
（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２－２　中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上

 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）（４）（５）

目標 12,883 13,257 13,641 14,037

実績 12,153 13,733 R2.2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 43位 43位

東北 6位 6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29年速報値は13,733億円とな
り、30年目標値を上回る結果となっている。

全国順位及び東北順位の変動はないものの、平成28年から29年度の増加率は11.2％となっており、
全国平均の5.0％を大きく上回り、全国２位の増加率となっている。

増加率の高い産業は、生産用機械（53.3％）、はん用機械（34.1％）、電子部品・デバイス
（21.3％）となっている。

（公財）あきた企業活性化センターによる生産効率の向上、新商品の開発、販路開拓などの総合的
な企業支援を引き続き実施したほか、外部アドバイサーによる生産現場への改善指導に加え、食品
事業者が行う機械設備の導入を支援するなど、企業の生産性向上に向けた取組が進んでいる。

施策の方向性（１）（４）（５）

目標 5,024 5,169 5,319 5,474

実績 4,739 5,757 R2.2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 43位 43位

東北 6位 6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29年速報値は5,757億円とな
り、30年目標値を上回る結果となっている。

また、全国順位及び東北順位の変動はないものの、平成28年から29年度の増加率は20.9％となって
おり、全国平均の5.7％を大きく上回り、全国１位の増加率となっている。

増加率の高い産業は、生産用機械（98.6％）、電子部品・デバイス（43.0％）、はん用機械
（32.2％）となっている。

（公財）あきた企業活性化センターによる生産効率の向上、新商品の開発、販路開拓などの総合的
な企業支援を引き続き実施したほか、産業技術センターによる技術指導、共同研究に加え、製造業
を営む県内中小企業社が行うＩｏＴ等先進技術を活用した取組を新たに支援するなど、製品の高付
加価値化に向けた取組が進んでいる。

　本県の中小企業・小規模企業者における下請型・加工組立型が多く付加価値生産性が低いといった構造的な課題の克
服を図るほか、第４次産業革命への対応や国内需要の縮小、経営者の高齢化、人材不足など多くの課題を乗り越えよう
と挑戦する企業を後押しし、課題解決による地域経済の活性化と、安定的な雇用の創出を図ります。

代表指標① 年度
現状値
（H27）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

製造品出荷額等（従業員４人以上の事業
所）（億円）

H28実績値12,353
H29は速報値

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 R2.2月判明予定

代表指標② 年度
現状値
（H27）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

製造品付加価値額（従業員４人以上の事
業所）（億円）

H28実績値 4,761
H29は速報値

順位等 R2.2月判明予定

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

1 / 6 ページ



２－２　成果指標・業績指標の状況と分析

・

・

・

・

・

・

・

施策の方向性（１）

目標 3,000 3,100 3,200 3,300 

実績 2,830 2,685 2,409 

出典：県地域産業振興課調べ 達成率 80.3%

全国 － － －

東北 － － －

産業技術センターでは、設備の利用に伴う対応を「技術指導」、設備を利用しない技術知識やノウ
ハウによる対応を「技術相談」と区分している。

平成30年度は、「技術指導」の要望数の減少（1,248件、前年度比△18.8%）を主な理由として目標
を下回っている。

一方、企業訪問による「技術相談」件数は552件と昨年度から42件増加（前年度比＋8.2%）してお
り、今後も待ちの姿勢ではない技術指導・相談を徹底し、目標達成を目指していく。

施策の方向性（２）

目標 3.1 3.3 3.5 3.7

実績 2.7 2.8 2.6

出典：秋田労働局「雇用保険産業別適用状
況」

達成率 83.9%

全国 　47位 　47位

東北 　6位 　6位

東北平均の開業率は低迷しており、本県も横ばいの状況が続いている。
　東北平均　4.2％（H27）→4.3％（H28）→4.0％（H29）→3.4%（H30）
　秋田県　2.8％(H27）→2.7％（H28)→2.8％（H29)→2.6%（H30）

