
重点戦略２

～成長産業振興戦略（骨子案）～

１ 現状と課題

◇ 付加価値生産性

本県の製造業は、下請型・加工組立型が多いという特徴があり、付加価値額や付

加価値生産性（従業員１人当たりの付加価値額）が全国でも低位にとどまっていま

す。このため、発注元企業の経営方針の転換や業績悪化の影響を受けやすいといっ

た課題があります。人口減少が進み、国内市場の縮小が進む中、安定的な産業振興

と雇用の創出のためには、脆弱な経営基盤を強化する必要があります。

製造業の都道府県別付加価値生産性（H26） （単位：千円）

◇ 雇用情勢

リーマンショック等の影響により落ち込んだ求人倍率は、景気回復基調による求

人数の増加や、人口減少による求職者の減少により、過去最高の水準で上昇を続け

ています。こうした中、県内企業は首都圏をはじめ他県との人材獲得競争に打ち勝

ち、将来を担う産業人材を確保する必要があります。

（秋田労働局「一般職業紹介状況」）

（経済産業省「工業統計調査」）



◇ 成長分野における中小企業の新たな事業展開と経済波及効果の拡大

これまで、今後市場の拡大が見込まれる５つの成長分野（航空機、自動車、新エ

ネルギー関連、医療福祉関連、情報関連）への県内企業の参入促進のため、それぞ

れの分野において、技術支援やマッチング支援、販路開拓支援、人材育成支援等に

取り組んだ結果、商品開発や各種認証の取得が進むなど、競争力の強化が図られて

います。加えて、航空機産業と自動車産業において一次サプライヤーが立地したこ

とや、風力発電設備のメンテナンス拠点が整備されたことは、県内企業の参入にと

って、明るい材料となっています。

今後は、参入促進とともに、企業間連携等による新たな事業展開を図り、経済波

及効果の拡大を図ることが重要です。

・ 航空機産業においては、県内企業の受注が切削加工等の単工程の受注にとどま

っていることから、付加価値生産性の向上を目的に、企業の技術力向上や国際認

証取得による特殊工程導入、地域企業が連携したサプライチェーンの形成等によ

り一貫工程の受注体制を構築し、県内への経済波及効果を拡大することが必要で

す。

・ 自動車産業においては、本県に立地した一次サプライヤーを中核としたサプラ

イチェーンの形成を図るほか、次世代自動車への参入を図るため、電子デバイス

・光学など、本県が従来持っている強みを生かした製品の開発・製造に取り組む

必要があります。

（単位：億円）

（輸送機産業振興室調査）

（単位：億円）

（輸送機産業振興室調査）



・ 新エネルギー関連産業においては、本県の恵まれた風況を活用した風力発電設

備等導入量の順調な拡大が続き、県内企業の建設工事やメンテナンス業務への参

入が進んでおり、更に、メンテナンス拠点も立地しています。今後、建設用部材、

発電用設備部品の供給など、関連分野への県内企業の参入を促進する必要があり

ます。

・ 医療福祉関連産業においては、新興国の需要拡大等により、大手医療機器メー

カーの生産が拡大していますが、県全体の医療福祉関連産業の振興に向けては、

大手企業への部品供給にとどまらず、県内中小企業が自社の強み、得意技術を生

かし、大手企業との連携を含めた新たな事業展開を進めることが必要です。

・ 情報関連産業においては、新たな技術やデバイスの出現により、関連する知識

や技術の習得が急務となっているため、質の高い人材の確保・育成を支援すると

ともに、大規模市場で売り込むための競争力強化や新規立地による産業集積を促

進する必要があります。

◇ 地域経済を牽引する中核企業の創出・育成

地域経済を牽引する中核企業を創出するため、平成24年度から平成28年度までに

71社を｢ものづくり中核企業｣として重点的に支援した結果、25社が中核企業化を果

たしています。今後は、県内中小企業への経済波及効果を広く行き渡らせるため、

コネクターハブ機能の創出等を伴う取組への重点的な支援を行うことにより、地域

経済全体の底上げをより一層促す必要があります。

◇ 第４次産業革命など環境変化に順応した中小企業の振興

県内中小企業の経営基盤強化のため、これまで、｢秋田県中小企業振興条例｣に基

づき、関係機関と連携した相談支援体制の強化や資金供給、生産性の向上を図る改

善支援等、きめ細かな支援により経営基盤の強化を図ってきました。今後、県内中

小企業が生き残るためには、ＩｏＴやＡＩ、ロボット技術等、第４次産業革命に乗

