
（様式２）

施策評価（平成28年度）

1 政策名 産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略

2 施策名 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

産業労働部 地域産業振興課

１ 施策の目的等（政策との関連、必要性、取組内容、取組後の姿 など）

２ 施策の状況

（１）代表指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

※達成度の判定基準 Ａ：100％以上 Ｂ：80％以上100％未満 Ｃ：60％以上80％未満 Ｄ：60％未満

（２）代表指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

施策評価調書

評価者・実施日 平成28年6月30日 平成28年7月29日

本県の製造品出荷額において電子部品・デバイス産業の占める割合が大きいほか、県内製造業の多くが下請
型・加工組立型のため、景気動向や発注元企業の業績等の影響を受けやすいという課題を抱えていることか
ら、景況の波に強い産業構造の構築が求められている。

このような観点から、新たに地域経済の成長を牽引する中核企業の創出・育成や、新たな産業の柱を構築し
ていくための技術力の磨き上げのほか、輸送機関連産業や医療機器関連産業、情報関連産業など成長分野への
参入促進支援、サービス経済化の流れを敏感に捉えた商業・サービス業の振興を図り、骨太でバランスのとれ
た産業構造への転換を推進する。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

１次評価（産業労働部長）

①

輸送用機械器具製造業の製造品出荷額
等
（従業者４人以上の事業所）

627 775 850 925 1,000

79.9% CH24 600 619

出典：工業統計調査
※暦年によるデータ数値

単位：億円 79.9%

②

医療機器関連製造業の製造品出荷額等
（従業者４人以上の事業所）

504 540 560 580 600

97.0% BH24 518 524

出典：工業統計調査
※暦年によるデータ数値

単位：億円 97.0%

①輸送用機械器具製造業の製造品出荷額等は、目標値である775億円には及ばなかったものの、前年度と比較
して3.2％増加し、全国順位は39位となった。

目標値に及ばなかった要因としては、県内の主要な自動車関連企業が製造拠点の一部を海外へ移管したこ
と、また、航空機関連産業の製造品の中心が製造用治具、整備用機材、内装品といった周辺機材であること
や、機体部品やエンジン部品といった高付加価値基幹部品については切削加工等の単工程の受注にとどまって
いることが挙げられる。現在、基幹部品の一貫工程での受注に向けて、国際認証取得による特殊工程の導入や
地域企業が連携してサプライチェーンの形成等が進められ、今後の出荷額の増加が期待される。

なお、工業統計調査で輸送用機械器具製造業に分類されていない企業を含めた実績把握のため実施している
県の独自調査では、出荷額は平成25年度が975億円、平成26年度が982億円となっている。

②医療機器関連製造業の製造品出荷額等は、目標値の540億円には及ばなかったものの、前年度と比較して
1.2％増加した。

②の出荷額のうち約8割は「医療機械器具」が占めているが、その出荷額が対前年比で4億円減額（H25：445
億円、H26：441億円）したこと、また、県内の大手医療機器メーカーにおける対前年比の出荷増加額が例年よ
り小さくなったことが目標値を達成できなかった要因として挙げられる。

本指標の実績は、秋田県作成の工業統計調査（品目別統計表）における関連製造品出荷額の合計額により把
握しているため、他県との比較は困難であるが「薬事工業生産動態統計（厚生労働省）」による医療機器生産
金額では、全国17位となっている。

なお、①輸送用機械器具製造業の製造品出荷額等及び②医療機器関連製造業の製造品出荷額等の平成27年数
値は、平成28年10月頃に速報値、平成29年2月頃に確定値が判明する。

