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岩手町中小企業・小規模企業振興基本計画 

序章 計画策定にあたって                   
 

１．計画策定の目的 

岩手町における企業はすべて中小企業・小規模企業で占められ、本町の地域経済と雇用の主要

な担い手として大きな役割を果たしています。しかし、今日の社会経済状況の下、中小企業・小

規模企業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況にあります。これを改善・持続していくために

は、中小企業・小規模企業が地域に根ざすまちづくりへの一役を担うことが必要です。そうした

まちづくりを進めていく上で、中小企業・小規模企業者自身が率先して取り組むことは勿論、企  

業者と町民が協力して岩手町内の経済環境を高め、安心して暮らせる地域を維持していくことが 

重要になります。 

「岩手町中小企業・小規模企業振興基本計画」は、平成 31 年４月１日施行された「岩手町

中小企業・小規模企業振興基本条例」に基づき、制定後の次のステップとして、町、企業、商工

会、金融機関及び町民それぞれが連携・協働して取り組むための指針として策定し、中小企業振

興に関わる施策の総合的な推進を目指します。 

 

２．計画の期間と位置付け 

 

○上位計画との関係性 

 

 

 

 

 

 

 

     ○中小企業・小規模事業の定義 
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岩手町中小企業・小規模企業振興基本計画 

第１章 岩手町の現状と産業構造                
 

１．岩手町の現状 
 

１）本町の概況 

○位置・地形状況 

本町は、北緯 40 度線上にあり、町の面積 360.46 平方キロメートルのうち、約 76 パーセ

ントが山林・原野です。地勢は、東部の北上山地と西部の奥羽山脈にまたがっており、北部

山間地を源泉とする北上川が町の中央部を南下しています。地形は、南東から北西にほぼひ

し形に広がり、東部を走る北上山地は全般に複雑で東南に高く、西北に低い様相をなしてい

ます。西部は盆地状で、東部と西部ではその地形の違いから異なった趣を見せています。 

○歴史 

幕藩体制の崩壊により、明治２年陸中が盛岡藩と改称された際に沼宮内に民事局出張所が

置かれ、また、同３年藩が県に改められた時は、沼宮内租税出張所が置かれるなど、歴史的

にも岩手郡内における枢要な位置を占めてきました。明治 17 年には戸長役場が設置さ

れ、同 22 年市制町村制の施行により、沼宮内町、御堂村、一方井村、川口村が成立、同 30 

年岩手郡に所属しました。その後、昭和 30 年７月 21 日に沼宮内町、川口村、一方井村

及び御堂村の１町３村が合併し「岩手町」が誕生しました。 

○交通体系・交流拠点   

平成 14 年には東北新幹線盛岡－八戸間が開通し、本町のいわて沼宮内駅－東京駅が最短 

で約２時間30分となり、首都圏とのアクセスが格段に向上しました。併せて在来線を継承したＩ

ＧＲいわて銀河鉄道も開通しました。東北自動車道滝沢ＩＣと西根ＩＣに近く、鉄道・自動

車両面において高速交通網の利便性が高い地域です。主要道路としては、国道４号が町の中

央部を南北に走り、東部には国道 281 号が陸中海岸へ、西部には主要地方道岩手平舘

線や県道岩手大更線が八幡平市へと続いています。交流拠点として４つの駅（いわて沼宮内

駅、道の駅「石神の丘」、街の駅「よりーじゅ」、北上川源泉・いわてまち川の駅）があります。 

   ○産業 

町の最大の特徴は農業です。キャベツ、レタスなどの野菜は、冷涼な気候を活かした県内

有数の一大産地となっています。また、畜産も盛んで、大型経営体が複数あります。耕種農

家と畜産農家がバランス良く連携し、堆肥を利用するなど、耕畜連携が進んでおり、農業が

町の産業全体を牽引しています。一方、加工業は町の雇用維持に重要な役割を果たしていま

すが、商業は商業環境の変化への対応、観光は地域資源の有効活用を図る時期に至っていま

す。 

○生活・文化 

石神の丘美術館をはじめとする教育・文化施設の充実など優れた環境を有しています。ま

た、本町は全国トップレベルの検診受診率を誇っており、保健推進員、医療機関、町民、行

政が一体となって検診を推進する岩手町方式が功を奏し、平成 18 年には保健文化賞を受賞

しました。 

本町は盛岡広域の北部に位置し、豊かな自然の中で農業を中心に地域産業が形成され、歴史文

化が息づき、八幡平・安比高原・平庭高原・北三陸への拠点となっています。 
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２）人口構造 

○人口と世帯数の推移     

本町の人口推移を見ると、総人口は一貫して減少傾向にあり、最新の国勢調査である平成

27 年と平成７年を比較すると、20 年ほどで約 4,600 人余りが減少（約 25.0％）していま

す。一方、世帯数は核家族化が進み微増・横ばい傾向にあります。 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

   ○年齢人口の推移 

階層別の人口推移を見ると、15 歳未満の人口は 20 年間で半数減少、15 歳から 65 歳までは

３分の２に減少しています。一方、65 歳以上の高齢化率は 19.5％から 35％台となり、本町人

口の３分の１が老年人口となり高齢化が進んでいます。これは、生産年齢人口（15

歳～65 歳）約 1.5 人で老年人口１人を支えている計算になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の人口は減少傾向にあり、将来推計＊では 2040 年に総人口が 7,629 人まで減少する可能性

があります。岩手町人口ビジョン目標（2015 年度策定）では、2040 年に総人口１万人維持を目

指しています。＊総務省国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所将来推計人口 
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３）地区の状況 

