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報道機関への情報提供（2019/1/16） 県北広域振興局 

「北いわて地域未来牽引サミット」の開催について 

（経営企画部産業振興室）  

 

 

 

 

 

記 

１ 日時  

平成 31年１月 21日（月）15時 00分から 19時 45分まで（予定）   

（第１部：15時 00分～17時 50分、第２部：18時 00分～19時 45分） 

２ 会場  

久慈グランドホテル（久慈市川崎町 10-15） 

（第１部：ロイヤルグランドホール、第２部：マリングランドホール） 

３ 主催  

岩手県 

４ 対象者  

企業、行政、商工団体、金融機関及び支援機関等の関係者等 

５ 概要 

 ⑴ 第１部：制度説明・事例紹介（入場無料） 

ア 地域未来投資促進法等の説明 

    説明：東北経済産業局、岩手県商工労働観光部 

  イ 地域未来投資促進法紹介ガイドブック（県北・沿岸版）の制作について 

    説明：岩手県県北広域振興局 

ウ 地域経済牽引事業計画承認済企業からの事例紹介（県内外３社） 

① 株式会社南部美人 代表取締役社長 久慈 浩介 氏（二戸市） 

     （農林水産業・地域商社分野、観光・スポーツ・文化・まちづくり分野） 

② 株式会社ひろの屋 代表取締役 下苧坪 之典 氏（洋野町） 

     （農林水産業・地域商社分野） 

③ 株式会社アスター 代表取締役 本郷 武延 氏（秋田県横手市）特別発表 

     （成長ものづくり分野） 

⑵ 第２部：交流会 

参加企業、行政機関、商工団体、金融機関、支援機関等による交流会・情報交換会 

 県北広域振興局では、地域の特性を生かして新たな成長分野に取り組む企業を支援する「地

域未来投資促進法」が平成 29年 7月に施行されたことを踏まえ、標記サミットを開催します。

このサミットは、地域資源を活用した事業に取り組む企業が多い県北地域において、同法を活

用した企業の成長分野への業容拡大の支援と企業・行政・関係機関等の連携構築を目的とする

もので、同法をテーマとしたセミナーとしては、本県で初めてとなりますので、取材いただき

ますようお願いします。 

【担当】経営企画部産業振興室  

昆野室長、宮崎（内線 9-28-205,206） 

    TEL：0194-53-4981 FAX：0194-53-1720 



別紙 

 

○ 参考：「地域未来投資促進法」について 
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法

律（企業立地促進法）」が改正され、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発
展の基盤強化に関する法律（地域未来投資促進法）」が、平成 29 年７月 31 日に施
行されました。この法律は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の
事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業（以
下：地域経済牽引事業）を実施する民間事業者等を支援するものです。民間事業者
等は、岩手県の基本計画に則った同法に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、
県の承認を受けることで、設備投資や経済産業省事業との連携など様々な支援措置
を受けられるものです。 

 

○ 県北広域振興局の取組 

県北広域振興局では、本サミットの開催や同法を紹介するガイドブックの制作等

により、地域資源を活用した事業に取り組む企業が多い県北地域において、同法の

支援制度や同法に基づく地域経済牽引事業の事例等を、企業・行政・商工団体・金

融機関・支援機関などの関係者に広く周知し、関係機関と連携しながら、同法を活

用した県北地域における地域経済牽引事業の促進、成長分野への業容拡大、関係機

関との連携構築等を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地域未来投資促進法紹介ガイドブック（県北・沿岸版）表紙 （当日配布します。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 会場                           

