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平成25年度における政策評価

政 策 コ ー ド 1 政 策 名

幹事部局コード 7 幹事部局名 産業労働部

評価者・実施日

Ⅰ 政策の目標

Ⅱ 政策の推進状況

１ 政策（戦略）の数値目標

目標値

実績値

達成率

①

15,500 16,000

H20

－ Ｃ

製造品出荷額（年間）
（単位：億円）

達成度

12,110 -

73.4%82.4% -

○政策の数値目標である「製造品出荷額」は、平成23年１兆2,110億円と、前年から1,066億円（8.1％）減少し
た。
○本県の製造業で大きな割合を占める電子・デバイス製品出荷額は、平成22年から23年にかけて374億円、率に
して8.9％減少している。これは震災の影響による電力供給の制約や円高に伴う海外需要の落ち込みの影響を特
に受けたことが原因と考えられる。この減少率は全国平均の6.0％よりも大きい。
○平成24年７月以降の鉱工業生産指数は緩やかな下降傾向にある。内訳では電子部品・デバイス工業が下降傾向
にあるものの、輸送機械工業は緩やかな上昇傾向が見られる。

工業統計調査
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産業経済基盤の再構築

●数値目標（評価指標） 年度
年度

Ｈ２３ Ｈ２４

企画振興部長

○本県産業を今後成長が見込まれる分野にシフトさせることにより、経済規模の維持・拡大を図り、雇用の創出
と県民所得の向上を目指す。
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政策評価調書

達成度 Ａ：「達成」 Ｂ：「一部達成」 Ｃ：「未達成」 Ｄ：「その他」
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２ 政策を構成する施策評価の結果

３ 政策を構成する施策評価の概要（推進状況及び課題）

① 「電子部品・デバイス産業のパワーアップ」について

1-6

1-4 戦略的展開による食品産業の振興 概ね順調

1-2

1-3 環境調和型社会に向けた産業の集積

1-1

輸送機械や医療機器など新たなリーディング産業の育成と地域に根ざした産業の
振興

施策評価の結果

概ね順調

施策コード 施 策 名

電子部品・デバイス産業のパワーアップ やや遅れている

概ね順調

概ね順調1-5 人・モノの交流促進によるビジネスの拡大

産業技術センターによる企業支援が新たな商品開発につながるなど成果を上げているほか、「ＥＶバス技術力
向上事業」や「自立型植物工場検証事業」により、県内企業の技術開発力の向上や参画・連携の推進など、起業
の新商品・新技術の開発や成長分野への参入に向けた取組が着実に実施された。
また、中核企業候補企業に対する支援内容の改善等により、売り上げ増加や雇用増加など、一定の成果が上

がっている。
しかし、評価指標である「電子部品・デバイスの付加価値額、製造品出荷額」ともに達成度が低下しており、

施策としては「やや遅れている」と評価される。
東日本大震災や歴史的円高などの外的要因や経済のグローバル化により、国内の労働集約型の製造業は厳しい

経営環境に置かれている。
こうした状況の中において、県内企業の成長分野への参入、新商品・新技術開発への取組をスピード感を持っ

て進め、電子部品・デバイス産業の経営基盤や競争力を強化することにより、今後の付加価値額及び製造品出荷
額等を増加させていく必要がある。

企業誘致等による産業集積の促進 概ね順調

1-7 概ね順調産業人材の育成
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「売れる商品づくり」の推進と中核事業者の育成については、食
品関係専門アドバイザーや総合食品研究センターによる新商品の開
発支援等により、「新商品開発数（年間）」の評価指標は目標を達
成しているほか、食品関連企業１社を支援対象企業として認定して
いる。
また、農林水産業や観光産業との連携強化については、食品事業

者と農林事業者のマッチングを行う推進員による販路拡大等の支援
や重点地域を選定して支援等を行った結果、「農商工連携体の育成
件数（年間）」の評価指標についても目標を達成しており、食農観
連携が拡大した。以上のことから、施策は「概ね順調」に進んでい
る。
新商品の開発促進や販路拡大については、成果（ヒット商品）に

