
基本目標１ ： 地域における安定した雇用を創出する

【1-1 産業の強化】

　■1-1-1産業の競争力強化

現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31）

第三セクターのホールディングス化によ
る事業展開

新規
○第三セクターのホールディングス化による相乗効果でグ
ループ全体での成長を促進

第三セクターにおける雇用者数：約３５０人 雇用創出数：　平成31年度までに１５０人 政策推進課

岩泉町まるごと営業本部事業
○町、第三セクター及び物産振攻会等の協調により「岩泉
町」をまるごと売り込む事業

産業ネットワークいわいずみの開催
　　２回/年

産業ネットワークいわいずみの開催
　　２回/年

政策推進課

新規創業者支援（相談、融資等）
○創業・起業に必要な各種申請や届出に関する相談、公
的融資や助成金に関するアドバイス

新規創業件数：　０社/年 新規創業件数：　平成31年度までに３社 経済観光交流課

個店経営力アップ応援事業費補助
○経営力向上にむけたスタートアップ研修、個店指導、成
果報告会の実施

個店指導回数：　６回/年
経営に関する研修会：　２回/年

個店指導回数：　１０回/年
経営に関する研修会：　４回/年

経済観光交流課

中小企業振興資金融資原資貸付事
業・利子補給補助事業

○中小企業者の経営安定を図る資金として銀行に融資原
資を貸付け
○中小企業者に対する事業資金融資（運転・設備）の利子
補給

中小企業振興資金融資原資貸付事業
　Ｈ26貸付残高：　42,203千円

中小企業振興資金融資原資貸付事業
　Ｈ31貸付残高：　60,000千円

経済観光交流課

地方銀行との連携強化 新規
○企業からの各種相談の対応、企業間のマッチング等につ
いて地方銀行と連携

― 相談体制の構築（Ｈ27） 政策推進課

観光客の商店街への誘導、独自イベン
トの開催

新規
○商店街経営者と連携し、イベント開催など誘導施策を具
現化

― 独自イベントの開催：　１回/年 経済観光交流課

空き店舗活用事業
○空き店舗の有効活用と既存施設の改良による「食の小
屋」「文化の小屋」「集いの小屋」の実施

空き店舗活用実績：　０件/年 空き店舗活用実績：　１件/年 経済観光交流課

地元消費購買拡大事業 ○地元購買意欲を喚起するため「龍ちゃん商品券」の発行 龍ちゃん商品券の発行：　２，０００セット/年 龍ちゃん商品券の発行：　５，０００セット/年 経済観光交流課

特産品販路拡大推進事業、地域特産
物宣伝強化事業、ご当地グルメ推進事
業

○各種物産イベント等における特産品の宣伝普及
○東北楽天イーグルスが主催するコボスタジアム宮城での
協賛イベントの実施
○B-1グランプリの出場を目指した郷土食の調査研究

（継続実施） 経済観光交流課

事業概要

主 要 事 業 一 覧 ①

新規創業者支援、
商業の経営力の向
上

商店街との協働に
よる賑わいの創
出、消費拡大施策
による地場産業の
活性化

新規
／

拡充
担当課

第三セクターの
ホールディングス化
や町まるごと営業
本部による新規事
業の展開

具体的な施策 事業名
現状値・目標値
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　■1-1-2地域資源の付加価値の向上

現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31）

龍泉洞の水新商品開発事業 新規
○龍泉洞の水に特産品フレバーを添加した水、炭酸水の製
造など特徴を生かした新商品の開発・製造
○自社製ペットボトル製造施設の整備

―
平成30年度製造開始
平成31年度販売額：　20,000千円

経済観光交流課

岩泉短角牛肉ブランド推進事業 新規
○いわいずみ短角牛のブランド価値を高めるために推進協
議会を設立し、生産振興と消費拡大を推し進める
○短角牛生産の拡大に向けた繁殖センター等を整備

子牛販売頭数（金額）：　２９８頭
　　　　　　　　　　　　　　　　（93,985千円）
肥育牛販売頭数（金額）：　１９８頭
　　　　　　　　　　　　　　　　（113,453千円）

