
（様式２）

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 2 施策名 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

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について、H26年度の実績については速報数値を記載

※②について、H26年度の数値は未公表であることから、直近のH25年度の数値を記載

（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）

評価者・実施日

　本県の産業構造は、県内製造品出荷額において電子部品・デバイス産業の占める割合が大きいほ
か、県内製造業の多くが下請型・加工組立型であり、景気動向に左右されやすく、発注元企業の業績
悪化等の影響を大きく受けるという課題を抱えていることから、景況の波に強い産業構造の構築が求
められている。
　このような観点から、新たに地域経済の成長を牽引する中核企業の創出・育成や、新たな産業の柱
を構築していくための技術力の磨き上げのほか、輸送機関連産業や医療機器関連産業、情報関連産業
など成長分野への参入促進支援、サービス経済化の流れを敏感に捉えた商業・サービス業の振興を図
り、骨太でバランスのとれた産業構造への転換を推進する。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

①

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）

627 775 850 925 1,000

出展：工業統計調査 単位：億円 79.9%

79.9% CH24 619

600

95.9% BH24 518

単位：億円 95.9%

504 540 560 580

　平成26年工業統計の速報数値では、本県の輸送用機械器具製造業の製造品出荷額等は619億円となっ
た。平成25年数値の600億円と比較すると19億円増（前年比3.1％増）となったが、施策目標に対する
達成率は79.9％にとどまる結果となった。
　一方で、工業統計調査では、実際に自動車部品や航空機部品に参入している企業が輸送用機械器具
製造業に分類されていない場合も多く、十分な成果指標を得られないという側面があった。そのため
今年から、より実態に近い製造品出荷額を把握することを目的に県独自の調査を併せて実施してい
る。それによると平成26年度は自動車部品等出荷額と航空機部品等出荷額の合計が982億円という結果
が出ている。

　医療機器関連製造業の製造品出荷額等について、平成26年の数値が公表になるのは工業統計調査に
よる数値が確定する平成28年2月頃の見込みであるため、参考として平成25年工業統計（確定値）の数
値518億円を記載している。
　施策としては、平成24年を基準に年間20億円増を目標として設定しており、その設定を根拠にする
と平成25年の目標値は520億円であり、この目標を達成するには至らなかったものの平成25年の達成率
は99.6％となる。

②

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）

出展：工業統計調査
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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）

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

①
中核企業化の実績

5 5 5 5 5

100.0%
出展：地域産業振興課調べ 単位：社 100.0%

H24 5

5 ※H26年度の
確定数値は
H27年度末ま
でに集計予
定。

H24

単位：社

2 3 3 4

②
自動車展示商談会での商談成立件数

出展：地域産業振興課調べ

82.1%H25 3.2

単位：％ 82.1%

③
開業率（年間）

3.6 3.9 4.1 4.3 4.5

出展：秋田労働局「雇用保険産業別適用情
報」

④
商業者ネットワークの登録件数

30 100 40 30 30

出展：秋田県商業者ネットワーク登録数

58.0%H25 58

単位：件 58.0%

⑤
新規に共同研究に参画した企業数

47 40 40 40 40

出展：学術振興課調べ

107.5%H24 43

単位：社 107.5%

⑥

①「ものづくり中核企業創出促進事業」において、支援対象企業の認定を年10社程度としており、う
ち毎年度5社の中核企業化を目標としている。基準値としている平成24年から26年まで、毎年度達成率
100％を保っており、中核企業化達成は延べ15社となっている。
②自動車展示商談会における平成26年度の実績は、現時点では、試作依頼1件、見積依頼8件と、商談
成立に向けて大きな可能性を有している。なお平成25年度開催分については、1年経過後で3件の商談
成立となっている。
③開業率については、平成25年度から0.4%下落し、依然として東北最下位であることから、引き続き
若者・女性・シニア等幅広い世代の起業に向けてセミナー等により支援する必要がある。
④秋田県商業者ネットワークへの登録については、58店舗と目標に達していないが、ネットワークの
強化に向けフォーラム等の各事業を通じ、県内の商業者に対し地道なPRと勧誘をネットワーク参加店
舗とともに実施しており、各商業者の意欲を喚起しながらさらなる登録に向けて取り組む必要があ
る。
⑤研究開発に携わる幅広い関係者の交流機会や研究ステージに合わせた県単独の競争的研究資金の提
供等により、共同研究に参画した企業数は43社と目標を上回った。

