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平成25年度における施策評価

政策コード 1 政策名 産業経済基盤の再構築

施策コード 5 施策名 人・モノの交流促進によるビジネスの拡大

幹事部局コード 6 幹事部局名 産業労働部 担当 商業貿易課

評価者・実施日 １次評価（産業労働部長）

１ 施策の方向性（必要性と目的）

２ 施策の状況

（１）施策目標及びその達成状況

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

人口減少や高齢化が進展する中、本県経済を活性化し雇用の創出と県民所得の向上を図るためには、環
日本海における地理的優位性などの秋田の強みを活かし、ロシア・中国など東アジアの成長エネルギーを
本県経済に取り込むための取組や、県際収支の赤字、開業率の低さなど秋田の課題を克服する取組が必要
である。

このため、地理的優位性があり世界経済の注目が高まっているロシアや中国などの東アジア諸国を中心
とした海外との交流促進や、国内外からの観光・ビジネス客の誘客促進など、人とモノの交流促進による
ビジネスの拡大を目指す。

また、社会のニーズの変化に対応し今後成長が期待されるサービス産業の育成や、起業機運の醸成とと
もに創業に対して経営面、技術面等から総合的にサポートすることにより多種多様なビジネス展開を促し
地域経済の活性化を図る。

施策評価調書

平成25年8月30日平成25年7月31日 ２次評価（企画振興部長）

達成度 Ｃ

備考Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３
基準値

●施策目標（評価指標） 年度

ＥＣ

Ｈ２２
年度

④
開業率（年間）

秋田労働局「雇用保険産業別適用状況」

①
秋田港国際コンテナ取扱数量

20 3.5 3.7 3.5

112.9% 112.1% 100.0%

31,697 37,400 39,600 41,800 44,000

20 34,197 46,043 44,804

港湾空港課･港湾統計による 91.4% 116.3% 107.2%

②-1
延べ県外宿泊客（単位:千人）

2,141 2,200 2,250 2,300

秋田県観光統計による 86.1%

2,350

H20 2,211 1,878 1,980

100.5% 83.5%

②-2

県外宿泊客一人あたり観光消費額（単位:
円）

38,016 39,000 40,000 41,000 42,000

秋田県観光統計による

H20 34,465 33,024 43,581

88.4% 82.6% 106.3%

③
サービス産業の県内総生産額（単位：億円）

11,996 12,907 13,552 14,229

※・・・H23県民経済計算速報はH25年3月公
表予定

14,941

20 11,661 12,006

90.3% 88.6%

2.9 3.1 3.3 3.5 3.7

達成度 Ａ：「全て達成」 Ｂ：「半分以上達成」 Ｃ：「達成が半分未満」 Ｄ：「全て未達成」 Ｅ：「その他」
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（２）施策の推進状況

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

①東アジア諸国など海外との交流促進によるビジネスチャンスの拡大

○東アジア地域との交流促進の指針として策定した「秋田県東アジア交流推進構想」に基づき、ロシア・
東アジア地域との交流を促進している。特にロシアでは、積極的なトップセールス等を行い、友好交流を
促進した結果、平成２２年３月にロシア沿海地方と包括的な友好協定が締結された。
○ポートセールス活動の結果、平成２４年８月１４日に、長錦商船により釜山港経由のロシア航路が開設
された。また、コンテナ取扱数量も平成２３年度には過去最高の約46,000TEUを記録し、平成２４年度もそ
れに次ぐ約45,000TEU弱となった。
○一昨年３月の東日本大震災の後、太平洋側の被災港湾の代替港として秋田港が活用され、一時最大週８
便体制まで拡充されたが、被災港の復旧とともに航路数が見直され、現在は大連・青島への直行航路を含
めて週５便となっている。
○中国東北三省（延辺、長春、ハルピン）で開催された博覧会に出展し、延辺の商談会では日本酒の商談
について１件成約に至るなどの成果があったものの、平成２４年９月の尖閣諸島国有化による日中関係の
悪化により、中国東北三省との経済交流などが中止となった。
○県内の地方金融機関と連携して実施した香港フードエキスポでは商談が１件成立したほか、多くの商談
が継続案件となった。また、タイのビジネス商談会では、３社５件が成約に至ったほか、多くの商談が継
続している。
○日本酒の輸出量は、前年度を２．６％上回り194klとなった。

