
秋田県産業労働部 

平成２８年４月 

平成２８年度予算のポイント 
     ※予算額には、国の交付金（地方創生加速化交付金）を活用した平成２７年度２月補正予算を含む。 
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▼ＴＰＰを見据えた海外展開支援 ▼東アジア等との経済交流の拡大 
▼秋田港の利用拡大と物流拠点化の促進 
▼成長が見込まれる分野の誘致活動の推進・本社機能等の移転促進 

▼本県をフィールドとする効率的な風車メンテナンス人材育成システムの構築 
▼洋上風力発電の導入促進と「あきた洋上風力発電関連産業フォーラム」を通じた関連産業の育成 
▼水素エネルギーの取組推進に向けた産学官によるコンソーシアムの形成 
▼地熱エネルギーの多面的利用による地域振興に向けた調査・検討 
▼県営水力発電所の能力増強 ▼環境･リサイクル産業の創出・育成 

施策２ 秋田の成長を牽引する企業の育成と成長分野への新たな事業展開 

施策３ 「新エネルギー立県秋田」の創造と環境･リサイクル産業の拠点化 

施策４ 海外取引の拡大と産業拠点の形成 

施策５ 秋田の産業を支える人材の育成 

施策１ 企業の経営基盤の強化と地域産業の振興 

▼中小企業振興条例・関連施策の普及啓発の推進 
▼中小企業へのハード･ソフト両面に対する支援 
▼競争力の強化に向けた人材面での支援 ▼円滑な事業承継の促進  
▼ニーズに対応した資金繰り支援 ▼地域資源を活用した産業振興 

▼地域経済を牽引する中核企業の育成とサプライチェーンの形成促進 
▼成長分野への事業展開支援 
 ▽自動車産業(人材育成やＱＣＤの向上に向けた支援) 
 ▽航空機産業(一貫工程化等に向けたインフラ整備の支援) 
 ▽医療福祉産業(産学官連携による新製品の開発支援) 
 ▽情報関連産業(新規立地等の支援、データビジネス拠点化の促進) 
▼幅広い年代やＡターン希望者への起業支援 

▼秋田の産業を支える若者の育成 ▼Ａターン就職の促進 
▼成長分野を担う産業人材の育成 

平成２８年度 産業労働部の重点施策 

１ 

《県内企業の競争力強化》 
《海外展開の推進》 

産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

① 企業の経営基盤の強化････････････････････････････････････Ｐ２ 
② 地域産業の振興･･････････････････････････････････････････Ｐ３ 
③ 中小企業の事業承継等の支援･･････････････････････････････Ｐ４ 

① 中核企業の育成と技術イノベーションの創出････････････････Ｐ５ 
② 自動車関連産業と航空機関連産業の振興････････････････････Ｐ６ 
③ 医工連携による医療機器関連産業の育成････････････････････Ｐ７ 
④ 付加価値の高い情報関連産業の確立････････････････････････Ｐ７ 
⑤ 起業の促進と商業サービス業の振興････････････････････････Ｐ８ 

① 新エネルギー関連産業の創出･育成･････････････････････････Ｐ９   
② 環境･リサイクル産業の拠点化･････････････････････････････Ｐ10 

① 東アジア等とのビジネス拡大と物流ネットワークの構築･･････Ｐ11   
② 企業誘致の推進と企業の投資促進･･････････････････････････Ｐ12 

① 産業構造の変化に対応した産業人材の育成･･････････････････Ｐ13 
② 県内就職の促進と多様な人材の確保････････････････････････Ｐ14 

産業構造の転換に向けた産業･エネルギー戦略 
 

『あきた未来総合戦略』と『ＴＰＰ』を見据えた 
     産業振興による仕事づくり 



 中小企業振興条例の趣旨を踏まえ、引き続き、経営
や技術に関する相談対応、企業等のニーズに応じた資
金繰り支援を行うとともに、中核人材等の採用や生産
性の向上など県内中小企業の経営基盤や企業競争力の
強化に向けた取組を支援する。 