政策コード

施策コード

幹事部局 担当課

２次評価（企画振興部長）



（３）関連指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

（４）関連指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

①
中核企業化の実績

5 5 5 5 5

100.0%H24 5 5 5

出典：地域産業振興課調べ 単位：社 100.0% 100.0%

②
自動車展示商談会での商談成立件数

2 3 3 4 5

66.7%

H27の実績
は平成28年
6月末現在
把握してい
る数値

H24 3 0 2

出典：地域産業振興課調べ 単位：社 0.0% 66.7%

③
開業率

3.5 3.9 4.1 4.3 4.5

68.3%H24 3.6 3.2 2.8

出典：秋田労働局「雇用保険産業別適
用状況」

単位：％ 82.1% 68.3%

④
商業者ネットワークの登録件数

30 100 40 30 30

152.5%H25 30 58 61

出典：秋田県商業者ネットワーク登録
数

単位：件 58.0% 152.5%

⑤
新規に共同研究に参画した企業数

47 40 40 40 40

147.5%H24 54 43 59

出典：学術振興課調べ 単位：社 107.5% 147.5%

①中核企業化の実績
「ものづくり中核企業創出促進事業」における支援対象企業の認定数は年10社程度としており、うち毎年度

5社の中核企業化を目標としている。基準値としている平成24年から27年まで、達成率100％を維持しており、
中核企業化達成は延べ20社となった。

②自動車展示商談会での商談成立件数
平成27年度の自動車展示商談会には本県から延べ27社が参加し、2件の商談が成立した。試作依頼は6件、見

積依頼は8件あり、6ヶ月経過後の聞き取り調査によると、この商談会をきっかけとして現在も進行中の商談案
件もあり、今後成立につながる可能性もあることから、丁寧なアプローチを実施していく。

なお、上記記載の商談会に関する成果については平成28年6月末現在把握しているものであり、平成28年度
末までに確定値を把握する予定である。

③開業率
秋田労働局作成の「雇用保険産業別適用状況」によると本県の開業率は2年連続下落しており、順位は東北

で最下位となっているが、県の取組の効果等から起業へ向かう意識は次第に高まっており、本指標には反映さ
れないものの、個人起業は増加傾向にある。

④商業者ネットワークの登録件数
商工団体や既存登録商業者と連携し、県の事業周知及び関係セミナーへの参加者確保を図ったところ、目標

を上回った。

⑤新規に共同研究に参画した企業数
研究開発に携わる関係者が幅広く交流することができるイベントの開催や研究の各ステージに応じた県単独

の競争的研究資金の提供等を通じて、共同研究に参画した企業数は目標の40社を上回る実績を確保することが
できた。



（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 中核企業の育成と技術イノベーション

②自動車関連産業と航空機関連産業の振興

③医工連携による医療機器関連産業の育成

○地域経済の成長を牽引する中核企業の育成

地域経済を牽引する中核企業の育成を目的とした「ものづくり中核企業創出促進事業」を実施し、支援対象企業とし
て平成27年度までに64社を認定し、経営戦略の策定支援（中核企業育成コーディネーター1人を配置）、技術開発支援
補助、事業拡大に伴う設備投資に係る利子助成、販路開拓・営業力強化に係る補助、中核企業化に向けた課題解決に係
る経費に対する補助など、総合的な支援を集中的に行い、平成27年度末までに20社が中核企業化を果たした。

また、県内中小企業が、県内外の企業等からの受注を獲得するため、平成27年度から「サプライチェーン形成促進事
業」を実施し、企業が社員などを発注元企業へ派遣する場合や、技術指導者を受け入れる経費について補助を行った。

採択事業4件はいずれも新たな取引の開始や取引の拡大が見込まれている。

○技術イノベーションの創出支援

県内企業による付加価値の高い製品開発の促進を図る「先導的技術等開発事業」では、特定の成長産業分野における
製品開発について、産学官連携によるコンソーシアムを形成して取り組む企業等の製品開発を補助した。（3件：
25,000千円）

また、県内企業や大学・試験研究機関等を対象に「ＩｏＴ・スマート社会関連産業セミナー」（72人参加）を開催し
たほか、下記の研究会の構成員に対して、関連市場の動向や技術動向等の情報収集及び情報提供、製品開発に向けたセ
ミナーや講習会等を実施し、自社製品の開発と製品化に取り組む企業の育成を促進した。

これらの取組により、県内企業が他企業や公設試等と連携することで自社に無い技術を獲得し製品開発に取り組む事
例が増えている。具体的には、医工分野、農工分野、IoT分野といった成長分野において、コンソーシアム（連携体）
を形成して先導的技術開発事業費補助金に応募する件数が増加している。（H27：4件）

また、同事業を活用して製品開発に取り組んだコンソーシアムで製品販売までに至った事例も出ており、それら以外
の案件でも順次、製品化が図られるものと期待される。

セミナー・講習会等対象研究会
・秋田県LED機器研究会（会員企業数：35社） セミナー・講習会等 3回実施
・秋田県エネルギーハーベスティング研究会（会員企業数：56社） 〃 5回実施
・【新（H27設立）】秋田県次世代農業機器研究会（会員数：63企業・団体） 〃 2回実施

