
1.7億円 (資金供給を除く）

697億円 (新規融資枠）

①相談機能の強化 1.4億円

（単位：千円）

1 産業労働部 継 商工団体による専門家相談事業を実施する。 14,886 16,383

2 産業労働部 継
研究員自らが企業の課題解決、強みを見出す
技術相談を展開する。

9,731 10,836
企業誘致への同行経
費等を除く

3 産業労働部 継
技術コーディネーターによる産産・産学等の
技術マッチングの他、技術相談や競争的研究
資金獲得等の支援を行う。

27,953 27,885

4 産業労働部 継
産業デザインの専門知識を有するスタッフに
よる指導助言、企業同士のマッチングを行
う。

15,126 20,199

5 産業労働部 継
(公財)あきた企業活性化センターの運営費を
補助する。

40,056 42,313 人件費を除く

6 産業労働部 継
(公財)あきた企業活性化センターの各種相談
事業、専門家派遣事業を実施する。

4,943 12,118

7 産業労働部 拡
技術的な側面をバックアップし、県内中小企
業の活性化を促進する。

19,326 15,440

8
観光文化ス
ポーツ部

継
食品加工技術等に係る相談支援や巡回指導を
強化する。

2,803 4,181

9 産業労働部 継
知的財産の総合支援窓口を設置し、知財相談
を実施する。

1,616 1,616

10 産業労働部 継
(公財)あきた企業活性化センターによる商談
会の開催、アドバイザーによる受発注の斡旋
を行う。

再掲

11 産業労働部 継
(公財)あきた企業活性化センターに技術系の
専門家を配置し、マッチングを支援する。

再掲

12 産業労働部 継
医工連携コーディネーターを配置し、県内企
業の医療福祉関連分野の取組を支援する。

6,640 6,641
医工連携のコーディ
ネートに関する経費

②資金供給の円滑化 697億円 （新規融資枠）
（単位：億円）

1 産業労働部 継 中小企業に対する一般的な事業資金 273 221

2 産業労働部 継 325 575

継 経営力強化枠
認定支援機関からの経営指導を伴う、経営基
盤強化を図る資金

50 50

継 借換枠 複数の既存借入を一本化する資金 120 350

3 産業労働部 継
事業転換等により新事業に取り組む企業、創
業、事業承継、再生可能エネルギー発電に取
り組む事業者等に対する資金

84 82

4 産業労働部 継
中小企業が農業分野へ参入する際の資金、企
業の再建に係る資金等

15 15

産業新生技術イノベーショ
ン事業

総合食品研究センター指導
普及費

知的財産有効活用事業

企業競争力強化事業（販路
拡大支援事業）

企業競争力強化事業（パ
ワーアッププロデューサー
事業）

医療福祉関連産業成長促進
事業（コーディネート事
業）

商工団体組織活動強化事業
（専門家相談事業）

技術支援加速化事業

先導的技術等開発支援事業
（技術コーディネート事
業）

産業デザイン活用促進事業

中小企業支援機関活動補助
事業

企業競争力強化事業（企業
相談事業）

 基本的施策１　経営基盤の強化

担当
部局

事　業　名 事　業　概　要 備考H27当初予算額

「秋田県中小企業振興条例」　関連事業一覧
〈平成２７年度当初予算（平成２６年度繰越予算を含む)〉

H26当初予算額

相談機能の強化　　計 143,080
１０事業

（再掲を除く）

担当
部局

資　金　名 概　要

157,681

H26新規融資枠 備考

中小企業振興資金

経営安定資金

新事業展開資金

その他の資金

資金供給の円滑化　　計 697 ４資金

H27新規融資枠

893

資料６

秋田県

1 



③事業承継の円滑化 0.2億円
（単位：千円）

拡
専門相談員の設置等により、企業の円滑な事
業承継に資する。

22,203 19,774

1 産業労働部 新
後継者人材バンク支
援事業

後継者不在企業と起業家等とのマッチングを
行う後継者人材バンク制度に必要な支援を行
う。

