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平成２９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
しています。
○ 平成２９年度は、航空機産業等の成長分野への参入促進や地域経済を牽引する中核
企業の育成、企業立地の促進等に対する予算を拡充し、中小企業支援団体とも連携しな
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６ 】
☆人材の育成及び確保

【 基本的施策２ 】
☆新たな市場の開拓等

○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

○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

（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５ 】
☆地域の特性に応じた
事業活動の促進

【 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

【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
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○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

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、経営力の強化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。
○事業承継相談推進員を商工団体に配置し、事業承継案件の掘り起こし等を行ったほ
か、県内企業の後継者等が企業経営と事業承継の基礎知識やスキルの習得を図る
後継者育成塾等を実施し、円滑な事業承継を推進しました。
（関連施策の実施状況）
①相談機能の強化
事業名・担当課
商 工団 体組 織活 動強 化
事業（専門家相談事業）

【産業政策課】
プ ロフ ェッ ショ ナル 人
材活用促進事業
【地域産業振興課】
プ ロフ ェッ ショ ナル 人
材活用促進事業（地域資
源活用型）
【地域産業振興課】
技術支援加速化事業
【地域産業振興課】

（単位：千円）
実施概要・取組実績
予算額
中小企業が抱える課題の解決や経営改善等を図るため、商工団体
と連携して専門家を派遣し、経営支援等を行った。
【専門家派遣実績：698 件（企業活性化センター、信用保証協会等
15,323
を除く）（H28:765 件、H27:772 件）】
※企業活性化センター、信用保証協会等を含む専門家派遣実績
1,971 件（H28:1,960 件、H27:2,228 件）
企業の中核人材の採用をサポートする「秋田県プロフェッショナ
ル人材拠点」を設置し、企業訪問を通して、必要人材の開拓や民
間人材マッチング事業者へ取り次ぎを行った。
36,428
【経営者との相談件数：173 件（H28:221 件）】
【マッチング成約件数：35 件（H28:7 件）】※H27 年 12 月開設
地域資源を活用して事業の拡大と地域の活性化を図る企業等に
対し、人材ニーズの開拓と求職者とのマッチング支援を行った。
（H29 新規）
20,000
【DMO/地域商社関係企業及び団体との相談件数：73 件】
【民間人材ビジネス事業者への取り次ぎ件数：57 件】
産業技術センターの研究員が自ら県内企業に適した技術のカスタ
マイズを行い、問題解決や商品開発につながる技術支援を行った。
【共同研究・受託研究契約数：69 件（H28:66 件、H27:72 件）】

8,443

新たな売上創出に向けた企業活動を支援する事業化プロデュー
企業競争力強化事業（事 サーと研究開発コーディネーターを配置し、技術相談を通じた技
業化プロデュース事業） 術的な課題解決を支援した。
37,365
【技術支援カンファレンスの開催：12 回（H28:11 回、H27:12 回）】
【企業訪問等による技術相談指導：724 件（H28: 541 件、H27:415 件）】
【地域産業振興課】
【研究開発資金獲得支援：16 件（H28:36 件、H27:32 件）】
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事業名・担当課

実施概要・取組実績

（単位：千円）
予算額

企業競争力強化事業（企 あきた企業活性化センターの経営相談専門員等により、企業から
の相談にスピーディに対応するため、県内各地で移動相談を行っ
業相談事業）
たほか、同センター登録専門家の企業への派遣を行った。
【ワンストップ移動相談の開催：49 回（H28:49 回、H27:49 回）】
【地域産業振興課】
【専門家派遣企業数：42 社（H28:42 社、H27:43 社）】

4,943

企業生産性向上事業（企
中小企業の生産工程の効率化や企業間連携の取組を支援した。
業競争力改善支援事業）
【改善等推進型：7 社（H28:7 社、H27:7 社）】
【地域産業振興課】

5,081

県内企業の生産性向上による競争力強化のため、生産改善手法等
企業生産性向上事業（企
の現地指導・助言を行った。
業生産性向上支援事業）
【産業振興アドバイザー、生産改善アドバイザーによる改善実地
指導･改善普及指導の実施：30 社（H28:32 社、H27:32 社）】
【地域産業振興課】

8,413

食 品事 業者 基盤 強化 事
生産性の向上等に取り組む食品事業者に対して、改善指導を支援し
業（食品事業者生産性向
たほか、改善活動を普及させるための啓発セミナーを開催した。
2,568
上支援事業）
【改善指導：6 社（H28:6 社、H27:4 社）】
【地域産業振興課】
産 業デ ザイ ン活 用促 進 あきた企業活性化センターに産業デザインの知識を有する専門ス
タッフ 3 名を配置して製品デザインや販路拡大等の助言・指導等
事業
を行ったほか、デザイン出張相談会等により人材育成を支援した。 14,800
【相談件数：603 件（H28:490 件、H27:462 件）】
【地域産業振興課】
【産業デザイン出張相談会等の開催：24 回】
中 小企 業支 援機 関活 動 あきた企業活性化センターを通じて企業からの経営相談やマー
補助事業
ケティング等の各種相談対応事業を行った。
【相談件数：8,095 件（H28:7,398 件、H27:6,496 件）】
【地域産業振興課】
あきた企業活性化センターに知的財産の総合支援窓口を設置し、
知的財産有効活用事業 総合的な相談対応を行ったほか、知的財産に関するセミナー等を
開催して、普及啓発を行った。
【相談件数：1,529 件（H28:1,423 件、H27:1,232 件）】
【普及啓発：知的財産権制度説明会（初心者向け）、あきた知財
【地域産業振興課】
塾、秋田県発明展の開催】
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
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。
指導普及費
【技術相談：911 件 （H28:881 件、H27:750 件）】
【貯蔵出荷管理指導：21 場（H28:21 場、H27:20 場）】
【秋田うまいもの販売課】
【酒造技術巡回指導：32 蔵（H28:32 蔵、H27:33 蔵）】
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
中 小企 業支 援ネ ット ワ た。
【企業連携ＷＧ：企業連携事例 10 件（新規 1 件、継続 9 件）の
ーク
調査･分析、各支援機関が実施している企業連携関係 37 事業の
情報共有】
【集中支援ＷＧ：対象 14 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との連携強化、
【産業政策課】
事業承継相談推進員の設置、事業承継セミナー･個別相談会の実
【地域産業振興課】
施、後継者育成塾の開催】

