
産　業　労　働　部

0.8億円 0.9億円 (資金供給を除く）

368億円 537億円 (新規融資枠）

①相談機能の強化 0.7億円 0.7億円
（単位：千円）

1 産業政策課 継

県内企業が抱える高度で専門的な課題を解決
するため、商工会議所、商工会連合会及び中
小企業団体中央会において、各種専門家の派
遣や相談会を行う。

14,826 15,323

2 地域産業振興課 継
県内製造業の振興を図るため、産業技術セン
ター研究員による技術提案と製品開発のサ
ポートを行う。

7,891 8,443

3 地域産業振興課 継

県内各地にワンストップ移動相談所を開設す
るほか、企業に各種専門家を派遣し、企業の
経営相談体制の強化と、高度で専門的な課題
の解決を図る。

3,443 4,943

4 地域産業振興課 継
中小企業等の課題解決に資するため、（公
財）あきた企業活性化センターの活動を支援
する。

36,239 38,159 人件費を除く

5 地域産業振興課 継
知的財産の総合支援窓口を設置し、総合的な
相談支援を通じて、知的財産の産業活用を推
進する。

1,810 1,842

6
秋田うまいもの
販売課

継
食品加工技術等に係る相談支援や巡回指導を
強化する。

2,265 2,279

7 地域産業振興課 継

販路拡大アドバイザーを配置し、首都圏及び
東北を中心に受発注に関する情報を収集し県
内企業へ提供するほか、商談会の開催等を行
い、県内企業の販路拡大を図る。

再掲 再掲 基本的施策２

8 地域産業振興課 継

県内企業のものづくり基盤を強化するため、
産業デザインの専門知識を有するスタッフを
配置し、製品のデザインや販路拡大等の助
言・指導を行う。

再掲 再掲 基本的施策３

9 地域産業振興課 継

産業技術センターにおいて新商品開発に向け
た先導的な研究等のシーズを育成し、企業と
の共同研究や技術移転により事業化を推進す
る。

再掲 再掲 基本的施策３

10 地域産業振興課 継

新たな売り上げ創出に向けた企業活動を支援
する事業化プロデューサーを配置するととも
に、新事業の萌芽を担う研究開発コーディ
ネーターを配置し、技術相談等を通じて県内
企業が抱える技術的課題の解決への支援等を
行う。

再掲 再掲 基本的施策４

11 地域産業振興課 継

今後の事業展開に意欲的な企業の中核人材の
採用をサポートするプロフェッショナル人材
戦略拠点を設置し、人材面での経営基盤の強
化に向けた支援機能の充実を図る。

再掲 再掲 基本的施策６

②資金供給の円滑化 368億円 537億円 （新規融資枠）
（単位：億円）

1 産業政策課 継 中小企業に対する一般的な事業資金 217 223

新
うち小規模事業振興資
金（ＩＣＴ導入支援
枠）

生産性向上や業務効率化が期待できるＩＣＴ
導入に関し、小規模事業者を対象に低利融資
を行う。

3 －

2 産業政策課 継
売上の減少等により経営状況が厳しい中小企
業等に対し低利融資を行う。

106 215

継 うち経営力強化枠

国の認定を受けた専門家（金融機関、税理士
等）の支援を受けながら事業計画を策定し、
経営改善等に取り組む中小企業に対し低利融
資を行う。

12 50

継 うち借換枠

経営安定資金（緊急経済対策枠）及び中小企
業振興資金（災害復旧資金特別枠）の既往融
資分の借換を行う中小企業に対し低利融資を
行う。

27 60

3 産業政策課 継
事業転換や多角化により新事業に取り組む企
業、再生可能エネルギー発電に取り組む事業
者等に対し低利融資を行う。

30 84

新
うち創業支援資金（女
性・若者枠）

新たな地域経済の担い手となる起業家を創出
するため、女性や若者による創業について、
低利の融資を行う。

3 －

4 産業政策課 継
農業分野への参入や経営の再建等に取り組む
企業に対し低利の融資を行う。

15 15

中小企業支援機関活動補助事
業

知的財産有効活用事業

企業競争力強化事業（販路拡
大支援事業）

産業技術センター研究推進費

プロフェッショナル人材活用
促進事業（プロフェッショナ
ル人材活用促進事業）

技術支援加速化事業

企業競争力強化事業（事業化
プロデュース事業）

企業競争力強化事業（企業相
談事業）

産業デザイン活用促進事業

商工団体組織活動強化事業
（専門家相談事業）

「秋田県中小企業振興条例」関連事業一覧
〈平成３０年度当初予算〉

 基本的施策１　経営基盤の強化

担当課名 事　業　名 事　業　概　要 H30当初予算額
H29.6月補正後
現計予算額

備考

総合食品研究センター指導普
及費

相談機能の強化　　計 66,474 70,989

中小企業振興資金

経営安定資金

新事業展開資金

その他の資金

資金供給の円滑化　　計 368

６事業
（再掲を除く）

担当課名 資　金　名 概　要
H30

新規融資枠
H29.6月補正後
新規融資枠

備考

537 ４資金

資料８

1 



③事業承継の円滑化 0.1億円 0.2億円
（単位：千円）

1 産業政策課 拡

雇用の確保や優れた技術・ノウハウ等の経営
資源の円滑な承継のために、事業引継ぎ支援
センターと連携した案件の掘り起こしや県外
を含む後継希望者とのマッチングの支援等を
行う。

