
◆平成３０年度　中小企業の振興に関する施策の実施状況一覧表

施策項目１　事業活動を担う人材の確保・育成及び広報活動の充実

番号 部局名 区分 事業名
決算額
（千円）

実　績

○後継者や事業活動の中核を担うマネジメント人材の育成

1 商工 次世代経営者育成事業費【経営支援課】 5,462
次世代後継者育成塾を受講した後継者、若
手経営者数　258人

地域ものづくりネットワークと連携した工場見
学への参加高校生数　1,659人

講座参加技術者数　69人

○ものづくり産業人材の育成

地域ものづくりネットワークと連携した工場見
学への参加高校生数　1,659人

講座参加技術者数　69人

3 商工
ものづくり人材育成定着促進モデル事業費【ものづくり自動
車産業振興室】

4,467 工場見学参加者数　1,537人

4 商工
三次元設計開発人材育成事業費【ものづくり自動車産業振
興室】

43,681 CATIA等人材育成数　282人

生産管理関連受講者数　258人

生徒参加者数　136人

(16) 商工 再
いわて地域産業高度化人材育成事業費【雇用対策・労働
室】

(107,777) 人材育成者数　41人

○観光人材の育成

(103) 商工 再 いわて観光キャンペーン推進協議会負担金【観光課】 (46,210) イベント来場者総数　143万人

6 商工 復興ツーリズム推進事業費【観光課】 11,368 誘致説明会の現地参加者数　120人

7 商工 観光事業推進費負担金【観光課】 28,147 観光ホームページアクセス件数　224万件

(102) 商工 再 いわて三陸に行こう誘客促進事業費【観光課】 (26,820) イベント等来場者総数　85,000人

(70) 商工 再 三陸観光地域づくり推進事業費【観光課】 (34,862) 体験プログラム等開発・見直し数　291件

8 政策
三陸総合振興推進費【地域振興室、三陸防災復興プロジェ
クト2019推進室】

116,798 協賛・協働等団体数　13団体

(74)
商工

（県北）
再

北いわて広域観光推進事業費【県北広域振興局経営企画
部】

(4,552)
グリーンツーリズムインストラクターの養成数
12人

○人材の確保と若年者の就業支援・職業能力開発

9 商工 いわてで働こう推進事業費【雇用対策・労働室】 12,386
就職情報サイトへの企業情報掲載数（累積）
217社

求人情報発信支援補助による就職決定者数
11人

プロフェッショナル人材戦略拠点への相談件
数　172件

県内企業によるプロフェッショナル人材成約件
数　35件

県外大学生等のインターンシップ等参加者数
21人

企業訪問件数　4,000件

学校訪問件数　2,754件

10 商工

5,451

いわてしごと人材創生事業費【雇用対策・労働室】 109,395

就業支援推進事業費【雇用対策・労働室】 75,25511 商工

19,9322 商工
いわてものづくり産業人材育成事業費【ものづくり自動車産
業振興室】

（「区分」欄の「再」は再掲事業を指す）

5
商工

（県南）
県南ものづくり産業人材確保・企業力強化事業費【県南広
域振興局経営企画部】

(2) 商工 再
いわてものづくり産業人材育成事業費【ものづくり自動車産
業振興室】

(19,932)
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12 商工 県外人材等U・Iターン推進事業費【雇用対策・労働室】 5,924 Ｕ・Ｉターン希望登録者数　189人

