資料１
長野県ものづくり産業振興戦略プランの取組状況
（平成 24 年４月～平成 28 年９月末）
目指すべき方向
未来を拓く次世代産業の創出
有望な分野・市場への展開を重点的に進める
【目指す分野】健康・医療、環境・エネルギー、次世代交通
【目指す市場】アジア新興国市場、先進国の需要が拡大する市場
目標値
目指すべき方向として掲げている「次世代産業の創出」に向けて、産学官が一体となっ
て重点プロジェクトに取り組むとともに、県内各地において、企業、市町村、商工支援機
関、金融機関などが様々な取組を行うことを前提として、旗印として全体が共有できる
ものを掲げている。
（１）製造業の付加価値額 2.5 兆円の達成（目標設定時：2.23 兆円（平成 22 年））
＜設定理由＞
リーマン・ショック前を超える水準まで戻すことが、県内経済の活性化を進め
る上での目標になるため。
（２）有効求人倍率 1.0 倍以上の達成（目標設定時：0.72 倍（平成 23 年平均））
＜設定理由＞
求人数が、仕事を求めている人の数を上回ることが、県民を元気づける上での
一つの目標になるため。
（３）工場立地件数 200 件（５年間累計）の達成（目標設定時：30 件／年（平成 22 年））
＜設定理由＞
年間 40 件の水準まで回復することを目指して、５年間の累計目標として、200
件を目標値として設定した。
「未来を拓く次世代産業の創出」の実現に向けた取組
目指すべき方向である「成長期待分野」、
「有望市場」への展開を進め、
「未来を拓く次
世代産業の創出」を実現するため、以下の４つの「基本戦略」、12 の「重点プロジェクト」
に取り組んでいる。
【基本戦略】
（１）成長産業創出戦略
・成長期待分野の研究開発の促進
・高付加価値部門（素材･開発､サービス）への展開
・重層的な企業群の形成（中核企業･ベンチャー企業の育成、国･市町村との連携）
（２）有望市場開拓戦略
・アジア新興国など有望市場への提案機会の拡大
・提案力・ブランド力の強化による販路開拓
（３）人材育成･確保戦略
・新たな産業展開を担う人材の育成･ 確保
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・グローバル人材・専門人材の獲得
・産業競争力を向上させる労働環境の整備
（４）次世代産業集積戦略
・県内への産業誘致
・県内企業の流出抑制
・ネットワークの構築
【重点プロジェクト】
（１）国際的産学官連携による次世代リーディング産業の創出支援
（２）研究開発型企業への転換支援
（３）地域資源を活用した高付加価値産業の集積
（４）ＩＣＴ（情報通信技術）産業の振興
（５）中核的な企業の育成
（６）創業サポートの強化
（７）次世代産業集積の強化推進
（８）中小企業が取り組む国際展開の支援
（９）国内におけるビジネスマッチング（販路開拓）の強化
（10）高度技能人材の育成、キャリア形成の支援
（11）Ｕ･Ｉターンの戦略的な実施（技術系人材や成長関連分野の人材の獲得）
（12）女性や高齢者など潜在的な労働力を十分に活用できるシステムの構築（成長を支
える安定した労働力の確保）
取組状況
（１）目標値の達成状況
項 目
基準値
製造業の
2.23
付加価値額（兆円） （H22 年）
有効求人倍率（倍）

0.72

（H23 年平均）

工場立地件数（件）

30 件／年
（H22 年）

H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年

目標値

1.83

1.83

1.96

－

－

2.5 兆円

0.81

0.87

1.09

1.25

－

1.0 倍以上

82

152

178

[70]

[26]

37

[45]

※

－

200 件
（５年間累計）

※：[ ]内は単年の工場立地件数
①製造業の付加価値額
電子産業の付加価値額の減少等により基準値を下回っているものの、平成 26 年の
実績値は、情報産業等の増加により、前年に比べ 1,265 億円の増加となっている。
②有効求人倍率
順調に推移している。
ただし、平成 28 年８月の正社員有効求人倍率は 0.85 倍となっている。
③工場立地件数
順調に推移している。
ただし、平成 26 年までは太陽光発電施設の立地件数が含まれている。
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䞉ㄆᐃᴗ⪅ 䠍௳䠄ᮾிᮏ♫䛾ᴗ䛜䚸ಙ⃰⏫䛻䝃䝔䝷䜲䝖䜸䝣䜱䝇䜢㛤タ䠅

䖃ᚋ䛾ྲྀ⤌
䕿䛂䛚䛯䜑䛧䛃ເ㞟ேᩘ䛾ᣑ䛸୰༡ಙᆅᇦ䜈䛾ཷධᆅᇦ䛾ᣑ
䕿䛂䛚䛯䜑䛧䛃䜈䛾ྲྀ⤌䜢㌋㌉䛩䜛ᒙ䜢ᑐ㇟䛻䚸䠍Ἡ䠎᪥⛬ᗘ䛾᮶ゼ䛸ᴗົ䛾ᶵ䜢ᥦ౪
䕿ᴗ⮬䜙䛾⏬䛻䜘䜛䛂䜸䞊䝥䞁䝝䝑䜹䝋䞁䛃䛾㛤ദ
䕿㒔ᕷᅪ䛷⾜䛖❧ᆅ䝉䝭䝘䞊䛺䛹䜢㏻䛨䚸䠥䠟䠰ேᮦ䛾ㄏ⮴䜢᥎㐍