子牛販売頭数（金額）：　３３０頭
　　　　　　　　　　　　　　　　（115,500千円）
肥育牛販売頭数（金額）：　２００頭
　　　　　　　　　　　　　　　　（144,000千円）

農林水産課

有害鳥獣食肉加工施設建築事業 新規
○野生鳥獣の食肉加工場を整備し、ニホンジカ等を地域資
源として肉・皮・角などを有効利用

―
平成28年度開業
平成31年度年間処理頭数：　９０頭

農林水産課

小本地区地域資源利活用施設整備事
業

○「小本産」の水産物の販売、加工する施設を整備 ―
平成28年度開業
平成31年度年間売上高：　30,000千円

農林水産課

　■1-1-3農林水産業の生産基盤の強化

現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31）

いわて地域農業マスタープラン実践支
援事業（わさび畑造成・わさび生産施設
整備）、わさび生産拡大事業

拡充
○わさび畑を新規造成する任意組合に対する補助
○わさび生産施設を導入する任意組合に対する補助
○わさびの生産拡大に向けた生産体系を強化

わさび生産量：　３６５ｔ わさび生産量：　４００ｔ 農林水産課

酪農の郷づくり推進事業（生乳確保対
策事業・後継牛確保対策事業）、生乳
増産体制構築事業

新規

○ホルスタイン導入（岩手牧場・初妊牛市場）に要する経費
に対する補助
○雌牛生産のために行う性判別精液を使用した人工授精
に対する補助
○生乳確保に向けた増産体制を検討

原乳生産量：　４，６２３ｔ 原乳生産量：　５，３７３ｔ 農林水産課

ぶどう・やまぶどう生産奨励事業 新規

○遊休化している農地をぶどう圃場として整備するために
要する経費に対して補助（圃場整備に対する補助及び生産
奨励金）
○六次産業化に向けた商品開発を検討

ぶどう・やまぶどう生産量：　６，１４０㎏ ぶどう・やまぶどう生産量：　７，０００㎏ 農林水産課

いわて地域農業マスタープラン実践支
援事業（園芸産地拡大管理機整備）

新規
○従来品目及び新規導入品目の生産に必要な管理機械
の整備に対する補助（新岩手農業協同組合宮古地域野菜
生産部会から農家に貸付け）

野菜販売額（ワサビ以外）：　33,132千円 ・野菜販売額（ワサビ以外）：　39,758千円 農林水産課

高性能林業機械化促進事業
○伐木・造材・搬出などの作業コストの軽減を図るため高
性能林業機械の導入に対する補助

機械導入補助金：　25,000千円 機械導入補助金：　30,000千円 農林水産課

養殖漁業基盤整備事業（コンブ・ワカメ
養殖施設）

○新規参入者のための養殖漁業施設の整備に対する補助
（小本浜漁業協同組合から漁業者へ貸付け）

養殖漁業経営体数：　５経営体 養殖漁業経営体数：　７経営体 農林水産課

農用地の有効活用
と流動化の促進

農用地の有効利用と流動化促進 新規

○遊休農地の耕起応援により農地化を推進し、生産作物
の奨励から育成・販売までを支援
○農地を利用したい就農者等に対し遊休農地の活用を支
援

耕作放棄地：　１８９ヘクタール 耕作放棄地：　１７０ヘクタール 農林水産課

担当課

具体的な施策 事業名
新規
／

拡充
事業概要

現状値・目標値
担当課

現状値・目標値

生産の拡大に向け
た基盤整備支援

具体的な施策 事業名
新規
／

拡充
事業概要

地域資源のブラン
ド化・６次産業化の
推進
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現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31）