サービス利用者数　32,255人

就職活動講座の参加者数　3,350人

サービス利用者数　6,601人

各種講座・セミナー等の利用者数　3,211人

就職活動講座の参加者数　2,349人

プチ勤務導入企業数　10社

ものづくりいわて塾参加者数　11人

16 商工 新
いわて地域産業高度化人材育成事業費【雇用対策・労働
室】

107,777 人材育成者数　41人

○高等教育機関等との連携による若者定着の促進

17 政策
高等教育機関連携推進費（ふるさといわて起業家人材育成
道場プロジェクト事業費）【政策推進室】

17,550
起業家人材育成道場において参加学生が作
成した評価者が認めるビジネスプラン数又は
具体的な実践プロジェクト数　19件

○「いわてキャリア教育指針」に基づくキャリア教育の実践

18 教委 キャリアアップサポート推進事業費補助【学校調整課】 1,000 産業教育振興会による支援件数　22件

19 教委 新 いわて地域担い手育成支援事業【学校調整課】 7,233
事業目的の成果があった学校割合（評価ラン
クB以上の学校割合）　100％

項目（１）（小計） 671,274 ※再掲除く額（19事業）

911,427 ※再掲含む額（25事業）

施策項目２　新たな商品・役務の開発、研究成果の事業化、新たな販売先の開拓等による事業規模の拡大等の支援

番号 部局名 区分 事業名
決算額
（千円）

実　績

○新たな事業活動等の経営革新の取組に対する支援

20 商工 商工業小規模事業経営支援事業費補助【経営支援課】 1,318,134
商工会、商工会議所経営指導員による巡回
指導実企業　11,388企業

21 商工 中小企業連携組織対策事業費補助【経営支援課】 109,794
中小企業団体中央会指導員による巡回指導
実組合数　289組合

22 商工
中小企業ベンチャー支援事業費（ベンチャー支援事業費）
【経営支援課】

19,375 受注企業訪問企業数　319企業

カイゼン導入企業数　39社

被災企業の経営支援企業数　55社

24 商工 新 地域牽引型中小企業育成支援事業費【商工企画室】 9,440 塾生による事業構想策定数　9件

○商業・サービス産業における経営力向上の取組

25 商工 個店経営力アップ応援事業費【経営支援課】 950 指導により売上が向上した店舗割合　100％

(1) 商工 再 次世代経営者育成事業費【経営支援課】 (5,462)
次世代後継者育成塾を受講した後継者、若
手経営者数　258人

商店街活動数（補助事業認定）　14団体

計画認定件数　14件

セミナー参加者数　32人

ジョブカフェいわて管理運営費【雇用対策・労働室】 82,61813 商工

新しい三陸の地域産業展開事業費【沿岸広域振興局経営
企画部】

15,23423
商工

（沿岸）

14 商工

三陸みらいの企業人材確保育成事業費【沿岸広域振興局
経営企画部】

3,83815
商工

（沿岸）

地域ジョブカフェ管理運営費【雇用対策・労働室】 12,992

被災商店街にぎわい支援事業費【経営支援課】 (1,061)(63) 商工 再
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○自動車・半導体関連産業の集積促進