り遅れること無く、その技術を生かして、生産性向上を図る必要があります。一方、

県内企業は依然として製品開発力が低く、付加価値のある自社製品が少ないため、

（単位：kW）

（資源エネルギー産業課調査）



加工組立型が多い状況です。この状況を脱却するためには、生産性向上を促進す

るとともに、付加価値の高い製品を生み出すための、秋田の強みを生かした新たな

取組や新たな挑戦を後押しするほか、ＩｏＴやＡＩ等の第４次産業革命に対応でき

る産業人材を確保・育成する必要があります。

◇ 起業の促進

本県の起業を促進するため、起業の各段階を貫いた切れ目のない支援を実施して

きましたが、本県の開業率は減少傾向が続いています。地域経済の活性化と新たな

雇用創出に結びつく起業を促進するため、女性や若者が起業しやすい環境づくりを

行うとともに、秋田を拠点に付加価値の高い仕事を受注できる起業家人材の育成に

取り組む必要があります。

□ 秋田県の開業率 （単位：％）

年度 H25 H26 H27 H28

開業率 ３．６ ３．２ ２．８ ２．７

（秋田労働局｢雇用保険産業別適用状況｣）

◇ 後継者確保に向けた支援の充実

事業承継については、これまで、事業承継相談推進員の個別訪問による案件の堀

り起こしや経営者における問題意識の醸成、事業承継計画の策定支援等、各段階に

応じた支援策に取り組み、平成26年度から28年度までの事業承継完了累計数は、30

0件を超えています。今後、ますます経営者の高齢化が進む中、後継者を確保し、

円滑な事業承継を促進するためには、各種施策を検証・リニューアルしながら、世

代交代を迎える年齢層に対し、事業承継に計画的に取り組むことへの意識啓発や各

種施策の普及を図るとともに、関係機関と連携した後継人材の育成やマッチングに

取り組む必要があります。

□秋田県の後継者不在率（H26） ：72.2％（全国：66.1%） 全国ワースト8

（帝国データバンク 2016.2）

□秋田県の社長の平均年齢(H26) ：61.1歳（全国：59.3歳） 全国高齢2位

（帝国データバンク 2017.1）

◇ 秋田港国際コンテナ取扱量の増加

秋田港の整備や県内外企業へのポートセールス等により、平成28年の国際コンテ

ナ取扱量は過去最高を記録する一方、地方港湾間における貨物や航路の獲得競争が

激しくなっています。また、秋田港の取扱貨物が特定の品目に偏っていることから、

今後の経済情勢の変化等によって影響を受ける可能性があります。こうした状況を

踏まえながら、環日本海交流の拠点を目指していくため、ポートセールスや奨励金

等のＰＲによる新規荷主の発掘など、安定的な貨物量の確保に努めながら、貿易拡

大を図る必要があります。



◇ 成長産業等の集積

工場の新設や増設については、成長分野をメインターゲットに誘致を進めた結果、

航空機産業と自動車産業の一次サプライヤーや大規模な雇用創出が期待される情報

サービス関連企業が立地しました。今後は、ＩｏＴやＡＩ、ロボット技術等の活用

により、省力化が進み、加工組立型のものづくり産業では大量雇用型の立地を望む

ことは困難となっていくと見られますが、意欲のある若者や女性の活躍の場創出の

ため、県内企業や公設試験研究機関のもつ技術資源や、全国トップレベルの各種優

遇制度を積極的にＰＲした誘致活動を進めるとともに、市町村と連携した新たな支

援制度など、企業のニーズに応じた取組を進める必要があります。

◇ 働き方改革の推進

人口減少や景気の回復基調等により、全国的に労働力不足が顕在化する中で、首

都圏等との人材獲得競争が激しさを増しています。こうした中、県内企業は、賃金

などの処遇や就労環境の改善、多様な働き方の導入など、雇用の質を高める取組に

より、女性や若者、Ａターン就職希望者等にとって魅力ある職場を創出し、産業人

材を確保する必要があります。

◇ 新規学卒者の県内就職促進とＡターン就職促進

（商業貿易課調査）

（単位：件）

（単位：TEU）

（産業労働部事業実績）



将来を担う産業人材の確保のためには、新規学卒者の県内就職やＡターン就職を

促進する必要があります。これまで、ターゲットに即した事業展開を図り、マッチ

ング支援のほか、県内企業の就職情報や経済的支援について、様々な方法による情

報発信に取り組んできました。今後は、県内企業の魅力発信力を強化するとともに、