9,890 20,399

基本的施策２　新たな市場の開拓等 3.3億円 3.1億円
（単位：千円）

1 産業政策課 新

経営力向上に意欲のある小規模企業者が、専
門家の指導や、商工団体の伴走型支援を受け
て行う販路開拓及び業務効率向上の取組を支
援する。

32,936 －

2 地域産業振興課 継

販路拡大アドバイザーを配置し、首都圏及び
東北を中心に受発注に関する情報を収集し県
内企業へ提供するほか、商談会の開催等を行
い、県内企業の販路拡大を図る。

25,316 24,544

3 地域産業振興課 継

全国的な医療機器展示交流会への県内企業の
出展や、医療･福祉の現場等とのマッチング
を支援するほか、医療･福祉の現場ニーズな
ど県内企業に有益な情報収集等を行う。

1,620 1,776
医療機器の販路拡大
等の支援に関する経
費

4 地域産業振興課 継
食品産業の事業者間連携や商品戦略等をアド
バイスする専門員を配置し、県内食品事業者
の連携や戦略立案等を支援する。

5,186 5,983

5 商業貿易課 新
中小企業が行う自社の強みやＩｏＴ等の先進
技術を活かした新サービス等の開発や新分野
進出等の取組を支援する。

30,047 －

6 商業貿易課 継

県内情報関連産業の振興を図るため、新たな
サービスや商品の開発、販路拡大に向けた展
示会への出展や技術者のコミュニティ等によ
る研修会等の取組を支援する。

9,600 18,427
(H29)情報関連産業競争
力強化事業及び情報関連
産業振興事業

7 商業貿易課 継
海外展開に取り組む県内企業に対し、ノウハ
ウや商談機会の提供、初期投資を軽減するた
めの経済的支援等を行う。

32,837 35,813

8 商業貿易課 継

東アジアとの経済交流を拡大するため、政府
機関等と協議を行うほか、現地サポート体制
の構築や商談機会の提供により、県内企業の
ビジネスを支援する。

12,629 15,735
環日本海交流推進協
議会負担金を除く

9
秋田うまいもの
販売課

継

商談会の開催やＪＲ等との連携により食品事
業者への販売機会を提供するとともに、セミ
ナー等の実施等により、県産品の販路拡大を
図る。

30,969 52,760
(H29)高品質販路開拓事
業を統合

10
秋田うまいもの
販売課

継
東京アンテナショップ「あきた美彩館」及び
福岡アンテナショップ「みちのく夢プラザ」
等を活用し、県産品の販路拡大を図る。

96,096 66,264
契約更新に伴う敷金
を含む

11
秋田うまいもの
販売課

継
関西・九州地域において、飲食店や流通業者
などと連携し、県産品の認知度の向上と販路
開拓を図る。

5,515 11,240

12
秋田うまいもの
販売課

継
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を海外にプロモーショ
ンする。

19,228 53,085
(H29)秋田の食輸出強化
事業を統合

13
秋田うまいもの
販売課

継
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、設備導入の支援をする。

15,073 23,020

14
秋田うまいもの
販売課

新

本県の発酵食文化を誘客コンテンツとして活
用するため、それらを結んだ新たな観光周遊
ルートの開発により、交流人口の増加による
地域経済活性化の波及効果を高め、地域振興
を図る。

9,992 －

15
秋田うまいもの
販売課

新

本県の食品産業の基幹となる新たな分野とし
て米加工利用品についての実用可能性を探る
ため、専門家による協議会を開催するととも
にマーケットリサーチを行う。

3,173 －
(H29)地域特産品サポー
ト事業からスクラップ・
ビルド

16 地域産業振興課 継

地域経済の中核的役割を担うことのできる企
業の創出を促進し、県内産業の活性化を図る
ため、地域経済を牽引する意欲の高い企業を
支援対象企業として認定し、新技術の開発や
新市場への進出等、企業の成長が見込まれる
事業プロジェクトに対して、売上増加等を目
指す成長戦略の策定から事業化まで一貫した
支援を実施する。

再掲 再掲 基本的施策３
ものづくり中核企業成長戦略
推進事業

県産品販路拡大対策事業

アンテナショップ運営事業

大消費地販路開拓事業

クールアキタ食の輸出拡大支
援事業

あきた発酵ツーリズム推進事
業

秋田米の加工利用調査事業

秋田の日本酒プロジェクト

事業承継推進事業

事業承継の円滑化　　計 9,890 20,399 １事業

担当課名 事　業　名 事　業　概　要 H30当初予算額
H29.6月補正後
現計予算額

備考

備考

企業競争力強化事業（販路拡
大支援事業）

医療福祉関連産業成長促進事
業（マッチング推進事業）

食品事業者基盤強化事業（食
品事業者連携支援事業）

県内企業海外展開支援事業

東アジア経済交流強化事業

小規模企業者元気づくり事業

担当課名 事　業　名 事　業　概　要 H30当初予算額
H29.6月補正後
現計予算額

攻めのサービス産業等応援事
業

情報関連産業マーケット開拓
事業
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17 地域産業振興課 継
県内伝統的工芸品等産地の活性化を図るた
め、地域の実情に応じた振興施策の実施や、
受注・販路の拡大に向けた支援等を行う。