㔜Ⅼ㹎㹈㸳ࡢ≉ᚩⓗ࡞ྲྀ⤌㸸୰᰾ⓗ࡞ᴗࡢ⫱ᡂ
䖃ྲྀ⤌ᴫせ
⮬♫〇ရ䜔ᢏ⾡㛤Ⓨᶵ⬟䜢ᣢ䛱䚸ᆅᇦእ䛛䜙䛾ཷὀ䜒ྍ⬟䛺ᴗ䛾⫱ᡂ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䛂☻䛡䜀ග䜛䛃
ᢏ⾡➼䜢ᣢ䛴ᴗ䜢Ⓨ᥀䚹ᴗ᥎㐍䛾䛯䜑䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䜢⦅ᡂ䛧䚸ᴗ䛾⊂⮬ᢏ⾡䜢ά䛛
䛧䛯ၟရ㛤Ⓨ䞉᪂ᴗᒎ㛤䚸㈍㊰㛤ᣅ䞉ᣑ➼䛾ᨭ䜢ᐇ䚹

䖃ᰴᘧ♫䝷䜲䝖ගᶵ〇సᡤ䠄ㄶゼᕷ䠅䛾ྲྀ⤌ᡂᯝ
䛆䝔䞊䝬䛇 䛂෭༷ ᗘㄪᩚᶵ⬟䜢ഛ䛘䛯ᛌ㐺ㆤ䞉┳ㆤ⏝ရ䛃䛾㛤Ⓨ䛸ᴗ
䛆䝏䞊䝮䛇 ┴୰ᑠᴗ⯆䝉䞁䝍䞊䚸ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䚸⪷㊰ຍ┳ㆤᏛ㻨ᮾி㻪䚸ಙᕞᏛ䚸
㻺㻼㻻ἲேㄶゼᅪ䜒䛾䛵䛟䜚᥎㐍ᶵᵓ ➼
䛆ෆ ᐜ䛇 ║㙾䚸䝷䜲䝣䝹䝇䝁䞊䝥䛾〇㐀䝯䞊䜹䞊䛜䚸᪂つศ㔝䛷䛒䜛ᗣ䞉་⒪㛵㐃〇ရ䛾㛤Ⓨ䞉
ᴗ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛷䚸᪂䛯䛺ᴗ䛾ᰕ䜢ᵓ⠏䛧䚸⤒Ⴀᇶ┙䛾᭦䛺䜛ᙉ䜢┠ᣦ䛩䚹
䛆ᨭ 䛇 䞉་⒪⌧ሙ䛾ពぢ⫈ྲྀཬ䜃䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛾ᐇ
䞉ᢏ⾡ㄢ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛯ᣦᑟ䞉ຓゝ ➼
䛆ᡂ ᯝ䛇
䞉䝁䝇䝖పῶ䚸ᑠᆺ㍍㔞䚸పᾘ㈝㟁ຊ䚸㟼㡢➼䛻ྲྀ䜚⤌䜏
䛂෭༷ ᗘㄪᩚᶵ⬟䛝ᯖ䛃䛾㛤Ⓨ䛻ᡂຌ䚹
䞉ᅜෆእ䛻≉チ䜢⏦ㄳ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㈍䛾䛯䜑䛾᪂♫䜢タ❧䚹
ᅜ䛾ᮾᛴ䝝䞁䝈ྛᗑ䛷䜒ྲྀᢅ䛳䛶䛚䜚䚸་⒪ᶵ㛵䜔୍⯡ᾘ
㈝⪅䜢୰ᚰ䛻㻝㻘㻜㻜㻜ྎ௨ୖ䜢㈍䚹
䞉Ⓨ䛛䜙䛾⣼ィୖ㢠㻝㻡㻡㻘㻜㻜㻜༓䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠒᭶⌧ᅾ䠅
䞉⌧ᅾ䜒⮬❧ⓗάື䜢⥅⥆䛧䚸ᆅඖᴗ䛸㐃ᦠ䛧䛶ᛂ⏝㛤Ⓨ
㛤Ⓨ䛻ᡂຌ䛧䛯
䠄䝅䞊䝖ᵓ㐀➼䠅䛻䜒ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹
䛂෭༷ ᗘㄪᩚᶵ⬟䛝ᯖ䛃

