
（様式２）

平成26年度における施策評価

政策コード 1 政策名 産業経済基盤の再構築

施策コード 2 施策名 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

幹事部局コード 6 幹事部局名 産業労働部 担当 地域産業振興課

評価者・実施日

１　施策の方向性（必要性と目的）

２　施策の状況

（１）施策目標及びその達成状況

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

２次評価（企画振興部長） 平成26年8月29日

①　県内企業に蓄積された金型、熱処理、めっき、鋳造、鍛造、成形加工などの汎用性の高い基礎的生産
　技術の高度化や、これらの技術を基盤とする独自技術の確立を促進し、高度・先端技術が要求される成
　長分野への参入を図る。
②　県内企業の技術力や競争力の強化を図り、次世代自動車・航空機関連産業への参入を促進する。
③　県内の医師・医療関係者、製造業企業、大学・公設試験研究機関等による交流・研究開発ネットワー
　クの活発化を図り、産学官連携による医療・福祉機器等の研究開発を積極的に推進することにより、医
　療・福祉機器等の製品化や医療機器産業への参入を促進する。
④　県内ものづくり産業の活性化を図るため、企業と大学・公設試験研究機関等の産学官連携を通じた新
　技術の創出や新製品の開発を推進するとともに、研究開発等に従事する関係者の人的ネットワークの拡
　大を進める。
⑤　地域経済に密着し、地域経済の活性化の牽引力となる地場企業が、経営の効率化と高付加価値化を目
　指して、自立的・創造的な事業展開が図られるよう、経営面・技術面から支援する。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２２ Ｈ２３
年度

１次評価（産業労働部長） 平成26年7月31日

722

86.8% 75.0%

施策評価調書

Ｈ２４ Ｈ２５ 備考

H25は速報値

－ 101.7% 94.2%

533 587 651

20

とうほく自動車産業集積連携会議事務局調べ 75.0%

800

H20 597 613 627 600

57.1% 62.5% 77.8%

②

自動車関連展示商談会での商談成立等（累
計）
（単位：％）

12 14 16 18

①

輸送用機械の製造品出荷額（年間）
（単位：億円）

工業統計調査

H20 8 10 14 15

－

660

H25は速報値555

497 553 587 623

H20 517 508 504

80.9% 84.1%－ 93.5% 86.5%

86.7%

2 5 10 15

100.0% 80.0%

20

70.0%採択実績

H20 5 8 13 14

－

100.0%

③

医療機器関連産業での製造品出荷額（年間）
（単位：億円）

工業統計調査

④

国等の競争的研究開発資金獲得数（累計）
（単位：件）

0 0 0 5 10

H20 0 0 5 10

－ - - 100.0%

達成度 － Ｂ D C C

⑤

中核企業育成数（累計）
（単位：件）

認定企業の決算報告

達成度   Ａ：「全て達成」   Ｂ：「半分以上達成」   Ｃ：「達成が半分未満」   Ｄ：「全て未達成」   Ｅ：「その他」 
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（２）施策の推進状況

■取組内容

■取組の成果

　

①基礎的生産技術の高度化による成長分野への参入

○技術指導の充実・強化
　・産業技術センターでは、組織の見直しにより企業からの技術相談対応体制を強化した他、簡易受託研
　　究制度の導入や、設備・装置等の企業利用への対応を通じ、企業の技術課題に迅速・適切に対応して
　　いる。

○技術指導の充実・強化
　・企業からの技術相談に迅速・適切に対応しているほか、売れるものづくりを推進するため、企業との
　　共同研究や受託研究を実施している。

○独自技術の確立と強化策
　・産業技術センターでは、県内企業からの技術相談を通して技術ニーズを抽出し、調査研究や県内企業
　　との共同研究に積極的に取り組んでいる。また、秋田県が世界に対して優位性を持つリーディング産
　　業の４つの柱（輸送機産業集積化事業、環境共生エネルギー産業化事業、グリーン・エレクトロニク
　　ス産業創出事業、医療機器産業顕在化事業）を核に、売れるものづくりクラスターの形成を目指し、
　　研究開発事業を行っている。
　・国サポインや県版サポイン等の競争的資金を活用した共同研究開発を推進することにより、企業の持
　　つ得意技術を高度化し、独自技術への展開を図っている。
　・技術コーディネーターを配置し、県内企業の技術ニーズと産業技術センターの技術シーズをマッチン
　　グするとともに、国等の競争的研究開発資金の獲得に向けた支援を行っている。

○生産性と品質向上に向けた生産改善の支援
　・自動車メーカーの経営経験者等による生産工程改善の現場指導を平成20年10月から実施しており、メ
　　ーカーから求められる高い生産技術・品質及びコストダウン・短納期に応えられる工程を作り、県内
　　企業の生産性向上を図っている。