○地区の特性     

本町では、以下の７地区がそれぞれ地形状況

に即した産業・地域づくりへの取り組みを行っ

ています。 

水堀地区 ／本町の北部に位置し、農林業                    

を主体とした地区です。高齢                    

者等に関わる生活環境の維持                     

が課題となっています。     

沼宮内地区／本町の中心位置にあり人口・                   

事業所数も多く、大町商店街                    

を始め商業施設が立地してい                    

ます。また、いわて沼宮内駅                    

や道の駅石神の丘といった交                    

通交流拠点を有しています。 

久保地区 ／沼宮内、川口、一方井の３地区の中間にあり、農業が主体の地域です。商

店等の生活関連施設は少ない状況です。                    

一方井地区／八幡平市と隣接した位置にあり、農業を主体とした地区です。地理的に地

域のまとまりが維持されていますが、公共交通手段の脆弱なども踏まえる

と、地域生活環境は低下しています。 

川口地区  ／盛岡市玉山地区と隣接した位置にあり、沼宮内地区に次いで人口・事業所

数が多いですが、近年、通りに面した商店が大幅に減少しています。      

北山形地区／葛巻町と隣接する位置にあり、農業を主体とした地域です。高地を生かし

たキャベツなどの栽培、そばの作付けが多い畑作地区です。        

南山形地区／本町の南部に位置し、農業を主体とした地域です。比較的規模の大きな畜

産を営む事業所が立地しています。北山形同様、本町の南東部は商店も少

なく、中心部から離れているため高齢者等の利便性が低下しています。  

○地区の人口     

現在の７地区の平成 29 年の人口は以下のようになっています。 

地 区  世帯数     人口総数    男      女                  

水 堀   ４５４   １，１７３    ６０７    ５６６                                            

沼宮内 ２，４９１   ５，９０５  ２，８３１  ３，０７４                                        

久 保   ２５９     ７１８    ３６２    ３５６                                            

一方井   ８７０   ２，４３３  １，１８８  １，２４５         

川 口   ９９８   ２，５５９  １，２４７  １，３１２                                            

北山形   ２６３     ６９５    ３６３    ３３２                                        

南山形   １０９     ２７８    １４５    １３３                                            

計   ５，４４４  １３，７６１  ６，７４３  ７，０１８ 出典：町勢統計書  

地区人口状況は平成 25 年と比較すると、減少率が一番低いのは久保地区（－4.1％）で、他地

区は６～10％台の減少率です。それぞれの地区が良さと生活環境の維持等の課題があります。 
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２．産業構造 
 

１）産業分類別 

 

○産業分類別の事業所数（１次、２次、３次産業） 

本町の産業分類別の事業所数は、減少傾向にあります。総数ではここ 20 年ほどの事業所

の減少は 165 事業所（22.6％）となっています。３次産業の占める割合は大きいですが 148

事業所の減少（25.2％）となっています。一方、1次産業は、事業所数は少ないものの法人

化政策や本町の農産品生産への取り組み強化もあり、倍増傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産業分類別の従業者数（１次、２次、３次産業） 

本町の産業分類別の従業員数は、減少傾向にありますが、事業所数同様３次産業の占める

割合が大きく、ここ20年間での従業員数の横ばい、微減傾向となっています。本町の第３次産

業が雇用数を継続的に確保・維持していることの裏付けとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の産業分類別の事業所数、従業員数も減少傾向にあります。特に事業所数の減少率は高く、

将来的に働き場所の減少、町外への流出等が予測されます。  



- 6 -

  ２）中小・小規模企業の状況 

 

   ○中小・小規模企業数・従業員数の推移 

本町の企業はすべて中小・小規模企業に該当することから、前項の産業別の事業者数・従

業員数がそのままの数値、推移となっています。 

 

    業種別事業所数・従業員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○既存誘致企業 

 

   ・(株)飯島産業岩手工場（ユニフォーム製造・販売）／従業員数 約 40 人 

   ・岩手缶詰(株)岩手町工場（缶詰・ジュース・ジャム等製造）／従業員数 約 170 人 

   ・ＳＷＳ東日本(株)岩手工場（自動車用ワイヤーハーネス製造）／従業員数 約 100 人 

   ・ニチコン岩手(株)（超小型アルミニュウム電解コンデンサ製造）／従業員数 約 430 人 

   ・(株)東光舎岩手工場（理美容ハサミ製造）／従業員数 約 40 人 
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   ○年間製造業出荷額等の推移（従業員４人以上の事業所） 

統計では、総数、食料品、衣服その他繊維製品、木材・木製品、一部金属製品の出荷額を

確認することが出来ますが、他の業種の出荷額が公表されていません。ここでは、総数と食

料品のみをとりあげます。食料品出荷額は少しずつ増加傾向にありましたが、減少に転じて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○年間商品販売額、商店数、常時従業者数の推移（商業分野） 

東日本大震災後、販売額と従業員数が大きく減少しています。微増ながら従業員数は増加

傾向に戻りつつあります。商店数は、７年間で 45 店（23.8％）減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の経済活動・地域生活は、中小・小規模企業によって支えられていますが、徐々に企業数

の減少が進む中、地元での働き場所や事業が成り立たなくなる環境になりつつあります。   
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３）農林業の状況 

 

   ○農家数と林家数の推移 

本町の基幹産業である農業を支える農家は、20 年前と比較して総農家数は３割減少して

います。一方、専業農家数は、微増傾向にあります。林家は近年減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○農業粗生産額の推移 

 

