
（様式１）

政策評価（平成27年度）

政策名 産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略

政策コード 1 幹事部局名 産業労働部

評価者 企画振興部長 実施日 平成27年10月30日

Ⅱ　政策の推進状況

１　数値目標及びその達成状況

※達成度の判定基準

　Ａ：100％以上　 Ｂ：80％以上100％未満　 Ｃ：60％以上80％未満　 Ｄ：60％未満

A 2

6

1

B

C

D

※1-1①、1-1②及び1-2①は速報値。1-2②は、H26年度の数値が未公表であるため、H25年度の数値を記入

A

B

B

B

達成度

A

B

C

B

B

95.9%

93.8%

115.2%

91.9%

81.0%

93.3%

直近の
達成率

101.4%

99.2%

79.9%

Ⅰ　政策の目標(目指す姿)

政策評価調書

　本県の産業を世界規模での景況悪化等の大きな外部環境の変化に負けない芯のある産業とするため、企
業の付加価値生産性の向上による加工組立型産業の構造的な転換を図るとともに、豊かな地域資源の活用
を通して生み出される商品やサービスの付加価値を高め、県外へ売り込む秋田ブランドを創出する。
　また、県内企業による成長分野への積極的な参入の促進と、地域に根ざした産業の振興による重層的な
産業構造の構築を図り、これらの施策を戦略的に展開することにより、地域の雇用の拡大を図る。

目標 775 850 925 1,000

1-2①

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

13,260

1-1① H24

単位：億円

1-1②

99.2%

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

12,360 12,800

実績

達成率

11,930

12,094

101.4%

4,710

4,671

年度

目標

実績

達成率

目標 4,880 5,060 5,240

●各施策の代表指標

製造品出荷額等
（従業者４人以上の事業所）

製造業の付加価値額
（従業者４人以上の事業所）

出典：工業統計調査

出典：工業統計調査

H24

単位：億円

基準値

年度

11,236

4,435

出典：工業統計調査 単位：億円 達成率 79.9%

H24 実績 619

1-2②

医療機器関連製造業の製造
品出荷額等（従業者４人以上
の事業所）

504 目標 540 560 580 600

H24 実績 518

出典：工業統計調査 単位：億円 達成率 95.9%

1-3①
風力発電設備導入量

9,950 目標 60,000 60,000 60,000 60,000

H24 実績 56,270

出典：県・資源エネルギー産業課調べ 単位：kW 達成率 93.8%

1-3②

環境・リサイクル関連対象企
業の製造品出荷額等

118 目標 151 167 183 199

H24 実績 174

出典：県・資源エネルギー産業課調べ 単位：億円 達成率 115.2%

1-4①

秋田港国際コンテナ取扱量
（実入り）

44,804 目標 49,400 51,900 54,500 57,200

H24 実績 45,384

出典：秋田県貿易統計 単位：TEU 達成率 91.9%

達成率 93.3%

1-4②

企業の誘致件数及び誘致済
企業等の施設・設備の拡充件
数

20 目標 21 22 23 24

H24 実績 17

出典：県・産業集積課調べ 単位：件 達成率 81.0%

1-5①
県内大学生等の県内就職率

47.9 目標 51.0 54.0 57.0 60.0

H24 実績 47.6

出典：秋田労働局調べ 単位：％
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２　政策を構成する施策評価の結果

３　施策評価の概要

1-1　企業の経営基盤の強化と地域産業の振興

1-2　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

1-3　「新エネルギー立県秋田」の創造と環境・リサイクル産業の拠点化

　（公財）あきた企業活性化センターにおいて、これまでの高度な専門的知識や経験が必要な経営相談への対応に
加え、「よろず支援拠点」を新たに開所し、企業の成長ステージに応じたきめ細かな支援を総合的に実施したほ
か、産業技術センターでの研究員の積極的な企業訪問による技術指導や、あきた産業デザイン支援センターによる
産業デザインを活用したものづくり支援などにより、企業の経営力向上や高付加価値化による競争力強化に向けた
支援体制の整備を図っている。
　また、新たに「提案型地域産業パワーアップ事業」を実施し、地域資源を活用した新産業の創出や既存産業の拡
大に向けた市町村や関係団体の取組を支援するなど、伝統産業を含めた地域に根ざした特色ある産業の育成を進め
ている。
　さらに、県内産業の喫緊の課題となっている事業承継については、新たに商工会議所内に設置された秋田県事業
引継ぎ支援センターと連携し、事業者訪問による案件掘り起こしやセミナー開催等による意識醸成に努めた結果、
事業承継が実現した事例が創出されるなど、徐々にではあるが成果が現れてきている。
　評価指標である「製品出荷額等」が目標を達成しているほか、「付加価値額」も前年度を上回り、これまでの減
少傾向に歯止めがかかっていることから、施策は「概ね順調」と評価される。