3

38,159

1,842

2,113

－

②資金供給の円滑化
事業名・担当課
中小企業振興資金

【産業政策課】

経営安定資金
【産業政策課】

うち経営力強化枠

うち借換枠

新事業展開資金
【産業政策課】
その他の資金
【産業政策課】

（単位：億円）
実施概要・取組実績

新規融資枠

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・
運転資金に関する資金繰り支援を行った。
【新規融資実績：969 件 12,355 百万円（H28: 1,065 件 13,483
百万円、H27:1,193 件 16,080 百万円）】

223

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
に対し低利融資を行った。
【新規融資実績：429 件 5,715 百万円（H28: 528 件 7,062 百万
円、H27:557 件 6,900 百万円）】

215

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：26 件 889 百万円（H28: 30 件 988 百万円、
H27:36
件 725 百万円）】
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：86 件 1,609 百万円（H28: 85 件 1,763 百万円、
H27:80 件 1,220 百万円）】
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
を行った。
【新規融資実績：75 件 411 百万円（H28: 75 件 1,161 百万円、
H27:101 件 2,474 百万円】
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。
【新規融資実績：21 件 952 百万円（H28: 22 件 644 百万円、
H27:24
件 903 百万円】

③事業承継の円滑化
事業名・担当課

50

60

84
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（単位：千円）
実施概要・取組実績
予算額
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
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。
事業承継推進事業
【事業承継ＷＧ会議の開催：6 回（H28:6 回、H27:6 回）】
【相談推進員企業訪問：2,170 件（H28: 2,090 件、H27:1,999 件）】
【相談推進員の相談対応：174 件（H28:255 件、H27:252 件）】
20,399
【事業承継セミナーの開催：1 回 37 人参加（H28:3 回 57 人、H27:3
【産業政策課】
回 65 人）】
県内企業の後継者等が、企業経営と事業承継の基礎知識やスキル
うち後継者育成塾事
の習得を図る後継者育成塾を開催した。
業
【開催概要：3 地区 各 5 日間 32 人参加（H28:56 人)】
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【基本的施策２】新たな市場の開拓等
（主な取組状況）
○県内外への販路開拓を目指す県内企業の取引斡旋や大手企業とのマッチングによ
り販路開拓を支援しました。
○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売り込みや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
販路開拓アドバイザーを配置し、発注情報の収集・提供や取引斡
企業競争力強化事業（販 旋、商談会の開催等により販路開拓を支援した。
路拡大支援事業）
【斡旋紹介件数：373 件（H28:395 件、H27:395 件）】
24,554
【斡旋成約件数：73 件（H28:89 件、H27:90 件）】
【地域産業振興課】
【商談会：2 回（H28:2 回、H27:2 回）】
医 療福 祉関 連産 業成 長 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）
促進事業（マッチング推 への県内企業の出展をコーディネートしたほか、県内大手企業と
1,776
進事業）
中小企業のマッチングを図る展示交流会や勉強会を開催した。
【地域産業振興課】

【商談会出展：2 社（H28:7 社、H27:5 社）】

あきた企業活性化センターに食品マッチング専門員 1 名を配置
食 品事 業者 基盤 強化 事 し、事業者間のマッチングや中間加工ニーズの掘り起こし、商品
業（食品事業者連携支援 戦略策定等を支援した。
5,983
事業）
【事業者間マッチング：39 件（H28:41 件、H27:31 件）】
【中間加工ニーズの掘り起こし：40 件（H28:12 件、H27:14 件）】
【地域産業振興課】
【商品戦略助言等：41 件（H28:11 件、H27:18 件）】
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
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：3 回（H28：4 回）】
県 内企 業海 外展 開支 援 【秋田県貿易促進協会の専門アドバイザーや職員による窓口･巡
回相談の実施：240 件(H28:251 件)】
事業
【秋田県東南アジア経済・観光交流連絡デスク（タイ）による支 34,618
援：605 件（H28:817 件）】
【海外展示・商談会等への出展支援：4 社（台湾）（H28:8 社
タイ、台湾）】
【海外展開支援事業費補助金：採択 17 件（H28:20 件、H27:12 件）】
【商業貿易課】
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。
【県内企業とロシア貿易拡大に向けた調査を実施】
事業
15,557
【韓国･ソウル市内で実施する４道県観光･物産合同商談会に県
【商業貿易課】
内企業２社の出展を支援】
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事業名・担当課

