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平成２６年度中小企業の振興に関する県の施策の実施状況

○ 県では、がんばる秋田の中小企業をオール秋田で応援するため、秋田県中小企業振興

条例に基づき、６つの基本的施策を柱に、中小企業の自立・創造に向けた取組を支援す

ることとしています。

○ 平成２６年度は、中小企業に対する経営支援や技術支援、海外展開支援、新商品開

発・新分野への進出支援等に対する予算を拡充等し、中小企業支援機関とも連携しなが

ら各種施策を推進しました。

条例に基づく６つの基本的施策 

～中小企業の自立・創造に向けた取組を徹底支援～ 

【 基本的施策２ 】 
☆新たな市場の開拓等 

○国内外における販路の開拓・取引の

拡大への支援 
○県産品の県内利用の拡大促進と

受注機会の拡大 
○交流の拡大による事業展開への支援 

【 基本的施策６ 】 
☆人材の育成及び確保 

○学校教育における職業及び勤労に

関する教育の充実 
○職業能力の開発・向上への支援 
○雇用に関する情報提供 
○雇用環境の整備の促進 
○女性と高齢者の能力の活用の促進 

【 基本的施策３ 】 
☆企業競争力の強化 

○生産性の向上支援 
○技術力の強化、製品・商品の

高付加価値化への支援 
○設備投資の促進 
○企業間の連携の促進  
○産学官連携の強化  等 

（中小企業全体にかかる共通施策） 
 

【 基本的施策１ 】 
☆経営基盤の強化 

○相談機能の強化 

○資金供給の円滑化 

○事業承継の円滑化 

【基本的施策４ 】 
☆新たな事業の創出 

○事業の多角化・事業の転換への

支援 
○創業の促進 

【 基本的施策５ 】 
☆地域の特性に応じた

事業活動の促進 

○地域資源を活用した商品の

開発支援 
○技術の継承への支援 
○商店街の活性化支援 
○農商工連携等の促進 
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基本的施策における関連事業の実施状況

【基本的施策１】経営基盤の強化

（主な取組状況）

○中小企業が抱える課題の解決や経営改善等を図るため、専門家派遣や商工団体（商

工会議所、商工会、中小企業団体中央会）に配置している経営指導員等による経営

指導等を実施しました。

○企業が抱える技術的な課題の解決や強みを見いだすため、総合食品研究センターや

産業技術センターの研究員による技術相談を実施しました。

○中小企業の資金繰りを支援するため、制度資金の拡充や事業転換等に取り組む中小

企業に対して金融面で支援しました。

（関連施策の実施状況）

①相談機能の強化 （単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

商工団体組織活動強化 中小企業が抱える課題の解決や経営改善等を図るため、商工団 16,168

事業（専門家相談事業） 体と連携して専門家を派遣し、経営支援等を行った。

【産業政策課】 【専門家派遣実績：554件(活性化ｾﾝﾀｰ、信用保証協会等除く)】

技術支援加速化事業 産業技術センターの研究員がニーズ調査や最新技術等の情報収 10,836

集を通じて企業が抱える課題の解決や強みを見いだし、技術支

援を行った。

【シーズ・ニーズ調査：134件】 【シーズ育成：31件】

【地域産業振興課】 【シーズ企業マッチング：10件】

先導的技術等開発支援 技術統括アドバイザー(１人)、技術コーディネーター(４人)を 25,491

事業（技術コーディネ 配置し、企業訪問等による技術相談指導、研究開発資金獲得に

ート事業） 向けた支援を行った。

【技術支援カンファレンスの開催：12回】

【企業訪問等による技術相談指導：416件】

【地域産業振興課】 【研究開発資金獲得支援：40件】

あきた産業デザイン支 専門スタッフを配置して県内デザイン業の技術シーズや県内公 7,413

援センター事業（産業 設試験研究機関等の研究ニーズの調査・実態把握のほか、デザ

デザインマッチング強 イナーとのマッチングを図るセミナーを開催し、産業デザイン

化事業） の導入促進を図った。

【地域産業振興課】 【マッチングセミナー等の開催：2回】

中小企業支援機関活動 あきた企業活性化センターと連携して企業からの経営相談やマ 42,313

補助事業 ーケティング等の各種相談対応事業を行った。

【地域産業振興課】 【相談対応実績：6,824件】

企業競争力強化事業（企 あきた企業活性化センターに経営相談専門員(2人)を配置して相 11,418

業相談事業） 談体制の強化を図ったほか、企業への専門家派遣やワンストッ

プ移動相談を行った。

【経営相談専門員の相談対応：409件】

【専門家派遣：企業数21社 延85回】

【地域産業振興課】 【ワンストップ移動相談所の開設：48回 相談件数 182件】
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（単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

