おもな事業の 概 要 を

●北前船寄港地フォーラム開催
月に秋田市で開催します
…１千 万円

□なでしこ秋田 働
･く女性応援事業
女性が働きやすい職場づくり
や、仕事と子育ての両立支援に
取り組む企業の職場環境の整備
に補助します…１千 万円

□新規就農を支援
農業での自立を図る新規就農者
への支援のほか、新たに、県外
からの移住就農者への軽ト
ラック導入に対し支援しま
す…５千 万円

□森林環境の保全整備
森林の生産性と公益的機能を高
めるため、計画的に行う間伐な
どに補助します… 万円

□大森山動物園サル舎を整備
老朽化著しいサル舎を整備し、
サル本来の生態が観察できるよ
うになります。今年 月完成予
定…２億３千 万円

□千秋公園の整備
市民の憩いの場である千秋公園
の魅力を高めるため、園内施設
の再整備や、さくらの景観整備
を行います…１億１千 万円

□秋田市への移住を促進
引き続き移住相談ツアーを行う
ほか、新たに移住体験住宅に
よる生活体験を実施します。ま
た首都圏 仙
･ 台市内などで開催
する移住相談会で〝あきた市暮
らし〟の魅力を広くＰＲするほ
か、子育て世代などを対象に、
住宅確保に要する費用などを補
助し、さらなる移住促進を図り
ます…９千 万円

６

＊掲載した催しなどは、新型コロナウイルス感染予防などのため、中止または変更になる場合がありますので、ご了承ください。

秋田市が実施するおもな事業の概
要を、 新
｢ 県
･ 都『あきた』成長プラ

ン 推
｣ 進計画に掲げる５つの将来都
市像に沿ってお知らせします。
＊各事業の予算額は、千円以下を四捨五入
しています。

□アンダー 正社員化促進事業
安定した質の高い雇用の拡大を
図るため、 歳未満の非正規雇
用者を正規雇用に転換した企業
へ補助します…１億７千 万円

684

ピ ッ ク ア ップ！
は｣新規事業
は｣継続事業

10

□商工業振興奨励措置事業
誘致企業などが行う工場の新増
設などの設備投資に対し、助成
します…２億３千 万円

166

163

●｢
□｢

●新卒者の地元就職を促進
学生に市内企業の魅力を発信す
る企業情報誌の作成や、就活の
マッチング機会の創出、高校教
員などを対象とした企業見学会
などを行います… 万円
●農業用ため池ハザードマップ作成
全国的に豪雨などによる農業用
ため池の決壊被害が発生してい
ることから、 か所の防災重点
ため池のハザードマップを作成
します…２千 万円

40

サル舎の完成イメージ。公開時
期は今年度内の予定。詳しく
は、広報あきた、動物園ホーム
ページでお知らせします

10

18

豊かで活力に
満ちたまち

け ん い ん

産業振興により地域
経済を活性化し、雇
用とにぎわいを創出す
ることにより都市とし
ての求心力を高め、多
様な交流や連携を構築
し、県都として周辺圏
域の発展を牽引する 豊
｢ かで活力
に満ちたまち を｣めざします。

860

123

500

236

●ＩＣＴ商店街モデル事業
●東京２０２０オリンピック
商店街のＩＣＴ 情報通信技術
聖火リレー 聖火点火式を開催
(
)
･
環境整備を促進し、商店街の振
… 万円
興を図ります… 万円
【聖火リレーコース】
ス( タ ー ト 秋) 田 市 役 所
前で聖火点火式 ▼竿燈大
通 り ▼二 丁 目 橋 ▼中 央 通
り ▼秋 田 駅 西 口 ▼エ リ ア
なかいちにぎわい広場 ゴ(ール )
●事業の承継を支援
事業主の高齢化や後継者不足に
悩む中小企業者へ、事業承継に必
要な経費を補助します… 万円

560

162

990

200

40

554

146

749

１
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緑あふれる環境を
備えた快適なまち
利便性の高い都市基盤
を整備しながら、秋田市
の住みよい環境を保全し
次世代へ継承することが
できるコンパクトシティ
を形成し、いつの時代に
おいても、 緑あふれる環
｢
境を備えた快適なまち を
｣
めざします。

●総合環境センターの溶融施設の
大規模改修…２億６千 万円
□泉外旭川駅の整備
来年３月の開業に向けて、駅前
広場などを整備します
…７億７千 万円

●追分駅のバリアフリー化への補助
鉄道事業者が実施する、追分駅
のエレベーター整備などの設計
に対し補助します… 万円

●交通系ＩＣカードの導入の推進
来年度運用開始をめざすバスへ
の交通系ＩＣカード導入に対
し、事業者に補助します
…３億２千 万円

●道路照明灯のＬＥＤ化
市が管理する道路照明灯を順
次、ＬＥＤランプに交換してい
きます…１億７千 万円

860

□ごみ減量を促進
マイバッグの利
用促進や集団回収
の実施団体への奨
励金の交付、家庭ごみ減量キャ
ンペーンの実施など、引き続き
ごみ減量 リ
･ サイクルへの取り組
みを促します…２千 万円
□再生可能エネルギーの導入を支援
住宅用太陽光発電システムや、
木質ペレットストーブなどの購
入費用の一部に補助します
…２千 万円
□次世代エネルギーパークの運営
市内の再生可能エネルギー施設

の見学を通して、地球温
暖化対策とエネルギー政
策に関する理解と関心を
高めます… 万円

健康で安全安心に
暮らせるまち

□都市公園のバリアフリー化
川尻総社後街区公園、広面小沼街
区公園、朝日第二街区公園のバリア
フリー化を図ります…３千 万円

334

生活の危険を回
避できる十分な体制
を整備し、市民が健やかな心身
を保ちながら、 健
｢ 康で安全安心
に暮らせるまち を｣めざします。

□河川の改修
大雨などによる浸水被害軽減の
ため、市管理河川の護岸改修な
どを行います。また、排水ポン
プ車を新たに２台購入します
…６億９千 万円

□古川流域の治水対策
古川流域の浸水被害軽減に向け
た治水対策として、排水機場の
設計や調査を行います…
１億５千 万円

□奨学金返還への助成
市内で働く看護師などの人材不
足の解消を図るため、奨学金の
返還に対し５年間助成します。
今年度から、これまでの看護師 ･
准看護師に加え、歯科衛生士も
対象となります… 万円

□がん検診の実施 助
･成制度
胃がん 大
･ 腸がん 子
･ 宮頸がんな
どの検診を行うとともに、引き
続き自己負担の割引制度を実施
します。また、 月から胃がん
検診に、新たに胃内視鏡検査を
導入します…２億２千 万円

□風しん抗体検査費と
予防接種費を助成
妊娠を希望する女性とその配偶
者などを対象に助成します
…９千 万円

□消防団組織の充実強化
消防団車両などを整備するほ
か、消防団器具置場の改築など
を行います…１億２千 万円

297

□生活困窮者の自立を支援
生活に困窮したかたが、生活保
護となる前の段階で自立ができ
るよう各種支援を行います
…４千 万円

次のページへ続きます
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昨年12月７日に行われた泉外旭川駅
の安全祈願祭で
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