実施概要・取組実績

（単位：千円）
予算額

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
じて県内農産物・加工品の輸出拡大を支援した。
【秋田うまいもの販売課】 【秋田・香川うどんフェア出展：シンガポール、タイ】
秋田の食輸出強化事業

2,427

商談会等による県内外企業及び消費者とのマッチング機会の
提供や、営業力向上アドバイザーの指導による販売力強化等
県産品販路拡大対策事業
を通じて県産品の販路拡大を支援した。
【マッチング商談会開催：秋田 106 ブース・商談成約 145 件、 34,256
東京 58 ブース・商談件数 677 件（※成約件数未集計）】
【秋田うまいもの販売課】 【営業力向上アドバイザーによるセミナー等：28 回】
百貨店や民間事業者等との連携により、首都圏等での販売チ
ャネルを掘り起こし、県産品の販路開拓を図った。
高品質販路開拓事業
【三越伊勢丹との連携：5 アイテム商品化】
18,187
【銀座花蝶展示商談会：出展 9 社】
【秋田うまいもの販売課】 【東京でのお土産品開発支援：3 社（H28:3 社）】
東京アンテナショップ「あきた美彩館」を活用し、県産品の
アンテナショップ運営事業 販路拡大を支援した。
【売上高の前年比：100.1％】
66,264
【秋田うまいもの販売課】 【県産品のテスト販売：17 件（H28:18 件、H27:18 件）】
アンテナ酒場の活用や、関西・九州地区での試飲試食会開催
により、県産酒・県産品の販路開拓を図った。
【アンテナ酒場 6 店舗でのフェア開催】
11,240
【秋田うまいもの販売課】 【福岡アンテナショップでの秋田フェア開催（10 月、12 月）】
大消費地販路開拓事業

県産品の輸出拡大を図るため、日本酒を中心にした特徴ある
県産品の海外プロモーションを行った。
クールアキタ食の輸出拡大 【台湾：フード台北出展、試飲試食商談会開催、高雄国際見
本市への出展 出展 14 社、出品 27 社】
支援事業
【シンガポール：メニューフェア、秋田フェアの実施】
38,880
【パリ…BtoC プロモーション：出展 14 社
BtoB プロモーション：商談会来場者 305 名、出展 14
【秋田うまいもの販売課】
社】
高品質な日本酒製造への移行及び製造拡大を推進するため、
秋田の日本酒プロジェクト 設備導入支援のほか、魅力を発信し販路拡大を図った。（H29
新規）
23,020
【冷蔵タンク等導入：6 件】
【秋田うまいもの販売課】 【関西地区でのイベント実施：参集者 70 名】

6

【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や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連携を支援し、ものづくりや医療機器分野等
の共同研究開発を促進しました。
（関連施策の実施状況）
事業名・担当課
がんばる中小企業応援事業

【地域産業振興課】
【商業貿易課】

実施概要・取組実績

（単位：千円）
予算額

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」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。
180,734
【認定件数：37 件(製造業 25 件 非製造業 12 件)（H28:34 件、
H27:41 件)】

がんばる中小企業応援事業 意欲を持って自社の競争力強化を図ろうとする中小企業を
（企業立地・雇用増加型） 「がんばる中小企業」に認定し、雇用創出を伴う設備投資を
238,726
支援した。
【産業集積課】
【資源エネルギー産業課】 【企業立地・雇用増加型認定件数：7 件（H28:7 件、H27:6 件)】
企業競争力強化事業（団体 県内企業や工業団体等の連携強化を図るため、コンソーシア
ム活動等を支援した。
連携等推進支援事業）
【セミナー：1 回】
【研究会の活動支援：10 回】
【地域産業振興課】
【補助件数：2 件】

2,487

ものづくり中核企業創出促 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
進事業
のフォローアップ支援を行った。
【既認定企業フォローアップ：49 社】
【地域産業振興課】

17,126

ものづくり中核企業成長戦 地域経済を牽引する意欲の高い企業を認定し、成長戦略の策
略推進事業
定から事業化までの支援を実施した。（H29 新規）
【通常枠：4 社 コネクターハブ枠：2 社】
【地域産業振興課】

74,450

航空機産業強化支援事業

【輸送機産業振興室】

航空機産業における特殊工程の導入など一貫工程化等につな
がる設備投資や国際的な認証取得を支援したほか、販路開拓
や技術指導、中核人材や若者の人材育成等を推進した。
【一貫工程化に向けた設備投資支援：2 件、認証取得支援：
Nadcap 2 件、JISQ9100 1 件】
151,733
【航空機産業の動向や加工技術等に関するセミナー開催：3
回、参加者計 166 人】
【中核技術者育成のためのセミナー：5 回、受講 8 人】
【マッチング支援：出展 5 社 受注 1 件】
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事業名・担当課

実施概要・取組実績

（単位：千円）
予算額

航空機構造物をはじめとする複合材製品の製造拠点を創生する
新 世代 航空 機部 品製 造 ため、秋田発の技術シーズによる革新的な複合材の成形技術、
拠点創生事業
検査技術の産学官共同による技術開発を支援した。
【秋田大学、県産業技術センター、県内中小企業等による技術
【輸送機産業振興室】 開発への支援】