概  要 

主な取組 

１ 相談機能の充実・強化 
 商工団体や(公財)あきた企業活性化センター、公
設試験研究機関による、経営改善や中核人材の確保
等に関する相談体制の充実や技術指導、きめ細かな
情報提供など総合的な支援を通じて、企業の経営基
盤の強化を図る。        
計 １億４，５９３万円（うち加速化交付金５，１０９万円） 
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製造品出荷額等 

目標 実績 

産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

３ がんばる中小企業への支援 
 意欲を持って自社の競争力の強化を図ろうとする
中小企業を「がんばる中小企業」に認定し、商品開
発など企業が行う新たな取組を支援するとともに、
工場等の新増設に係る初期投資経費等の支援を行
う。               
                                               計 ４億５，８４５万円 

(億円) 

がんばる中小企業応援事業 248,601 
  〃（企業立地・雇用増加型）131,110 
  〃（企業立地・雇用増加型）   78,738 

   計               458,449 

４ 県内企業の競争力強化 
 県内企業の経営革新や生産性の向上を図る取組へ
の支援のほか、新たな売上創出や技術課題の解決、
販路拡大などに向けて一貫した支援を行う。 

 計 ８，３４４万円 

競争力強化事業（事業化ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ）37,148 
 〃（企業競争力向上支援事業）                 10,353 
 〃（生産性向上支援事業）            8,276 
 〃（販路拡大支援事業）                              27,663 

    計                                                                83,440   

 中小企業振興資金 333億円 
資金    265億円 
資金    84億円 

資金        15億円 
 
   計         697億円 

■「中小企業振興条例」関連事業一覧より 
商工団体組織活動強化事業         14,945 

  （専門家相談事業） 
㉗プロフェッショナル人材活用促進事業    51,092 
プロフェッショナル人材活用促進事業            7,500 

支援加速化事業             10,736 
企業競争力強化支援事業                4,943 

  （企業相談事業） 
 産業デザイン活用促進事業           14,818 
 中小企業支援機関活動補助事業 40,277 
 知的財産有効活用事業                       1,616 

 
   計                            145,927 

２ 企業ニーズに対応した資金繰り支援 
 制度融資により、経営改善や新事業展開など多様
な資金需要に対応した資金繰り支援を行うととも
に、企業負担の軽減を図るため、金利の一律引き下
げ（△０．２％）を行う。 

計  ［新規融資枠］  ６９７億円 

施策１ 企業の経営基盤の強化と地域産業の振興  

方向性① 企業の経営基盤の強化 



 地域資源を活用した新たな地域産業の創出を促進す
るとともに、食品産業における生産・経営の基盤の強
化のほか、伝統的工芸品等の新商品開発や海外展開等
を支援する。 

概  要 

主な取組 

１ 地域資源を活用した産業の振興 
 市町村等による地域資源を活用した新たな地域産
業の創出や、既存の地域産業の拡大等の取組を支援
する。 

 計 ２，１２９万円 

２ 伝統的工芸品等の振興と海外展開支援 
 産地組合等が行う現代の生活様式に合った新商品
開発や販路開拓の支援を行うとともに、海外への新
たな販路の開拓とブランド化を支援する 
   計 ２，２９０万円（うち加速化交付金１，２４９万円） 
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食料品・飲料等の製造品出荷額等 

目標 実績 

産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

３ 食品産業の振興 
 生産性の向上や経営革新計画に基づく取組、人材
の育成を図る食品事業者への支援により、食品産業
の製造や経営基盤を強化する。 

 計 ２，１３６万円 

(億円) 

食品事業者基盤強化事業 21,357 

伝統的工芸品等振興事業 10,410 
  〃                                          12,487 

   計                                            22,897 

提案型地域産業パワーアップ事業 21,293 

     伝統的工芸品等の海外展開事例 
【樺細工】 
 ○ヨーロッパの展示会へ継続的に出展し、有名ブランドとの取引 
  開始やコラボ商品を開発 
 ○ヨーロッパのセレクトショップ等との取引開始 
【川連漆器】 
 ○ヨーロッパのセレクトショップとの取引開始 
 ○「味噌・漬け物」と連携したヨーロッパへの販路展開 
【大館曲げわっぱ】 
 ○「ＢＥＮＴＯ」ブームのフランス・パリへの弁当箱の販売 
 ○北米へのランチョンマットの販売 
【その他】 
 ○「Ｇｏｏｇｌｅ」とパートナーシップを結び、Ｗｅｂサイトで 
  秋田の伝統的工芸品を世界に発信 

