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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）
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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15位となっており、前年（17位）よりもランクアップした。

　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。

97.0%H24 518 524②

医療機器関連製造業の製造品出荷額等
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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%
出典：工業統計調査
※暦年によるデータ数値

　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。
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産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略

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
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（３）関連指標の状況
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（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）
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単位：社
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③
開業率

出典：秋田労働局「雇用保険産業別適用状
況」

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28年まで、達成率100％を維持しており、中核企
業化達成は延べ25社となった。

②自動車展示商談会での商談成立件数
　平成28年度の自動車展示商談会には本県から延べ30社が参加した。１ヶ月後の商談状況では、商談成立には至
らなかったが、試作依頼は９件、見積依頼は７件あり、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、上記記載の商談成立件数については平成29年４月末現在把握しているものであり、平成29年度末までに
確定値を把握する予定である。

③開業率
　秋田労働局による「雇用保険産業別適用状況」によると、本県の開業率は３年連続下落しており、順位は東北
で最下位となっている。雇用保険の適用を受けない事業所の開設は開業率に反映されないため、雇用を伴わない
小規模な起業が増加する中で数値は伸び悩んでいるものの、起業支援補助金への応募者が増加（H27:17件→
H28:27件）するなど起業への関心は高まっており、県の支援制度を活用した起業は増加傾向にある（起業スキル
塾受講生のうち新規起業者数　H27:20人→H28:38人）。

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に取り組んだ結果、目標
を上回った。

⑤新規に共同研究に参画した企業数
　イベントの開催や研究機関の企業訪問等による研究開発関係者の交流推進や研究の各ステージに応じた県単独
の競争的研究開発資金の提供を通じて、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
新規に共同研究に参画した企業数

出典：あきた未来戦略課調べ

40 40
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商業者ネットワークの登録件数
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出典：秋田県商業者ネットワーク登録数 単位：件 58.0% 152.5% 200.0%
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出典：地域産業振興課調べ
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（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の創出

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28年度までに72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28年度末までに25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５件は、いずれも新たな取引の開始や取引の拡大につながることが見込まれている。

○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」（83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、自社に無い技術も取り入れた製品の開発に取り
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。（H28：７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
・秋田県次世代ひかり産業技術研究会（会員数：27企業・団体）セミナー・講習会等　４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
・秋田県次世代農業機器研究会（会員数：73企業・団体） 〃　　　　　　　　　 ３回実施
　
　また、新たなものづくりに必要な人材を育成するとともに、確立したコア技術を戦略的に技術移転し、成長分野におけ
る県内企業の付加価値の高い製品開発等の事業化支援を行う「あきたものづくり創生事業」では、産業技術センターの持
つ要素技術を活用し、輸送機、エネルギー、エレクトロニクス及び医療分野での事業展開を目指した人材育成や研究開発
を行った。事業内で実施したデジタルものづくり設計技術者育成や３Ｄ鋳型積層造形装置による砂型造形・鋳造実験を今
後の製品開発へと発展させていく。

○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県合同商談会等を開
催し、県内から延べ30社が参加した。自動車メーカー等からの試作依頼が９件、見積依頼が７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。
　また、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58社を訪問したところ、見積依頼が10件あるなど、新規受注獲得可能性の拡大につながった。

○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、平成28年度末現在、県内企業の
JISQ9100取得数は７社、Nadcap取得社数は１社となり、県内企業の受注能力等、競争力強化が図られた。なお、平成29年
度中の取得に向けて、JISQ9100は１社、Nadcapは２社が準備を進めている。
 また、人材育成では、航空機メーカーの動向や品質管理及び加工技術向上の講習会（28年度計５回、延べ参加者数177
人）、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及び先進地企業の工場見学（受講者数：10社11
人）、将来の航空機産業を担う人材育成を目的とし、高校１年生を対象に特別講義や工場見学会（工場見学会：参加者数
31人）及び宇宙飛行士による講演会（参加者数：600名）を実施した。
 さらに、将来を見据えた機体構造物（複合材）の革新的な低コスト成形技術・検査技術の開発研究を委託事業にて実施。
平成28年度は各種成形装置の開発が行われ、県内での複合材製造、成形装置・検査装置の事業化に向けてのスタートを
切った。