䖃ᚋ䛾ྲྀ⤌
䕿ᘬ䛝⥆䛝ᡂ㛗ᮇᚅศ㔝䜈䛾ᒎ㛤➼䛻䜘䜛᪂䛯䛺ᢏ⾡䞉〇ရ➼䛾ᴗ䜔᪤Ꮡ䛾ඃ䜜䛯ᢏ⾡䞉
〇ရ➼䜢ᇶ䛻ᴗᣑ䜢┠ᣦ䛩ពḧ䛒䜛୰ᑠᴗ䜢᥀䜚㉳䛣䛧䚸ᨭ䛧䛶䛔䛟䚹
5

㔜Ⅼ㹎㹈㸴ࡢ≉ᚩⓗ࡞ྲྀ⤌㸸㉳ᴗᐙᩍ⫱ࠊ⼥㈨࣭ῶ⛯ไᗘࡢᐇ➼
䖃ྲྀ⤌ᴫせ
䕿ಙᕞ䜰䞁䝖䝺䝥䝺䝘䞊⫱ᡂᴗ䛾ᐇ䠄Ẹ㛫ᴗ⪅䛻ጤク䠅
䞉┴ෆ䛾୰Ꮫᰯཬ䜃㧗ᰯ䛷㉳ᴗᐙᩍ⫱䜢ᐇ
䕿ಙᕞ䝧䞁䝏䝱䞊䝁䞁䝔䝇䝖䛾㛤ദ䠄⏘ᐁᏛ㔠䛜㐃ᦠ䛧䛶㛤ദ䠅
䞉㧗ᰯ⏕䛛䜙㉳ᴗᐙ䜎䛷ᴗᵓ䜢Ⓨ⾲
䕿ᴗ➼ᛂῶ⛯䛾ᐇ䠄ἲேᴗ⛯䛾ῶචไᗘ䠅
䞉㈨ᮏ㔠㻝㻘㻜㻜㻜௨ୗ䛾୰ᑠᴗ䜢タ❧䛧䛯୰ᑠἲே䛻ᑐ䛧䛶䚸
ἲேᴗ⛯䜢䠏ᖺ㛫㢠ච㝖

䖃ྲྀ⤌ᡂᯝ➼
ಙᕞ䝧䞁䝏䝱䞊䝁䞁䝔䝇䝖䛾
䝥䝺䝊䞁Ⓨ⾲䛾ᵝᏊ
䕿ಙᕞ䜰䞁䝖䝺䝥䝺䝘䞊⫱ᡂᴗ䛾ᐇ
䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䠖୰Ꮫ䛸㧗ᰯ䠎ᰯ䛷ᐇ䚸䜰䞁䜿䞊䝖䛾⤖ᯝ㻣㻞䠂䛾⏕ᚐ䛜䛂ᴗ䛻㛵ᚰ䛃
䕿ಙᕞ䝧䞁䝏䝱䞊䝁䞁䝔䝇䝖
䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䛿㻤㻥௳䛾ᛂເ䛜䛒䜚䚸㻝㻡ྡ䛜Ⓨ⾲
䞉䛭䛾䛖䛱ᑡ䛺䛟䛸䜒䠎ྡ䛜㛤ᴗ
䕿ᴗ➼ᛂῶ⛯䛾ᐇ䠄ἲேᴗ⛯䛾ῶචไᗘ䠅
䞉ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ䠖ㄢ⛯ච㝖㻝㻞㻢௳䚸ච㝖㢠㻝㻠㻘㻞㻜㻜༓
䊻 ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ㻦ㄢ⛯ච㝖㻝㻟㻥௳䚸ච㝖㢠㻝㻢㻘㻜㻝㻜༓
䈜ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻ㄢ⛯ච㝖㢠䛾ୖ㝈䠄㻝㻜㻚㻤䠅䜢᧔ᗫ䛧䛶䚸ᴗᚋ㛫䜒䛺䛔ᴗ⪅䜢╔ᐇ䛻ୗᨭ䛘

䖃ᚋ䛾ྲྀ⤌
䕿㉳ᴗᐙᩍ⫱䛾ᣑ 䋻 ᑠᏛ⏕䜎䛷ᑐ㇟䜢ᣑ䜈
䕿䝁䝽䞊䜻䞁䜾䝇䝨䞊䝇䛸䛾㐃ᦠᙉ 䋻 ᴗ⪅䛾Ⓨ᥀ᨭ䚸㉳ᴗᐙ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᣑ
䕿⼥㈨ไᗘཬ䜃ῶ⛯ไᗘ䛾⥅⥆䞉ᣑ

㔜Ⅼ㹎㹈㸵ࡢ≉ᚩⓗ࡞ྲྀ⤌㸸ḟୡ௦⏘ᴗ㞟✚ࡢᙉ᥎㐍
䖃ྲྀ⤌ᴫせ
ᡂ㛗ᮇᚅศ㔝䛾ᴗ䜔◊✲ᡤ䛺䛹䛾ㄏ⮴䜢ᡓ␎ⓗ䛻᥎㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸௨ୗ䛾ྲྀ⤌䜢ᐇ

