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平成26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

施策評価調書

平成26年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成26年8月29日

　高齢化と人口減少が進展する中、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、発
展を続ける海外諸国の経済成長の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、環日本海地域における本県の地理的優位性を活かし、中国やロシアなど対岸の東アジア地域
をはじめ、力強い成長を続けているＡＳＥＡＮ諸国を対象とした海外との経済交流の促進や、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、社会のニーズや顧客が求める商品等の変化に対応出来る個店の磨き上げと、商店街が一体となっ
た商業の活性化や、今後成長が期待される情報関連産業等を含めた幅広い分野におけるサービス産業の育
成、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。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 備考
年度

①
秋田港国際コンテナ取扱数量

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

港湾空港課・港湾統計による 107.2%

44,000

20 34,197 46,043 44,804 48,504

91.4% 116.3% 110.2%

②
-1

延べ県外宿泊客数（単位：千人）
2,141 2,200 2,250 2,300 2,350

観光庁「宿泊旅行統計調査報告」 82.7%

H20 2,211 1,878 1,980 1,943

100.5% 83.5% 86.1%

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

秋田県観光統計による 106.3%

42,000

H20 34,465 33,024 43,581 43,433

88.4% 82.6%

③
サービス産業の県内総生産額（単位：億円）

11,707 12,907 13,552 14,229

※・・・H25県民経済計算速報はH27年3月公
表予定

90.3% 88.6% 79.7%

103.4%

14,941

3.5

秋田労働局「雇用保険産業別適用状況」 100.0%

開業率（年間）（単位：％）
2.9

20 11,661 12,006 11,341

20 3.5 3.7 3.5 3.6

112.9% 112.1%

3.1

97.3%

達成度 C C B Ｅ

④

3.73.3

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」 

1 / 7



（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

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。

○日本酒の輸出実績において、平成２５年度は、356,976千円（237,984リットル）となり、前年度の
288,495千円（192,330リットル）を、２４％上回った。

〇県内酒蔵と連携し、マーケットを絞り込みながら、海外での販路開拓に努め、輸出の拡大を図ってい
く。

○秋田港の国際コンテナ航路の利用促進を図るため、秋田市の協力のもと、秋田港を利用する荷主への奨
励金制度を創設し26件の申請・適用があったほか、国内外の荷主企業や船会社等へのポートセールス、岩
手県北上市など隣県でのポートセミナーの開催など、秋田港のコンテナ貨物取扱量を増やすための取組を
積極的に展開した。こうした取組に加え、港湾施設・設備の整備・拡充などを進めたことなどにより、平
成25年の秋田港における国際コンテナ貨物の取扱量は48,504TEUと過去最高となった。

○中国、韓国、ロシア極東など環日本海地域の国々や、タイ、インドネシアなどのアセアン諸国におい
て、引き続き商談会や見本市への出展支援等を行うとともに、平成２６年１月に設立した、県と秋田県貿
易促進協会、ジェトロ秋田をはじめとした関係機関で構成する「あきた海外展開支援ネットワーク」を活
用し、関係各支援機関の連携を強化することにより、県内企業のビジネス拡大を支援していく。

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

○販路開拓や取引拡大など、海外でのビジネス展開にチャレンジする企業への支援に加え、対岸地域やＡ
ＳＥＡＮ地域等での商談会の開催や積極的なトップセールスを展開し、県産品の海外における販路拡大を
図った。
○秋田港コンテナ航路の利用拡大に向けた奨励金制度の創設や、シーアンドレール構想を視野に入れた環
日本海物流ネットワークの構築に資するポートセールス等の取組とともに、金融機関と連携した貿易ミッ
ションの派遣などを行うことにより、東アジア地域における経済交流の拡大を図った。

○中国では、天津市及び北京市において県内企業２社が参加した商談会等を開催し３件の成約があったほ
か、本県に天津市の食品バイヤー４社を招へいし、県内企業の訪問と商談を行った。また、韓国では、ソ
ウル事務所を活用し、ソウル市内で開催された食品関係の展示会に県内企業４社が出展し７件の成約が
あったほか、韓国の酒類販売関連バイヤー９社を本県に招へいして実施した商談により11件の成約がある
など、対岸地域における取引先の拡大につながった。