500 0

新 後継者育成塾事業
次代を担う経営者を育成するため、後継者育
成塾を開講する。

5,257 0

基本的施策２　新たな市場の開拓等 2.6億円
（単位：千円）

1 産業労働部 継
(公財)あきた企業活性化センターに技術系の
専門家を配置し、マッチングを支援する。

6,972 21,032

2 産業労働部 継
(公財)あきた企業活性化センターによる商談
会の開催、アドバイザーによる斡旋を行う。

27,173 31,235

3 産業労働部 継
秋田を拠点に海外展開に取り組む企業に人
的・経済的支援を行う。

42,356 57,162

4 産業労働部 継
東アジア諸国との経済交流促進に向けた取組
を支援する。

11,621 11,064
環日本海交流推進協
議会負担金除く

5 産業労働部 継
研究開発セミナーや医療ニーズ発表会等の開
催により、医療現場とものづくり企業のマッ
チングを推進する。

569 3,419
医療機器の販路拡大
の支援に関する経費

6
観光文化ス
ポーツ部

継
国の助成制度を活用した（一社）貿易促進協
会と連携して実施する商談会等事業費の一部
を県が負担。

3,734 18,367

7
観光文化ス
ポーツ部

新
東アジア等を対象とした商談会の開催や、秋
田の食文化のＰＲを行う。

23,972 0

8
観光文化ス
ポーツ部

継
発酵食品など研究シーズを活かしたヒット商
品の開発と販路拡大を支援する。

1,730 2,167

9
観光文化ス
ポーツ部

継
独自の発酵食文化など秋田の食の特徴を活か
した新商品開発・ＰＲや食のおもてなしを推
進する。

5,629 9,598

10
観光文化ス
ポーツ部

継
首都圏等で開催する物産展等を通じて商品の
売り込み等による人材育成を図りながら、
マーケット情報を収集、事業者に還元する。

3,485 14,636

11
観光文化ス
ポーツ部

新
中間流通業者の育成や首都圏等でのプロモー
ション活動を展開し、販路拡大を支援する。

44,159 3,567

12
観光文化ス
ポーツ部

継
東京アンテナショップあきた美彩館を活用
し、県産品の販路拡大を図る。

87,766 67,906

13 産業労働部 継
医工連携コーディネーターを配置し、県内企
業の医療福祉関連分野の取組を支援する。

再掲
医工連携のコーディ
ネートに関する経費

14
観光文化ス
ポーツ部

継
原材料生産者から、流通業者までの関連業種
の集団である、食品事業者ネットワークの運
営により食品産業の振興を図る。

再掲

15 生活環境部 継
国内外での販路拡大に向け衛生管理に係る技
術支援等を行う。

再掲

16 産業労働部 継
伝統的工芸品等の産業振興を図るため、地域
の実情に応じた振興施策を実施する。

再掲

担当
部局

事　業　名 事　業　概　要 備考H27当初予算額 H26当初予算額

事業承継推進事業

事業承継の円滑化　　計 22,203 １事業

担当
部局

事　業　名 事　業　概　要 備考H27当初予算額 H26当初予算額

19,774

秋田の食海外販路開拓支援
事業

総合食品研究センター発
「価値ある商品」造成事業

あきたの食文化発信事業

食彩あきた売り込み事業

県産品販路拡大対策事業

アンテナショップ運営事業

企業競争力強化事業（パ
ワーアッププロデューサー
事業）

企業競争力強化事業（販路
拡大支援事業）

県内企業海外展開支援事業

東アジア経済交流強化事業

医療福祉関連産業成長促進
事業（マッチング推進事
業）

秋田の食輸出強化事業

医療福祉関連産業成長促進
事業（コーディネート事
業）

地域特産品サポート事業

フードセーフティー推進事
業

伝統的工芸品等振興事業

基本的施策２　新たな市場の開拓等　　計 240,153259,166
１２事業

（再掲を除く）
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基本的施策３　企業競争力の強化 8.3億円
（単位：千円）