久慈グランドホテル 
（久慈市川崎町 10-15 TEL：0194-52-2222） 

 第 1 部 制度説明・事例紹介（15:00～17:50） 入場無料（定員 150 名）                          

【制度説明】 

〇経済産業省東北経済産業局地域経済部 「地域未来投資促進法制度について（仮題）」 

〇岩手県商工労働観光部 「岩手県の基本計画等について（仮題）」 

【事例紹介（地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画承認企業）】 

〇株式会社南部美人（二戸市） 代表取締役社長 久慈 浩介氏（農林水産業・地域商社分野、観光・スポーツ・文化・まちづくり分野） 

「南部美人の挑戦 ー過疎化するこの小さなまちの明るい希望になるためにー」 

〇株式会社ひろの屋（洋野町）代表取締役 下苧坪 之典氏（農林水産業・地域商社分野） 

「蓄養北紫ウニを基軸としたローカルブランディング創出事業（仮題）」 

〇株式会社アスター（秋田県横手市） 代表取締役 本郷 武延氏 特別発表（成長ものづくり分野） 

「高効率電動モーターコイル製造拠点創出事業（仮題）」 

 第 2 部 参加者による交流会（18:00～19:45） 会費 5,000 円                          

参加企業、行政、商工団体、金融機関等による交流会・情報交換会（どなたでもご参加いただけます。） 

 お申込み先・お問い合わせ先                                  

申込期限：平成 30年 12 月 28 日（金）まで 
※裏面の申込用紙にご記入のうえ、FAX又は電子メールでお申込みください。 

岩手県県北広域振興局経営企画部産業振興室 宮崎（〒028-8042久慈市八日町 1-1） 
TEL：0194-53-4981 FAX：0194-53-1720 MAIL：BK0001@pref.iwate.jp 

 日時                           

平成 31年1 月21 日（月） 

15:00～19:45（予定） 

主催：岩手県 

後援：岩手県商工会議所連合会、岩手県商工会連合会、岩手県県北地域産業活性化協議会、県北ものづくり産業ネットワーク 

・地域の特性を生かして新たな成長分野に取り組む企業を支援する 

「地域未来投資促進法」が平成 29年７月に施行されました。 

・この法律は、ものづくり、農林水産業、伝統工芸、IT関連、観光、まちづくり、

環境、エネルギー、ヘルスケアなどあらゆる分野で活用可能です。 

・多くの企業の皆様にこの法律をご活用いただくための制度の説明と参加者に

よる交流・連携を図ることを目的として、本サミットを開催いたします。 

mailto:BK0001@pref.iwate.jp


 

【お申し込み先】 

岩手県県北広域振興局経営企画部産業振興室 

 
FＡＸ：0194-53-1720 
E-mail：BK0001@pref.iwate.jp 
 

 【北いわて地域未来牽引サミット １/21（月）】 

参 加 申 込 書 
 

下記の参加申込書にご記入のうえ、ＦＡＸ 又は 電子メールで 

お申込みください。 
【お申込み】 

平成 30年 12 月 28日（金）まで 

企業（団体）名  

住所 
〒 
 

電話番号  

ＦＡＸ  

E-mail  

部署・役職 氏 名 

※参加（○を記入願います。） 

第１部 
制度説明 
事例紹介 

第２部 
交流会 

    

    

    

    

    

備 考  

〇 参加者が行数以上の場合は、行を追加のうえ、お申し込みをお願いします。 

〇 交流会は、着座形式で行います。 

〇 当日のプログラムに変更が生じた場合などには、ご記入いただいたメールアドレスに連絡させていただきます。 

 

※ご記入いただいた個人情報については、適切に管理し、本事業の今後の運営のために使用します。 

 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2019/01/31） 県北広域振興局 

「いわて地球環境にやさしい事業所」認定書交付式について 

（保健福祉環境部）  

県では、地球温暖化対策の一環として、平成 16年度から、二酸化炭素排出抑制の取組を積

極的に行っている事業所を「いわて地球環境にやさしい事業所」として認定する制度を実施

しています。 

今回、県北広域管内の３事業所が、平成 31 年１月 31 日付けで最高ランクの★★★★（四

つ星）として認定されました。 

つきましては、下記により認定書交付式を開催しますので、お知らせします。 

 