○「東アジア交流推進構想」を着実に推進するため、２２年度策定した平成２５年度までの短期実施計画
に基づき、構想の進行管理を行う。
○平成２４年８月に開設されたロシア航路については、航路の維持拡充のために必要な貨物量が確保され
ていないのが現状である。引き続き沿海州地方政府と協議するとともに、さらにポートセールス等を強化
し荷主の発掘に努めるほか、日本海側や東北各県との連携の可能性も探りながら、ロシア航路の維持拡充
に努める。
○平成２５年７月に創設した秋田港を利用する荷主等に対し奨励金を交付するインセンティブ制度によ
り、現在他港を利用している貨物の誘致や潜在貨物の発掘に努めていく。
○ロシア航路の新規開設を目指した秋田沿海州航路誘致推進協議会を秋田国際コンテナ港発展協議会に改
組し、官民一体となって中国や東南アジア等を含めた直行航路の誘致を目指す。
○県内の各支援機関、関係省庁と連携し、新たに県内企業の海外展開支援のためのネットワークを構築す
る。
○秋田県貿易促進協会の活性化を図るため、会員ニーズに即した事業の実施等により会員数の増を目指す
ほか、貿易推進員の活動を強化するため、貿易実務等の専門研修を実施する。

○発展著しい東アジア地域の成長エネルギーを秋田の発展に取り込み本県経済の活性化を図るため、経
済・技術・学術等様々な分野での交流促進の指針として平成２２年３月に「秋田県東アジア交流推進構
想」及び同構想の短期実施計画を策定した。
○平成２３年１１月に、秋田港が日本海側拠点港（国際海上コンテナ）に選定された。
○秋田港の物流拠点としての機能を強化するため、外港地区で国際コンテナターミナルの整備を進め、２
４年４月にオープンした。
○交流を支える物流ネットワーク構築のため、船社訪問や荷主企業に対するポートセールス等の実施によ
り、国際コンテナ定期航路の拡充に取り組んでいる。なお、平成２４年度からはポートセールスの対象を
秋田港を利用していない企業等に絞り込むなどした結果、対前年度比で件数が減少している。(企業訪問件
数：平成２３年度 ８７８件、平成２４年度 ４６２件）
○ロシア航路開設と秋田港ＰＲのため、ロシア極東地域において知事によるトップセールスを実施した。
（平成２４年度ウラジオストクでの企業懇談会における秋田港ＰＲを実施）
○中国東北三省（延辺、長春、ハルピン）や天津市にて開催された博覧会に出展し、秋田の県産品や産業
のＰＲを行った。
○秋田県貿易促進協会やジェトロ等と連携しながら、海外でのフェア出展や商談会の開催、バイヤーの招
聘等により、県産品の販路拡大に取り組んでいる。
○秋田県貿易促進協会に平成２２年６月から専任の貿易推進員を配置し、県内企業の貿易促進の役割を担
う協会の体制強化を図った。
〇国際的な品評会での受賞など、海外での評価が高まる日本酒について、県内酒蔵との連携により欧米で
のビジネス試飲会や見本市等への出展などの販促活動を行った。
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