1 産業労働部 継
設備投資等を促進し、新たな企業の取組を支
援する。

301,070 350,000

2 産業労働部 継
コンソーシアムを形成し新製品の開発に取り
組む中小企業を支援する。

25,989 26,029

3 産業労働部 継
成長が見込まれる分野でのコンソーシアム形
成を支援する。

3,411 2,682

4 産業労働部 継
生産現場の改善指導とフォローアップ体制の
強化を図るとともに、県内企業のカイゼンへ
の取組を促進する。

9,287 4,923

5 産業労働部 継
県内企業の自発的な経営改革を促進するた
め、企業間連携や生産工程の効率化の取組を
支援する。

10,000 11,217

6 産業労働部 継
コンソーシアムに対する営業路線でのＥＶバ
ス実証試験経費や車両維持費、ＰＲ費を補助
する。

6,813 7,203

7 産業労働部 継
地域の独創性を高め、世界に通用する企業を
育成する研究開発を推進する。

61,803 68,063

8 産業労働部 拡
地域のリーダー企業を創出するため、必要な
技術力、生産力、営業力を強化する取組を支
援する。

163,801 189,549

9 産業労働部 新
東北地域における航空機産業の生産拠点を形
成する。

9,296 3,739

10 産業労働部 新
自動車メーカーと取引関係にある中核企業に
対して重点的な支援を行い、県内でのサプラ
イチェーン形成を図る。

25,841 0

11 産業労働部 新
情報関連事業者が行う商品開発及び認証の取
得を支援する。

13,000 0

12 産業労働部 継
情報関連中小企業の販路拡大、人材育成等を
支援する。

7,369 10,294

13 企画振興部 継
ＩＣＴ推進会議を運営し、企業のＩＣＴ利活
用の促進に資する。

2,254 2,997
ＩＣＴ推進会議運営
のための経費

14 産業労働部 新
秋田大学と交わした覚書に基づき、医療機器
メーカーに対して秋田大学や公設試験研究機
関と連携した製品開発を支援する。

10,301 0
医療機器の製品開発
等の支援に関する経
費

15 企画振興部 継
大学等とのマッチングを行うほか、研究開発
費の助成等を通じて、中小企業の新技術や新
製品の開発を支援する。

40,173 40,173

16 企画振興部 継
知的財産の創造を担う公設試研究員に対する
大学院博士課程の修学支援等を行う。

1,841 2,857

17 産業労働部 新
食品事業者が行う生産性向上等のカイゼン活
動や加工設備の導入等を支援する。

22,117 0

18
観光文化ス
ポーツ部

継
原材料生産者から、流通業者までの関連業種
の集団である、食品事業者ネットワークの運
営により食品産業の振興を図る。

2,464 35,471

19
観光文化ス
ポーツ部

継
技術面から県内食品産業振興と県産農水産物
の有効利用を図る研究開発を推進する。

44,003 42,154

20
観光文化ス
ポーツ部

新
新たな顧客の獲得を図るため、民間宿泊施設
の改修等の取組を支援する。

36,102 0

21 生活環境部 継
助成制度や改修技術の紹介等により、企業に
おける省エネの取組を支援する。

1,144 4,086

22 生活環境部 継
国内外での販路拡大に向け衛生管理に係る技
術支援等を行う。

5,510 8,000

23 建設部 継
成長分野への進出や新技術、新工法の導入に
より経営基盤を強化する取組を支援する。

10,059 14,116

24 産業労働部 新
受注が見込まれる県外企業への社員の派遣、
技術指導員の受け入れに係る経費を補助す
る。

10,455 0

25 産業労働部 継
研究員自ら企業の課題や強みを見出す技術相
談を展開する。

再掲

26 産業労働部 継
技術コーディネーターによる産産・産学等の
技術マッチングの他、技術相談や競争的研究
資金獲得等の支援を行う。

再掲

27 産業労働部 拡
技術的な側面をバックアップし、県内中小企
業の活性化を促進する。

再掲

28 産業労働部 拡
産業デザインの専門知識を有するスタッフに
よる指導助言、企業同士のマッチングを行
う。

再掲

担当
部局

事　業　名 事　業　概　要 備考H26当初予算額