目標

38,775

　産業技術センターにおける技術指導、共同研究、受託研究及び設備利用件数

Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度

技術指導・相談 1,668 1,624 1,892

共同研究 33 39 40

受託研究 19 21 19

設備利用件数 1,454 1,581 1,617

○独自技術の確立と強化策
　・県内企業との共同研究、国サポインや県版サポイン等への企業との共同応募、技術コーディネーター
    の支援活動などにより、独自技術の確立と強化が促進され、４つの柱のクラスター参加企業の売上が
　　向上した。
　・平成25年度は、技術コーディネーターにより409件の企業等への技術相談指導に対応するとともに、
　　国等の研究開発や試作開発の助成金について45件486,700千円の獲得支援を行った。

○生産性と品質向上に向けた生産改善の支援
　・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、平成20年10月から平成26年6月
　　までに、35社延べ175回にわたって指導した。これまでに、企業自ら改善活動を展開できるようにな
　　った模範企業が4社育っているほか、16社には継続して指導を行っている。また、15社については、
　　指導内容を現場改善の推進に活用するなど、生産性の向上に努めている。その結果、県内企業の改善
　　に対する意識の醸成が図られ、生産管理技術の向上や現場改善が進み、生産性向上の成果が得られて
　　いる。また、コストの大幅な削減が図られた企業では、取引先から高い評価を受け受注増に繋がるな
　　どの成果が得られている。

産業技術センターにおける４つの柱のクラスター参加企業の売上　　【単位：万円】

H23～H27 H23～H25

輸送機産業集積化事業 85,000 179,854

実績

環境共生エネルギー産業化事業 18,000 6,820

グリーン・エレクトロニクス産業創出事業 85,000

医療機器産業顕在化事業 30,000 37,270
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■課題と今後の推進方向

○技術指導の充実・強化
　・県内企業の課題解決と技術力向上のため、技術指導の充実・強化を図る。
　・売れるものづくりに結びつける出口企業とのコーディネート機能を強化する。

○独自技術の確立と強化策
　・23年度から、産業技術センターに技術コーディネーター等4名を配置した技術イノベーション部を新設
    しており、引き続き技術支援機能の強化を図っていく。

○生産性と品質向上に向けた生産改善の支援
　・生産工程改善の指導先企業を改善の模範企業に育成するとともに、県内企業に改善効果を幅広く周知
　　し、改善活動の拡大を図っていく。また、改善の資質・能力に優れた企業を指導するだけでなく、業
　　種、規模にこだわらず、改善活動への働きかけを行い、改善に取り組むきっかけづくり、改善への取
　　組機会の提供を図っていく。
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

○航空機産業の取引拡大の促進
　・航空機産業アドバイザーの活動により15社に部品の受注があった他、3社が試作依頼を、4社が見積書
　　提出依頼をそれぞれ受け、受注に向けて活動を継続している。また、輸送機コンソーシアムの活動を
　　通して、３社が品質保証に関する認証「ＪＩＳ－Ｑ－９１００」を取得し、さらに１社が取得準備を
　　進めている。

○自動車産業の取引拡大の促進
　・東北６県の合同展示商談会、北東北３県の合同展示商談会を開催し、1社が取引成立した他、2社が見
　　積・図面検討依頼を受け、受注活動を継続している。
　・中京地区企業５５社に対し、情報収集及びマッチング活動を実施し、2社が取引成立した他、17社が見
　　積・図面検討依頼を受け、受注活動を継続している。

○自動車産業の取引拡大の促進
　・新たな取引先を開拓していくため、これまで交渉実績のなかった関東地域の自動車メーカーへの県内
　　企業紹介、大型車両メーカーでの展示商談会の開催など、参入のきっかけづくりから、製品の売り込
　　みまで一貫した支援を行い、１社でも多くの県内企業の自動車産業への参入を図る。

○次世代自動車関連技術に係る技術力・競争力の強化
　・県内企業の自動車産業への参入を促進するため、引き続き新技術開発や製品改良等の取り組みを支援
　　する。
　・自動車産業に参入するには、長い時間を要することから、人材育成、工程改善、加工技術指導を実施
　　しながら、企業体質の強化、企業価値の向上を図る。
　・企業間連携、産学官連携の推進によって、自動車メーカーのニーズを踏まえた付加価値の高いモジュ
　　ール部品の製品化に向けた体制づくりを強化する。

○航空機産業の取引拡大の促進
　・航空機産業アドバイザーの活動を今後も継続しながら、新たな県内企業の発掘から、新規取引企業の
　　開拓、既存企業の取引拡大及び技術力向上の支援を展開していく。

○自動車産業の取引拡大の促進
　・東北6県合同の新技術・新工法展示商談会を25年度は愛知県豊田市で開催し、県内から7社が参加し
　　た。
　・北東北３県合同の展示商談会を愛知県刈谷市で開催し、県内企業16社、大学・公設試等4者が参加し
    た。
　・自動車メーカーＯＢ等を活用して、中京地区の自動車メーカーに対し、県内企業の売り込み、マッチ
　　ング活動を実施した。