高校生に対する在学時からの県内就職に関する意識啓発や新規高卒者の離職抑制に

取り組む必要があるほか、Ａターン就職については、特に若年者の求人の掘り起

こしとともに、移住施策との連携による促進が必要です。

□新規高卒者の職業紹介状況

□Ａターン登録者とＡターン就職者数 （単位：人）

年度 H25 H26 H27 H28

登録者 1,985 2,143 2,522 2,705

就職者 1,186 1,061 1,080 952

（雇用労働政策課・秋田労働局調査 ※登録者は年度末時点の累計）

２ 戦略の目標

○ 県内企業の成長分野への参入により、県内企業の付加価値生産性の向上と地域

経済循環の活性化を図ります。

○ 県内中小企業の持続的な発展により、地域経済の活性化と安定的な雇用を創出

します。

○ 東アジア・東南アジア等の成長市場の取り込みと国内需要の取り込みにより、

県内経済を拡大します。

○ 多様な働き方により多様な人材が活躍する｢働きやすい秋田｣を実現します。

（％）(人）



３ 施策の概要

(1) 施策１ 成長分野の競争力強化と中核企業の創出・育成

○目的

県内企業の付加価値生産性の向上と地域経済循環の活性化を図るため、将来にわ

たり拡大が見込まれる成長分野（航空機・自動車・新エネルギー関連・医療福祉関

連・情報関連）への県内企業の参入促進と競争力強化を図るとともに、地域経済を

牽引する中核企業の育成を進めます。

○方向性① 競争力強化による航空機産業と自動車産業の成長促進

［視点］

県内企業の航空機産業や自動車産業への参入を促進するとともに、参入企業の競

争力強化によるサプライチェーンの形成や将来を担う人材の育成を図ります。

［主な取組］

・航空機部品の一貫工程受注体制整備による受注拡大

・航空機構造材向け複合材の低コスト製造技術開発と製造拠点の創出

・自動車関連企業の競争力強化によるサプライチェーンの形成

・ＥＶ・ＰＨＶ自動車など次世代自動車に関わる県内企業への支援

○方向性② 地域資源を活用した新エネルギー関連産業の振興

［視点］

風力をはじめとする再生可能エネルギーの導入拡大を図るとともに、関連事業に

おける県内企業の参入を促進し、県内への経済効果の最大化を図ります。

［主な取組］

・再生可能エネルギーの更なる導入拡大

・風力発電等への県内企業の参入促進

・水素エネルギーに関する取組の推進

○方向性③ 産学官連携による医療福祉関連産業の育成

［視点］

県内企業の参入促進や高度人材の育成を図るほか、効果的な医療ニーズの収集や

製品開発の支援を進め、県内で開発した機器を活用した多様な展開を図ります。

［主な取組］

・医療機器メーカーの研究開発拠点の創出促進とサプライチェーンの形成

・医工連携に携わる専門人材の育成

・医療・福祉ニーズに基づいた新技術を活用した医療福祉製品開発と事業化

○方向性④ 大規模市場へ参入する情報関連産業の振興

［視点］



女性や若者の柔軟で多様な働き方が期待される情報関連産業の振興を図るため、

高付加価値の商品開発や新技術に対応できる人材の育成等により競争力を強化し、

全国展開を進めます。

また、県内外から優秀な人材を確保することで、新規立地や事業拡大に結び付け、

産業集積を促進します。

［主な取組］

・全国展開できる商品の開発等による情報関連企業の競争力強化の促進

・大規模マーケットへの参入と産業集積の促進

・ＩＣＴ人材の確保・育成を行う拠点の整備

○方向性⑤ コネクターハブ機能を担う中核企業の育成と技術イノベーションの創出

［視点］

コネクターハブ機能により地域経済全体の底上げに寄与する中核企業を創出・育

成するとともに、個々の企業が持つ強みを最大限に生かした付加価値の高い商品開

発を加速させるほか、ＩｏＴやＡＩ、ロボット等の技術を生かした製品・サービス

の創出を図ります。

［主な取組］

・地域経済の牽引役を担うものづくり中核企業の育成（コネクターハブ機能の強

化・創出）

・ものづくり産業のイノベーションの推進（県内に根付くＩｏＴ、ＡＩ技術等に

関する先導的な研究開発と普及促進）

・産学官連携による新技術・新商品の研究開発促進

○方向性⑥ 県内外の知見を取り込んだ科学技術の活用

［視点］

秋田をフィールドとして、県内大学や公設試験研究機関、県内企業が首都圏等の

大学や研究機関と連携した共同研究活動を実施し、将来にわたって持続的に優位を