結びつくための新たな施策の展開を行うほか、首都圏におけるイベ
ントの開催や、新商品テストの販売など、アンテナショップの効果
的な活用を検討する必要がある。
また、食農観の連携強化については、質の高い商品づくりや販売

（営業）力の強化に向け、マーケティング能力を有する人材の育成
を推進する必要がある。

④ 「戦略的展開による食品産業の振興」について

② 「輸送機械や医療機器など新たなリーディング産業の育成と地域に根ざした産業の振興」について

環境・リサイクル産業については、市況価格の低迷等の影響により、評価指標は目標に達していないが、製造
出荷額は増加傾向にはあり、一定の成果が上がっている。
また、平成２４年９月に地域活性化総合特別区域計画（金融支援について）の認定、平成２５年２月には、地

域活性化総合特別区域計画の変更（区域を全県に）指定を受けるなど、リサイクル事業を促進する環境が整備さ
れつつある。
エネルギー関連産業については、新エネルギー関連産業の出荷額及び従業者数は年々増加するなど、再生可能

エネルギーの導入に向けた動きが活発化しており、特に風力発電については、今後５年間で現状の約３倍強に増
える見込みとなっている。また、メガソーラーについても、県有地における事業者公募以降、市町村有地などを
活用した建設計画が進められているなど、全体として施策は「概ね順調」である。
環境・リサイクル産業の集積促進を図るため、全県域での計画的な事業展開を進めるとともに、産業育成の観

点から、使用済小型家電リサイクルの促進に向けた物流調査等の具体的な対策を進める必要がある。
また、風力発電やメガソーラー事業に取り組む県内事業者を増加させるとともに、事業者の体質強化のための

対策を講じるほか、メンテナンス等関連事業の育成にも積極的に取り組む必要がある。

産業技術センターにおける技術指導により、県内企業の抱える課
題解決と技術力向上が図られたほか、自動車メーカ－経営経験者に
よる生産工程の改善指導により、企業の生産性向上に一定の成果が
上がっている。また、次世代自動車に関するセミナーや部品分解展
示に多数の企業の来場があったほか、ＥＶ研究会を通じて、新たな
ビジネス化に向けた検討を開始するなど、次世代自動車産業への県
内企業の参入促進が図られた。
医工連携による医療機器関連産業の育成については、ＡＭＩ（秋

田メディカル・インダストリ）ネットワークの会員数が増加するな
ど、活動の活性化や医工連携の促進が図られた。
産学官の多様な連携・交流による新技術・新製品開発の促進につ

いては、大学、公設試験研究機関等で構成する「産学官交流プラ
ザ」の開催などにより、技術開発・製品開発の創出・活性化が促進
された。
中核企業の育成については、候補企業に対する様々な支援によ

り、売上げ増加、雇用増加などの成果を上げているほか、「中核企
業育成数」の評価指数は目標を達成している。以上のことから、施
策全体としては「概ね順調」に進んでいる。
平成２４年７月に設立されたトヨタ自動車東日本により、自動車

製造における各種部品の現地調達化を促進するなど、自動車部品等
出荷額の拡大に向け、生産性の向上や加工技術の強化、企業間連携
の強化を行う必要がある。
また、ものづくりを担う人材育成、産学官連携の促進による新技

術の開発及び企業誘致などを進めるほか、これからの成長分野とさ
れる医療機器関連の育成や県内産業の牽引役となる中核企業の育成
などを着実に進める必要がある。

③ 「環境調和型社会に向けた産業の集積」について

533

392

597 613 800

0

200

400

600

800

1,000

H２０ H２１ H２２ H２３ H２５

億円
輸送用機械の製造品出荷額

H25目標

1,011

984

991 977 1,200

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

H２０ H２１ H２２ H２３ H２５

億円
食料品の製造品出荷額

H25目標

(3/7)