食品加工現場の改善指導 伝統的工芸品「樺細工」 

施策１ 企業の経営基盤の強化と地域産業の振興  

方向性② 地域産業の振興 



 雇用の維持や技術・ノウハウ等の経営資源の承継を
図るため、支援機関と連携し、県内中小企業等の円滑
な事業承継を促進する。 
 

概  要 

主な取組 

１ 事業承継の円滑化 
 事業引継ぎ支援センター等と連携した相談体制
の構築や事業承継相談推進員による案件の掘り起
こしなどを行うとともに、後継者人材バンクによ
る後継者不在企業と事業意欲のある人材とのマッ
チングの促進を図るほか、中小企業の後継者を対
象とした育成塾を開講する。 
                                 計 ２，０６０万円 

４ 産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

２ 事業承継企業への低利融資 
 事業の承継に必要な事業資金について、低利融資
を行う。 

計 ［新規融資枠］ ５億円【再掲】 
 
 

事業承継推進事業 20,602 

施策１ 企業の経営基盤の強化と地域産業の振興  

方向性③ 中小企業の事業承継等の支援 



 本県の産業を牽引するリーダー企業の育成と受注拡
大に向けた支援を行うとともに、産学官連携による研
究開発や、県内企業への技術移転による付加価値の高
い製品開発等を促進する。 
 

概  要 

主な取組 

１ 地域経済を牽引する中核企業の育成 
 地域の中核企業候補に対し、経営戦略の策定や新
技術・試作品等の開発支援などの総合的な支援を実
施し、地域経済を牽引するリーダー企業として育成
する。 
               計 １億４，４５２万円  

２ サプライチェーンの形成促進 
 新たな受注が見込まれる発注元企業への社員派遣
や、専門家の招聘等に要する経費を支援し、県内企
業の受注機会の拡大を図る。 

計 ８２１万円 

５ 産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

４ 最新技術の県内企業への移転による付加 
  価値の高い製品開発等の促進 
 県内企業のこれからのものづくりに必要となる人
材を育成するとともに、最新加工技術や新たな材料
に関する技術移転を図ることにより、県内企業によ
る付加価値の高い製品開発等を促進する。                    
                                計 ３，４１１万円 

ものづくり中核企業創出促進事業 144,516 

㉖サプライチェーン形成促進事業 8,210 

先導的技術等開発支援事業 28,999 
３ 成長分野の技術・製品等の開発・事業化 
 今後成長が見込まれる産業分野の技術・製品等の
開発・事業化に先導的に取り組む県内企業等を支援
するとともに、開発主体となる産学官連携によるコ
ンソーシアムの創出や活動を支援する。 

 計 ２，９００万円 

  34,109 
 

企業と産業技術センターが 
共同開発した「硬さ試験機」 

産業技術センターに設置された
「３Ｄ鋳型積層造形装置」 

施策２ 秋田の成長を牽引する企業の育成と 

        成長分野への新たな事業展開  
方向性① 中核企業の育成と技術イノベーションの 
 
         創出 



 今後成長が見込まれる自動車産業や航空機産業を本
県産業の柱の一つとするため、自動車産業への参入と
牽引する企業の育成を促進するとともに、航空機産業
の生産拠点形成に向けた取組を推進する。 

概  要 

主な取組 

１ 自動車関連産業への参入促進と取引の拡大 
 ＱＣＤの向上に向けた支援やプロジェクトマネー
ジャ等による個別企業支援、海外メーカーとの取引
に必要な認証取得の支援、取引拡大に向けたマッチ
ング支援を行うとともに、次世代自動車や県内自動
車関連企業の紹介・ＰＲを通じて、高校生等の県内
就職につなげる。                   計 ３，６５０万円 
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輸送用機械器具製造業の製造品出荷額等 

