施策

重点戦略

賃金水準の向上1 2 3

産業・雇用

未来創造・
地域社会

農林水産

健康・医療・
福祉

観光・交流

教育・人づくり

カーボンニュートラル
への挑戦 デジタル化の推進

1

4

2

5

3

6

1 2 3

選択・集中プロジェクト（ 　　　　　     ）重点戦略に基づく取り組みのうち、
特に注力すべきもの
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新秋田元気創造プラン
スタートアップ予算！

咲きほこれ！

1 令和４年度一般会計予算　

2 健全な財政運営の確保

　令和4年度は、「新秋田元気創造プラン」のスタートの年です。
　プランに掲げた六つの重点戦略に基づく施策・事業を中心に編成しました。
　特に、「賃金水準の向上」、「カーボンニュートラルの促進」、「デジタル化の推進」の三つの選択・集中
プロジェクトに加え、「若者・女性の活躍推進」について、横断的・集中的に推進し、誰もが希望を持ち、
住み続けていくことができる秋田を実現してまいります。

（1）�次の世代に負担を残さないよう、可能な限り県債発行額を
抑制し、プライマリーバランス※1の黒字を確保

元金償還額：909億円  県債発行予定額：676億円
※1		プライマリーバランス…	行政サービスを提供するための経費を税収

でまかなえているかどうかを示す指標のこと。

（2）�災害時の対応などのために積み立てている基金を有効に�
活用しつつ、一定の基金残高を確保

令和4年度末実質基金残高
※2
見込み：244億円

	※2		実質基金残高…	市場公募債の償還財源として、ルールに基づき減債
基金に積み立てた額を除いた残高のこと。

総額 6，141億円
（対前年度6月補正後比＋87億円、＋1.4％）

歳入 歳出
31.4%31.4% 27.7%27.7%

22.6%22.6%

14.9%14.9%

16.0%16.0%

14.3%14.3%
4.5%4.5%

地方交付税
1,926億円 一般行政経費

1,698億円

人件費
1,388億円

公共事業費
912億円

公債費
983億円

社会保障関係経費
880億円

その他投資的経費
280億円

県債
676億円

国庫支出金
1,025億円

諸収入
435億円

地方消費税清算金、
地方譲与税など
1,079億円

県税
1,000億円

16.3%16.3%

11.0%11.0%

16.7%16.7%

7.1%7.1%

17.5%17.5%

端数処理のため、計・率が一致しない場合があります。
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3 「新秋田元気創造プラン」の六つの戦略に基づく主な事業

4 新型コロナウイルス感染症への対応に関する主な事業

代表的な事業

リーディングカンパニー創出応援事業
地域経済を牽

けん

引する企業を
創出するため、生産性向上に
よる賃金水準の向上や企業価値
の向上に資する取り組みに
対して支援します。

代表的な事業

広域連携による戦略的プロモーション事業
他都県との観光流動の促進
および誘客の拡大を図るため、
広域連携によるプロモーション
を展開します。

代表的な事業

「あきた健康宣言！」推進事業
生涯にわたって元気で健やか
に暮らせる「健康寿命日本一」
を目指し、健康づくり県民運動
を展開します。

代表的な事業

夢ある園芸産地創造事業
稲作に園芸や畜産を組み
合わせた複合型生産構造への
転換を加速するため、市町村の
園芸振興計画に基づく産地化に
向けた取り組みを支援します。

代表的な事業

若年女性の県内定着促進事業
県内企業の魅力発信や若年
女性にとって魅力ある職場づくり
を推進するほか、県内定着に
つながる県民意識の醸成を図り
ます。

代表的な事業

デジタル教育未来へR
ラ ン

UNプロジェクト事業
デジタル社会で活躍する人材
を育成するため、最新のICT
（情報通信技術）教材や IT
（情報技術）専門人材を活用した
高校教育を推進します。

日常生活回復に向けたPCR等検査無料化事業

17億4,677万円
新型コロナウイルス感染症自宅療養者給付金事業

9億4,358万円

お問い合わせ先  県財政課　☎018-860-1104

産業・雇用（511億円）1

観光・交流（161億円）3

健康・医療・福祉（1,763億円）5

農林水産（338億円）2

未来創造・地域社会（150億円）4

教育・人づくり（219億円）6

 5,034万円

2,620万円

1,953万円

9,187万円

5億4,780万円

1億917万円
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中ホール
　舞台芸術の演出効果を高める県内随一の舞台設備
を備えた中ホール。演者と観客が一体となる臨場感
あふれる公演が期待されます。

　秋田県と秋田市の文化芸術の拠点「あきた芸術劇場ミルハス」が6月に開館し、開館記念式典後
の6日から練習室や研修室などの利用が可能になります。自由に入館できますので気軽に立ち寄り、
館内（ホールを除く）の見学や窓辺からの千秋公園の景色をお楽しみください。
　また、9月23日には記念特別公演が行われ、26日からホール利用が可能になります。

いよいよ6月に開館！
練習室や研修室などの
利用が可能に

ミル ハ ス で 働 きな がら
バンド活動も行っている
私が施設を紹介します。

古古
ふるふる

谷谷
やや

  優優
ゆうゆう

貴貴
きき

さんさん

あきた芸術劇場あきた芸術劇場
開館準備事務所開館準備事務所

開館準備事務所職員として
働きながら、「鴉

からす

」のメンバーと
しても活動する私、古谷が館内
をご案内します。
館内には秋田らしさが随所

に散りばめられています。ぜひ
2次元コードからご覧ください。
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小ホール
　舞台照明設備等を備え、リハーサル室としても利用
が可能です。発表会や本番前のけいこに適しています。

