
（様式２）

施策評価（令和元年度） 施策評価調書

１　施策のねらい（施策の目的）

２　施策の状況

２－１　代表指標の状況と分析

・

・

・

・

・

・

・

　※　指標の判定基準

　　「ａ」　：　達成率≧100％　 　「ｂ」　：　100％＞達成率≧90％　　　「ｃ」　：　90％＞達成率≧80％　　

　　「ｄ」　：　80％＞達成率　又は　現状値＞実績値（前年度より改善）　　「ｅ」　：　現状値＞実績値（前年度より悪化）

　　「n」　：　実績値が未判明

 戦略２　社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

 施策２－１　成長分野の競争力強化と中核企業の創出・育成

 幹事部局名 産業労働部  担当課名 地域産業振興課

 評価者 産業労働部長  評価確定日 令和元年8月23日

施策の方向性（１）（５）（６）

目標 1,220 1,269 1,319 1,372

実績 1,124 1,568 R1.9月判明予定

達成率 －

出典：県輸送機産業振興室調べ 指標の判定 ｎ

全国 － － －

東北 － － －

平成29年の実績値は28年との比較で444億円、39.5％の増加と大幅に伸びている。これは、自動車
関連において新たに調査に応じた企業３社の実績が加わったことが理由の一つであるが、この３社
を除いた実績値1,258億円との比較でも134億円、11.9％の増加となっている。

航空機、自動車ともに、アドバイザーによる製造工程の改善指導や人材育成支援を通して企業競争
力の向上に努めたほか、マッチング支援などの取組が、実績値の増加に寄与している。

出荷額増加の主たる要因は、既存取引先からの受注の着実な増加であるが、自動車部品専業メー
カー以外においても自動車関連の比重が高まっており、平成30年においても同様の傾向にある。

本指標は、輸送機向け部品等の出荷額をより実態に近い形で把握しようとする本県独自調査の実績
値であり、全国や東北での比較は困難である。国の工業統計調査における輸送機用機械器具製造業
の製造品出荷額でみると、平成28年実績622億円、29年実績672億円(速報値)と増加しており、順位
はいずれも全国39位・東北５位となっている。

施策の方向性（３）（５）（６）

目標 587 611 635 660

実績 548 R１.8月判明予定 R2.8月判明予定

達成率 －

出典：経済産業省「工業統計調査」 指標の判定 n

全国 15位 15位 16位

東北 3位 2位 2位

平成30年の実績値は未判明だが、公表されている最新の統計である28年実績は573億円となり、30
年目標値の97.6%の水準に達している。

医療現場のニーズと県内ものづくり企業とのマッチング機会の提供や、機器開発に対する補助等に
より、県内企業の医療福祉関連産業への参入が増加している。

本指標の実績は、秋田県作成の工業統計調査（品目別統計表）における関連製造品出荷額の合計額
により把握しているため、他県との比較は困難であるが、「薬事工業生産動態統計（厚生労働
省）」による医療機器生産金額では、平成29年で全国16位（前年△１位）、東北２位（前年同位）
となっている。

　現在も成長過程にあり、今後も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）への参入促進や参入した企業の競争力強化、地域経済を牽引する中核企業の創出・育成により、本県産業の付
加価値生産性の向上を図るとともに、環境変化に柔軟に対応する重層的な産業構造を構築します。
また、全国的にも成長分野の競争力強化や中核企業の創出・育成に向けた取組が進む中、本県が持つ強みを生かした特
色ある施策の展開により、全国に存在感を示し、人や企業を本県に呼び込むとともに将来を担う若者の確保につなげま
す。

代表指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

輸送用機械器具製造業の製造品出荷額
（億円）

順位等

代表指標② 年度
現状値
（H27）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

医療機器関連製造業の製造品出荷額（従
業員４人以上の事業所）（億円）

H28実績値　573

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等
国「薬事工業生産
動態統計」による

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）
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２－２　成果指標・業績指標の状況と分析

・

・

・

・

・

・

・

・

・

施策の方向性（２）（５）（６）

目標 60,000 60,000 60,000 155,000 

実績 74,153 15,453 69,040 

出典：県資源エネルギー産業課調べ 達成率 115.1%

全国 2位 2位

東北 2位 2位

平成29年度は、風力発電所の運転開始が少なかったが、30年度は比較的大規模な発電所の運転開始
もあり、目標値を上回った。

県内企業に対して、アドバイザー派遣や風況調査及びメンテナンス技術者の養成に関する支援等を
行い、風力発電事業への参入を支援した。

令和元年度は、県有保安林において事業者を公募した案件のほか、複数の発電所が運転を開始する
予定であり、目標値を達成できると思われる。また、大規模な洋上風力発電所の建設も計画されて
いることから、長期的にも風力発電の導入量は増加すると見込まれる。