木材流通拠点整備事業 新規
○町内木材（原木）の流通促進及び地域関連企業への安
定供給などを図るため木材流通拠点を整備（貯木場整備・
木材乾燥施設 等）

木材流通量：　６万㎥ 木材流通量：　９万㎥ 農林水産課

木質バイオマスストーブ設置事業 新規
○二次燃焼等により排煙を減少させる機能を有している薪
ストーブ・煙突の購入費用又は設置費用に対する補助

― 毎年度５台設置 農林水産課

担当課事業名
新規
／

拡充
事業概要

現状値・目標値

木材の流通促進に
よる林業の成長産
業化

具体的な施策
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【1-2人材の確保・育成】

　■1-2-1次世代における町の担い手育成

現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31）

ドリームサポート事業、通学費補助・寮
費補助、進学支援補助

○高校生等が自ら計画した国内外における研修に対する
補助
○岩泉高校生徒の負担を軽減を図るための通学費及び寮
費に対する補助
○岩泉高校から国公立大学の進学した方に対する入学料・
授業料の補助

教育委員会

振興事業費補助（教育振興・部活動）
○岩泉高校の部活動振興・進路指導充実・学力向上に対
する財政的な援助

教育委員会

　■1-2-2雇用安定化対策と就労支援

現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31）

介護事業におけるの人材育成の支援 新規
○介護事業所において、従業員に対し、介護福祉士等の必
要な資格を取得するために係る経費の一部を助成
○介護職を要請するための研修会を実施

―
資格取得支援の対象者：　毎年度５名
平成31年度までに３０人育成

町民課

医師養成奨学資金貸付事業
○将来町内の医療機関に医師として従事しようとする者に
対して奨学資金を貸付け

（ＫＰＩは設定しない） （ＫＰＩは設定しない） 保健福祉課

商店後継者の育成・確保支援 ○個店の経営力向上に向けた支援の継続 ―
資格取得支援の対象者：　毎年度２名
平成31年度までに５人育成

経済観光交流課

担い手対策事業、農業の助っ人「耕作
応援隊」事業

○認定農業者の後継者育成対策として、経営が軌道にの
るまでの期間（３年間）の農業・生活に係る経費の一部を補
助
○町で就農を希望する者を受入れ実習の場とし、農家の要
請により耕作を応援

担い手対策事業の対象者：　５人（Ｈ22～Ｈ
27）

担い手対策事業の対象者：　５人（Ｈ27～Ｈ
31）

農林水産課

畜産獣医師確保事業
○町内での家畜診療体制を確保するため獣医師の人件費
を補助

町内で活動する獣医師
　４人（Ｈ27）

平成31年度までに獣医師１名を確保 農林水産課

林業後継者育成事業 新規

○森林整備と木材利用の両面から地域林業を振興するた
めの体制づくり・仕組みづくりなどをするコーディネーターの
受入と育成
○林業機械オペレーター及び総合林業技術者を志望する
者をインターンとして受入れ、即戦力として育成

―
インターンシップ受入れ者数
　平成31年度まで毎年２名を受け入れ

農林水産課

一次産業事業体情報発信支援事業 新規
○一次産業事業体が行うWEB作成支援することで、人材募
集や製品等を広く情報発信し、有能な人材確保と新たな
マーケットや事業の創出を図る

―
農業、林業、水産業分野の情報発信ＷＥＢ
作成

農林水産課

女性の就労支援 新規
○ハローワーク宮古の出張相談所開設の継続
○保育環境の充実

出張相談所開設の継続
（保育環境については「基本目標３」で実施）

経済観光交流課

保健福祉課

シニア世代の就労支援 新規 ○シルバー人材センター等への加入促進 シルバー人材センター登録者数：　１０９人 シルバー人材センター登録者数：　１１５人
経済観光交流課

町民課

離職者支援の充実 離職者資格取得支援事業
○離職者を対象とした職業訓練課程における資格又は免
許の取得に係る受験料等の一部を助成

資格取得支援の対象者：　０名/年 資格取得支援の対象者：　１０名/年 経済観光交流課

多様な人々の就労
支援

各産業分野におけ
る人材育成

岩泉高校入学者数：　６０人

地域で学び続けら
れる環境の確保、
岩泉高等学校の魅
力の向上

現状値・目標値
担当課

具体的な施策 事業名
新規
／

拡充
事業概要

現状値・目標値
担当課

岩泉高校入学者数：　６０人（Ｈ２７）

具体的な施策 事業名
新規
／

拡充
事業概要
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