自動車関連技術展示商談会来場者数　1,925
人

参加企業中、改善効果が表れた企業数　20
社

協議会参加企業（累計）　351社

展示会出展企業　6社

○地域クラスターの形成促進

28 商工
地域クラスター形成促進事業費【ものづくり自動車産業振興
室】

13,471 セミナー参加企業数（延べ）　26社

新規コーディネート件数　67件

イベント参加事業者数　50件

○新産業の創出

29 商工
医療機器関連産業創出推進事業費【ものづくり自動車産業
振興室】

10,610 医療機器関連取引成約件数（累計）　44件

○「ものづくり革新」への対応

次世代ものづくりラボ利用件数　913件

創意工夫功労者賞受賞者数（累計）　269人

31 商工
高付加価値型ものづくり技術振興事業費【ものづくり自動車
産業振興室】

56,490 コンソーシアム参加企業数　6社

32 商工
情報関連産業競争力強化事業費【ものづくり自動車産業振
興室】

3,862 取引あっせん事業の成約件数　16件

33 商工
中小企業ベンチャー支援事業費（技術振興・人材確保支援
事業費）【ものづくり自動車産業振興室】

19,004 展示会出展企業の取引成約件数　10件

34 商工
戦略的知財活用支援事業費【ものづくり自動車産業振興
室】

5,536 セミナー参加者数　630人

35
商工

（盛岡）
もりおか広域ＩＴ産業育成事業費【盛岡広域振興局経営企画
部】

3,078 ITﾈｯﾄﾜｰｸ交流会参加者数　640人

36 商工 新
ＩＴ活用型新分野開拓推進事業費【ものづくり自動車産業振
興室】

2,898 ワークショップ参加企業数（延べ）　31人

○食産業における新たな事業活動に取り組む事業者等の支援

(76) 商工 再
いわてフードコミュニケーション推進事業費【産業経済交流
課】

(6,222) 企業等のビジネス支援件数　74件

推進員による企業等の支援件数　35件

セミナー参加者数　138人

展示販売会への参加事業者数　19者

37
商工

（盛岡）
もりおか広域食産業戦略的育成事業費【盛岡広域振興局
経営企画部】

4,897
異業種交流ネットワークから生まれたプロジェ
クト件数（累計）　11件

ネットワーク組織参加団体数　387団体

新規プロジェクト支援件数　15件

新規コーディネート件数　67件

イベント参加事業者数　50件

○地場産業における新商品の企画・開発等に対する支援

推進員による企業等の支援件数　35件

セミナー参加者数　138人

(113)
商工

（県北）
再 北いわて産業振興事業費【県北広域振興局経営企画部】 (19,974)

半導体関連産業創出推進事業費【ものづくり自動車産業振
興室】

4,21627 商工

自動車関連産業創出推進事業費【ものづくり自動車産業振
興室】

29,92626 商工

25,98230 商工 ものづくり革新推進事業費【ものづくり自動車産業振興室】

いわて農商工連携推進事業費【産業経済交流課】 (3,041)(39) 商工 再

いわての食と工芸魅力拡大事業費【産業経済交流課】 (20,125)(111) 商工 再

県南食産業振興事業費【県南広域振興局経営企画部】 4,79438
商工

（県南）

いわて農商工連携推進事業費【産業経済交流課】 3,04139 商工

(113)
商工

（県北）
再 北いわて産業振興事業費【県北広域振興局経営企画部】 (19,974)
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○研究シーズの創出と育成

