
（様式２）

施策評価（平成29年度） 施策評価調書

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

（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）

　県内企業は本県経済の発展や雇用の確保に極めて重要な役割を担っており、その振興は本県経済の活性化には
不可欠だが、本県企業は労働集約的な下請け企業が多く、独自技術や自社製品を持つ企業が少ないことから、本
県の製造業における付加価値生産性は全国でも低位となっている。このような状況から脱却するために個々の企
業の経営体質の改革等による経営力の向上、製品の創出やサービスの高度化等の新事業創出や生産性向上支援等
を通じて県内企業の競争力強化を図り、「外貨」を獲得できる地域産業として持続的な成長を促していく。

●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

  政策コード

  施策コード

  幹事部局

  評価者

  担当課

  実施日

  政策名

  施策名

産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略

企業の経営基盤の強化と地域産業の振興

1

①

製造品出荷額等
（従業員４人以上の事業所）

11,236 11,930 12,360 12,800 13,260

101.8%
出典：工業統計調査
※暦年によるデータ数値

H24 11,065 12,149

単位：億円

単位：億円 101.8%

②

製造業の付加価値額
（従業員４人以上の事業所）

4,435 4,710 4,880 5,060 5,240

出典：工業統計調査
※暦年によるデータ数値

99.7%

①平成26年工業統計による本県の平成26年製造品出荷額等は1兆2,149億円で、目標値の1兆1,930億円を219億円上
回り、代表指標の達成率は101.8％となった。産業別にみると、当県のリーディング産業である電子部品・デバイ
スの491億円の増加を筆頭に、生産用機械で104億円増加、金属製品で89億円増加と、17産業で増加した。
　平成26年は全国的に増加傾向であるため、本県の全国順位は前年同様43位と低位で推移しているが、県の支援
施策の効果により、対前年比の増加率は9.8％と全国２位を示した。

②製造業の付加価値額については4,695億円で、前年に比べ471億円の増加、目標に対する達成率が99.7％と高い
水準になった。製造品出荷額同様、全国順位は前年同様43位と低位で推移しているが、対前年比の増加率は
11.2％と全国３位を示した。

　なお、平成27年の数値は、平成29年９月頃に確定値が公表される予定。

99.7%H24 4,224 4,695
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（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

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）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６

380

103.9%H24 513 690 395 395

373 380 380

単位：件 181.6% 103.9% 103.9%

②
改善支援実績

6 35 30 5

①
受発注斡旋件数

出典：地域産業振興課調べ

出典：地域産業振興課調べ 単位：社 100.0% 120.0% 760.0%

380

5

760.0%H24 25 35 36 38

2,350

128.6%H24 1,892 2,596 2,464 2,830

1,624 1,900 2,050

単位：件 136.6% 120.2% 128.6%

④
知的財産に関する相談件数

1,182 1,200 1,210 1,220

③
技術指導・相談件数

出典：地域産業振興課調べ

出典：地域産業振興課調べ 単位：件 114.8% 101.8% 116.6%

2,200

1,230

116.6%H24 1,298 1,377 1,232 1,423

140

370.0%H24 287 302 462 481

96 110 120

単位：件 274.5% 385.0% 370.0%

⑥
あきた企業応援ファンドによる支援件数

27 27 27 27

⑤
産業デザインに関する相談件数

出典：地域産業振興課調べ

出典：地域産業振興課調べ 単位：件 125.9% 129.6% 100.0%

130

27

100.0%H24 27 34 35 27

11 14

11 11 11

単位：件 100.0% 100.0% 127.3%

①　受発注斡旋件数
　平成28年度は首都圏と東北地区で受発注マッチング支援等を行う販路開拓アドバイザーを、(公財)あきた企業
活性化センターに３人配置し、センター職員と併せ、768件の企業訪問を行った結果、目標値をやや上回る395件
の斡旋件数となった。斡旋件数、成約件数、受注金額とも前年度とほぼ同値となっている。

