
◆平成２９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】 12,352
グループ創業支援及び若者創業活動支援に
よる支援件数　16件

(3) 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】

18,951
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　1,879人

2 商工 三陸地域産業活性化支援事業費補助【商工企画室】 4,900 塾生による事業構想策定数　８件

○ものづくり産業人材の育成

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　1,879人

講座参加技術者数　76人

4 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】

2,808 工場見学参加者数　979人

5 商工
いわて産業人材奨学金返還支援基金出捐金【ものづくり自
動車産業振興室】

80,000 支援対象分野企業訪問件数　194件

7 商工
ものづくり・ソフトウェア融合技術者養成事業費補助【ものづ
くり自動車産業振興室】

1,413 講座参加技術者数　76人

生産管理関連受講者数　281人

学生参加者数　12人

○観光人材の育成

(102) 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】 35,189 イベント来場者総数　63.8万人

9 商工 復興ツーリズム推進事業費【観光課】 11,413 誘致説明会の現地参加者数　114人

10 商工 観光事業推進費負担金【観光課】 26,647 観光ホームページアクセス件数　233万件

(101) 商工 再 いわて三陸に行こう誘客促進事業費【観光課】 33,170 イベント等来場者総数　20,134人

(69) 商工 再 三陸観光地域づくり推進事業費【観光課】 32,250 体験プログラム等開発・見直し数　140件

11 政策 三陸総合振興推進費【地域振興室】 40,310 実行委員会設立　1件

(73)
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】

21,837 首都圏催事参加者数　19万人

○人材の確保と若年者の就業支援・職業能力開発

12 商工 いわてで働こう推進事業費【雇用対策・労働室】 11,077
就職情報サイトへの企業情報掲載数（累積）
178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　119件

県内企業によるプロフェッショナル人材成約件
数　24件

県外大学生等のインターンシップ参加者数
27人

企業訪問件数　3,206件

学校訪問件数　2,503件

18,9513 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）

6 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】

43,677

8
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】

CATIA等人材育成数　276人

13 商工

6,170

いわてしごと人材創生事業費【雇用対策・労働室】 125,248

就業支援推進事業費【雇用対策・労働室】 74,76414 商工
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15 商工 県外人材等U・Iターン推進事業費【雇用対策・労働室】 6,172 Ｕ・Ｉターン希望登録者数　201人

サービス利用者数　54,701人

就職活動講座の参加者数　4,103人

サービス利用者数　6,560人

各種講座・セミナー等の利用者数　3,516人

就職活動講座の参加者数　2,208人

プチ勤務導入企業数　19社

ものづくりいわて塾参加者数　11人

○高等教育機関等との連携による若者定着の促進

19 政策
高等教育機関連携推進費（岩手県立大学雇用創出研究推
進事業費）【政策推進室】

10,508
共同研究成果を生かして雇用を創出した（す
る予定のある）企業数　２社

20 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】

16,892
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　20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

21 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　16件

22 教委
学校・地域の協働によるキャリア教育推進事業費【学校調
整課】

5,285
職場インターンシップを実施した高等学校の
割合　89.1％

23 教委 いわて未来創造人サポート事業費【学校教育課】 2,724
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） 600,093 ※再掲除く額（23事業）

741,490 ※再掲含む額（28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

(86) 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】 1,315,502
商工会、商工会議所経営指導員による巡回
指導実企業　10,889企業

(87) 商工 再 中小企業連携組織対策事業費補助【経営支援課】 111,129
中小企業団体中央会指導員による巡回指導
実組合数　294組合

24 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】

20,383 受注企業訪問企業数　317企業

(62) 商工 再
商工指導団体機能強化緊急支援事業費補助【経営支援
課】

18,993 支援件数（延べ）　2,049件

カイゼン導入企業数　34社

被災企業の経営支援企業数　55社

○商業・サービス産業における経営力向上の取組

26 商工 個店経営力アップ応援事業費【経営支援課】 802 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】 12,352
グループ創業支援及び若者創業活動支援に
よる支援件数　16件

商店街活動数（補助事業認定）　９団体

計画認定件数　10件

セミナー参加者数　87人

ジョブカフェいわて管理運営費【雇用対策・労働室】 79,30616 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】

4,29418
商工

（沿岸）

地域ジョブカフェ管理運営費【雇用対策・労働室】 14,18217 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】

14,85225
商工

（沿岸）

被災商店街にぎわい支援事業費【経営支援課】 866(64) 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　2,253
人

参加企業中、改善効果が表れた企業数　10
社

協議会参加企業（累計）　340社

展示会出展企業　19社

○地域クラスターの形成促進

29 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】

14,227 セミナー参加企業数（延べ）　26社

30
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】 18,041 新規コーディネート件数　66件

○新産業の創出

31 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】

16,518 医療機器関連取引成約件数（累計）　40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　698件