　地域経済を牽引する中核企業の育成については、候補企業に対する経営戦略の策定から、技術開発、設備投資、
販路開拓・営業力強化に至る総合的な支援により、毎年度着実に目標企業数を達成してきている。
　産業分野別では、自動車産業において、各種セミナーの開催や工程改善指導により県内関連企業のコスト競争
力・技術力が高まってきており、東北生産車の部品に県内企業製品が採用されたほか、航空機産業においても、専
門アドバイザーによる販路開拓支援等により、県内企業の新規参入や受注拡大が図られている。
　また、医療機器関連産業においても、研究開発や展示会への出展支援を行ったほか、関連企業とのマッチング支
援等を行う医工連携アドバイザーの配置などにより、異分野から新たに医療機器分野への市場参入を果たす企業が
現れるなどの成果が上がっている。
　このほか、商工団体と連携した起業家タイプに応じたきめ細かな支援による開業率の向上やネットワーク化の推
進による商業者の連携強化などに取り組んでいる。
　しかしながら、評価指標である「輸送用機械器具製造業の製造品出荷額等」が目標を下回っており、「医療機器
関連製造業の製造品出荷額等」も目標の達成が不透明であることから、施策としては「やや遅れている」と評価さ
れる。

　新エネルギー産業については、固定価格買取制度の施行以降、県内での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、評価指標となっている「風力発電設備導入量」が、ほぼ目標を達成
し、今後３年間でも２倍以上の増加が見込まれるなど、急速な導入拡大期を迎えている。
　さらに、研修会の開催や専門アドバイザーの派遣等による支援の結果、平成２６年度風力発電設備導入量の６割
以上に県内事業者が参画しており、メンテナンスなど関連産業への進出事例も増加しているほか、企業や経済団体
等による洋上風力発電に関するフォーラムが設立されるなど、県内事業者の育成も進展している。
　また、環境・リサイクル産業については、施設整備費や研究開発費への支援や石炭灰など未利用資源のリサイク
ル事例の調査・情報提供などを行っており、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等」
も大きく目標を上回っている。
　以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

概ね順調

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

「新エネルギー立県秋田」の創造と環境・リサイクル産業の拠点化

海外取引の拡大と産業拠点の形成

概ね順調

やや遅れている

施　策　名 施策評価の結果施策コード

やや遅れている

１－３

１－４

概ね順調

秋田の産業を支える人材の育成

企業の経営基盤の強化と地域産業の振興

１－５

１－１

１－２
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1-4　海外取引の拡大と産業拠点の形成

1-5　秋田の産業を支える人材の育成

　製材等の輸入量の大幅な落ち込みにより、評価指標である「国際コンテナ取扱量」は目標を下回ったものの、積
極的なポートセールスにより医療品など新たな製品輸出が開始されるなど、輸出量は順調に増加しているほか、対
岸地域での商談会開催や国際見本市への出展、バンコク連絡デスクの設置など、県産品の販路拡大と県内企業の海
外進出に向けた取組は着実に進展している。
　企業誘致等については、件数は目標の８割に止まったものの、誘致企業に対する継続的なフォロ－アップ等によ
り新規投資が促進された結果、新規雇用人数が目標を上回るなど、一定の成果が上がっている。
　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。

　産業人材の育成については、輸送機関連産業や新エネルギー関連産業など、今後成長が見込まれる分野における
人材育成や技能の多様化・高度化に対応するため、企業や卒業生を対象とした調査を実施し、技術専門校での訓練
内容やカリキュラムの見直しに着手したほか、介護やＩＴ分野など新たなニーズに対応するため、民間教育訓練機
関を活用した職業訓練を実施している。
　県内就職の促進については、新規高卒者に対し圏域を超えた広域的な就職を促すため、就職支援員等による企業
見学を新たに実施したことなどにより、新規高卒者の県内就職率が前年度を上回ったほか、Ａターン就職につて
も、就職相談会やウェブページのほかフェイスブックなど多様な情報発信を行ったことなどにより、Ａターン希望
者登録者数は前年度を上回っている。
　しかしながら、評価指標である「県内大学生等の県内就職率」は前年度より低下し目標を下回ったほか、「Ａ
ターン就職者数」も前年度より減少していることから、施策全体としては「やや遅れている」と評価される。
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Ⅲ　県民意識調査の結果

調査年度

肯定的意見

十分である

概ね十分である

ふつう

否定的意見

やや不十分である

不十分である

わからない・無回答

調査結果の認識、取組項目の状況

Ⅳ　政策を取り巻く社会経済情勢の変化

32.0

21.6

35.8

0.9

　全体では、「十分である」が0.9％、「概ね十分である」が7.3％となり、十分であると感じている人は8.2％と
少ない。ただし、「ふつう」の35.8％を合わせると44.0％となり、前期プランの「産業経済基盤の再構築」戦略の
昨年度の結果と比較すると、18.6ポイント増えている。
　施策別では、肯定的に感じている人の割合は、「新エネルギー・環境・リサイクル産業の拠点化の取組」が
58.3%と最も高い反面、「秋田の産業を支える人材育成への取組」が27.6%、「秋田を牽引する企業の育成と新たな
事業展開への取組」が29.4%と低く、他の施策も30%台となっている。