再掲 再掲 基本的施策５

18 地域産業振興課 継

競争性のある商品の開発・製造から市場展開
までの戦略策定を内容とした人材育成研修を
通じて、県内食品産業の振興を担う人材の育
成を図る。

再掲 再掲 基本的施策６

基本的施策３　企業競争力の強化 10.9億円 12.6億円
（単位：千円）

1 地域産業振興課 新
ＩｏＴやＡＩ等の先進技術を活用した県内企
業の生産性向上等による付加価値向上を図る
ため、先進技術の導入を促進する。

9,997 －

2 地域産業振興課 新

意欲を持って自社の競争力の強化を図ろうと
する中小企業を「かがやく未来型中小企業」
に採択し、当該企業が行うＩｏＴ等新技術の
活用や、新商品の開発、小規模企業の経営強
化等の取組を支援する。

130,170 －

3 地域産業振興課 継

意欲を持って自社の競争力の強化を図ろうと
する中小企業を「がんばる中小企業」に採択
し、当該企業が行う商品開発等のための人材
育成、機械器具の導入等に対し助成する。

40,992 203,100

4 商業貿易課 継 同上 7,870 25,047

5 産業集積課 継 同上 163,494 164,707

6
資源エネルギー
産業課

継 同上 26,279 77,470

7 地域産業振興課 継

県内企業や工業団体等の連携強化を図るた
め、各団体等が自主的に実施する取組に対し
て支援する。また、成長が見込まれる産業分
野の開発主体となる県内企業等による団体の
形成を促進するとともに、その活動を支援す
る。

3,500 5,000

8 地域産業振興課 継
県内企業の生産性向上による競争力強化のた
め、生産改善手法等の現地指導を行う。

8,405 8,413

9 地域産業振興課 継
県内企業の自発的な経営改革を促すため、生
産工程の効率化等の取組を支援する。

3,000 5,081

10 地域産業振興課
終
了

地域のリーダ企業の育成を図るため、業績拡
大が見込まれる企業を中核企業候補に認定
し、技術開発・試作品開発等や販路開拓など
の支援を集中的に行う。

－ 40,885

11 地域産業振興課 継

地域経済の中核的役割を担うことのできる企
業の創出を促進し、県内産業の活性化を図る
ため、地域経済を牽引する意欲の高い企業を
支援対象企業として認定し、新技術の開発や
新市場への進出等、企業の成長が見込まれる
事業プロジェクトに対して、売上増加等を目
指す成長戦略の策定から事業化まで一貫した
支援を実施する。