②　改善支援実績
「企業競争力強化事業」による改善支援実績は32社（改善実地指導16社、改善普及指導16社）、「食品事業者基
盤強化事業」による食品製造への改善支援実績が６社で、合計38社となった。しかしながら県内企業の労働生産
性、付加価値生産性、売上総利益は、全国的に見て低い状況にあるため、引き続き企業の改善への取り組みを支
援する。

③　技術指導・相談件数
　産業技術センターの「技術支援加速化事業」により、平成28年度実績は2,830件と、目標の2,200件を大きく上
回った。引き続きこの水準を維持しつつ、問題解決や商品開発に繋がる技術支援を行っていく。

④　知的財産に関する相談件数
　知的財産制度に関する説明会やセミナー等の効果により、平成26年度1,377件、平成27年度1,232件、平成28年
度1,423件と、いずれも目標値を上回った。しかし、全国と比較すると相談件数は依然として下位であるため、今
後、更なる普及啓発を行っていく。

⑤　産業デザインに関する相談件数
　継続的な普及啓発の取組等により事業が定着してきており、平成28年度は相談件数が481件と、前年度に引き続
き目標を大きく上回る状況が続いている。

⑥　あきた企業応援ファンドによる支援件数
　継続的な周知広報により事業が定着してきており、平成28年度達成率100％となった。引き続き積極的な広報に
努め、県内中小企業による地域資源等を活用した新商品開発等を支援する。

⑦　伝統的工芸品産地への支援件数
　「秋田県伝統的工芸品等振興補助事業」により各々の課題に対応した産地・市町村の新商品開発や販路拡大等
の取組に加え、平成28年度からは海外展開に取り組む事業にも支援を拡げ、その結果、達成率は127.3％となって
いる。引き続き「新あきた伝統的工芸品等振興プラン」に基づき、各産地・市町村・県が連携して取組を行う。

⑦
伝統的工芸品産地への支援件数

出典：地域産業振興課調べ

11 11

127.3%H24 11 11



（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 企業の経営基盤の強化

② 地域産業の振興

③ 中小企業の事業継承や事業再生の支援

○支援機関等との連携による事業承継や事業再生の促進

 （公財）あきた企業活性化センターでは、ワンストップサービスセンターとして、経営相談専門員による総合相談・移動
相談、専門家派遣あるいは国の委託を受けた「よろず支援拠点」を開設して経営相談に対応したほか、各種補助金等の情
報提供や成長ステージに応じたきめ細かな支援を総合的に実施し、生産効率の向上、新商品の開発、販路開拓、新事業展
開、人材面の基盤整備強化に繋がる支援を行った。
　
　「事業化プロデュース事業」では、新たな売上創出に向けた企業活動を支援する事業化プロデューサー１名を配置する
とともに、新事業の萌芽を担う研究開発コーディネーターを産業技術センターに３名、（公財）あきた企業活性化セン
ターに２名配置し、技術相談（541件）等に対応したほか、競争的研究開発資金の獲得支援（35件）を行った。

　産業技術センターの研究員が自ら県内企業の相談に応じ、その企業に適した技術のカスタマイズを行うことで問題解決
や商品開発に繋げることを目的とした「技術支援加速化事業」では、技術指導件数は2,830件、共同研究の件数は59件で
あった。
　
　企業の技術ニーズに応えることを目的とした「産業技術センター研究推進費」を活用し、課題7件（新規2件、継続5件）
について研究開発を推進した。開発した「炭素繊維成形技術」・「電界砥粒加工技術」・「無線給電技術」・「粉末焼結
技術」等を県内企業に技術移転することで、新事業の創出に貢献している。

