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施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 1 政策名 産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略

施策コード 1 施策名 企業の経営基盤の強化と地域産業の振興

幹事部局 産業労働部 担当課 地域産業振興課

１次評価（産業労働部長） 平成27年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年8月31日

１　施策の目的等（政策との関連、必要性、取組内容、取組後の姿　など）

２　施策の状況

（１）代表指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

※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

※①、②について、H26年度の実績については速報数値を記載

（２）代表指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

　県内企業は本県経済の発展や雇用の確保に極めて重要な役割を担っており、その振興は本県経済の
活性化には不可欠だが、本県企業の多くが労働集約的な下請け企業や、独自技術や自社製品を持たな
い零細企業であり、本県の製造業における付加価値生産性は全国でも低位となっている。このような
状況から脱却するため、個々の企業の経営体質の改善等による経営力の向上支援、製品やサービスの
高付加価値化への支援等を通じて県内企業の競争力強化を図り、「外貨」を獲得できる地域産業とし
て持続的な成長を促していく。

　平成26年工業統計の速報数値によると、本県の平成26年製造品出荷額等は1兆2,094億円で、目標値
の1兆1,930億円を164億円上回り、代表指標の達成率は101.4％となる。
　平成25年製造品出荷額等の1兆1,065億円と比較すると1,029億円の増加、増加率は9.3％となり、全
国で2番目に高い数値となっている。産業別にみると、当県のリーディング産業である電子部品・デバ
イスの491億円の増加を筆頭に、生産用機械で104億円増加、金属製品で88億円増加と、16産業で増加
している。
　しかし、平成26年は全国的に増加傾向ということもあり、依然として本県の全国順位は43位と昨年
と変化なく、低位で推移している。

　製造業の付加価値額について、速報数値は4,671億円で前年に比べ447億円の増加、増加率10.6％で
あり、こちらも目標に対する達成率が99.2％と高い水準になった。増加率は全国3位の高さとなってい
るが、製造品出荷額同様、全国順位は前年同様の43位となっている。

99.2%

101.4% A
製造品出荷額等
（従業員４人以上の事業所）

11,236

B
単位：億円 99.2%出展：工業統計調査

②

製造業の付加価値額
（従業員４人以上の事業所）

4,435 4,710 4,880 5,240

H24 4,671

5,060

12,800

出展：工業統計調査

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２９ 達成度
年度

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
直近の
達成率

評価者・実施日

単位：億円 101.4%

①

11,930 12,360 13,260

H24 12,094
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（３）関連指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

（４）関連指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

11

100.0%H24 11

単位：件 100.0%

⑦
伝統的工芸品産地への支援件数

11 11 11 11

出展：地域産業振興課調べ

274.5%H24 302

単位：件出展：地域産業振興課調べ 274.5%

産業デザインに関する相談件数
96

1,220

2,200

114.8%
知的財産に関する相談件数

136.6%

直近の
達成率

備考

⑤

④

出展：地域産業振興課調べ 単位：件

125.9%

130 140

1,182 1,200 1,210

110 120

125.9%

27 27 27

出展：地域産業振興課調べ 単位：社

H24 1,377

114.8%

①平成26年度は、首都圏と東北地区で受発注マッチング支援等を行う販路開拓アドバイザーを、(公
財)あきた企業活性化センターに4人配置。アドバイザーの経験年数が上がったことで企業の掘り起こ
しやニーズの把握がスムーズになり、781件の企業訪問を行った結果、目標値を大幅に上回る690件の
斡旋件数となった。
②「企業競争力強化事業」における平成26年度の改善支援実績は27社（産業振興アドバイザー16社、
生産改善アドバイザー11社）となっているほか、当該事業以外で食品製造業への改善指導で2社、自動
車産業関連企業への改善指導で6社の実績となり、合計35社で目標を達成している。なお、平成27年度
は生産改善アドバイザーを1名増員したことによりさらに支援実績の増加が見込まれる。
③技術指導・相談件数について、産業技術センターの研究員が、県内企業に対して活用できる技術を
提案し、企業と一緒になって課題解決を行い製品開発につなげていく「技術支援加速化事業」を実施
したことにより、平成26年度の実績は2,596件と、目標の1,900件を大きく上回った。
④知的財産権制度に関する説明会やセミナー等の効果により、平成25年度1,298件、平成26年度は
1,337件と、知財総合支援窓口の相談ニーズは年々高まっている。
⑤「あきた産業デザイン支援センター」が実施したセミナー等の効果により、県内企業が産業デザイ
ンに関心を持ち、産業デザインを活用したものづくりの取組が増加したことで、産業デザインに関す
る相談件数が大幅に増加している。また平成25年度から、企業の相談にワンストップで対応する「(公
財)あきた企業活性化センター」内に設置場所を移行したことにより、マーケティングや販路等の相談
と一貫して対応することが可能になり利便性が向上したことも要因の一つと考えられる。
⑥「あきた企業応援ファンド」は、継続的な周知広報により事業が定着してきており、平成26年度達
成率125.9％となった。引き続き積極的な広報に努め、県内中小企業による地域資源等を活用した新商
品開発等を支援する。
⑦伝統的工芸品産地への支援は、「秋田県伝統的工芸品等振興補助事業」により、各々の課題に対応
した伝統的工芸品等産業の産地・市町村の新商品開発や販路拡大等の取組を支援しており、目標に対
する達成率100％となっている。引き続き「新あきた伝統的工芸品等振興プラン」に基づき、各産地・
市町村・県が連携して取組を行う。