１ 「いわて地球環境にやさしい事業所」認定書交付式 

日時 場所 対象事業所 

平成 31年２月１日（金） 

10：00～10：30 

久慈地区合同庁舎 

２階 栄養相談室 

（久慈市八日町１-１） 

・日本地下石油備蓄株式会社 

久慈事業所 

・蒲野建設株式会社 

平成 31年２月 13日（水） 

13：00～13：30 

二戸地区合同庁舎 

４階 局長・副局長室 

（二戸市石切所字荷渡６-３） 

・ＳＷＳ東日本株式会社 

二戸工場 

２ 今回認定された事業所（県北広域管内） 

認定区分 事業所名称 所在市町村 備考 

★★★★ 

（四つ星） 

日本地下石油備蓄株式会社 久慈事業所 久慈市 
★★★(三つ星)から 

ランクアップ認定 

ＳＷＳ東日本株式会社 二戸工場 二戸市 新規認定 

蒲野建設株式会社 久慈市 新規認定 

 
【参考】「いわて地球環境にやさしい事業所」認定制度について 

  二酸化酸素排出の抑制のための措置を積極的に講じている事業所を認定し、広く県民に紹介する

ことにより、地球温暖化対策の積極的な取組を広げていくことを目的とした制度。 

    取組内容に応じて、★（一つ星）から★★★★（四つ星）まで４段階の認定レベルを設けている。 

平成 31年１月 31日現在、認定事業所数は全県で 202 事業所（※今回の認定を含む） 

振興局 ★★★★ ★★★ ★★ ★ 計 

盛岡広域 37  9  20  13  79 

県南広域 73  8  11  6  98  

沿岸広域 4  1  1  6  12  

県北広域 9  2  1  1  13  

計 123  20  33  26  202  

 

 

 

 