国等の研究開発資金の獲得件数　２件

共同研究開発件数　２件

○新たな産業の「芽」の育成

国等の研究開発資金の獲得件数　２件

共同研究開発件数　２件

41 政策 海洋研究拠点形成促進事業費【科学ＩＬＣ推進室】 1,771 産学官共同研究数　２件

42 政策 プロジェクト研究調査事業費【科学ＩＬＣ推進室】 60,383 ILC講演会等の開催回数　154回

○次世代産業創出プロジェクトの推進

43 政策 洋上ウィンドファーム事業化促進事業費【科学ＩＬＣ推進室】 427 フォーラム参加者数　100人

44 政策 海洋エネルギー研究拠点構築事業費【科学ＩＬＣ推進室】 4,589 地域受入れ体制検討委員会開催回数　１回

○研究基盤の整備

国等の研究開発資金の獲得件数　２件

共同研究開発件数　２件

(34) 商工 再
戦略的知財活用支援事業費【ものづくり自動車産業振興
室】

(5,536) セミナー参加者数　630人

○科学を基軸とした地方からのイノベーション創出

45 政策 科学技術振興推進費【科学ＩＬＣ推進室】 1,780 大型プロジェクト・研究機関等の誘致　１件

46 政策 科学技術イノベーション創出促進事業費【科学ＩＬＣ推進室】 19,215
地域イノベーション創出研究開発支援（７重点
技術分野支援枠）応募件数　17件

項目（２）（小計） 1,770,343 ※再掲除く額（27事業）

1,894,630 ※再掲含む額（37事業）

施策項目３　新たな事業活動の実施等に必要な資金の円滑な供給

番号 部局名 区分 事業名
決算額
（千円）

実　績

○資金の円滑な供給

47 商工 商工観光振興資金貸付金【経営支援課】 10,241,255 県内金融機関による融資実績　89億円

48 商工 小口事業資金貸付金【経営支援課】 1,924,750 県内金融機関による融資実績　61億円

49 商工 中小企業経営安定資金貸付金【経営支援課】 9,796,211 県内金融機関による融資実績　44億円

50 商工 中小企業成長応援資金貸付金【経営支援課】 1,011,586 県内金融機関による融資実績　744百万円

51 商工 信用保証事業支援費補助【経営支援課】 57,677
保証協会への補助額（保証料引下げ負担）
58百万円

52 商工 地域産業活性化企業設備貸与資金貸付金【経営支援課】 4,760,835 設備貸与実績　516百万円

(55) 商工 再 中小企業東日本大震災復興資金貸付金【経営支援課】 (77,501,121) 県内金融機関による融資実績　335億円

項目（３）（小計） 27,792,314 ※再掲除く額（6事業）

105,293,435 ※再掲含む額（7事業）

いわて戦略的研究開発推進事業費【科学ＩＬＣ推進室】 21,44640 政策

いわて戦略的研究開発推進事業費【科学ＩＬＣ推進室】 (21,446)(40) 政策 再

いわて戦略的研究開発推進事業費【科学ＩＬＣ推進室】 (21,446)(40) 政策 再
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施策項目４　経営に関する相談、指導、研修等に係る体制整備等

番号 部局名 区分 事業名
決算額
（千円）

実　績

○産業支援機関による伴走型支援の推進

(20) 商工 再 商工業小規模事業経営支援事業費補助【経営支援課】 (1,318,134)
商工会、商工会議所経営指導員による巡回
指導実企業　11,388企業

