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平成26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

政策評価調書

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。

平成26年10月31日

備考Ｈ２５
基準値

Ｈ２２

82.4% 66.1%

○政策の数値目標である「製造品出荷額」は、３年連続で減少し、平成25年は１兆1,002億円で、前年から243億円
減少（▲2.1％）しており、最終年度の目標に達していない。
○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2,682億円で、平成24年から25年にかけて22億円
減少（▲0.8％）している。

工業統計調査
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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）

αの図

お願いします

概ね順調

1-7 概ね順調産業人材の育成

施策評価の結果

やや遅れている

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

　産業技術センターの積極的な企業支援により、人材育成、経営品質の向上、企業連携等が図られ、商品化や独自
技術の開発に成功した事例も出ているなど、県内企業の高付加価値化を目指した企画・開発力が向上している。
　また、「ＥＶバス技術力向上事業」や「植物工場による先端アグリビジネスシステム推進事業」など電子・デバ
イスの要素技術を製品化に結びつけるための実証事業を実施したほか、中核企業候補企業に対する経営戦略策定か
ら技術開発、販路開拓、営業力強化の支援により、売上や雇用の増加が図られるなど、成長分野への参入や異業種
産業との技術交流が進められている。
　しかしながら、評価指標である「電子部品・デバイスの付加価値額」と「同製造品出荷額」共に目標の半分程度
しか達成されておらず、施策としては「やや遅れている」と評価される。
　グローバル化の進展等により、国内の労働集約型製造業の競争力は低下し、県内の電子部品・デバイス産業にお
いても、大きな影響を受けている状況にある。
　このため、引き続き、県内製造業の経営基盤の強化に向け、技術力や製品開発力の向上を図るとともに、これま
で集積した電子部品・デバイスの技術を活かし、将来的な成長・発展が見込まれる産業分野への参入を強力に推進
していく必要がある。

企業誘致等による産業集積の促進

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

①　「電子部品・デバイス産業のパワーアップ」について
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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、評価指標である「環境・リサイクル関連対
象企業の製造品出荷額」は目標に達していないが、施設整備費や研究開発費、調査・普及啓発費への支援等によ
り、製造品出荷額は増加傾向にある。
　また、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が年々増加するなど、再生
可能エネルギーの導入に向けた動きが活発化している。
　特に、風力発電については、今後５年間で現状の約３倍の増加が見込まれており、平成２５年度には、県有保安
林を活用した風力発電事業者を選定する等、風力発電事業に取り組む県内事業者は着実に増加しているほか、本県
沖への洋上風力発電の研究会を立ち上げ、導入に向けた調査研究を実施している。
　新エネルギーの普及・導入については、県民向けのセミナー等の開催や住宅向け太陽光発電に支援を行った結
果、設置件数が増加している。
　以上のことから、施策は「概ね順調」である。
　環境・リサイクル産業の拠点化に向け、北部エコタウン地域における環境・リサイクル産業のさらなる集積を促
進し、県全域における環境・リサイクル産業の創出・育成を図るとともに、「レアメタル等リサイクル資源特区」
を活用しながら、使用済み家電のほか、太陽光発電システムやプラスチック等のリサイクルを推進していく必要が
ある。
　また、風力発電等の再生可能エネルギーの導入拡大を目指し、関連産業の創出・育成による産業振興や雇用創出
のため、メンテナンス事業者の育成を支援するほか、洋上風力発電の導入に向けた検討を進めるなど、中長期的な
視点から、取組を進めていく必要がある。