がんばる中小企業応援事業

先導的技術等開発支援事業
（先導的技術開発事業）

先導的技術等開発支援事業
（コンソーシアム形成・活
動推進事業）

企業競争力強化事業（生産
性向上支援事業）

企業競争力強化事業（企業
競争力向上支援事業）

ＥＶバス技術力向上事業

H27当初予算額

秋田ＩＣＴ戦略事業

医療福祉関連産業成長促進
事業（研究開発拠点形成事
業）

産学官連携イノベーション
創出事業

知的財産総合マネジメント
事業

食品事業者基盤強化事業

地域特産品サポート事業

産業技術センター研究推進
費

ものづくり中核企業創出促
進事業

航空機産業強化支援事業

自動車産業強化支援事業

情報関連産業競争力強化事
業

情報関連産業振興事業

技術支援加速化事業

先導的技術等開発支援事業
（技術コーディネート事
業）

産業新生技術イノベーショ
ン事業

産業デザイン活用促進事業

基本的施策３　企業競争力の強化　　計

総合食品研究センター研究
推進費

民間観光宿泊施設魅力向上
支援事業

地球温暖化総合対策事業
（事業者温暖化対策推進サ
ポート事業）

フードセーフティー推進事
業

建設業経営基盤強化支援事
業

サプライチェーン形成促進
事業

824,103
２４事業

（再掲を除く）823,553

3 



基本的施策４　新たな事業の創出 0.8億円
（単位：千円）

1 産業労働部 拡
地域資源等を活用した中小企業の新商品の開
発、事業転換等を支援する。

－ -

拡 25,137 22,376

拡 起業家育成事業
学生に起業家意識の醸成を促すほか、幅広い
層を対象として起業に関する基礎知識の習得
を図るためセミのナー等を開催する。

5,550 -

新
起業支援事業補助金
（Aﾀｰﾝ起業・移住起業
枠）

県外在住者のＡターンによる県内における起
業に際し、経費の一部を助成する。

6,015 -

3 産業労働部 新
地域課題への対応や、今後成長が見込まれる
分野、シニアビジネス参入への新たな取組を
支援する。

4,000 0

4 産業労働部 継
企業の新エネルギー産業等への参入支援を行
う。

51,667 57,439

5
観光文化ス
ポーツ部

継
農商工連携による中小企業の新商品開発等を
支援する。

－ -

6 産業労働部 拡
後継者人材バンクの支援、後継者育成塾の開
講など、企業の円滑な事業承継に資する。

再掲

7 産業労働部 継
事業転換等により新事業に取り組む企業、創
業、事業承継、再生可能エネルギー発電に取
り組む事業者等に対する資金

再掲

8 産業労働部 継
研究員自らが企業の課題解決、強みを見出す
技術相談を展開する。

再掲

9
観光文化ス
ポーツ部

継
発酵食品など研究シーズを活かしたヒット商
品の開発と販路拡大を支援する。

再掲

10 建設部 継
成長分野への進出や新技術、新工法の導入に
より経営基盤を強化する取組を支援する。

再掲

0.3億円
（単位：千円）

1 産業労働部 継
市町村等による地域産業の振興に向けた取組
を支援する。

12,352 9,500

2 産業労働部 継
伝統的工芸品等の産業振興を図るため、地域
の実情に応じた振興施策を実施する。

12,424 12,459

3 産業労働部 拡
地域資源等を活用した中小企業の新商品の開
発、事業転換等を支援する。

－ －

4 産業労働部 継
商業者のネットワーク化、相互交流による商
業活動を支援する。

664 4,994

5 産業労働部 継
市町村等が実施する創意工夫ある商業振興の
取組を支援する。

3,830 2,530

6
観光文化ス
ポーツ部

継
農商工連携による中小企業の新商品開発等を
支援する。

－ －

あきた企業応援ファンド事
業

2 産業労働部

あきた起業促進事業

サービス産業ビジネス展開
支援事業

新エネルギー産業創出・育
成事業

担当
部局

事　業　名 事　業　概　要 備考H27当初予算額 H26当初予算額

80,804
５事業

（再掲を除く）

担当
部局

事　業　名 事　業　概　要 備考

あきた農商工応援ファンド
事業

事業承継推進事業

新事業展開資金

技術支援加速化事業

総合食品研究センター発