　「知的財産有効活用事業」では、県内産学官関係者等を対象に、知的財産権制度に関する説明会やセミナーのほか、製
品開発や特許等取得に関する無料発明相談会を開催するなど、企業等の知財意識の向上に努めた。
　
　「産業デザイン活用促進事業」では、産業デザインやマーケティングに関する助言・指導窓口として、「あきた産業デ
ザイン支援センター」を（公財）あきた企業活性化センター内に設置し、相談対応を実施したほか、秋田公立美術大学と
連携し、産業デザイン人材の育成に向けたセミナーを開催した。
　
　生産性の向上を図る改善支援（「企業競争力強化事業」「食品事業者基盤強化事業」による。）では、自動車メーカー
ＯＢ等による生産工程改善の現場指導を毎月実施したほか、セミナーや報告会、研修会を開催するなど改善に対する意識
の醸成を図り、生産管理技術の向上や現場改善を促進した。支援企業においては、生産性向上の成果（ＱＣＤ向上）が得
られており、自ら改善活動を実施可能な企業も15社育っている。
　
　設備投資等の支援により生産性や技術競争力の向上を図る「がんばる中小企業応援事業」では、製造業のみならず商
業・サービス業等を含めた幅広い業種の県内企業（34社）に対し、ソフト・ハード両面から支援することで、「秋田県中
小企業振興条例」が目指す「自立型」、「創造型」の中小企業育成と県内産業の活性化を図った。

　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を支援する「提案型地域産業パ
ワーアップ事業」では、新たに、にかほ市の製造業の産業振興、横手市のよこて味噌新商品開発事業、大館市のえだまめ
のまち大館プロモーション事業の取組に対し支援を行った。
　また、３年目となる大仙市の大曲の花・美（はな・び）開発事業及び２年目となる湯沢市の稲庭うどん・川連漆器の販
売力強化事業、三種町のじゅんさい産業の振興、美郷町のラベンダー酵母を活用した商品開発等の取組に対し支援を行っ
た。

　平成26年３月に策定した「新あきた伝統的工芸品等振興プラン」に基づき、地域の実情に応じた振興施策を実施する
「伝統的工芸品等振興事業」では、市町村及び産地等（市町村４件、産地等５件、海外展開枠５件）に対し、現代のライ
フスタイルに合った商品開発や展示会等への出展による販路開拓、後継者育成を図り、産地等が抱える課題解決への取組
を支援した。
　また、首都圏で開催する展示即売会「全国伝統的工芸品展ＷＡＺＡ2017」では、６産地（国指定４産地、県指定２産
地）の出展を支援し、県内伝統工芸品の魅力を全国に発信するとともに、産地等が行う販売促進活動に寄与した。

　事業承継や事業再生は各企業においてそれぞれ特有の事情を有しており、完了に至るまで一定の時間を要することか
ら、早期に着手して、様々な角度から課題を解決していく必要があるため、中小企業支援ネットワークにおいて各支援機
関との情報共有や連携を図りながら、案件の掘り起こしや、経営者に対する問題意識の醸成、事業承継計画の策定等、各
段階に応じた支援策を実施している。
　平成28年度においては、事業承継ワーキンググループ会議を年６回行い、情報共有や連携の強化を図るとともに、事業
承継セミナー及び個別相談会を３回行い、57名の受講者及び１件の個別相談を実施し、事業承継に関する普及啓発に結び
つけたほか、後継者教育の機会として、後継者育成塾を県内３カ所各５日間開催し、59名の受講者に対して育成支援を
行った。
　また、相談機能強化として、事業承継相談推進員５名を秋田県商工会連合会、秋田商工会議所に配置し、延べ2,090件の
事業所訪問を行い、255件の相談を受けたほか、秋田県事業引継ぎ支援センターでは304件の相談を受けた。
　その他、後継者不在企業への支援を図るため、後継者人材バンクにより後継希望者101名、後継者不在企業50社の登録を
行った。

○企業経営力の向上支援

○技術指導の充実・強化

○高付加価値化による競争力の強化支援

○地域に根ざした産業の育成

○伝統産業の活性化



３　評価

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

※総合評価の判定基準
　　　 「Ａ」 ： 目標を達成　  「Ｂ」 ： 目標を８割以上達成 　 「Ｃ」 ： 目標達成が６割以上８割未満    「Ｄ」 ： 目標達成が６割未満