起業支援補助金（通常枠）の平成30年採択者８名のうち、雇用を伴った起業は２名にとどまる等、
本県においては、雇用を伴わない初期投資を抑えた小規模な起業が多く、開業率（雇用保険適用事
業所が対象）が低迷している。開業率の低下は、30年度においては全国的な傾向であり、人手不足
等の影響で、起業しても雇用につながらないことが背景の一つとして考えられる。

施策の方向性（２）

目標 150 200 200 200 

実績 89 128 267 

出典：県産業政策課調べ 達成率 178.0%

全国 － － －

東北 － － －

事業承継ワーキンググループメンバーが中心となって事業承継診断を実施し、企業の支援ニーズの
掘り起こしを行った結果、目標を上回る実績となった。

令和元年度も事業承継ワーキンググループメンバーによる事業承継診断は実施することとしてお
り、診断に伴う案件の掘り起こしも一定程度見込まれるため、今後も事業承継計画策定件数は堅調
に推移していくものと思われる。

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

技術指導・相談件数（件）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

開業率（％）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 R2.2月判明予定

成果・業績指標③ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

事業承継計画策定件数（件）

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）持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化【産業政策課、地域産業振興課】

・

・

・

・

・

（２）将来を見据えた起業の促進と事業承継の推進【産業政策課、商業貿易課、移住・定住促進課】

・

・

・

・

・

・

・

（３）多様化する消費者ニーズや物流に対応した商業・サービス業の振興【商業貿易課】

・

・

施策の方向性（３）

目標 11,559 11,616 11,674 11,732 

実績 11,333 R1.12月判明予定 R2.12月判明予定

出典：県調査統計課「秋田県県民経済計
算」

達成率 －

全国 － － －

東北 － － －

県民経済計算の基準が変更となったため、新基準に基づいた数値により評価する。
新基準による実績値　8,917（H26)→　9,041（H27)→　9,152（H28)
新基準による平成30年度目標値　9,095　　　実績値－　　達成率－
30年度実績は未判明だが、公表されている最新の統計である28年度実績が9,152と、30年度目標値
を既に上回っている。

人口減少等によるマーケットの縮小傾向の中、商業・サービス業の県内総生産は、平成21年度以降
横ばいで推移していたが、ニーズを捉えた付加価値の高い新サービスの創出や県外への販路拡大等
を促進したことにより、26年度以降は毎年度わずかながら増加している。

指標 代表①②、成果①

中小企業の人材確保や競争力強化に向けた企業連携等を促進するため、県内企業の取組や製品の展示イベント等を
実施した（参加・来場者数：4,007名）。

（公財）あきた企業活性化センターでは、ワンストップサービスセンターとして、経営相談専門員による総合相
談・移動相談、国の委託を受けた「よろず支援拠点」の活動による経営相談に対応した（7,402件<△693件>）ほ
か、各種補助金等の情報提供、人材育成研修や企業の各成長ステージに応じたきめ細かな支援を総合的に実施し、
生産効率の向上、新商品の開発、販路開拓、新事業展開、人材面の基盤強化等に繋がる支援を行った。

県内企業の生産性向上のため、外部アドバイザーによる生産現場への改善指導・普及指導を行った（改善指導20社
<△１社>、普及指導４社<△５社>）。

新たに、生産性向上と競争力強化を図るため、製造業を営む県内中小企業者が行うＩｏＴ等先進技術の活用等によ
る新規性の高い取組に対して支援した（20件）。

県内企業の製品開発等を促進するため、産業技術センターが県内企業等との共同研究、受託研究を実施した（共同
研究67件〈＋６件〉、受託件数８件〈±０件〉）。

指標 成果②③

高校生を対象として、会社経営に関する一連業務について、模擬体験を通じ、将来の起業を身近なものにするプロ
グラムを実施した（15名参加）。

若者、女性、シニア等幅広い層を対象に起業家意識を醸成するとともに、起業に必要な基礎知識の習得を図るため
のセミナーを開催した（157名参加、９回開催〈△２回〉）。