ホワイエ
　大ホール、中ホールの外側の壁は、曲げわっぱ、
樺細工、川連漆器を組み合わせたしつらえに。円形の
作品は、外枠をつくる巨大な曲げわっぱに、四角形の
作品は、組子をイメージしたデザインに注目。

小ホールA 小ホールB

大ホール
　県内最大となる客席数（2,007席）。舞台の広さも県内
随一。各種コンサートや吹奏楽などの大会、歌舞伎、
オペラ、ミュージカルなど幅広い演目に対応できる高い
音響性能、ステージ機能を持ちます。
　客席は鑑賞のしやすさを重視してゆとりのある寸法に。
　雲のように見える天井は、組子細工をイメージして
作られ、反射板の役割を兼ねています。ホール全体が
柔らかな曲面による優しさに包まれた内装となっており、
壁を覆う赤茶の木（もく）レンガは、適度に音を拡散・
反射させ、豊かな響きを生み出します。
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井
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上
うえ
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みち

義
よし

（指揮）
　桐朋学園大学にて齋藤秀雄氏に師事。
1971年ミラノ・スカラ座主催グィド・カンテルリ 
指揮者コンクールに優勝し、一躍国内外の
注目を集め、世界的な活躍を開始する。
1976年日本フィルハーモニー交響楽団の定期
演奏会で日本デビュー。

小
こ

山
やま

 実
み

稚
ち

恵
え

（ピアノ）
　圧倒的存在感を持つ日本を代表するピア
ニスト。チャイコフスキー国際コンクール、ショ
パン国際ピアノコンクール入賞以来、常に
第一線で活躍している。協奏曲のレパート
リーは60曲を超え、国内外の主要オーケストラ
や指揮者からの信頼も厚く、数多くの演奏会
にソリストとして指名されている。

開館記念式典
6月5日（日）／ 会場  大ホール・中ホール

グランドオープン記念特別公演
9月23日（金・祝）／ 会場  大ホール

　開館を記念して、式典と由利高校民謡部による記念公演を
中ホールで行います。また、本県出身の佐々木新平氏の指揮に
よる「大いなる秋田」の記念演奏を大ホールで開催します。

　井上道義氏（指揮）、小山実稚恵氏（ピアノ）と新日本フィルハーモニー交響楽団との共演による、 
クラシックコンサートを開催します。

曲　目
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番　ハ短調　作品18
リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」　作品35

新日本フィルハーモニー交響楽団
　「一緒に音楽をやろう！」1972年、指揮者・小澤
征爾、山本直純の掛け声の下、楽員による自主運営
のオーケストラとして創立。1997年、墨田区に移転。
同年オープンのすみだトリフォニーホールを活動の
本拠地とし、日常の練習と公演を行う。定期演奏会、
特別演奏会、室内楽シリーズのほか、地域に根差した
演奏活動も精力的に行っている。

佐
さ

々
さ

木
き

 新
しん

平
ぺい

（指揮）
　秋田県から世界へ羽ばたく若き指揮者。
ヨーロッパで研鑽を重ね、現在全国のさま
ざまな楽団とあらゆる芸術活動を展開
している。2022年6月にあきた芸術劇場
ミルハスの音楽部門アドバイザーに就任。

本県
出身

当日は、式典の様子をエリアなかいちの
大型ビジョンで生中継します。ぜひご覧ください！

ホールで使用するスタインウェイ社製の
フルコンサートグランドピアノは、小山氏の選定です！世界的に有名な指揮者がミルハスで初めてタクトを振ります！

ミルハスの誕生にふさわしい曲目として、
出演者が選んだものです。

秋田での演奏は約30年振りです！

◆式典の主な内容（予定）

第一部

中ホール／14：00-15：00
・感謝状贈呈　・緞

どん
帳
ちょう
披露

・記念公演（郷土芸能）
由利高校民謡部

第二部
大ホール／15：20-16：00
・記念演奏「大いなる秋田」
秋田県吹奏楽連盟／秋田県合唱連盟
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（指揮）
桐朋学園大学にて齋藤秀雄氏に師事。

1971年ミラノ・スカラ座主催グィド・カンテルリ
指揮者コンクールに優勝し、一躍国内外の
注目を集め、世界的な活躍を開始する。
1976年日本フィルハーモニー交響楽団の定期
演奏会で日本デビュー。
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こ
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（ピアノ）
圧倒的存在感を持つ日本を代表するピア

ニスト。チャイコフスキー国際コンクール、ショ
パン国際ピアノコンクール入賞以来、常に
第一線で活躍している。協奏曲のレパート
リーは60曲を超え、国内外の主要オーケストラ
や指揮者からの信頼も厚く、数多くの演奏会
にソリストとして指名されている。

開館記念式典
6月5日（日）／ 会場 大ホール・中ホール

グランドオープン記念特別公演
9月23日（金・祝）／ 会場 大ホール

開館を記念して、式典と由利高校民謡部による記念公演を
中ホールで行います。また、本県出身の佐々木新平氏の指揮に
よる「大いなる秋田」の記念演奏を大ホールで開催します。