　今後ますます深刻化する人口減少問題や人材・後継者不足の問題、アメリカのＴＰＰからの離脱、海外の政治・経済の
先行きが不透明であるなど、県内産業の振興を図る上で企業が抱える課題も複雑化している。また、国内需要の縮小や大
企業の海外展開等により県内中小企業の事業環境が厳しさを増している中で、県内中小企業が生き残るためには、受け身
の姿勢を脱し、課題解決力を高める必要がある一方で、県内には加工組立型企業が多く、製品の研究開発力が低く、付加
価値のある自社製品が少ない状況で有り、高付加価値な製品開発・製造力の強化も併せて支援していく必要がある。
　また、事業承継については、平成26年度から平成28年度までの事業承継完了累計件数は約300件を超える成果を上げてい
るが、県内の中小企業の多くが経営者の高齢化に伴い世代交代の時期を迎えていることから、本県の後継者不在率は
72.2％（全国66.1％）と高く、後継者の確保が課題となっている。

○企業の経営基盤の強化
　県内企業の抱える経営課題・技術課題にきめ細かく対応できるよう、引き続き（公財）あきた企業活性化センター相談
機能、販路拡大支援（個別商談会、広域商談会等）や研究開発コーディネート機能の充実と併せ、新事業への挑戦や積極
的な販路開拓など「攻めの経営」による企業の成長へ向けた人材面での経営基盤強化を図るとともに、 産業技術センター
研究員の企業訪問による技術指導を充実・強化することで企業が抱える技術的課題解決や共同研究の推進を図る。
　また、高コスト生産体質から脱却するため、これまでの個々の企業の改善支援に加え、広く県内企業を対象とした改善
意識の向上や改善活動の普及啓発に一層取り組み、全県的な生産性の向上を図るほか、あきた産業デザイン支援センター
による県内３地区でのセミナーと合わせた移動相談や、新商品開発に向けた県内企業の集中的支援の実施、知財総合支援
窓口で知的財産を活用した製品開発や特許取得に関する相談を実施し、特許等による自社技術の権利化や製品開発を促す
ことで、付加価値生産性の向上を図る。
　さらに、意欲を持って新たな取り組みに挑戦する企業を、引き続き、ハード（設備導入）ソフト（人材育成、専門家活
用等）両面からの支援により企業競争力強化を図るほか、企業の事業化に向けた支援を継続して実施していく。

○地域産業の振興
　「秋田県中小企業振興条例」及び「秋田を支える中小企業の振興に関する指針」に基づき、県外・海外の新たな需要獲
得につながる販路開拓や商品開発等へ向けた事業体系を活用し、既存の地域産業の拡大と市町村や関係団体と連携した産
業の創出を支援することで、国内外の市場と生産額の拡大を図る。
 また、伝統的工芸品等の産業の活性化へ向けた取組の指針となっている「新あきた伝統的工芸品等振興プラン」が平成29
年度に終了することから、平成30年度以降の伝統的工芸品等振興について、新たなプランを策定し、引き続き支援してい
く。

○中小企業の事業承継や事業再生の促進
  これまでの企業訪問等による掘り起こしや、経営者の問題意識の醸成のほか、事業承継計画策定の支援等により一定の
成果が得られていることから、引き続き、商工団体等の各支援機関との連携を深めながら、個々の企業の実情に沿ったき
め細かな支援を行うとともに、各種施策を検証・リニューアルしながら、世代交代を迎える年齢層に対し、事業承継に計
画的に取り組むことへの意識啓発や各種施策の普及を図り、円滑な事業承継を促進する。

評価理由

　①、②両指標が比較的順調に推移している。その要因は、近年の緩やかな景気回復基調や円安等、経済状
況の変化に伴う好影響を受けていることのほか、対前年度比増加率がそれぞれ①＋9.8％、②＋11.2％と、と
もに東北6県では最高値となっていることから、本県における各種相談事業や販路開拓支援、生産工程改善の
現場指導等による企業競争力の強化や、産業技術センターと連携した研究開発支援等による付加価値生産性
の向上に係る取組の成果が徐々に現れているものと思われる。
　また、全ての関連指標の実績が目標を上回るなど、両代表指標の達成へ向けた各種支援策の整備・運営も
順調に推移していることから、現時点での本施策は「B」と評価する。

総合評価 Ｂ