②次世代自動車・航空機関連産業への参入促進

○次世代自動車関連技術に係る技術力・競争力の強化
　・次期東北生産車等をターゲットに新技術・新工法の提案を促進することを目的に、24年度から5社の
　　新技術開発、部品改良等の取り組みに対して支援している。
　・自動車産業参入に必要なQCDの向上を図るため、自動車メーカーOBの工程改善アドバイザーによる改
    善指導を実施した。
　・自動車産業の生産現場を担う中核的人材や企業経営をマネジメントする人材の育成を行うため、あき
　　たクルマ塾をはじめとする各種人材育成セミナーを開催した。
　・企業間の連携による付加価値の高い製品づくりを目指すため、お互いの加工技術の知り合う機会とし
　　てシーズ交換会を開催した。
　・自動車メーカーＯＢの専門家を（公財）あきた企業活性化センターに配置し、部品メーカー等とのマ
　　ッチングを支援するとともに、県内企業の技術の芽だしや域内連携等に向けた指導助言を行った。
　・自動車メーカーが求める高度な設計技術を備えた人材を育成するため、設計に関する実務応用的な研
　　修を実施した。

○次世代自動車関連技術に係る技術力・競争力の強化
　・新技術開発、製品改良等への助成は、３年間にわたる取り組みを支援することとしているが、既に一
　　部の改良製品が受注拡大に結びつく成果をあげている。
　・６社に対し工程改善指導を実施し、作業の標準化や作業時間の短縮などの成果が出て来ている。
　・あきたクルマ塾や自動車人材育成セミナーには、延べ約600名が参加し、自動車産業をはじめ製造業
　　全体の人材育成が図られるとともに、一部企業にはQCサークルが導入される等の具体的な活動につな
　　がってきている。
　・シーズ交換会の開催により、県内企業がお互いの加工技術を知ることで、県内企業間同士の受発注の
　　きっかけになる等、企業間連携の機運が醸成されてきている。
　・（公財）あきた企業活性化センターに配置したプロジェクトマネージャーによる県内企業訪問（23
　　社）や自動車メーカーの開発責任者等からの情報収集等によって、県内企業の技術を活かした新規取
　　引案件が発生しているほか、プロジェクトマネージャーを講師としたセミナーの定期的開催（年6回）
　　により、企業の中核的人材（14社、16名）の育成が図られている。
　・設計人材育成研修には、25年度で26名、21年度から累計169名が参加した。

○航空機産業の取引拡大の促進
　・航空機産業アドバイザー2名を配置し、県内企業の販路開拓への支援や、技術指導・助言等を行った。
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■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

○研究開発の促進
　・19～25年度に秋田県医工連携フィージビリティスタディ委託事業、24～25年度に秋田県医療機器等研
　　究開発トライアル委託事業によって研究開発プロジェクトを支援した。
　・20～25年度に薬事法に精通した民間企業等に秋田県医工連携アドバイザーを委嘱し、薬事法やビジネ
　　スプラン等の相談に対してアドバイザーを派遣した。
　・23～25年度に医療機器産業への新規参入を促進する人材育成セミナーを開催した。

○研究開発の促進
　・25年度の秋田県医工連携フィージビリティスタディ委託事業では3件、秋田県医療機器等研究開発ト
　　ライアル委託事業では2件のプロジェクトを支援した。
　・20～25年度に秋田県医工連携アドバイザーを県内企業に20回派遣した。
  ・25年度に開催した人材育成セミナー（7日間、14回）に20社27名が参加した。
  ・医工連携推進事業の各支援により、22～24年度までに5件、25年度には4件が商品化された。

○マッチングの促進
　・24年度から、医工連携コーディネーターを配置し、ニーズとシーズのマッチング、研究開発のコーデ
　　ィネート及び県内企業の新規参入の促進を図った。
　・24年度は、緊急雇用創出臨時対策基金を活用し、あきた治験ネットワーク事務局がある秋田大学附属
　　病院に専門人材である治験コーディネーターを１名配置し、最先端医薬品・医療機器等に係る秋田県
　　内の治験の活性化を図る秋田県治験活性化促進事業を委託した。
○販路拡大
　・23～25年度に県内企業の医療機器関連展示会等への積極的な参加を促すため、医療機器展示交流会の
　　出展支援を行った。

○人材交流の活性化
　・21年2月にＡＭＩ（秋田メディカル・インダストリ）ネットワークを立ち上げ、22～23年度は引き続
　　き、ＡＭＩネットワークの事務局機能強化を図るため、秋田大学に事務局支援業務委託を行った。
　・24～25年度は県が直接事務局運営を行い、ネットワークの活性化を図った。

○人材交流の活性化
　・21年2月に立ち上げたＡＭＩ（秋田メディカル・インダストリ）ネットワークは、25年度に機関会員
　　が5社増加し、81社となり、徐々にではあるが増加傾向にある。また、25年度は公開講座を1回開催
    した。【参加者数：140人】