○重点推進方針の策定及びこれに基づく取組の実施により一体的・総合的な施策の推進が図られたほか、
観光連盟の組織体制と財政基盤の強化や主体性と責任がある執行体制の構築、民間事業者と県との役割分
担の方向性が一定程度明らかになり、県をあげて観光振興に取り組んでいく態勢の整備が進められた。
〇本県のイメージアップの推進により、本県の認知度が高まってきているとともに、県民や県ゆかりの
人々からも「あらためて秋田に誇りと自信を持った」などの力強い賛同の声が多数寄せられた。
〇「ふるさと秋田まつりin有楽町」には約37,000人の来場者があったほか、テレビや新聞等のメディアか
ら３２件の情報発信が行われ、プレデスティネーションキャンペーンの効果的なＰＲが行われた。また、
県内では１３６件のイベントが開催され、多くの来場者で賑わった。
〇「全国宣伝販売会議」には、ＪＲグループをはじめ、６００人を超える全国の旅行会社の商品造成担当
者などが参加し、平成２５年のデスティネーションキャンペーンの誘客促進に向けたＰＲが行われた。
〇「秋田の雪まつりin有楽町」には約80,000人の来場者があったほか、テレビや新聞等のメディアから135
件の情報発信が行われた。
〇韓国国際定期便の韓国人利用者数は前年度に比べて１７％の9,020人となったほか、台湾からのチャー
ター便は前年度を1便上回る20便が運航されたほか、台湾向けのホームページのアクセス数は、前年度に比
べ約330％増加し、本県への関心が高まった。
〇県営観光施設のうち、特に男鹿水族館においては、平成24年4月に「ハタハタ博物館」がオープンしたほ
か、アシカ・アザラシ棟が増築され、12月にはホッキョクグマの仔グマが誕生するなど、男鹿水族館の魅
力の充実が図られた。

○観光を本県の将来の発展を支える戦略産業として育成していくため、平成２４年７月に「総合戦略産業
としての観光の重点推進方針」を策定したほか、この方針に基づき、観光振興に意欲的に取り組む地域に
対し助成を行い、新たな観光資源等の創出に向けた現状分析や課題整理等を行った。
〇平成２４年１月に発表した新たなキャッチコピー「あきたびじょん」を活用して、ポスター作成のほ
か、機内誌・車内誌、ＪＲ駅構内電子掲示板などの交通広告、銀座のビルの巨大壁面広告、マガジン「の
んびり」の発行、Facebookページ等で全国に向け集中的にＰＲした。
〇平成２４年のプレデスティネーションキャンペーンに向けて、首都圏において集中的にイベントを開催
しＰＲするとともに、キャンペーン期間中には「ＳＬあきた路号」の運行や「秋田食のにぎわい博」な
ど、県内各地で様々なイベントを開催したほか、平成２５年のデスティネーションキャンペーンに向けて
は、「全国宣伝販売促進会議」を開催し、期間中の旅行商品造成の働きかけを行った。
〇観光需要が落ち込む冬季の誘客については、首都圏において「秋田の雪まつりin有楽町」を開催した。
〇韓国からの誘客については、マスコミ・旅行エージェントの招聘や旅行商品への広告支援を行うととも
に、韓国語ホームページを活用したＰＲに取り組んだほか、「韓国ドラマ秋田サポート委員会」を組織
し、韓国ドラマ「アイリスⅡ」のロケ誘致活動に取り組み、「秋田の冬」のイメージ付け、ＰＲを図っ
た。

また、台湾からの誘客を図るため、秋田泊旅行商品の造成・販売促進に向けた広告支援の実施や、
チャーター便誘致のための現地航空会社などへのセールスを積極的に展開したほか、ソーシャルメディア
等を活用し個人旅行客に対する観光情報の発信の充実に努めた。
〇観光事業者や地域主導による観光振興を推進するため、秋田県観光連盟の今後のあり方について検討を
行い、県の課長級職員の専務理事への配置や、民間旅行会社の即戦略の人材をチームのリーダー役として
招くなど一定の機能強化を行った。
〇県営観光施設についても、男鹿水族館のリニューアル工事など、魅力や利便性の向上につながる取組を
実施した。

○ニーズが多様化するマーケットに訴えかける魅力ある観光地づくり、観光資源の磨き上げを促進すると
ともに、近隣県からの誘客や県内流動の推進、観光産業を支える人材を育成、リピーター確保につながる
受入環境の整備などを進め、本県観光の底上げを図り、ビジネスとして継続・成長していく総合戦略産業
としての観光産業の形成を目指していく。