施策の方向性（４）（５）（６）

目標 7 7 10 10 

実績 5 16 R1.10月判明予定

出典：県デジタルイノベーション戦略室調べ 達成率 －

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度の実績値は未判明だが、直近の29年度実績は16社と30年度目標値を大きく上回ってい
る。なお、これまで情報関連企業への商品開発補助金の採択企業の数を計上していたが、29年度か
らは県内情報関連企業を対象としたアンケートにおいて、商品開発等を行ったと回答した企業をカ
ウントすることとした。

県は、県内情報関連企業における高付加価値の自社商品開発を促進するため、商品開発への補助の
ほか、商談会への出展、従業員のスキル習得支援等に取り組んだ。

県内情報関連事業者においては、顧客のニーズや新技術等への対応として、新商品開発や既存商品
のバージョンアップに乗り出す事業者が増えており、実績は目標を上回った。

施策の方向性（１）～（５）

目標 5 5 5 5 

実績 5 5 4 

出典：県地域産業振興課調べ 達成率 80.0%

全国 － － －

東北 － － －

中核企業化の達成状況は、従業員数及び決算報告書における売上金額により把握しており、平成30
年度に中核企業化を達成した企業は４社、達成率は80％である。

中核企業化は、企業の経営状態や市場環境に大きく左右されるのが実情であり、平成30年度におい
ては目標達成とはならなかったが、中核企業化には至らずとも技術面の向上を果たした企業がある
などの成果が現れている。

県は、支援対象認定企業が行う研究開発にかかる経費を一部助成したほか、中核企業育成コーディ
ネーターによる定期的なフォローアップを実施するなどの支援を行った。

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

風力発電設備導入量（ｋＷ）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 R1.7月判明予定

成果・業績指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

情報関連産業における自社商品開発企業
数（社）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標③ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

県の集中的支援による中核企業化の実績
（社）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等
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２－３　施策の取組状況とその成果（施策の方向性ごとに記載）

（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【輸送機産業振興室】

・

・

・

・

・

（２）地域資源を活用した新エネルギー関連産業の振興

　　【資源エネルギー産業課、公営企業課、農山村振興課】

・

・

・

・

・

・

（３）産学官連携による医療福祉関連産業の育成【地域産業振興課】

・

・

・

・

・

（４）大規模市場へ参入する情報関連産業の振興【デジタルイノベーション戦略室】

・

・

・

指標 代表①、成果③

加工技術の強化などＱＣＤの向上、ものづくり人材育成のための各種研修会やセミナーを実施した（延べ22回）。

品質マネジメントに関する国際的な認証の取得を支援した（IATF16949取得事業計画の新規認定３社、認証取得済
企業累計 JIS Q 9100 ８社・Nadcap ３社・TS16949 ９社）。

自動車産業への参入促進を目的とした北海道・東北８道県合同商談会を２回開催した（本県から延べ20社・団体参
加、商談成立１件、試作受注２件、商談中27件）。

電動パワーユニット分野の中核拠点創生に向け、企業の生産体制構築に対しアドバイザーを派遣し、量産製造に向
けた設備整備が進められている（令和２年４月量産開始見込）。

産学官金の連携により、機体構造物向け複合材の低コスト成形法の技術研究組合を平成29年４月に、航空機システ
ム電動化に係る秋田大学及び秋田県立大学の研究者有志による連合組織：ＡＲＩを30年４月に、県内企業の画期的
なコイル成形技術を起点として地域の産業振興を図るため、モーター等の試作組合を30年７月に設立した。

指標 成果①③

公募により事業者を選定した県有地、県有保安林及び秋田港・能代港港湾区域内における風力発電事業について、
関係部局との調整など事業化が着実に進むよう支援を行った。

地熱資源の開発や利活用に対する知見を深めながら、地域における地熱エネルギー活用による振興策を検討すると
ともに、その結果を広く周知するため、関係団体や自治体、大学によるコンソーシアムを設立し、検討会議のほ
か、地熱エネルギーの活用に関する講演などのシンポジウムを開催した（シンポジウム １回<±０回>）。