米や野菜を中心とした耕種肉用牛と乳用牛、養豚を中心とした畜産の粗生産額は、ほぼ比率

含めて横ばい傾向にありましたが、近年ともに増加傾向にあります。 

 

 

 

 

    本町を牽引する農業は、専業農家数、生産量も増えつつあります。気候変動や外的な      

要因が農業を厳しい環境に押し込む中、地域の製造業や商業などと連携した産品づくり 

が求められています。 
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   ４）観光 

 
○観光入込客数の推移 

 

本町への観光入込客数は、25 万人から 30 万人程度で推移しています。観光拠点として

「道の駅石神の丘」が半数の 12 万人から 13 万人程度を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○道の駅の年間売上げ推移 

 

「道の駅石神の丘」の年間売上げは、８割以上が産直施設で占めています。上記の来店者

数を踏まえると、産直施設の利用者、そこでの消費額が地域経済の中で重要な金額となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    本町の観光資源活用による集客、地域経済への波及効果は高いとはいえませんが、町外に向けて

の取組と本町にいかに呼び込み、消費してもらえる観光への取り組みが求められています。 
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岩手町中小企業・小規模企業振興基本計画 

第２章 中小企業・小規模企業の現状と課題           
 

 

１．町内企業実態調査の概要 

 

○調査結果の紹介と分析  

   本町内の中小企業・小規模企業者に対して、事業所の状況、課題等についてアンケート調

査を実施しました。 

調査時期／令和元年 11 月、調査票発送総数／339 票、                

回収調査票数／165 票、回答割合／48.7％ 

 

 回答者の地区（回答総数：165）                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答者の業種（回答総数：165）                             
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 代表者の世代（回答総数：165）                             

 

 

 

 

 

 

   世代は 60 代が 34.5％と一番多く、70 代以上で 30.9％を占めています。事業主の高齢化が

進んでいる一方で、40 代以下が 13.9％と少なく、若手の事業者が少ない状況です。                                             

 

 従業員数（回答総数：165）                              

 

 

 

 

 

 

事業年数（回答総数：165）                               

 

 

 

 

 

 

   事業年数 50 年以上が 37.6％と一番多く、長く事業を続けている事業所が多く、地域で信頼

されて事業を継続していることが分かります。一方、10 年未満の事業所が極めて少ない状

況です。 
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 後継者の有無（回答総数：165）                              

 

 

 

 

 

 

 

   事業承継へは何らかの取組を半数の事業所で取り組んでいます。廃業予定と未定の事業所

も 43.6％と多く、事業承継、加えて廃業に向けての処理・支援等が大きな課題として確認さ

れます。 

 

   事業所の現状を踏まえ、具体的にどのような課題があるのか、「現在の業績」を切り口と

して、業績が伸び悩んでいる回答者にその理由、取組状況について具体的項目の中から回答

して頂きました。 

 

 事業の業績（回答総数：165）                              

 

 

 

 

 

 

   現在の事業所の業績は、「下がった」が 37.0％、「横ばい」を含めると 84.8％と多くの事

業所の業績が横ばい、下降していることが伺えます。 
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 「ほほ横ばい」または「下がった」の理由（複数回答総数：262）                           

 

 

 

 

 

 

 

   理由として「顧客数・取引先数の減少」が一番多く 30.2％、「営業・ＰＲの不足」と「人

手不足」が同数程度回答されています。 

 

 売上拡大に向けた対策（複数回答総数：221）                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策については「顧客ニーズに沿った対応」が全体の 29.9％と多く、事業環境の変化、ニ

ーズへの対応が求められていることが分かります。 
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 売上拡大に向けた対策として今後実行したいこと（複数回答総数：234）          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策と実行したい項目はほぼ同様の結果でありましたが、「営業・ＰＲ」「新規取引先の

発掘」「新規人材の募集」への取組意識が強く出ています。 

 

 
 売上拡大に取り組むにあたっての課題（複数回答総数：183）               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の課題としては「人手不足」が 44.8％と回答割合が高く、事業に取り組む上で雇用対

策は大きな課題となっています。 
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振興基本条例を制定したことを知っているか、どうか（回答総数：165）          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 振興基本条例や振興計画への関心（回答総数：165）                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振興基本条例の認知度については 73.9％の方が知らないとの回答がありました。一方で、

条例や振興計画について関心があるとの回答は 63.0％であり、振興計画等への期待値は高い

ものとなっています。 

 