目標 実績 

産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

２ 航空機産業の拠点化の推進 
 航空機産業における一貫工程化やサプライチェー
ンの形成等につながる設備投資を支援するほか、国
際的な品質マネジメントシステム規格等の認証取得
支援や航空機産業アドバイザー等による航空機メー
カーとのマッチング支援等を行う。 
計 ２億９，４２８万円 
  （うち加速化交付金２億８，６２７万円） 

(億円) 

㉖自動車産業強化支援事業 36,499 

  286,268 
                                   6,000 
                                   1,607 

           149 
                         258 

   計                  294,282 

３ 航空機産業の人材育成 
 航空機産業での取引拡大を目指す企業の中核技術
者に対する技術研修等のほか、高校生を対象とした
特別講義等の実施により、将来の航空機産業を担う
人材を育成する。         
                計 ５８５万円（うち加速化交付金５３０万円） 

サプライヤー育成事業                        
559(530) 

           2,362 
  2,933 

 

自動車部品製造現場の工程改善研修 
航空機の降着装置 

施策２ 秋田の成長を牽引する企業の育成と 

        成長分野への新たな事業展開  

方向性② 自動車関連産業と航空機関連産業の振興 



 地域の中核となる大手医療機器メーカーの研究開発
拠点化と地域サプライチェーンの形成を促進するとと
もに、大学や公設試験研究機関と連携した県内中核企
業の研究開発機能の強化や新製品の開発等を促進す
る。 

概  要 

主な取組 

１ 医療福祉関連産業の研究開発拠点化と 
  県内企業の参入促進 
 地域の中核となる企業と、大学や公設試験研究機
関等とが連携した新たな製品開発を支援するととも
に、医療機器メーカー・ディーラーとのマッチング
機会を提供する。                        
                        計 ２，０７０万円 
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医療機器関連製造業の製造品出荷額等 
目標 実績 

産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

(億円) 

医療福祉関連産業成長促進事業 20,701 

 新たな技術やデバイスの普及により市場及び商機が
拡大している情報関連産業において、大規模マーケッ
トの開拓やＩＣＴ地産地消及び利活用の推進に資する
取組を支援するとともに、立地促進やデータビジネス
の拠点化を促進する。 

概  要 

主な取組 

１ 情報関連事業者への総合的な支援 
 県内の情報関連事業者が行う販路拡大や人材育成
等の支援に加え、首都圏等の大規模市場で売り込む
ためのソフトウェア等の商品開発、情報関連認証の
取得、高度情報関連技術者（プロジェクトマネー
ジャ）の養成を支援する。     
                               計 ２，２３９万円 

 4,242 
 18,149 

          計    22,391 

低ノイズＬＥＤ 

２ 情報関連産業の立地促進とデータビジネ 
   スの拠点化促進 
 情報関連産業の新規立地及び事業拡大への支援に
より、地元人材活用による仕事づくりを促進すると
ともに、ビッグデータ分野で不足しているデータ分
析者を養成し、データビジネスの拠点化を図る。          
                             計 １，７９８万円 

 13,735 
  4,242 

   計   17,977                                          

施策２ 秋田の成長を牽引する企業の育成と 

        成長分野への新たな事業展開  

方向性③ 医工連携による医療機器関連産業の育成 方向性④ 付加価値の高い情報関連産業の確立 



 商工団体と連携した起業における切れ目のないパッ
ケージ型支援や若者に対する起業家意識の醸成を図る
ほか、Ａターン・移住者等への起業を促す支援を通じ
て、県内での起業・創業を促進する。 
 商業者のネットワークを強化し、情報交換と相互協
力の体制づくりを進めるとともに、今後成長が見込ま
れる新たなサービスへの参入に向けた取り組みを促進
する。 

概  要 

主な取組 

１ 起業の促進 
 商工団体等と連携し、起業準備から起業、起業後
のフォローアップまで各段階を貫いた切れ目のない
支援や、大学生や高校生に対する講演や起業体験等
により起業家意識の醸成を図るとともに、起業時の
初期投資費用等を支援し、Ａターン・移住者を含め
た県内での起業・創業を促進する。計  ２，６８９万円 