担当：保健福祉環境部環境衛生課長 千﨑、技師 村山 

電話：0194-53-4987 内線 325・294 



いわて地球環境にやさしい事業所認定制度    
現在、地球の環境は、異常気象、オゾン層の破壊、大気の酸性化、特にも地球の温暖化など深刻

な問題が引き起こされています。 

 環境問題を解決し、安心した暮らしができるよう、環境負荷を低減する取組が急務となっており、

岩手県では、地球環境に配慮した取組を積極的に行っている事業所を「いわて地球環境にやさしい

事業所」として認定する制度を平成 16 年度から実施しています。 

制度の目的 

地球温暖化を防止するため、二酸化炭素排出の抑制のための措置を積極的に講じている事業所を認定し、

広く県民に紹介することにより、地球温暖化対策の積極的な取組を広げていくことを目的としています。 

認定のメリット 

産業廃棄物処理業者格付制度において、自己評価表の評価項目として 5 点加点されます。 

県営建設工事請負資格者に係る審査基準等において、技術等評価点の評価項目として加点されます。   

ただし、加点対象の認定区分は 3 つ★、4 つ★のみで、ISO14001 認証取得との重複加点は行われませ

ん。 

県が発注する環境関連事業における物品購入等（印刷物等の製造請負を含む）において、優先的に取り扱

われます。 

省エネ設備を導入する際、「岩手県再生可能エネルギー発電施設等立地促進事業」による低利融資制度が

活用できます。（ただし、対象となる設備は「エネルギーの使用の合理化に資する施設（中小企業信用保

険法施行規則（昭和 37 年３月 27 日通商産業省令第 14 号）別表第二の一に掲げる施設）」に限ります。） 

制度の仕組み 

 地球温暖化対策を積極的に取り組んでいる事業者は、所管する広域振興局に申請し、これを広域振興局が

審査のうえ認定します。 

 県は、認定した事業所を広く県民に紹介します。 

対象事業所 
 「いわて地球環境にやさしい事業所」の認定を申請することができる事業者は、岩手県内に事業所を有し、

事業活動を行っている事業者です。 

認定の区分と基準 

認定区分 基   準 

★ 

次の基準全てに該当していること。 

① 二酸化炭素の排出の抑制に向けた具体的な計画・取組を行っていること。（電力、

重油、ガス、自動車燃料等エネルギーの使用削減に向けた計画・取組） 

② 従業員の通勤用マイカー利用による二酸化炭素の排出の抑制に向けた具体的な取

組を行っていること。（ノーマイカーデーの実施、マイカー通勤自粛の啓発、エコド

ライブ徹底の啓発などの取組） 

③ エコスタッフ※が常駐していること。 

※「地球温暖化に関する一般的事項」と、具体的に二酸化炭素削減ができるように、

省エネのポイント、環境マネジメントシステム、エスコ等設備改善の手法、通勤対

策など「二酸化炭素削減の取組」に関する話題を中心とした「エコスタッフ養成セ

ミナー」を受講した者、又は環境社会検定試験（eco 検定）合格者であって、１年

以上事業所の環境活動に従事している者 

★★ 上記★に加えて、環境マネジメントシステムを保有していること。 

★★★ 
上記★★に加えて、ＩＳＯ１４００１、ＩＥＳ（いわて環境マネジメントシステム）、エ

コアクション２１、グリーン経営などの認証を取得していること。 

★★★★ 
上記★★★に加えて、二酸化炭素の排出の抑制に向けた具体的な取組の成果が認められる

こと。（電力、重油、ガス、自動車燃料等エネルギーの使用削減への取組成果） 



認定方法 

１ 認定申請書の提出  
  認定を申請しようとする事業者の方は、「いわて地球環境にやさしい事業所」認定申請書を、所管する

広域振興局へ提出してください。ただし、申請書は３ヶ月毎（５月末、８月末、１１月末、２月末）に区

切って処理をしますので、認定を受けようとする時期に間に合うよう、エコスタッフ養成セミナーの受講

などの準備をしてください。 

２ 認定書の交付  
  認定された事業者の方には、「いわて地球環境にやさしい事業所」認定書が交付されます。 

３ 認定の有効期間  
  認定の有効期間は、認定の日から起算して３年間です。 

ただし、有効期間内に認定区分を変更するために新たに申請し認定された場合は、既に認定された区分

の有効期間は無効となります。 

４ 認定内容等の変更  
 認定された内容（事業所名、所在地等）に変更があった場合は、「いわて地球環境にやさしい事業所」認

定内容変更届を所管する広域振興局へ提出してください。 

公表等 

 県は、認定した事業所をインターネットや広報誌等の方法により広く県民に紹介します。 

 また、事業者は、認定マークを名刺や印刷物などに刷り込んで使用することができます。 

認定マーク 

 