○調査結果のまとめ  

・本町の事業所は 50 年以上も事業継続しているところが 3 分の１以上と多く、合わせて 60

代以上の代表者が 3分の 2以上を占めており、代表者の高齢化が進んでいます。 

・一方で 40 代以下の代表者、10 年以下の事業年数の事業者が少なく、若手の経営者が育っ 

ている地域経済環境にはありません。 

・事業承継に関わる取組が大きな課題であり、創業・起業の支援とも関連性を持たせた取組

も必要な状況です。 

・業績が低迷・低下している事業所も多く、新たな顧客ニーズへの対応と具体的な活動が求

められている状況です。 

・事業継続の課題として世代の新陳代謝とともに、人材の確保や育成も不可欠な状況となっ

ています。 
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２．課題の整理 
 

中小企業・小規模企業振興基本計画の方向性を検討するため、前章の岩手町の現状と産業

構造、そして町内企業実態調査の結果、加えて今日的な経済動向等を踏まえ、以下のような

項目に課題を整理します。 

○人に関わる課題（人材を育てる！）  

・本町においても人材の確保が難しい状況です。農業分野では外国人就労者の受け入れが進

んでいますが、今後は商工業分野においても、地元はもちろんのこと町外からの人材確保

も含めた取組を強化する必要があります。 

・小中高校でのキャリア教育等、地元の産業を体験する機会の確保に加え、就業した後の人

材教育の充実といった一貫した取組が不十分な状況です。加えて、雇用確保のためには就

労環境の改善・向上が今以上に求められる時代となっています。 

   ○ものづくりに関わる課題（地域力を伸ばす！） 

    ・ＩＴなど急激な技術革新が続き、商品・サービス、そして販売・消費行動が劇的に変化し

ている中、販売先や消費者等の顧客ニーズに対応出来ていない事業所が増加しています。

結果、販売・受注の減少、業績の低迷・低下している事業所が多くなっています。 

    ・人手不足等による営業・ＰＲ活動の弱さに加え、新たな顧客ニーズに合わせた対応が不十

分な状況です。特に農産物を活用した農商工連携や農業の６次産業化への取組に着手して

いるものの、地域ブランドとして地域を活性化する段階には至っていません。 

   ○販売力に関わる課題（内外の戦術を立てる！） 

    ・地域内人口が減少する中、販路確保のためには、地域内需要を喚起すること、地域内の新

たなニーズを掘り起こし事業化することなどが考えられます。本町での生活者の利便性の

確保、地域内の居住満足度を高める商品・サービス提供の取組が求められています。 

    ・一方、域外への販路確保が本町の経済活動を維持していくため不可欠な取組です。盛岡広

域、岩手中部、そして仙台・首都圏等を想定した販売活動の強化が必要となっています。

合わせてこうした域外の消費者・加工販売事業者との交流による需要開拓も必要です。 

   ○事業承継に関わる課題（次代へつなぐ！） 

    ・本町の事業所の大きな課題である「新陳代謝」をスムーズに図る必要があります。この課

題は本町に限った課題ではなく、我が国の経済活動の大きな転換点でもあることから、他

に先んじてイノベーションの考えを持ち、新たな経済活動に向けて独自のしくみや取組を

検討する必要があります。 

    ・事業継続をスムーズに行なえ、若い事業者が定着し次代を牽引し中心となるような創業・                      

第二創業等の取組が活発化するような環境づくりが必要です。特に、本町のような地理的

立地条件下でも全国に、世界に向けて販路を持つような技術・情報発信力を有する事業者

の育成も大切です。 
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中小企業・小規模企業振興基本計画策定の期間の中で、令和２年２月頃から新型コロナウ

イルスが日本全国に感染拡大をし始め、４月16日からは「全国非常事態宣言」の対象を７都府県か

ら全国に広げることが決定されました。５月25日に首都圏・関西圏・北海道を除く県が対象から解

除され、その後６月１日よりすべての都道府県においても解除されました。 

現況下で新型コロナウイルス感染症は収束せず、今後予測される第２波、第３波の感染拡

大に備え、「新しい生活様式」の基で、全国的に自粛が余儀なくされた経済活動が少しずつ

再開をしています。当町においても新型コロナウイルス感染症拡大に伴う非常事態宣言によ

る自粛に伴い、生産・販売・日々の生活のあらゆる面での活動が制限され、多くの町民の暮

らし、中小・小規模事業者の経営に大きな影響を及ぼしている状況です。 

新型コロナウイルス感染症を踏まえ、前頁で整理した課題に加え、この地域経済の難局へ

の対応、そしてアフターコロナの社会を想定した振興施策の立案、取組が先決事項となって

います。 

 

                                               

新型コロナウイルス感染症に関連する町単独の助成金等      （令和３年２月現在） 

○経営支援助成金                                

事業概要／新型コロナウイルス感染症により、経営に大きな影響を受けている事業者の  

事業の継続を支援することが目的。                                  

対象／町内に店舗や事業所があり、３ヶ月以上事業を営んでいる宿泊、飲食、タクシー             

業者                                     

助成金／１事業者につき 20 万円                         

実施時期／令和２年５月、令和３年３月                            

○資金利子補給等事業                              

事業概要／新型コロナウイルス感染症により、経営が悪化した中小企業者が事業資金の

融資を受けたときの利子と保証料を補給。                         

対象／①町内に店舗や事業所があり、３ヶ月以上事業を営んでいる者 ②納期が到来し

た町税を完納している者 ③中小企業信用保険法の認定を受けた者         

対象となる資金／①日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症対策資金として行う

融資 ②県が新型コロナウイルス感染症対策資金として行う融資 ③町中小企業振興資

金融資                                    

対象期限／令和３年３月 31 日まで受けた融資 

○町デリバリープロジェクト事業                         

事業概要／飲食店とタクシー事業者が連携し、町内飲食店の持ち帰りのメニューをタク

シーで配達するサービス。                                

対象飲食店／プロジェクトへの参加申請した町内飲食店              

対象地域／岩手町内全域                                

利用方法／参加飲食店に電話で注文し、配達するタクシーに料金の支払い。      

設定料金／１回あたりの配達料（５km 迄）無料、５km 以上は１km ごとに 200 円の加算。  

実施主体／岩手町商工会青年部                          

実施期間／令和２年６月 25 日～令和３年３月 31 日 

○町プレミアム商品券発行事業                          

事業概要／新型コロナウイルス感染症の影響により停滞する地域経済の活性化を図る。     

内容／１万 2000 円分利用出来る商品券を１万円で販売（１万セット限定）      
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販売／令和２年８月１日～11 月 30 日（先着順）、町内 12 箇所の商品券販売店      