155,404 75,000

12 地域産業振興課
終
了

医療福祉関連産業の成長を促進するため、医
療機器の研究開発の拠点化や、地域サプライ
チェーンの形成を支援する。

－ 10,014
医療機器の新製品開
発等の支援に関する
経費

13 地域産業振興課 継
県内企業の医療福祉関連産業への参入と製品
開発を促進するため、医療機器の製造販売業
者等と県内企業のマッチングを図る。

8,833 8,833
医療ニーズマッチン
グと製品開発の支援
に関する経費

14 地域産業振興課 継
がん治療における医療界のニーズに対応する
ための産学官のコンソーシアムによる技術開
発を支援する。

40,555 51,661

15 地域産業振興課 継
食品産業の競争力を強化するため、生産性の
向上等に向けた改善活動に取り組む県内企業
を支援する。

2,905 3,010

16 地域産業振興課 継
県内食品事業者が加工技術レベルや生産性の
向上等により戦略的に経営基盤強化を図る取
組について機械設備導入を支援する。

8,000 8,000

17 地域産業振興課 継
ものづくりに必要な人材の育成を図るととも
に、確立したコア技術を基に、県内企業の付
加価値の高い製品開発等を支援する。

33,254 33,788

伝統的工芸品等振興事業

食品事業者基盤強化事業（食
品産業人材育成事業）

備考

がんばる中小企業応援事業
（非製造業）

がんばる中小企業応援事業
（企業立地・雇用増加型）

がんばる中小企業応援事業
（企業立地・雇用増加型）

基本的施策２　新たな市場の開拓等　　計 330,217 308,647
１５事業

（再掲を除く）

担当課名 事　業　名 事　業　概　要 H30当初予算額
H29.6月補正後
現計予算額

ＩｏＴ等先進技術導入促進事
業

かがやく未来型中小企業応援
事業

がんばる中小企業応援事業
（製造業）

食品事業者基盤強化事業（食
品事業者生産性向上支援事
業）

ものづくり中核企業創出促進
事業

ものづくり中核企業成長戦略
推進事業

医療福祉関連産業成長促進事
業（研究開発拠点形成事業）

企業競争力強化支援事業（団
体連携等推進支援事業）

企業生産性向上事業（企業生
産性向上支援事業）

企業生産性向上事業（企業競
争力改善支援事業）

食品事業者基盤強化事業（食
品事業者経営基盤強化支援事
業）

あきたものづくり創生事業

医療福祉関連産業成長促進事
業（課題解決型医療福祉機器
開発事業）

先進がん医療等コア技術開発
推進事業

3 



18 地域産業振興課 継

産業技術センターにおいて新商品開発に向け
た先導的な研究等のシーズを育成し、企業と
の共同研究や技術移転により事業化を推進す
る。

68,361 66,786

19 地域産業振興課 継

県内企業のものづくり基盤を強化するため、
産業デザインの専門知識を有するスタッフを
配置し、製品のデザインや販路拡大等の助
言・指導を行う。

10,360 14,800

20
地域産業振興課
輸送機産業振興
室

拡
航空機産業における県内企業の取引拡大を図
るため、設備投資や技術水準の向上、販路拡
大等に取り組む県内企業を支援する。

9,081 157,556

21
地域産業振興課
輸送機産業振興
室

継
航空機等での採用が見込まれる複合材料の製
造技術等の開発を行い、県内企業の航空機部
品産業の拠点化を推進する。

89,327 86,147

22
地域産業振興課
輸送機産業振興
室

新
航空機電動化システム開発に県内大学や企業
が参画し、研究拠点を秋田に創生するための
取組等を推進する。

10,000 －

23
地域産業振興課
輸送機産業振興
室

拡
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等に取り
組む県内企業を支援する。

31,671 34,426

24
地域産業振興課
輸送機産業振興
室

新
当県の高い技術力を生かし、電気モーターコ
イルの製造拠点化を実現するため、コイル製
造の一貫工程化に対する支援を行う。

9,513 －

25 商業貿易課 拡
情報関連技術者の育成と仕事づくりを図るた
め、県内ＩＣＴ企業の新規立地及び事業拡大
を支援する。

53,141 26,949

26 情報企画課 継
ＩＣＴを利活用して地域課題を解決する方策
を検討し、雇用促進及び地域活性化に結びつ
ける事業化モデルの構築を支援する。

1,302 1,580

27
あきた未来戦略
課

新
県内外の企業及び公設試が取り組む本県の素
材を活用した共同研究を支援し、県内産業の
振興を図る。

50,608 －

28
あきた未来戦略
課

新
競争的資金の提供により、科学系人材の育成
及びコア技術の開発のほか、人口減少等によ
り生じる本県特有の地域課題の解決を図る。

5,200 －

29
あきた未来戦略
課

継
大学等と企業とのシーズとニーズのマッチン
グを行うほか、研究開発費を助成すること
で、新技術・新製品の開発を支援する。

18,806 37,301

30
あきた未来戦略
課

継
首都圏等の大学などのユニット研究室を本県
に誘致して本県の研究機関や企業との共同研
究を支援する取組などを進める。

23,999 29,386

31
あきた未来戦略
課

継
知的財産の創造を担う公設試研究員に対する
大学院博士課程の修学支援等を行う。

1,694 1,560

32 観光戦略課 継
新たな顧客の獲得を図るため、民間宿泊施設
の改修等の取組を支援する。

20,000 35,764

33
秋田うまいもの
販売課

終
了

原材料生産者から、流通業者までの関連事業
者からなる、食品事業者ネットワークの運営
により食品産業の振興を図る。

－ 3,289

34
秋田うまいもの
販売課

継
技術面から県内食品産業振興と県産農水産物
の有効利用を図る研究開発を推進する。

44,522 40,932

35 温暖化対策課 継
助成制度や機器更新事例の紹介等により、企
業における省エネの取組を促進する。

483 529

36 環境管理課 継
環境マネジメントシステムの普及啓発及び認
証取得に向けた研修等を行い、県内企業にお
ける環境保全の取組を推進する。

538 538

37 地域産業振興課 継
県内製造業の振興を図るため、産業技術セン
ター研究員による技術提案と製品開発のサ
ポートを行う。

再掲 再掲 基本的施策１

38 地域産業振興課 継
食品産業の事業者間連携や商品戦略等をアド
バイスする専門員を配置し、県内食品事業者
の連携や戦略立案等を支援する。

再掲 再掲 基本的施策２

39 地域産業振興課 継

新たな売り上げ創出に向けた企業活動を支援
する事業化プロデューサーを配置するととも
に、新事業の萌芽を担う研究開発コーディ
ネーターを配置し、技術相談等を通じて県内
企業が抱える技術的課題の解決への支援等を
行う。

再掲 再掲 基本的施策４

40 商業貿易課 継

県内情報関連産業の振興を図るため、新たな
サービスや商品の開発、販路拡大に向けた展
示会への出展や技術者のコミュニティ等によ
る研修会等の取組を支援する。

再掲 再掲 基本的施策２

41 商業貿易課 新
中小企業が行う自社の強みやＩｏＴ等の先進
技術を活かした新サービス等の開発や新分野
進出等の取組を支援する。

再掲 再掲 基本的施策２

42
資源エネルギー
産業課

拡
県内における新エネルギー関連産業の拡大の
ため、県内企業の新エネルギー分野への取組
や関連企業の立地を促進する。

再掲 再掲 基本的施策４

総合食品研究センター研究推
進費

ストップ・ザ・温暖化あきた
推進事業（我が社の省エネ診
断・促進事業）

環境マネジメントシステム普
及事業

情報関連産業立地促進事業

秋田ＩＣＴ戦略事業

産学官連携イノベーション創
出事業

技術支援加速化事業

企業競争力強化支援事業（事
業化プロデュース事業）

新世代航空機部品製造拠点創
生事業

自動車産業強化支援事業

産業技術センター研究推進費

産業デザイン活用促進事業

食品事業者基盤強化事業（食
品事業者連携支援事業）

新エネルギー産業創出・育成
事業

基本的施策３　企業競争力の強化　　計

情報関連産業マーケット開拓
事業

攻めのサービス産業等応援事
業

ローカルイノベーション誘発
促進事業

科学技術振興ビジョン推進事
業

新世代パワーユニット中核拠
点創生事業

航空機システム電動化研究推
進事業

知的財産総合マネジメント事
業

民間観光宿泊施設魅力向上支
援事業

地域特産品サポート事業

あきた産学官金総結集新産業
創出事業

航空機産業強化支援事業

３６事業
（再掲を除く）1,257,5521,091,264
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基本的施策４　新たな事業の創出 5.1億円 1.4億円
（単位：千円）