(21) 商工 再 中小企業連携組織対策事業費補助【経営支援課】 (109,794)
中小企業団体中央会指導員による巡回指導
実組合数　289組合

(22) 商工 再
中小企業ベンチャー支援事業費（ベンチャー支援事業費）
【経営支援課】

(19,375) 受注企業訪問企業数　319企業

○商店街活性化やまちづくりの支援

(25) 商工 再 個店経営力アップ応援事業費【経営支援課】 (950) 指導により売上が向上した店舗割合　100％

53 商工 新 地域の商店街活性化連携支援事業費【経営支援課】 490 セミナー参加者数　135人

○建設業への技術・経営面での支援（担い手としての建設企業の育成・確保）

54 県土 建設業総合対策事業費【建設技術振興課】 17,228
経営力強化等をテーマとする講習会受講者
数　544人

項目（４）（小計） 17,718 ※再掲除く額（２事業）

1,465,971 ※再掲含む額（６事業）

施策項目５　その他中小企業者の自主的な努力を促進するために必要な環境整備

番号 部局名 区分 事業名
決算額
（千円）

実　績

○被災事業者の再建支援

55 商工 中小企業東日本大震災復興資金貸付金【経営支援課】 77,501,121 県内金融機関による融資実績　335億円

56 商工
中小企業東日本大震災復興資金保証料補給補助【経営支
援課】

1,009,947
保証協会への補助額（保証料補給額）　1,010
百万円

57 商工 岩手産業復興機構出資金【経営支援課】 1,433
産業復興相談センターによる債権買取等決
定件数（H23からの累計件数）　253件

58 商工 被災中小企業重層的支援事業費【経営支援課】 58,751 専門家支援件数　305件

59 商工 中小企業被災資産復旧事業費補助【経営支援課】 59,094 補助金交付企業数　36企業

60 商工 中小企業等復旧・復興支援事業費【経営支援課】 1,472,755 補助件数　38件

61 商工
中小企業高度化資金(震災）貸付金（中小企業振興資金特
別会計）【経営支援課】

353,488
産業振興センターによる融資実績（H24からの
累計額）　165億円

62 商工
商工指導団体機能強化緊急支援事業費補助【経営支援
課】

4,408 支援件数（延べ）　480件

○市町村と連携した沿岸部の新たな商店街の構築

商店街活動数（補助事業認定）　14団体

計画認定件数　14件

セミナー参加者数　32人

○企業誘致の推進

64 商工 工業導入対策費【ものづくり自動車産業振興室】 29,692 新規立地・増設件数　24件

65 商工 企業立地促進資金貸付金【ものづくり自動車産業振興室】 1,578,542 新規立地・増設件数　24件

66 商工
企業立地促進奨励事業費補助【ものづくり自動車産業振興
室】

60,600 新規立地・増設件数　24件

67 商工
県北広域産業力強化促進事業費補助【ものづくり自動車産
業振興室】

4,275 補助事業認定件数　2件

68 商工 新
特定区域産業活性化奨励事業費補助【ものづくり自動車産
業振興室】

348,400 新規立地・増設件数　24件

被災商店街にぎわい支援事業費【経営支援課】 1,06163 商工
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○水産加工業の復興支援

(76) 商工 再
いわてフードコミュニケーション推進事業費【産業経済交流
課】

(6,222) 企業等のビジネス支援件数　74件

展示販売会への参加事業者数　19者

(58) 商工 再 被災中小企業重層的支援事業費【経営支援課】 (58,751) 専門家支援件数　305件

(12) 商工 再 県外人材等U・Iターン推進事業費【雇用対策・労働室】 (5,924) Ｕ・Ｉターン希望登録者数　189人

○廃棄物の発生抑制を第一とする３Ｒの促進

県民一人１日当たりごみ排出量　㉙922ｇ

産業廃棄物の再生利用率　㉙63.1％

項目（５）（小計） 82,607,704 ※再掲除く額（15事業）

82,698,726 ※再掲含む額（19事業）

施策項目６　地域資源を活用した商品・役務の販売先の開拓、新たな地域資源の発掘等

番号 部局名 区分 事業名
決算額
（千円）

実　績

○地域資源を生かした魅力的な観光地づくり

(102) 商工 再 いわて三陸に行こう誘客促進事業費【観光課】 (26,820) イベント等来場者総数　85,000人

70 商工 三陸観光地域づくり推進事業費【観光課】 34,862 体験プログラム等開発・見直し数　291件

(6) 商工 再 復興ツーリズム推進事業費【観光課】 (11,368) 誘致説明会の現地参加者数　120人

71
商工

（盛岡）
盛岡広域観光振興戦略的推進事業費【盛岡広域振興局経
営企画部】

13,925 SNSを活用したファン数　5,275人

73
商工

（沿岸）
三陸沿岸観光新時代創造事業費【沿岸広域振興局経営企
画部】

3,699 海外エージェントとの商談数　15件

74
商工

（県北）
北いわて広域観光推進事業費【県北広域振興局経営企画
部】

4,552
グリーンツーリズムインストラクターの養成数
12人

75
商工

（県北）
新

御所野遺跡等観光資源連携推進事業費【県北広域振興局
経営企画部】（二戸地域振興センター）

5,325 シンポジウム等来場者数　400人

○FCP等による総合協働体制の構築

76 商工
いわてフードコミュニケーション推進事業費【産業経済交流
課】

6,222 企業等のビジネス支援件数　74件

推進員による企業等の支援件数　35件

セミナー参加者数　138人

77 商工 新 いわて新事業活動促進支援事業費補助【産業経済交流課】 23,024 食産業関連業者の新規開発商品数　10品

○地域資源を活用した新たな価値創造

(46) 政策 再 科学技術イノベーション創出促進事業費【科学ＩＬＣ推進室】 (19,215)
地域イノベーション創出研究開発支援（７重点
技術分野支援枠）応募件数　17件