井上道義氏（指揮）、小山実稚恵氏（ピアノ）と新日本フィルハーモニー交響楽団との共演による、
クラシックコンサートを開催します。

曲　目
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番　ハ短調　作品18
リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」　作品35

新日本フィルハーモニー交響楽団
「一緒に音楽をやろう！」1972年、指揮者・小澤

征爾、山本直純の掛け声の下、楽員による自主運営
のオーケストラとして創立。1997年、墨田区に移転。
同年オープンのすみだトリフォニーホールを活動の
本拠地とし、日常の練習と公演を行う。定期演奏会、
特別演奏会、室内楽シリーズのほか、地域に根差した
演奏活動も精力的に行っている。

佐
さ

々
さ

木
き

 新
しん

平
ぺい

（指揮）
秋田県から世界へ羽ばたく若き指揮者。

ヨーロッパで研鑽を重ね、現在全国のさま
ざまな楽団とあらゆる芸術活動を展開
している。2022年6月にあきた芸術劇場
ミルハスの音楽部門アドバイザーに就任。

本県
出身

当日は、式典の様子をエリアなかいちの
大型ビジョンで生中継します。ぜひご覧ください！

ホールで使用するスタインウェイ社製の
フルコンサートグランドピアノは、小山氏の選定です！世界的に有名な指揮者がミルハスで初めてタクトを振ります！

ミルハスの誕生にふさわしい曲目として、
出演者が選んだものです。

秋田での演奏は約30年振りです！

◆式典の主な内容（予定）

第一部

中ホール／14：00-15：00
・感謝状贈呈　・緞

どん
帳
ちょう
披露

・記念公演（郷土芸能）
由利高校民謡部

第二部
大ホール／15：20-16：00
・記念演奏「大いなる秋田」
秋田県吹奏楽連盟／秋田県合唱連盟

お問い合わせ先  県文化振興課　☎018-860-1529

県民・市民参加型ミュージカル

「欅
けやき

の記憶・蓮
はす

のトキメキ」
令和5年1月14日（土）・15日（日）／ 会場  中ホール

出演者ワークショップの様子

　県民、市民参加のミュージカルを来年1月に開催します。公募によって選ばれた出演者は、昨年12月
からのワークショップで演技、歌、ダンスの稽古を重ねています。1月の公演をお楽しみに。

あらすじ
　県民会館が誕生した昭和30年代から今日
に至るまで、音楽などの芸術を通し、三世代
にわたり県民会館に親しんできた、家族の壮大
な物語。

みどころ
　さまざまな舞台設備が備わった中ホール
をフル活用したダイナミックな演出に、ご期待
ください！客席のあなたもミュージカルの一部
となるかも…

あきた芸術劇場ミルハス

チケット販売など
詳しくはこちらから

栗
くり

城
き

　宏
ひろし

（脚本）
　劇団わらび座で役者として活動後、座
内外の作・演出を手掛ける。主な作品に

「松浦武四郎 カイ・大地との約束」など。
国民文化祭・あきた2014の開会式・オー
プニングフェスティバルの脚本・演出を
担い、2014年度秋田県芸術選奨を受賞。

渡
わた

部
なべ

 絢
じゅん

也
や

（音楽監督）
　作編曲家、シンガー・ソングライター。
舞台音楽やテレビCМの楽曲を制作し、
ライブ活動も展開。国民文化祭・あきた
2014のテーマソング「僕たちの未来」を
歌唱。2019年の全国豊かな海づくり大会・
あきた大会で音楽監督を務めた。

畑
はた

澤
さわ

 聖
せい

悟
ご

（演出）
　劇作家・演出家、劇団渡辺源四郎商店
主宰、青森中央高校教諭。2005年「俺の
屍を越えていけ」で日本劇作家大会短編
戯曲コンクール最優秀賞。ラジオドラマ
の脚本で文化庁芸術祭大賞など受賞。
高校演劇部顧問としても活躍している。

撮影：木村正幸

新
しん

海
かい

 絵
え

理
り

子
こ

（振付）
　振付家、城西国際大学兼任講師、舞台 
芸術学院講師。数多くの作品に携わり、
ミュージカル「ザ・ビューティフルゲーム」で 
第22回 読 売 演 劇 大 賞優 秀スタッフ賞 

（2015年）。サンリオピューロランドのパレード
やミュージカルなどでも手腕を発揮。

本県
出身

本県
出身
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あなたも私も、みんなで考えよう！あなたも私も、みんなで考えよう！