エコスタッフ養成セミナーの実施 

 毎年度、「地球温暖化に関する一般的事項」と、具体的に二酸化炭素削減ができるように、省エネのポイ

ント、環境マネジメントシステム、エスコ等設備改善の手法など、「二酸化炭素削減の取組」に関する話題

を中心として、「エコスタッフ養成セミナー」を開催します。 

問合せ先 
【申請書提出先・申請に関するお問い合わせ】※事業所がある地区を所管する広域振興局が窓口となります。 

盛岡広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課 

    住所：〒020－0023 盛岡市内丸１１－１（盛岡地区合同庁舎） 

    電話：019－629－658８ FAX：019－629－6594 E-mail：BA0003@pref.iwate.jp 

  県南広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課 

住所：〒023－0053 奥州市水沢区大手町５－５（奥州地区合同庁舎分庁舎） 

    電話：0197－48－2422 FAX：0197－25－410６ E-mail：BD0003@pref.iwate.jp 

  沿岸広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課  

住所：〒02６－0043 釜石市新町６－５０（釜石地区合同庁舎） 

    電話：0193－27－5523 FAX：0193－25－2294 E-mail：BI0002@pref.iwate.jp 

県北広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課  

住所：〒02８－8042 久慈市八日町１－１（久慈地区合同庁舎） 

    電話：0194－53－4987 FAX：0194－52－3919 E-mail：BK0002@pref.iwate.jp 

【制度に関するお問い合わせ】 

岩手県環境生活部環境生活企画室 温暖化・エネルギー対策担当 

    住所：〒020－8570 岩手県盛岡市内丸 10－１（県庁 11 階） 

    電話：019－629－5271 FAX：019－629－5334 E-mail：AC0001@pref.iwate.jp 
 
 詳しくは岩手県のホームページ（http://www.pref.iwate.jp/）で「いわて地球環境に

やさしい事業所」と検索してご覧ください。 

→ http://www.pref.iwate.jp/~hp0208/05on/yasasiijigyousho.htm 

※「いわて地球環境にやさしい事業所」の認定は、

当該事業所が二酸化炭素排出の抑制のための措置

を積極的に講じているかを認定するものであり、認

定事業者が扱っている商品・サービスが環境に配慮

したものかどうかは、「いわて地球環境にやさしい

事業所」認定制度の対象ではありません。（商品に

マークを使用すると商標権の問題が発生する可能

性があります。） 



認定区分 事業所の名称 所在市町村 認定月日 備考

東京電波株式会社 久慈工場 久慈市 H30.10.31 H30-２期

いわて県北クリーン株式会社 九戸村 H30.10.31 H30-２期

有限会社八紘カイハツ 二戸市 H28.4.28 H27-４期

マツダオートザムヤマモトにのへ店 二戸市 H28.4.28 H27-４期

山田建設株式会社 久慈市 H28.10.31 H28-２期

株式会社アルバライフ 二戸市 H29.1.31 H28-３期

日本地下石油備蓄株式会社 久慈事業所 久慈市 H31.1.31 H30-３期

ＳＷＳ東日本株式会社 二戸工場 二戸市 H31.1.31 H30-３期

蒲野建設株式会社 久慈市 H31.1.31 H30-３期

株式会社エムエスケー 久慈市 H29.4.27 H28-４期

株式会社マッハ総合計画 二戸市 H29.10.31 H29-２期

★★
（二つ星）

岩手県立県北青少年の家（公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団） 二戸市 H28.4.28 H27-４期

★
（一つ星）

兼田建設株式会社 久慈市 H30.10.31 H27-２期

県北広域管内「いわて地球環境にやさしい事業所」一覧 （平成31年１月31日現在、13事業所）

★★★★
（四つ星）

★★★
（三つ星）
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求職者を対象とした平成 31年度「離職者等再就職訓練事業」等プロポーザル（企

画提案募集）の実施について             （二戸高等技術専門校） 

 岩手県立二戸高等技術専門校では、求職者が必要な知識や技能を身につけ再就職を

実現するため、毎年度「離職者等再就職訓練事業」及び「日本版デュアルシステム訓

練事業」を実施しています。 

久慈地区、二戸地区における平成 31 年度委託契約の受託予定者を選定するため、

次のとおりプロポーザル（企画提案募集）を実施しますので、お知らせします。 

 

１ 事業目的 

求職者が職業能力開発を通じて再就職を実現していくため、事業主、職業訓練法

人、ＮＰＯ法人等の幅広い教育訓練資源を活用して多様な職業訓練の受講機会を提

供する。 

２ 事業内容 

(1) 離職者等再就職訓練事業 

離職者等を対象とし、就職に必要な知識技能等の職業能力を付与するためのコ

ースで、３か月間の訓練を行う。 

(2) 日本版デュアルシステム訓練事業 

民間教育訓練機関等を活用した座学訓練と、事業主等への委託による企業実習

を行うコースで、４か月間の訓練を行う。 

３ 募集コース（別紙参照） 

離職者等再就職訓練事業     ８コース 

（ＯＡ実務科、ＯＡ経理科等を久慈地区３コース、二戸地区５コース実施） 

日本版デュアルシステム訓練事業 ３コース 

（ＯＡビジネス科等を久慈地区２コース、二戸地区１コース実施） 

４ 委託予定者の選定方法 

募集公告により受託者を募集し、プロポーザル方式により選定する。 

５ 募集公告 

平成 31年 2月 1日（金） 二戸高等技術専門校ホームページに掲載します。 

http://www.pref.iwate.jp/koyouroudou/shisetsu/ninohe/index.html 

６ 企画競争提案期限 

平成 31年 2月 15日（金） 

７ 委託予定者選定 

３月下旬までに決定の見込み 

担

当 

県立二戸高等技術専門校 

校長 熱海芳廣、校長補佐 山田昭人 

電話： ０１９５－２３－２２２７ 

 