②国内外からの観光・ビジネス客の誘客促進
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

③時代や地域のニーズをとらえたサービス産業の育成

○サービス産業の振興のため、平成25年度までの「秋田県サービス産業振興アクションプラン」を策定し
た。
○中心市街地・商店街活性化の起点となる、消費者に支持される魅力ある個店を育成するため、県内各商
店街の意欲あるモデル店舗（平成21年度７件、平成22年度９件、平成23年度６件、平成24年度８件計３０
件）に対し個別指導による支援を行った。
○また、今後成長がみこまれるサービスや中山間地、農村部に居住する高齢者等の買い物支援など生活の
セーフティーネット、少子高齢化等の社会課題への対応を目的とした取組に対して支援をした。（６事業
者）
○県内情報関連企業間のネットワーク化を図るため、平成24年６月に関連企業23社で業態横断的なアキタ
ＩＴ・コンテンツネットワークを設立、ウェブサイトによる会員の企業情報や業界向け情報を発信すると
ともに、セミナーや交流会等を開催した。
○県内情報関連産業のビジネスチャンスの拡大を図るため、「産業ＩＴ化・協働可能性調査」を実施し、
県内の他の産業におけるＩＴ・コンテンツの利活用状況、情報化における課題及び新たに情報サービスに
期待することなどを調査した。
○県内ＩＴ・コンテンツ産業のスキルアップと新分野における人材育成のため、県内ＩＴ・コンテンツ業
界と新規雇用者が、モバイルアプリやＣＧコンテンツなどの新たな分野のソフトウェア開発プロジェクト
に取り組んだ。
○県内ＩＴ・コンテンツ産業の活性化を図るため、新たなソフトウェアやコンテンツ等の商品開発（２
件）、販路拡大につなげるための展示会出展（４件）及び人材育成のための講習会や研修会の開催（３
件）に係る取組について支援した。

○全県のモデル店舗に対して、経営コンサルタント等によるきめ細かい指導を実施し、経営者及び従業員
の意識改革や新たな経営の方向性を見出す成果へと繋がるとともに、報告会、勉強会の実施により地域に
効果が波及し、周辺店舗の受講希望のモチベーションとなっている。また、個店ローリング調査により、
各地域の商店街の抱える課題を数字で把握することができ、後継者難への対応の必要性が浮かび上がっ
た。
○県内情報関連産業において、幾つもの団体やコミュニティが設立されるなど活動が活発化しており、同
業種・異業種とのビジネスマッチングや勉強の機会が得られるなど、県内ＩＴ・コンテンツ産業の活性化
につながった。また、販路拡大、人材育成及び商品開発に対して支援を行った結果、新たなビジネスパー
トナーの獲得や成約へと発展した。

○策定したアクションプランに基づき、商業・サービス業振興施策を重点に実施する。
○県内の意欲ある個店に対する専門的指導の成功モデル事例の周辺への波及を図る。
○今後ますます増加すると見込まれる日常の買い物が困難ないわゆる「買い物弱者」の利便性を向上させ
る新たな取組を支援し、持続的な商業モデルを創出する。
○少子高齢化、健康・福祉、安心・安全等の社会課題に対応し、潜在的なニーズやニッチな分野に着目し
た新たなサービスへの取組を支援することにより、秋田の特性を活かした産業の振興を図る。
○市場の拡大により今後の成長が期待でき、ニーズ及び技術が多様であるＩＴ・コンテンツ産業と、家電
から輸送機まであらゆる機器に用いられ、ものづくりの基盤技術のひとつである組込みソフトウェア産業
について、人材育成、販路拡大及び商品開発を支援し、情報関連産業の振興を図る。また、「秋田県情報
産業振興基本戦略」を関係団体と共同で策定し、より体系的で具体的な振興施策を実施する。
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