農業水利施設を活用した小水力発電の導入を促進するため、可能性調査のほか、施設整備に向けた概略設計を行っ
た（可能性調査１件<△１件>、概略設計１件<△１件>）。

成瀬地点や鳥海地点などにおいて、新規水力発電の開発に向けた取組を進めている。また、鎧畑発電所において大
学及び県内企業と共に新型水車の開発を行っており、水力発電システムの高効率化・コスト低減を通じて、導入促
進に繋げる取組を進めている。

風力発電やメガソーラー事業に関する県内事業者の取組を支援するため、事業計画等を指導する専門アドバイザー
の派遣、風力発電のための風況調査への助成、メンテナンス技術者養成への助成等を実施した（アドバイザー派遣
１件<△１件>、風況調査助成２件<△１件>、メンテナンス技術者養成助成３件<+１件>）。

産学官連携による秋田水素コンソーシアムのメンバーに対して、継続してセミナーを開催するなど、水素社会を取
り巻く最新動向について情報共有を図り、企業間連携の促進を図った（セミナー １回<±０回>）。

指標 代表②、成果③

産学官コンソーシアムによる、がん治療の高精度病理診断等に係る機器開発に要するコア技術の開発を支援した
（国際特許出願件数１件〈＋１件〉、試作件数５件〈＋３件〉）。

医療現場のニーズ発表会を開催し、県内企業とのマッチングを図り、県内企業による医療機器等の製品開発を支援
した（発表ニーズ20件〈＋７件〉うち製品開発に向けた交渉中４件）。

新たに介護現場の課題解決に資する機器開発に取り組む県内企業に対して助成した（採択３件）。

医療福祉関連産業への参入に必要な関係法令や、医療機器の構造等を学ぶ全４回シリーズの少人数制講座を開催し
た（延べ67名受講〈＋15名〉）。

県内学生の地元医療福祉関連企業への就職を促進するため、秋田大学及び県立大学本荘キャンパスを会場に、医療
機器開発に係る講演と県内企業による技術展示を行った（展示企業数38社〈＋６社〉、来場者数509名〈＋136
名〉）。

指標 成果②③

販路拡大のための展示会出展への助成（４件〈＋１社〉）により26件の商談を獲得したほか、ＩｏＴやクラウド等
を活用した新たな商品開発について助成した（２社〈△２社〉）。

情報関連企業２社に対して、ＡＩ技術の習得やデータ分析技術の習得に要する経費を助成した。

情報関連企業の立地を促進するため、これまでに新規立地４件、事業拡大７件を認定し、雇用が70名増加した（新
規認定：１件）。
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（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

　　　【地域産業振興課、デジタルイノベーション戦略室、あきた未来戦略課】

・

・

・

（６）県内外の知見を取り込んだ科学技術の活用【あきた未来戦略課】

・

・

・

３　総合評価結果と評価理由

●定量的評価：代表指標の達成状況から判定する。

　 「A 」：代表指標が全て「ａ」、「B 」：代表指標に「ｂ」があり、「ｃ」以下がない、「C 」：代表指標に「ｃ」があり、「ｄ」以下がない

　 「D 」：代表指標に「ｄ」、「ｅ」を含む。ただし、「Ｅ 」、「Ｎ 」に該当するものを除く、「E 」：代表指標が全て「ｅ」、「Ｎ 」：代表指標に「ｎ」を含む

●定性的評価：成果指標・業績指標の達成状況を踏まえた上で、施策の取組状況とその成果、外的要因等から判定する。

■ 総合評価：定量的評価を踏まえた上で、定性的評価を考慮して、総合的な観点から「A」、「B」、「C」、「D」、「E」の５段階に判定する。

指標 代表①②、成果①②③

ものづくり中核企業支援対象企業として新たに認定した５社及び過年度認定企業のうち補助事業継続中の４社が行
う研究開発に対し支援を行ったほか、過年度の支援対象認定企業45社のフォローアップを実施した結果、２社が新
たに中核企業化を果たした。

新たに、県内企業等に対してＩｏＴやＡＩ等先進技術の動向や導入事例など情報提供のためのセミナーを５回（参
加者延べ275名）開催した。また、簡易なセンサーとマイコンを用いてデータ収集技術を習得するための、ＩｏＴ
技術研修会を４回（参加者39名）開催するとともに、製造業からのＩｏＴ技術の導入に関する相談対応（９件）を
行ったほか、ＩｏＴ等先進技術の導入モデルとなる企業の取組（２社）に対して支援を行った。