○ＡＳＥＡＮ地域では、県内金融機関とその提携先の海外金融機関との連携による取組として、インドネ
シアのジャカルタへ知事をトップとする経済交流ミッションを派遣し、県内企業25社と現地企業34社のビ
ジネスマッチングを行ったほか、タイのバンコクでは県内企業６社と現地企業11社が参加した商談会を開
催し８件の成約があるなど、今後の販路拡大が期待される結果が得られた。

○東アジア地域における海外展開を拡大するため、中国東北部とロシア沿海地方を結ぶ物流ルートの現地
調査等を目的とする秋田商工会議所主催の中露物流調査・経済交流ミッションに参加し、当該地域におけ
る港湾や鉄道、通関の状況など、物流ネットワークの課題や最新の状況を確認したほか、吉林省延辺朝鮮
族自治州と本県との貿易案件を発掘する目的で秋田商工会議所が実施したビジネス交流会の開催を支援し
た。

○荷主奨励金制度の活用や官民一体のポートセールス活動等により秋田港国際コンテナ航路の利用促進を
図るとともに、コンテナ取扱量が増加している中国や東南アジア等への航路拡充を目指すことなどにより
秋田港の利便性を高め、シーアンドレール構想を視野に入れた環日本海地域における物流拠点化を引き続
き推進する。
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

　

○平成２４年７月に策定した「総合戦略産業としての観光の重点推進方針」に基づき、一体的な施策の推
進に努めるとともに、この方針をさらに発展させ、第２期ふるさと秋田元気創造プランの重点戦略として
「観光・交通戦略」を策定した。
〇本県のイメージアップを推進するため、マガジン「のんびり」（４回・各２万部）の発行、Facebook
ページやマスメディア（テレビ１２番組、雑誌２２誌）を活用して全国に向けＰＲした。
〇平成２５年１０月から１２月まで開催した秋田デスティネーションキャンペーンの首都圏オープニング
イベントでは、ＪＲ山手線ラッピング電車の運行や、竿燈など伝統芸能の披露や特産品の販売などを行う
「秋田けけけ祭り」を開催した。
　また、キャンペーン期間中に、秋田・横手間に「ＳＬ秋田こまち路号」の運行、「田沢湖駅着物美人お
出迎え」など、県内各地で市町村事業等を含め様々なイベント等を５００件以上開催した。
〇近隣県からの観光誘客を図るため、平成２５年９月に仙台駅で「秋田けけけ祭りin仙台」を開催すると
ともに、隣県でも観光ＰＲを行ったほか、観光客の受入の機運醸成を図るため、県民参加型の「秋田おも
てなし運動」を展開した。
〇海外からの誘客では、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、韓国語のホーム
ページを活用した県内観光地のＰＲを行い、韓国便を利用した誘客に取り組んだほか、台湾については、
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、現地航空会社等へのセールスを展開した。
　また、経済発展著しいＡＳＥＡＮ諸国からの誘客を目指し、タイからの誘客に取り組んだほか、東北観
光推進機構、北東北三県等の広域連携や国のビジット・ジャパン事業を活用し、様々な誘客宣伝活動に取
り組んだ。
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、秋田県観光連盟が県や市町村、企画力のある民
間事業者の協力を得ながら、組織体制や財政基盤の強化、県との役割分担の明確化及び主体性と責任を併
せ持つ執行体制の構築を図った。
〇県有観光施設については、男鹿水族館のアシカ・アザラシ棟「ひれあし’ｓ館」がオープンするととも
に、ホッキョクグマの仔グマ「ミルク」の成長など魅力アップが図られたほか、秋田ふるさと村では、屋
外大型遊具の設置や最新鋭のプラネタリウムデジタル投影機の導入など施設のリニューアルを実施した。