䠍 ಙᕞ䜒䛾䛵䛟䜚⏘ᴗᛂຓᡂ㔠䛾䜔ື⏘ྲྀᚓ⛯䛾ㄢ⛯ච㝖
䕿ຓᡂ㔠 ㄆᐃ㻟㻡௳䚸ᢞ㈨㢠㻣㻟㻥൨㻞㻘㻜㻤㻝䚸ຓᡂ㢠㻢㻠൨㻝㻘㻟㻣㻜
䊻㻌◊✲ᡤ䜔◊✲㛤Ⓨᆺᴗ䜈䛾ຓᡂ㔠䛾
ㄆᐃᴗ䠒௳䚸ᢞ㈨㢠㻝㻡㻢൨㻟㻘㻢㻜㻜䚸 ຓᡂ㢠㻞㻟൨㻥㻘㻡㻡㻜
䕿ື⏘ྲྀᚓ⛯䛾ㄢ⛯ච㝖 㻠㻣௳䚸䠍൨㻥㻘㻣㻤㻤
䠎 ᮏ♫ᶵ⬟➼䛾ㄏ⮴䛻ಀ䜛ඃ㐝ไᗘ䛾タ
䕿ᮏ♫ᶵ⬟䜢⛣㌿䛧䛯ሙྜ䚸ᅜ䛾ඃ㐝ไᗘ䛻ຍ䛘䚸ᴗ⛯➼䛾㻥㻡䠂ῶ⛯䜢タ
䕿ᅜ䛾ไᗘ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ᑠつᶍ䛾⛣㌿䛻ᑐ䛩䜛┴༢⊂䛾ຓᡂไᗘ䜢タ
䊻㻌ᅜ䛾ไᗘ䛾ㄆᐃᴗ䠏௳䚸┴༢⊂䛾ไᗘ䛾ㄆᐃᴗ䠐௳

䖃ྲྀ⤌ᡂᯝ➼
䕿᪥ᮏ↓⥺䞞䛂ඛ➃ᢏ⾡䝉䞁䝍䞊䛃䛾㌿ධ䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䚸㛗㔝ᕷ䠅
䕿᪥ளᏛᕤᴗ䞞䛾◊✲ᡤ䛾⛣㌿ᣑ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䚸ୗㄶゼ⏫䠅
䕿䛂㣤⏣⯟✵Ᏹᐂ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䛾䜽䝷䝇䝍䞊ᣐⅬᕤሙ䛾ᩚഛ䜈䛾
ຓᡂ䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䚸㣤⏣ᕷ䠅
䕿㒔㐨ᗓ┴ู◊✲ᡤ❧ᆅ௳ᩘ䠄ᖹᡂ㻝㻤䡚㻞㻣ᖺ䛾㻝㻜ᖺ㛫ྜィ䠅
㻝㻜௳䠄ᅜ➨䠐䠅 ➼

᪥ᮏ↓⥺䞞䛂ඛ➃ᢏ⾡䝉䞁䝍䞊䛃

䖃ᚋ䛾ྲྀ⤌
䕿⌧ᅾ㔜Ⅼ䜢⨨䛔䛶䛔䜛ᡂ㛗ᮇᚅศ㔝䛻ຍ䛘䚸
ᮏ♫ᶵ⬟䜔䠥䠟䠰⏘ᴗ䛾ㄏ⮴䜢ಁ㐍
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⯟✵Ᏹᐂ⏘ᴗ
䜽䝷䝇䝍䞊ᣐⅬᕤሙ

㔜Ⅼ㹎㹈㸶ࡢ≉ᚩⓗ࡞ྲྀ⤌㸸୰ᑠᴗ䛜ྲྀ䜚⤌䜐ᅜ㝿ᒎ㛤䛾ᨭ
䖃ྲྀ⤌ᴫせ
䕿䛂㛗ᑑୡ⏺୍㻺㻭㻳㻭㻺㻻䛾㣗䛃ᾏእ㈍㊰㛤ᣅᨭ䝛䝑䝖䝽䞊䜽㆟䛾タ⨨
ேཱྀῶᑡ䛻䜘䜛ᅜෆᕷሙ䛾⦰ᑠ䜔䚸➽ྜព䛜䛺䛥䜜䛯䠰䠬䠬䛺䛹䚸⤒῭䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛾ὶ
䜜䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䚸㎰⏘≀䜔ຍᕤ㣗ရ䛾⏕⏘⪅➼䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛ᅋయ䚸⤒῭ᅋయ䚸㔠⼥ᶵ㛵➼䛻
䜘䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢⤌⧊䛧䚸㎰⏘≀䜔ຍᕤ㣗ရ䛾㍺ฟ䜢ᐁẸ୍య䛸䛺䛳䛶᥎㐍䛧䛶䛔䜛䚹
䕿ᆅᇦ䜒䛾䛵䛟䜚⏘ᴗᅜ㝿ᒎ㛤᥎㐍ᴗ䛾ᐇ
ᅜෆᴗ䛸䛾ྲྀᘬ䜔ᢏ⾡㐃ᦠ䛿䜒䛸䜘䜚䚸ᅜ㝿ⓗ䛺䝡䝆䝛䝇ᒎ㛤䛾ሙ䛸䛧䛶䚸ᆅᇦ䛾⮬య䚸ၟ
ᕤᅋయ➼䛜୍䛸䛺䛳䛶㛤ദ䛩䜛ᒎ♧ၟㄯ䠄ㄶゼᅪᕤᴗ䝯䝑䝉䠅䛻ᑐ䛧䛶ຓᡂ䚹
䛆ෆᐜ䛇
䞉┦䛾㐃ᦠᙉ䚸䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛾☜❧䜢┠ᣦ䛧䚸ᾏእ⾜ᨻᶵ㛵䛸
㻹㻻㼁䠄ぬ᭩䠅䜢⥾⤖䚹
䞉ദ⪅䚸䝆䜵䝖䝻➼䛜ᾏእᴗ䞉ᅋయ䜢ᣍ䜈䛔䛧䚸ᾏእ䜈䛾㈍㊰㛤ᣅ䜔
ᅜ㝿ⓗ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䜢ಁ㐍䚹