○相談窓口を開設したほか、創業支援室入居者への支援を行い、創業を志す方の課題解決に一定の成果が
あった。
○新規起業を目指している起業家の起業に要する経費の一部を助成することにより、起業する際の経済的
負担軽減に寄与した。起業支援補助金（通常枠）で助成した起業家12人はH25年6月末現在、いずれも事業
を継続しており、これは起業時の経済的負担軽減による成果と考えられる。また、県内の開業率の向上に
寄与するとともに、10人（内、補助対象6人）の新規雇用を創出した。
○収益性のある事業を始める法人・組織等に対し、事業展開に要する経費の一部を助成することにより、
経済的負担軽減に寄与した。起業支援補助金（ビジネス展開緊急支援枠）で助成した法人・組織等5団体は
H25年6月末現在、いずれも収益事業を継続しており、これは起業時の経済的負担軽減による成果と考えら
れる。また、地域経済活性化や雇用の維持・創出に寄与するとともに、6人（内、補助対象6人）の新規雇
用を創出した。
○起業支援補助金（離職者緊急支援枠）で、新規起業を目指す離職者の事業計画1件を採択し、補助対象と
したのはH25年4月からとした。H25年6月末現在、事業を既に開始しており、補助対象事業を実施中。
○県内大学特別講演（参加者：ノースアジア大 計80人）や起業スキル習得塾（参加者：秋田県商工会連合
会 延べ76人、秋田商工会議所 延べ299人、大館商工会議所 延べ14人、能代商工会議所 延べ36人）の開催
により、若年層・女性・シニア世代も含む幅広い性別・世代を対象に、県内で起業を目指す者の起業家意
識の醸成を図った。

○創業に関する課題解決の支援策として、（公財）あきた企業活性化センターにおける専門家相談を引き
続き実施すると共に、秋田県産業振興プラザの創業支援室入居者への支援も引き続き実施する。
○新規起業を目指している起業家の起業に要する経費の一部を助成することにより、起業する際の経済的
負担軽減に引き続き寄与していく。
○若年層も含めた、県内で起業を目指す者に対して、県内大学特別講演、起業スキル習得塾を引き続き開
催し、将来起業するための意識醸成や起業スキルの習得を図っていく。

④起業機運の醸成と総合的な創業サポート

○（公財）あきた企業活性化センターでは、県内7ヵ所で経営相談専門員によるワンストップ相談窓口を開
設し、起業・創業等に関する相談に応じている（H24年度10件）ほか、秋田県産業振興プラザ内の創業支援
室の運営を通じて同室入居者への支援を行っている。（H25年6月末入居企業7社）
○地域経済の活性化及び若年層を中心とした雇用増加のために、新規起業者を増加させて支援していくこ
とを目的に、県商工会連合会及び各商工会議所を窓口に起業支援補助金（通常枠）を交付し、新規起業を
目指している起業家の起業に要する経費の一部（最高150万円まで）を助成した（H24採択実績12件）。H24
年度に引き続き、H25年度も年2回、計6件程度の補助金を採択する。（H25年度第1回目募集分：現在審査
中）
○ふるさと雇用基金事業等の受託を契機に設立された法人・組織等が、収益性のある事業を実施すること
で、地域経済活性化と雇用維持・創出が図られると期待されるため、県商工会連合会及び各商工会議所を
窓口に起業支援補助金（ビジネス展開緊急支援枠）を交付し、収益事業を始める際に要する経費の一部
（最高150万円まで）を助成した（H24採択実績5件）。
○離職者が起業する際の、起業初期段階の経済的負担軽減による事業の成長・発展を目的に、県商工会連
合会及び各商工会議所を窓口に起業支援補助金（離職者緊急支援枠）を募集し、起業を目指している離職
者の事業計画（製造業等以外を起業する場合の最高150万円まで）を採択し、H25から支援を行っていくこ
ととした（H24採択実績1件）。
○景気低迷による就職難のため、若年層においても潜在的起業家が増加していると考えられるため、将来
の起業に向けた意識醸成を目的として、県内大学での特別講演を開催したほか、若年層・女性・シニア世
代も含む幅広い性別・世代を対象に、将来の起業を目指す者に対して、起業に関する基礎知識やビジネス
プランの作成方法を提供するため、起業スキル習得塾を開催した。（県内大学特別講演：ノースアジア大
（全2回）、起業スキル習得塾：秋田県商工会連合会（全3日間×3回）、秋田商工会議所（全4日間×3
回）、大館商工会議所（全2日間×1回）、能代商工会議所（全3日間×1回））
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３ 評価