また、オリジナル技術を育成・保有し、付加価値生産性の高い企業の育成を図る「産業新生技術イノベーション事
業」では、産業技術センターの持つ要素技術を活用した輸送機、エネルギー、エレクトロニクス及び医療分野での産業
クラスター形成を目指した研究開発を行った。県の各施策を技術的側面からバックアップし、携帯型水素水生成器や人
工炭酸泉製造装置の商品化へ繋げた。

○自動車関連産業への参入の促進

集中的なきめ細かい支援により県内自動車関連産業の競争力強化を図る「自動車産業強化支援事業」では、県内企業
のものづくり人材の育成、ＱＣＤの向上、加工技術の強化のための各種研修会やセミナーを実施し、企業競争力の強化
を図ったほか、県内企業の自動車産業への参入を目的とした北海道・東北8道県合同商談会、北東北3県合同商談会を開
催し、県内から延べ27社が参加した。自動車メーカー等との商談が2件成立するとともに、試作依頼が6件、見積依頼が
8件あり、今後、取引拡大につながる可能性を有している。このように継続したＱＣＤ向上に向けた取組や商談会開催
により、参加企業のコスト競争力、技術力、提案力が高まってきている。

中京地区の最新企業動向の提供や大手メーカーとのマッチング支援を行うため、中京地区に自動車メーカーＯＢを配
置し、大手メーカー113社を訪問した。見積依頼が12件あり、県内企業への訪問につながった。

○航空機関連産業への参入の促進

品質保証に関する国際認証（JISQ9100・Nadcap）の取得を支援することにより、JISQ9100では2社、Nadcapでは1社が
認証を取得し、県内企業の受注能力等、競争力強化が図られた。

人材育成では、航空機メーカーの動向や品質管理、加工技術向上の講習会を実施（2年度計5回、のべ参加者数215
人）。また、平成27年度には、企業の管理者層や中核を担う技術者を対象に、6回シリーズのセミナーを開講したほか
（受講者数：10社11人）、将来の航空機産業を担う人材を育成するため、高校1年生を対象に特別講義やメーカー見学
会を実施した。（参加者数30人）

○医工連携による医療機器関連産業への参入促進

医療機器関連新製品の開発及び県内企業の新規参入促進を図る「医療福祉関連産業成長促進事業」では、「ＡＭＩエ
キスポ（来場者：100人）」や「秋田県医療機器技術展示交流会（来場者：255人）」、薬事法改正に伴う勉強会（4
回:201人）等各種イベントを開催し、実際に医療現場で使われている県内の企業が開発した製品の展示や、県内企業と
医療業務従事者との意見交換の場を設け、企業間のマッチングと新製品の開発促進を図った。

また、地域産業振興課に医工連携コーディネーターを配置し、企業訪問等により企業間マッチングや競争的資金の申
請指導等、きめ細かい支援を実施した。（企業訪問件数:104件、マッチング成功件数:4件）

今後は平成27年度に開始した「医療福祉関連産業成長促進事業」の新製品開発支援等により、研究開発の拠点形成促
進を図る。



④電子部品・デバイス産業の技術力を活用した新たな事業展開

⑤付加価値の高い情報関連産業の確立

⑥起業の促進と商業・サービス業の振興

電子部品・デバイス産業と輸送機産業との融合により付加価値の高い製品づくりの促進を図る「EVバス技術力向上事
業」では、年間を通した営業路線での実証運行を実施し、走行データの取得・蓄積を行った。実証運行を行う中で、EV
バス乗降口への融雪シートの設置や電池ルーム内の排熱ダクトの整備等の改良を行った。

これら取組による実証成果が評価され、あきたEVバス実証コンソーシアムメンバー企業の製品が国内外のEVバスに採
用される事例が増えており、更にはメンバー企業製の急速充電器の拡販にも繋がった。

具体的な成果
・車両接近アラーム､高断熱・赤外線カットフィルムの2製品がＪＲ東日本気仙沼線BRT（バス高速輸送システム）
や川崎市、マレーシアのEVバスに搭載された。
・寒冷地での2年間の設置実績が認められ、東北エリア（青森、秋田、岩手、山形、宮城）で急速・普通充電器合
わせて100台超の販売実績に繋がった。
・JETRO事業により交流を持った中国山東省のEVバスメーカーと、見積提出、仕様検討といった具体的な商談を実施し
た。
・平成28年度以降は「あきたEVバス有限責任事業組合」が実証走行や展示会及び商談会への参加企画を行い、走行デー
タをエビデンスとした輸送機関連メーカーへの提案活動を強化する。