䖃ྲྀ⤌ᡂᯝ➼
䕿䛂㛗ᑑୡ⏺୍㻺㻭㻳㻭㻺㻻䛾㣗䛃ᾏእ㈍㊰㛤ᣅᨭ䝛䝑䝖䝽䞊䜽㆟䛾タ⨨
ᖹᡂ28ᖺ䠏᭶タ⨨䚸➨䠍ᅇ㆟㛤ദ
䕿ᆅᇦ䜒䛾䛵䛟䜚⏘ᴗᅜ㝿ᒎ㛤᥎㐍ᴗ䛾ᐇ
䞉ᘏ䜉ཧຍᴗᩘ㻝㻘㻠㻟㻝♫䞉ᅋయ䚸䛖䛱ᾏእ䛛䜙䛾ཧຍ35♫䞉ᅋయ
䞉ᾏእ䠏䛛ᅜ䛾⾜ᨻᶵ㛵䛸䛾㻹㻻㼁䠄ぬ᭩䠅ㄪ༳

ㄶゼᅪᕤᴗ䝯䝑䝉㻞㻜㻝㻡䛾≧ἣ

䖃ᚋ䛾ྲྀ⤌
䕿䝛䝑䝖䝽䞊䜽㆟䜢ά⏝䛧䛶䚸ሗ㞟䜔ලయⓗ䛺ྲྀ⤌䜢᳨ウ䛧䚸㎰␆⏘≀䛸ຍᕤ㣗ရ䛜୍య䛸
䛺䛳䛯㍺ฟಁ㐍⟇䜢ᒎ㛤䚹
䕿ᆅᇦ䛜୍䛸䛺䛳䛶ᾏእᕷሙ䜈䛾㈍㊰㛤ᣅ䞉ᣑ䜢ᅗ䜛ྲྀ⤌䛻ᑐ䛧䚸ᘬ䛝⥆䛝ᨭ䜢ᐇ䚹

㔜Ⅼ㹎㹈㸷ࡢ≉ᚩⓗ࡞ྲྀ⤌㸸ᅜෆ䛻䛚䛡䜛䝡䝆䝛䝇䝬䝑䝏䞁䜾䛾ᙉ
䖃ྲྀ⤌ᴫせ䞉ᡂᯝ➼
䕿ᢏ⾡ᥦᆺၟㄯ䛾㛤ദ
┴ෆᴗ䛷ᢏ⾡ᥦ䜻䝱䝷䝞䞁㝲䜢⦅ᡂ䛧䚸┴እ䝯䞊䜹䞊䜈ฟྥ䛝
䛂ᢏ⾡ᥦᆺၟㄯ䛃䜢㛤ദ䚹ᢏ⾡䞉㛤Ⓨᢸᙜ⪅䜔㉎㈙ᢸᙜ⪅䛻ᢏ⾡
䞉㒊ရ䜢┤᥋㎸䚹
䛆ᡂᯝ➼䛇
㛤ദᩘ㻠㻤ᅇ䚸ᘏ䜉ཧຍᴗᩘ㻢㻟㻝♫䚸ၟㄯ௳ᩘ㻟㻘㻡㻣㻡௳䚸
ᡂ⣙㢠㻣㻝㻞㻘㻞㻡㻣༓

ၟㄯ䛾㛤ദ≧ἣ

䕿ᡂ㛗ᮇᚅศ㔝䞉ᑓ㛛ศ㔝ᒎ♧䜈䛾ฟᒎᨭ
┴ෆᴗ䛾ᡂ㛗ᮇᚅศ㔝䠄䝯䝗䝔䝑䜽䚸䜶䝛䝔䝑䜽䠅䜔⢭ᐦຍᕤ
ศ㔝䠄䝛䝥䝁䞁䝆䝱䝟䞁䠅➼䛾ᒎ♧䜈䛾ฟᒎ䜢ᨭ䚹㛗㔝┴
䝤䞊䝇䛸䛧䛶㞟ྜᒎ♧䛧䚸ฟᒎຠᯝ䜢㧗䜑䛶䛔䜛䚹
䛆ᡂᯝ➼䛇
ᘏ䜉ཧຍᴗᩘ㻝㻡㻟♫䚸ၟㄯ௳ᩘ㻟㻘㻣㻡㻣௳䚸ᡂ⣙㢠㻝㻟㻜㻘㻟㻟㻥༓
ᒎ♧䜈䛾ฟᒎ≧ἣ