思い込みや理解不足から気付かないうちに、差別やいじめなどをしてしまう
場合があります。自分自身や身近に次のような例はありませんか？

性 別 外国人「家事や子育ては、女性がするべきもの
だ」と言われた。

��自分は、外国人技能実習生であるが、
周囲から話しかけられることがない。

障 害 年 齢レストランで、障害があることを理由に
来店を拒まれた。

店でカード払いにまごついていたところ
「高齢者は現金で払え」と、ほかの客
からせかされた。

感染症
犯罪被害者など

患者のいる家庭の情報が地域に広げ
られ、事実上の村八分となった。 犯罪の被害に遭ったことを、噂話として

近所に広められた。

がんなどの疾病
犯罪をした人など

�治療のための休暇制度がないことや、
業務遂行に支障があるとの理由から
退職を促された。

��「犯罪をした人の子だから一緒に遊ば
せられない」と、ほかの子どもの親に
言われた。

性的指向など その他�性的指向が同性であることを、同意なく、
周囲に言いふらされた（アウティング）。

�・�自治会活動や校外活動に参加しなかった
ところ、その後、案内が届かなくなった。

�・�県外出身者であることを理由に、地域
の集まりに誘われない。

カスタマーハラスメント
顧客や取引先などから、次のようなことをされた。
・土下座の強要　・長時間にわたる謝罪の要求
・一方的で不当な要求の執ような繰り返し
・人格を傷つける発言

セクシュアルハラスメント
同僚から「結婚しないのか」、「子どもはつくらないのか」
と執ように尋ねられた。

パワーハラスメント
上司から「バカ」、「アホ」など、周りの職員も不快に思う
ようなことや、「辞めてしまえ」などの指導を超えたことを
言われた。

妊娠、出産などに関するハラスメントなど
産前休業や育児休業の相談を上司に話したら、「休むなら
辞めてもらう」と言われた。

“　　　　に満ちた社会”とは？多 様 性

差 別差 別

ハラスメントハラスメント

・「死ね」、「気持ち悪い」といった悪口や、容姿を冷やかすあだ名などを言われた。
・仲間はずれにされたり、話し合いの際にいない者のように扱われた。い じ めい じ め

あきたパートナーシップ宣誓証明制度が
スタートしました！

同性カップルなど、性的少数者の方などが、
互いをパートナーとして宣誓した場合に、
県として証明する制度です。

詳しくはこちらから▶
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お問い合わせ先  県あきた未来戦略課　☎018-860-1232

多様性に満ちた社会づくりに関する相談窓口を開設しました！

多様性に満ちた社会づくり基本条例を制定しました多様性に満ちた社会づくり基本条例を制定しました
多様性について理解を深め、差別のない県民一人ひとりの個性が尊重多様性について理解を深め、差別のない県民一人ひとりの個性が尊重

される社会づくりに、みんなで取り組んでいきましょう。される社会づくりに、みんなで取り組んでいきましょう。

・�差別をした側にも、過ごしてきた社会的状況や教育内容の変化など、本人の責任だけではない事情があります。
��差別をした人を非難するだけではなく、互いに理解をするよう努めることが大切です。

・やむを得ない事情から、差別の例外になるものがあります。
��具体例：法令により女性だけが対象となる助産師など、性別を限定した求人が認められる事例

　直ちには実施できない建築物のバリアフリー化　など

●相手を嫌がらせたり、悩ませたり、悲しませたりする行動になって
いないか。

●相手にけがをさせたり、痛がらせるような行動になっていないか。

●�人種など相手が変えることのできないことを理由とした行動に
なっていないか。

●自分がされた場合、不快と感じる行動になっていないか。

●相手だけでなく、周りの人が嫌がるような行動になっていないか。

●自分だけが納得している行動になっていないか。

詳しい情報はこちらから

◎�差別等に関する相談に応じます。
◎�秘密厳守、相談無料で対応します。

相談方法��� �電話、ウェブ（美の国あきたネット
参照）、面接（あきた未来戦略課
相談室、要予約）

��相談時間��� 月曜～金曜　9:00～17:00
��電　　話��　070-4106-4564（担当者直通）

◎�基本条例の全文や、多様性に満ちた社会づくりに関する指針を、
紹介しています。
◎差別の種類などに応じた個別相談窓口を案内しています。

秋田県 多様性に満ちた社会づくり

差別等相談窓口 多様性に満ちた社会づくりに関するウェブページ

無意識のうちに差別やいじめなどをしないため
相手を思いやり、次のような視点で
自分の行動を見直してみましょう。

差別やいじめなどを考える際に気を付けたいこと

「多様性に満ちた社会」とは、
あらゆる差別の解消を図り、
全ての県民が個性を尊重し合い
ながら、多様な文化や価値観
を受け入れ、互いに支え合う
社会のこと。自分の行動が、
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　新型コロナウイルス感染症の影響で
収入が減少し、世帯全員が住民税
非課税相当となった世帯が対象です。

開封忘れはありませんか？

※�確認書の送付時期・返送期限は、市町村で異なります。 ※申請書は市町村で異なります。

お住まいの市町村の窓口に
問い合わせ（申請時点で住民
登録のある市町村）

申請書に必要事項を記入し、
添付書類とともにお住まいの
市町村の窓口に、直接または
郵送で提出

新型コロナウイルスの影響で
家計が急変したご家庭などへ支援を
行っています

申請が必要です

各市町村から対象世帯に
送付している確認書を
原則３ヶ月以内に
返送してください。

　令和３年１月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯や住民税均等割の
非課税世帯を対象に、１世帯当たり10万円を支給します。
　給付金を受給するには、手続きが必要です。支給要件や申請方法などをお確かめください。

家計急変世帯の該当基準 非課税相当限度額（給与収入についての目安）

家族構成例 秋田市 秋田市以外の市町村
収入額 所得額 収入額 所得額

単身または扶養親族がいない場合 965,000円 415,000円 930,000円 380,000円
配偶者・扶養親族（計１名）を
扶養している方 1,469,000円 919,000円 1,378,000円 828,000円