産業新生技術イノベー 産業技術センターが企業のもつものづくり技術を側面からバッ 14,392

ション事業 クアップし、研究開発や技術支援を行った。

【支援内容：術中免疫染色装置、点滴センサー、降雪地向けソ

【地域産業振興課】 ーラーパネルの製品化】

総合食品研究センター 総合食品研究センターの研究員が企業訪問等により企業が抱え 3,939

指導普及費 る課題の掘り起こしを行い、解決に向けた技術支援を行った。

【企業訪問：124企業】

【市町村訪問：16市町村】

【秋田うまいもの販売課】【食品関連組合訪問：8組合】

中小企業支援ネットワ 県・商工団体・金融機関等が連携し、中小企業に対する個別支

ーク 援や企業間連携、事業承継などに関するトータルサポートを行

った。

【企業連携ＷＧ：県内27企業への企業連携事例調査の実施・分 －

析、各支援機関が実施している企業連携関係

32事業の調査・分析】

【集中支援ＷＧ：対象6企業に対し集中的な経営支援等を実施】

【事業承継ＷＧ：秋田県事業引継ぎ支援センター・事業承継相

談推進員の設置、事業承継セミナー・個別相

【産業政策課】 談会の実施】

②資金供給の円滑化 （単位：百万円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

中小企業振興資金 中小企業や小規模事業者の経営の安定等を図るため、設備資金・ 26,952

運転資金に関する資金繰り支援を行った。

【産業政策課】 【新規融資実績：1,252件 17,070百万円】

経営安定資金 54,713

【産業政策課】

緊急経済対策枠 受注減や取引先の倒産等により経営不振に陥っている中小企業

の資金繰り支援を行った。

【新規融資実績:90件 1,985百万円】

経営力強化枠 認定支援機関から経営指導等を受け、経営基盤の強化を図る中

小企業の資金繰り支援を行った。

【新規融資実績：30件 664百万円】

借換枠 複数の既存借入を一本化し返済金額や期間の見直しを図る中小

企業の資金繰り支援を行った。

【新規融資実績：71件 1,437百万円】

新事業展開資金 事業転換等により新事業等に取り組む中小企業の資金繰り支援 4,487

を行った。

【産業政策課】 【新規融資実績：90件 1,524百万円】

その他の資金 農業分野等への参入を図る中小企業の資金繰り支援を行った。 475

【産業政策課】 【新規融資実績：22件 760百万円】

3



③事業承継の円滑化 （単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

事業承継推進事業 事業承継ＷＧや事業承継相談推進員(5人)による企業訪問・相談 17,736

対応、事業承継セミナーの開催等を通じて企業の円滑な事業承

継を推進した。

【事業承継ＷＧ会議の開催：9回】

【専門相談員の企業訪問：1,964社】

【専門相談員の相談対応：303社】

【産業政策課】 【事業承継セミナーの開催：6回 参加186人】

【基本的施策２】新たな市場の開拓等

（主な取組状況）

○秋田を拠点に東アジア・東南アジア地域への海外展開に取り組む企業に対して、商

談会・見本市等への出展や海外事務所開設等を支援しました。

○県産農林水産物や加工食品等を首都圏等の飲食店や小売店へ売り込むため、販路開

拓支援やマッチング機会の提供等を行いました。

○県産品の販路拡大と商品の改良、販売力の強化につなげるため、アンテナショップ

を活用した県産品のテスト販売を支援しました。

（関連施策の実施状況） （単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

未来のものづくり人材 県庁第２庁舎に設置しているものづくり展示ホールに県内企業の 8,391

創出応援事業 製造品を展示し、企業のもつ優れたものづくり技術を広く県民に

情報発信した。

【展示企業数：65社】 【年間来場者数：13,880人】

【産業政策課】 【企画展の開催：「ものづくりの中の動物たち」出展企業9社】

企業競争力強化事業(ﾊﾟﾜ ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ(3人)を配置し、コア技術の開発やマッチン 19,732

ｰｱｯﾌﾟﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ事業) グ支援等を行った。

【地域産業振興課】 【コア技術発掘件数：153件】 【マッチング件数：81件】

企業競争力強化事業（販 販路開拓アドバイザー(4人)を配置し、発注情報の収集・提供や 30,453

路拡大支援事業） 取引斡旋、合同商談会の開催等により販路開拓を支援した。

【販路開拓アドバイザーの支援：発注開拓 781件

斡旋件数 690件】

【秋田・青森・岩手合同商談会の開催：参加 136社

発注企業 53社】

【秋田広域商談会の開催：参加 104社、発注企業 51社】

【地域産業振興課】 【個別マッチング商談会の開催：参加 67社 発注企業 18社】

医療機器関連産業強化 全国規模の医療機器関連商談会（メディカルショージャパン等） 784

支援事業（販路拡大支 へ出展する企業を支援した。

援事業） 【出展費用の補助：5社】

【地域産業振興課】
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（単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

県内企業海外展開支援 県産品の販路開拓等、海外展開に取り組む企業に対し、人的・経 54,001

事業 済的支援を行った。

【あきた海外展開支援ネットワーク会議の開催：4回】

【ポータルサイトによる支援施策や先行事例等の情報発信】

【秋田県東南アジア経済・観光交流連絡デスクの開設：タイ】

【金融機関と連携した経済交流ミッションの実施：ベトナム、

台湾】

【海外展示・商談会等への出展支援：中国(3社出展)、

韓国(2社出展)】

【海外新拠点開設支援補助金：3社（台湾、タイ、シンガポール

【商業貿易課】 に事務所等開設）】

東アジア経済交流強化 東アジア諸国との貿易促進に取り組む企業を支援した。 9,334

事業 【秋田港コンテナ航路利用荷主・船社への奨励金

：医療機器メーカーが中国向け製品輸出を秋田港利用に転換】

【ロシア沿海地方政府等との交流：３カ国経済交流会議の開催

(秋田市)】

【商業貿易課】 【駐日大使館等と連携したﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞの支援：インドネシア】

秋田の食輸出強化事業 東アジア等での商談会等の開催や見本市等への出展支援を通じて 21,369

県内農産物・加工品の輸出拡大を支援した。

【中国商談会、シンガポール・タイでの秋田フェア等の開催】

【フード台北(国際食品見本市)への参加：3社】

【秋田うまいもの販売課】【台湾での商談会の開催：9社】

総合食品研究センター 総合食品研究センターの研究シーズをいかした発酵食品の開発 2,167

発「価値ある商品」造 と、県内企業との共同研究、技術支援等を通じた麹製品の開発を

成事業 支援した。

【高品質麹(あめこうじ)製造法の開発、マニュアル作成、ロゴマ

ーク作成(使用許諾20社)】

【秋田うまいもの販売課】【麹製造業者に対する製造支援の開始：14社 製造認定：4社】

あきたの食文化発信事 秋田の食の特徴をいかした新商品の開発や食文化のＰＲ等により 12,418

業 秋田の食のイメージアップと売り込みを図った。

【秋田オリジナル麹「あめこうじ」のプロモーション等】

【ハタハタフェスティバル(東京)の開催：参加企業20社】

【秋田うまいもの販売課】【乾杯条例の普及啓発等】

食彩あきた売り込み事 中間流通業者の営業力のスキルアップや商談会などのプロモーシ 19,438

業 ョン活動を通じて県産品の販路拡大を支援した。

【モデル事業採択：4社(県産品の売り込み、営業力向上等)】

【マッチング商談会開催：参加82社、商談成立64件】

【秋田うまいもの販売課】【あきた産直市の開催：7回(ＪＲ両国・浦和・大宮・上野駅)】

美酒王国秋田プロモー 秋田オリジナルの純米酒の開発やイベントを通じて、県産日本酒 3,567

ション事業 の販路拡大を支援した。

【秋田蔵付酵母純米酒シリーズの開発・販売：25蔵】

【秋田ＳＡＫＥカフェの開催(秋田市)：来場者466人】

【秋田うまいもの販売課】【県内酒蔵探訪：参加者68人】
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（単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