創意工夫功労者賞受賞者数（累計）　238人

33 商工
産業競争力強化支援拠点整備費補助【ものづくり自動車産
業振興室】

898,490 電波暗室等の整備件数　1件

34 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】

62,075 コンソーシアム参加企業数　8社

35 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】

3,686 取引あっせん事業の成約件数　12件

36 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】

19,025 展示会出展企業の取引成約件数　25件

38
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】

3,865 ITﾈｯﾄﾜｰｸ交流会参加者数　1,097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

(74) 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】

6,151 企業等のビジネス支援件数　53件

推進員による企業等の支援件数　26件

セミナー参加者数　361人

展示販売会への参加事業者数　５者

取引成約率（平均）　70％

39
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】

5,279
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）　９件

ネットワーク組織参加団体数　364団体

新規プロジェクト支援件数　12件

(30)
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】 18,041 新規コーディネート件数　66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　26件

セミナー参加者数　361人

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】

5,85928 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】

32,21227 商工

383,36332 商工

37 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】

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】

5,651 セミナー参加者数　424人

いわて農商工連携推進事業費【産業経済交流課】 3,170(41) 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】 32,309(108) 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】 5,88840
商工

（県南）

いわて農商工連携推進事業費【産業経済交流課】 3,17041 商工
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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

43 政策 海洋研究拠点形成促進事業費【科学ＩＬＣ推進室】 1,298 産学官共同研究数　２件

44 政策 プロジェクト研究調査事業費【科学ＩＬＣ推進室】 100,530 ILC講演会等の開催回数　141回

○次世代産業創出プロジェクトの推進

45 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】 1,832 研究会等参加者数（延べ）　123人

46 政策 海洋エネルギー研究拠点構築事業費【科学ＩＬＣ推進室】 6,396 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

(37) 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】

5,651 セミナー参加者数　424人

○科学を基軸とした地方からのイノベーション創出

47 政策 科学技術振興推進費【科学ＩＬＣ推進室】 1,588 大型プロジェクト・研究機関等の誘致　１件

48 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】 20,096
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　９件

項目（２）（小計） 1,674,319 ※再掲除く額（25事業）

3,256,869 ※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

49 商工 商工観光振興資金貸付金【経営支援課】 10,396,112 県内金融機関による融資実績　96億円

50 商工 小口事業資金貸付金【経営支援課】 1,925,000 県内金融機関による融資実績　57億円

51 商工 中小企業経営安定資金貸付金【経営支援課】 11,283,957 県内金融機関による融資実績　46億円

52 商工 中小企業成長応援資金貸付金【経営支援課】 855,118 県内金融機関による融資実績　456百万円

53 商工 信用保証事業支援費補助【経営支援課】 64,591
保証協会への補助額（保証料引下げ負担）
65百万円

54 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】 4,817,336 設備貸与実績　831百万円

(56) 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】 80,354,982 県内金融機関による融資実績　358億円

項目（３）（小計） 29,342,114 ※再掲除く額（6事業）

109,697,096 ※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】 29,19342 政策

いわて戦略的研究開発推進事業費【科学ＩＬＣ推進室】 29,193(42) 政策 再

いわて戦略的研究開発推進事業費【科学ＩＬＣ推進室】 29,193(42) 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

(86) 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】 1,315,502
商工会、商工会議所経営指導員による巡回
指導実企業　10,889企業

(87) 商工 再 中小企業連携組織対策事業費補助【経営支援課】 111,129
中小企業団体中央会指導員による巡回指導
実組合数　294組合

(24) 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】

20,383 受注企業訪問企業数　317企業

(62) 商工 再
商工指導団体機能強化緊急支援事業費補助【経営支援
課】

18,993 支援件数（延べ）　2,049件

○商店街活性化やまちづくりの支援

(26) 商工 再 個店経営力アップ応援事業費【経営支援課】 802 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】 12,352
グループ創業支援及び若者創業活動支援に
よる支援件数　16件

○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）

55 県土 建設業総合対策事業費【建設技術振興課】 18,076
経営力強化等をテーマとする講習会受講者
数　646人

項目（４）（小計） 18,076 ※再掲除く額（１事業）

1,497,237 ※再掲含む額（７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

56 商工 中小企業東日本大震災復興資金貸付金【経営支援課】 80,354,982 県内金融機関による融資実績　358億円

57 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】

1,060,770
保証協会への補助額（保証料補給額）　1,061
百万円

58 商工 岩手産業復興機構出資金【経営支援課】 1,251
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）　243件