県内における起業を促進するため、起業時にかかる初期投資費用や人件費といった経済的負担を軽減するための支
援を行った（通常枠８名〈＋２名〉、Ａターン枠５名〈△２名〉）。

県外在住者及び移住後３年未満の者を対象として、本県の地域資源を活用した移住起業者育成プログラム（都内セ
ミナー、現地キャンプ等11回開催）を実施した（延べ参加者数347人<+32人>）。

事業承継ワーキンググループ会議を４回開催して情報共有や連携を図るとともに、事業承継ネットワーク事務局主
催により、後継者向けの講座を開催した（県内３ヵ所各３日間、受講者40名）。

新たに、事業承継ワーキンググループのメンバーを中心に事業承継診断を実施し、企業の支援ニーズを調査した
（診断数1,179件）。

県外在住の後継者人材バンクに登録する後継希望者が県内企業と面談する際の来秋旅費を支援したほか（３回）、
事業引継ぎ支援センター職員がＡターンフェア等へ参加して後継者人材バンクの周知を図った（登録者：後継希望
者207名〈+63名〉、後継者不在企業84社〈+５社〉）。

指標 成果④

新たに、市町村と連携して、空き店舗を活用した新事業の創出を促進するとともに、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し、そのノウハウを他地域へ情報発信した（男鹿市・美郷町）。

新たに、県内に拠点を有する中小企業者（非製造業）が実施する自社の強みやＩｏＴ等の先進技術を生かした、新
規性が高く、生産性向上等に効果が見込まれる取組を支援した（11件）。

成果・業績指標④ 年度
現状値
（H26）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

商業・サービス業の県内総生産（億円）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等
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（４）歴史に磨かれた伝統的工芸品等産業の活性化【地域産業振興課】

・

・

・

（５）食品製造業の競争力強化【地域産業振興課】

・

・

・

・

・

（６）地域を支える建設産業の振興【技術管理課】

・

・

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

平成30年３月に策定した「第３期あきた伝統的工芸品等産業振興プラン」に基づき、市町村の補助事業及び産地等
が行う新商品開発や展示会への出展等に補助を行い、産地等の課題解決への取組を支援した（市町村４件〈±０
件〉、産地等８件〈＋２件〉、海外展開枠２件〈△３件〉）。

都内百貨店で開催された展示即売会「全国伝統的工芸品展ＷＡＺＡ２０１９」への産地等の出展を支援し、県内伝
統的工芸品等の全国への魅力発信と首都圏での販売を促進した（国指定４産地、県指定２産地）。

海外への販路開拓とブランド化に繋げるため、世界への発信力が高いフランス（パリ・ストラスブール）におい
て、産地等がプロモーション事業として取り組むテストマーケティングを支援した（国指定４産地）。

指標 代表①②

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実践する人材育成講座等のほか、前年度修了者の現
状報告会を開催した（講座等：全７回、修了者：12名<△６名>、報告会：１回<±０回>）。

新たに県内食品関係事業者を対象とした「商品開発強化セミナー」を開催した（参加者48名）。

生産性の向上等に取り組む食品事業者への改善指導を支援したほか、改善活動を普及させる啓発セミナーを開催し
た（改善指導：上半期２社<△１社>、下半期２社<△１社>、啓発セミナー：１回<±０回>）。

経営革新計画を有する食品事業者が、食品加工技術や生産性の向上等のために行う機械設備の導入を支援した（採
択５件<±０回>）。

(公財)あきた企業活性化センターが行う事業者間のマッチングや中間加工ニーズの掘り起こし、商品戦略策定等を
支援する専門員の配置に対して助成した（事業者間マッチング31件<△８件>、中間加工ニーズの掘り起こし30件<
△10件>、商品戦略助言等13件<△28件>）。