配偶者・扶養親族（計２名）を
扶養している方 1,879,999円 1,234,000円 1,683,999円 1,108,000円

障害者、寡婦、ひとり親 2,043,999円 1,350,000円 2,043,999円 1,350,000円

令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」
の収入となった世帯（家計急変世帯）

令和3年度住民税（均等割）が非課税の世帯

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（10万円/1世帯）のご案内

　申請書に必要事項を記入し、添付書類
と一緒に令和3年12月10日時点で
住民登録のある市町村へ、直接または
郵送で提出してください。

申請が必要です

令和3年1月2日以降に
転入した世帯の場合

令和3年1月1日以前から現住所に
住民登録のある世帯の場合
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■ �秋田市
福祉総務課
018-803-6344

■能代市
福祉課
0185-89-2925

■横手市
社会福祉課
0182-23-5881

■大館市
福祉課
0186-42-8100

■男鹿市
福祉課
0185-24-9215

■湯沢市
福祉課
0183-79-5015

■鹿角市
福祉総務課
0186-30-0238

■由利本荘市
こども未来課
0184-24-6319

■潟上市
社会福祉課
018-853-5314

■大仙市
社会福祉課
0187-63-1111

■北秋田市
福祉課
0186-62-6637

■にかほ市
福祉課
0184-32-3034

■仙北市
社会福祉課
0187-43-2288

■小坂町
総務課
0186-29-3903

■上小阿仁村
住民福祉課
0186-77-2222

■藤里町
町民課
0185-79-2113

■三種町
福祉課
0185-85-2190

■八峰町
福祉保健課
0185-76-4608

■五城目町
総務課
018-852-5332

■八郎潟町
福祉課
018-875-5808

■井川町
総務課
018-874-4411

■大潟村
福祉保健課
0185-45-2114

■美郷町
総務課
0187-84-1111

■羽後町
健康福祉課
0183-62-2111

■東成瀬村
総務課
0182-47-3401

※複数回支給を受けることはできません。

1世帯当たり10万円 令和4年9月30日

各市町村のお問い合わせ先一覧

詐欺などにご注意ください 事業に関して行政職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、
お住まいの市町村や最寄りの警察署に連絡してください。

給付金の支給額 申請期限

お問い合わせ先  県地域・家庭福祉課　☎018-860-1314

ご不明な点があれば
お気軽にお電話ください
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お知らせ

18歳から大人！
～消費者トラブルに要注意～
4月から成年年齢が18歳に引き下げられ

ました。成人になると未成年者取消権（1）
が認められなくなるため、18歳、19歳の
消費者トラブルが増えるおそれがあります。
悪質商法など消費者トラブルに注意しま
しょう。
（1） 未成年者が保護者の同意を得ずに結んだ契約は、

取り消すことができる権利

［三つの心得］
◎契約をせかしてきたら要注意！
◎「必ずもうかる、稼げる」は、まず疑う！
◎「お得だ」と思ったときほど要確認！

 コンテンツ番号　62286
問  県県民生活課
☎018-860-1517

令和4年度の奨学金返還助成の
認定申請を受付中です

県内の民間企業などに就職された方を
対象に、奨学金の返還助成を行います。
対象者は、3年間で最大60万円の助成

を受けることができます。
希望する方は、美の国あきたネットで
募集要項をご確認の上、「助成対象者
認定申請」をしてください。
 コンテンツ番号　46990

問  県移住・定住促進課
☎ 018-860-3751

養育費の取り決め・
確保を支援します

子どもの健やかな成長のため、離婚後
のひとり親家庭の養育費の取り決め・確保
を支援します。

①養育費相談

悩み事は、一人で抱えずにご相談ください。
弁護士による法律相談（1時間無料、
要予約）も利用できます。

＜相談窓口＞

秋田県ひとり親家庭就業・
自立支援センター
☎018-896-1531（平日8:30～17:00）

② ひとり親家庭等養育費確保支援事業
　補助金

公正証書作成、養育費請求調停申立、
強制執行申立、養育費保証契約の手続き
に必要な費用を補助します。詳しくは、
美の国あきたネットをご覧ください。
申請期限 令和5年3月31日（金）
 コンテンツ番号　59286

問  県地域・家庭福祉課
☎018-860-1344

秋田県医療的ケア児
支援センターの開設

4月1日「秋田県医療的ケア児支援
センター」を開設しました。医療的ケア児
や家族、関係機関に対して、専門的な
相談対応や情報提供、助言などの支援を
行います。
ぜひご利用ください。
設置場所 県立医療療育センター

（秋田市南ヶ丘一丁目1番2号）
 コンテンツ番号　63072

問  県障害福祉課　☎018-860-1332

令和4年度の「環境大賞」を
募集します

県では、身近な優れた環境保全に関する
活動を環境大賞として表彰しています。
自薦・他薦は問いません。たくさんの

ご応募をお待ちしております。
募集期間 5月30日（月）～7月1日（金）
表彰部門 個人・学校教育関係・

団体の3部門
 コンテンツ番号　48927

問  県温暖化対策課
☎018-860-1560

住宅のリフォームを支援します！
子育て世帯や移住世帯が行う住宅の
増改築・リフォーム、一般世帯が行う持ち
家の断熱改修工事を対象に、工事費用
の一部を補助します。
詳しくは、美の国あきたネットをご確認