　産業技術センターによる技術相談・指導の体制強化や県内企業との
共同研究等により、独自技術の強化や生産性の向上が図られるなど、
基礎的生産技術の高度化が進められている。
　また、次世代自動車産業の参入に向け、人材育成や工程改善指導等
による技術力・競争力の向上が図られており、航空機産業について
も、輸送機コンソーシアムによる協働受注支援等により、受注額が増
加している。
　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ーネットワーク）の会員同士による活動が活
発化しているほか、研究開発支援、アドバイザー体制の整備、展示会
への出展や人材育成等により、製品開発の促進及び販路拡大が図られ
ている。
　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、産業支援機関等のコーディネーター
が参集した会議の開催等により、組織や分野を越えた連携が進むな
ど、産学官連携による研究開発プロジェクトの活性化が図られてい
る。
　また、地域経済を牽引する中核企業を育成するため、候補企業に対
する経営戦略策定から技術開発、販路開拓、営業力強化の支援によ
り、売上や雇用が増加している。
　しかしながら、評価指標である「自動車関連展示商談会での商談成
立等」や「国等の競争的研究開発資金獲得数」等が目標に達しておら
ず、施策全体としては「やや遅れている」と評価される。
　本県のリーディング産業である製造業は、由利本荘地域を中心に集
積している電子部品・デバイス産業のウエイトが高く、一極集中と
なっているため、その落ち込みが県内産業全体に与える影響が大き
い。
　このため、本県の強みである電子部品・デバイス産業のパワーアッ
プはもとより、新たなリーディング産業となる、次世代自動車や航空
機関連産業、医療機器関連産業への参入や育成を進めるとともに、県
内企業の牽引役となる中核企業を育成し、地域に根ざした産業の育
成・強化を強力に推進するなど、本県産業の基盤を強化していく必要
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 

597 613 627 600 

0

200

400

600

800

1,000

H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ 

億円 
輸送用機械の製造品出荷額 

(3/7)



　企業等による産業集積を目指し、「あきた企業立地促進助成事業」等の補助制度を積極的にＰＲしたほか、企業
立地事務所による首都圏での訪問活動とともに、新たに設置した「名古屋産業立地センター」におけるトヨタ自動
車関連の誘致に繋がる活動を進めており、その結果、評価指標である「企業の誘致数及び誘致済企業等の増加数」
は目標を達成するなど、施策は「概ね順調」に進んでいる。
　業界再編や生産拠点の海外移転・集約の動きが活発化している中、本県の立地環境や工業振興施策を広く紹介
し、新規の企業誘致と誘致済み企業の成長による産業集積を強力に進めていく必要がある。
　また、現行の支援制度についても検討を行い、他県との差別化により、独自性のある企業誘致戦略を展開してい
く必要がある。

　秋田港コンテナ航路の利用拡大に向けた奨励金制度の創設や、対岸
地域やアセアン地域等での商談会の開催、積極的なトップセールスの
展開等により、県産品の販路拡大など経済交流の促進が図られ、評価
指標である「秋田港国際コンテナ取扱数量」は目標を達成している。
　観光については、「秋田デスティネーションキャンペーン」の実施
や「あきたびじょん」の展開により、本県の知名度が向上し、誘客に
結びつくなど、一定の成果が上がっている。
　サービス産業については、少子高齢化、健康福祉等の社会課題に対
応するため、高齢者向けファッションリメイクを主体とした事業や障
害者の働く場の提供など、新たな取組が開始され、ビジネス参入・拡
大が図られている。
　また、起業を通じた開業率アップを目指し、起業家の意識醸成や起
業支援、制度融資等を進めた結果、評価指標である「開業率」が増加
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。
　県内企業の海外展開を支援する「あきた海外展開支援ネットワー
ク」の効果的な活用により、関係各支援機関の連携を強化し、県内企
業のビジネス拡大を図るほか、荷主奨励金制度の活用やポートセール
ス、秋田港の機能強化等により、秋田港国際コンテナ航路の一層の利
用拡大を進める必要がある。
　観光については、「秋田デスティネーションキャンペーン」の成果
を踏まえ、周辺観光を促すための新たな取組の実施や交通アクセスの
整備、近隣県エリアとの連携強化等により、観光振興と交流人口の拡
大を図る必要がある。
　サービス産業の育成については、ニーズにあわせた機敏な展開が可
能な県内中小企業の振興に向けた取組を進めるほか、少子高齢化な
ど、本県の抱える社会的な課題に着目した新たなビジネスモデルの創
出を検討する必要がある。
　起業支援については、起業家に対する経費支援、相談機能の強化と
ともに、県内大学の特別講演や起業スキル習得塾の開催等により、若
年者の起業気運の醸成を図るなど、多様な施策を進める必要がある。