86,147

自動車産業における県内企業の取引拡大を図るため、技術水準
の向上や販路拡大を支援した。
自動車産業強化支援事業 【工程改善トレーニング研修：1 回（H28:1 回、H27:2 回）】
【自動車人材育成等研修：8 回（H28:8 回、H27:6 回）】
33,726
【認証取得支援：TS16949 0 社［延期］(H28:2 社、H27:2 社)】
【北海道・東北展示商談会：県内参加 10 社（トヨタ本社で開催）】
【輸送機産業振興室】 【あきた NEXT モーターシンポジウム開催：出展 3 社】
医 療福 祉関 連産 業成 長
医療福祉機器関連産業の集積を図るため、医療機器の研究開発
促進事業（研究開発拠点
拠点形成に取り組む県内企業を支援した。
形成事業）
【医療福祉関連分野の新製品開発補助：H27 からの継続 1 件】
【地域産業振興課】

10,014

医 療福 祉関 連産 業成 長
県内企業の医療福祉関連産業への参入と製品開発を促進するた
促進事業（課題解決型医
め、医療機器の製造販売業者等とマッチングを図った。（H29
療福祉機器開発事業）
新規）
【地域産業振興課】

3,833

がん治療における医療界のニーズに対応するため、産学官のコ
先 進が ん医 療等 コア 技 ンソーシアムによる技術開発を支援した。
【精緻な診断のための患部組織の薄切技術の研究開発】
術開発推進事業
【抗がん剤投与量決定分析機器を実現する技術の研究開発】
【乳がんの分子標的療法の有効性を高精度に判定する技術の研
【地域産業振興課】
究開発】

35,806

食 品事 業者 基盤 強化 事
業（食品事業者経営基盤 食品加工技術レベルや生産性の向上等のため、経営革新計画を
有する食品事業者が行う機械設備導入を支援した。
強化支援事業）
【機械設備導入支援：採択 5 件（H28:6 件、H27:5 件）】
【地域産業振興課】

7,996

県産業技術センターにおいて、ものづくりに必要な人材の育成
あ きた もの づく り創 生 と、コア技術を基にした県内企業による付加価値の高い製品開
発を支援した。
事業
【3D 樹脂プリンタによる試作開発コースや鋳造 CAE コース等を
実施】
【機械学習及び人工知能を構築する実習を実施：15 社 18 人】
【地域産業振興課】
【共同研究企業等の関連開発製品売上：2,538,645 千円】

33,788

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
産 業技 術セ ンタ ー研 究 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。
推進費
【EMC スキャナ開発事業における 1 次試作機の完成】
【精密プレス加工による粉体成型技術に関する研究開発】
【特許出願：5 件】
【地域産業振興課】

48,786
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事業名・担当課

実施概要・取組実績

（単位：千円）
予算額

情 報関 連産 業立 地促 進 県内人材活用による情報関連技術者の育成を図るため、情報関連
事業
事業者の新規立地及び事業拡大を支援した。
20,237
【新規立地：3 件、事業拡大：7 件、雇用創出：36 人】
【商業貿易課】
情報関連事業者の競争力強化を図るため、新たなサービスや商品
情報関連産業競争力強化 の開発等の取組を支援した。
【自社商品開発支援：4 社(H28:5 社、H27:5 社)】
事業
12,811
【情報関連認証取得支援：2 社(H28:3 社、H27:3 社)】
【プロジェクトマネージャ養成講座：計 5 日間、23 人参加】
【データ分析者養成研修：計 3 日間、6 人参加】
【商業貿易課】

情報関連産業振興事業

展示商談会への共同出展や首都圏等のＩＴ関係者とのマッチング
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。
【販路拡大型：3 社 コミュニティ活動型：1 団体】

1,438

ＩＣＴ推進会議を開催し、ＩＣＴを活用して地域課題を解決する
プロジェクトの掘り起こしや運営支援等を行った。
【推進会議の開催：2 回（H28:2 回、H27:2 回）】

1,580

【商業貿易課】
秋田ＩＣＴ戦略事業
【情報企画課】

産学官連携コーディネータ(2 名)を配置し、大学等との橋渡しや
産 学官 連携 イノ ベー シ 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。
ョン創出事業
35,111
【コーディネータ会議の開催：3 回（H28:5 回、H27:6 回）】
【産学官交流プラザの開催：5 回（H28:5 回、H27:6 回）】
【あきた未来戦略課】 【競争的研究資金：採択 10 課題（H28:12 課題、H27:12 課題）】
あ きた 産学 官金 総結 集 首都圏等の大学などのユニット研究室を誘致して本県の研究機
関や企業との共同研究を支援する取組等を進めた。
新産業創出事業
24,003
【ユニット研究室の誘致（継続分）：2 件（東京工業大学、物質
【あきた未来戦略課】 ・材料研究機構）】
ロ ーカ ルイ ノベ ーシ ョ 秋田の素材を活用し、地元研究機関と県内外の企業が秋田を拠点
に共同で取り組む研究活動を支援した。
ン誘発促進事業
10,529
【研究件数：2 件（代表研究機関 エバラ食品工業(株)、(株)ユ
【あきた未来戦略課】 ーグレナ）】