59 商工 被災中小企業重層的支援事業費【経営支援課】 58,893 専門家支援件数　280件

60 商工 中小企業被災資産復旧事業費補助【経営支援課】 66,141 補助金交付企業数　26企業

61 商工 中小企業等復旧・復興支援事業費【経営支援課】 3,311,049 補助件数　51件

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】

18,993 支援件数（延べ）　2,049件

63 商工 地域なりわい再生緊急対策交付金【経営支援課】 541,527 支援件数（延べ）　604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）　９団体

計画認定件数　10件

セミナー参加者数　87人

○企業誘致の推進

65 商工 工業導入対策費【ものづくり自動車産業振興室】 27,630 新規立地・増設件数　29件

66 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】 1,735,266 新規立地・増設件数　29件

67 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】

103,300 新規立地・増設件数　29件

被災商店街にぎわい支援事業費【経営支援課】 86664 商工
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○水産加工業の復興支援

(74) 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】

6,151 企業等のビジネス支援件数　53件

展示販売会への参加事業者数　５者

取引成約率（平均）　70％

(59) 商工 再 被災中小企業重層的支援事業費【経営支援課】 58,893 専門家支援件数　280件

(15) 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】 6,172 Ｕ・Ｉターン希望登録者数　201人

カイゼン導入企業数　34社

被災企業の経営支援企業数　55社

○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　㉘921ｇ

産業廃棄物の再生利用率　㉘63.1％

項目（５）（小計） 87,431,567 ※再掲除く額（13事業）

87,549,944 ※再掲含む額（18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

(101) 商工 再 いわて三陸に行こう誘客促進事業費【観光課】 33,170 イベント等来場者総数　20,134人

69 商工 三陸観光地域づくり推進事業費【観光課】 32,250 体験プログラム等開発・見直し数　140件

(9) 商工 再 復興ツーリズム推進事業費【観光課】 11,413 誘致説明会の現地参加者数　114人

70
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】

11,046 SNSを活用したファン数　4,807人

72
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】

3,747 海外エージェントとの商談数　15件

73
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】

21,837 首都圏催事参加者数　19万人

○FCP等による総合協働体制の構築

74 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】

6,151 企業等のビジネス支援件数　53件

推進員による企業等の支援件数　26件

セミナー参加者数　361人

○地域資源を活用した新たな価値創造

(48) 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】 20,095
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　９件

○再生可能エネルギーの導入促進

75 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】 30,170 二酸化炭素削減量　386t

76 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】

1,315,706 融資件数　15件

77 環境
水素活用による再生可能エネルギー推進事業費【環境生活
企画室】

4,647 勉強会の参加者数　148人

いわての食と工芸魅力拡大事業費【産業経済交流課】 32,309(108) 商工 再

循環型地域社会形成推進事業費【資源循環推進課】 150,89968 環境

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】

14,852(25)
商工

（沿岸）
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】

7,36871
商工

（県南）
研修等誘致数　５件

いわて農商工連携推進事業費【産業経済交流課】 3,170(41) 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）　230,809t

ペレット利用量（年間） 5,504t

79 農水 里山再生エネルギー活用調査・普及事業費【林業振興課】 628 チップ利用量（年間） 230,809t

○県産農林水産物の高付加価値化の推進

80 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】 9,733 総合化事業計画の認定件数(累計）　52件

81 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】

5,898 ６次産業化による販売額　303億円

82 農水 水産物産地強化促進事業費【水産振興課】 6,550 衛生管理基準適合認定市場数　９市場

○地域特性や環境に配慮した住宅の普及促進

83 県土 いわての住文化継承事業費【建築住宅課】 14,557
岩手型住宅の趣旨に賛同する事業者数　77
社

項目（６）（小計） 1,470,708 ※再掲除く額（15事業）

1,538,556 ※再掲含む額（19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

84 商工 いわて起業家育成資金貸付金【経営支援課】 1,113,227 県内金融機関による融資額　448百万円

(86) 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】 1,315,502
商工会、商工会議所経営指導員による巡回
指導実企業　10,889企業