アンテナショップ運営 東京アンテナショップ「あきた美彩館」を活用し、県産品の販路 67,906

事業 拡大を支援した。

【秋田うまいもの販売課】【外国人向け「秋田夜学」の開催：2回】【県産品のテスト販売】

【基本的施策３】企業競争力の強化

（主な取組状況）

○新商品の開発や新分野への進出を図ろうとする中小企業に対して、人材育成や機械

設備の導入費用を支援しました。

○地域経済を牽引する意欲の高い中小企業を「中核企業候補」として認定し、技術開

発や営業力強化に向けた人材育成・マーケティングを支援しました。

○中小企業と大学・県内研究機関等とのマッチングを行い、ものづくりや医療機器分

野等の共同研究開発を支援しました。

（関連施策の実施状況） （単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

がんばる中小企業応援 新商品の開発等に取り組む意欲的な企業を「がんばる中小企業」 177,000

事業 に認定し、試作品等の研究・開発等ハード・ソフト両面から支援

した。 【補助件数：46件(製造業30件 非製造業16件)】

【地域産業振興課】 【企業立地・雇用増加型認定件数：5件】

先導的技術等開発支援 新製品等の開発にコンソーシアムを形成して取り組む企業に対し 26,029

事業（先導的技術等開 て開発資金等を支援した。

発事業） 【補助実績：3件 補助額25,000千円

【地域産業振興課】 （スマートハウス関連機器の開発等】

先導的技術等開発支援 新エネや医療機器等成長が見込まれる分野の企業や研究機関等に 2,682

事業（コンソーシアム よる研究グループの活動を支援した。

形成・活動推進事業） 【成長分野等技術セミナー：6回】

【地域産業振興課】 【企業研究グループへの講師派遣：6回】

企業競争力強化事業（生 中小企業の生産現場の改善指導とフォローアップ体制を強化し、 4,923

産性向上支援事業） 中小企業が抱える経営課題や生産現場の改善を支援した。

【産業振興アドバイザーによる改善指導：10社】

【生産改善アドバイザーによる改善指導：28社】

【地域産業振興課】 【改善フォローアップの実施：18社】

企業競争力強化事業（企 中小企業の企業間連携や生産工程の効率化の取組を支援した。 10,668

業競争力向上支援事業） 【カイゼン推進型：6社(アドバイザーの活用等)】

【企業連携型：6件(人材育成・技術交流活動)】

【地域産業振興課】 【企業体質強化型：3社(製造設備等の改善・改良等)】

ＥＶバス技術力向上事 路線バスの電動化改造（ＥＶ化）と営業路線での実証運行を通じ 7,203

業 て県内企業の技術力の向上と、関係メーカーと企業間のネットワ

ーク構築等を支援した。

【営業路線の運行：秋田中央交通・泉ハイタウン線(平日1回)】

【地域産業振興課】 【ＥＳＴ交通環境大賞奨励賞の受賞】
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（単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