○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、秋田県医療機
器技術展示交流会（来場者：268人）や、医療ニーズ発表会等を開催し、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、医療ニーズのマッチングと新製品の開発促進を
図った。
　また、地域産業振興課に事業化プロデューサーを１名、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名の研究開発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研究開発資金の申請指導等、
きめ細かい支援を実施した。
　このほか、地方創生推進交付金を活用した「先進がん医療等コア技術開発推進事業」では、秋田県の課題である「がん
死亡率の低減」に貢献する医療機器の研究開発を行う企業への支援を行った。



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

○成長分野への参入や異業種産業との技術交流の推進

　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、産学官により設立されたエネル
ギーハーベスティング研究会や次世代農業機器研究会において、セミナーや現地視察等を実施し、ＩｏＴやロボット等の
先端技術について理解を深めた。
　次世代農業機器研究会においては、会員間の連携によるＩｏＴを活用した農産物の生産管理や労務管理を組み込んだ栽
培マネジメントシステムの開発案件が進められている。

○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助成するとともに、プロジェクトマネジメント及び
データ分析研修の開催により人材育成を支援し、企業の競争力強化に寄与した。さらに、人材育成費や建物賃借料等を支
援することで、情報関連企業の新規立地や事業拡大を促進した。

具体的な成果
・大規模展示会「プロダクションＥＸＰＯ」に県内企業４社が共同出展し、３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（１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（２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」を東京都内で開
催した。県内企業７社が参加し、３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。
・プロジェクトマネージャ及びデータ分析者の養成研修を開催し、それぞれ23名が受講した。
・情報関連産業の立地を促進するため、これまでに新規立地２件、事業拡大７件を認定し、雇用が30名増加した。

○起業の促進による地域経済の活性化

　大学生等の起業家意識の醸成をはじめ、若者や女性、シニアなど幅広い層を対象とした起業スキル習得塾や個別サポー
ト、起業時に要する初期投資費用等の助成、相談体制強化のための人材育成等を実施し、起業しやすい環境整備を推進し
た。また、大学生等を対象に、秋田を拠点として県内外から付加価値の高い仕事を受注できる起業家人材の育成に取り組
んだ。

具体的な成果
・大学生の意識醸成を図る「県内大学特別講演」を秋田県立大学、ノースアジア大学、秋田大学、秋田公立美術大学にお
いて実施し、240人が参加した。
・起業スキル習得塾を県内で13回（よこて市・由利本荘市・にかほ市・美郷町・男鹿市・大仙市・三種町商工会、大曲・
大館・能代商工会議所各１回、秋田商工会議所３回）、東京都で1回の計14回を実施。184人が受講し、38人の起業につな
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53人に実施し、うち、９人が起業し、４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に対して助成する「起業支援補助金」では、通常枠で７件採択（６件助成）、Ａ
ターン起業・移住起業枠で６件採択（助成）した。
・相談窓口の機能強化を図るため、５人（かづの・潟上市・大仙市商工会、秋田・能代商工会議所各１人）のインキュ
ベーション・マネージャーを養成した。
・大学生等を対象とした２年間にわたる起業家人材育成プログラムを実施し、オープンイベントに83人、3daysキャンプに
27人、実践道場に15人が参加した。

○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する賑わい創出イベント等に市町村を通じて支援（８市、27事業）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（１回）した。
　また、地域課題や社会ニーズに対応した新たなサービス業の立ち上げを支援（４件）した。



⑦ 産学官の多様な連携・交流による新技術・新製品の開発

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）

　中核企業の育成と技術イノベーションの創出については、サプライチェーン形成の中心となりコネクターハブ機能を強
化するような、地域経済全体の底上げに寄与する取組を担うことのできる企業の成長をより一層促す必要があるほか、企
業が下請け体質を脱却できるよう、独自技術を用いた付加価値生産性の高い製品開発を支援していく必要がある。
　
　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挙げたが、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、近年の
関連製品の出荷額は伸び悩んでいる。このため、本県に立地したTier1企業を核として、将来的に同社の生産部品に県内企
業が参加できるよう、取引対象となりうる企業の個別支援を重点的に行うなど、サプライチェーンの構築が必要である。
　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を促進したものの、
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、一貫工程を目指す中核企業への
重点支援と地域企業との連携による取り組みを支援する必要がある。

　医療機器関連産業については、展示会、セミナーの開催や、企業間マッチング、技術支援、新製品開発支援を行うこと
により、製造品の高付加価値化を図っているが、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となっていることから、これまでの支援策を継続するほか、中小企業の製品
開発を担う高度人材を育成することが必要である。