1 地域産業振興課 継
中小企業支援機関が行う地域資源を活用して
行う新商品開発や、新分野進出のための講習
会、販路開拓等を支援する。

－ － 基金事業

2 地域産業振興課 新
中小企業が大学、公設試等と連携して行う新
商品開発、販路開拓等を支援する。

－ － 基金事業

3 地域産業振興課 新
企業が連携して行う新商品開発等を支援する
ため、「あきた中小企業応援ファンド」創設
に向けた基金の造成を行う。

375,860 －

4 地域産業振興課 継

新たな売り上げ創出に向けた企業活動を支援
する事業化プロデューサーを配置するととも
に、新事業の萌芽を担う研究開発コーディ
ネーターを配置し、技術相談等を通じて県内
企業が抱える技術的課題の解決への支援等を
行う。

38,130 38,148

拡

県内での起業を促進するため、商工団体等と
協力して、起業家意識の醸成、起業準備、起
業、起業初期の各段階を貫いた、切れ目のな
い支援を行う。

48,759 48,214

継 うち起業家育成事業

将来の起業を目指す学生等若年層の起業家意
識の醸成を図るとともに、若者や女性、シニ
アなど幅広い層を対象に、起業スキルの向上
を図るためのセミナー等を開催する。

4,110 4,710

継
うち起業支援事業（起
業支援補助金）

起業に要する初期投資費用及び人件費の一部
を支援する。

20,347 21,701

継
うちＩＣＴ活用による
グローバル起業家人材
育成支援事業

県内大学生等を対象に、ＩＣＴツールを活用
し、秋田を拠点に国内外から高付加価値な仕
事を受注できる起業家人材を育成する。

9,909 18,168

新
うち女性・若者起業家
応援事業

女性や若手起業家の事業拡大に向けた個別集
中支援を行うとともに、その成功事例をモデ
ルとして県内における起業意識の醸成を図
る。

11,758 －

6
資源エネルギー
産業課

拡
県内における新エネルギー関連産業の拡大の
ため、県内企業の新エネルギー分野への取組
や関連企業の立地を促進する。

31,220 37,714

7
移住・定住促進
課

継
地域に根ざしたビジネスの創出による移住推
進のため、県外在住の移住希望者等を対象
に、県内における起業・移住を支援する。

13,708 13,707

8
秋田うまいもの
販売課

継
農商工連携による中小企業の新商品開発等を
支援する。

－ － 基金事業

9 産業政策課 継
事業転換や多角化により新事業に取り組む企
業、再生可能エネルギー発電に取り組む事業
者等に対し低利融資を行う。

再掲 再掲 基本的施策１

10 地域産業振興課 継
県内製造業の振興を図るため、産業技術セン
ター研究員による技術提案と製品開発のサ
ポートを行う。

再掲 再掲 基本的施策１

11
地域産業振興課
ほか

継

意欲を持って自社の競争力の強化を図ろうと
する中小企業を「がんばる中小企業」に採択
認定し、当該企業が行う商品開発等のための
人材育成、機械器具の導入等に対し助成す
る。

再掲 再掲 基本的施策３

12 地域産業振興課 継

地域経済の中核的役割を担うことのできる企
業の創出を促進し、県内産業の活性化を図る
ため、地域経済を牽引する意欲の高い企業を
支援対象企業として認定し、新技術の開発や
新市場への進出等、企業の成長が見込まれる
事業プロジェクトに対して、売上増加等を目
指す成長戦略の策定から事業化まで一貫した
支援を実施する。

再掲 再掲 基本的施策３

13 商業貿易課 新
中小企業が行う自社の強みやＩｏＴ等の先進
技術を活かした新サービス等の開発や新分野
進出等の取組を支援する。

再掲 再掲 基本的施策２

0.3億円 0.4億円
（単位：千円）

1 地域産業振興課 継
地域資源を活用した新たな地域産業の創出や
既存の地域産業の拡大等に取り組む市町村等
を支援する。

9,278 18,349

2 地域産業振興課 継

県内伝統的工芸品等産地の活性化を図るた
め、地域の実情に応じた振興施策の実施や、
海外を含む販路の拡大に向けた支援等を行
う。

16,803 20,199

移住総合推進事業（移住起業
者育成事業）

攻めのサービス産業等応援事
業

あきた企業応援ファンド事業

あきた中小企業応援ファンド
（基金造成）

あきた中小企業応援ファンド
事業

技術支援加速化事業

企業競争力強化支援事業（事
業化プロデュース事業）

がんばる中小企業応援事業

ものづくり中核企業成長戦略
推進事業

基本的施策４　新たな事業の創出　　計

担当課名

5

あきた農商工応援ファンド事
業

新事業展開資金

あきた起業促進事業

新エネルギー産業創出・育成
事業

担当課名 事　業　名 事　業　概　要 H30当初予算額
H29.6月補正後
現計予算額

備考

商業貿易課

５事業
（再掲を除く）

事　業　名 事　業　概　要 H30当初予算額
H29.6月補正後
現計予算額

備考

提案型地域産業パワーアップ
事業

伝統的工芸品等振興事業

507,677 137,783

基本的施策５ 地域の特性に応じた事業活動の促進

5 



3 商業貿易課 拡

空き店舗を活用した新事業の創出を促進し、
市街地における商業・サービス業の振興を図
るため、市町村と連携して、商店街の若手人
材の育成や起業者とのマッチング等を支援す
る。