○情報関連産業の振興

情報関連産業において、大規模展示会への出展や首都圏等のＩＴ関係者とのマッチング、人材育成、販路拡大及びコ
ミュニティ等の活動に対して支援した結果、新たなビジネスパートナーの獲得や成約につながった。また、新たなソフ
トウェアの商品開発やプライバシーマークの認証取得に係る取組に対して支援し、企業の競争力強化に寄与した。

具体的な成果
・大規模展示会「プロダクションＥＸＰＯ」及び「Ｊａｐａｎ ＩＴ Ｗｅｅｋ」に県内企業8社が共同出展し、18件の
商談が成立した。
・販路拡大につなげるための展示会出展(3件)、人材育成のためのセミナーや研修会の開催(2件)及び情報関連団体によ
るイベント開催等のコミュニティ活動(3件)に係る取組を支援した。
・情報関連事業者と本県に縁がある首都圏等ＩＴ関係者が交流する「あきたＩＴシーズマッチングクラブ」を東京都内
及び仙台市内で計3回開催。県内企業16社が参加し、2件の商談が成立した。
・新たなソフトウェアの商品開発（5件）、プライバシーマークの認証取得（3件）に係る取組を支援した。

○起業の促進による地域経済の活性化

大学生に対する起業家意識の醸成や、若者や女性、シニアなど幅広い層を対象とした企業スキル習得塾の開催、起業
に向けた個別サポート、起業時に必要とする初期投資費用や人件費等への補助を行うとともに、起業の相談に対応でき
る人材の育成等を行い、起業しやすい環境整備を図った。

具体的な成果
・学生の起業家意識を醸成させる「県内大学特別講演」を秋田県立大学（秋田・本荘キャンパス）、秋田大学、ノース
アジア大学、秋田公立美術大学において実施し、398人が参加した。
・起業スキルを習得する塾を県内にて11回（よこて市・三種町・北秋田・大仙市・ゆざわ小町・にかほ市商工会、能
代・大曲商工会議所各1回、秋田商工会議所3回）、首都圏にて1回の計12回を実施。計218人が受講し、20人の起業に繋
がった。
・起業前又は起業初期段階の者に対し、専門家等による個別サポートを延べ54人に行い、うち7人が起業し、2人の雇用
が創出された。
・起業に要する初期投資費用や人件費の一部を助成する「起業支援補助金（通常枠）」では8件採択（8件助成）し、
「起業支援補助金（Ａターン起業・移住起業枠）」では5件採択（4件助成）した。
・起業相談窓口の機能強化を図るため、秋田商工会議所によるインキュベーション・マネージャーの養成（1人）を支
援した。

○多様な商業・サービス業の活性化

商店街を核とした中心市街地で実施される賑わい創出イベントに市を通じて支援したほか、商業者による魅力的な個
店づくりとネットワークづくりを促進するためのセミナーを開催した。また、地域課題や社会のニーズに対応したビジ
ネスの立ち上げを支援し、商業・サービス業の活性化を図った。

具体的な成果
・商店街を核とした中心市街地での賑わい創出イベントへの支援（7市、31事業）
・商業者によるネットワークづくり等促進のためのセミナー開催（1回）
・社会ニーズ等に対応したビジネスの立ち上げ支援（4件採択、3件助成）

○成長分野への参入や異業種産業との技術交流の推進



⑦産学官の多様な連携・交流による新技術・新製品の開発

（１）施策幹事部長による１次評価

（２）企画振興部長による２次評価

評価結果 やや遅れている

評価理由

本県が成長分野と位置付けている自動車関連産業、航空機関連産業、情報関連産業においては、大手自
動車メーカーの一次サプライヤーなど、それぞれの分野で中核となる県外企業の誘致が順調に進んでいる
ほか、県内企業においても、自動車展示商談会での商談成立や品質保証に関する国際認証の取得など競争
力及び技術力の強化が図られている。