○人材交流の活性化
　・ＡＭＩネットワークでの交流を活発化させ、医療機器研究開発の一層の促進を図る。
　・また、医療機器関連産業の研究開発拠点の集積を図るため、今後、県内中核企業と県内企業との連携
　　構築に向けた支援を行う。

③医工連携による医療機器関連産業の育成

○マッチングの促進
　・研究開発グループを24年度に2件、25年度に4件構築した。
　・24～25年度にコーディネーターが37件のマッチングを実施し、17件成立した。
　・県内企業の外部資金獲得を支援し、24年度に11件、25年度に１件が採択された
○販路拡大
　・25年度は日本医療機器学会併設展示会であるメディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2013に、
　　東北5県プラス新潟県・静岡県で「医療用機能・要素部品パビリオン」へ出展する企業に対して支援
　　を行った。（秋田県関連企業4社出展）
　・25年度に北東北ものづくり医療機器産業交流会へ出展する12社に対して、出展支援を行った。
　・これらの結果、22～25年度に8件の商談が成立した。

○研究開発の促進
　・医療機器開発セミナーを開催し、医療機器産業への新規参入企業の支援を行う。
　・医療ニーズに基づいた研究開発を推進するためニーズ調査を実施し、ニーズ発表会を開催することで
　　研究開発グループの立ち上げを支援していく。
　・県内企業による初期段階の研究開発を支援するため、26年度においては、秋田県医療機器関連製品開
　　発支援事業として4件の開発案件を支援する予定である。
○マッチングの促進
　・医工連携コーディネーターが、企業訪問等による調査を基に、企業と研究者等とのマッチングや新規
　　研究開発のプロデュース等の支援を行う。また、県内ものづくり企業のポテンシャルの把握、掘り起
　　こしを行い、県内ものづくり企業の活性化を図る。

○販路拡大
　・製品の販路開拓・マーケットリサーチに資する展示会への出展を補助する。
　・県内企業の医療機器関連展示会等への積極的な参加を促すため、医療機器展示交流会の出展支援を
　　引き続き行う。
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■取組内容

■取組の成果

　これまでの県の取組により、新型の光通信向け主要部品や自動車用油圧スイッチケースなどの開発に
　取り組み、今後国内トップシェアの獲得も期待される県内企業も現れてきている。

○従来の組織や分野を越えた連携（横連携）の構築
　・産学官連携に携わる大学、公設試験研究機関、産業支援機関等のコーディネーターを参集したコーデ
　　ィネーター会議を開催し、横連携推進に向けた方策を検討している。(23年度5回､24年度5回､25年度
    5回)
　・ＡＭＩ（秋田メディカル・インダストリ）ネットワーク（③参照）の活動を支援している。
　・製造技術や新エネ関連技術を活用する先端的な農工連携に係る県内コンソーシアムによる植物工場で
　　の栽培実証の取組を支援している。
　・秋田県ＬＥＤ機器研究会（H23年6月設立、35社）及び秋田県ｴﾈﾙｷﾞｰﾊｰﾍﾞｽﾃｨﾝｸﾞ研究会（H25年7月設
　　立、56社）を運営し、企業相互の連携、又は企業と大学・試験研究機関等の連携による製品開発等に
　　向けた取組を推進している。
○研究開発プロジェクトの活性化
　・産学官連携促進事業として、県が研究資源を戦略的・集中的に投入することとして定めた重点分野別
　　研究開発方針に基づき研究開発支援を行う重点分野研究開発プロジェクト事業を実施した。また、実
　　現可能性調査を実施するフィージビリティ・スタディ支援事業、更にステップアップした試作品開発
　　や性能評価等を行う研究開発シーズ育成支援事業を実施した。

④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

○経営支援機関や金融機関等によるビジネス化支援
　・（公財）あきた企業活性化センターでは、25年度5,229件（うち技術関係は200件）の相談に応じた。
　・あきた企業応援ファンドでは、25年度において27件を採択し新製品等の開発や販路開拓を支援し
　　ている。

○産学官連携による研究シーズと技術ニーズのマッチング
　・民間企業と産業技術センターが連携して国等の競争的研究資金に3件採択され、研究開発を開始して
　　いる。
　・産学官連携推進のための会議等を開催し、コーディネーター間で課題を共有した。
　・知財総合支援窓口において、企業等からの相談に対応（23年度1,387件、24年度1,182件、25年度
　　1,298件）するとともに、知的財産権の活用支援（マッチング）を行った。（成約件数：23年度11件、
　　24年度6件、25年度5件）

○研究開発プロジェクトの活性化
　・25年度産学官連携促進事業として、重点分野研究開発プロジェクト事業を2件継続実施し、新規1件を
    採択実施した。また、フィージビリティスタディ支援事業を7件、研究開発シーズ育成支援事業を3
    件採択し、事業化に繋がる共同研究や研究開発プロジェクトを促進した。