公設試の研究開発を担う研究員の研究開発力向上を図るため、大
知 的財 産総 合マ ネジ メ
学院博士後期課程の修学を支援した。
ント事業
【大学院博士課程就学支援：4 人（H28:4 人、H27:5 人）】
【秋田県特許技術シーズ集：400 部作成、産学官交流プラザ等で
提供】
【あきた未来戦略課】
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1,292

事業名・担当課

実施概要・取組実績

（単位：千円）
予算額

民間観光宿泊施設魅力向上
新たな顧客を獲得し、観光地としての訴求力向上を図るため、
支援事業
宿泊施設の改修等を行う民間事業者の取組を支援した。
34,716
【企画提案競技による採択：10 件（H28:9 件）】
【観光戦略課】
地域の素材を活かした魅力ある特産品開発等の支援や、各種
課題解決のためのネットワーク構築による売れる商品づくり
地域特産品サポート事業
を支援した。
3,289
【FOODEX JAPAN 出展支援：3 社（H28:4 社）】
【秋田うまいもの販売課】 【サポートネットワーク会員数：112 事業者（H28:105 事業者）】
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
るための研究開発を行った。
【地域資源を活用した新商品開発】…タラしょっつる用途拡
総合食品研究センター研究 大、県産穀類や豚肉の加工技術開発、麹や酒粕、海藻等の利
用製品開発
推進費
23,019
【秋田独自の発酵技術を活用した新商品開発】…AKITA 雪国酵
母(UT-2)を開発、7 社に技術移転し 8 アイテムが商品化
【健康志向食品の商品化】…健康維持上栄養補給が必要な方
向けの食品（スマイルケア食「青」マーク）として 7 団体 24
【秋田うまいもの販売課】
商品が表示許可を受けている
ストップ･ザ･温暖化あきた
推進事業（事業者温暖化対 中小企業における省エネの取組を支援するため、省エネ説明
会等を開催した。
策推進サポート事業）
【説明会・シンポジウム 3 回】
【温暖化対策課】

444

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
工事業者の国内外での販路拡大を支援した。
【賞味期限設定マニュアル（対象 5 品目：乳酸菌飲料、冷凍
野菜、じゅんさい、切餅、レトルト食品）作成と研修会開催
フードセーフティー推進事業 :51 人参加】
【ＨＡＣＣＰ認証取得希望者への個別訪問によるコンサルタン 3,478
トの指導：30 回】
【ＨＡＣＣＰ推進セミナー及びフォローアップセミナーの開催
：計 198 名】
【秋田県ＨＡＣＣＰ認証取得支援：認証取得 11 件（H28:17 件、
【生活衛生課】
H27:21 件）】
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【基本的施策４】新たな事業の創出
（主な取組状況）
○起業・創業を促進するため、起業塾の開催や高校生・大学生の起業家意識の醸成、
起業時に要する初期投資費用・人件費の支援を行いました。
○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、技術者養成や
アドバイザー派遣等により支援したほか、関連産業への参入を目指す県内企業と
風力発電事業者とのマッチング機会を提供しました。
（関連施策の実施状況）
事業名・担当課

あきた起業促進事業

【商業貿易課】

実施概要・取組実績

（単位：千円）
予算額

起業者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。
【高校生等に対する起業体験プログラムの実施：高校生 12 人
参加、大学生 37 人参加】
【起業スキル習得塾の開催：11 回（県内 10、県外 1） 延べ 146
人参加（H28:14 回 184 人、H27:12 回 218 人）】
【起業塾受講者等への個別サポート：延べ 38 人（H28:53 人、
48,214
H27:54 人）】
【起業の初期投資費用等助成：採択 13 件（H28:13 件、H27:13 件）】
【商工団体インキュベーションマネージャーの養成：1 人（H28:5 人、
H27:1 人）】
【ICT 活用によるグローバル起業家人材育成支援：オープンイ
ベント 3 回 53 人参加、集中トレーニング 3 日間 22 人参加、革
新的な事業計画等の立案 11 人参加】
【起業支援室設置支援：能代商議所(9 月)、横手商議所(12 月)】

新エネルギー産業への参入を目指す企業を支援した。
新エネルギー産業創出・育 【風力発電等メンテナンス技術者養成補助金：2 社（H28:1 社、
H27:2 社）】
成事業
【風力発電関連アドバイザーの派遣：2 社（H28:1 社、H27:2 社）】 28,394
【風況観測に要する費用補助：3 社】
【風力発電関連産業への参入を目指す県内企業と風力発電事
【資源エネルギー産業課】
業者とのマッチング機会の提供：セミナー等 2 回開催】
移住総合推進事業（移住起 県外在住の移住希望者等を対象に、県内における起業・移住を
支援した。
業者育成事業）
【起業支援状況：4 件の支援を実施、うち 1 件起業達成
(H28: 4 件うち起業達成 1 件、H27:6 件うち起業達成 4 件)】
【移住・定住促進課】

13,707

健康づくり人材の多様な働 保健師や栄養士など健康づくりの指導等に必要な資格を持ちな
がら働いていない人材の掘り起こしや、そうした人材を活用した
き方研究事業
ベンチャービジネス等の立ち上げについて調査研究を行った。
【28 年度実施したアンケートの集計・分析作業を実施】
【健康づくり推進課】

‐
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【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）
○地域資源を活用した新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のブランド化への取組や海外展開の取組等を
支援しました。
○商店街を核とした中心市街地における賑わい創出に対して支援しました。
○地域資源を活用した創業や農商工連携による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。
（関連施策の実施状況）
事業名・担当課