䕿㛗㔝┴䜒䛾䛵䛟䜚ᴗ䛸་⒪ᶵჾ䝯䞊䜹䞊䛸䛾ᒎ♧ὶ in ᮏ㒓䠄ᮾி㒔䠅䛾㛤ദ
㈍㊰䜔ἲᑐᛂ➼䛾䝜䜴䝝䜴䜢᭷䛩䜛་⒪ᶵჾ䝯䞊䜹䞊䛾㞟✚ᆅ䛻
䛚䛔䛶┴ෆ䜒䛾䛵䛟䜚ᴗ䛾ᢏ⾡䝅䞊䝈䞉〇ရ䛾䠬䠮䜢ᨭ䚹䝯䞊䜹䞊
䛸䛾䝡䝆䝛䝇䝬䝑䝏䞁䜾䛻䛴䛺䛜䜛ඹྠ㛤Ⓨ䜢ಁ㐍䚹
䛆ᡂᯝ➼䛇
㛤ദᩘ䠐ᅇ䚸ᘏ䜉ཧຍᴗᩘ㻥㻡♫䚸ᢏ⾡ὶ௳ᩘ㻞㻢㻝௳

䖃ᚋ䛾ྲྀ⤌
䕿ᘬ䛝⥆䛝┴୰ᑠᴗ⯆䝉䞁䝍䞊䞉┴䝔䜽䝜㈈ᅋཬ䜃┴ෆ⏘ᴗᨭ
ᶵ㛵䛸㐃ᦠ䜢ᅗ䜚䛺䛜䜙䚸┴ෆ୰ᑠᴗ䛾䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ຊ䚸᪂ᢏ
⾡䞉᪂〇ရ㛤Ⓨຊᙉ䜢ಁ㐍䛧䚸㈍㊰㛤ᣅ䜢ᨭ䚹
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ᒎ♧ὶ䛾㛤ദ≧ἣ

㔜Ⅼ㹎㹈ࡢ≉ᚩⓗ࡞ྲྀ⤌㸸ᴗෆேᮦࡢࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࢆᨭ
䖃ྲྀ⤌ᴫせ
䞉┴䛜ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䛻ᐇ䛧䛯䚸ேᮦ⫱ᡂ䝙䞊䝈ㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䚸ᅇ⟅䛧䛯ᴗ䛾䠒䛜䛂ேᮦ⫱
ᡂ䛻䛛䛡䜛㛫䛜䛺䛔䛃䚸䠓䛜䛂ᣦᑟ䛩䜛ேᮦ䛜㊊䛧䛶䛔䜛䛃䛸ᅇ⟅䚹
䞉┴䛾⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨタ➼䛷䚸୰ᑠᴗ➼䛾ᅾ⫋⪅䛾䝤䝷䝑䝅䝳䜰䝑䝥䜔㧗ᗘ䛺ᢏ⬟䞉ᢏ⾡䜢
㌟䛻䛡䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻⏘ᴗேᮦ䜹䝺䝑䝆䠄䝇䜻䝹䜰䝑䝥ㅮᗙ䠅䜢ᐇ䚹

䖃ྲྀ⤌ᡂᯝ➼
䞉ᖹᡂ㻞㻠ᖺ䛛䜙㻞㻣ᖺ䜎䛷㻤㻜㻟ㅮᗙ䜢ᥦ౪䛧䚸㻤㻘㻞㻤㻥ே䛾
ᅾ⫋⪅䛜ཷㅮ䚹
䕺ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘཷㅮ⪅䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䜘䜚
䞉䠔䛾᪉䛜‶㊊
䠄⮬⏤グ㍕ពぢ䠅
䞉䛒䜔䜅䜔䛰䛳䛯㒊ศ䛜⌮ゎ䛷䛝䛶䜘䛛䛳䛯䚹
䞉ᚋⱝᡭ♫ဨ䛾ᩍ⫱䛾ሙ䛸䛧䛶⏝䛧䛯䛔䚹
䞉⮬♫䛾ᕤ⛬䛾ᨵၿ䛻ά䛛䛧䛯䛔䚹
䞉ྠᴗ♫䛸䛾ὶ䛜䛒䜛䛸䜘䛔䚹
䞉ᢏ⾡䜔䜰䜲䝕䜱䜰䛾ὶ䜢㏻䛨䛶᪂䛧䛔ၟရ㛤Ⓨ
䛾ሙ䛻䛴䛺䛜䜛䛸䜘䛔䚹 ➼