(87) 商工 再 中小企業連携組織対策事業費補助【経営支援課】 111,129
中小企業団体中央会指導員による巡回指導
実組合数　294組合

(24) 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】

20,383 受注企業訪問企業数　317企業

(62) 商工 再
商工指導団体機能強化緊急支援事業費補助【経営支援
課】

18,993 支援件数（延べ）　2,049件

(1) 商工 再 次世代経営者育成事業費【経営支援課】 12,352
グループ創業支援及び若者創業活動支援に
よる支援件数　16件

85 復興 さんりくチャレンジ推進事業費【産業再生課】 106,307
起業、第二創業、新事業進出及びフォロー
アップ数　48件

項目（７）（小計） 1,219,534 ※再掲除く額（2事業）

2,697,893 ※再掲含む額（7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

86 商工 商工業小規模事業経営支援事業費補助【経営支援課】 1,315,502
商工会、商工会議所経営指導員による巡回
指導実企業　10,889企業

87 商工 中小企業連携組織対策事業費補助【経営支援課】 111,129
中小企業団体中央会指導員による巡回指導
実組合数　294組合

(24) 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】

20,383 受注企業訪問企業数　317企業

(62) 商工 再
商工指導団体機能強化緊急支援事業費補助【経営支援
課】

18,993 支援件数（延べ）　2,049件

○県産品の販売拡大に向けた支援

88 商工 物産販路開拓事業費【産業経済交流課】 7,915
協会主催物産展等への伝統産業事業者の延
べ出展者数　35者

項目（８）（小計） 1,434,546 ※再掲除く額（3事業）

1,473,922 ※再掲含む額（5事業）

木質バイオマス熱電利用促進事業費【林業振興課】 42078 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

89 商工 事業復興型雇用確保事業費補助【雇用対策・労働室】 28,289 雇用創出数　87人

○離職者等への就業支援

90 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】

317,716 訓練受講者数　1,070人

91 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】

10,863 訓練修了者の就職率　58.3％

92 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】

2,832 セミナー等参加者数　109人

93 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　6,867人

○企業における雇用・労働環境整備の促進

企業訪問件数　3,206件

学校訪問件数　2,503件

セミナー参加者数　46人

働き方改革アドバイザー派遣企業数　55社

プチ勤務導入企業数　19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　387
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　３回

ロールモデル提供事業参加者数　42人

女性活躍のための経営者研修出席者数　57
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　1,845店舗

子育てにやさしい企業認証企業数　65社

98 保福
県南ものづくり企業事業所内保育所整備費補助【県南広域
振興局経営企画部】

17,000 施設利用者数　30人

項目（９）（小計） 450,727 ※再掲除く額（10事業）

529,785 ※再掲含む額（12事業）

就業支援推進事業費【雇用対策・労働室】 74,764(14) 商工 再

いわて働き方改革等推進事業費【雇用対策・労働室】 35,43594 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】

4,294(18)
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】

20,60195 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】 7,73996 環境

子育て応援推進事業費【子ども子育て支援課】 82897 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

99 商工 みちのくコンベンション等誘致促進事業費【観光課】 802 コンベンション等誘致件数　13件

100 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　20人

101 商工 いわて三陸に行こう誘客促進事業費【観光課】 33,170 イベント等来場者総数　20,134人

102 商工 いわて観光キャンペーン推進協議会負担金【観光課】 35,189 イベント来場者総数　63.8万人

(10) 商工 再 観光事業推進費負担金【観光課】 26,647 観光ホームページアクセス件数　233万件

いわて花巻空港国内線の年間提供座席数
620千席

県産品展示販売会への参加事業者数　５者

6次産業化による販売額　299億円

(73)
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】

21,837 首都圏催事参加者数　19万人

(71)
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】

7,368 研修等誘致数　５件

○国際観光の振興

104 商工 いわてインバウンド新時代戦略事業費【観光課】 483,336 メディア等招請者数　162人

105 商工 国際観光推進事業費【観光課】 1,219 旅行博覧会来場者総数　81万人

106 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　77万人

107 商工 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営費【観光課】 22,969
観光商談会へのエージェント等参加者数
100人

(100) 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　20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　５者

取引成約率（平均）　70％

催事参加人数　1,679人

漆の出荷量　1,040Kg

漆掻き職人、漆塗り職人などの漆関連産業従
事者数 117人

(30)
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】 18,041 新規コーディネート件数　66件

○事業者の海外ビジネス展開への支援

110 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)　695件

111 商工 雲南省交流・連携推進事業費【産業経済交流課】 32,950 交流連携団体・企業件数　36件

○いわてからの輸出の拡大

112 商工 国際経済交流推進事業費【産業経済交流課】 3,891 本事業による支援企業数　44件

113 商工 東アジア輸出戦略展開事業費【産業経済交流課】 8,537 中国向け重点産品輸出額　159百万円

114 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】 30,941 旅行博等来場者数　23,238人

115 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】

22,487 中国向け重点県産品輸出額　159百万円

26,098103 政策

108 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】 32,309

18,216109 商工
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116 商工 台湾交流・連携促進事業費【産業経済交流課】 12,318 本事業による企業支援件数　５社

117 農水 いわて農林水産ブランド輸出促進事業費【流通課】 5,643 県産農林水産物取扱海外事業者数　50社

○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　730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％

119 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】

723
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　50人

120 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】 4,525
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％

項目（10）（小計） 836,389 ※再掲除く額（22事業）

910,059 ※再掲含む額（27事業）

項目（１～10）（合計） 124,478,073 ※再掲除く額

209,892,851 ※再掲含む額

118 環境 食の信頼確保向上対策事業費【県民くらしの安全課】 2,914
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