 



〔募集予定コース一覧〕 

１ 離職者等再就職訓練事業 

実施 

地区 
訓練科名 

訓 練 

開始月 

訓練 

期間 

予定 

定員 
摘要 

久慈 

ＯＡ実務科 ４月 ３か月 20人  

ＯＡ医療事務科 ７月 ３か月 15人  

ＯＡ経理科 11月 ３か月 15人  

二戸 

ＯＡ実務科① ５月 ３か月 20人  

総合実務科 ５月 ３か月 15人 建設人材育成コース 

ＯＡ実務科② ８月 ３か月 15人  

ＯＡ経理科 11月 ３か月 15人  

ビジネス総合科 12月 ３か月 15人 建設人材育成コース 

２ 日本版デュアルシステム訓練事業 

実施 

地区 
訓練科名 

訓 練 

開始月 

訓練 

期間 

予定 

定員 
摘要 

久慈 
ＯＡビジネス科① ６月 ４か月 14人  

ＯＡビジネス科② ９月 ４か月 14人  

二戸 わくわく介護科 ７月 ４か月 14人  

 

県北地域に在住の方は、どちらの地区でも受講可能です。 
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涼海の丘ランチトレインの開催について   

（農政部） 

 野田村産の山ぶどうを広くＰＲするため、三陸鉄道北リアス線沿線のレストランシェフが

協力し、山ぶどう果実や加工品を使った料理を提供する「ランチトレイン」が開催されます

ので、お知らせします。 

 

１ 主 催 

 三陸鉄道で味わう野田村の山ぶどうと食のプロジェクト※ 

  （※ 株式会社涼海の丘、株式会社のだむら） 

三陸鉄道株式会社 

 

２ 内 容 

  三陸鉄道北リアス線沿線のレストランシェフ３名が協力し、野田村産の山ぶどうの果

実・加工品と県北地域産の食材を使った料理を列車内で提供するランチトレインを運行し、 

 野田村産の山ぶどうを広くＰＲします。 

 
  【プレミアムランチを提供するシェフ】 
   ○ 秋山信行 シェフ  （久慈市 カフェ・ド・ラ・プラス）   
   ○ 小野寺智子 シェフ （野田村 おすてりあ ばいげつ（Osteria Vai-getsu））   
   ○ 伊藤勝康 シェフ  （田野畑村 ロレオール）   

 

３ 日 時 

  平成 31年２月３日（日） 12時 10分から 15時 00分まで 

 

４ 行 程 

  久慈駅、陸中野田駅、田野畑村駅でそれぞれシェフが乗り込み、調理しながら乗客 50名 

  （事前予約）に料理を提供していきます。 

時 間 場 所 内  容 
12：10 久慈駅 集合 
12：21 久慈駅～ 出発 ～ 前菜（秋山信行シェフ乗車） 
12：40頃 陸中野田駅 魚介料理（小野寺智子シェフ乗車） 
13：20頃 田野畑村駅 折り返し ～ 

メインディッシュ肉料理（伊藤勝康シェフ乗車） 
14：30 久慈駅 ティータイム ～ 到着 
15：00 久慈駅 解散 

 

５ その他 

  このイベントは、県北広域振興局地域経営推進費を活用して実施しています。 

 

  （詳細は別紙チラシのとおり） 

 担当：農政部農政調整課  米谷 

電話：0194-53-4983  内線 219 