産業技術センター研究 産業技術センターと企業との共同研究や、技術移転による事業化 48,959

推進費 を図り、世界に通用する企業育成のための研究開発を支援した。

【企業との共同研究：17件】 【企業からの受託研究：7件】

【地域産業振興課】 【特許出願・登録：出願1件 登録4件】

ものづくり中核企業創 地域の中核企業候補を認定し、経営戦略の策定や実施のための経 181,554

出促進事業 営支援等を行った。

【地域産業振興課】 【中核企業認定：10社(輸送機、医療機器、食品関連等)】

輸送機産業強化事業（航 航空機産業アドバイザーを配置し、販路開拓や技術指導、人材育 2,583

空機産業参入支援事業） 成等の支援を行った。

【航空エンジン・品質管理研修の開催】

【地域産業振興課】 【航空機産業アドバイザーによるマッチング：5件】

輸送機産業強化事業（自 展示商談会の開催や講演会、ガイドブックの作成等による自動車 3,739

動車関連産業強化支援 産業への取引拡大を支援した。

事業） 【東北７県展示商談会：参加7社（愛知県刈谷市で開催）】

【北東北３県展示商談会：参加7社(日野自動車)】

【地域産業振興課】 【自動車ガイドブック作成：掲載117社、1,000部】

次世代自動車参入プロ 自動車関連産業に求められるＱＣＤ、人材育成、加工技術の向上 57,715

ジェクト事業 等に対する支援を行った。

【ＱＣＤの向上：工程改善指導 6社】

【クルマスクール等の開催、トヨタ自動車東日本の協力による加

工技術セミナーの開催】

【地域産業振興課】 【中京地区アドバイザー活動：企業訪問 119件 マッチング 9件】

医療機器関連産業強化 医療機器分野の研究開発セミナーの開催、新たな機器等の開発案 13,058

支援事業（販路拡大支 件を支援するとともに、医工連携アドバイザーを配置し企業訪問

援事業を除く） ・相談対応等を行った。

【研究開発セミナー等の開催：5回】 【研究開発費支援：4社】

【医工連携アドバイザー相談対応：156件】

【地域産業振興課】 【展示商談会の開催：参加14社（東京）】

地域特産品サポート事 マッチング専門員の配置やマーケティングセミナーの開催、食品 20,832

業 加工設備の導入支援等を通じて食品製造業者の育成を図った。

【絶品マーケティング塾の開催：4回 延7日間】

【地域産業振興課】 【秋田の食品加工機能向上支援事業：採択2件】

情報関連認証等取得支 官公需の参加資格となりつつあるプライバシーマーク等の認証 3,506

援事業 取得に向けた支援を行った。

【プライバシーマーク等研修会の開催：2回】

【商業貿易課】 【機能安全規格研修会の開催：2回】

ＩＣＴ利活用啓発事業 事業協同組合や商店街振興組合等へのＩＣＴ利活用に関する出前 7,035

講座などを行い、ニーズの掘り起こし等を行った。

【商業貿易課】 【出前講座開催：35回 よろず相談会：3回】
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（単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

情報関連産業振興事業 展示商談会への共同出展や研修会、首都圏等のＩＴ関係者とのマ 8,270

ッチング等を通じて、情報関連産業の販路拡大と人材育成等を支

援した。

【プロダクションＥＸＰＯ東京への出展：4社】

【Ｊａｐａｎ ＩＴ Ｗｅｅｋへの出展：5社】

【情報産業活性化事業費補助金：助成先10件】

【商業貿易課】 【あきたＩＴｼｰｽﾞﾏｯｯﾁﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ：首都圏 2回 仙台 1回】

秋田ＩＣＴ戦略事業 ＩＣＴ推進会議を開催し、ＩＣＴを活用して地域課題を解決する 2,997

プロジェクトの掘り起こしや運営支援等を行った。

【情報企画課】 【推進会議の開催：3回】

産学官連携イノベーシ 産学官連携コーディネーター(2名)を配置し、大学等との橋渡し 40,173

ョン創出事業 やマッチングを行ったほか、研究開発費の助成等を通じて、中小

企業の新技術や新製品の開発を支援した。

【産学官連携交流プラザの開催：6回】

【フィージビリティスタディ支援事業：採択3件】

【研究開発シーズ育成支援事業：採択4件】

【重点分野開発研究プロジェクト：新規採択1件】

【学術振興課】 【秋田わか杉科学技術奨励賞：表彰2名】

知的財産総合マネジメ 知的財産の創造を担う公設試研究員の大学院博士課程における修 2,857

ント事業 学や独立行政法人への派遣を通じての新たな知見や実験手法の習

得を支援した。 【大学院博士課程修学支援：新規2人、継続4人】

【独立行政法人への派遣：1人】

【学術振興課】 【秋田県特許技術シーズ集の作成：1,000部】

総合食品研究センター 県産農林水産物を活用した県内企業の新商品開発等を支援するた 20,022

研究推進費 めの研究開発を行った。

【鱈しょっつる、鱈ラーメン等の開発】

【清酒の常温流通を目指す新規酵母2種を実用化】

【秋田うまいもの販売課】【ジュンサイエキス活用商品5種の発売】

地球温暖化総合対策事 エネルギー管理士が一定規模以上のエネルギーを使用する特定事 3,914

業（民生業務部門温暖 業者を訪問し、省エネ対策に関する情報交換・アドバイスを行っ

化対策事業） た。 【訪問企業数：61社】

【温暖化対策課】

フードセーフティー推 県産加工食品の衛生管理に係る技術的支援を通じて、食品加工事 8,000

進事業 業者の国内外での販路拡大を支援した。

【県版ＨＡＣＣＰ取得希望者への技術的支援

：認証取得 5件 認証取得申請支援 18施設】

【輸出に向けた総合的なサポート：サポート実施 18施設

【生活衛生課】 輸出実績 10施設】

建設業経営基盤強化支 新分野への進出や新技術・新工法の導入により経営基盤を強化す 12,920

援事業（建設業経営基 る建設業者を支援した。

盤強化支援事業） 【成長分野への進出：3社】

【建設政策課】 【新技術等の導入：1社】
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【基本的施策４】新たな事業の創出