（１）施策幹事部長による１次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

①東アジア諸国など海外との交流促進によるビジネスチャンスの拡大
「秋田県東アジア交流推進構想」に基づき、環日本海地域との交流を促進している。交流を支

える物流ネットワーク構築については、船社訪問や荷主企業に対するポートセールス等を実施
し、国際コンテナ定期航路の拡充に取り組んでいる。また、秋田港の物流拠点としての機能を強
化するため、外港地区で国際コンテナターミナルの整備を進め、２４年４月に竣工させているほ
か、第２期計画としてふ頭施設等の拡充に取り組んでいる。このほか、県内金融機関と連携して
タイ・インドネシア・ベトナムといったＡＳＥＡＮ諸国に経済ミッションを派遣し、経済交流の
拡大と県内企業のグローバル化が図られている。
②国内外からの観光・ビジネス客の誘客推進

観光を本県の発展を支える産業として育成するため、「総合戦略産業としての観光の重点推進
方針」を策定するとともに、観光振興に意欲的に取り組む地域の現状分析と課題整理等に取り組
んだほか、プレデスティネーションキャンペーンに向けた集中的なＰＲイベントの実施や平成２
５年のデスティネーションキャンペーンに向けた「全国宣伝販売会議」の開催などを行ってい
る。また、キャッチコピー「あきたびじょん」を活用し、本県の認知度向上を図ったほか、海外
からの誘客については、韓国ドラマ「アイリスⅡ」のロケ誘致活動に取り組むとともに、台湾か
らのチャーター便誘致や個人旅行客向けの観光情報の発信等を行っている。
③時代や地域のニーズをとらえたサービス産業の育成

商業及びサービス産業振興のため、「秋田県サービス産業振興アクションプラン」（平成22～
25年度）を策定した。商業については、中心市街地・商店街活性化の起点となる魅力ある個店を
育成するための支援を行い、報告会等を実施することで周辺店舗にも効果が及んでいる。サービ
ス産業については、今後成長が見込まれる分野として生活のセーフティネット、少子高齢化社会
に対応したサービスに対して支援を行うとともに、産業の高度化・効率化への貢献や市場の拡大
により今後の成長が期待でき、幅の広い産業であるIT・コンテンツ産業を振興するため、県内情
報関連企業間のネットワークの拡充や販路拡大、人材育成及び商品開発に対する支援などを実施
している。
④起業気運の醸成と総合的な創業サポート

起業に関する相談対応、創業支援室等入居者の支援、新規起業者への経費支援、若年層・女
性・シニア世代も含む幅広い性別・世代を対象とした起業塾の実施等の起業支援を行い、起業を
志す者の課題解決や起業家意識の醸成、起業に関する知識習得などに一定の成果があった。特に
新規起業者への経費支援については、助成した起業家全てが、事業を継続しており（H25年6月末
現在）、起業時の負担軽減の効果が現れている。また助成した起業家の中から新たな事業展開を
検討する者が出てくる等の効果も出ている。

評価結果

①東アジア諸国など海外との交流促進によるビジネスチャンスの拡大
県内企業から要望の多く挙がっている、上海など中国との直行航路の開設に取り組む。
ジェトロ秋田貿易情報センター、秋田県貿易促進協会、国際教養大学等の県内の各支援機関及

び関係省庁と連携し、情報収集・提供、マーケティング、人材の確保・支援、資金調達、貿易投
資環境の改善を柱とした「秋田県海外展開支援ネットワーク」を構築し、県内企業の海外展開の
支援をする。
②国内外からの観光・ビジネス客の誘客推進

東日本大震災の影響等からは現時点ではまだ回復途上にあるほか、定番的東北周遊ルートへの
壊滅的打撃や近隣諸国との外交的要因による外国人観光客の減少など本県の観光を巡る環境は変
化してきている。このため、総合戦略産業としての観光の振興を図るための取組をさらに加速さ
せ、重点的な支援・施策展開を行うことにより、こうした状況に対応し、ビジネスとして継続す
る観光を育成する必要がある。
③時代や地域のニーズをとらえたサービス産業の育成