⑥
あきた企業応援ファンドによる支援件数

27

H24

27

出展：地域産業振興課調べ 単位：件

1,230

34

1,624 1,900 2,050

136.6%

H24 2,596

181.6%690

181.6%

100.0%

5

100.0%
5

出展：地域産業振興課調べ

Ｈ２７ Ｈ２８
年度

①
受発注斡旋件数

②
改善支援実績

③
技術指導・相談件数

出展：地域産業振興課調べ

2,350

単位：件

単位：件

6 35 30

H24 35

380 380 380 380373

Ｈ２９●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６

H24
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 企業の経営基盤の強化

　「知的財産有効活用事業」では、知財総合支援窓口に県内企業や県民、学官関係者などから寄せら
れた1,337件(平成24年度1,182件、平成25年度1,298件)の相談対応のほか、知的財産権制度に関する説
明会やセミナー等を開催し、県内企業等の知財意識の強化に努めた。

  「企業競争力強化事業」では、（公財）あきた企業活性化センターにパワーアッププロデューサー3
人を配置し、川下ニーズと川上シーズの技術マッチングを行い29件の研究開発の着手等を支援したほ
か、ワンストップ移動相談所の開設、専門家派遣の実施、経営相談員の配置によって、中小企業支援
施策の活用促進が図られ、経営基盤の強化に結びついた。併せて、販路開拓アドバイザーによる受発
注マッチング支援や北東北3県合同商談会等の実施により、県内企業に販路拡大の機会を提供した。ま
た、自動車メーカー経験者等による生産工程改善の現場指導を毎月実施し、改善に対する意識の醸成
を図り、生産管理技術の向上や現場改善を促進した。支援企業においては生産性向上の成果(ＱＣＤ向
上)が得られており、自ら改善活動を展開できる企業も4社育っている。

　県内支援機関の中核的機関である（公財）あきた企業活性化センターでは、ワンストップサービス
センターとして高度な専門的知識や経験が必要な経営相談に対して支援したほか、平成26年度からは
国の委託を受けて「よろず支援拠点」を新たに開所してあらゆる経営相談に対応し、資金調達のため
の事業計画策定や販売戦略策定への支援により売上増加につながった事例も出ている。
　センター全体としては、前年度比30.5％増の6,824件の相談に対応し、各種補助金等の情報提供や企
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。
　また商工団体への補助を通じて、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
談対応等（平成26年度巡回指導件数 合計82,294件）を実施し、地域企業に密着した支援を促進した。

　あきた産業デザイン支援センターでは、平成26年度に302件の相談に対応したほか、6回のセミナー
等を開催した結果、県内企業に産業デザインを活用したものづくりが着実に広がっている。今後も、
下請企業であっても付加価値の高い売れる商品開発や提案型のものづくりが行えるよう、引き続き相
談対応やセミナー等による意識啓発を通じて県内企業の産業デザインの活用を促進し、県内企業の競
争力を高めていく。また、相談件数が急激に増加しているため、他の支援機関や関連機関との連携を
検討していく。

○企業経営力の向上支援

○技術指導の充実・強化

○高付加価値化による競争力の強化支援

　「がんばる中小企業応援事業」では、製造業のみならず商業・サービス業等を含めた幅広い業種を
対象として、意欲を持って新たな取組に挑戦し、自社の競争力の強化を図ろうとする県内中小企業47
社の取組を採択した。具体的な採択案件として、例えば「介護現場のニーズに対応した離床コールセ
ンサーの開発」や「マルチコプターの導入による東北地方唯一の技術の確立」等があるが、これらの
取組に対してソフト・ハード両面から支援することで、「秋田県中小企業振興条例」が目指す「自立
型」、「創造型」の中小企業育成と県内産業の活性化が図られた。