（主な取組状況）

○地域資源を活用した創業や新商品の開発等を後押しするため、ファンドを活用して

開発費用や設備導入費を支援しました。

○起業・創業を促進するため、起業塾の開催や、起業等に要する人件費・初期投資費

用等を支援しました。

○成長分野として期待される新エネルギー産業への参入企業に対して、アドバイザー

派遣や調査費、技術者養成等を支援しました。

（関連施策の実施状況） （単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

あきた企業応援ファン 地域資源を活用した新商品開発や販路開拓等の経営革新に向けた －

ド事業 取り組みを支援した。

【地域産業振興課】 【採択件数：34件(航空機用洗浄装置の開発等)】

あきた起業促進事業 起業家に対する初期投資費用等の助成や起業セミナーの開催等を 31,875

通じて若者・女性・シニアを含めた幅広い層の起業に向けた支援

を行った。

【起業支援事業：採択11件(初期投資費用等の助成)】

【商工団体ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰの養成：2人】

【起業塾の開催：9カ所 11回 受講者延べ193人】

【商業貿易課】 【起業塾受講者への個別サポート：延べ28人】

サービス産業育成支援 少子高齢化や健康・福祉など社会課題に対応した自由な発想等に 260

事業 よるビジネスをモデルケースとして支援した。

【商業貿易課】 【モデルケース：1件(高齢者等を対象としたﾎｰｽｾﾗﾋﾟｰ事業)】

新エネルギー産業創出 新エネルギー産業への参入を目指す企業を支援した。 57,439

・育成事業 【風力発電等メンテナンス技術者養成補助金：2社】

【風力発電関連アドバイザーの派遣：2社】

【資源エネルギー産業課】【風力発電メンテナンス事業者育成研修会の開催：3回】

あきた農商工応援ファ 中小企業と農林漁業者等が連携して新商品の開発等を行う取組を

ンド事業 支援した。 －

【農商工連携支援事業：採択8件(連携体が行う事業)】

【農商工連携応援団体支援事業：採択1件(連携体を支援する団体

【秋田うまいもの販売課】 が行う事業)】

【基本的施策５】地域の特性に応じた事業活動の促進

（主な取組状況）

○地域資源を活用して新たな地域産業の創出等に取り組む市町村や商工団体等に対

して、アクションプログラムの策定費や事業実施経費を支援しました。

○産地組合等が実施する伝統的工芸品等振興策に要する経費を支援しました。

（関連施策の実施状況） （単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

提案型地域産業パワー 市町村や商工団体等による新たな地域産業の創出や既存の地域産 3,345

アップ事業 業の拡大等に向けた取組を支援した。

【地域産業振興課】 【採択団体：大仙市(花火産業創出事業)】
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（単位：千円）

伝統的工芸品等振興事 産地組合等が行う伝統的工芸品のブランド化への取組や新商品の 9,941

業（伝統的工芸品等振 開発等の支援を行った。

興補助事業） 【支援工芸品：川連漆器、大館曲げわっぱ】

【地域産業振興課】

植物工場による先端ア 県内企業で構成されるコンソーシアムが行う植物工場実証施設の 19,403

グリビジネスシステム 運営等を支援した。

推進事業 【栽培品目：低カリウム葉菜（サラダホウレンソウ等）イチゴ、

トマト】

【地域産業振興課】 【社員食堂・ホテルへのマーケティング経費の助成】

先駆的商業者活性化サ 先駆的な活動をしている商業者のネットワーク化を図り、相互交 4,397

ポート事業 流による商業活動の活性化を支援した。

【ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ「秋田商業コミュニティ本部」の開設による情報発信】

【秋田県商業者ネットワークづくりフォーラムの開催

：鹿角市、にかほ市、大仙市】

【圏域を超えた商店街同士のマッチング

【商業貿易課】 ：大館市大町商店街振興組合、にかほ市出前商店街振興会】

買い物弱者支援商業モ 買い物弱者の利便性を向上させる新たな取り組みやサービス等を 1,910

デル事業 支援した。

【採択団体：2団体 弁当・日用品等の移動販売(由利本荘市)