⑦
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 中核企業の育成と技術イノベーションの創出

② 自動車関連産業と航空機関連産業の振興

○地域経済の成長を牽引する中核企業の育成

　地域経済を牽引する中核企業の育成を目的とした「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45社に加え新たに10社を認定し、経営戦略の策定支援
（中核企業育成コーディネーター1人を配置）、技術開発支援補助17件、事業拡大に伴う設備投資に係
る利子助成6件、販路開拓・営業力強化に係る補助4件、中核企業化に向けた課題解決に係る経費に対
する補助2件など、総合的な支援を集中的に行い、平成26年度末までに15社が中核企業化を果たした。

○技術イノベーションの創出支援

　県内企業による付加価値の高い製品開発を促進するため、平成26年度から「先導的技術等開発事
業」を展開し、特定の成長産業分野における開発テーマについて、コンソーシアムを形成して取り組
む企業に対し補助を行った。（3件、25,000千円）
　また、県内企業や大学・試験研究機関等を対象に「新エネルギー・スマート社会関連産業セミ
ナー」(59人参加)を開催したほか、以下の研究会の構成員に対して、関連市場の動向や技術動向等の
情報収集、製品開発に向けた講習会等を実施し、自社製品の開発と製品化に取り組む企業の育成を促
進した。
　・秋田県ＬＥＤ機器研究会（会員企業数：35社）
　・秋田県エネルギーハーベスティング研究会（会員企業数:56社）

　産業技術センターでは、同センターの持つ要素技術を活用し、産学官連携による輸送機、エネル
ギー、エレクトロニクス及び医療の4分野での産業クラスター形成を目指し研究開発を行い、県の各施
策を技術的側面からバックアップした。
《研究成果事例》
　①発電効率を高めたプロペラ式の小水力発電機を開発し、製品化された。
　②点滴センターや術中の癌の迅速診断装置が製品化された。

○自動車関連産業への参入の促進

　人材の育成、ＱＣＤ・加工技術の強化のため、各種セミナーの開催や工程改善指導を行い、参加企
業のコスト競争力、技術力が高まってきている。また、技術開発並びに生産支援を目的に、県内企業5
社の新技術開発、製品改良に対して補助を行い、平成27年度モデルチェンジの東北生産車の部品に採
用されるなどの成果を上げた。
　自動車産業への参入促進では、東北7県合同商談会や北東北3県合同商談会を開催し、県内から延べ
23社が参加し、自動車メーカー等から試作依頼1件と見積依頼8件を受けている。(平成27年6月現在)
また、中京地区に自動車メーカーＯＢを配置し、大手メーカー延べ119社を訪問し、メーカーとの共同
研究開発に参入できたほか、メーカー側の県内企業訪問も増加した。

○航空機関連産業への参入の促進

  航空機産業特有の品質管理やエンジン部品加工に関する研修会の開催や、航空機産業アドバイザー
による整備用機材等の販路開拓支援を行い、県内企業6社が新規参入し、6社で受注が拡大した。
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③ 医工連携による医療機器関連産業の育成