○重点推進方針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など県をあげ
て観光振興に取り組んでいく態勢の整備が進められた。
〇様々なメディアを活用した全国向け情報発信により、あきたびじょんのFacebookページの「いいね！」
数の累計が約２万３千人に及んだほか、県民からも「秋田の魅力を再認識した」との意見が多数寄せられ
るなど、本県認知度の高まりや秋田のファンの拡大が図られた。
〇秋田デスティネーションキャンペーン中の入込客数は、約６０８万人、前年同期比で１１４％となった
ほか、主要６０施設の宿泊客数も約５５万人、前年同期比１０７％となり、地域によって差はあるもの
の、秋田新幹線沿線の観光地等を中心に多くの観光客が訪れ、期間中の取組に対し、様々な方面から高い
評価を受けた。
〇韓国便の韓国人利用者数は、前年度（9,020人）と比べて１２％増加の10,131人となったほか、台湾から
のチャーター便は、前年度と比べて10便多い30便となり、利用者数は前年を倍以上上回る5,280人となっ
た。また、タイにおいては、今後の観光誘客に向けた足がかりができた。
〇様々な集客イベントや隣県でのＰＲ、農業体験をはじめとした体験型旅行の企画・立案などにより、県
内の流動、隣県等からの本県への流動が活発になったほか、「秋田おもてなし運動」などの取組により、
観光客等の受入態勢の充実が図られた。
〇男鹿水族館の入館者数が前年度（242,030人）と比べて31.4％増加し318,148人となったほか、施設のリ
ニューアルにより、秋田ふるさと村の今後の集客に向けた整備が図られた。

○第二期ふるさと秋田元気創造プラン「観光・交通戦略」に基づき、本県観光をビジネスとして継続・成
長していく総合戦略産業とするため、マーケットに着目し、外部醸成の変化に左右されにくい足腰の強い
観光地づくりを進めるとともに、近隣県をはじめ県外から多くの人を呼び込み、かつ県内流動を促進する
ことにより、マーケットの拡大を図りながら、多様な分野とも連携し、地域経済への波及効果を高めてい
く。
　海外からの誘客については、国の訪日旅行促進施策にあわせ、まずは、韓国旅客船の沈没事故や円安基
調の影響等による搭乗率低迷により７月２６日から運休している韓国便の運航再開を図るとともに、秋田
空港へのチャーター便誘致や羽田空港を活用した東南アジアをはじめとした外国人の誘客に取り組んでい
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

○情報関連産業において、同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、ＩＴ・コンテン
ツ産業及び組込みソフトウェア産業の活性化につながった。また、商品開発、販路拡大及び人材育成に対
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につながった。

○情報関連事業者によるネットワークを拡充し、ウェブサイトによりアキタＩＴ・コンテンツネットワー
ク会員の企業情報や業界向け情報を発信するとともに、セミナーや交流会を開催した。

○情報関連事業者の技術力や新製品のＰＲによる販路拡大のため、幕張メッセで開催されたＩＴ分野にお
ける日本最大規模の展示会である「Ｊａｐａｎ　ＩＴ　Ｗｅｅｋ」に県内企業５社で共同出展した。

○情報関連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（１件）、販路拡大
につなげるための展示会出展（８件）及び人材育成のためのセミナーや研修会の開催（２件）に係る取組
について支援した。

○組込みソフトウェア産業を振興するため、あきた組込み技術研究会の活動を通じセミナーや実践研修を
開催するとともに、組込み分野の専門展示会への出展を支援した。

○商業・サービス産業の振興のため、秋田県中小企業振興条例の指針を実施していくための実行計画とし
て、平成29年度までの「秋田県商業・サービス産業振興アクションプラン」を策定した。

○商店街や地域の商業者を支える組織である各商工団体への支援を通じ、経営指導員等が行う経営改善普
及事業や中小企業団体育成指導により、商業・サービス業者の経営改善・革新に取り組む環境づくりが図
られた。
○買い物困難地域における買い物利便性の向上に取り組む商店のグループや、自治会からの要望に基づき
移動販売を継続した事業に対し支援し、地域住民の買い物機会の維持や拡大が図られたとともに、積極的
な広報及び地元商工団体等が関与したことで、取組がメディアや商工団体を通じて全県に知られることと
なり、他地域での試験的取組開始の端緒となった。また、新たなサービス産業分野における支援において
は、高齢者向けファッションリメイクを主体とした事業や障がい者への働く場の提供といった新たな事業
への取組が開始されるなど、本県の社会課題に則したビジネスへの参入や拡大が図られた。

○情報関連産業の振興のため、平成29年度までの基本戦略である「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た。

③時代や地域のニーズをとらえたサービス産業の育成

○少子高齢化、健康・福祉、安心・安全等社会課題に対応し、サービス産業分野における新たな視点や自
由な発想によるビジネスをモデルケースとして支援した。（２事業者）

○買い物弱者の生活利便性を向上させるため、商業者が様々な団体と協力して実施する買い物支援事業へ
の取組に対して支援した。（２事業者）

○中小企業振興条例の指針に基づき、先駆的な商業者への更なる活性化の取組や意欲を持って自社の競争
力の強化を図ろうとする県内中小企業者を「がんばる中小企業」に認定し、その企業が行う取組をソフ
ト・ハード両面から支援する。