８ 産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

 26,885 
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開  業  率 

目標 実績 (％) 

主な取組 

２ 商業・サービス業の活性化 
 商店街を核とする中心市街地における賑わい創出
事業を支援するとともに、先駆的な活動をしている
商業者の商業活動のネットワーク化を促進し、その
活動を広く発信することで、全県への波及を図る。                      
                                   計 ３７２万円 

３ 社会課題等に対応した新サービスへの支援 
 本県が抱える社会課題への対応や、今後成長が見込
まれるシニアビジネス等への参入など、新たなビジネ
ス展開に取り組む企業の立ち上げに要する費用等を支
援する。                計 ３００万円 

㉗商業活性化・まちづくり支援事業 3,716 

㉖サービス産業ビジネス展開支援事業 3,000千円 

能代逸品会のお店巡り 大曲での商店主勉強会 

施策２ 秋田の成長を牽引する企業の育成と 

        成長分野への新たな事業展開  

方向性⑤ 起業の促進と商業サービス業の振興 



 第２期秋田県新エネルギー産業戦略に基づき、本県
の多様で豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルを
生かし、風力発電等のさらなる導入拡大を図るととも
に、メンテナンスや部品供給など関連産業への県内企
業の参入を促進するほか、県営水力発電の計画的な開
発等により、発電能力の増強を図る。 

概  要 

主な取組 

１ 新エネルギー産業の創出・育成 
 洋上風力発電の事業化と、それに合わせた関連産
業の育成や、産学官連携による、風車メンテナンス
に係る人材育成システムの構築を図るとともに、地
熱エネルギーの多面的な利用に向けた調査・検討
や、今後の水素エネルギーに関する取組の推進体制
の整備に取り組む。       計 ２，９３３万円 

２ 県営水力発電の計画的な開発  
 早口発電所（大館市）の大規模改良工事を実施す
るとともに、成瀬発電所（東成瀬村）や砂子沢発電
所（小坂町）の建設に向けた調査設計に着手し、県
営水力発電の能力増強を図る。 
                           計 １４億２，８２０万円 
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風力発電設備導入量 

目標 実績 

産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

(ｋW) 

             29,329 

            48,775                 
                                      1,342,729 

                         36,692 
 
   計                         1,428,196 

（参考）第２期秋田県新エネルギー産業戦略 
   （計画期間：H２８年度～３７年度（１０年間）） 
○目指す姿 
 「国内最大級の新エネルギー供給基地と、関連産業集積拠点  
  の形成」 
○今後５年間(H28～32年度)における重点プロジェクト 
 ①洋上風力発電の事業化と秋田発の関連産業の育成 
  ②風車メンテナンス技術者の育成システムの構築 
 ③地熱エネルギーの多面的利用の促進 
 ④バイオマス発電への県産未利用材の安定的な供給体制の構 
  築 
 ⑤再生可能エネルギーによる水素製造システムの構築に向け 
  た検討 
○再生可能エネルギーの導入目標 
 ・風力   28万kW(H28.3)→82万kW(H38.3) 
  ・風力以外 58万Kw(H28.3)→80万Kw(H38.3) 
○関連産業による経済波及効果 
 ・建設に伴う効果 1,616億円(H28～37年度) 
 ・運転に伴う効果 1,522億円(H28～37年度) 

施策３「新エネルギー立県秋田」の創造と 

        環境・リサイクル産業の拠点化  

方向性① 新エネルギー関連産業の創出・育成 



 レアメタル等を含む廃小型家電や廃プラスチックな
どの未利用資源について、本県の強みである鉱山関連
技術を活用したリサイクル化を促進し、廃棄物等の排
出抑制や減量化に寄与するリサイクル産業の集積を図
る。 

概  要 

主な取組 

１ 環境･リサイクル産業の創出･育成 
 県内の環境・リサイクル関連企業が取り組む設備
投資や研究開発等を支援するほか、環境・リサイク
ル産業の創出・拡大を推進するためのアクションプ
ランの策定や、産業廃棄物の約３割を占める建設業
由来の廃棄物のリサイクルの可能性等を調査する。 