共同研究 33 39 40 46

　産業技術センターでは、共同研究、受託研究のほか、各種セミナーや相談業務を通じ、新技術の開
発や生産技術の向上等に積極的な支援を行っている。更に平成26年度からは、産業技術センターの研
究員が、県内企業に対して活用できる技術を提案し、その企業と一緒になって課題解決を行い、製品
開発につなげていく「技術支援加速化事業」を実施した。

    産業技術センターにおける技術指導、共同研究の件数

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

技術指導・相談 1,668 1,624 1,892 2,596
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② 地域産業の振興

③ 中小企業の事業承継や事業再生の支援

　食品産業の振興を図るため、マーケティングノウハウや商品戦略の実務等に関するセミナーを開催
（延べ7日間、修了15人）し、本県食品産業を牽引する人材を育成したほか、県内事業者と大手食品
メーカー等とのマッチングを図る専門員1人を配置し、首都圏企業等とのマッチングを支援するととも
に、県内に不足している食品加工機能の拡充に貢献できる食品事業者2社に対し、加工設備の導入を支
援（補助金額10,000千円）した。また、食品事業者2社に対する改善活動の支援に取り組んだ。

　県内の多様な地域産業の活性化を促進するため、大仙市の花火産業構想をベースに今後の具体的な
施策等をアクションプログラムとしてまとめる取組に対して支援を行った。

　「新あきた伝統的工芸品等振興プラン」(平成26年3月策定)の方針に基づき、伝統的工芸品等の産業
振興を図るため、市町村及び産地等（通常枠10件（市町村4件、産地等6件）、産地連携枠1件）に対し
て支援を行い、現代のライフスタイルに合った商品開発や展示会等への出展による販路開拓、後継者
育成など、産地等が抱える課題解決に向け、積極的な取組がなされた。また、首都圏で開催する展示
即売会「全国伝統的工芸品展ＷＡＺＡ２０１５」等への出展を支援し、6産地（国指定4産地、県指定2
産地）が出展し、県内伝統工芸品の魅力を全国に発信するとともに、産地等が行う販売促進活動に寄
与した。

○地域に根ざした産業の育成

○伝統産業の活性化

○支援機関等との連携による事業承継や事業再生の促進

　平成26年4月1日、事業承継に係る総合相談窓口である「秋田県事業引継ぎ支援センター」が、秋田
商工会議所に設置された。事業引継ぎ支援センターと連携し、県内全域での事業承継等についての案
件掘り起こしやきめ細かな対応を行うため、専門相談員5名を配置した。延べ1,964社の事業所を訪
問、303社の相談を受け付けたほか、県内中小企業者の事業承継に係る現状把握のため、アンケート調
査を実施し（対象：4,000社、有効回答率：72.3％）、調査結果を踏まえた新たな施策、事業を検討し
た。また、事業承継に関する普及啓発を図るため、事業承継セミナー及び個別相談会を6回開催した
（大館市、秋田市及び横手市で各2回、参加者186名、相談者8名）。
　中小企業再生に係るワンストップサービス支援機関である「秋田県中小企業再生支援協議会」にお
いて、71社の相談を受け付け、44件の再生計画を策定するなどの支援を行った。
　実績として、事業承継が実現したものが1件、事業承継計画の策定を進めているものが5件となるな
ど、徐々に成果が現れてきているものの、経営者の平均年齢や後継者不在率が高い本県においては、
早急に事業承継を進めることが喫緊の課題であることを再確認した。
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３　総合評価

（１）施策幹事部長による１次評価

（２）企画振興部長による２次評価

４　課題と今後の対応方針

①　課題（施策目標達成に向けた新たな課題、環境変化等により生じた課題　など）

評価結果

評価理由

　（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「製造品出荷額等」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。

  アベノミクスや円安の影響により国内経済はゆるやかな回復傾向にあり、当県の製造品出荷額等及
び製造業の付加価値額も増加傾向にあるが、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
る大きな環境変動や原材料・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。
　また、人口減少や少子高齢化の進展による国内市場の縮小や人材・後継者不足等の問題は、今後ま
すます深刻になることが予想され、県内産業の振興を図るうえで企業の抱える課題が複雑化していく
傾向にある。
　このような状況下で県内産業が規模を維持し力強く発展していくためには、県内企業がそれぞれの
課題を着実に克服し、付加価値と生産性を向上させて競争力を強化するとともに、地域資源を活用し
た秋田ならではの取組や新たな挑戦にチャレンジできるような環境整備への支援がより一層求められ
る。