○産学官連携による研究シーズと技術ニーズのマッチング
　・民間企業と産業技術センターが連携して国等の競争的研究資金への応募を行った。
　・産学官連携推進のためのセミナー・会議等を開催した。（23年度7回、24年度6回､25年度8回）
　・23年度から知財総合支援窓口を設置し、企業等からの相談に対応している。

○従来の組織や分野を越えた連携（横連携）の構築
　・産学官連携に携わる大学、公設試験研究機関、産業支援機関等のコーディネーターを参集したコーデ
　　ィネーター会議の開催により、組織や分野を越えた連携（横連携）の構築が促進された。
　・22年度に産学官共同研究の拠点となる「秋田産学官共同研究拠点センター」を秋田大学、県、県商工
　　会議所連合会が共同で整備するとともに、県内企業の人材育成や技術強化を支援し、秋田発の持続的
　　な技術開発・製品開発の創出を目指して、産学官金の橋渡しをする「秋田産学官ネットワーク」を23
　　年4月に発足させた。
　・秋田県立大学、農業試験場、産業技術センターによる支援体制を構築し、先端的な農工連携に係る県
    内コンソーシアムによる植物工場の栽培実証の取組をサポートした。

○経営支援機関や金融機関等によるビジネス化支援
　・県内企業支援のワンストップサービスセンターである(公財)あきた企業活性化センターは、県内企業
　　からの各種相談に応じたほか、具体的支援策の提案を行い、各企業毎にステージにあわせたきめ細か
　　い対応を行い、産業技術センター等との連携により各企業からの技術相談にも対応した。
　・あきた企業応援ファンドを活用し、新製品等の開発や販路開拓の支援を行っている。
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■課題と今後の推進方向

○従来の組織や分野を越えた連携（横連携）の構築
　・コーディネーター会議を引き続き開催するとともに、大学、公設試験研究機関研究員や企業関係者、
　　金融機関を参集した産学官交流プラザを開催し、横連携を強化する。
　・産学官金の橋渡しをする「秋田産学官ネットワーク」については、連携する企業団体や研究会組織の
　　増加と県域を越えた活動を推進する。
　・ＡＭＩ（秋田メディカル・インダストリ）ネットワーク（③参照）の活動を支援し、活性化を図る。
　・新エネルギー関連産業への県内企業の参入に向けて、コンソーシアムを形成し、新たな製品開発を支
　　援していく。
　・先端的な農工連携に係る県内コンソーシアムによる植物工場の栽培実証の取組に対して、秋田県立大
　　学、農業試験場、産業技術センターのノウハウ・知見を活用し、ビジネスモデルの構築に向けた取組
　　を支援していく。
　・秋田県ＬＥＤ機器研究会及び秋田県ｴﾈﾙｷﾞｰﾊｰﾍﾞｽﾃｨﾝｸﾞ研究会を引き続き運営し、製品開発等の取組を
　　推進していく。

○経営支援機関や金融機関等によるビジネス化支援
　・県内企業が抱える課題の解決に対応し、具体的支援策を提案するなど、きめ細かい対応を行うととも
　　に、あきた企業応援ファンドによる事業化促進に注力していく。

○産学官連携による研究シーズと技術ニーズのマッチング
　・23年度から産業技術センターに技術イノベーション部を新設するとともに、技術マッチングコーディ
　　ネータを配置し、研究シーズと技術ニーズのマッチング活動を通じて技術支援機能の強化を図ってい
    る。
　・（公財）あきた企業活性化センター内に、23年度に知財総合支援窓口、25年度にはあきた産業デザイ
　　ン支援センターを設置しており、それぞれ知的財産権、産業デザイン等の相談に積極的に対応する。

○研究開発プロジェクトの活性化
　・研究開発のステージに対応した競争的研究開発資金を提供し、事業化に繋がる共同研究や研究開発プ
　　ロジェクトの促進と、県内企業へ付加価値の高い技術移転を促進するため、引き続き産学官連携促進
　　事業を実施するとともに、国等の競争的研究資金への応募を促進する。
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■取組内容

■取組の成果

○地域の産業資源を活用した新たな事業展開等の支援
　・地域資源を活用した新商品開発等の取組に対し支援するため、あきた企業応援ファンド事業を実施し
　　ている。
　・県内企業の販路拡大を支援するため、販路開拓アドバイザーを首都圏等に配置し、県外企業への訪問
　　による受発注の開拓を図るとともに、県内企業への受注獲得機会の提供を目的とした北東北３県合同
　　商談会、秋田広域商談会、個別マッチング商談会を開催するなど、受注獲得の機会を切れ目なく提供
　　した。
　・海外展開に積極的に取り組む県内企業に対し、相談窓口の設置やセミナー開催を通じた情報提供に努
　　めるとともに、自ら、海外販路の拡大等に取り組む企業に対し、その経費の一部を補助した。

○生産システムの改善とマーケティング力の強化
　・生産性向上を目指した納期・品質・コストの改善への取組を支援するため、平成20年10月から、自動
　　車メーカーの経営経験者等による生産工程改善の現場指導を行っている。
　・多年に亘る着実な経営実績と雇用の維持・拡大を通じ、地域経済の発展に貢献してきた県内中小企業
　　を「優良中小企業者」として表彰した。