実施概要・取組実績

（単位：千円）
予算額

採択済み 6 市町のアクションプログラムに基づく人材育成や技術
提案型地域産業パワー 開発などの取組を支援した。
H28:3 件…【大館市「えだまめ」、にかほ市「ものづくり産業」、
アップ事業
13,049
横手市「よこて味噌」】
H27:3 件…【三種町「ジュンサイ」、美郷町「ラベンダー酵母」、
【地域産業振興課】
湯沢市「稲庭うどんと川連漆器」】
伝統的工芸品等振興事業 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
開発、海外への販路開拓等の支援を行った。
【補助採択：15 件（H28:14 件、H27:11 件）】
【地域産業振興課】

17,924

商店街を核とした中心市街地で実施される賑わい創出事業等に対
商業活性化・まちづくり
して、市町村とともに支援を行った。
支援事業
【助成先：9 市 27 事業（H28: 8 市 34 事業、H27: 7 市 31 事業）】
【インバウンド獲得に関する講演及びパネルディスカッションの
【商業貿易課】
実施：1 回 31 人参加（H28: 1 回 41 人参加】

3,266

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
取組を支援した。
(基金)
【採択件数：18 件（H28:27 件、H27:35 件）】
【地域産業振興課】
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
あきた農商工応援ファ
支援した。
ンド事業
【農商工連携支援：採択 16 件（H28:17 件、H27:10 件）】
(基金)
【秋田うまいもの販売 【農商工連携応援団体支援(連携体を支援する団体が行う事業)：採
択 1 件（H28:1 件、H27:1 件）】
課】
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【基本的施策６】人材の育成及び確保
（主な取組状況）
○企業支援コーディネーターによる企業訪問により、若年求人の掘り起こしと求人方
法に関する企業の相談に対応しました。
○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。
○大学生等を対象とした県内企業見学ツアーやインターンシップセンターの運営に
より、県内就職・定着への意識醸成を図ったほか、県内企業のインターンシップ
受入を促進するため、ガイドブックの作成や企業向けセミナー等を実施しました。
（関連施策の実施状況）
事業名・担当課

（単位：千円）
実施概要・取組実績
予算額
企業支援コーディネーター(5 名)を商工団体に配置し、企業訪問
中小企業・小規模事業者 による若年者の求人掘り起こしと求人方法の相談対応、中小企業
支援策の情報提供等を行った。
機能強化支援事業
12,185
【企業訪問：4,216 社（H28:3,778 社）】
【求人開拓数：1,042 社（H28:719 社）】
【産業政策課】
【若年者採用数：589 人（H28:423 人）】
プ ロフ ェッ ショ ナル 人 県外からの移住を伴うプロフェッショナル人材を受け入れる県
材活用促進助成金事業 内企業が負担する人材紹介手数料等に対して支援した。
【助成件数 8 件（H28:2 件）】
【地域産業振興課】

7,000

医 療福 祉関 連産 業成 長 医療福祉機器関連分野における県内企業の中核人材を育成する
促進事業（医工連携人材 ためのセミナーや、学生向けの技術展示、講演会を開催した。
（H29 新規）
育成事業）
【医療福祉機器創生塾：4 回、延べ 52 人参加】
【地域産業振興課】
【秋田ものづくりオープンカレッジの開催：2 回】

3,272

食に関するマーケティングノウハウの習得や商品戦略の構築を
食 品事 業者 基盤 強化 事 実践する人材育成講座等により、県内食品産業の振興を担う人材
業（食品産業人材育成事 の育成を図った。
【秋田絶品マーケティング塾の開催：4 回延べ 7 日間】
業）
【塾修了者：18 人（H28:12 人、H27:15 人）】
【過年度修了者の報告会･成果発表会の開催：各 1 回】
【地域産業振興課】
【修了者への情報提供、有志によるＯＢ会の活動を支援】

3,566

女 性が 働き やす い職 場 企業の魅力向上を図り、県内企業への人材定着を促進するため
環境整備事業
に、女性が働きやすい環境の整備を支援した。（H29 新規）
【採択：5 件】

9,000

【地域産業振興課】
求職者に対し、就職に向けたキャリアカウンセリング等を実施す
県内就職促進事業（キャ
るとともに、若者の職場定着に向けたセミナーを開催した。
リア応援事業）
【ジョブカフェ利用者：延べ 33,641 人（H28:27,143 人）、就職 35,629
者数 2,932 人（H28:2,427 人）
【雇用労働政策課】
【セミナー：6 回、180 人参加（H28:5 回、108 人）
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事業名・担当課

実施概要・取組実績

（単位：千円）
予算額

公労使関係者が業種別に会して働き方改革の課題等を協議する
県内就職促進事業（働き とともに、シンポジウムを開催して働き方改革を推進した。（H29
方改革推進事業）
新規）
【公労使会議：製造業 2 回 商業･サービス業 2 回】
【シンポジウム：1 回】
【雇用労働政策課】