使用有効期限／令和３年１月 31 日迄                       

商品券発行者／岩手町商工会 

○地域企業経営継続支援事業                           

事業概要／新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業の経営継続を支援。        

対象／町内に事業所がある小売業、宿泊業、飲食業、サービス業の事業者             

補助条件／令和２年４月～９月で売上げが前年同月比 50％以上減少した月が１月でもあ

ること。もしくは、継続する３ヶ月の売上げが前年比で 30％以上減少していること。 

補助内容／１ヶ月の家賃の１／２以内の金額（上限 10 万円）×３ヶ月分 

○新型コロナウイルス感染症対経営持続化給付助成金                

事業概要／新型コロナウイルス感染症の拡大により経営状況が悪化した事業者に対し、

経営支援を目的に助成金を交付。                             

対象者／令和２年１月から12月の間のうち、１月でも事業収入が前年同月比20％以上減少が

あったもの。                                 

助成金／法人 30 万円、個人事業者 15 万円                    

申請期間／令和２年８月～令和３年１月 31 日 

○黒毛和種子牛出荷給付金                            

事業概要／新型コロナウイルス感染症の影響を受け下落している和牛子牛を出荷する

繁殖農家の経費負担の軽減。                                

対象／生産した和牛子牛を市場へ出荷し、販売している繁殖農家。         

給付金／１頭につき１万円                           

対象期間／令和２年度中に開催される和牛子牛市場に対する出荷。 

○町内農産物供給業務委託                            

対象食材／町内産の牛肉、野菜、乳製品、しいたけ                  

供給先／町学校給食会を通じて町立小中学校などの給食に町内食材を使用。 

○生活交通バス新型コロナウイルス感染予防対策事業                

事業概要／町内路線バス事業者に対して、空気清浄器・ビニール設置費用を補助。   

○地域交通ＩＣカード導入支援事業                        

事業概要／地域交通の中枢を担うバス事業者がＩＣカードを導入し、利用者のキャッシュレス化

を図ることを目的として、ＩＣカード導入経費の一部を県と関係自治体で負担。       

対象事業者／岩手県北自動車株式会社                       

負担割合／国 1/3、県 1/6、市町村 1/6、事業者 1/3        

○岩手町ＩＣＴ利用促進助成事業                             

事業概要／過疎地域において、光回線を利用したＩＣＴの利用促進とリモート化を促すことを目

的として、光回線を利用する事業所又は個人に対象経費の一部を補助。           

対象経費／光回線開通工事費、端末・ルーター購入費、ソフトウエア導入費、通信費等            

○地域交通経営支援事業                                 

事業概要／コロナ禍の影響により利用者が減少している鉄道事業者が利用促進を図ることを目的

に、事業者の利用促進経費と支援金を県と沿線自治体で負担。               

対象者／ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社                          

補助率／県62.5％、市町村37.5％（うち岩手町負担37.5×13.5％≒5.06％） 
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○テレワーク等準備事業                                 

事業概要／コロナ禍において、職員がオンライン会議に参加、また自宅や公共施設など、庁外以

外で勤務する、いわゆるテレワークを実施する際に使用する端末の整備。 

○公共交通環境整備事業                                 

事業概要／街なかの停留所・待合所の環境整備と新たな交通手段を整備し、高齢者をはじめとす

る町民が快適に過ごせる空間の整備。また、中心市街他の主要なバス停留所をシェルター化し、

短中距離の新たな交通手段を導入することで、高齢者をはじめとする町民や来町者が街なかで快

適に過ごすことができる環境の整備。 

○新しい生活様式に対応した産業活性化事業                        

事業概要／新しい生活様式に対応した形式で首都圏での販路開拓イベントを実施し、バイヤーや

新たな市場とのネットワークの構築を図りつつ、個別店舗への直接的な売り込みを手がけること

で、アフターコロナにおける農家や小規模事業者の首都圏への販路を開拓。 

○新しい生活様式に対応した情報発信事業                         

事業概要／新型コロナ対策が進む中、アフターコロナを見据えた新たな情報発信システムを構築

し、スマホアプリを活用した非接触型情報発信、電子申請等による生活の質の向上、都市部から

の新たな流れを創出、新規ビジネスチャンスの創出などを目指す。 

○農林畜産業経営支援緊急対策事業費補助金                        

事業概要／新型コロナウイルス感染症の影響により収益が大幅に減少した農林畜産

業者に対して、事業の継続を下支えするため補助。                         

対象者／売上減少20％以上50％未満の農畜産業者                    

補助額／法人：30万円、個人：15万円 

○農業労働力確保緊急対策事業費補助金                          

事業概要／新型コロナウイルスの影響で外国人研修生が来日できない状況となった場合、代わり

となる労働者を雇用し、減産減収を最小限に抑える必要があり、農家負担の軽減を図るため助成。 

○肉用牛肥育農家緊急支援給付金                                

事業概要／新型コロナウイルス感染症拡大の影響による外食産業の需要減少により、肉用牛の枝肉価格

が急落した。特にも影響を受けた肉用牛肥育農家への経営支援を目的に、Ｒ２.４.１時点の肥育農家に

対して給付金の給付。                                     

補助額／黒毛和種肥育：16,000円/頭、交雑種肥育：5,000円/頭 

○特用林産物生産施設等整備事業費補助金                       

事業概要／新型コロナウイルス感染症拡大防止策の影響により原木椎茸の出荷が制限されて

いることから、原木椎茸の生産維持のため、国庫補助に嵩上げ支援し、生産者の負担軽減。

補助率／国庫補助：総事業費の1/2、町単独補助：総事業費の1/4  

○共通商品券給付事業                                

事業概要／町民への経済支援として期間限定の岩手町共通商品券給付事業を実施し、町内で

の商業活動の活性化と地元事業者への支援。                     

事業内容／5000円分を全世帯に配付 

○新型コロナウイルス感染症予防対策支援事業                     

事業概要／新型コロナウイルス感染予防策として、中小事業者を対象に、感染症予防対策経

費の補助。                                    

対象業種／飲食、小売、サービス業、鉄道、道路旅客運送業              

補助額／200千円（上限額）                            

対象経費／店舗等の感染症予防対策に要した経費（備品、消耗品等） 
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○屋外販売等実験事業                                