○県内各地で個店の磨き上げなど、先駆的な活動を行っている商業者のネットワークづくりを進め、情報
交換による活動の活発化を促しながら、その取組を広く情報発信する。
○情報関連産業について、関係団体と共同で策定した「秋田県情報産業振興基本戦略」に基づき、大規模
マーケットの開拓、ＩＣＴ地産地消の推進及び秋田のイノベーションの推進を取組の３本柱として、人材
育成や販路拡大、商品開発など総合的な支援を行う。また、急速に進展する関連技術動向等を踏まえなが
ら、適宜、具体の取組の精査及び検討を行う。

○商店街振興組合連合会が実施する、商店街振興組合への指導事業（課題解決セミナー）に対して支援し
た。

○地域の商業・サービス業者の成長段階や経営課題に応じた多様な支援・指導を行い、経営の改善・発達
を図るとともに、安定的な経済活動の機会を確保するため、商工会や商工会議所、中小企業団体中央会に
対して支援した。（商工団体組織活動強化費）

○商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等の商工団体の組織活動の支援強化を通じて、地域の商業・
サービス業者の成長段階や経営課題に応じた多様な支援・指導を行い、経営の改善・発達を推進し、経営
基盤の安定化を図っていく。

○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
る新たな取組を引き続き支援し、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引き続き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。
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

○県内大学特別講演（参加者：ノースアジア大（30人）、秋田公立美術大学（32人））や起業スキル習得
塾（参加者：秋田県商工会連合会（延べ44人）、秋田商工会議所（延べ65人）、能代商工会議所（延べ9
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や知識習得を図った。また、秋田県商工会連合会及び秋田商工会議所職員の各1人をイ
ンキュベーション・マネージャーに養成し、起業相談・支援体制の充実・強化を図った。

○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。また、インキュベーション・マ
ネージャー養成支援を引き続き行い、更なる起業支援の強化を図る。

○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
者の起業に要する経費（製造業以外を起業する場合の最高150万円まで）を助成した（H25採択実績2件）。

○あきた企業活性化センターによる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
志す県民の課題解決に一定の成果があった。

○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H26年6月末現在、いずれも事業を継続している。また、県内の開
業率の向上に寄与するとともに、5人（補助対象）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）では、新規起業を目指す離職者の事業計画を2件採択し、Ｈ26年6
月現在、いずれも事業は継続しており、8人（うち、補助対象2人）の新規雇用を創出した。

○起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相談・支援を引き
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。

○起業を通じた開業率のさらなる向上を目指し、起業家意識の醸成から、起業準備、起業、起業の初期段
階までの各段階を貫いた切れ目のないパッケージ型の支援を地域の商工団体の協力を得ながら進める。ま
た、人口減少抑制のためにも、女性や若者の起業を強化していく。

○（公財）あきた起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移動相談窓口
を開設し、起業・創業等に関する相談に応じている（H25年度15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た（H26年6月入居企業10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（H25採択実績8件）。

④起業機運の醸成と総合的な創業サポート

○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。また、起業相談・支援のイン
キュベーション・マネージャーを養成するため、商工団体に助成した。（県内大学特別講演：ノースアジ
ア大、秋田公立美術大学（各１回）、起業スキル習得塾：秋田県商工会連合会（６回）、秋田商工会議所
（３回）、能代商工会議所（１回）、インキュベーション・マネージャー２人養成（秋田県商工会連合
会、秋田商工会議所（各１人））

○県の創業支援資金、創業支援資金保証料補助等の制度融資を金融機関、各商工団体と連携しながら引き
続き実施し、県内で新たに起業する際の初期費用の負担軽減を図る。

○国の創業促進補助金等や県の起業支援事業（補助制度）及び創業支援資金（融資制度）、そして日本政
策金融公庫が国民生活事業の一環として実施する、新規開業資金、女性・若者・シニア起業家資金、新創
業融資制度等、国、県、商工団体等が一体となった幅広い創業支援を推進する。

