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情報公開・提供全般について、幅広い観点から現状

を検証するとともに、今後のあり方を検討することに

より、県政運営の透明性の確保・向上を図る。

○ 外部有識者会議の運営

検証、見直しに当たり、外部有識者からなる「情

報公開・提供の検証見直し第三者委員会」（通称：

見える化委員会）を設置し、専門的・総合的立場か

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

【総務部 行政改革課】

行政改革推進事業費（情報公開･提供の検証等に向けた外部有識者会議（新規））行政改革推進事業費（情報公開･提供の検証等に向けた外部有識者会議（新規））行政改革推進事業費（情報公開･提供の検証等に向けた外部有識者会議（新規））行政改革推進事業費（情報公開･提供の検証等に向けた外部有識者会議（新規））

712712712712千円千円千円千円

見える化委員会）を設置し、専門的・総合的立場か

ら意見や見直しの方向性等について提言を受ける。

【委員構成】10名程度

（弁護士、大学教員、その他民間有識者）

【開催回数】３回（予定）
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研修による技能の習得により、保育士等のキャリアアップに

応じて処遇改善を行う

・副主任保育士・専門リーダー 月額４万円の処遇改善

・職務別分野リーダー 月額５千円の処遇改善

※保育士等の処遇改善の経費は当初予算で計上済

事業内容事業内容事業内容事業内容

① 保育士等キャリアアップ研修費用等 5,384千円

② 会議開催経費 533千円
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研研研研

修修修修

保育士等 <平均勤続年数８年>

職務分野別リーダー

・経験年数概ね３年以上

・担当する研修を修了 など

月額５千円

の処遇改善

副主任保育士・専門リーダー

・経験年数概ね７年以上

・職務別分野別リーダーを経験 など

月額４万円

の処遇改善

主任保育士 <平均勤続年数21年>

園長 <平均勤続年数24年>

<保育士等のキャリアアップ・処遇改善のイメージ>

研修による技能の習得、勤続年数等に応じて、放課後児童

支援員の処遇改善を行う

<放課後児童支援員のキャリアアップ・処遇改善のイメージ>
２．放課後児童支援員の処遇改善２．放課後児童支援員の処遇改善２．放課後児童支援員の処遇改善２．放課後児童支援員の処遇改善

１．保育士等の処遇改善１．保育士等の処遇改善１．保育士等の処遇改善１．保育士等の処遇改善

【子育て推進部 子育て支援課 健康福祉部 健康長寿推進課】

「一億総活躍プラン」保育士や介護職員などの処遇改善関係「一億総活躍プラン」保育士や介護職員などの処遇改善関係「一億総活躍プラン」保育士や介護職員などの処遇改善関係「一億総活躍プラン」保育士や介護職員などの処遇改善関係 47,34247,34247,34247,342千円千円千円千円
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支援員の処遇改善を行う

・事業所長的立場 月額約３万円の処遇改善

・勤続５年以上 月額約２万円の処遇改善

・放課後児童支援員 月額約１万円の処遇改善

事業内容事業内容事業内容事業内容

○ 処遇改善に対する補助 34,793千円

放課後児童指導員

勤続５年以上の

放課後児童指導員

月額約１万円

の処遇改善

月額約２万円

の処遇改善

事業所長的立場にある勤続

10年以上の放課後児童指導員

月額約３万円

の処遇改善

研研研研

修修修修

経験、資格等に応じて昇給する仕組みを構築した介護事業所に対し、処遇改善加算の

拡充（月額平均１万円相当）を行う

○ 介護事業所への専門家（社会保険労務士等）派遣経費 6,632千円

（処遇改善加算取得に必要な賃金規定等の整備に係る助言）

※介護職員の処遇改善の経費は介護保険制度の報酬加算により対応

３．介護職員の処遇改善３．介護職員の処遇改善３．介護職員の処遇改善３．介護職員の処遇改善

事業内容事業内容事業内容事業内容



【健康福祉部 健康長寿推進課健康づくりプロジェクト推進室】

がん対策県民運動推進事業費（がん対策県民運動推進事業費（がん対策県民運動推進事業費（がん対策県民運動推進事業費（若者に対するがん予防支援事業若者に対するがん予防支援事業若者に対するがん予防支援事業若者に対するがん予防支援事業（新規））（新規））（新規））（新規））

2,0002,0002,0002,000千円千円千円千円

がんに対する関心が薄い20代から30代の若者に対し、

がんに関する正しい知識やがん予防の普及啓発を行う

とともに、受診経費の支援を行い、健康意識の向上を

図る。

（１）受診費用の一部支援

若者が気軽に検査を受診できるよう、受診費用

の一部を支援する。

【検査内容】

・[ 胃 ] 胃リスク検査

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

・[ 胃 ] 胃リスク検査

・[ 肺 ] 胸部Ｘ線

・[ 乳 ] 乳房超音波検査

・[大腸] 便潜血検査
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（２）若者に対するがんに関する正しい知識の普及