築くことができるよう、最新のテクノロジーや「核」となる技術体系等を活用して、

県内産業の成長に結びつけます。また、取組にあたっては、将来の科学人材の育成

に努めながら、斬新な発想が期待される若手や女性研究者の確保も進めます。

［主な取組］

・秋田をフィールドとしたローカルイノベーションの推進

・若手研究者等の優れた研究成果への褒賞など萌芽人材の育成への支援

(2) 施策２ 中小企業・小規模事業者の活性化と生産性向上

○目的

県内中小企業の持続的な発展のため、円滑な事業承継と起業を促進するとともに、

付加価値生産性の向上により競争力を高め、経営基盤の強化を図ります。



○方向性① 持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化

［視点］

県内企業がそれぞれの課題を着実に克服し、付加価値と生産性の向上により競争

力を強化するとともに、地域資源を生かした秋田ならではの取組や新たな挑戦を支

援します。

［主な取組］

・企業経営力の向上に向けた相談支援体制の強化

・きめ細かな技術指導や共同研究による商品の開発などにより、高付加価値な製

品開発と販路の拡大を支援

・経営者の人材育成

○方向性② 将来を見据えた起業の促進と事業承継の推進

［視点］

女性や若者、Ａターン者等による起業を促進するとともに、県内中小企業の円滑

な事業承継を推進することにより、県内における雇用の創出・維持や技術の承継、

経済の活性化を図ります。

［主な取組］

・女性起業家の育成と起業支援

・Ａターン者等の起業時に要する初期投資費用への支援や起業後のフォローアッ

プ支援

・事業承継の支援体制の強化

・事業承継意識の醸成と後継者の育成

○方向性③ 多様化する消費者ニーズに対応した商業・サービス業の振興

［視点］

商業者による個店の魅力向上や商店街の活性化を図るとともに、地域課題を解決

する新サービスの創出や今後成長が見込まれるサービス分野への参入を促進しま

す。

［主な取組］

・個店の魅力向上と空き店舗解消等による商店街の活性化

・地域ニーズを捉えた新サービスの創出やＥＣサイト等を活用した県外・国外へ

の販路拡大支援

○方向性④ 歴史に磨かれた伝統産業の活性化

［視点］

伝統的工芸品等の振興を図るため、産地組合等が行う商品開発等の取組を支援す

るとともに、海外展開への支援を通じて新たな販路開拓とブランド化を促進します。

［主な取組］

・現代にマッチした新商品の開発と海外も見据えた販路開拓の支援



・後継者の確保や、原材料の確保のための取組に対する支援

○方向性⑤ 食品製造業の競争力強化

［視点］

県内食品産業の競争力を高めるため、生産性向上や、人材の育成、加工技術の向

上により、経営基盤の強化を図ります。

［主な取組］

・食品製造現場における生産性向上や自社の加工技術向上に取り組む事業者への

支援

・市場性の高い商品の開発や製造に係るスキルを持った人材の育成

○方向性⑥ 地域を支える建設産業の振興

［視点］

災害対応や除排雪作業、インフラの整備・維持管理の担い手として地域を支える

建設産業の維持・活性化を図ります。

［主な取組］

・県内企業の技術力・生産性の向上

・魅力ある建設産業の実現

(3) 施策３ 国内外の成長市場の取り込みと投資の促進

○目的

海外の経済成長を秋田に取り込むため、県内企業の海外展開支援や物流機能の整

備を進めます。また、成長分野等を中心に企業誘致を進め、県内経済の活性化と雇

用の創出を図ります。

○方向性① 成長する東アジア・東南アジア等との経済交流と企業の海外展開支援

［視点］

東アジア・東南アジア等の成長を本県の経済発展に取り込むため、現地での支援

に加え、関係機関で構成する「あきた海外展開支援ネットワーク」の連携により、

様々な制度活用を促進しながら、県内企業の海外展開を支援します。

［主な取組］

・東アジア・東南アジア等との経済交流の拡大

・継続的な取引に向けた県内企業の海外展開を集中的に支援

・秋田港の利用拡大に向けた奨励制度の充実や国内外企業へのポートセールス

○方向性② 環日本海交流や地域の拠点となる港湾の機能強化

［視点］

環日本海交流拠点として秋田港の機能強化及び地域の物流拠点としての船川港・



能代港の整備を行います。

［主な取組］

・新たな秋田港港湾計画に基づく事業の推進