○起業を通じた開業率アップを目指し、起業家意識の醸成から、起業準備、起業、起業の初期段階までの
各段階を貫いた切れ目のないパッケージ型の支援と制度融資を地域の商工団体、金融機関の協力を得なが
ら進めた。

○各商工団体と連携し、金融機関を通じた県の創業支援資金の融資制度により、県内で新たに起業する際
の初期費用の負担軽減を図った（延べ100件）

○県の創業支援資金の融資制度により、県内で新たに起業する際の初期費用の負担軽減を図り、平成24年
度の84件から平成25年度100件（延べ）と制度利用の実績が増加した。
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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

評価結果

概ね順調

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
　平成25年のわが国の国際コンテナ貨物取扱量は、10年前（平成15年）に比べ２割程度増加したが、秋田港
においては取扱量が１.８倍の伸びを示し過去最高を記録するなど、「秋田県東アジア交流推進構想」（平成
22年）に掲げた環日本海地域における物流拠点港として、着実に前進している。また、中国や韓国の対岸地
域をはじめ、アセアン地域においても商談会の開催やバイヤー招へい、あるいは貿易ミッションの派遣など
を通じて、県産品の海外での販路拡大や県内企業のグローバル化への対応が推進されている。なお、県内酒
蔵等の積極的な取組や効果的なプロモーション活動により、県産の日本酒の輸出は順調に推移している。
②国内外からの観光・ビジネス客の誘客推進
　観光の関連分野と一体となった総合的な取組が推進されているほか、観光連盟の機能強化が図られた。ま
た、秋田デスティネーションキャンペーンの実施や「あきたびじょん」の展開等により、本県の知名度が向
上し、誘客に結び付いたほか、、デスティネーションキャンペーン期間中の取組により、地域が主体となっ
た観光地づくりやおもてなしの機運醸成が図られた。
　海外からの誘客については、韓国や台湾からの観光客は増加しつつあるなど、順調に推移している。
③時代や地域のニーズをとらえたサービス産業の育成
　各商工団体への支援を通じ、経営指導員等が行う経営改善普及事業や中小企業団体育成指導により、商
業・サービス業者の経営改善・革新に取り組む環境づくりが図られた。商業においては、買い物弱者の生活
利便性を向上させるため、商業者が主体となり様々な団体との協力により実施する買い物サービスに対し支
援を行い、その支援を通じて買い物困難地域における利便性向上が図られつつある。またサービス業におい
ては、今後も成長が見込まれる分野として社会課題に対応し、新たな視点や自由な発想によるビジネスにお
ける新たなサービスに対して支援を行うとともに、情報関連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
　新規起業者への経費支援として、創業支援資金による融資、起業支援事業補助金等を実施した。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（H26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。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。

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
　県内企業の海外展開を支援するため構築された「あきた海外展開支援ネットワーク」を効果的に活用して
いくとともに、ネットワーク機能の一端を担うジェトロ秋田貿易情報センター、秋田県貿易促進協会への支
援や関係支援機関との連携を強化し、県内企業の貿易振興を図る。また、荷主奨励金制度の活用やポート
セールスによるきめ細かな企業ニーズの把握などに加え、港湾施設・設備の整備による秋田港の機能強化を
推進することにより、秋田港国際コンテナ航路の一層の利用拡大を図る。また、県産日本酒の輸出について
は、事業者との連携を密にしながら、対象地域を絞り込みながら、効果的に進めていく必要がある。
②国内外からの観光・ビジネス客の誘客推進
　周遊観光を促す新たな取組や交通アクセスの整備、近隣県エリアとの連携強化、情報交流のあり方など、
秋田デスティネーションキャンペーンの取組の中で明らかになった課題を踏まえ、魅力ある観光地づくりと
受入態勢の整備を図るとともに、日本を訪れる外国人観光客を本県に取り込むため、ターゲットを絞った取
組を推進していく必要がある。
③時代や地域のニーズをとらえたサービス産業の育成
　本年度施行した「秋田県中小企業振興条例」に基づき、各経済団体への組織活動強化支援を通じ、商業・
サービス業者への指導による経営の安定と基盤強化に取り組む。また商業分野では、県内各地に点在する先
駆的な活動を行っている商業者のネットワーク化を行い、相互の情報交換による活動の活発化と活動内容を
広く情報発信する。サービス業分野にお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への支援を
引き続き行うとともに、本県が抱える社会課題に着目した新たなビジネスモデルの創出に支援する。また、
市場の拡大により今後の成長が期待でき、かつ、他産業の高度化及び効率化への貢献も期待される情報関連
産業について、人材育成や販路拡大、商品開発など総合的な支援を行い、当産業の振興を図る。
④起業気運の醸成と総合的な創業サポート
　起業・創業を一層促進するため、信用保証協会や金融機関、各経済団体と連携しながら、創業支援資金に
よる融資、起業支援事業補助金等、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実施す
る。また起業の起業・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。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。さらに、
国が日本政策金融公庫を通じて実施する創業促進補助金や公庫の国民生活事業の一環である新規開業資金
等、各種創業支援に係る融資制度等との組み合わせによる多様な起業支援を重点的に実施する。
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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

