
（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２－３　国内外の成長市場の取り込みと投資の促進

 幹事部局名 産業労働部  担当課名 商業貿易課

 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）（２）

目標 55,900 58,600 61,500 64,500

実績 50,776 50,678 50,271

達成率 89.9%

出典：県港湾空港課「県港湾統計年報」 指標の判定 e

全国 － － －

東北 － － －

国際コンテナ取扱量の拡大のため、優遇制度を活用しポートセールスに取り組んだが、目標値には
及ばず、平成30年度目標値に対して89.9％の達成率となった。

輸出入によるコンテナ取扱量は、貿易に取り組む企業の動向によって左右されるが、５万ＴＥＵを
超える取扱数量を維持しており、日本海側の地方港中、新潟港、伏木富山港に次いで第３位の取扱
数量を維持している。

品目としては、輸入においては住宅着工数に左右される製材・木製品が需要の影響で減となってい
るが、紙パルプや非鉄金属などの輸出が伸びており、輸出コンテナ取扱量（実入り）は過去最高の
28,132ＴＥＵを記録し、２年連続で輸出が輸入を上回っている。

施策の方向性（３）

目標 24 24 26 26

実績 22 24 24

達成率 100.0%

出典：県産業集積課調べ 指標の判定 a

全国 － － －

東北 － － －

本県への企業誘致件数は８件、誘致済企業等の施設・設備の拡充件数では16件、全体では24件と前
年度に続き好調を維持し、目標を達成した。

国の「工場立地動向調査」では、工場立地面積が全国平均の前年比8.5％増に比べ秋田県は同10％
減となったものの、前年度より横這いである電気業を除く製造業では同14％増であり、国内の製造
業において、世界経済の回復に伴う輸出の増加基調や、五輪関連需要及び消費税率引き上げ前の駆
け込み需要などを背景に、事業拡大に向けた設備投資や雇用拡大の動きは継続している。

　東アジアや東南アジア等の経済成長を秋田に取り込むとともに、成長分野等を中心とした企業誘致や秋田県がリード
する環境・リサイクル産業の集積を進め、県内経済の拡大や、雇用の拡大を図ります。

代表指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

秋田港国際コンテナ取扱量（実入り）（ＴＥ
Ｕ）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

代表指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

企業の誘致件数及び誘致済企業の施設・
設備の拡充件数（件）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等
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２－２　成果指標・業績指標の状況と分析

・

・

・

・

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）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【商業貿易課】

・

・

・

・

（２）環日本海交流や地域の拠点となる港湾の機能強化【道路課、港湾空港課】

・

・

（３）成長産業等の誘致と企業の投資促進【産業集積課】

・

・

施策の方向性（１）

目標 9 10 10 10 

実績 9 10 7 

出典：県商業貿易課調べ 達成率 77.8%

全国 － － －

東北 － － －

海外展開に新たに取り組む企業は、平成30年度は関係機関による一貫支援の対象となる案件の減少
により、現状値を下回り７件、平成30年度目標値に対し77.8%の達成率となった。

将来的な海外展開に関心を示す企業は、海外展開支援補助金への応募数や、貿易支援機関等の調査
で一定程度確保されており今後の取組に期待できる。

施策の方向性（４）

目標 211 223 235 247

実績 199 287 477

出典：県資源エネルギー産業課調べ 達成率 226.1%

全国 － － －

東北 － － －

平成30年度実績は、29年度実績の２倍以上に増加し、目標を大幅に上回る達成率となっている。

リサイクル企業の設備投資等への支援により、出荷額は堅調な伸びを示している。

指標 代表①、成果①

県内企業の海外展開支援のため、貿易支援機関からなる「あきた海外展開支援ネットワーク」の連携を強化し、海
外展開の可能性のある企業に対して、海外市場・規制等の情報提供や、専門家派遣による集中的な支援を実施した
ほか、初期段階の経費負担を軽減するための補助金を支給した（派遣延べ66回、補助14件）。