○再生可能エネルギーの導入促進

78 環境 再生可能エネルギー導入促進事業費【環境生活企画室】 40,570 二酸化炭素削減量　495t

79 環境
再生可能エネルギー利用発電設備導入促進資金貸付金
【環境生活企画室】

1,336,826 融資件数　19件

いわての食と工芸魅力拡大事業費【産業経済交流課】 (20,125)(111) 商工 再

循環型地域社会形成推進事業費【資源循環推進課】 124,13769 環境

県南広域観光振興プロジェクト事業費【県南広域振興局経
営企画部】

7,66172
商工

（県南）
研修等誘致数　10件

いわて農商工連携推進事業費【産業経済交流課】 (3,041)(39) 商工 再
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○地域のバイオマスの総合的な利活用の促進

チップ利用量（年間）　231,623t

ペレット利用量（年間） 5,963t

○県産農林水産物の高付加価値化の推進

81 農水 いわて６次産業化ネットワーク活動推進事業費【流通課】 8,342 総合化事業計画の認定件数(累計）　51件

82 農水
いわて農林水産業６次産業化推進事業費（いわて地域ぐる
み６次産業化支援事業費）【流通課】

5,854 ６次産業化による販売額　313億円

(122) 農水 再 いわて農林水産物海外プロモーション強化事業【流通課】 (21,036) 県産農林水産物取扱海外事業者数　53社

83 農水 水産物産地強化促進事業費【水産振興課】 7,655 衛生管理基準適合認定市場数　９市場

84 農水 新
いわて三陸輝く食の街道づくり推進事業費【沿岸広域振興
局農林部】

566 商品ブラッシュアップ指導品目数　９品目

85 農水 新
いわて農林水産物機能性活用推進事業費【農林水産企画
室】

65,354 機能性に着目した商品開発件数　１件

○地域特性や環境に配慮した住宅の普及促進

86 県土 住宅ストックリノベーション事業費【建築住宅課】 8,812
岩手型住宅の趣旨に賛同する事業者数　94
社

項目（６）（小計） 1,573,947 ※再掲除く額（17事業）

1,655,427 ※再掲含む額（22事業）

施策項目７　創業、円滑な事業承継の支援

番号 部局名 区分 事業名
決算額
（千円）

実　績

○創業の支援

87 商工 いわて起業家育成資金貸付金【経営支援課】 1,191,483 県内金融機関による融資額　585百万円

(20) 商工 再 商工業小規模事業経営支援事業費補助【経営支援課】 (1,318,134)
商工会、商工会議所経営指導員による巡回
指導実企業　11,388企業

(21) 商工 再 中小企業連携組織対策事業費補助【経営支援課】 (109,794)
中小企業団体中央会指導員による巡回指導
実組合数　289組合

(22) 商工 再
中小企業ベンチャー支援事業費（ベンチャー支援事業費）
【経営支援課】

(19,375) 受注企業訪問企業数　319企業

(1) 商工 再 次世代経営者育成事業費【経営支援課】 (5,462)
次世代後継者育成塾を受講した後継者、若
手経営者数　258人

88 復興 さんりくチャレンジ推進事業費【産業再生課】 97,442
起業、第二創業、新事業進出及びフォロー
アップ数　32件

項目（７）（小計） 1,288,925 ※再掲除く額（2事業）

2,741,690 ※再掲含む額（6事業）

施策項目８　小規模企業者への支援

番号 部局名 区分 事業名
決算額
（千円）

実　績

○産業支援機関による伴走型支援の推進

(20) 商工 再 商工業小規模事業経営支援事業費補助【経営支援課】 (1,318,134)
商工会、商工会議所経営指導員による巡回
指導実企業　11,388企業

(21) 商工 再 中小企業連携組織対策事業費補助【経営支援課】 (109,794)
中小企業団体中央会指導員による巡回指導
実組合数　289組合

(22) 商工 再
中小企業ベンチャー支援事業費（ベンチャー支援事業費）
【経営支援課】

(19,375) 受注企業訪問企業数　319企業

○県産品の販売拡大に向けた支援

89 商工 物産販路開拓事業費【産業経済交流課】 7,915
実行委員会主催物産展等への伝統産業事業
者の延べ出展者数　44者

項目（８）（小計） 7,915 ※再掲除く額（1事業）

1,455,218 ※再掲含む額（4事業）

木質バイオマス熱電利用促進事業費【林業振興課】 69880 農水
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施策項目９　雇用環境の整備に対する支援等