7,013 3,330

4 地域産業振興課 継
県内製造業の振興を図るため、産業技術セン
ター研究員による技術提案と製品開発のサ
ポートを行う。

再掲 再掲 基本的施策１

5
地域産業振興課
ほか

継

意欲を持って自社の競争力の強化を図ろうと
する中小企業を「がんばる中小企業」に採択
認定し、当該企業が行う商品開発等のための
人材育成、機械器具の導入等に対し助成す
る。

再掲 再掲 基本的施策３

6 地域産業振興課 継
中小企業支援機関が行う地域資源を活用して
行う新商品開発や、新分野進出のための講習
会、販路開拓等を支援する。

再掲 再掲 基本的施策４

7 地域産業振興課 新
中小企業が大学、公設試等と連携して行う新
商品開発、販路開拓等を支援する。

再掲 再掲 基本的施策４

8
秋田うまいもの
販売課

継
農商工連携による中小企業の新商品開発等を
支援する。

再掲 再掲 基本的施策４

基本的施策６　人材の育成及び確保 5.3億円 4.3億円
（単位：千円）

1 産業政策課 新

県内企業の認知度を向上させ、企業の人材確
保を支援するため、ＳＮＳ等により、首都圏
等の大学生や第二新卒者等の若者に向けて、
県内企業の魅力の情報発信を行う。

1,086 －

2 産業政策課
終
了

企業支援コーディネーターを商工団体に配置
し、若年者の求人の掘り起こしや雇用に向け
た相談対応を行うほか、県等の支援施策の情
報提供や活用の働きかけを行う。

－ 12,185

3 地域産業振興課 新

成長関連分野において、民間人材紹介会社を
介し技術者等の専門人材を正社員として採用
した場合、企業が負担した人件費の一部を助
成することで、企業の人材面の基盤強化と人
材獲得力向上を図る。

7,000 7,000
(H29)プロフェッショナ
ル人材活用促進助成事業

4 地域産業振興課 継

今後の事業展開に意欲的な企業の中核人材の
採用をサポートするプロフェッショナル人材
戦略拠点を設置し、人材面での経営基盤の強
化に向けた支援機能の充実を図る。

36,028 36,428

5 地域産業振興課
終
了

プロフェッショナル人材戦略拠点が、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、人材獲得へ向けたサポート
を実施するとともに、全国横断的なネット
ワークであるプロフェッショナル人材戦略全
国協議会に参画し本事業の推進を図る。

－ 20,000

6 地域産業振興課 継
県内企業の中核人材を育成するためのセミ
ナーのほか、学生の県内定着を図るための学
生向けの技術展示や講演会を開催する。

3,272 3,272
企業版ふるさと納税
事業

7 地域産業振興課 継

競争性のある商品の開発・製造から市場展開
までの戦略策定を内容とした人材育成研修を
通じて、県内食品産業の振興を担う人材の育
成を図る。

3,577 3,566

8 地域産業振興課 継

企業の魅力向上を図り、新規就労等、県内企
業への定着を促進するために、女性が働きや
すい環境（仕事と子育ての両立、良好な職場
環境の構築等）の整備を行う企業を支援す
る。

9,727 9,000

9 商業貿易課 新
情報関連産業において、優秀な人材の確保を
推進し、高校生やＩＣＴ企業従事者等を対象
とした人材育成を図る。

9,880 －

10 雇用労働政策課 継
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発・資質の向上を図る。

61,055 54,654
離職者に対する訓練
を除く

11 雇用労働政策課 新
企業訪問により、働き方改革の普及啓発や情
報提供、Aターン求人などの開拓、雇用支援
を行う。

15,125 11,695
(H29)雇用労働アドバイ
ザー配置運営事業

12 雇用労働政策課 継
就職が困難な求職者等に対するカウンセリン
グや離転職向者向けの就職支援講座開催など
を行う。

33,848 35,629

13 雇用労働政策課 継
若年者の県内就職促進を図るため、県内の各
雇用開発協会等が実施する雇用支援事業に対
し助成する。

690 767

プロフェッショナル人材活用
促進事業（プロフェッショナ
ル人材活用促進事業）

プロフェッショナル人材活用
促進事業（地域資源活用型事
業者基盤強化事業）

担当課名 事　業　名 事　業　概　要

３事業
（再掲を除く）

技術支援加速化事業

商業活性化・まちづくり支援
事業

がんばる中小企業応援事業

あきた企業応援ファンド事業

あきた中小企業応援ファンド
事業

あきた農商工応援ファンド事
業

基本的施策５　地域の特性に応じた事業活動の促進　　計 33,094 41,878

備考

中小企業・小規模事業者機能
強化支援事業

働き方改革推進事業（雇用開
発支援事業）

デジタルイノベーション推進
事業

戦略産業人材獲得支援事業
（専門人材獲得支援事業）

医療福祉関連産業成長促進事
業（医工連携人材育成事業）

食品事業者基盤強化事業（食
品産業人材育成事業）

女性が働きやすい職場環境整
備事業

H30当初予算額
H29.6月補正後
現計予算額

働き方改革推進事業（「働き
方改革推進員」配置事業）

働き方改革推進事業（キャリ
ア応援事業）

職業能力開発支援事業

いま若者に伝えたい企業の魅
力発信事業
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14 雇用労働政策課 新
働き方改革に関するセミナーの開催や、専門
家による集中支援等を行い、県内企業の普及
拡大を図る。