④ 電子部品・デバイス産業の技術力を活用した新たな事業展開

　県内企業の医療機器関連産業分野への進出支援を目的とした「医療機器関連産業強化支援事業」を
実施し、研究開発への補助（4件、3,884千円）、医療機器展示交流会への出展にかかる補助（5件、
622千円）、県内ものづくり企業と本郷地区医療機器メーカーとの展示交流会の開催による研究開発案
件のマッチング支援等を行うとともに、医工連携参入促進セミナーや医療ニーズ発表会・施設見学会
などを開催した。
　また、商品化のフォローアップや関連企業間のマッチング、外部研究資金獲得に向けた応募書類の
作成指導等を行う医工連携コーディネーター（1名）を配置した。
　こうした取組により、県内企業のものづくり技術と医療ニーズとのマッチングが図られ、医療機器
関連産業への参入が促進された。具体的には、理容美容用器具の企業が医療機器分野への参入を果た
し、手術縫合のトレーニングに使用する人工皮膚の開発を行い、上市に至った。

○成長分野への参入や異業種産業との技術交流の推進

　「ＥＶバス技術力向上事業」では、前年度に引き続き年間を通した営業路線での実証運行を継続
し、走行データを取得・蓄積している。また、平成26年11月にはＥＶバスの基幹部品であるリチウム
イオン電池を、県内企業が部材を提供する製品に装着している。これら取組による実証成果が評価さ
れて、あきたＥＶバス実証コンソーシアムメンバー企業の製品が国内外の他地域のＥＶバスに採用さ
れる事例が増えており、更にはメンバー企業製の急速充電器の拡販にも繋がっている。事業そのもの
に対する評価も高まっており、EST普及推進委員会が主催するEST交通環境大賞奨励賞の受賞に至っ
た。

　平成24～26年度の3カ年事業である植物工場による「先端アグリビジネスシステム推進事業」は、省
エネルギー型の植物工場ビジネスの実証を通じて、当該分野への参入を目指す県内企業を側面から支
援することが目的である。平成26年度は事業の最終年度であり、主に栽培技術の確立とテストマーケ
ティングに取り組んだ。
　栽培技術の確立として、低カリウム葉菜（レタス、ほうれん草）については、出荷可能なレベルの
栽培技術を確立し、県内の飲食業等へのテスト出荷を行い、品質に良好な評価を得ることができた。
但し、実際にビジネスベースに乗せるには限られたスペースで栽培条件の異なる品目を複数栽培する
といった需給調整、コスト低減が必要であることが分かった。

○医工連携による医療機器関連産業への参入促進
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⑤ 付加価値の高い情報関連産業の確立

⑥ 起業の促進と商業・サービス業の振興

　

　

○情報関連産業の振興

  情報関連産業において、大規模展示会への出展や首都圏等のＩＴ関係者とのマッチング、商品開
発、人材育成、販路拡大、試作品製作及びコミュニティ等の活動に対して支援を行った結果、新たな
ビジネスパートナーの獲得や成約につながった。また、先進する他地域との連携により最新の技術動
向を勉強する機会が得られたことで、同産業の活性化につながった。さらに、出前講座やよろず相談
会の開催により県内産業におけるＩＣＴ利活用の意識啓発や理解促進が図られたほか、情報関連認証
等の研修会の開催により、同認証等の取得の促進に寄与した。

（実績）
◎大規模展示会「プロダクションＥＸＰＯ東京」及び「ＪａｐａｎＩＴＷｅｅｋ」に県内企業9社が共
同出展し、43件の商談が成立
◎新たなソフトウェアの商品開発(1件)、販路拡大につなげるための展示会出展(5件)、人材育成のた
めのセミナーや研修会の開催(1件)、メディアコンテンツの試作品製作(1件)及び情報関連団体による
イベント開催等のコミュニティ活動(2件)に係る取組への支援
◎スマホアプリやコンテンツにおいて先進的な取組を行っている岐阜県等の地域と連携し、セミナー
及び実機研修会を開催
◎情報関連事業者と本県に縁がある首都圏等に在住するＩＴ関係者が交流する「あきたＩＴシーズ
マッチングクラブ」を東京都内及び仙台市内で計3回開催。県内企業及び団体11者が参加
◎県内の事業協同組合や商店街振興組合に対するＩＣＴ利活用に関する出前講座(35回)やよろず相談
会(3回)を開催
◎プライバシーマーク、ＩＳＭＳ及び機能安全規格の取得に関する研修会を開催(4回)