いただくか、最寄りの振興局へお尋ね
ください。
申  請 受付中

（工事着手前に申請してください）
※予算がなくなり次第、終了します

受  付 県地域振興局建築課
 コンテンツ番号　62661

問  県建築住宅課　☎018-860-2561

県公式ウェブサイトコンテンツ番号がある情報は、美の国あきた
ネット画面上部の「サイト内を検索する」に番号
を入力すると詳細をご確認いただけます。情情報報ののひひろろばば

令和4年度 県職員採用試験

試験の種類 申込受付
期間

第一次
試験日

大学卒業程度
（職務経験者含む）

4/27（水）～
5/18（水） 6/19（日）

短大卒業程度 7/22（金）～
8/17（水） 9/25（日）

高校卒業程度

受験案内は、申込受付期間中、美の国
あきたネットからダウンロードできます。
採用予定人員や受験資格、申込方法は、

受験案内をご確認ください。
コンテンツ番号　1295

問  県人事委員会事務局
☎018-860-3253

令和4年度
公立学校教員採用試験

教員採用試験を次の日程で実施します。
募集人員や出願方法などは、5月11日（水）
に発表する実施要項でご確認ください。
出願受付 5月12日（木）～27日（金）

一次試験 7月23日（土）～24日（日）

二次試験 9月10日（土）～12日（月）

合格発表 10月14日（金）

美の国あきたネットに採用試験の
ポスターとリーフレットを掲載中です。実施
要項も、発表後にサイトに掲載します。
コンテンツ番号　55872

問  県教育庁高校教育課
☎018-860-5164

令和4年度 県警察官採用試験

試験の種類 申込受付
期間

第一次
試験日

警察官Ａ〈第１回〉
（大学卒業または見込み）

5/9（月）～
6/3（金）

教養試験等
7/10（日）

警察官Ａ〈第２回〉
（大学卒業または見込み）

7/22（金）～
8/17（水）

教養試験等
9/18（日）

警察行政
（大学卒業程度）

5/9（月）～
5/24（火）

教養試験等
6/19（日）

受験案内は、申込受付期間中、県警察
ウェブサイトからダウンロードできます。
なお、受験の申し込みは原則、インター

ネット「秋田県電子申請・届出サービス」
からの受け付けとなります。
問  県警察本部警務課

 0120-863314

令和4年度 第1回県出資法人等
職員共同採用試験

県が出資する法人などの共同採用試験
の第一次試験を、7月10日（日）に行い
ます。
詳しくは、5月中旬に各法人のウェブサイト

でご案内します。受験案内は、5月下旬
から各法人や県庁総合案内、ハローワーク
などで配布予定です。
◆採用予定法人：
（社福）秋田県社会福祉事業団
　☎018-889-8360
（公財）あきた企業活性化センター
　☎018-860-5603
　秋田県信用保証協会
　☎018-863-9011
※ 詳しくは、各法人までお問い合わせ
ください。
コンテンツ番号　34099

問  県総務課　☎018-860-1057

催　し

「ひと」や「もの」を通じた出会いを
（緑の丘のマーケット）

秋田ふるさと村の「お祭り広場」で、
青空の下、展示販売イベントを開催します！
旬の農産物や癒やしをプラスする

植物、大人気のクラフト雑貨やおいしい
スイーツなど、ジャンルを問わないお店が
広場（緑の丘）に並びます。
出展者との交流（ひと）や、素敵な商品

（もの）との新たな出会いを、ぜひお楽しみ
ください！
日 時 5月28日（土）～29日（日）

10：00～16：00
会 場 秋田ふるさと村（横手市）
料 金 入場無料
コンテンツ番号　6296

問 秋田ふるさと村
☎0182-33-8800

問 県観光戦略課
☎018-860-1461

日本画家 堀文子 -百年の旅-
昭和初期から平成の時代、100歳に

なるまで一つの画風にこだわることなく、
あるがままに自らの作品を描き続けた
画家、堀

ほり

文
ふみ

子
こ

。
数多く開催された個展などから、厳選

した作品を展示します。
また、堀文子とつながりがあり、画風に影響
を与えた秋田出身の日本画家、柴

しば

田
た

安
やす

子
こ

と福
ふく

田
だ

豊
とよ

四
し

郎
ろう

の作品も併せて紹介します。
日 時 4月23日（土）～　7月10日（日）
会 場 県立近代美術館（横手市）
料 金 一般1，200円　高・大学生800円

中学生以下無料
コンテンツ番号　63640

問 県立近代美術館　☎0182-33-8855

4・8・12・2月の
第2土曜日 秋田魁新報・北羽新報
第2日曜日 北鹿新聞

新聞「あきた県広報」

第1土曜日  17:25  秋田放送
第2土曜日  13:55  秋田テレビ
第2土曜日  15:30  秋田朝日放送

テレビ「あきたびじょんNEXT」

第２・４金曜日
7:50　エフエム秋田

ラジオ「秋田県からのお知らせ」 Twitter noteFacebook

情報のひろばの内容は、新型コロナウイルス
感染症などの影響により、変更になる可能性
があります。お問い合わせいただくか、
美の国あきたネットなどでご確認ください。