○ものづくり中核企業の育成
　・中核企業候補企業において、新製品の開発により大手メーカーとの取引が始まった企業も数社あり、
　　これまでに、申請時に比べて売上が増加している企業が多く、中核企業化達成が延べ10社となった。
○生産システムの改善とマーケティング力の強化
　・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、平成20年10月から平成26年6月
　　までに、35社延べ175回にわたって指導した。これまでに、企業自ら改善活動を展開できるようにな
　　った模範企業が4社育っているほか、16社には継続して指導を行っている。また、15社については、
　　指導内容を現場改善の推進に活用するなど、生産性の向上に努めている。その結果、県内企業の改善
　　に対する意識の醸成が図られ、生産管理技術の向上や現場改善が進み、生産性向上の成果が得られて
　　いる。また、コストの大幅な削減が図られた企業では、取引先から高い評価を受け受注増に繋がるな
　　どの成果が得られている。
　・「優良中小企業者」として、25年度は6社を表彰した。
○地域の産業資源を活用した新たな事業展開等の支援
　・あきた企業応援ファンドでは、25年度は27件、95,711千円の助成を決定した。また、これまで助成し
　　た企業の中から商品化や独自技術の開発に成功した事例が51件出ている。
　・販路開拓アドバイザーが首都圏等の企業を訪問し精力的に販路開拓を行っており、25年度は805件、
　　26年度は5月末現在で225件の企業訪問を行った結果、あっせん紹介513件、取引成立80件(33百万円)
　　の成果をあげた。また、受注獲得機会の提供を目的とした北東北3県合同商談会、秋田広域商談会、
　　個別マッチング商談会を開催し、県内175社が参加し47件の商談が成立（契約額26百万円）するとい
　　った成果が得られた。

⑤地域に根ざした産業の育成・強化

○ものづくり中核企業の育成
　・地域経済を牽引する中核企業を育成することを目的とした「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、前年度までの認定企業34社に加え、新たに11社を認定し、地域産業振興
　　課内に配置した中核企業育成コーディネータを中心に関係支援機関（県産業労働部、県産業技術セン
　　ター、(公財)あきた企業活性化センター等）と情報を共有化し、支援方策等を検討するなどの経営戦
　　略の策定支援から、技術開発支援補助（13社に115,698千円）、事業拡大に伴う設備投資に係る利子
　　助成（6社、5,234千円）、販路開拓、営業力強化のためサポートスタッフ等に要する経費（6社、
　　5,054千円）、新たに中核企業化達成に係る経費に対しての補助（1件、5,000千円）など総合的な支
　　援を集中的に行った。

○小規模事業者や伝統産業の育成
　・中小企業者の経営指導・相談をはじめ、企業が抱える課題の解決や地域の活性化等に向けた様々な取
　　り組みを支援するために、商工団体に対して補助を行っている。
　・伝統的工芸品等の振興を促進するため、市町村や産地等が自らの課題解決のために取り組む事業を支
　　援する「秋田県伝統的工芸品等振興補助事業」を実施した。この事業では、地域の実情に応じて市町
　　村及び産地等が独自に事業を実施する「通常枠」のほか、平成24年度からは、一般県民や観光客等が
　　伝統的工芸品に親しむ機会を創出することを目的とした「ものづくり体験枠」により、取組を支援し
　　ている。
　・平成22年度に策定した「あきた伝統的工芸品等振興プラン」に基づき、産地等を始めとした県内製造
　　業に対するデザイン及びマーケティングの相談・助言を実施するため、平成23年4月に「あきた産業
　　デザイン支援センター」を設置した。

○付加価値の高い最終製品等の開発の促進
　・新エネルギー等の成長分野における特定の開発テーマにおいて、製品開発等にコンソーシアムを形成
　　して取り組む企業を支援する。
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■課題と今後の推進方向

○生産システムの改善とマーケティング力の強化
　・生産工程改善の指導先企業を改善の模範企業に育成するとともに、県内企業に改善効果を幅広く周知
　　し、改善活動の拡大を図っていく。また、改善の資質・能力に優れた企業を指導するだけでなく、業
　　種、規模にこだわらず、改善活動への働きかけを行い、改善に取り組むきっかけづくり、改善への取
　　組機会の提供を図っていく。