東アジア、東南アジアの高い経済成長を取り込むため、経済交流の覚書を締結している中国延辺朝鮮族自治州政府
と、人脈形成を踏まえた長期的な経済交流を行っているほか、タイ・バンコク、ロシア・ウラジオストクに設置し
ている現地でのサポートデスクを通じ、県内企業の同地域への海外展開を支援した（延べ459件）。

台湾との新たなビジネスを創出するため、秋田県電子工業振興協議会等と連携しながら、台日産業連携推進オフィ
ス（TJPO）や台湾企業を招聘し、県内企業のＩoＴ動向を紹介するセミナーを開催したほか、双方の技術力に関す
る情報交換会を行った（計２回<+１件>）。

貿易の玄関口となる秋田港の更なる航路の充実による利便性向上を図るため、コンテナ貨物の集荷増に向けた官民
によるポートセールスや船社訪問、また新規航路開設への補助金支給等によって、航路の維持・拡充に取り組ん
だ。

指標 代表①

平成30年７月に15年先を目標年次として秋田港港湾計画を改訂し、コンテナ岸壁やヤード等の整備を位置づけた。

秋田港と秋田自動車道秋田北ＩＣを結ぶ「秋田港アクセス道路」の事業化に向けて、都市計画変更に係る手続きを
進めた。

指標 代表②

成長産業等（輸送機関連・新エネルギー関連・医療福祉関連・情報通信関連・食品加工関連）に加え、ＩoTやＡＩ
等の先進的なベンチャー企業を主なターゲットに、県や市、民間団体からなる秋田県企業誘致推進協議会などと連
携し、誘致活動を推進した。

リッチセミナーを開催し、全国トップレベルの各種優遇制度、優秀な人材などの立地環境の優位性や公設試験研究
機関などの県内資源を広くＰＲしたほか、誘致済企業と県内企業が技術・サービス等を相互に補完し双方がメリッ
トを享受できるよう細かいフォローアップを実施した（フォローアップ件数1,872件＜△31件＞）。

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

海外展開に新たに取り組む企業数（社）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

環境・リサイクル関連対象企業の製造品出
荷額等（億円）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等
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（４）環境・リサイクル産業の集積促進【資源エネルギー産業課】

・

・

・

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。

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。

指標 成果②

引き続き、県内の市役所、町村役場や小売店等約200箇所に使用済小型家電回収ボックスを設置し、使用済小型家
電の収集を行った。

環境・リサイクル関連の新規ビジネスを創出するため、市町村や関係機関による連絡会議や企業間のマッチングセ
ミナーを１回開催するとともに、企業の設備投資を支援するため、補助金（８件）を交付した。

県内の発電所（自家発電所含む）から年間約30万トン発生する石炭灰を利用した製品の開発や販路拡大を図るた
め、洋上風力発電設備への使用の可能性を調査した。

総合評価 評価理由

質問文 　企業誘致が進んでいる。

3.7%

　十分 （５点） 0.5%

　おおむね十分 （４点） 3.2%

（３点） 24.9%

46.4%

　やや不十分 （２点） 23.0%

　不十分 （１点） 23.4%

24.9%

　平均点 2.12

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

Ｃ

●

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「秋田港国際コンテナ取扱量（実入り）（ＴＥＵ）」は
「e」判定、②「企業の誘致件数及び誘致済企業の施設・整備の拡充件数（件）」は「ａ」判
定であり、定量的評価は「Ｄ」。

代表指標①に関しては、主要輸入品目である製材が、住宅着工等の需要動向に左右されコンテ
ナ取扱量に影響を与えるものの、海外展開を考える企業への集中支援や積極的なポートセール
スにより日本海側沿岸地方港では５万ＴＥＵ（第３位）を維持しながら、輸出は過去最高を記
録するなど堅調に推移している。