1,028

在職労働者等に対する職業訓練を実施し、労働者の職業能力の開
職 業能 力開 発支 援事 業
発・資質の向上を図った。
※離職者等訓練を除く
【認定職業訓練実績…普通課程：5 団体 9 科 40 人（H28: 6 団体 54,654
10 科 49 人） 短期課程：12 団体 130 コース延べ 2,049 人
【雇用労働政策課】
（H28:12 団体 138 コース延べ 1,950 人）】
秋 田を 支え る人 材確 保 企業訪問による A ターン求人の開拓や高校生の県内就職の促進
支援事業（雇用労働アド に向けた早期求人要請等を行った。
11,695
バイザー配置運営事業） 【A ターン就職者数：1,128 人（H28:952 人）】
【A ターン求人獲得数：7,073 人（H28:5,326 人）】
【雇用労働政策課】
【早期求人訪問件数：773 件（H28:711 件）】
県外在住者の A ターン就職を促進するため、マッチング機会の提
秋 田を 支え る人 材確 保 供や各種支援を行った。
支援事業(秋田で就職応 【Ａターン就職者数：1,128 人（H28:952 人）
援団（Ａターン）事業） 【Ａターンプラザ及びＡターンサポートセンター利用者数：延べ 13,200
2,356 人（H28:2,475 人、H27:2,534 人）】
【Ａターンフェア：4 回延べ 153 社、625 人参加（H28:2 回延べ
【移住･定住促進課】
75 社 228 人、H27:2 回延べ 73 社 106 人）】
秋 田を 支え る人 材確 保 県内企業を対象に、求人情報発信力、採用力強化のためのセミナ
支援事業(Ａターン求人 ーを開催。また、民間大手就職サイトに求人情報を掲載した。
（H29 新規）
発信力向上事業）
【求人情報発信力セミナー：3 回、57 社参加（実企業数）】
【移住･定住促進課】
【大手就職サイト DODA に 45 件の求人情報を掲載】

6,766

新規大学卒業者等を対象とした就職面接会等を開催し、企業の人
材確保を支援した。
秋 田を 支え る人 材確 保 【大学生等合同就職説明会：4 回 参加学生延べ 152 人 参加企業
延べ 199 社（H28:3 回 486 人 275 社、H27:4 回 1,079 人 412 社）】
支援事業（学卒者県内就
【大学生等合同就職面接会：2 回 参加学生延べ 277 人 参加企業
3,819
職促進事業）
延べ 246 社（H28:2 回 336 人 228 社、H27:2 回 268 人 195 社）】
【進学予定の高校卒業生への県内就職希望登録用はがき配布
:H30 卒 6,280 人へ配布、H29 卒 627 人登録】
【女子学生と就活応援サポーターとの交流会開催：4 回延べ 50
人参加(H28:3 回 30 人)】
【移住･定住促進課】
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事業名・担当課

実施概要・取組実績

（単位:千円）
予算額

東京事務所に相談員 2 名を配置し学生相談対応等を行ったほか、
秋 田を 支え る人 材確 保
就活情報サイト及び企業情報誌を作成し情報発信を行った。
支援事業（首都圏新卒者
（H29 新規）
18,236
向け県内就職促進事業）
【相談員の取組：学生相談対応延べ 122 人、大学訪問延べ 118 校】
【就活情報サイト「KocchAke!」のリニューアル】
【企業情報誌「KocchAke!PLUS」を作成し県内外の大学へ配布】
【移住･定住促進課】
秋 田を 支え る人 材確 保 高校 1 年生を対象に職場見学会や経営者講話を実施。また高校 2
支援事業（高校生県内就 年生を対象に企業説明会を実施した。（H29 新規）
【職場見学会：19 校、1,063 人参加】
職率 UP 事業）
【経営者講話：1 校、32 人参加】
【企業説明会：57 校、3,362 人参加】
【移住･定住促進課】

7,133

県内企業での大学生等のインターンシップの受入を促進するた
秋 田を 支え る人 材確 保 めの体制強化と企業における受入気運の醸成を図った。
【インターンシップ促進協議会：2 回（H28:2 回）】
支援事業（インターンシ
【インターンシップ促進セミナー：3 回 101 人（H28:2 回 170 人）】
10,494
ップ促進事業）
【企業向け受入ガイドブックの作成、配布】
【県内各業界等と学生との情報交換会：企業 77 社、学生 185 人
（H28:学生 145 人）】
【移住･定住促進課】
【大学の就職担当者向け企業見学会：1 回 14 人参加】
奨学金貸与・返還助成事
業（秋田未来創生奨学基 県内企業に就職する者に対して奨学金返還額の一部を助成する
金造成事業・県内就職者 「県内就職者向け奨学金返還助成制度」の運用を平成 29 年度か
奨学金返還助成事業） ら開始した。
【助成対象認定者：551 人】
【移住･定住促進課】

2,848

大学生等を対象とした秋田での生活を考えるセミナーと県内企
業の見学ツアーを組み合わせて開催したほか、県外学生と県内企
業とのインターンシップの仲介等を行った。
【ライフプランセミナー：11 回（H28:10 回）、県内企業見学バ
スツアー：12 コース（H28:12 コース）計 189 人参加（H28:251
人）】
【アキタインターンシップセンターを通じた県内企業でのイン
ターンシップ参加：32 人（H28:21 人）】

23,019

若者向け定住・定着「ご 秋田での就職や生活につながる県主催イベント等への参加者の
縁」システム整備・運営 県内定着を促進するため、「ご縁」システムの運営･改修やポイ
事業
ント対象事業の開拓等を行った。
【ポイント対象事業：93 件を認定】
【移住･定住促進課】