　「あきた海外展開支援ネットワーク」を活用し海外取引を目指す県内企業を積極的に支援していくた
め、ネットワークの中核的役割を担う秋田県貿易促進協会やジェトロ秋田貿易情報センターの機能を強化
していくほか、秋田港を利用する貿易の利便性を高めるための補助制度の充実を図り、積極的なポート
セールスにより引き続きＰＲ活動を実施していく。
  観光については、誰もが楽しく観光できる環境の整備等を促進し、交流の拡大につなげるため、集客可
能性の高い観光コンテンツの磨き上げや魅力ある観光地づくり、受入態勢整備等を図るとともに、隣県と
の連携強化による県際での観光流動の促進や、国内誘客と連動した海外誘客対策、対象マーケットを意識
した情報発信等を行っていく。
　サービス産業の育成については、県内情報関連事業者に対して、人材育成や販路拡大、商品開発など総
合的な支援を行い、情報関連産業の振興を図っていくほか、少子高齢化等、様々な地域課題への対応、今
後のサービス産業の参入拡大が見込めるシニアビジネスや地域資源を活用したビジネスの取組に対して支
援していく。
　起業支援については、創業支援資金等融資制度をはじめ、起業支援補助金による起業時に要する経費の
負担軽減を図るとともに、若者をはじめとする幅広い世代の起業気運を醸成するため、大学における起業
講演、県内各地における起業スキル習得塾を商工団体と協力して実施しながら、将来の起業家育成に努め
ていく。

評価結果

概ね順調

　秋田港コンテナ航路の利用拡大に向けた奨励金制度の創設や、対岸地域やアセアン地域等での商談会の開
催、積極的なトップセールスの展開等により、県産品の販路拡大など経済交流の促進が図られ、評価指標で
ある「秋田港国際コンテナ取扱数量」は目標を達成している。
　観光については、「秋田デスティネーションキャンペーン」の実施や「あきたびじょん」の展開により、
本県の知名度が向上し、誘客に結びつくなど、一定の成果が上がっている。
　サービス産業については、少子高齢化、健康福祉等の社会課題に対応するため、高齢者向けファッション
リメイクを主体とした事業や障害者の働く場の提供など、新たな取組が開始され、ビジネス参入・拡大が図
られている。
　また、起業を通じた開業率アップを目指し、起業家の意識醸成や起業支援、制度融資等を進めた結果、評
価指標である「開業率」が増加している。
　以上のことから、施策全体としては「概ね順調」に進んでいる。

　県内企業の海外展開を支援する「あきた海外展開支援ネットワーク」の効果的な活用により、関係各支援
機関の連携を強化し、県内企業のビジネス拡大を図るほか、荷主奨励金制度の活用やポートセールス、秋田
港の機能強化等により、秋田港国際コンテナ航路の一層の利用拡大を進める必要がある。
　観光については、「秋田デスティネーションキャンペーン」の成果を踏まえ、周辺観光を促すための新た
な取組の実施や交通アクセスの整備、近隣県エリアとの連携強化等により、観光振興と交流人口の拡大を図
る必要がある。
　サービス産業の育成については、ニーズにあわせた機敏な展開が可能な県内中小企業の振興に向けた取組
を進めるほか、少子高齢化など、本県の抱える社会的な課題に着目した新たなビジネスモデルの創出を検討
する必要がある。
　起業支援については、起業家に対する経費支援、相談機能の強化とともに、県内大学の特別講演や起業ス
キル習得塾の開催等により、若年者の起業気運の醸成を図るなど、多様な施策を進める必要がある。
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