 計 ４，９８４万円 

２ レアメタル等金属リサイクルの推進 
 レアメタル等金属資源を含む使用済小型家電や廃
プラスチック等の未利用資源のリサイクル化を推進
するとともに、金属資源を含む一般廃棄物のリサイ
クルに向けた可能性調査や、環境・リサイクル産業
の振興に向けた製造業者やリサイクル業者等のネッ
トワーク化を支援する。         計 ７６３万円 
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環境・リサイクル関連対象企業の製造品出荷額等 

目標 実績 

産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

(億円) 

環境･ﾘｻｲｸﾙ産業集積促進事業 49,840 
ﾚｱﾒﾀﾙ等ﾘｻｲｸﾙ資源特区推進事業 7,634 

廃棄物のリサイクル 

携帯電話の含有金属等 

施策３「新エネルギー立県秋田」の創造と 

        環境・リサイクル産業の拠点化  

方向性② 環境・リサイクル産業の拠点化 



 ＴＰＰの大筋合意を受け、県内企業のさらなる海
外展開を推進するため、成長著しい東アジア等との
経済交流の推進や県内企業が海外に果敢に打って出
るための環境を整備するとともに、秋田港を利用し
た国際コンテナ航路のさらなる利用拡大を図る。 

概  要 

主な取組 

１ 東アジア諸国との経済交流の拡大 
 ロシア沿海地方へのアドバイザー配置や日中経
済協力会議への出席、バイヤーの招聘などによ
り、ロシアや中国、韓国など東アジア諸国等との
経済交流を進めるとともに、県内企業のビジネス
機会の拡大を図る。 

 計 １，４２９万円 

２ 県内企業の海外展開の促進 
 海外の見本市への出展や活動拠点の開設、海外
貿易会社と連携した販路開拓事業等の県内企業の
活動を支援するとともに、タイの県連絡デスクを
拠点に、東南アジアにおける海外展開をサポート
する。 
                              計 ４，３９２万円 
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秋田港国際コンテナ取扱量（実入り） 

目標 実績 

産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

３ 秋田港の国際コンテナ航路の利用拡大 
 新規航路を開設・運行する船会社への支援のほ
か、初めて秋田港国際コンテナターミナルを利用す
る企業や、秋田港から輸出実績のない国へ新たに輸
出を行う企業に対する支援等により、環日本海地域
における秋田港の物流拠点化を推進する。 

 計 ４，３１３万円 

(ＴＥＵ) 

東アジア経済交流強化事業 14,286 

県内企業海外展開支援事業 43,924 

㉗環日本海物流ネットワーク構築推進事業 
  43,126 

※H26は速報値 

※H27年の数値は暫定値 

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ  ２０１６ 秋田港コンテナヤード 

施策４ 海外取引の拡大と産業拠点の形成  

方向性① 東アジア等とのビジネス拡大と 
 
          物流ネットワークの構築 



 輸送機や医療・医薬品、新エネルギー、ＩＣＴ関連
産業など成長が見込まれる分野の企業誘致に向け、立
地動向等の情報収集に努め、全国有数の支援制度や本
県の強みをＰＲするとともに、誘致済企業へのきめ細
かなフォローアップ等により工場等の新増設や本社機
能等の移転を促進する。 

概  要 

主な取組 

１ 新たな企業立地と雇用の促進 
 工場等の新増設のための設備投資や新たな雇用を
創出する企業に対する支援により、県内への企業立
地を促進し、雇用の拡大を図る 。                                         
                                             計 ４３億６，１４８万円 

２ 本社機能等の移転促進 
 本社機能等の移転に要する事務経費や建物、設備
費用等の支援により、県内への本社機能等の移転を
促進し、多様で安定的な雇用の創出を図る。 

計 ９，２８５万円 
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企業の誘致件数及び誘致企業等の施設・設備の拡充件数 

目標 実績 

産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

３ 新たな誘致企業の開拓 
 新たな誘致ターゲット企業の招聘のほか、公設試
験研究機関等が保有する技術シーズを活用した誘致
活動により本県の立地環境等をＰＲするとともに、
アドバイザーによる誘致案件の掘り起こしを行う。                
                                                    計 １，２１３万円 