○地域の産業資源を活用した新たな事業展開等の支援
　・あきた企業応援ファンドを利用した企業では、助成事業終了後に商品化や独自技術の開発に成功した
　　企業が出てきている。今後は、助成事業で開発した商品が事業化できるように企業訪問等を通して支
　　援していく。さらに、当事業の利用が促進されるように、引き続き（公財）あきた企業活性化センタ
　　ーと連携し、制度の周知に努めていく。
　・販路開拓アドバイザー及び商談会による販路拡大支援では、商談が成立する案件が出てきており、県
　　内企業からは高い評価を受けている。しかし、生産拠点再編等の影響により多くの県内企業におい
　　て、受注量が減少していることから、今後も引き続き販路拡大支援体制を強化していく。
　・企業の成長、生き残りにとって、海外、特にアジアなどの新興国の成長を取り込むことが重要となっ
　　ている一方で、新興国の台頭や為替リスクの軽減のために国内製造業の空洞化が懸念されることか
    ら、海外展開による企業体質の改善と同時に国内拠点の機能向上といった国内・海外の役割分担を
    しつつ、その両輪をまわしていくようなビジネスモデルを構築可能な企業をより重点的に支援してい
    く。
○小規模事業者や伝統産業の育成
　・中小企業の事業承継や地域の活性化等に対し、引き続き地域に密着した商工団体等による支援を行っ
　　ていく。
　・伝統的工芸品等の振興については、平成22年度に策定した「あきた伝統的工芸品等振興プラン」に続
　　き、「新あきた伝統的工芸品等振興プラン」を平成26年3月に策定し、実施状況を検証しながら、新
　　プランの実施期間である平成29年度まで支援を継続していく。
　・あきた産業デザイン支援センターについては、伝統的工芸品等産地や製造業など、県内のものづくり
　　基盤の更なる充実、強化のため、デザイン及びマーケティングに関する相談・助言窓口としての機能
　　を引き続き担っていく。
  ・地域に根ざした中小企業の競争力の強化を促し、地域経済の活性化を図るため、製造業のみならず幅
　　広い業種を対象に、新商品・新サービスの開発などの意欲的な取組を支援する制度を創設する。

　・海外展開に積極的に取り組む県内企業に対し、補助金交付9社、7,063千円を実施し、海外展示会への
　　出展や現地バイヤーとの商談等により、新たな販路開拓の契機となった。

○小規模事業者や伝統産業の育成
　・商工団体の経営指導員等による中小企業者への巡回指導や各種相談等を実施した。
　　（商工会・商工会議所による小規模事業者等への巡回指導　23年度 81,114件、24年度79,934件、
    25年度 80,741件）
　・小規模事業者きらめき支援プロジェクト事業により、経営向上に意欲を持つ事業者をピックアップし
　　集中的に支援を実施した結果、ほぼ全ての事業者が売上向上や客数の増加といった成果が得られた。
　・伝統的工芸品等の振興に取り組む市町村(通常枠4件、ものづくり体験枠2件)及び産地等(7件)を支援
　　したことにより、商品開発、販路拡大、人材育成等の取組が促進された。また、「ものづくり体験
　　枠」による製作体験事業により、多くの人に伝統的工芸品等を身近に感じてもらうことができ、PR
　　効果へ繋がるなどの成果が得られた。
　・あきた産業デザイン支援センターでは、伝統的工芸品等産地や製造業などからデザインやマーケティ
　　ングに関する287件の相談等があり、うち94件に対しては、産業デザインを重視した製品開発の考え
　　方や手法等を導入する具体的支援を行うなど、県内企業のものづくり基盤の充実、強化が図られた。

○ものづくり中核企業の育成
　・中核企業の育成は、企業において大きな柱となる事業をいかにして生み出し、育てるかが鍵であり、
　　そのためには、下請型企業が多い本県においては、開発力と営業力の強化が不可欠である。「ものづ
　　くり中核企業創出促進事業」を通じて、中核企業候補を支援対象として認定し、柱となる事業を見据
　　えた経営戦略の策定とその実現に向けた技術開発から設備投資、営業強化まで総合的に支援していく
　　ことで、毎年度５社の中核企業化を図っていく。また、今後は、対象企業の裾野を広げることで、新
　　しい成長の芽を見いだすとともに、中核企業化まであと一息といった企業への重点支援も行うこと
　　で、中核企業の創出を強力に推進していく。
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３　評価

（１）施策幹事部長による１次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

②次世代自動車・航空機関連産業への参入促進
　トヨタ自動車東日本の設立を契機とした県内企業の自動車産業への参入を促進するため、自動
　車メーカーＯＢのプロジェクトマネージャーを引き続き（公財）あきた企業活性化センターに
　配置し、部品メーカー等とのマッチングを支援するとともに、次世代自動車参入に向けた技術
　開発を支援する。
　さらに、部品研究・参入促進セミナー等を通じて自動車に求められる低コスト化、量産化への
　対応を支援するとともに、ＱＣＤの向上、加工技術の強化等に取り組み、産学官連携や企業連
　携の促進によって付加価値の高い製品づくりを目指しつつ、自動車産業への参入促進を図って
　いく。
　航空機関連産業については、輸送機コンソーシアムの支援により、航空関連企業との取引関係
　の拡大を図っていく。

③医工連携による医療機器関連産業の育成
　ＡＭＩネットワークによる関係者の交流の活発化を図るほか、研究開発プロジェクトの創出を
　図るため、支援を継続する。また、医療機器メーカー等とのビジネスマッチングを引き続き、
　進めるほか、秋田大学との連携を強化し、医療機器産業への参入を目指すものづくり企業を支
　援する。