商業分野では、個店に対する支援の成功事例の周辺への波及を図る。サービス業については、
買い物弱者の利便性向上を目的とした商業モデルの創出を行うとともに、潜在的のニーズやニッ
チな分野に着目した新たなビジネスモデルの発掘を図る。また、IT・コンテンツ産業及び組込み
ソフトウェア産業の人材育成、販路拡大及び商品開発に対して支援を行うとともに、「秋田県情
報産業振興基本戦略」を関係団体と共同で策定し、情報関連産業の振興を図る。
④起業気運の醸成と総合的な創業サポート

起業・創業に関する課題解決等の支援策として、(財)あきた企業活性化センターにおける相談
対応等を引き続き実施するとともに、創業支援室等の入居者支援を引き続き実施する。また起業
の際の負担軽減のための起業家に対する経費支援についても引き続き実施する。起業家意識の醸
成については、県内大学特別講演や起業スキル習得塾を開催し、若年者の起業家意識の醸成を図
る。

概ね順調
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（２）企画振興部長による２次評価
●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

４ 評価結果の反映状況等（対応方針）

５ 政策評価委員会の意見

海外との交流によるビジネスチャンスの拡大については、引き続きインセンティブ制度のＰＲを通じた
荷主や船社等へのポートセールス活動により上海など中国との直行航路の開設に努めるほか、「海外展開
支援ネットワーク」構築により、県内企業の海外展開支援に取り組んでいく。

観光については、引き続き、秋田のトータルイメージの定着や選ばれる観光地づくりを進めるととも
に、企業や地域の主体的な経済活動によるビジネスとしての仕組みづくりを促進するほか、多様な分野と
の連携や県内流動・隣県交流の活性化などにより、交流の拡大を図っていくこととし、第２期ふるさと秋
田元気創造プランにも反映させていく。

サービス産業の育成については、県内情報関連企業等に対して、人材育成、販路拡大及び商品開発を支
援し、情報関連産業の振興を図っていくほか、生活のセーフティネット・少子高齢化社会に対応したサー
ビスに対して支援していく。

起業支援については、起業のタイプ別の起業塾の実施や段階ごとの個別サポートの実施など支援の充実
を図っていく。

概ね順調

平成２４年度に外港地区において、新国際コンテナターミナルが完成したことや積極的なトッ
プセールス等によって、ロシア航路が開設し国際コンテナ定期航路が拡大したことなどにより、
「秋田港国際コンテナ取扱数量」の評価指標は目標を達成している。

また、中国東北三省で開催された博覧会等への出展、東南アジア諸国で開催した現地商談会へ
の参加及び現地バイヤーの秋田への招聘等により、県内企業の海外展開及び恒常的な物流ルート
の構築が進み、経済交流が深まっている。

観光については、東日本大震災の影響により、観光客数が落ち込んだものの、平成２５年度の
ＤＣに向け、重点推進方針に基づく総合的な施策の推進等が行われている。

また、観光文化スポーツ部の設置や観光連盟の組織体制の強化など、県を挙げて観光振興に取
り組んでいく態勢が整備されている。

サービス産業では、ＩＴ・コンテンツ産業の活性化につながったほか、起業支援では「開業
率」の評価指標が目標を達成するなど、施策全体としては「概ね順調」に進んでいる。

海外との交流促進によるビジネスチャンスの拡大のため、上海など中国との直行航路の開設に
取り組む必要がある。

観光については、総合戦略産業としての振興施策を加速させ、ビジネスとして継続する観光を
育成するとともに、ＤＣ後の観光振興と交流人口の拡大を図っていく必要がある。

サービス産業の育成については、今後成長が見込まれる分野である生活のセーフティネット、
少子高齢化社会に対応したサービスに対して支援を行うほか、「中小企業・地場産業振興条例
（仮称）」の制定にあわせ、市場の拡大が期待できるＩＴ・コンテンツ産業と、ものづくりの基
盤技術の一つである組み込みソフトウェア産業について、人材育成、販路拡大及び商品開発を支
援し、情報関連産業の振興を図っていく必要がある。

起業支援については、経済的負担軽減策から、将来起業するための意識醸成や相談、スキル習
得のための支援の充実などへの移行についても検討する必要がある。

評価結果
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