䝇䜻䝹䜰䝑䝥ㅮᗙ䛾ᵝᏊ

䖃ᚋ䛾ྲྀ⤌
䕿ᘬ䛝⥆䛝䚸┴ෆ୰ᑠᴗ➼䛾䝙䞊䝈䛻ᛂ䛨䛯ᅾ⫋⪅ྥ䛡ㅮᗙ䜢⤌ᡂ䛧䚸ᥦ䛧䛶䛔䛟䚹

㔜Ⅼ㹎㹈ࡢ≉ᚩⓗ࡞ྲྀ⤌㸸Ꮫ⏕ࡢ㹓ࢱ࣮ࣥᑵ⫋ࡢಁ㐍ከᵝ࡞ேᮦࡢ⛣ఫᨭ
䖃ྲྀ⤌ᴫせ
䕿Ꮫ➼䛸䛾䠱䝍䞊䞁ᑵ⫋ಁ㐍༠ᐃ䛾⥾⤖䚸༠ᐃᰯ䛸䛾㐃ᦠ

༠ᐃᰯ㻟㻣ᰯ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠕᭶㻟㻜᪥⌧ᅾ䠅

䕿┴ෆᴗ䛾ⱝᡭ♫ဨ䛻䜘䜛䛂䝅䝳䞊䜹䝒㻺㻭㻳㻭㻺㻻ᛂ㝲䛃䜢⤖ᡂ䠄㻟㻜ྡጤკ ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝㻝᭶䠕᪥䠅
䕿䛂ಙᕞ䛷䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᛂ⿵ຓ㔠䛃䜢タ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠑᭶䠅
䞉┴ෆᴗ䜔ಙᕞ䛾㨩ຊ䛾⌮ゎಁ㐍

䞉┴እᏛ⏕䛾㏻㈝䞉ᐟἩ㈝䜢ຓᡂ䠄ୖ㝈䠐䠅

䕿䛂䛧䛒䜟䛫ಙᕞ䠱䠥䠦䝍䞊䞁ᑵᴗ⿵ຓ㔠䛃䛾タ䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠕᭶䠅
䞉┴እ䛾䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹ேᮦ䜢㞠⏝䛩䜛┴ෆᴗ䛾ே௳㈝➼䜢ຓᡂ

䕿⛣ఫ䞉ὶ䝉䞁䝍䞊䛻䛚䛔䛶⛣ఫ┦ㄯ䛸⫋ᴗ⤂䜢୍యⓗ䛻ᐇ
䕿⏣⯋ᬽ䜙䛧䛂ᴦᅬಙᕞ䛃᥎㐍༠㆟䛻䜘䜛ᐁẸ㐃ᦠ䛾ྲྀ⤌

䖃ྲྀ⤌ᡂᯝ➼
䕿┴ദ䜲䝧䞁䝖ཧຍᏛ⏕䛾䛖䛱䚸┴ෆᴗ䛻ᑵ⫋䛧䛯ྜ
㻢㻥㻚㻢䠂䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠏᭶༞䠅
䕿⛣ఫὶ┦ㄯ➼⣼ィᐇ⦼
┦ㄯ 㻞㻠㻘㻣㻥㻥௳ 䠥䝍䞊䞁ᑵ⫋㻞㻠㻢ே䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠏᭶㻟㻝᪥⌧ᅾ䠅
䝅䝳䞊䜹䝒㻺㻭㻳㻭㻺㻻ᛂ㝲ጤკᘧ

䖃ᚋ䛾ྲྀ⤌

䕿㛗㔝┴䛾ᴗ䜔ᬽ䜙䛧䛾㨩ຊⓎಙ➼䛻䜘䜛䚸䠱䠥䝍䞊䞁ᑵ⫋䛾䛥䜙䛺䜛ಁ㐍
䕿⛣ఫ䛸ᑵປ䜢䝉䝑䝖䛸䛧䛯⛣ఫ᥎㐍ᨭ⟇䛾ᐇ
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㔜Ⅼ㹎㹈ࡢ≉ᚩⓗ࡞ྲྀ⤌㸸ാࡁࡸࡍ࠸ປാ⎔ቃࡢᩚഛዪᛶࡢᑵᴗᨭ
䖃ྲྀ⤌ᴫせ
䕿䝽䞊䜽䝷䜲䝣䝞䝷䞁䝇䛻ྥ䛡䛯⫋ሙ䛵䛟䜚
䞉ከᵝ䛺ົไᗘᑟධ䛾ാ䛝䛛䛡䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䡚䠅
䞉⫋ሙ䛔䛝䛔䛝䜰䝗䝞䞁䝇䜹䞁䝟䝙䞊ㄆドไᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠓᭶䡚䠅