医療機器関連産業においても、医工連携コーディネーターの配置による企業間マッチングの支援等によ
り、県内の医療機器製造許可企業数が増加したほか、誘致企業の関連工場が稼働予定となるなど、県内企
業の受注能力の向上や研究開発の進展が図られている。

こうした産業成長に向けた環境整備は着実に進んでいるものの、具体的な成果としての評価指標である
「輸送用機械器具製造業」及び「医療機器関連製造業」の製造品出荷額が目標を下回っているほか、関連
指標である「開業率」が２年連続で減少していることなどから、施策としては「やや遅れている」と評価
される。

○組織や分野を超えた人的ネットワークの拡大

全県域の業種を越えた産学官連携組織「秋田産学官ネットワーク」を通じた活動として、企業等の技術者や大学等の
研究員が交流する機会として産学官交流プラザを6回開催した結果、162機関・企業が参加した。また、大学等の研究者
の成果に関するインタビュー、企業要望の掘り起こし、事業化を目指した研究開発に対する支援等に取り組んだ結果、
国や県の競争的研究資金2件を獲得したほか、将来のエネルギー源として期待されている「水素」に焦点を当てた「秋
田県水素(課題)研究会」の設立につなげることができた。

○研究シーズと技術ニーズのマッチングと研究開発の活性化

県が独自に提供している競争的研究資金によって、大学等の研究機関と企業による12件の共同研究開発を支援した結
果、高精度反射型対物鏡に関する研究では製品化に向けた準備段階に至るとともに、他の研究についても事業化に向け
た共同研究が継続される予定となっている。

評価結果 やや遅れている

評価理由

代表指標である輸送機械器具製造業の製造品出荷額等及び、医療機器関連製造業の製造品出荷額等につ
いて、直近の平成26年度については両指標とも目標達成には至っていない。

一方で、自動車関連産業においては、継続した人材育成、ＱＣＤの向上、加工技術強化支援を実施した
ことで競争力及び技術力が高まっており、平成27年度開催の合同商談会では大手自動車メーカーとの商談
が成立したほか、試作依頼、見積もり依頼件数を着実に伸ばす等、徐々に成果が現れ始めている。また、
平成28年秋には自動車部品メーカーの睦特殊金属工業（株）の工場が、平成29年2月にはトヨタのTier1で
ある大橋鉄工秋田（株）の工場がそれぞれ稼働予定であり、今後、出荷額の増加が見込まれる。

航空機関連産業においては、航空機産業アドバイザーによる販路開拓支援により昨年度6社の県内企業
が新規参入を果たしたこと、また平成27年度においては県内企業が品質保証に関する国際認証
（JISQ9100・Nadcap）を新たに取得し受注能力向上が図られたほか、県内企業への有力な発注企業である
山本精機（株）が、平成28年12月より潟上市にてエンジン部品を取り扱う新工場を操業予定であるなど、
今後の出荷額増加が十分期待できる状況である。

医療機器関連産業においては、新規参入促進に係る取組の効果から、県内の医療機器製造許可企業数が
着実に増加し受注能力が向上していること、また、平成28年夏には新たにニプロ関連企業の工場が稼働予
定であり、今後出荷額の増加が見込まれるほか、本県の中核企業が行う新製品開発支援を行い上市を図る
など、研究開発も積極的に行っていることから、発注元の製造品出荷額に左右されない強固な素地を築く
ことも期待される。

このように、現時点では両指標とも目標達成には至っていないものの、今後、出荷額増加が期待される
要素が多数見受けられることから、本施策の進捗状況は「やや遅れている」と評価する。



４ 課題と今後の対応方針

① 課題（施策目標達成に向けた新たな課題、環境変化等により生じた課題 など）

② 今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

５ 政策評価委員会の意見

関連指標となっている地域の中小企業の中核企業化実績について目標を達成しているほか、各産業分野において地域
経済を牽引する一定規模以上の企業が育ってきているものの、地域への十分な経済的波及効果を生み出すまでには至っ
ていない状況である。

自動車関連産業については、ＱＣＤの向上、加工技術の強化を始めとした競争力強化に加え、商談会の開催による
マッチング支援を実施し一定の成果を上げたが、自動車の国内生産台数の伸び悩み、自社製品の海外移管等が影響し、
代表指標の目標値へ届かなかったことから、更なる県外需要の取り込み、製造品の高付加価値化等が課題である。