3,636

秋 田大 好き ！魅 力深 掘
り促進事業（学生向けイ
ン ター ンシ ップ 意識 醸
成事業・学生向けインタ
ーンシップ推進事業）
【移住･定住促進課】
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事業名・担当課
Ａターン協定推進事業
【移住･定住促進課】

実施概要・取組実績

（単位:千円）
予算額

首都圏等の大学とＡターン協定締結を推進したほか、就職説明会
等に参加する企業に対し助成を行った。
【Ａターン締結協定：3 校（累計 15 校）】
【就職説明会等への参加企業への助成：3 社（H28:8 社）】

6,363

女性の活躍を推進するため、官民一体となった推進体制のもと、
経営者等向けセミナー等により男女が働きやすい職場づくりを
促進するとともに、働く女性が交流する機会の提供等を行った。
あ きた 女性 の活 躍推 進
【あきた女性の活躍推進会議の開催：2 回（H28:2 回）】
事業
【秋田県女性の活躍推進企業の表彰：5 社（H28:5 社）】
17,217
【経営者等向け意識啓発セミナーの開催：1 回（H28:1 回）】
【働く女性の交流会等の実施：4 回（H28:3 回）】
【民間団体が開催するシンポジウム等への支援：1 回（H28:1 回）】
【中小企業の行動計画策定等の取組支援：90 社（H28:122 社）】
【次世代・女性活躍支援
【女性の活躍推進企業の取組の広報：ﾘｰﾌﾚｯﾄ 15,000 部作成】
課】
【中小企業の女性の管理職登用等への支援：3 社】
楽 しく 運動 健康 づく り
県内企業の従業員等で、血糖値が高めの方を対象に宿泊型の運動
事業
・栄養指導を行った。（H29 新規）
【「ユフォーレ健康合宿」：2 回、延べ 20 人参加】
【健康づくり推進課】

953

建設業の魅力を伝えるガイドブックの作成や、技術者の資格取得
建 設業 担い 手確 保育 成
研修会の開催等のキャリアアップの取組等のほか、3 次元設計デ
支援事業
ータ処理の研修や ICT 建機の操作研修を支援した。
【魅力発信型、キャリアアップ型：4 団体（H28:7 団体）】
【建設政策課】
【i-Construction 型：1 団体】

9,997

建設部内に「秋田県建設産業担い手確保育成センター」を設置し、
関係団体等と連携して女性活躍推進や人材育成等に取り組んだ。
（H29 新規）
秋 田県 建設 産業 担い 手 【担い手確保育成推進員：高校訪問 66 回】
確保育成センター事業 【大学訪問・インターンシップ：4 校、2 名】
18,481
【建設ドローン体験交流会：4 回（女性向け 2 回、生徒･学生向
け 2 回）】
【女性活躍ネットワークの組織化：女性部「SAKURA」設立】
【若者向け資格試験対策講座：受講者 65 名】
【建設政策課】
【建設ドローン教習所の整備：2 社】
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事業名・担当課

実施概要・取組実績

（単位：千円）
予算額

高 校生 未来 創造 支援 事
高校２年生を対象として、各事業所等での就業体験活動を通じ
業（キャリア教育総合推
て、社会人や職業人に必要な能力・態度等の理解を深め、地域の
進事業）※就業体験活動
担い手としての自覚や意識の醸成を図った。
に関する経費
【実施校：53 校 参加生徒 4,629 人（H28: 55 校 参加生徒 4,826
人、H27: 57 校 参加生徒 4,694 人）】
【高校教育課】

826

夢 実現 ！高 校生 ステ ッ 県内就職率の向上を図るため、就職支援員を県内高校等に 25 名
プアップ事業（就職支援 配置した。
員配置事業）
【生徒への就職支援】
【早期離職者等への就職支援】
【高校教育課】

59,895

夢 実現 ！高 校生 ステ ッ 職場定着や離職防止を図るため、職場定着支援員の配置やセミナ
プアップ事業（職場定着 ー等を行った。（H29 新規）
【職場定着支援員の配置：4 校】
支援員配置事業）
【就職準備セミナーの開催：26 校、2,349 人参加】
【就職決定者への ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ：48 校、2,375 人参加】
【高校教育課】

10,690

県内外の航空機関連企業や大学等の専門人材による特別講義や、
「秋田の産業を担う」人 県内航空機関連企業での長期技術研修等により、航空機産業分野
材育成事業（航空機産業 の振興と専門人材の育成を図った。
人材育成事業）
【専門人材による講義・実習指導：4 校】
【高度な資格取得のための集中研修：2 社、7 人】
【航空機関連の高校生向け専門カリキュラムの構築】
【高校教育課】

2,975

実習や課題研究等の実技を伴う授業に、高度な情報技術力を持った
社会人講師を派遣し、ＩＣＴ分野の振興と専門人材の育成を図った。
「秋田の産業を担う」人
【企業人材による講義・実習：3 校（H28:2 校）】
材育成事業（情報関連産
【課題研究（タブレットによるアプリの開発）：1 校 8 名を対象
業人材育成事業）
に 22 回実施（H28:1 校 11 名を対象に 21 回実施）】
【実習（ネットワークシステム、コンピュータ制御の学習）：2
校 166 名を対象に計 45 回実施（H28:1 校 35 名を対象に 10 回実
【高校教育課】
施）】

2,275
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