事業概要／町民や近隣市町村、通勤客を対象とした屋外マルシェを開催し、新しい生活様式

に対応した飲食付きイベントの社会実験を実施。また、マルシェに使用する屋台を町産材で

独自に制作することで、地域内経済循環や木材の有効活用、デザインポリシーの統一等をめ

ざす。 

                                                                          

○新型コロナウイルス感染症に関わる課題（アフターコロナを見据える！） 

 ・新型コロナウイルス感染症が収束するまで、地域内の町民生活が維持出来、安心して

暮らせるような支援体制の確立と、これら地域の生活・経済活動を支えるさまざまな

分野の事業者の経営環境を維持・継続出来る取組と支援方策が必要です。 

 

 

 ・感染症が拡大する以前に整理した本町のすべての課題項目は、その課題をさらに深刻

化させるとともに、急速な進行も予測されることから、感染症拡大の推移を的確に見

定めた支援施策が求められます。 

 

 

 ・アフターコロナの社会を見据え、加速度的に進むと思われる社会のデジタル化へ対応

した消費活動、生産・製造・販売活動への先行的な取組と、地域内循環型社会やＳＤ

ＧＳの「つくり手とつかい手」の関係性の相互理解による持続的社会の実現への取組 

強化も大切です。 
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３．計画の視点 
 

前頁の課題と合わせ、「岩手町中小企業・小規模企業振興基本条例」に定める基本的施策

を計画策定する視点として捉えます。加えて全項目において新型コロナウイルス感染症対応

に関わる視点も重要視します。 

 

○経営資源の確保、経営基盤の強化及び経営の安定に関すること 
  

  経営資源である「人、モノ、資金」の確保に加え、「情報、時間、知的財産」等現代の経

済活動に不可欠な要素も含めながら、事業所の経営基盤づくりの支援が必要です。特に「人

材の確保・育成」、「地域資源の活用」は重点的な取組が必要です。 

 

○事業承継及び創業促進に関すること 
 

  事業承継や創業促進を円滑に進めるため、長年培ってきた事業ノウハウを伝え、受け継ぐ

ことが地域内の新陳代謝として必要です。加えて、現在事業を継続中の事業所においても常

に新たなニーズに対応したイノベーションが求められています。 

 

○人材育成、雇用の確保及び定着に関すること 

 
  学校教育の段階をも含めて、地元就職、承継、起業などにつながる取組が不可欠です。     

加えて国際化に対応出来る教育・生活環境・福祉医療等の広範囲に関わる仕組みづくりも検  

討する時期に至っています。 

                                      

○販路の開拓、新商品等の情報発信及び研究開発能力の育成に関すること 
 

  大きい事業所においては人材的にも対応可能ですが、５人以下の小規模事業所が大半を占

める本町においては、協同しての取組や行政等支援機関の強力な後押しが必要となります。

加えて食に関わる産業においても大学等の研究機関からの加工技術の指導・連携が求められ

る時代となっています。 

 

○資金調達の円滑化を図るための融資制度等に関すること 
 

  事業継続と新たなニーズに対応した取組においては資金力が不可欠です。また、日頃の業

務改善への取組においても、助成制度等により事業を前へと推し進める推進力となります。

こうした資金が円滑に廻ることで事業の安定が図れ、地域経済を維持できることにつながり

ます。 

 

○中小企業・小規模企業の振興に関すること 
 

  本町における事業所は、すべてが中小企業・小規模企業で占められており、雇用の場の確 

 保をはじめ地域生活が円滑に出来るような役割を担う事業活動となっています。こうした背

景を踏まえ、地域を継続していくため、地域内消費、地域内事業所の活用などが必要な状況

です。事業者の自助努力とともに、消費者である町民と事業者の交流、意識共有のもとで共

に支え合う取組も必要です。 
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○デジタル社会への対応に関すること 
 

  本町においては、光ファイバー等の通信インフラ整備を重点的に取り組んでいます。この

通信インフラの活用推進と合わせて、アフターコロナに向けて加速されると推測される国が

掲げる「Society 5.0（創造社会）」へ向けて、デジタル化、スマート化へ人材育成含めて取

組が求められています。 
 

     ＊内閣府資料より 
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岩手町中小企業・小規模企業振興基本計画 

第３章 計画の基本方針                    
 

１．計画の基本的な考え方 

  
岩手町の中小企業・小規模企業の振興の基本的な考え方を、以下の事項として掲げます。 

 

中小企業者等の自主的な取組を基本としながら、本町の経済・生活環境等を維持していくた 

めに関係者の意識共有と連携を図りながら、地域経済の活性化を図るものです。 

 

 

○中小企業者等が地域の経済及び雇用を支える担い手として 

重要な役割を果たしているという認識を持って推進を図ること。 

 

○中小企業者等による創意工夫及び自主的な取組を支援することを 

基本として推進を図ること。 

 

○中小企業者等の事業の持続的発展を目的として推進を図ること。 

 