若者が集まる各種イベント等で、子宮がん検診

の受診啓発や、乳がん自己検査法指導等の健康教

育を実施する。

若者向け健康教育の実施（イメージ）

[大腸]便潜血検査キット



【観光文化スポーツ部 観光立県推進課 他】

観光立県山形の確立に向けた主な取組み観光立県山形の確立に向けた主な取組み観光立県山形の確立に向けた主な取組み観光立県山形の確立に向けた主な取組み 194,650194,650194,650194,650千円千円千円千円

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

○ 県内における新たな観光資源の磨き上げ及び観

光客受入態勢の整備を行い、国内外からの更なる

観光誘客を促進する。

① 東北中央自動車道開通（11月４日）を契機とし

た交流拡大 【新規】 7,320千円

・ 日本一長い無料トンネル（栗子トンネル）の開通を

見据えたプロモーションの強化等

② 出羽百観音プロジェクト【新規】 6,160千円
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② 出羽百観音プロジェクト【新規】 6,160千円

・ 最上・置賜・庄内の各三十三観音を「出羽百観音」

として磨き上げ、県内外へ情報発信

③ 東北観光復興対策交付金(２次募集) 181,170千円

〈主な事業〉

・ 外航クルーズ船寄港時のおもてなし企画の検討

・ タイをターゲットとした南東北連携による情報発信

・ 宿泊施設や飲食店における決済システムの導入支援

・ 仙台空港直行バスを活用した商品造成、

山形駅起点のタクシープランの展開強化 など

最上三十三観音・唐松観音

置賜三十三観音・深山観音

庄内三十三観音・注連寺

東北中央自動車道（福島～米沢）



【観光文化スポーツ部 インバウンド・国際交流推進課】

山形空港国際化機能強化関係（新規）山形空港国際化機能強化関係（新規）山形空港国際化機能強化関係（新規）山形空港国際化機能強化関係（新規） 102,443102,443102,443102,443千円千円千円千円

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

○ 国内便の定時運航を確保しながら、国際チャー

ター便の受入れ時間帯を拡大し、山形空港への国

際チャーター便の誘致拡大を図る。

① 《ハード》国際化機能強化事業【新規】

100,000千円

・ 山形空港ビル㈱が実施する国内線と国際線が重

なった場合の動線を分離するためのビル改修事業

に対する補助事業
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補助率2/3 上限額1億円

② 《ソフト》国際化機能強化事業【新規】

2,443千円

・ 国際チャーター便の受入れに必要な地上業務の

委託事業

（国際チャーター便の受入れ体制を整えるための

増員を行うもの）



【農林水産部 林業振興課】

やまがた森林ノミクス推進事業費（民間施設木質化（拡充））やまがた森林ノミクス推進事業費（民間施設木質化（拡充））やまがた森林ノミクス推進事業費（民間施設木質化（拡充））やまがた森林ノミクス推進事業費（民間施設木質化（拡充）） 2,0002,0002,0002,000千円千円千円千円

県産木材の利用を推進するため、展示効果の高い民間施設（交通拠点施設）における木

質化を支援する。

山形駅連絡通路の北側壁面の一部（山形駅ビルの入口付近）において実施する、県産木

材を使用した木質化工事に対する補助を行う。

【補助対象事業】 事業費：4,000千円 、補助金：2,000千円（1/2以内）

事業規模：約25㎡

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

Ｎ
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エスパル山形エスパル山形エスパル山形エスパル山形

メトロポリタン山形

ＪＲ山形駅

びゅうプラザ
待合室

みどりの窓口

Ｎ

補助対象補助対象補助対象補助対象箇所箇所箇所箇所

山形駅ビル入口

（右写真）



【県土整備部 空港港湾課】

酒田港港湾事業調査費（新規）酒田港港湾事業調査費（新規）酒田港港湾事業調査費（新規）酒田港港湾事業調査費（新規） 12,00012,00012,00012,000千円千円千円千円

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

酒田港を取り巻く情勢の変化

中長期構想

コンテナ貨物量の急増 外航クルーズ船の寄港増 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電施設

の立地

など

コンテナ貨物量の急増、外航クルーズ船の寄港増や

再生可能エネルギー発電施設の立地など、酒田港を取

り巻く情勢の変化を踏まえ、新たな中長期構想を策定

するもの。

○ 平成29年度 中長期構想策定業務委託 12,000千円

（H30債務負担行為 28,000千円）

港湾利用者、行政機関、学識者など様々な港湾関係

者の意見・要請をもとに中長期的視野に立った構想・

ビジョンをとりまとめる。

事業内容事業内容事業内容事業内容
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中長期構想

酒田港の課題 酒田港への要請

将来像・目標の設定

施 策 の 設 定

（短期）（中期）（長期）

港湾計画

（10～15年後）

具体的な整備計画等

環境影響評価

環境に及ぼす影響を

調査、予測、評価

※ 平成29年度から３ヶ年で中長期構想策定、環境影響評価、

港湾計画改訂を予定