県内企業の技術イノベーションを支える公設試験研究機関の研究員の研究開発力向上を図るため、研究員の大学院
博士後期課程の修学を支援した（５名<＋１名>）。

指標 代表①②、成果①②

大学院生が主体的に行う県内企業との共同研究等を支援する「科学技術振興ビジョン推進事業」や共同研究を活発
化させ技術シーズを持続的に創出させるための「あきた産学官連携未来創造研究事業」により県内大学等の研究機
関と中小企業による研究開発を支援した（７件<△３件>）。

炭素繊維複合材等の特定分野における課題解決のため、首都圏研究機関等と県内の大学や企業との共同研究を支援
した（２件<±０件>）。

醸造や発酵等、本県固有の技術や資源に着目し、全国的に活動を展開する企業と県内企業等が共同で取り組む研究
開発を支援した（２件<±０件>）。

総合評価 評価理由

Ｂ

●

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「輸送用機械器具製造業の製造品出荷額」、②「医療機器
関連製造業の製造品出荷額」どちらも「ｎ：未判明」であり、定量的評価は「Ｎ」。

代表指標①に関しては、平成29年の実績値は新規調査対象企業３社を除いた実績値は1,258億
円で、30年の目標値1,220億円と比較して103.1％の達成状況と「ａ」相当であり、マッチング
支援などの取組が実績値の増加に寄与しているほか、既存取引先からの着実な受注により出荷
額が増加している。

代表指標②に関しては、平成28年の実績は573億円で、27年に比べて4.6％増加し、30年目標値
の97.6％の水準に達していることから「ｂ」相当である。医療現場ニーズ発表会による県内企
業とのマッチングの結果、発表ニーズ20件のうち、４件が製品開発に向け交渉中となってい
る。また、新たな介護現場の課題解決に資する機器開発に取り組む県内企業３社を支援したほ
か、医療福祉関連産業への参入に必要な関係法令や医療機器の構造等を学ぶ講座を開催し、29
年度を15名上回る延べ67名が受講するなど、関連企業の育成が順調に進んでいる。

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその成果など総合的な観点から評価した結果、総合評
価は「Ｂ」とする。
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４　県民意識調査の結果

　肯定的意見

　ふつう

　否定的意見

　わからない・無回答

　※端数処理の関係で満足度の割合の合計は100％にならないものもある。

５　課題と今後の対応方針

（１） ○ ○

○ ○

○ ○

（２） ○ ○

質問文 　地域経済を牽引することができる競争力を持った企業が増えている。

2.9%

　十分 （５点） 0.2%

　おおむね十分 （４点） 2.7%

（３点） 27.8%

44.1%

　やや不十分 （２点） 22.9%

　不十分 （１点） 21.2%

25.3%

　平均点 2.17

調査結果の認識、取組に関する意見等

ＱＣＤの向上及び新たな技術研究・製品開発が、
川下企業から取引先を「選ぶ」要件として示され
ている。

県内企業のＱＣＤの向上では、認証取得支援、セミ
ナー・講演会の開催、アドバイザーによる指導、中核
人材育成の各取組を引き続き進める。
また、新たな技術研究・製品開発では、複合材の低コ
スト成形技術について航空機構造物に加え自動車や建
築土木等の分野での事業化に向けた研究開発を進める
ほか、航空機システムの電動化を始めとして、県内企
業が開発した画期的なモーターコイルの成形技術を起
点とした電動パワーユニット分野での産業集積を見据
えた取組を進める。

商談会や企業マッチングなどの「事業機会提供」
を望む声が、県内企業、川下企業双方から寄せら
れている。

商談会や企業マッチングでは、アドバイザーや川下企
業の協力を得ながら、自動車に関しては中京地区に配
置のアドバイザーによるマッチングを継続するほか、
航空機では新たに県外大手企業でのマッチングイベン
トを実施するなど、県内企業を支援する取組を進め
る。

人材確保の困難を懸念する声が県内企業から出始
めている。

新たに工業高校等の生徒及び教職員等を対象とした企
業ＰＲ会を行うなど、県内企業への若手人材の定着に
向けた取組を進める。

風力発電設備導入量は順調に拡大した一方で、建
設工事、メンテナンスに加え、建設用部材や発電
設備用部品の供給など、関連産業等の育成を望む
声が寄せられている。

再エネ海域利用法の施行により、洋上風力発電の事業
化が具体化する中で、風力発電におけるメンテナンス
への参入支援や、部品供給・製造を目指した大手事業
者とのマッチング支援のほか、関連産業における県内
事業者の育成等に向けた施策の充実を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査年度
　満足度