○起業の促進による地域経済の活性化

　県内における起業を促進するため、「あきた起業促進事業」により、商工団体と連携し、県内大学
特別講演(ノースアジア大、秋田公立美術大学(各1回)）や、起業スキル習得塾(秋田県商工会連合会(6
回)、秋田商工会議所(3回)、能代商工会議所(1回)、秋田産業サポータークラブ(1回))を開催し、大学
生を含む若者や女性、シニア等幅広い世代に対して起業家意識の醸成から、起業に要する基礎知識の
習得機会を設けたほか、起業前後の課題解決を図る個別サポートを実施した(秋田(延べ28人))。ま
た、新規起業者への支援として、県商工会連合会及び各商工会議所を窓口に起業支援補助金(通常枠・
離職者支援枠)により、起業家の起業に要する経費の一部を助成(10件)したほか、各商工団体や金融機
関を通じた県の創業支援資金の融資制度により、起業する際の初期費用の軽減を図った(67件)。さら
に、商工団体におけるインキュベーション・マネージャーの養成を支援(秋田県商工会連合会・秋田商
工会議所(各1人))し、起業促進のための環境整備を行った。

○多様な商業・サービス業の活性化

　商店街を核とする中心市街地における賑わい創出を図る商店街等が開催するイベントに対し、市町
村を通じて支援(6市22事業）しながら、県内商業者の活性化を図るため、全県商業者ネットワークづ
くりフォーラムを開催(3回)し、先駆的な活動をしている商業者のネットワーク化を推進した。また、
県内商業者の地域を越えた交流を推進し、先駆的な取組や課題について意見交換と今後の交流を図る
取組に対し支援(1組2団体)するとともに、地域を越えた商業者のネットワークと情報発信の機会を創
出するため、フェイスブック上に「秋田県商業コミュニティ本部」を開設し、取材等を通じて必要な
データベースの構築(取材店舗58)を行った。さらに、少子高齢化、健康・福祉、安心・安全等社会課
題に対応し、サービス産業分野における新たな視点や自由な発想によるビジネスをモデルケースとし
て支援(1事業者)し、買い物弱者の生活利便性を向上させるため、商業者が様々な団体と協力して実施
する買い物支援事業への取組に対して支援(2事業者)した。
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⑦ 産学官の多様な連携・交流による新技術・新製品の開発

３　総合評価

（１）施策幹事部長による１次評価

　「秋田産学官ネットワーク」において、研究成果や企業要望の掘り起こし、事業化を目指した研究
開発への支援に取り組んだ結果、国等の創業促進補助金１件を獲得したほか、市町村が取り組む地域
資源を活用した特産品開発・販路拡大戦略の策定を支援した。また、競争的研究資金により、10件の
大学等研究機関と企業の共同研究開発を支援した結果、そのうちの1件が保健機能食品の開発に向けて
臨床試験の準備段階に至ったほか、今後も事業化に向けた共同研究が継続される見込みである。