⑦ 「産業人材の育成」について

企業立地事務所を中心とした首都圏での企業誘致とともに、県内の誘致済み企業やその関連企業へのフォロー
アップの実施、新たな補助制度の設定も大きく貢献し、「企業の誘致数及び誘致企業等の増加数」の評価指標は
目標を達成しており、施策は「概ね順調」に進んでいる。
生産拠点の集約や他の都道府県との競争が激化しているため、本県の立地環境や、工業振興施策を広く紹介

し、新規企業誘致の実現（増加）と誘致済み企業の成長による産業集積を推進していく必要がある。
また、現行の支援制度についても検討を行い、他県との差別化、独自性のある企業誘致戦略を展開していく必

要がある。

平成２４年度に外港地区において、新国際コンテナターミナルが
完成したことや積極的なトップセールス等によって、ロシア航路が
開設し国際コンテナ定期航路が拡大したことなどにより、「秋田港
国際コンテナ取扱数量」の評価指標は目標を達成している。
また、中国東北三省で開催された博覧会等への出展、東南アジア

諸国で開催した現地商談会への参加及び現地バイヤーの秋田への招
聘等により、県内企業の海外展開及び恒常的な物流ルートの構築が
進み、経済交流が深まっている。
観光については、東日本大震災の影響により、観光客数が落ち込

んだものの、平成２５年のＤＣに向け、重点推進方針に基づく総合
的な施策の推進等が行われている。
また、観光文化スポーツ部の設置や観光連盟の組織体制の強化な

ど、県をあげて観光振興に取り組んでいく態勢が整備されている。
サービス産業では、ＩＴ・コンテンツ産業の活性化につながった

ほか、起業支援では「開業率」の評価指標が目標を達成するなど、
施策全体としては「概ね順調」に進んでいる。
海外との交流促進によるビジネスチャンスの拡大のため、上海な

ど中国との直行航路の開設に取り組む必要がある。
観光については、総合戦略産業としての振興施策を加速させ、ビ

ジネスとして継続する観光を育成するとともに、ＤＣキャンペーン
後の観光振興と交流人口の拡大を図っていく必要がある。
サービス産業の育成については、今後成長が見込まれる分野であ

る生活のセーフティネット、少子高齢化社会に対応したサービスに
対して支援を行うほか、「中小企業・地場産業振興条例（仮称）」
の制定にあわせ、市場の拡大が期待できるＩＴ・コンテンツ産業
と、ものづくりの基盤技術のひとつである組み込みソフトウェア産
業について、人材育成、販路拡大及び商品開発を支援し、情報関連
産業の振興を図っていく必要がある。
起業支援については、経済的負担軽減策から、将来起業するため

の意識醸成や相談、スキル習得のための支援の充実などへの移行に
ついても検討する必要がある。

⑥ 「企業誘致等による産業集積の促進」について

⑤ 「人・モノの交流促進によるビジネスの拡大」について

県立技術専門校等における求職者の職業能力開発や公設試験研究機関における企業人材の育成、理科系の高等
教育機関と連携した理科好きの子供の裾野を広げる取組など、人材の育成や、次代を担う科学技術系人材の育成
などが実施されており、施策は「概ね順調」に進んでいる。
企業ニーズとして、技術の多様化、高度化への対応が求められており、その状況に対応できる技術力を持った

人材の確保が課題となっている。そのため、民間訓練機関等の活用や公設研究機関における企業ニーズを捉えた
カリキュラムの作成などにより、企業が求める次代を見据えた人材を育成するとともに、若者の職業観の醸成や
地元企業への理解促進を図ることが必要である。
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Ⅲ 県民意識調査の結果

Ⅳ 政策を取り巻く社会経済情勢の変化

「商工業、貿易、観光の振興」についてみてみ
ると、「十分である」が0.2％、「概ね十分であ
る」が4.3％となり、十分であると感じている人
は4.5％と非常に少ない。「ふつう」の24.1％を
合わせると28.6％となり、昨年に比べ肯定的な意
見が6.1％ポイント、一昨年とでは15.5％ポイン
ト増えている。「不十分である」が20.6％、「や
や不十分である」が36.1％となり、不十分である
と感じている人は56.7％となり５割を超えてい
る。
各取組項目においては「新エネルギー導入促進

