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　自民党は日本の命運をかけた戦いに
勝利しました。この勝利は自民党に信
任が戻って来たのではなく、民主党政
権の３年間の間違った政治主導による
政治の混乱と停滞に終止符を打つべ
く、国民の判断だったのであります。
　勝って兜の緒を締めよ。私たち県議
会自民党会派は、国民の厳しい視線が
今後も注がれ続けているという緊張感
を持って、前に進み、結果を残して参
ります。現在の日本の状況は経済にお
いても、そしてまた教育、外交・安全

保障、震災の復興においても、危機的
な状況になっております。私たちには、
この危機を突破していく、復興につい
てはスピードを挙げていく、経済にお
いてはデフレを脱却して、円高を是正
して経済を成長させていく。雇用を創
出していく。そういう使命が課されて
います。
　「日本を取り戻す」という本当の戦
いはこれからであります。私たちは国
民県民の皆様とともに頑張って参り
ます。

秋田県議会議員

大野 忠右エ門

勝って
兜の緒を締めよ！
日本を取り戻す戦いはこれからだ！！



　今回の補正予算は、国の「経済危機対応・地域活性化予備費」による公共事業や、県単独の離
職者対策のほか、住宅リフォーム推進事業など、緊急的な経済・雇用対策のための予算が大半を占
めていることが特徴です。
　また「ふるさと秋田元気創造プラン」に基づく事業として、県有種雄牛「義平福」号の普及拡大を図
るための予算、県内で撮影される韓国ドラマ「アイリス」続編に関する予算などが盛り込まれました。
　また、懸案事項だった秋田八幡平クマ牧場の“クマ受け入れ問題"については、北秋田市への施
設整備に対する助成費を計上しました。

「ふるさと秋田元気創造
プラン」に基づく事業

緊急的な
経済・雇用対策

　秋田八幡平クマ牧場のクマの受け入れ先である
北秋田市に、阿仁熊牧場の施設整備設計費を助
成するため2,000万円を計上しました。また、福祉
医療、農林水産ビジネス、観光、教育などに関して
予算を計上しています。

こつこつと、着実に、
秋田県は前へと
進んでいます！

教育・人づくりの推進… ………………… 4億1,187万円
●…県民が一丸となった脱少子化対策の推進として、子供を安心して育てることができる体制を
整備するための、保育所の大規模修繕への助成

●稲川養護学校高等部棟の増築工事

高齢社会に向けた福祉・医療の充実…… 4,380万円
●介護施設の整備や開設に伴う準備費用への助成

総合戦略産業としての観光の振興……… 3,824万円
●…韓国ドラマ｢アイリス｣続編の秋田ロケーションへの支援

[トピックス]農林水産ビジネスの振興… …… 1,030万円
●県有種雄牛｢義平福｣号の普及拡大と県産畜産物の魅力を広く周知するためのイベント開催

●大規模肉用牛肥育団地の施設整備等

市町村との協働の推進… ……………………… 500万円
●…県と湯沢市が策定した｢資源活用型ゆざわ地域づくり推進プロジェクト｣の推進に向けて市が
実施する埋蔵文化財展示施設の整備などに対する｢あきた未来づくり交付金｣

その他… ……………………………………………… 2,000万円
●…秋田八幡平クマ牧場のクマの受け入れに伴い、北秋田市が実施する熊牧場の施設整備に
要する施設設計への助成

　消費の下支え対策として土地改良などの公共事業を追加したほか、住
宅の増改築やリフォームに対し補助する「あきた安全安心住まい推進事業」
を増額しました。また、企業などが離職者を雇用して行う人材育成を支援
する「緊急就職サポート事業」などに予算を計上しました。

戦略作物の生産拡大に必要な
水田の排水強化対策
………………………… 19億8,796万円
大区画ほ場整備事業
………………………… 19億5,314万円
水産基盤の整備事業
…………………………… 2億9,630万円
間伐等の実施への助成事業
…………………………… 1億2,044万円

治山施設の整備事業
………………………… 10億6,343万円
道路、河川等の整備事業
………………………… 15億2,320万円
国直轄河川、土地改良事業
負担金
…………………………… 3億1,500万円
あきた安全安心住まい推進事業
…………………………… 1億4,000万円
緊急就職サポート事業
……………………………1億2,543万円

補正予算総額 68億3,331万円
[補正後 予算総額  6,259億円]
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秋田が誇る種雄牛「義平福」の
産子が、全国2位の快挙！
県産牛の生産拡大とブランド向上に弾み

政権奪還、責任を新たに。
秋田、そして日本の復興に全力を尽くします。

　和牛の国内最大規模の祭典で、5年に1度開催される「全国和
牛能力共進会」で県有種雄牛「義平福（よしひらふく）」の産子が、
県の過去最高の全国2位に輝きました。
　本県の畜産に関連する話題としてはほかにも、県内3つの家畜
市場を統合して昨年4月より稼働を始めた「あきた総合家畜市場」
の誕生が挙げられます。
　東日本大震災の影響で不振気味の畜産業界でしたが、全国2
位の快挙と新拠点の誕生に今後の活性化が期待されています。
次回の「全国和牛能力共進会」の会場は宮城県。1位獲得に向
けて、県をあげた取り組みが始まっています。

　我 自々民党会派は、より良い秋田県づくり・発展のために、
これからも全力を尽くして参ります。その具体的なビジョンと
して、以下の重点政策に一丸となって取り組みます。

◎日本海国土軸の形成
防災やリスク分散のために集中投資、日沿道の早期全線開通、老朽化したインフラの
更新

◎成長産業支援の充実による景気回復と雇用の確保
中小零細企業の新分野進出への支援の充実、新エネルギー関連産業分野への参入
促進、地域イノベーション創出の促進

◎地域医療の充実と少子化対策の充実
医師確保対策への支援、仕事と子育ての両立など総合的支援の充実、
医療IT化の推進

◎農林業の供給力・競争力強化のための支援の充実
担い手の育成・確保のための支援の充実、森林機能発揮のために森林整備促進へ
の支援の充実、例外なき関税撤廃を強いるTPPへの参加は反対

◎次代を担う人材育成のための環境整備
トップクラスの学力を持った人材のステップアップを図る政策の推進、知の拠点づくり
の推進のための支援の充実

◎だれでも安心できる社会保障制度の確立
自助・共助・公助を組み合わせた持続可能な制度の創設

▲県有種雄牛｢義平福｣

▶あきた総合家畜市場

「ふるさと秋田元気創造
プラン」に基づく事業

あきた総合
家畜市場 大曲家畜市場

鹿角家畜市場
鹿角市

大仙市

由利本荘市

広域由利家畜市場
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