10.4

24.0

充
実
度

Ｈ２７

○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。
○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11月、環太平洋パートナーシップ協定に関して、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。デフレ経済克服を目的とした金融政策（通称アベノミクス）が示され
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26年４月、消費税率が８％に引き上げられた。
○平成26年12月、まち・ひと・しごと創生法が施行され、国と地方が一体となって地方創生を実現するため、各自
治体において総合戦略を策定することとされた。

7.3

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

8.2
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Ⅴ　評　価

Ⅵ　評価結果の反映状況（対応方針）

○課題

○国内経済はゆるやかな回復傾向にあるが、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要とその反動等による大
きな環境変動、原材料・エネルギーコストの増加、経済活動のグローバル化の進展による企業間競争の激
化等、依然として県内企業を取り巻く環境は予断を許さない状況である。
○海外取引の展開については、円安傾向や住宅需要の低迷などにより、製材・木製品など本県の主要輸入
品目の減少が続いているほか、中国、韓国、ロシアについては、政治・社会的な関係改善の見通しがまだ
不透明な状況にある。
○国内市場の縮小等により、企業の事業環境が厳しくなる中、大都市・大企業と県内中小企業との間で人
材獲得競争が激化されることが想定される。

概ね順調

評価理由

〇産業技術センターによる技術指導や産業デザイン支援センターによる産業デザインを活用し
たものづくり支援などにより、企業の経営力向上や高付加価値化による競争力向上に向けた支
援体制が整備されているほか、事業承継に向けた取組も進められている。
〇地域経済を牽引する中核企業の育成が総合的な支援により着実に進んでいるほか、自動車産
業での競争力・技術力の向上や、航空機産業における県内企業の新規参入・受注拡大の進展な
ど、成長分野における事業展開が拡大している。
〇新エネルギー産業については、風力発電が急速な導入拡大期を迎えているほか、メンテナン
スなど関連産業への県内企業の進出が増加している。
〇輸送機器関連産業など成長分野における人材育成や技能の多様化・高度化に対応するため、
企業ニーズに基づく職業訓練の見直しを図っているほか、介護やＩＴ分野など新たなニーズに
民間訓練機関を活用して対応している。
〇企業誘致件数など一部指標において前年度を下回っているものの、我が国全体の経済が回復
基調にあることを背景に、製造品出荷額が目標を達成するなど、ほとんどの指標が前年度を上
回っていることなどから、政策全体としては「概ね順調」に進んでいる状況にある。

　○「中小企業振興条例」の趣旨を踏まえ、支援機関等による相談体制の整備や「がんばる中小企業応援事
　業」などの支援事業を充実することにより、企業の競争力強化を支援していくとともに、事業承継におい
　ては、相談対応、マッチングだけでなく後継者育成なども行っていく。
　○輸送機関連産業、医療機器関連産業等の成長分野へのさらなる参入のために、参入・受注に必要な認証
　取得に対する支援や地域サプライヤーの育成、連携組織を通じた各企業の研究開発や製品開発支援を強化
　していく。
　○新エネルギー産業については、平成２７年度内に策定予定である「第２期秋田県新エネルギー産業戦
　略」に基づき、陸上風力のメンテナンスへの参入支援や洋上風力発電の事業化に向けた支援を行う。
　○海外展開については、港湾機能の強化を図るとともに、「あきた海外展開支援ネットワーク」や海外拠
　点の積極的な活用により、県内企業の海外展開支援に取り組む。
　○本県の技術力や地場産業、豊かな自然環境などの地域資源をＰＲし、本社機能等移転など新たな支援策
　を示しながら様々な分野の企業誘致活動に取り組んでいく。
　○このような取組を通じて、本県産業を重層的でバランスの取れた産業構造に転換していくほか、就職
　マッチングやＡターン相談会を行うことで、県内就職者やＡターン就職者の増加を図っていく。

自己評価の「概ね順調」をもって妥当とする。

○政策評価委員会意見

総合評価

○関係機関との連携による相談体制の強化などにより企業の経営基盤の強化を図るとともに、中小企業の
事業承継や事業再生の支援に取り組む必要がある。また、県内産業を牽引する中核企業の育成をさらに進
めていく必要がある。
○ＴＰＰ交渉の大筋合意による海外展開の可能性の高まりを踏まえ、中国、韓国及びロシアについては友
好交流活動を通じた人脈形成等を通じて経済分野の交流進展に取り組むとともに、海外拠点の積極的な活
用等により県内企業の海外展開を支援していく必要がある。
○成長分野を担う人材の育成に取り組むほか、マッチング機会の提供や多様なツールを活用した情報発信
により、県内就職の促進やＡターン就職者の増加を図る必要がある。

○今後の推進方向（重点的・優先的に取り組むべきこと）
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