評価結果 やや遅れている

評価理由

　代表指標である輸送用機械器具製造業の製造品出荷額等及び、医療機器関連製造業の製
造品出荷額等について、それぞれ直近の数値では両指標ともに目標達成には至っていな
い。
　しかし一方で、自動車関連産業においては、各種セミナーや工程改善指導により県内関
連企業のコスト競争力・技術力が確実に高まってきているほか、新技術開発、製品改良へ
の支援により、県内企業の製品が東北生産車の部品に採用されるなどの成果を上げてい
る。また、自動車メーカーＯＢによる支援活動により、大手メーカーとの共同研究開発に
参入できたほか、メーカー側の県内企業訪問も増加した。
　航空機関連産業においても、研修会の開催やアドバイザーによる販路開拓支援により、
県内企業の新規参入や受注拡大の成果が現れている。
　医療機器関連産業においては、研究開発補助や販路開拓支援によって、異分野から新た
に医療機器分野への参入を果たして製品が上市に至るといった具体的な成果が現れた。
　情報関連産業においては、展示会出展支援等により、新たなビジネスパートナーの獲得
や成約につながっているほか、研修会の開催により情報関連認証等の取得促進に寄与し
た。
　地域経済の成長を牽引する中核企業の育成については、平成26年度も中核企業化の目標
件数が達成され順調に推移しているほか、新規に産学官連携による共同研究に参画した企
業数も目標を達成している。
　開業率に関しては目標達成には至らなかったが、あきた起業促進事業でパッケージ型支
援を実施し、商工団体と連携し起業家のタイプに応じたきめ細かな支援が行われた。ま
た、商業者ネットワークの登録件数は目標に達していないが、フォーラム等の開催により
ネットワークづくりと商業者の連携強化を図ったほか、県内の商業者に対して地道なＰＲ
活動を実施しており、今後も商業者の意欲を喚起しながら取り組んでいく。

　以上により、成長分野への進出については個別の事業において徐々に成果が現れ始めて
いるものの、代表指標等に具体的数値で顕在化するには時間を要しており、引き続き集中
的な支援を実施する必要性が高い。また商業・サービス業の振興においても更なる継続的
な支援が必要であることから、現段階での施策全体の評価としては「やや遅れている」と
し、骨太でバランスのとれた産業構造構築を目指し、今後も各種事業を強力に推進してい
く。

○組織や分野を超えた人的ネットワークの拡大

　全県域の業種を越えた産学官連携組織「秋田産学官ネットワーク」において、企業等の技術者や大
学等の研究員が交流する機会として産学官交流プラザを6回開催し、244機関・企業の683名が参加し
た。定期的な開催により活動が定着してきたことで参加者も増えてきており、引き続き幅広い関係者
の交流拡大を図っていく。

○研究シーズと技術ニーズのマッチングと研究開発の活性化
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（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）

②　今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

評価結果 やや遅れている

○医工連携による医療機器関連産業の育成
　県と国立大学法人秋田大学との医工連携による産業集積に関する覚書に基づき、地域の中核企業の研
究開発機能強化を促進するほか、福祉関連分野の製品開発の促進やヘルスケア関連産業における県内企
業の取組を促進するなど、医療福祉関連産業の多様な展開を進めていく。

○電子部品・デバイス産業の技術力を活用した新たな事業展開
　「ＥＶバス技術力向上事業」では、ＥＶバスの搭載製品に対する実証データを基に製品の改良を促進
するとともに、当該データを輸送機関連メーカー等に向けたマーケティングに活用していく。また、そ
れぞれの事業で得られた成果を最大限活用して県内企業に還元していくとともに、コンソーシアムや各
研究会等の取組を継続的に支援していく。

評価理由

　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。

  国内経済では長引く景気低迷からの回復の兆しが見られるものの、県内中小企業は未だ開発や設備
投資など新規取組に対して慎重な姿勢が見られ、県内企業の牽引役となる新たな中核企業候補の掘り
起こしが課題となっている。
　また、国内市場の縮小等により中小企業の事業環境が厳しくなる中、景況の波に強い産業構造を確
立していくためには、中核企業の海外展開を見据えた成長分野への参入促進とともに、地域への波及
効果を念頭に置いた企業間連携やサプライチェーン形成等により、成長分野においても製品やサービ
スの付加価値を高めていくことが大きな課題となる。
　一方で、全国的に中小企業の従業員の不足感が高まってきており、人口減少が顕著な本県にとって
も、企業を支える人材の質・量両面での不足が深刻化することが予想され、本県産業の将来を見据え
た人材確保や人材育成の必要性が増している。