○町の地域資源を活用することを基本認識として推進を図ること。 

 

○町、中小企業者等、商工会、金融機関及び町民が連携し推進を図ること。 

 

○中小企業者等の経営資源の確保が困難であることが多い実情を踏まえ、 

十分な配慮をすることを基本として推進を図ること。 

 

 
 

 

２．計画の目標（目指す姿） 

 

 

   

    多彩な産業振興で 挑戦し続けるまち 
 

 

計画の目標（目指す姿）として、『多彩な産業振興で 挑戦し続けるまち』を掲げます。 

人材を育て、地域力を伸ばし、地域経済を強化して次世代につなぎ、多彩な産業が育ち、 

地域が活性化する産業振興に挑戦し続けることを目標とします。 
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３．キャッチフレーズ 

 

 

チャレンジ！ 次世代の産業創造へ 

 
 

４．中小企業振興等の戦略の柱 

 

① 人材を育てる（雇用の確保と人材育成の支援） 

② 地域力を伸ばす（岩手町の魅力向上・地域ブランド確立への取組） 

③ 内外の戦術を立てる（地域循環型経済の確立と産業間連携の強化） 

④ 次世代へつなぐ（起業・第 2 創業・事業承継による地域経済の活性化） 
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岩手町中小企業・小規模企業振興基本計画 

第４章 中小企業振興等の具体的な施策              
 

１．人材を育てる（雇用の確保と人材育成の支援） 
                    

 

・本町の産業を維持・発展させていくため「人材の  

確保」と「育成」が重要です。特に人口減少が進

む中、優れた人材確保とその活躍により町の活性

化が図れます。町と民間が一丸となり次世代につ

ながる人材確保へ取り組みます。 

・地元での就業が根付くような小中高校でのキャリ

ア教育に関わる取組を重視し、地元の商工業への

理解を深め、本町で暮らしたい、働きたいと思え

るような取組を進めます。 

・人材教育は広範囲にわたりますが、特に就業した

後のキャリアアップ、新たな技術の習得など含め

て、事業所の業務や経営を将来的に牽引していけ

る人材育成の支援に取り組みます。合わせて、将

来的に不可欠とされる外国人が就業出来る環境づ

くりを始めます。 

 

 １）将来につながる人材育成に係わる施策                  
 
① 小中高校におけるキャリア教育の充実、世代間の交流（新規） 

  

施策方向／町内で育った子どもたちの就職などの地元定着が低く、今後の町の活性化 

のためには、ＵＩＪターン含めて若い世代の人材が必要となります。 

そのため小中学生の時から地元に興味を持ち、将来地元で暮らしてみたい 

という意識醸成を図るため、世代間を超えた交流の機会を通して、町の将 

来の夢を語り合え、担いたいと思えるような環境づくりを進めます。加え 

て、町内事業所での職業体験、いわて高等教育コンソーシアムとの連携を 

強め、インターンシップの促進にも取り組みます。 

 

具体支援／・小中高生を含めた将来のまちづくり 

に係わる世代間交流会の実施 

・町内事業所の見学・体験、インター 

ンシップの促進支援 
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② 若手リーダー育成・支援（新規） 

 

施策方向／将来に向けて、本町を担っていく人材をどのように育て、活躍出来る場を 

作るかが今後の町の活力維持のためには不可欠です。 

そのためには、先進的な取り組みを体験、学ぶことが必要で、諸外国の取 

り組み視察や人的交流も果たす役割は大きいと思われます。さまざまな分 

野において将来を担うような人材、世界的な視野を持った人材の発掘・育 

成に向けて、町内の研修含めて人材育成のプログラム、海外研修などの取 

り組みの支援を進めます。 

 

具体支援／・人材育成（海外視察や研修プログラム）の運営実施と支援 

     ・視察研修への参加費用の支援 

 

 

◯関連施策 

  ・いわてものづくり産業人材育成事業（岩手県） 

   内容／岩手県内各地の「地域ものづくりネットワーク」を基盤に、小中高校生から既就 

 職者までの各段階におけるものづくり産業人材の育成に加え、ソフトウエア人材 

      育成の取組を推進。 

  ・ふるさといわて起業家人材育成道場プロジェクト事業（岩手県） 

   内容／地域における新ビジネス創出の担い手となる若者を育成するため、高等教育機関 

      と連携し、地域で起業等を志向する学生を対象とした実務教育を実施。 

 

 

 ２）雇用の確保に係わる施策                        
 
① 若年者雇用の奨励（既存・継続） 

  
施策方向／本町では若い世代の地元定着と地元雇用を拡大するため、町内事業所に率 

先して取り組んでもらえるよう協力をお願いしています。新型コロナウイ 

ルス感染症の収束後においても、雇用環境は厳しい状況が続くと予測され 

ます。 

地元雇用を促進する取り組みとして、現在の雇用奨励金を継続し、事業者 

の負担軽減、若い世代の就職先の確保につながる支援を行います。 

 

具体支援／・若年者雇用奨励金による支援 

      （町内に住所を有する 35 歳未満を従業員として採用した場合） 

 

 

② 女性やシルバー人材の就労支援（新規） 

 

施策方向／本町においても各分野で労働力の不足が顕著になっています。農業分野で 

は外国人雇用も進んでいますが、女性や高齢世代の活用も合わせて行うこ 

とで、求められる雇用人口の確保が可能になります。 

国の働き方改革、テレワークの普及も踏まえ、フルタイムではない就労も 

含めて、女性や高齢者の持つスキルを引き出すような就労への支援を進め 

ます。合わせて、関係機関・団体と連携しながら、雇用制度、働き方等に 

係わるさまざまな支援制度などの周知・ＰＲの機会確保に取り組みます。 

 