3,861 1,028
(H29)働き方改革推進事
業

15
あきた未来戦略
課高等教育支援
室

新

県内の私立大学・短期大学・専修学校が実践
的な職業教育を通して、県内産業の即戦力と
なる人材を育成するとともに、学生の県内定
着を図るための取組に対して支援する。

23,000 －

16
移住・定住促進
課

継

県外在住者のＡターン就職を促進するため、
Ａターンプラザを設置し、専任相談員による
相談やマッチング機会の提供等の各種支援を
行う。

13,768 14,300

(H29)秋田を支える人材
確保支援事業（秋田で就
職応援団（Ａターン）事
業）

17
移住・定住促進
課

新
システムの再構築によりＡターン希望者に対
する情報提供及びマッチング強化を図る。

26,039 －

18
移住・定住促進
課

継

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ーを開催する。また、民
間大手転職サイトの求人掲載ページ内に秋田
県の特別枠を作成し、求人情報を掲載する。

4,326 6,766
(H29)秋田を支える人材
確保支援事業（Aターン
求人発信力向上事業）

19
移住・定住促進
課

継
県内就職する新卒者やAターン者を対象に奨
学金返還助成を行い、県内就職を促進する。

63,712 3,333
(H29)奨学金貸与・返還
助成事業（県内就職者奨
学金返還助成事業）

20
移住・定住促進
課

継
高校１年生を対象に職場見学会や経営者講話
を実施するとともに、各地域振興局毎に、高
校２年生を対象に企業説明会を実施する。

8,594 7,133
(H29)秋田を支える人材
確保支援事業（高校生県
内就職率UP事業）

21
移住・定住促進
課

継

東京事務所に相談員２名を配置し、首都圏大
学の訪問により、本県出身学生に就職支援情
報等を提供するほか、県内就職希望学生に対
し、継続的相談対応を行う。

15,403 20,056

(H29)秋田を支える人材
確保支援事業（首都圏新
卒者向け県内就職促進事
業）

22
移住・定住促進
課

継
大学生等を対象に、「秋田で働く・暮らす」
を考えるセミナーや企業見学バスツアーなど
を行う。

15,457 20,724

(H29)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）

23
移住・定住促進
課

継

「インターンシップセンター」を設置し、学
生に対して、県内企業でのインターンシップ
を仲介するとともに、企業向けのインターン
シップ導入セミナーの開催等により、県内企
業におけるインターンシップの受入を促進す
る。

13,219 14,166
(H29)秋田を支える人材
確保支援事業（インター
ンシップ促進事業）

24
移住・定住促進
課

継

「あきた女子活応援サポーター」として任命
した県内企業で活躍する女子社員と県出身学
生等との交流会を開催し、秋田で働くことや
県内企業の理解を深める。

2,806 1,411
(H29)秋田を支える人材
確保支援事業（学卒者県
内就職促進事業）

25
移住・定住促進
課

継
首都圏等の大学との就職支援協定締結を推進
するとともに、締結校と連携した就職支援の
取組を実施する。

5,823 14,663
(H29)Ａターン協定推進
事業

26
移住・定住促進
課

継
大学生等を対象にした合同就職説明会や面接
会を開催する。

3,523 2,200
(H29)秋田を支える人材
確保支援事業（学卒者県
内就職促進事業）

27
移住・定住促進
課

継
県内就職後に優待サービスを受けられるポイ
ント制度の運用等により、若者の県内就職を
促進する。

3,823 3,636
(H29)若者向け定住・定
着「ご縁」システム整
備・運営事業

28
次世代・女性活
躍支援課

継

女性の活躍推進とワーク・ライフ・バランス
の実現に向けて、官民一体となり全県的な気
運の醸成を図るとともに、市町村が地域の実
情に応じて行う取組を支援する。

12,962 23,032
(H29)あきた女性の活躍
推進事業

29
次世代・女性活
躍支援課

新

女性の活躍推進とワーク・ライフ・バランス
の実現に向けて、経済団体等との連携により
中小企業に対してきめ細やかな働きかけを行
うほか、女性活躍や仕事と育児・家庭との両
立支援に取り組む企業への支援などにより、
企業における取組を促進する。（あきた女性
活躍・両立支援センター（仮称）設置等）

23,624 －

30 健康推進課 新

県内企業従事者等を対象に、血糖値が経過観
察の方に宿泊型の運動・栄養指導を行う。事
業を通じて「健康経営」に取り組む企業増加
を図り、労働環境向上による人材確保につな
げる。