○中核企業の育成と技術イノベーションの創出
　地域経済を牽引する中核企業の育成を目的とした「ものづくり中核企業創出促進事業」では、従来の
重点5分野以外の製造業も認定対象として対象企業の裾野を広げ新しい成長の芽を見い出すほか、企業連
携の中心的役割を担う取組をより一層支援するために採択枠を拡充し、県内産業を牽引する中核企業の
創出・育成をさらに進める。
　また、県内企業の新商品・新技術の開発を支援するために、産業技術センターで共同研究や受託研究
を実施していくほか、３Ｄプリンターの活用等によりものづくり人材の育成や共同研究を更に充実・加
速化させる。

○自動車関連産業と航空機関連産業の振興
　自動車関連産業では、中核企業を中心としたサプライチェーン形成を促進し、付加価値の高いユニッ
ト部品の製品化に向けた取組を推進するとともに、域外パートナーとの提携や国外メーカーとの新規取
引への支援を進めるほか、人材育成やＱＣＤ向上等の支援を通じて地域サプライヤーの育成を図る。
　航空機関連産業では、航空機産業への参入や特殊工程の受注に必要な認証取得に対する支援や、品質
管理や加工技術に関する地域サプライヤーの育成支援を実施するほか、一貫工程化に必要な設備投資を
支援するとともに、人材育成では、航空機産業全般に精通した対外交渉能力のある企業の中核となる人
材の育成や、将来の航空機産業を担う高校生や大学生を対象とした人材育成を関係機関とともに進め
る。
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５　政策評価委員会の意見

○付加価値の高い情報関連産業の確立
　現状では、県内情報関連事業者の大半が下請受注のため、経験、技術及び利益の蓄積が困難であり、
加えて首都圏等の大規模市場で売り込むための自社開発商品が少なく、プライバシーマークの認証取得
が進んでいない。
　また、新たな技術やデバイスの登場が続いており、これらに関する知識や技術の習得が急務となって
いる。
　今後は、「秋田県情報産業振興基本戦略」に基づき、大規模マーケットの開拓、ＩＣＴの地産地消の
推進及びＩＣＴ利活用による地域課題解決の推進を取組の３本柱として、引き続き人材育成や販路拡
大、商品開発など総合的な支援を行うとともに、急速に進展する関連技術動向等を踏まえながら、具体
の取組の精査を行っていく。
○起業の促進と商業・サービス業の振興
　開業率の更なる向上を図るため、若者や女性、シニアまでの幅広い層の県内外からの起業を更に促進
する必要があり、引き続き、「あきた起業促進事業」により、起業における各段階を貫いた切れ目のな
いパッケージ型の支援と、県の創業支援資金、創業支援資金保証料補助等の制度融資を金融機関、各商
工団体と連携しながら実施する。また、国が進める「市町村創業支援事業計画」の市町村における策定
と認定をさらに促しながら、市町村の起業支援体制の整備を図るとともに、地域の特色ある起業を促進
するほか、（公財）あきた企業活性化センターにおける相談支援及び、秋田県産業振興プラザの創業支
援室入居者への支援も引き続き実施する。
　商業者ネットワークへの参加を促すため、既に参加している商業者と連携しながら、フォーラム等の
開催を通じて意識啓発と意欲喚起に取り組むとともに、先駆的な活動を行っている商業者のネットワー
ク強化を図り、地域を越えた商業の活性化を促す。さらに、商店街を核とした中心市街地における賑わ
い創出を図るイベントに対して、市町村を通じて引き続き支援する。
　また、サービス産業の振興を図るため、本県が抱える地域課題への対応や今後成長が見込まれるシニ
アビジネス、ヘルスケアビジネスへの参入など、社会のニーズに対応したビジネス展開への取組を支援
する。

○産学官の多様な連携・交流による新技術・新製品の開発
　本県は研究開発型企業が少なく共同研究に参画する企業が限定される傾向にあるため、共同研究参画
企業の裾野拡大に向けて、幅広い関係者の交流拡大を絶えず図っていく必要があり、引き続き秋田産学
官ネットワークによる活動（人による支援）と競争的研究資金の提供（資金による支援）の両面から県
内企業の新技術・新製品開発を支援していく。
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