指標 －

受注者希望型（受注者が希望した場合に、規模要件を問わず受発注者協議によりモデル工事を実施することのでき
る方式。発注者指定型と同額の必要経費を計上する。）の追加や対象工種の拡大（舗装工事の追加）によりモデル
工事に取り組み、建設産業における生産性の向上や働き方改革を推進した（38件＜＋16件＞）。

本県建設産業の現状や地域の実情を踏まえた「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する秋田県計画」を平成
31年３月に策定し、業界団体や関係機関で構成する協議会による総合的かつ計画的な施策や取組を着実に推進する
こととした。

総合評価 評価理由

Ａ

●

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「製造品出荷額等」、②「製造品付加価値額」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年の速報値は13,733億円で、前年からの伸び率は全国平均の
5.0％を大きく上回る全国２位であり、30年の目標値12,883億円と比較して106.6％の達成状況
で「ａ」相当である。（公財）あきた企業活性化センターによる企業の各ステージに応じたき
め細かな支援に加え、ＩｏＴ等先進技術の活用等による生産性向上と競争力強化への新たな支
援など、企業の経営基盤の強化に向けた取組が進んでおり、30年も堅調に推移している。

代表指標②に関しては、平成29年の速報値は5,757億円で、前年からの伸び率は全国平均の
5.7％を大きく上回る全国１位であり、30年の目標値5,024億円と比較して114.6％の達成状況
で「ａ」相当である。代表指標の①同様、企業の経営基盤の強化に向けた取組が進んでおり、
30年も堅調に推移している。

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、総合指
標は「Ａ」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。

質問文 　中小企業の安定した経営が確保されている。

2.7%

　十分 （５点） 0.1%

　おおむね十分 （４点） 2.6%

（３点） 29.3%

43.2%

　やや不十分 （２点） 24.6%

　不十分 （１点） 18.6%

24.7%

　平均点 2.22

調査結果の認識、取組に関する意見等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査年度
　満足度

Ｒ１
（Ｈ３１）

Ｒ２
（Ｈ３２）

Ｒ３
（Ｈ３３）

Ｒ４
（Ｈ３４）

前年度比

満
足
度

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「2.22」で、「ふつう」の３より0.78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2.7％、「ふつう」は29.3％、「不十分」と「やや不十分」を合わ
せた割合は43.2％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は32.0％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。
・地域経済が縮小していく中で、中小企業はパイの奪い合いになっている。（男性／40歳代／北秋田地域）
・後継者不在や人手不足により、安定した経営が確保されているとは言いがたい。（男性／30歳代／仙北地域）
・目先の状況に甘んじず、中小企業のコンプライアンス、経営方針（内容）等、体質改善が望まれる。（男性／40
歳代／由利地域）。
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５　課題と今後の対応方針

（１） ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

（２） ○ ○

○ ○

○ ○

（３） ○ ○

（４） ○ ○

（５） ○ ○

（６） ○ ○

６　政策評価委員会の意見

第４次産業革命の進展や人口減少等による人手不
足の顕在化など、中小企業を取り巻く環境は変化
しており、企業の取組を発信する必要性が高まっ
ている。

自社製品の開発や働き方改革の推進など魅力ある取組
を行っている企業を首都圏の若者視点で取材し、ＳＮ
Ｓで発信するなど企業の取組の発信に力を入れてい
く。

労働力不足や国内需要の縮小など、県内中小企業
の事業環境が厳しさを増すなか、受け身の姿勢の
企業が未だ多く存在する（県民意識調査で同様の
意見あり）。

県内企業の抱える経営課題・技術課題にきめ細かく対
応できるよう、引き続き（公財）あきた企業活性化セ
ンターの相談機能、販路拡大支援（個別商談会、広域
商談会等）や研究開発コーディネート機能の充実、企
業支援機関や金融機関と連携し、新事業への挑戦や積
極的な販路開拓など企業の成長に向けた人材面での基
盤強化を図るための専門的人材の確保を支援する。