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

　「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
援等の着実な実施により、評価指標である「新商品開発数（年間）」
について目標を達成したほか、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、マッチング
を行う推進員による販路拡大支援や重点支援地域における食農観ビジ
ネスの創出支援等を積極的に行った結果、評価指標である「農商工連
携体の育成件数（年間）」が目標を達成しており、連携体制の構築が
図られている。
　以上のことから、施策全体として「概ね順調」に進んでいる。
　本県の食品産業は、小規模な食料品製造業者が７割以上を占めてお
り、生産基盤が弱く、多くのビジネスチャンスを逃している状況にあ
るため、引き続き、意欲の高い中核的な食品事業者を育成するととも
に、関連事業者等が一体となった、新たな商品づくりや食農観の連携
強化、販路拡大等を支援していく必要がある。

④　「戦略的展開による食品産業の振興」について
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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」については、
「十分である」が0.3％、「概ね十分である」が
4.1％となり、十分であると感じている人は4.4％
と非常に少ない。「ふつう」の21.0％を合わせる
と25.4％となり、平成２５年度に比べ肯定的な意
見が3.2ポイント減っているが、平成２４年度とで
は2.9ポイント、平成２３年度とでは12.3ポイント
増えている。「不十分である」が19.7％、「やや
不十分である」が35.1％となり、不十分であると
感じている人は54.8％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。

　県立技術専門校等における求職者の職業能力訓練や公設試験研究機関における企業人材の育成、県内の理科系の
高等機関と連携した理科好きの子どもの裾野を広げる取組など、次代を担う科学技術人材の育成が実施され、技能
や技術、研究開発能力の向上等が図られている。
　また、若者の職業観の醸成や地元企業への理解促進のため、高校生を対象に地元企業等によるセミナーや面接会
が開催され、相互の理解促進が図られた。
　以上のことから、施策は「概ね順調」に進んでいる。
　若年技術者の不足や熟練技能者の後継者の確保が課題となっているほか、新エネルギー産業など、多様化する企
業ニーズに対応した人材の確保・育成が求められている。
　このため、県立技術専門校を核とした職業能力開発を推進するとともに、民間訓練機関等の活用や公設試験研究
機関による企業ニーズに対応した人材の育成を図るほか、若者の職業観の醸成や地元企業の理解促進を強化する必
要がある。

○平成20年、リーマン・ショックに端を発した世界同時不況により、国内経済は大きな混乱に陥った。
○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。
○平成23年、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、欧州政府債務危機による海外景気の減速などにより、歴史的な円高が進んだ。
○平成23年、大手製造メーカーの構造改革に伴う生産拠点の再編が発表された。
○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、｢トヨタ自動車東日本｣の東北進出により、自動車部品の現地調達化が促進されている。
○平成24年７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」が施行され、再生可能
エネルギーの固定価格買取制度がスタートした。
○平成24年12月、第２次安倍内閣が発足した。
○平成25年４月、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）」が施行され
た。
○平成25年10月から３カ月間、秋田デスティネーションキャンペーンが開催された。
○「アベノミクス」として打ち出した政策の効果等により、行き過ぎた円高の是正や株価の上昇傾向などが続いて
いる。

⑦　「産業人材の育成」について

十分である 
0.3% 

概ね十分である 
4.1% 

ふつう 

21.0% 

やや不十分であ

る 

35.1% 

不十分である 

19.7% 

わからない 
10.8% 

無回答 
9.0% 

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

○グローバル化の進展等により、国内の労働集約型製造業は競争力が低下し、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とから、県内企業の経営基盤の強化や中核
企業の育成等により、競争力を向上させる必要がある。
○東アジア諸国等、海外との交流促進により、多様なビジネスの展開を進めるほか、食品
関連産業については、農林水産業や観光産業との連携を強化し、売れる商品づくりの推進
と販路拡大、中核となる企業の育成を進めるとともに、新エネルギー関連産業について
は、産業振興や雇用創出に向け、県内企業を育成する必要がある。
○県民意識調査によると、「商工業、貿易、観光の振興」について、５割を超える県民の
方が「不十分である」「やや不十分である」と感じており、「県内産業を支える人材育
成」や「企業立地や誘致活動」に関する取組の評価が低いことから、その解消に向けた取
組を強化する必要がある。
○人口減少や少子高齢化の進行の著しい本県においては、労働力人口の底上げを図るほ
か、産業人材の育成、新たな技術開発や成長分野への進出、産業集積など、付加価値と生
産性の向上による県内企業の成長促進とともに、地域に根ざした産業の振興により、重層
的かつバランスのとれた産業構造の構築や、地域の雇用拡大を進めていく必要がある。