953 953

企業版ふるさと納税
事業
(H29)楽しく運動健康づ
くり事業からスクラッ
プ・ビルド

31 健康推進課 新
企業経営者を対象とした健康経営セミナーを
開催し、企業への「健康経営」の導入を促進
する。

238 －

「秋田GO!ENアプリ」就活応援
事業

就職支援協定推進事業

学生向けインターンシップ促
進事業

働き方改革推進事業（働き方
改革実践支援事業）

「あきた健康宣言！」推進事
業（「あきた健康宣言！」推
進事業－健康経営支援事業）

Ａターン就職促進事業（Ａ
ターンシステム構築費助成事
業）

私立大学等即戦力人材育成支
援事業

Ａターン就職促進事業（Ａ
ターンプラザ運営事業）

県内就職者奨学金返還助成事
業

「あきた健康宣言！」推進事
業（運動による健康づくり推
進事業－健康合宿事業）

首都圏新卒者向け県内就職促
進事業

高校生県内就職率ＵＰ事業

女性活躍・ワークライフバラ
ンス推進事業

男女イキイキ働きやすい職場
づくり推進事業

県内回帰意識醸成事業

合同就職説明会等開催事業

Ａターン就職促進事業（Ａ
ターン求人発信力向上事業）

あきた女子活応援サポート事
業
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32 建設政策課 継

「秋田県建設産業担い手確保育成センター」
がワンストップ機能を発揮し、建設産業団体
や教育・訓練機関と連携して、建設産業に係
る広報・マッチング、女性活躍推進及び人材
育成に取り組む。

25,301 29,038
(H29)建設業担い手
確保育成支援事業を
統合

33 義務教育課 新

　全県広域的な職場体験活動を実施可能にす
るとともに、県内企業について広く学ぶこと
ができるようなウェブサイトを作成し、キャ
リア教育の一層の充実を図る。

1,862 ―

34 高校教育課 新

インターンシップなど体験的な活動を通し
て、将来、社会人・職業人として必要な能
力・態度の理解や地域社会の一員としての自
覚を深め、高校生の将来設計を支援する。

826 650

就業体験活動に関す
る経費
(H29)高校生未来創造支
援事業（キャリア教育総
合推進事業）

35 高校教育課 継
面接等を通じて生徒の職業意識を高めるとと
もに、生徒に地域で活躍している企業を紹介
することで県内就職率の向上を図る。

59,895 59,920
就職支援員配置(25
人)に要する経費

36 高校教育課 継

職業人として求められる基礎力等を育成する
セミナーの実施により異世代と協働する力や
課題を解決する力を高め、職場定着や離職防
止を図る。

10,690 10,996
職場定着支援員配置
(4人)に要する経費

37 高校教育課 継

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、県内航空機関連企業での
長期技術研修等により、航空機産業分野の振
興と専門人材の育成を図る。

2,975 2,982

38 高校教育課 継

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、
情報関連企業等で求められる情報活用技術を
学び、ＩＣＴ分野の振興と専門人材の育成を
図る。

2,275 2,291

39 産業政策課 継

雇用の確保や優れた技術・ノウハウ等の経営
資源の円滑な承継のために、事業引継ぎ支援
センターとの連携やセミナー等を開催し、中
小企業が行う事業承継に向けた取組を支援す
る。

再掲 再掲 基本的施策１

40 地域産業振興課 継
ものづくりに必要な人材の育成を図るととも
に、確立したコア技術を基に、県内企業の付
加価値の高い製品開発等を支援する。

再掲 再掲 基本的施策３

41
地域産業振興課
輸送機産業振興
室

拡
航空機産業における県内企業の取引拡大を図
るため、設備投資や技術水準の向上、販路拡
大等に取り組む県内企業を支援する。

再掲 再掲 基本的施策３

42
地域産業振興課
輸送機産業振興
室

継
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等に取り
組む県内企業を支援する。

再掲 再掲 基本的施策３

43 商業貿易課 拡
情報関連技術者の育成と仕事づくりを図るた
め、県内ＩＣＴ企業の新規立地及び事業拡大
を支援する。

再掲 再掲 基本的施策３

44
資源エネルギー
産業課

拡
県内における新エネルギー関連産業の拡大の
ため、県内企業の新エネルギー分野への取組
や関連企業の立地を促進する。

再掲 再掲 基本的施策４

その他　秋田県中小企業振興条例及び基本的施策の推進に関する予算
（単位：千円）

1 産業政策課 継

中小企業振興委員会を開催し、中小企業の振
興に向けた情報共有等を図るほか、業界団体
と連携した中小企業展の開催や、地域の中小
企業等との勉強会等を通じて、中小企業振興
条例・関連施策の普及啓発を図る。

5,780 3,851
(H29)中小企業振興条例
推進事業

あきたものづくり創生事業

H30当初予算額
H29.6月補正後
現計予算額

３８事業
（再掲を除く）

基本的施策の推進に関する平成３０年度
当初予算（要求）額合計及び新規融資枠

平成３０年度当初予算額
（資金供給を除く）

25.6 億円　

新規融資枠 368 億円　

基本的施策６　人材の育成及び確保　　計 526,243 433,474

備考担当課名 事　業　名 事　業　概　要

あきたの企業元気づくり推進
事業

自動車産業強化支援事業

新エネルギー産業創出・育成
事業

「秋田の産業を担う」人材育
成事業（情報関連産業人材育
成事業）

事業承継推進事業

航空機産業強化支援事業

秋田県建設産業担い手確保育
成センター事業

未来を拓く！あきたの高校生
学び推進事業（インターン
シップ推進事業）

夢実現！高校生ステップアッ
プ事業（就職支援員配置事
業）

夢実現！高校生ステップアッ
プ事業（職場定着支援員配置
事業）

「秋田の産業を担う」人材育
成事業（航空機産業人材育成
事業）

広域職場体験システム構築事
業

情報関連産業立地促進事業
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