生産年齢人口の減少や中小企業を中心とする人手
不足が続いており、限られた人員で生産性向上を
図らなければならない状況にある（県民意識調査
で同様の意見あり）。

訪問企業に合わせた生産現場の改善指導・助言を行う
とともに自主的な改善活動を促し、競争力及び生産性
の向上に向けた取組を支援する。

県内企業の多くは、製品出荷額だけでなく、付加
価値額も低くなっており、下請けに依存した産業
構造が読み取れる。

自社独自の製品開発や技術・品質向上等の新規性の高
い取組を引き続き支援し、他社との差別化を図り、企
業の競争力の強化を図る。

雇用を伴わない小規模な起業が多いことから、雇
用保険適用事業所を対象とする開業率は、低調で
ある。

県内の起業・創業に関わる支援機関間の連携を強化
し、女性や若者の起業意識の醸成、起業者の掘り起こ
しとその後のフォローアップ、資金調達支援、ロール
モデルの育成・支援等、切れ目のない支援を実施して
いく。

移住起業者育成プログラムにおけるビジネスコン
テスト入賞者等の移住起業者は着実に増加してい
るものの、対象市町村、起業者数ともまだ少な
く、全県域での移住による起業の流れには至って
いない。

対象地域の拡大を図るとともに、優秀プランに加えコ
ンテスト参加プランを幅広く支援するなど、ドチャベ
ン起業者の更なる拡大に取り組んでいく。

「事業承継ネットワーク事務局」が取りまとめる
事業承継診断の回答において、事業承継について
「支援の必要なし」としている企業が約半数あ
る。
一方で、後継者不在や人手不足等により、安定し
た経営が確保されているとは言いがたい（県民意
識調査より）という意見がある。

事業承継診断の内容を精査し、商工団体等の各支援機
関と連携を深めながら、国の事業を活用しつつ、個々
の企業の実情に合ったきめ細かな支援を行っていく。

県内総生産の約５割を占める商業・サービス業の
県内の経済成長率（対前年度増加率）は、平成２
６年度から４年連続で増加しているが、人口減少
によるマーケットの縮小や事業者の高齢化・後継
者不足等による商店街の衰退といった懸念材料を
抱えている。

人口減少によるマーケットの縮小にあっても成長でき
るよう、IoTやAIの導入等ICT活用による生産性の向上
や新サービス創出等の取り組みを促進するほか、商店
街の若手人材の育成や空き店舗を利用した起業者との
マッチング支援を実施していく。

伝統的工芸品産業の従事者は減少傾向にあり、産
地関係者からも人材確保・育成に関する取組を望
む意見が多い。

一定以上の技能等を有する者を「秋田県認定工芸
士」・「秋田県みらいの工芸士」として認定する制度
を新たに実施することで、人材確保・育成を支援す
る。

本県の食品製造業は、製造品出荷額等が県内製造
業において２番目に多く、製造業全体の１割を占
めているものの、全国では44位で東北最下位と低
位にあるほか、事業者の７割は小規模で生産性が
低く、新たな投資や取組が進んでいない。

県内食品事業者の事業活動の中核を担う人材の育成
や、食品製造現場における生産性の向上、事業者間連
携などを引き続き促進するほか、新たに小規模食品事
業者が行う生産性向上や販路拡大の取組に対して助成
する。

ＩＣＴ建機が高額で施工規模により受注者の負担
増を招く恐れがあることや女性技術者の不足など
により、建設産業の生産性向上や働き方改革に繋
がるモデル工事への取組が、今後は伸び悩むと懸
念される。

実態に見合った工事費の計上や工期の設定に加え、施
工規模や女性技術者の在職状況などを勘案してモデル
工事を選定するほか、モデル工事を実施した建設業者
に対して実施証明書を発行し、総合評価落札方式にお
いて評価するなど、新たなインセンティブの付与を検
討する。

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）

自己評価の「Ａ」をもって妥当とする。
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