ターゲットをしぼった誘致活動や誘致後の細かいフォローアップにより、誘致件数は好調に推
移している。また、リサイクル企業への設備投資支援や事業化に対する情報提供などにより、
成果指標②「環境・リサイクル関連対象企業の製造品出荷額等（億円）」が平成29年実績比で
２倍となったほか、石炭灰利用製品の開発促進が進んでいる。

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「Ｃ」とする。

満
足
度

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「2.12」で、「ふつう」の３より0.88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3.7％、「ふつう」は24.9％、「不十分」と「やや不十分」を合わ
せた割合は46.4％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は28.6％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。
・大手企業の工場、支店誘致の話を聞かない。（男性／30歳代／秋田地域）
・雇用の拡大につながる企業誘致を望む。県内の大学に進学した学生が働いてみたいと思う企業、希望する職場の
調査が必要。（女性／70歳代／秋田地域）
・企業誘致は、秋田市など県の中心部では多いだろうが、他の地域などはなかなか増えているように思えない。
（女性／30歳代／北秋田地域）
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５　課題と今後の対応方針

（１） ○ ○

（２） ○ ○

（３） ○ ○

● ●

（４） ○

〇

○

〇

６　政策評価委員会の意見

県内企業の海外展開に向けた意欲が低調であり、
進出に向けた新たな掘り起こしと意欲喚起が十分
に進んでいない。

セミナー等による海外展開取組への意識向上や、県補
助金による初期費用の軽減、専門家派遣や現地連絡デ
スクによるサポート等、あきた海外展開支援ネット
ワークによる一貫支援を行う。

今後の電力需要やコンテナ取扱量の増大などによ
り、工業用地、ヤード及び岸壁が不足することが
予想される。

平成30年７月に秋田港港湾計画を改訂しており、その
計画に基づき、工業用地の確保、コンテナ取扱量の増
大に対応した岸壁等の整備に取り組む。

工場の新設や増設については、自動化設備の導入
による省力化が進み、補助金の規模に対して多数
の雇用創出が見込めない事例も見られるほか、将
来的には、ＩoＴやＡＩを始めとする第４次産業
革命における新規技術の導入拡大に伴い、大量雇
用型の立地を望むことが困難になっていくことが
予想される。

県内に一定の企業集積や技術力のある産業分野、今後
成長が見込まれる産業分野を主なターゲットとして新
規企業の誘致活動を行うほか、誘致済企業のフォロー
アップなどのこれまでの取組を一層強化していく。ま
た、本社機能等の移転も一層促進するほか、ＩoＴや
ＡＩを始めとする第４次産業革命分野に取り組む先進
的なベンチャー企業の県内進出の可能性についても調
査を進める。

県内大学生が働いてみたい企業や、雇用の拡大に
つながる企業誘致が少ない、地域により企業誘致
に差があると思う（県民意識調査より）。

県では社会をリードする産業を重点産業に位置づけ、
重点的に誘致活動を行っている。一例として横手第二
工業団地では近年急激に自動車関連産業の集積が進む
などの実績が見えている。大学生に対しては県内就職
説明会及びＡターンフェアや就活サイトなどを利用
し、広く企業情報を周知するよう努めており、誘致企
業をはじめとした県内企業への就職を推し進めてい
く。

レアメタル等のリサイクル産業の一層の定着と振
興を図るためには、小型家電の回収がまだ不十分
である。

中国の輸入廃棄物管理目録の改訂等により、国内
の廃プラスチック類等の適正処理に懸念が生じて
いる。

廃小型家電の発生状況や効率的な回収方法を調査し、
回収量の増加を図る。

廃プラスチック処理がリサイクル産業として成長でき
るよう、収集・処理方法の円滑化に関する調査を行
い、設備投資や研究開発への補助を通じて高付加価値
化を図っていく。

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「Ｃ」をもって妥当とする。

4 / 4 ページ