番号 部局名 区分 事業名
決算額
（千円）

実　績

○安定雇用の拡充

90 商工 事業復興型雇用創出事業費補助【雇用対策・労働室】 34,005
（H29から「事業復興型雇用確保事業」に名称
変更）

91 商工 事業復興型雇用確保事業費補助【雇用対策・労働室】 69,296 雇用創出数　122人

○離職者等への就業支援

92 商工
就職支援能力開発費（離職者等再就職訓練事業費）【雇用
対策・労働室】

305,862 訓練受講者数　1,014人

93 商工
チャレンジド就業支援事業費（障がい者の態様に応じた多
様な委託訓練事業）【雇用対策・労働室】

7,716 訓練修了者の就職率　86.7％

94 商工
チャレンジド就業支援事業費（支援体制強化・意識啓発）
【雇用対策・労働室】

1,705 セミナー等参加者数　56人

95 商工
公益社団法人岩手県シルバー人材センター連合会運営費
補助【雇用対策・労働室】

9,424 シルバー人材センターの会員数　6,898人

○企業における雇用・労働環境整備の促進

企業訪問件数　4,000件

学校訪問件数　2,754件

セミナー参加者数　125人

働き方改革アドバイザー派遣企業数　51社

プチ勤務導入企業数　10社

ものづくりいわて塾参加者数　11人

○女性の活躍支援

ワークライフバランス啓発講座受講者数　288
人

男女共同参画センターと地域団体との交流事
業実施回数　５回

女性のエンパワーメント研修（ロールモデル提
供事業）受講者数　116人

女性活躍のための経営者研修出席者数　63
人

○企業による子育て支援活動の促進（子育て家庭への支援）

子育て応援の店協賛店舗数　1,933店舗

子育てにやさしい企業認証企業数　113社

項目（９）（小計） 501,386 ※再掲除く額（10事業）

580,479 ※再掲含む額（12事業）

就業支援推進事業費【雇用対策・労働室】 (75,255)(11) 商工 再

いわて働き方改革等推進事業費【雇用対策・労働室】 41,23196 商工

三陸みらいの企業人材確保育成事業費【沿岸広域振興局
経営企画部】

(3,838)(15)
商工

（沿岸）
再

いわて男女共同参画プラン推進事業費【若者女性協働推進
室】

20,91797 環境

いわて女性活躍支援強化事業費【若者女性協働推進室】 10,54498 環境

子育て応援推進事業費【子ども子育て支援課】 68699 保福
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施策項目10　消費の促進等