航空機関連産業については、国際認証取得や販路開拓、人材育成支援を行い関連産業への新規参入促進及び製造品出
荷額の増加へつなげたものの、機体部品やエンジン部品等の基幹部分については単工程受注にとどまっていることか
ら、一貫工程化により県内波及効果の更なる拡大が課題である。

医療機器関連産業については、展示会等各種イベントの開催や医工連携コーディネーターを配置し企業間マッチング
支援を実施したほか、新製品開発支援を行い製造品の高付加価化を図っているが、現在、本県の医療機器生産金額の大
半は大手医療機器メーカーの売上が占めているなど、県内中小企業の売上額増加が課題である。

情報関連産業については、新たな技術やデバイスの出現が続いている中、これらに関する知識や技術の習得が困難で
あること、自社開発商品の全国展開に取り組む企業が少数であること、情報関連事業者のプライバシーマークの認証取
得率が依然として低く、新規事業参入のネックとなっていることが課題である。

起業及び商業・サービス業については、個人起業は増加傾向にあるものの、雇用創出を伴わない場合も多く「雇用保
険産業別適用状況」による開業率の向上に結び付いていないことや、商店街等の魅力向上に向けた取組が一部地域にと
どまっていること、また、少子高齢化等に対応したサービスや成長が見込まれる分野への参入が十分とはいえない状況
にあること等が課題である。

○中核企業の育成と技術イノベーションの創出
一定規模の中小企業が、地域企業間の連携の中心としてサプライチェーン形成の中核に成長できる戦略や新たな取組

への挑戦に向けた戦略の策定及びその実現に向けた人材育成など成長過程における各ステージで必要な支援を総合的に
実施するとともに、産業技術センターが持つコア技術を戦略的に県内展開し、各成長分野における研究開発型企業を育
成するほか、先導的技術を用いた製品開発支援を行い、付加価値生産性の高い企業を育成する。

○自動車関連産業と航空機関連産業の振興
自動車関連産業については、自動車産業アドバイザー等によるＱＣＤ向上や人材育成等への支援、県内企業間連携や

産業技術センター、大学との連携による共同開発により、企業の競争力強化と製造品の高付加価値化を図る。
航空機関連産業については、これまでの製造用器具・整備用機材、内装品の製造に加え、機体やエンジンなどの基幹

部品へ一貫工程での参入を図るなど、受注を質、量ともに充実させていくために、個々の企業の技術力や品質管理能力
の向上に加え、設備投資や認証取得による特殊工程の導入や、地域企業が連携して一連の工程を担うサプライチェーン
の形成により、高付加価値な生産体制の構築を目指す。

○医工連携による医療機器関連産業の育成
大手企業を中心とした医療福祉機器の研究開発・製造と、それに伴う県内中小企業へのサプライチェーンの形成及び

県内中小企業による新規医療福祉機器等の研究開発から製品化までの支援を行い、大手企業のみならず、中小企業の売
上向上を図る。

○電子部品・デバイス産業の技術力を活用した新たな事業展開
ＥＶバスの実証走行を継続し更なるデータの蓄積とそれをエビデンスとした輸送機関連メーカーへの提案活動（マー

ケティング）につなげていく。

○付加価値の高い情報関連産業の確立
情報関連産業については、企業の立地促進に加え、自社商品開発やプライバシーマークの認証取得に対する支援、さ

らには企画・提案力強化に係る人材育成及び将来を担うＩＣＴ人材の育成・確保等を行う。

○起業の促進と商業・サービス業の振興
幅広い層に対する起業支援を引き続き行うとともに、大学等との連携による起業家人材の育成に取り組むことなどに

より、開業率の向上につなげていく。また、商店街活性化に向けた支援や先駆的な取組の普及等により、意欲ある商業
者の取組を促進するとともに、地域課題等に対応したサービスの立ち上げを支援する。

○産学官の多様な連携・交流による新技術・新製品の開発
新技術や新製品の開発等を促進するため、秋田産学官ネットワークの活動を通じた「人による支援」と競争的研究資

金の提供を通じた「資金による支援」を継続するとともに、新たに「ユニット研究室」と県内の企業や大学等との共同
研究や「クラウドファンディング」の手法を通じた研究費の獲得等の支援を実施して、産学官連携の取組をより一層強
力に推し進めていく。

これらの取組を通し、県内中小企業による自立した産業構造の構築を目指す。