【商業貿易課】 高齢者の買い物サポート（鹿角市）】

商業活性化・まちづく 商店街を核として中心市街地で実施される賑わい創出事業に対し 2,530

り支援事業 て、市町村とともに支援を行った。

【商業貿易課】 【助成先：6市 22事業】

【基本的施策６】人材の育成及び確保

（主な取組状況）

○高校生を対象に県内企業の見学会を実施し、職業観や勤労観の醸成を図りました。

○県内中小企業に対して若者の職場定着状況や早期離職要因に関するアンケート調査

を行い、若者定着に向けた課題抽出を行いました。

（関連施策の実施状況） （単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

輸送機産業強化事業（設 産業技術センターに３次元ＣＡＤ機器(５台)を設置し、輸送機産 4,232

計人材育成事業） 業の設計研修(５日間)の実施を通じて設計技術者の育成を行っ

た。

【地域産業振興課】 【初級コース：12人】【中級コース：10人】【上級コース：9人】

あきたの若者職場定着 企業等へのモニタリングを実施し、若年者の職場定着の促進に向 2,781

促進事業 けて現状や課題等の抽出を行った。

【アンケート調査の実施：1,000事業所（うち回答535事業所）】

【ヒアリング調査の実施：46事業所】

【情報交換会の開催(参加企業)：中央地区 12社 県北地区 8社

県南地区 7社】

【雇用労働政策課】 【コンサルタント派遣：5事業所各7回】
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（単位：千円）

事業名・担当課 実施概要・取組実績 予算額

秋田を支える人材確保 Ａターンプラザ(東京)にＡターン促進専門員を配置し、Ａターン 14,581

支援事業(秋田で就職応 希望者の相談受付・情報提供や移住・定住の相談対応、Ａターン

援団（Ａターン）事業） 就職面接会等を通じてＡターン就職の促進を図った。

【あきた美彩館での移住・Ａターン相談の実施：3日間】

【Ａターン就職面接会(東京)：2回 参加者90人 参加企業延63社】

【雇用労働政策課】 【Ａターン経験者と希望者との交流会の開催：参加者17人】

秋田を支える人材確保 新規大学卒業者等を対象とした就職面接会を開催し、企業の人材 402

支援事業（学卒者県内 確保を支援した。

就職促進事業） 【就職説明会：5月 参加者452人 参加企業113社

【雇用労働政策課】 9月 参加者177人 参加企業117社】

職業能力開発支援事業 在職労働者等のスキルアップを図るため、認定職業訓練法人等が 39,530

実施する職業訓練を支援した。

【長期訓練(2年)：8科目(建築等) 59人】

【雇用労働政策課】 【短期訓練(6ｹ月以内)：105ｺｰｽ 延1,997人 】

県内就職促進事業（高 新規高卒者を対象とした就職面接会を開催し、企業の人材確保を 1,092

校生等就職面接会開催 支援した。

事業） 【就職面接会：6地域で開催(10月下旬～11月下旬)

【雇用労働政策課】 参加者 134人 参加企業 延177社】

県内就職促進事業（地 高校１年生を対象に企業見学会を開催し、職業観や勤労観の醸成 2,871

元企業魅力発見事業） を図った。

【雇用労働政策課】 【職場見学会：参加者1,812人(33校) 見学企業数 延140社】

男女共同参画推進事業 経営者等向けセミナーや管理職を目指す女性向け講座等を開催 1,953

（男女が働きやすい職 し、男女が働きやすい職場環境づくりの取組を推進した。

場環境づくり事業） 【経営者等向けｾﾐﾅｰ：1回 参加者数52人】

【管理者講座：5回 参加者数 延135人】

【女性向け講座：3回 参加者数 延54人】

【男女共同参画課】 【ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽに取り組む企業紹介冊子作成：1,000部】

建設業経営基盤強化支 若手技術者を対象とする研修会を実施し、技術力の向上と資格取 994

援事業（建設業若手技 得に向けた支援を行った。

術者育成事業） 【技術者研修：参加者33人】

【建設政策課】 【建設機械運転技能研修：参加者18人】

高校生未来創造支援事 各事業所等での就業体験(インターンシップ)を通じて働くことの 896

業（キャリア教育総合 意義や職業に対する理解を深め、主体的に職業選択ができる能力

推進事業） の育成を図った。

【高校教育課】 【実施校：54校 参加者4,724人(高校２年生終了時までに実施)】
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