評価結果 概ね順調

評価理由

　(公財)あきた企業活性化センターや各商工団体において、県内企業の経営体質の改善等
に向けた総合的な相談対応を実施し、県内企業の課題解決を図った。事業承継について
は、事業承継が実現したものが1件、事業承継計画の策定を進めているものが5件あり、
徐々に成果が現れ始めている。
　また、企業の個々の課題に対して、産業技術センターの研究員等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の活用促進に関す
る相談対応、セミナー等による知的財産に関する意識啓発及び相談対応、各種アドバイ
ザーによる受発注マッチング支援等が実施され、それぞれの関連指標は目標値を上回る実
績となっているほか、自動車メーカー経験者等による生産工程改善の支援実績でも目標値
を達成し、指導企業にも具体的な成果が現れるなど、県内企業の競争力強化が図られてい
る。
　併せて、食品産業の振興のための人材育成・設備導入補助等の支援、伝統的工芸品等産
業の振興のための商品開発・販路開拓支援、事業承継に係るきめ細やかな相談対応等の支
援により、地域に根差した産業の振興を促進した。
　
　代表指標の1つである製造品出荷額等については、目標数値に対する達成率が101.4％と
なった。前年と比較すると1,029億円の増加で、前年比9.3％増の増加率は全国で2番目に
高い数値となっており、県内の景気回復の兆しに加え、それぞれの施策の効果が数字とし
て現れ始めていると考えられる。
　製造業の付加価値額についても、前年と比較すると447億円の増加で、増加率10.6％と
なった。施策の目標数値を若干下回ったものの達成率は99.2％と高い値になっている。
　代表指標、関連指標ともに達成率が概ね100％を超える結果となり、現時点での施策の
評価としては「概ね順調」とする。しかし製造品出荷額等及び製造業の付加価値額の本県
の全国順位は以前として43位と低位で推移していることから、今後も関係機関と連携して
多方面からの支援を積極的に推進し、県内企業の更なる競争力強化を図っていく。

概ね順調
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②　今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

５　政策評価委員会の意見

○企業の経営基盤の強化
　支援機関等への相談件数は増加傾向で内容も複雑化しているため、関係機関が連携して対応するとと
もに専門家派遣等を活用して高度な課題への相談対応を強化していく。
　販路拡大支援においては個別マッチング商談会の充実により効果的な商談機会を提供するほか、引き
続き研修等の実施により県内企業の営業力を強化していく。また、生産工程改善の指導企業を模範企業
に育成し、県内企業に改善効果を幅広く周知する機会を設けることで、改善活動の拡大を図っていく。
　技術指導については、産業技術センターの研究員等が積極的に企業に出向き、個別の相談対応や指導
等きめ細かい支援を行って生産技術や設計技術の強化を図るほか、新商品・新技術の開発について共同
研究等により強力に支援する。
　付加価値の高い売れる商品開発や提案型のものづくりへの支援としては、産業デザインの一層の活用
促進に向けて、あきた産業デザイン支援センターによる相談対応やセミナー等を実施するほか、知的財
産権制度説明会や、製品開発・特許等取得に関する無料発明相談会等を開催して、特許等による自社技
術の権利化や製品開発を促し、県内企業の競争力強化を図る。
　「がんばる中小企業応援事業」では、引き続き、意欲をもって新たな取組に挑戦し自社の競争力を図
ろうとする県内企業を支援するとともに、不採択となった取組に対しても他支援策の情報提供などきめ
細かなフォローを行い、挑戦を続ける意欲の維持を図り、「自立型」「創造型」の中小企業を創出・育
成していく。
○地域産業の振興
　地域の強みや特色を生かした産業の創出・拡大に向けて、市町村等の取組に積極的に参画し支援を行
うとともに、新たな案件の掘り起こしを進める。また、県内食品産業を牽引する人材の育成や、加工設
備導入支援に加えて、食品事業者の生産性向上等への支援を新たに実施し、県内食品産業の更なる競争
力強化を図っていく。
　伝統的工芸品産業は生活様式の多様化や安価な大量生産品の普及に伴い、長期にわたる縮小傾向にあ
ることから、「新あきた伝統的工芸品等振興プラン」の方針に基づき、個別事業の成果発表等を通じて
実施状況や効果を把握しながら継続的な支援を行い、伝統産業の活性化を図っていく。

○中小企業の事業承継や事業再生の支援
　昨年度実施した事業承継に係るアンケート調査によると、事業承継の準備をしていないとの回答が約
半数を占め、まず第一に事業承継に係る意識の醸成を図る必要性が高い。また、公的機関に望む支援と
しては、後継者教育が最も多く、次いで融資制度の拡充であった。
　今後は事業承継セミナーの開催等により、県内企業に対し事業承継に係る意識の醸成を図るほか、後
継者不在企業を支援するため、「後継者人材バンク」の活用を促進するとともに、「後継者育成塾」を
開催するなど、秋田県事業引継ぎ支援センターと連携し、企業毎の課題に応じたきめ細やかな事業承継
支援を行う。事業承継資金の貸付対象の拡大、貸付利率の引き下げ等により、事業承継時の資金需要に
対する支援を行う。
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