「価値ある商品」造成事業

建設業経営基盤強化支援事
業

H27当初予算額

79,815

H26当初予算額

提案型地域産業パワーアッ
プ事業

伝統的工芸品等振興事業

あきた企業応援ファンド事
業

先駆的商業者活性化サポー
ト事業

商業活性化・まちづくり支
援事業

あきた農商工応援ファンド
事業

基本的施策４　新たな事業の創出　　計

基本的施策５　地域の特性に応じた事業活動の促進　　計 29,270 ６事業29,483

基本的施策５ 地域の特性に応じた事業活動の促進
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基本的施策６　人材の育成及び確保 1.7億円
（単位：千円）

1 産業労働部 新
航空機産業に必要な人材育成のため、機械設
計・加工に係る必要な知識や技能等の習得を
図る。

20,354 0 由利地域振興局で実施

2 産業労働部 新
若年従業員の職場定着に向けたセミナーの開
催やコンサルタントの派遣等を行う。

43,092 0

3 産業労働部 継
移住定住に係る施策と連携を図り有楽町での
土曜日相談を平日にも拡充し、Ａターン機能
を強化する。

14,269 14,712

4 産業労働部 拡
新規大卒者等対象のマッチング機会の提供等
を行うほか、進学予定高校生に対して県内就
職希望登録はがきにて登録勧奨する。

2,387 402

5 産業労働部 継 在職者の職場内訓練等を充実する。 40,645 40,569 離職者等訓練を除く

6 産業労働部 継
新規高卒者の県内就職に向けた合同就職面接
会を開催する。

974 1,092

7 産業労働部 継 県内企業見学を実施する。 2,871 2,871

8 産業労働部 新
技術系シニア人材を活用し、県内企業の競争
力強化に結びつける。

2,836 0

9 生活環境部 新
経済団体等との連携による、女性の活躍に向
けた取組を推進する。

7,603 0

10 建設部 新
若年者等の建設業への入職を促す取組を支援
する。

9,792 0

11 建設部 継
若手技術者の基礎的な技術力・技能の取得を
支援する。

2,365 1,073

12 建設部 新
中堅技術者や管理職等のキャリアアップの取
組を支援する。

24,373 0

13 教育委員会 継
体験的な活動を通して、将来、社会人・職業
人として必要な能力・態度の理解や地域社会
の一員としての自覚を深める。

894 896
就業体験活動に関す
る経費

14 産業労働部 拡
後継者人材バンクの支援、後継者育成塾の開
講など、企業の円滑な事業承継に資する。

再掲

その他　秋田県中小企業振興条例及び基本的施策の推進に関する予算

1 産業労働部 継
条例、指針及び関連施策の普及・啓発のほ
か、中小企業振興委員会の開催により、基本
的施策を推進する。

12,379 5,666

担当
部局

事　業　名 事　業　概　要 備考H27当初予算額 H26当初予算額

航空機産業等技術者育成事
業

中小企業振興条例推進事業

１３事業
（再掲を除く）

基本的施策の推進に関する平成２７年
度当初予算額及び新規融資枠 合計

当初予算額（資金供給を除く）

新規融資枠 697 億円　

高校生未来創造支援事業
（キャリア教育総合推進事
業）

事業承継推進事業

基本的施策６　人材の育成及び確保　　計 172,455

H27当初予算額

15.4　億円

担当
部局

事　業　名 事　業　概　要 備考

県内就職促進事業（地元企
業魅力発見事業）

シニア人材招聘事業

H26当初予算額

あきた女性の活躍推進事業

建設業担い手確保育成支援
事業（建設業魅力発信事
業）

建設業担い手確保育成支援
事業（建設業若手技術者育
成事業）

建設業担い手確保育成支援
事業（建設業キャリアアッ
プ事業）

若者職場定着支援事業

秋田を支える人材確保支援
事業（秋田で就職応援団
（Ａターン）事業）

秋田を支える人材確保支援
事業（学卒者県内就職促進
事業）

職業能力開発支援事業

県内就職促進事業（高校生
等就職面接会開催事業）

61,615
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