や関連産業の創出」や「環境リサイクルビジネス
の振興」に関する取組への評価が他の取組に比べ
て高く、一方で「県内産業を支える人材育成」や
「企業立地や誘致活動」に関する取組への評価が
低いものの、全ての項目で「十分」あるいは「概
ね十分」と感じている人の割合が増加している。

○平成22年９月、本県と中国天津市人民政府との間で、友好交流に関する合意書が締結された。
○平成22年12月、東北新幹線が青森まで全線開通した。
○中国は、高率の経済成長を続け、平成22年のＧＤＰが日本を超え、世界第２位の経済大国となった。
○東日本大震災によるサプライチェーンの寸断によって、部品の供給が滞るなどで多くの工場が操業停止し、被
災地のみならず、広く経済的な影響が及び、全国的な生産活動の低下が生じた。
○平成23年７月、自然エネルギーの普及・拡大を目的に、「自然エネルギー協議会」が設立された。
○平成23年８月、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立した。この法
律は、太陽光や風力、小規模水力、地熱といった、再生可能な自然エネルギーを推進するための「固定価格買取
制度」を実施するものである。
○平成23年11月、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）に関して、交渉参加に向けた協議に入るとの政府の決定がな
された。
○平成24年７月に｢トヨタ自動車東日本｣が設立され、自動車製造における各種部品の現地調達化が促進される。
○平成24年７月から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行された。
○人口減少や景気回復の遅れ、消費の低迷によるマーケットの縮小している。また、観光により産業振興を図ろ
うとする地域間競争が激化しているほか、国際情勢など外部環境が変化している。
○少子高齢化のさらなる進展による、商業サービス業へのニーズの変化、セブンイレブンの進出や、ロードサイ
ド型の大型モールの進出による地域商業に対する環境の変化が生じている。
○情報関連産業においては、ソフトウェア開発の環境変化により参入障壁が低下したこと、通信環境の向上によ
り地理的ハンデが小さくなったこと、新たな技術やデバイス等の台頭によりビジネスチャンスが拡大しているこ
となど、環境の変化が大きく過渡期にある。
○円高傾向はアベノミクス効果により沈静化したものの、経済のグローバル化の進展により、企業の海外進出や
移転は加速している。ただし、高度技術などの海外流出を懸念し、日本国内に技術ノウハウの根幹を残し、育成
して行こうとする企業の動きも見られる。
○東日本大震災以降、リスク分散の考え方が浸透し、物流関係を中心とした日本海側での拠点形成の動きが見ら
れる。

十分である
0.2%

概ね十分である
4.3%

ふつう
24.1%

やや不十分で

ある
36.1%

不十分である
20.6%

わからない
8.5%

無回答
6.3%

総合的に見てどう感じていますか
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Ⅴ 評 価

１ 総合評価

●政策の推進状況

●課題と今後の推進方向

評価の内容評価結果

やや遅れている

○経済のグローバル化による企業間競争の激化により、国内の労働集約型製造業は競争
力が低下しており、本県の製造業についても、その影響を大きく受けている。
○このような状況において、これまで本県産業をリードしてきた加工組立型産業は構造
的な転換期を迎えており、これからは、これら加工組立型産業の高度化に加え、県内企
業の成長分野への参入、新商品・新技術開発への取組をスピード感を持って進め、経営
基盤や競争力を強化するほか、地域資源を活用した産業や歴史と伝統に根ざした地場産
業を含めた中小企業を、本県経済の牽引役として育てていく必要がある。
○新エネルギー関連産業については、県内事業者の増加を進めるとともに、事業者の体
質強化のための対策を講じるほか、メンテナンス等関連事業の育成にも積極的に取り組
む必要がある。
○観光については、総合戦略産業としての振興施策を加速させ、ビジネスとして継続す
る観光を育成するとともに、デスティネーションキャンペーンや国民文化祭を契機に、
民間団体等と一体となった観光振興による交流人口の拡大策を推進する必要がある。
○県民意識調査によると、「商工業、貿易、観光の振興」について、「十分である」
「概ね十分である」と感じている人は、昨年度より増加したものの、４．５％に過ぎ
ず、「不十分である」「やや不十分である」と感じている人は５６．７％と５割を超え
ている状況にあり、人口減少が著しい本県においては、産業経済基盤の再構築を推進す
るなど、付加価値と生産性の向上による県内製品や商品、サービスの県外への売り込み
強化と、交流人口の増加による県内消費の拡大を進め、産業経済の規模や雇用の維持・
拡大を図り、県民所得の向上につなげていく必要がある。