県政広報
のご案内

あきたびじょん　2022年5・6月号14
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お知らせ

18歳から大人！
～消費者トラブルに要注意～
4月から成年年齢が18歳に引き下げられ

ました。成人になると未成年者取消権（1）
が認められなくなるため、18歳、19歳の
消費者トラブルが増えるおそれがあります。
悪質商法など消費者トラブルに注意しま
しょう。
（1）未成年者が保護者の同意を得ずに結んだ契約は、

取り消すことができる権利

［三つの心得］
◎契約をせかしてきたら要注意！
◎「必ずもうかる、稼げる」は、まず疑う！
◎「お得だ」と思ったときほど要確認！

コンテンツ番号　62286
問  県県民生活課
☎018-860-1517

令和4年度の奨学金返還助成の
認定申請を受付中です

県内の民間企業などに就職された方を
対象に、奨学金の返還助成を行います。
対象者は、3年間で最大60万円の助成

を受けることができます。
希望する方は、美の国あきたネットで

募集要項をご確認の上、「助成対象者
認定申請」をしてください。
コンテンツ番号　46990

問  県移住・定住促進課
☎ 018-860-3751

養育費の取り決め・
確保を支援します

子どもの健やかな成長のため、離婚後
のひとり親家庭の養育費の取り決め・確保
を支援します。

①養育費相談

悩み事は、一人で抱えずにご相談ください。
弁護士による法律相談（1時間無料、
要予約）も利用できます。

＜相談窓口＞

秋田県ひとり親家庭就業・
自立支援センター
☎018-896-1531（平日8:30～17:00）

②ひとり親家庭等養育費確保支援事業
　補助金

公正証書作成、養育費請求調停申立、
強制執行申立、養育費保証契約の手続き
に必要な費用を補助します。詳しくは、
美の国あきたネットをご覧ください。
申請期限 令和5年3月31日（金）
コンテンツ番号　59286

問  県地域・家庭福祉課
☎018-860-1344

秋田県医療的ケア児
支援センターの開設

4月1日「秋田県医療的ケア児支援
センター」を開設しました。医療的ケア児
や家族、関係機関に対して、専門的な
相談対応や情報提供、助言などの支援を
行います。
ぜひご利用ください。
設置場所 県立医療療育センター

（秋田市南ヶ丘一丁目1番2号）
コンテンツ番号　63072

問  県障害福祉課　☎018-860-1332

令和4年度の「環境大賞」を
募集します

県では、身近な優れた環境保全に関する
活動を環境大賞として表彰しています。
自薦・他薦は問いません。たくさんの

ご応募をお待ちしております。
募集期間 5月30日（月）～7月1日（金）
表彰部門 個人・学校教育関係・

団体の3部門
コンテンツ番号　48927

問  県温暖化対策課
☎018-860-1560

住宅のリフォームを支援します！
子育て世帯や移住世帯が行う住宅の

増改築・リフォーム、一般世帯が行う持ち
家の断熱改修工事を対象に、工事費用
の一部を補助します。
詳しくは、美の国あきたネットをご確認

いただくか、最寄りの振興局へお尋ね
ください。
申 請 受付中

（工事着手前に申請してください）
※予算がなくなり次第、終了します

受 付 県地域振興局建築課
コンテンツ番号　62661

問  県建築住宅課　☎018-860-2561

県公式ウェブサイトコンテンツ番号がある情報は、美の国あきた
ネット画面上部の「サイト内を検索する」に番号
を入力すると詳細をご確認いただけます。情情報報ののひひろろばば

令和4年度　県職員採用試験

試験の種類 申込受付
期間

第一次
試験日

大学卒業程度
（職務経験者含む）

4/27（水）～
5/18（水） 6/19（日）

短大卒業程度 7/22（金）～
8/17（水） 9/25（日）

高校卒業程度

受験案内は、申込受付期間中、美の国
あきたネットからダウンロードできます。
採用予定人員や受験資格、申込方法は、
受験案内をご確認ください。
 コンテンツ番号　1295

問  県人事委員会事務局
☎018-860-3253

令和4年度
公立学校教員採用試験

教員採用試験を次の日程で実施します。
募集人員や出願方法などは、5月11日（水）
に発表する実施要項でご確認ください。
出願受付 5月12日（木）～27日（金）

一次試験 7月23日（土）～24日（日）

二次試験 9月10日（土）～12日（月）

合格発表 10月14日（金）

美の国あきたネットに採用試験の
ポスターとリーフレットを掲載中です。実施
要項も、発表後にサイトに掲載します。
 コンテンツ番号　55872

問  県教育庁高校教育課
☎018-860-5164

令和4年度　県警察官採用試験

試験の種類 申込受付
期間

第一次
試験日

警察官Ａ〈第１回〉
（大学卒業または見込み）

5/9（月）～
6/3（金）

教養試験等
7/10（日）

警察官Ａ〈第２回〉
（大学卒業または見込み）

7/22（金）～
8/17（水）

教養試験等
9/18（日）

警察行政
（大学卒業程度）

5/9（月）～
5/24（火）

教養試験等
6/19（日）

受験案内は、申込受付期間中、県警察
ウェブサイトからダウンロードできます。
なお、受験の申し込みは原則、インター

ネット「秋田県電子申請・届出サービス」
からの受け付けとなります。
問  県警察本部警務課

 0120-863314

令和4年度　第1回県出資法人等
職員共同採用試験

県が出資する法人などの共同採用試験
の第一次試験を、7月10日（日）に行い
ます。
詳しくは、5月中旬に各法人のウェブサイト

でご案内します。受験案内は、5月下旬
から各法人や県庁総合案内、ハローワーク
などで配布予定です。
◆採用予定法人：
　（社福）秋田県社会福祉事業団
☎018-889-8360
　（公財）あきた企業活性化センター
☎018-860-5603
秋田県信用保証協会
☎018-863-9011