○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、県
内企業の高付加価値化を目指した企画・開発力が向上したほか、パワーエレクトロニクス
分野など成長分野への参入や異業種産業との技術交流、地域に根ざした中核企業の育成が
進んでいる。
○新たなリーディング産業の育成に向け、次世代自動車関連技術に係る技術力・競争力の
強化が図られたほか、医療機器関連産業における人材交流、研究開発等により販路が拡大
している。
○産学官の連携として、「秋田産学官共同研究拠点センター」等による人材育成や技術強
化の支援により、新技術・新製品開発の促進や研究開発プロジェクトの活性化が図られて
いる。
○新エネルギー関連産業の創出・育成として、事業者への各種支援により、風力発電やメ
ガソーラー発電の導入に向けた動きが活発化している。
○観光文化スポーツ部が中心となり、売れる食品の新商品開発や農商工連携体の育成支援
を進め、県産品の販路拡大が進んでいる。
○政策の評価指標である「製造品出荷額」は、輸送用機械や医療機器関連などの新たな
リーディング産業や環境・リサイクル関連産業については、増加または横ばい状況である
ものの、本県の製造業で大きな割合を占める電子部品・デバイス産業が、経済のグローバ
ル化による企業間競争力の低下等により、３年連続で減少し、目標を下回っていることか
ら、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

自己評価の「やや遅れている」を持って妥当とする。なお、政策の数値目標の達成状況及び県民意識調査における
県民の意識を十分に踏まえながら、政策目標の達成のため、対応方針に示された取組に一層まい進されたい。

○本年４月に施行された「秋田県中小企業振興条例」の趣旨を踏まえ、あきた企業活性化センターによる経営相談
や、産業技術センターにおける技術指導の充実を図るなど、関係機関と連携を強めながら相談支援体制の強化に努
めるほか、企業間連携やサプライチェーンの中心となる中核企業を育成するため、技術開発等の芽出しから経営基
盤の確立に至るまで総合的な支援を行うなど、県内中小企業の経営基盤の強化や多様な事業展開を強力にサポート
していく。
○新エネルギーや輸送機関連産業等の今後成長が見込まれる分野については、本県にこれまで蓄積された電子部
品・デバイス産業の技術やノウハウ等を駆使しながら、県内企業が取り組む新技術・新製品の開発や企業間・産学
官連携などへの支援を通じて、成長分野への参入を促進するとともに、新エネルギーなど新たな分野に対応した職
業訓練や、輸送機関連産業をはじめとした認証取得に関する専門知識の習得など、県内産業を支える人材の育成に
取り組んでいく。
○食品関連産業については、新商品開発や加工設備導入への支援により、本県の食品産業を牽引する中核企業を育
成するとともに、県産品の売り込みを強化するため、東京アンテナショップにおける外販活動を積極的に行うほ
か、食農観マッチングネットを活用し、異業種間の連携を促進するなど、農林水産業や観光産業との連携を強化し
ていく。
○海外展開を目指す県内企業については、「あきた海外展開支援ネットワーク」を活用するなど、企業のビジネス
拡大を積極的に支援するほか、日本を訪れる外国人観光客を本県に取り込むため、国内誘客と連動した海外誘客対
策や、対象マーケットを意識した情報発信等を行うなど、東アジア諸国など海外との交流促進を図っていく。
○企業誘致については、県内企業の技術力等の多様な地域資源を生かし、県内への大きな波及効果をもたらす企業
の立地を目指し、本県の立地環境などをＰＲするとともに、誘致済企業の業容拡大の動きに注目し、設備投資の促
進や関連企業の誘致などを積極的に進めていく。
○こうした多様な産業振興に取り組むことにより、本県産業を重層的でバランスのとれた産業構造へと転換を図る
とともに、若者等に魅力ある雇用の場の創出に努めていく。
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