○本県に集積する電子部品・デバイス産業等については、産業技術センターによる企業
支援等により、企業の新商品・新技術の開発や成長分野への参入が着実に進んでいる。
○また、地域経済を牽引する中核企業に対しては、経営戦略の策定から技術開発、販路
開拓、営業力の強化まで、総合的な育成支援を集中的に実施したことから、候補企業の
売上げや雇用が増加するなど、一定の成果が上がっている。
○環境・リサイクル関連産業については、出荷額及び従業員数が年々増加しており、鉱
山技術を生かした世界最先端のリサイクル技術が、地域活性化総合特別区域計画の認定
や変更（区域を全県に）指定を受けるなど、成果が上がりつつある。
○新エネルギー関連産業については、風力発電やメガソーラーに取り組む県内事業者が
増加しており、再生エネルギー導入に向けた動きが活発化している。
○また、外港地区に、新国際コンテナターミナルが完成したことから、秋田港における
国際コンテナ取扱量は大幅に増加している。
○そのほか、観光文化スポーツ部の設置や観光連盟の組織体制の強化など、総合的な観
光戦略を実施しており、人・モノの交流促進が図られつつある。
○政策の成果指標である「製造品出荷額」は、輸送機械や医療機器などの新たなリー
ディング産業や環境・リサイクル産業は増加しているものの、本県の製造業で大きな割
合を占める電子・デバイス産業が、震災による電力供給の制約や円高に伴う海外需要の
落ち込みの影響などから、大きく減少したことにより、目標数値を下回っており、政策
全体としては、やや遅れている状況にある。
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Ⅵ 評価結果の反映状況等（対応方針）

Ⅶ 政策評価委員会の意見

○加工組立型産業の構造的な転換への対応については、リーディング産業である電子部品・デバイス産業の更な
る強化や、自動車関連産業、新エネルギー関連産業、医療機器関連産業などの成長分野への県内企業の参入促
進、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、本県産業の骨太でバランスのとれた
産業構造への転換を進める。また、本県産業を牽引する中小企業の経営基盤を強化し、本県産業の持続的、継続
的な発展を支える。
○このため、電子・デバイスの技術力を生かした異分野との融合などによる付加価値の高い製品づくりや、企業
間連携や産学官連携などを通じた新技術、新製品開発を支援し、県内企業の成長分野への参入を促進するととも
に、高い付加価値を備えた新たなサービスの取組への支援など、商業・サービス業の活性化を図っていく。ま
た、経営等に関する相談体制の充実、設備投資やデザイン、マーケティングに関する支援など、中小企業の競争
力強化に向けた取組の充実を図る。
○新エネルギー関連産業については、特に風力発電の大規模導入の前提となる送電網の整備について、国への働
きかけを行うなど必要な措置を講ずるほか、部品製造やメンテナンスなど、新エネルギー関連産業への県内企業
の参入促進を図っていく。
○観光については、秋田の観光が事業として成り立つよう、意欲ある事業者の取組に対し、必要な支援を行うと
ともに、多様な分野とも連携し、近隣県との交流促進や、県内流動の活性化などに取り組んでいく。
○これらの取組を通じ、県内産業の付加価値や生産性の向上、交流人口の増加を進め、県外への製品やサービス
の売り込みの強化と県内消費の拡大を進め、雇用の創出を図っていく。
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