評価結果

やや遅れて
いる

①基礎的生産技術の高度化による成長分野への参入
　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
　術の強化が促進されている。また、自動車メーカーの経営経験者による生産工程の改善指導に
　より、企業の生産性向上の成果が得られている。
②次世代自動車・航空機関連産業への参入促進
　人材育成研修や工程改善指導等を通じて、県内企業の力が伸びており、また、商談会への出展
　やアドバイザーのマッチング支援により、着実に受注が増加している。航空機産業についても、
　輸送機コンソーシアムによる共同受注支援などにより、受注額が増加している。
③医工連携による医療機器関連産業の育成
　ＡＭＩネットワークについて、会員同士による自主事業の公開講座開催、セミナーの参加者も
　多数に上るなど、その活動が活性化している。また、医療機器関連産業育成に向け、研究開発
　支援、アドバイザー体制整備、展示会への出展支援、人材育成支援等の総合的支援を展開し、
　製品開発の促進及び販路拡大等が図られている。
④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
　産学官連携に携わる関係機関のコーディネーターによる、組織や分野を越えた連携の構築が促
  進されている。また、産学官連携による研究開発プロジェクトの活性化やあきた企業応援ファ
  ンドを活用した製品開発支援等、産学官連携による取組は着実に進んでいる。
⑤地域に根ざした産業の育成・強化
　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、
　売上増加、雇用増加などの成果を上げている。また、自動車メーカーの経営経験者による生産
　工程の改善指導では、企業の生産性向上や新たな取引成立といった成果が得られているほか、
　あきた企業応援ファンドによる地域資源を活用した商品開発も定着し、支援した企業から商品
　化や独自技術の開発に成功した事例も出ており、県内企業の付加価値向上に成果を上げている。
　伝統的工芸品等の振興については、市町村や産地が取り組む商品開発、販路拡大等を支援した
　ほか、あきた産業デザイン支援センターでは産地等に対してデザイン支援やマーケティング支
　援を実施し、ものづくり基盤の充実・強化が図られた。

④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
　産学官の連携を強化するため、大学、公設試験研究機関等で構成する産学官交流プラザを開催
　するとともに、産業技術センターの技術マッチングコーディネーターによる研究シーズと技術ニ
　ーズのマッチング活動を通じて技術支援機能の強化を図っていく。

　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
　している。そのような状況の中で、県内企業についても、経営基盤の強化や技術力・製品開発
　力の向上が不可欠であり、中核企業の育成や高度な技術・新しい製品開発を通して競争力をよ
　り向上させていくことが必要である。

①基礎的生産技術の高度化による成長分野への参入
　県内企業の課題解決と技術力向上のため、産業技術センターの技術コーディネーターによる技術
　指導の充実・強化を図るとともに、売れるものづくりに結びつける出口企業とのコーディネー
　ト機能を強化する。企業の生産工程改善については、改善活動の拡大を図っていく。
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（２）企画振興部長による２次評価
●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

４　評価結果の反映状況等（対応方針）

５　政策評価委員会の意見

やや遅れて
いる

⑤地域に根ざした産業の育成・強化
　中核企業候補企業にとって、開発力や営業力の強化はグローバル競争での生き残りをかけた喫
　緊の最重要課題であることから、営業面での短期的課題から開発面での中長期的課題まで、中
　核企業候補企業の経営体質の強化をより一層支援していくとともに中核企業の候補企業が支援
　メニューを効果的に活用できるよう、支援していく。
　企業の生産工程改善については、改善効果を幅広く周知し、改善活動の普及・拡大を図ってい
  く。
　地域資源を活用した商品開発等の取り組み支援については、あきた企業応援ファンドにより商
　品化等に成功した企業に対し、その事業化を支援していくこととする。
　伝統的工芸品等の振興については、平成25年度で終了した「あきた伝統的工芸品等振興プラン」
　に続き、「新あきた伝統的工芸品等振興プラン」を平成26年3月に策定し、実施状況を検証しな
　がら、引き続き産地等を支援していくとともに、あきた産業デザイン支援センターにおいて、
　産地等に対するデザイン支援やマーケティング支援を実施していく。

　これまでに蓄積されたコア技術や生産技術を活かしつつ、新技術・新製品の開発、カイゼン活動等による
さらなるＱＣＤ（クオリティ、コスト、デリバリー）の向上、新分野への参入に必要な人材育成や企業間・
産学官連携への支援などを通じて、自動車、航空機、医療・福祉機器といった戦略的成長産業分野への参入
を促進していく。
　また、企業連携やサプライチェーンの中心となる中核企業の育成と特に雇用面での地域貢献度の高い産業
分野（食品や繊維）や伝統工芸品産業への支援を通じて、地域に根ざした産業の育成・強化を推進してい
く。

評価結果

やや遅れて
いる

　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。
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