※ 詳しくは、各法人までお問い合わせ
ください。
 コンテンツ番号　34099

問  県総務課　☎018-860-1057

催　し

「ひと」や「もの」を通じた出会いを
（緑の丘のマーケット）

秋田ふるさと村の「お祭り広場」で、
青空の下、展示販売イベントを開催します！
旬の農産物や癒やしをプラスする
植物、大人気のクラフト雑貨やおいしい
スイーツなど、ジャンルを問わないお店が
広場（緑の丘）に並びます。
出展者との交流（ひと）や、素敵な商品

（もの）との新たな出会いを、ぜひお楽しみ
ください！
日 時 5月28日（土）～29日（日）

10：00～16：00
会 場 秋田ふるさと村（横手市）
料 金 入場無料
 コンテンツ番号　6296

問 秋田ふるさと村
☎0182-33-8800

問 県観光戦略課
☎018-860-1461

日本画家　堀文子　-百年の旅-
昭和初期から平成の時代、100歳に

なるまで一つの画風にこだわることなく、
あるがままに自らの作品を描き続けた
画家、堀

ほり

文
ふみ

子
こ

。
数多く開催された個展などから、厳選

した作品を展示します。
また、堀文子とつながりがあり、画風に影響
を与えた秋田出身の日本画家、柴

しば

田
た

安
やす

子
こ

と福
ふく

田
だ

豊
とよ

四
し

郎
ろう

の作品も併せて紹介します。
日 時 4月23日（土）～　7月10日（日）
会 場 県立近代美術館（横手市）
料 金 一般1，200円　高・大学生800円　

中学生以下無料
 コンテンツ番号　63640

問 県立近代美術館　☎0182-33-8855

4・8・12・2月の
第2土曜日 秋田魁新報・北羽新報
第2日曜日 北鹿新聞

新聞「あきた県広報」

第1土曜日  17:25  秋田放送
第2土曜日  13:55  秋田テレビ
第2土曜日  15:30  秋田朝日放送

テレビ「あきたびじょんNEXT」

第２・４金曜日
7:50　エフエム秋田

ラジオ「秋田県からのお知らせ」 Twitter noteFacebook

情報のひろばの内容は、新型コロナウイルス
感染症などの影響により、変更になる可能性
があります。お問い合わせいただくか、
美の国あきたネットなどでご確認ください。

県政広報
のご案内

あきたびじょん　2022年5・6月号 15
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圧巻！　あきた芸術劇場ミルハス
いよいよ千秋公園の旧県民会館跡地に、新装
なる「あきた芸術劇場」、愛称「ミルハス」が姿を
現しました。
旧県民会館と秋田市文化会館の老朽化に伴い、
別 に々造るよりも、集客効果の高い大型のコンサート
やイベントが可能な東北最大級のものをという
ことで、県と秋田市とが共同で建設したものです。
全国でも例のない行財政改革の見本ともなる

共同事業ということで、国から総事業費254億円
の約半分の財政支援を受けることができ、いわば
一つ造る費用で2倍のものが出来たということに
なります。
2千席の大ホールと800席の中ホール、リハー

サル室を兼ねた二つの小ホールや各種練習室、
レストラン、さまざまな小イベントや展示会も可能な
広々としたロビー、そして随所に秋田杉を使い、
曲げわっぱ、樺細工、川連漆器など伝統工芸品を
あしらった秋田らしい内装に仕上がりました。
坂を登らず道路面から直接出入りでき、全面

ガラス張りで、夜は不夜城のごとくお堀と広小路側、
そして千秋公園への道を照らすことになります。
玄関を入ると、アッと驚く近代的で明るい施設

です。
秋にはグランドオープン、ぜひともご期待くだ

さい。

▲�県産米由来の成分を配合したフェイス
マスク、化粧水、乳液。

◀�「蔵人たちの肌は、しっとりしていて美しい
と言われます。その潤いの成分をスキン
ケアに生かしました」と同社。

食用だけでなく、化粧品にも
　秋田県産の米は、化粧品にも活用されています。
「高清水」の醸造元、秋田酒類製造（秋田市川元）
の関連会社「高清水化粧品」では、化粧水、乳液、フェイス
マスク、クレンジングバームの原料に高清水の純米酒
（コメ発酵液）を配合。使用者アンケートでは、
7割以上の人が「保湿効果の高さ」など
について高く評価しています。
　専門機関に分析を依頼したところ、

県産米由来の「コメ発酵液」は、日本酒のうま味の成分でもあり、
保湿効果をもたらす、肌のはりと弾力をつかさどるアミノ酸成分
「グリシン」が豊富に含まれていることが分かりました。
　県産米は、おいしいだけでなく美肌の素にも。米の力、すごい！
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