　電子部品・デバイス産業については、ＩｏＴやＡＩ、ロボット等、第４次産業革命として国が普及を図っている技術を
生かした製品開発や、これらの技術を導入した生産性の向上を図っていくことが必要である。

　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については、
体制の維持や更新費用を負担に感じる企業が多いため、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、県の支援制度を活用した起業は増加傾向にあるものの、雇用を伴わない小規模
な起業も多く、「雇用保険産業別適用状況」に基づく開業率の向上に結びついていないことや、商店街の魅力向上につい
ては、取組手法に関する情報やリーダー的人材の不足などから、取組が一部地域にとどまっていること、また、少子高齢
化等に伴う社会ニーズが生まれているものの、小規模事業者等がニーズを捉えた新事業を展開するには経費的負担が大き
く、新たなサービス創出に十分に結びついていないことが課題である。

　産学官連携による新技術・製品の開発については、独自技術や自社製品開発の他、労働力減少を見込んだ生産効率向上
のため大学や研究機関等を活用できる研究開発型企業への転換と研究ニーズの掘り起こしを推進し、産学官連携に取り組
む裾野を広げていくことが重要となっている。

※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

評価理由

　本県が成長分野と位置付けている自動車産業、航空機産業、情報産業においては、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。
　医療機器産業においても、誘致企業の関連工場が稼働開始したほか、事業化プロデューサー及び研究開発
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。
　このように、成長分野の更なる発展に向けた環境整備は着実に進んでおり、代表指標である「輸送用機械
器具製造業」及び「医療機器関連製造業」の製造品出荷額は前年度を上回っている一方で、目標値は下回っ
ている状況である。また、関連指標である「開業率」が３年連続で減少しているほか「自動車展示商談会で
の商談成立件数」が２年連続で目標値を下回っていることから、現時点での本施策は「C」と評価する。

総合評価 Ｃ

○組織や分野を超えた人的ネットワークの拡大

　全県域の業種を超えた産学官金連携組織「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５回開催した結果、延べ188機関・企業が参加した。
　また、各種コーディネート活動により144件のマッチング機会を提供した。

○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

　県単独の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10件の共同研究開発を新たに支援した結果、ナノエレ
クトロニクス・精密加工分野の研究ではデモ機開発がほぼ設計品質を満たしたほか、食品加工分野ではスマイルケア食
「青」マークを取得する製品化に至った。他の研究についても事業化、実用化に向けた研究が今後も継続される予定と
なっている。
　また、県外研究機関とのマッチングにより２件のユニット研究室の誘致を実現したほか、クラウドファンディング支援
による２件の研究資金獲得に成功した。



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

○中核企業の育成と技術イノベーションの創出
　コネクターハブ機能を創出・強化する取組を重点的に支援し、認定企業と県内関連企業への一体的な支援等により効果
的な支援を実施することで、中核企業創出と地域経済への波及効果の増大を図るほか、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等に対する支援は継続して行うほか、本県に立地しているTier1企業等を核
としたサプライチェーン形成を目指し、県内企業の競争力や技術力の強化を支援するなど、付加価値生産性の高い企業の
育成を図る。
  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
品への参入を図るため、一貫工程化を目指す中核企業に設備投資や国際認証取得、大手航空機メーカーとのマッチング支
援等を継続して行うとともに、中核企業と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、航空機
産業の拠点化を目指す。また、複合材の成形技術・検査技術の開発研究については、航空機関連部品以外の分野（医療福
祉や自動車産業など）での商品化も見込まれることから、そのニーズの掘り起こしも含めマルチ素材での開発研究を支援
するなど、早期の事業化を促進する。
　
○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を図る
とともに、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や、高度人材の育成を行い、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
　ＩｏＴやＡＩ、ロボット等、第４次産業革命で国が普及を図っている技術をテーマとして、技術支援や、産学官で構成
される各研究会の活動を促進することにより、異分野連携による研究・開発案件を創出する。

○付加価値の高い情報関連産業の確立
　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、さらには高度な技術を有する人
材の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
　若者や女性など幅広い層を対象とした起業支援を引き続き行うとともに、秋田を拠点に付加価値の高い仕事を受注でき
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、社会ニーズを捉えながら競争力強化を図ろうとす
る中小企業の新規性の高いサービス業等の取組を支援する。

○産学官の多様な連携・交流による新技術・新製品の開発
　コーディネート活動等を通じた研究開発提案、研究ニーズの掘り起こしを推進し、産学官金連携と研究資金の提供・調
達支援により新技術・新製品開発、生産効率の向上を促進する。

　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。