番号 部局名 区分 事業名
決算額
（千円）

実　績

○効果的な観光情報の発信と誘客活動

100 商工 みちのくコンベンション等誘致促進事業費補助【観光課】 866 コンベンション等誘致件数　18件

101 商工 北東北三県観光立県推進協議会負担金【観光課】 5,420 マスコミ・エージェント等招請人数　26人

102 商工 いわて三陸に行こう誘客促進事業費【観光課】 26,820 イベント等来場者総数　85,000人

103 商工 いわて観光キャンペーン推進協議会負担金【観光課】 46,210 イベント来場者総数　143万人

(7) 商工 再 観光事業推進費負担金【観光課】 (28,147) 観光ホームページアクセス件数　224万件

6次産業化による販売額　313億円

いわて花巻空港国内線の年間提供座席数
668千席

県産品展示販売会への参加事業者数　19者

(74)
商工

（県北）
再

北いわて広域観光推進事業費【県北広域振興局経営企画
部】

(4,552)
グリーンツーリズムインストラクターの養成数
12人

(72)
商工

（県南）
再

県南広域観光振興プロジェクト事業費【県南広域振興局経
営企画部】

(7,661) 研修等誘致数　10件

105 商工 新 三陸復興・絆観光キャンペーン事業費負担金【観光課】 2,500 イベント来場者数　143万人

106 商工 新 東北絆まつり2018盛岡開催費補助【観光課】 50,000 イベント来場者数　30万人

○国際観光の振興

107 商工 いわてインバウンド新時代戦略事業費【観光課】 403,540 メディア等招請者数　40人

108 商工 国際観光推進事業費【観光課】 1,308 旅行博覧会来場者総数　51万人

109 商工 東北観光推進機構負担金【観光課】 15,000 旅行博覧会等来場者総数　74万人

110 商工 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営費【観光課】 19,666
観光商談会へのエージェント等参加者数　81
人

(101) 商工 再 北東北三県観光立県推進協議会負担金【観光課】 (5,420) マスコミ・エージェント等招請人数　26人

○地場産業事業者の新規需要開拓への支援

展示販売会への参加事業者数　19者

取引成約率（平均）　-％

来場者数　1,420人

漆の出荷量　1,256Kg

漆掻き職人、漆塗り職人などの漆関連産業従
事者数 112人

新規コーディネート件数　67件

イベント参加事業者数　50件

○事業者の海外ビジネス展開への支援

114 商工 大連経済事務所管理運営費負担金【産業経済交流課】 37,732 海外事務所利用件数(累計)　804件

115 商工 新 雲南事務所管理運営費【産業経済交流課】 17,723 海外事務所利用件数(累計)　41件

○いわてからの輸出の拡大

116 商工 国際経済交流推進事業費【産業経済交流課】 6,342 本事業による支援企業数　50件

19,974

28,333104 政策

111 商工

いわてまるごと売込み推進事業費【地域振興室】

いわての漆産業新時代開拓事業費【産業経済交流課】

いわての食と工芸魅力拡大事業費【産業経済交流課】 20,125

44,566112 商工

113
商工

（県北）
北いわて産業振興事業費【県北広域振興局経営企画部】
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117 商工 東アジア輸出戦略展開事業費【産業経済交流課】 6,422 中国向け重点県産品輸出額　134百万円

118 商工 欧州県産品プロモーション推進事業費【産業経済交流課】 31,647 旅行博等来場者数　22,000人

119 商工
中国における岩手認知度向上促進事業費【産業経済交流
課】

18,957 中国向け重点県産品輸出額　134百万円

120 商工 台湾交流・連携促進事業費【産業経済交流課】 17,748 本事業による企業支援件数　8社

121 商工 新 雲南省経済交流等推進事業費【産業経済交流課】 15,644 連携企業数（累計）　15社

122 農水 いわて農林水産物海外プロモーション強化事業費【流通課】 21,036 農林水産物・食品の輸出額　31.8億円

○食品に関する信頼の向上と県民理解の増進

食の安全安心に関するリスクコミュニケーショ
ンの受講者数　329人

食品表示法違反による改善命令件数　０件

と畜場及び食鳥処理場における安全確保検
査適合率　100％

124 環境
食品の自主衛生管理向上対策事業費【県民くらしの安全
課】

683
HACCP導入型基準を取り入れたHACCP責任
者養成講習会の受講者数　75人

125 環境 食品放射性物質検査強化事業費【県民くらしの安全課】 4,533
流通食品の放射性物質収去検査における基
準値以下の割合　100％

126 環境 新 食のおもてなし県民大会推進事業費【県民くらしの安全課】 630 食のおもてなし県民大会参加者数　90人

項目（10）（小計） 865,927 ※再掲除く額（27事業）

911,707 ※再掲含む額（31事業）

項目（１～10）（合計） 117,097,453 ※再掲除く額

199,608,710 ※再掲含む額

123 環境 食の信頼確保向上対策事業費【県民くらしの安全課】 2,502
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