(件) 

企業立地促進事業 3,698,865 
 662,619 

 
   計          4,361,484 

㉖本社機能等移転促進事業 92,846 

  12,132 

㉗工業団地開発事業 1,067,215 
４ 企業ニーズに対応した工業団地の整備 
 誘致済企業や関連企業の立地が見込まれる大館工
業団地の造成を推進するほか、既存の工業団地の環
境整備等を行い、工業団地への企業進出を促進す
る。 

 計 １０億６，７２２万円 

施策４ 海外取引の拡大と産業拠点の形成  

方向性② 企業誘致の推進と企業の投資促進 



 秋田の将来を担う産業人材を育成するため、航空
機や再生可能エネルギーなど成長分野を担う若い人
材の育成に取り組むとともに、技術専門校での職業
訓練や在職労働者の技能の向上に向けた取組を促進
する。 

概  要 

主な取組 

２ 職業訓練による産業人材の育成 
 技術専門校において、カリキュラムの見直しを
図りながら、新エネルギーなど新たな分野の技
能・技術の習得に向けた職業訓練を実施し、成長
分野を担う人材の育成を図る。  
                           計 ４，４３９万円 

３ 在職労働者の技術・技能の向上 
 職業訓練法人等において在職労働者向けの職業
訓練を実施し、技術・技能の向上を図る。 

計 ５，４００万円 

13 産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

 559 
航空機産業技術者育成事業 2,362 
未来の航空機産業人材育成事業 2,933 
情報関連高度技術者養成事業   2,149 

  4,242 
 

                       12,579 
    計     24,824 

１ 成長分野を担う人材の育成 
 航空機産業や再生可能エネルギー、情報関連産
業など今後成長が見込まれる分野を担う人材の育
成を図る。  
                  計 ２，４８２万円【再掲】 
              （うち加速化交付金５３０万円） 

㉗認定職業訓練事業費補助金 54,001 

 44,392  

技術専門校での訓練 

風車メンテナンス技術者の育成 

方向性① 産業構造の変化に対応した産業人材の育成  

施策５ 秋田の産業を支える人材の育成  



 秋田の将来を担う高校生や大学生等の若年者の県
内就職を促進するとともに、多様な知識や経験を有
する人材を確保するため、移住定住施策と一体と
なった相談体制を構築し、県外からのＡターン就職
を促進する。 

概  要 

主な取組 

１ 若年者の県内就職の促進 
 県内企業の情報発信や合同就職面接会の開催な
どマッチング機会の提供等により、高校生や大学
生等の県内就職を促進するとともに、本県ゆかり
の女子大学生等の県内就職の促進に向けた応援サ
ポーターを配置し、秋田で働くこと等の魅力を情
報発信する。                             計 ４，６１７万円 

３ プロフェッショナル人材の確保支援 
 あきた企業活性センター内に設置している「プ
ロフェッショナル人材戦略拠点」において、新事
業への挑戦や積極的な販路開拓などに取り組む企
業の中核人材の採用をサポートするとともに、新
たに中核人材を雇用した場合の経費を支援する。             
                  計 ５，８５９万円【再掲】 
                        （うち加速化交付金５，１０９万円） 
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県内大学生等の県内就職率 

目標 実績 

産業労働部 平成２８年度予算のポイント 

２ Ａターン就職の促進 
 Ａターンプラザ秋田（東京都）において、住宅
や医療、子育てなど移住定住施策と一体となった
相談体制を強化し、Ａターン就職を促進するとと
もに、Ａターン相談員が首都圏の大学や企業等を
訪問し、Ａターン就職に向けた情報提供を行う。 

 計 ２，７６８万円 
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Ａターン就職者数 

目標 実績 

(人) 

県内就職促進事業 42,096 
 学卒者県内就職促進事業  4,071 

   計 46,167 

秋田で就職応援団（Ａターン）事業  15,879 
 11,796 

 
   計                   27,675 

プロフェッショナル人材活用促進事業 51,092 
   7,500 

     計                                                         58,592 

施策５ 秋田の産業を支える人材の育成  

方向性② 県内就職の促進と多様な人材の確保  