Ｒ１
（Ｈ３１）

Ｒ２
（Ｈ３２）

Ｒ３
（Ｈ３３）

Ｒ４
（Ｈ３４）

前年度比

施策の
方向性

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）

今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

満
足
度

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「2.17」で、「ふつう」の３より0.83低かった。回答では「ふつう」が最も多かっ
た。
「十分」と「おおむね十分」を合わせた割合は2.9％、「ふつう」は27.8％、「不十分」と「やや不十分」を合わ
せた割合は44.1％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は30.7％であった。

「不十分」又は「やや不十分」の理由や県に求める取組として以下のような意見があった。
・地場というよりも誘致された企業が地域の経済を支えている。地場企業がもっと上場できたり、中央と戦えれば
面白いと思う。（男性／30歳代／北秋田地域）
・面白い独自の取組をしている企業は何ヵ所か出てきているが、地域経済を牽引するほどの規模のものは少ないと
感じる。（男性／30歳代／秋田地域）
・若者の県外流出を食い止めるほどの競争力がある企業はまだまだ少ない。（女性／60歳代／秋田地域）
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（３） ○ ○

（４） ○ ○

○ ○

（５） ○ ○

● ●

（６） ○ ○

６　政策評価委員会の意見

大手医療機器メーカー県内工場が研究開発機能を
持たないこと等により、県内企業とのサプライ
チェーン形成が困難な状況にある。

地域経済牽引事業者が、県内企業、秋田大学、産業技
術センターとコンソーシアムを形成して取り組む医療
機器等の研究開発を支援し、「ヘルステック産業」へ
の県内企業の参入及びサプライチェーン形成による県
内産業の高付加価値化を促進する。

情報関連企業への補助金（新たな商品開発を支援
する「情報関連産業商品開発支援事業費補助
金」、展示会への出展やコミュニティ活動を支援
する「情報産業活性化事業費補助金」、県内企業
の高度なスキル習得を促進するための「情報関連
産業レベルアップ支援事業費補助金」）の採択件
数が想定した件数よりも少なかった。

次年度以降、商品開発支援においては過去に制度を活
用した企業の再度の制度活用を可能とし、レベルアッ
プは先進技術としての幅を広げ制度を活用しやすくす
る（ドローンや開発手法の研修も可とする）など企業
ニーズに対応した制度とする。また、補助金制度のよ
り一層の周知と（活用出来そうな）企業への積極的な
声掛けなどにより、活用する件数を増加させる取組を
行う。
情報産業活性化事業費補助金のうち、展示会への出展
を支援する販路拡大型は、採択件数自体は想定件数を
達成したものの、コミュニティ活動型の応募が無かっ
たため、そちらも活用されるように周知を継続してい
く。

情報関連企業の新規立地等に伴い雇用は年々増加
しているものの、ＩＣＴ人材の不足が顕著なこと
から、当初計画人数を確保することが困難な状況
にある。

ＩＣＴ専門員による県内ＩＣＴ企業のＰＲを進めると
ともに、Ａターンフェア等への積極的な参加を促し、
人材確保に向けた取組をサポートする。

中核企業を30社程認定し、一定の成果が現れてい
るが、地域へのより大きな資金循環を生み出すコ
ネクターハブ機能を有する企業が他県と比較して
依然として少ない。

支援対象企業へのフォローアップ及び継続補助を実施
して更なる中核企業の増加につなげるほか、中核企業
に対する行政や支援機関等の各種支援施策を活用した
伴走支援等により、中核企業の稼ぐ力をさらに高め
て、地域へのより大きな経済波及効果を生み出すコネ
クターハブ企業への成長を図り、地域経済の活性化や
若者の県内就職を促進する。

誘致された企業が地域の経済を支えており、地場
企業で地域経済を牽引したり、若者の県外流出を
食い止めたりするほどの競争力がある企業は少な
いと思う（県民意識調査より）。

中核化を達成した企業の中には、県外からの誘致企業
が含まれている一方、秋田県内で創業した地場企業も
多く含まれている。今後も継続して、地場企業を含め
た支援対象企業及び中核企業への積極的な支援を行
い、企業競争力の強化や若者の県内就職を促進する。

民間事業者等の参加が増加しなければ発展性が無
いのではという意見や、県内における民間ベース
の研究開発取組事例の紹介要望があった。

県が支援する研究開発へのより多くの県内企業の参画
と成功事例の蓄積に努めるとともに、産学官交流プラ
ザ等のイベントにおいて企業の研究開発に関する取組
事例を紹介していく。

自己評価の「Ｂ」をもって妥当とする。
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