○方向性③ 成長産業等の誘致と企業の投資促進

［視点］

高付加価値型の成長産業の集積化を更に促進することにより、多彩な頭脳と技術

力、意欲ある若者や女性の活躍の場を創出し、県内定着を図ります。

［主な取組］

・新規企業の誘致促進と誘致済企業のフォローアップ

・市町村との連携による企業誘致の促進

・企業ニーズに対応した工業団地の整備

○方向性④ 環境・リサイクル産業の集積促進

［視点］

低・未利用資源の有効活用による事業化の支援とレアメタル等金属のリサイクル

産業の集積を促進します。

［主な取組］

・レアメタル等金属リサイクルの推進

・地域の特性や循環資源の性質に応じたリサイクル事業の支援

・環境・リサイクル産業の育成

(4) 施策４ 産業人材の確保・育成と働きやすい環境の整備

○目的

産業人材を確保するため、若者や女性、シニアなど多様な人材が働きやすい職場

環境の整備とともに、高校生や大学生等の県内就職、Ａターン就職を支援します。

また、本県産業の成長のため、第４次産業革命に対応した産業人材や成長分野を

支える人材の確保・育成に取り組みます。

○方向性① 多様な人材の活躍を可能にする働き方改革の推進と就職支援

［視点］

賃金などの処遇や就労環境の改善、福利厚生の充実、多様な働き方の導入等によ

り雇用の質を高め、女性や若者、シニア、Ａターン希望者等にとって魅力ある職場

づくりを促進するとともに、多様な人材の就職を支援します。

［主な取組］

・働き方改革の周知や働き方改革推進のための取組に対する支援

・女性や若者、高齢者が働きやすい環境の整備

・女性の復職や個人のキャリアアップ等を支援するリカレント教育の推進



・第二新卒者の求人掘り起こしと地元企業の魅力発信力の強化

・Ａターン就職の求人開拓及びマッチングの支援

○方向性② 社会のニーズや就業構造の変革に対応した産業人材の確保・育成

［視点］

第４次産業革命の進展により広範な産業分野において求められるＩＣＴ人材の確

保・育成を図るほか、成長分野等を支える人材の育成や職業訓練を進めます。

［主な取組］

・ＩＣＴ人材の確保・育成を行う拠点の整備

・高度な３次元設計技術者やＩｏＴ、ＡＩ技術者の育成

・プロフェッショナル人材の活用促進と受入企業への支援

・技術専門校における職業能力開発の充実

○方向性③ 建設人材の確保・育成

［視点］

産学官連携により、建設人材の確保・育成を推進します。

［主な取組］

・「秋田県建設産業担い手確保育成センター」による担い手の確保・育成の推進

・担い手の確保・育成を図る創意工夫ある取組に対する支援

○方向性④ きめ細かなサポートによる大学生等の県内定着・回帰促進（再掲）

［視点］

進学を機に県外に転出している大学生等については、県内就職に向けた各種就職

支援情報や県内企業とのマッチング機会の提供のほか、秋田でのキャリアプランの

意識を醸成する取組等により秋田への回帰を促進します。また、県内大学へ進学し

た学生については、大学と連携して県内定着を進めます。

［主な取組］

・首都圏の大学新卒者向けの県内就職を支援する体制の強化

・就職説明会・面接会の開催、県内企業におけるインターンシップの推進

・秋田GO!EN（ご縁）アプリによる県内就職希望登録の拡大及び情報提供の充実

・奨学金返還助成制度の周知・利用促進

○方向性⑤ 的確な情報提供をベースにした高校生の県内定着促進（再掲）

［視点］

県内企業の魅力紹介やマッチングの支援など、高校生の県内就職率を高めるとと

もに、大学進学後の県内回帰も見据えた取組を進めます。また、若者の県内定着の

観点から、離職者の抑制にも取り組みます。

［主な取組］

・優れた地元企業の紹介とインターンシップの推進

・企業人材を講師として活用するコラボ教育等の推進



・キャリアアドバイザー及び就職支援員の配置

・職場定着支援員の配置

・企業見学会、企業説明会の開催

○方向性⑥ 地元企業等とのネットワークを生かした、社会の要請に応える専門教

育の充実（再掲）

［視点］

産業教育のフィールドを地域に広げる視点から学校と地域企業とのネットワー

クを活用し、専門教育の充実を図ります。

［主な取組］

・航空機産業及び情報関連産業人材の育成事業の実施

・企業の専門人材による教員の技術研修の実施

・秋田県産業教育フェアの開催

・高校間連携や学科間連携による商品開発の推進