䕬ከᵝ䛺ാ䛝᪉䜢ᑟධ
䕬㠀ṇつ♫ဨ䛾ṇ♫ဨ䜔ฎ㐝ྥୖ
䕬⫋ሙ䛾⎔ቃᨵၿ䛻ྲྀ䜚⤌䜐 䛺䛹

ാ䛝䜔䛩䛟ാ䛝䛜䛔䛾䛒䜛
୍Ṍ㐍䜣䛰ᴗ
䛂䜰䝗䝞䞁䝇䠄㼍㼐㼢㼍㼚㼏㼑䠅
䜹䞁䝟䝙䞊䛃
䛸䛧䛶ㄆド

䕿Ꮚ⫱䛶ᮇዪᛶ䛾ᑵᴗᨭ
䞉ᑵᴗ䜢ᕼᮃ䛧䛺䛜䜙ồ⫋άື䜢䛧䛶䛔䛺䛔ዪᛶ䛻
✚ᴟⓗ䛻䜰䝥䝻䞊䝏
䕬Ꮚ⫱䛶ᨭ䝉䞁䝍䞊➼䛾㌟㏆䛺ᆅᇦ䜈ฟྥ䛔䛶⾜䛖
ᑵᴗ┦ㄯ
䕬クඣ䛝䝉䝭䝘䞊䜔䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛾ᐇ

䖃ྲྀ⤌ᡂᯝ➼
䕿ከᵝ䛺ົไᗘᑟධᴗ 㻞㻜㻠♫䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠕᭶䠍᪥⌧ᅾ䠅
䕿䜰䝗䝞䞁䝇䜹䞁䝟䝙䞊ㄆドᴗ 㻞㻤♫䠄
䚺
䠅
䕿ᑵ⫋䛧䛯Ꮚ⫱䛶ᮇዪᛶ 㻡㻟㻣ே䠄ᖹᡂ㻞㻢䡚㻞㻣ᖺᗘ⣼ィ䠅

ㄆドᴗ䛾ྲྀ⤌
䞉䛂Ꮚ⫱䛶䝯䞁䝍䞊䛃䜢㓄⨨䛧䚸⏨ᛶ䜒ྵ䜑䛶ᝎ䜏
䜢⪺䛝ྲྀ䜛
䞉⫱ඣ䜢⌮⏤䛻㏥⫋䛧䛯♫ဨ䜢㞠⏝
䠄䝣䝺䝑䜽䝇䝆䝱䝟䞁䞞䠖༓᭤ᕷ䠅
䞉ኻຠ䛧䛯᭷⤥ఇᬤ䜢ᖺ䠑᪥㛫䜎䛷⫱ඣ䛻⏝䛷
䛝䜛ไᗘ
䞉Ꮚ䛹䜒䜈䛾ᡭᙜ䛶䛾ቑ㢠
䠄᪥⢭ᶞ⬡ᕤᴗ䞞䠖ᆏᇛ⏫䠅
䞉Ꮚ䛹䜒䛜䠏ṓ䜎䛷ಖ⫱ᩱ䛾㻣㻡䠂䜢♫䛜㈇ᢸ
䠄䞞䝲䝑䝩䞊䝤䝹䞊䜲䞁䜾㻦㍍ἑ⏫䠅

䞉ᴗᡤෆクඣᡤ䜔ඣ❺Ꮫ⣭䜢タ⨨
䠄䞞䛯䜎䜖䜙䠖㣤⏣ᕷ䠅

䖃ᚋ䛾ྲྀ⤌
䕿ከᵝ䛺ാ䛝᪉䜢᥎㐍䛧䚸ᵝ䚻䛺ேᮦ䛜ά㌍䛷䛝䜛
ാ䛝䜔䛩䛔⫋ሙ⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛᭦䛺䜛ேᮦ☜ಖ
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取組状況に関する全般的な課題
取組状況を取りまとめる中で得られた、全般的な課題は以下のとおり。
（１）現行プランで設定している目標値（「製造業の付加価値額」、
「有効求人倍率」、
「工
場立地件数」）については、国内外の経済情勢等の影響を受けるものであり、ま
た、県の取組のみで達成できるものではないため、真の意味での県の取組を評価
することはできなかった。
（２）重点プロジェクトについては、
「次世代産業集積の強化推進」以外は、プロジェ
クトとしての数値目標を設定していなかったことから、プロジェクトを推進す
るために実施した個別事業については定量的な評価ができたものの、プロジェ
クト全体としては定性的な評価に止まった。
（３）事業の実施状況（＝イベントの実施回数や支援の件数等）を成果として捉える傾
向があり、本来の成果（＝アウトカム）が捉えられていないものが一部にある。
（４）「研究開発支援により、製品化して売上につながるまでには相当期間を要する」
など、産業振興にはある程度期間が必要な場合があり、５年間の計画期間内に実
現可能な目標値をどのように設定すべきか。
全般的な課題に対する今後の方向性
上記のとおり、目標値や成果の捉え方等に関する課題が得られたことから、今後次期
計画を検討する中で、以下について検討していく。
（１）県が実施した事業の成果が直接現れる指標を目標値として設定できないか。
（２）個別のプロジェクト別に目標値を設定できないか。
（３）本来の成果（＝アウトカム）を捉えることができる指標を目標値として設定でき
ないか。
（４）研究開発支援など、成果につながるまでに相当期間を要する事業については、ど
のように目標値を設定すべきか。
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