具体支援／・女性やシルバー人材の就労に向けての支援 

     ・雇用・労働環境整備の研修会の開催、就労に係わる諸制度の普及支援 
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③ チームいわてまちとして雇用確保への取組（新規） 

  

施策方向／小規模事業所など個別事業所毎での求人活動、情報発信には限界があり、 

効率的で有効な求人活動が出来ていない状況です。 

今後は、町内の事業所が共同して情報発信、就職相談会を行うことで、新 

型コロナウイルス感染症の影響による地方移住や働き先の確保など、従来 

と違った多様な人材との面接、採用が期待されます。率先して町が商工業 

者と連携して雇用情報の収集・発信を行い、町内事業所の雇用維持に向け 

て取り組みます。 

 

具体支援／・町独自の求人・事業所紹介情報の収集と発信 

・町内の事業所が合同して求職者説明会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④ 外国人の雇用に係わる研修、雇用環境整備（新規） 

 

施策方向／本町においては、農業分野で外国人の雇用が進んでいます。新型コロナウ 

イルス感染症により、就労人数は停滞すると思われますが、基本的に雇用 

確保のためには外国人の就労が不可欠です。 

そのため今後、外国人の方々の就労に係わるさまざまな環境づくりなど、 

町全体としての受け入れ体制を整えるとともに、共に働き、暮らす共生社 

会をめざす必要があります。他の先駆けとなるような、こうした環境づく 

りに率先して取り組みます。 

 

具体支援／・多文化共生総合ワンストップ窓口の設置 

         （日本語教育、医療・保健・福祉サービス、災害発生時の情報発信・ 

           支援、適正な労働環境、住宅確保のための環境整備など） 

 
 ◯関連施策 

・いわて働き方改革加速化推進事業（岩手県） 

 内容／岩手県内企業における働き方改革の促進と労働生産性向上を両輪とした取組を推 

    進していくため、雇用・労働環境の整備に向けた取組を支援。 

・就職支援能力開発費（岩手県） 

 内容／離職者及び母子家庭の母等の就職を支援するため、各種職業能力開発のための訓 

    練を実施。 

・地域中小企業・小規模事業者人材確保等支援事業（中小企業団体中央会） 

内容／中小企業等のニーズを把握することにより、地域内外の若者、女性（主婦等）、 

シニア等の多様な人材から、企業の即戦力となる人材を広く発掘し、企業とのマ

ッチングから定着までを一貫支援。 
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・地域中小企業・小規模事業者ＵＩＪターン人材確保等支援事業（中小企業団体中央会） 

内容／都市部の関係機関と連携し、県内の中小企業等の魅力を発信するとともに、都市 

 部で発掘したＵＩＪターン人材の県内中小企業・小規模事業者への定着を支援。 

・外国人技能実習制度適正化事業（中小企業団体中央会） 

内容／外国人技能実習生受入事業を行う事業協同組合及び中小・小規模企業の円滑か 

   つ適正な事業実施ため、専門家等を活用し支援。 

 

 

３）キャリアアップに係わる施策                      

  
① 新規雇用等研修費補助（既存・継続） 

 
施策方向／事業所への就職後において、事業所内で研修が完結する場合もありますが､ 

技術革新や新たな社会ニーズに対応するため、事業所外部が主催する研修 

が不可欠な状況です。 

町内各事業所の従業員の知識・技術等のキャリアアップへの取り組みは、 

事業所の製造・販売力の向上につながり、継続した事業環境の維持が可能 

となります。個別では実施・受講出来ない研修等への費用支援を行い、 

従業員の働く意欲の創出、事業所定着を図ります。 

 

具体支援／・町内に住所を有する雇用３年以内の従業員の研修費等の支援 

 

 

② ＩＴ関連の活用、スキルアップ研修（新規） 

   

施策方向／本町においては、光ファイバー等の通信インフラ整備を重点的に取り組ん 

でいます。加えて新型コロナウイルス感染症に伴い、デジタル社会への移 

行が急進すると予測される状況です。 

今後は、商工業の様々な商取引の場面におけるＩＴ活用の事業環境づくり 

を進めるともに、キャッシュレス決済やＳＮＳを活用した情報発信により、 

取引拡大につながるよう、町内商工業者のスキルアップへの機会創出を図 

り、デジタル化への取組支援を進めます。 

 

具体支援／・ＩＴ関連スキルアップ研修会の開催支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯関連施策 

  ・ネットを活用した販売促進支援（商工会） 

   内容／インターネットを使った販売促進手法を小規模事業者の中で活かし、新たな需要 

      の開拓につながる支援。 
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２．地域力を伸ばす（岩手町の魅力向上・地域ブランド確立への取組） 
 

  

・農産物を中心に本町では他に比べ誇れるものが多  

くあります。今後は産業間の連携、取組方向の意

識の共有など、「チームいわて町」としての取組

が求められています。連携と協働して取り組むこ

とにより、岩手町の情報の発信強化につながり、

商品等の販売に留まらず、本町を訪れる観光客な

どの交流人口の増加が期待されます。 

・「食」や「クラフト」を通して、地元愛を育て、

この分野に関わる多くの方々が仕事に携わり、生

業が立ち、その裾野を広げていくことで、食とク

ラフトが暮らしのベースとして定着出来、新たな

岩手町の魅力になるような取組を始めます。 

   

 

 １）地域ブランドに係わる施策                       

 

① ＳＤＧs 宣言（地球環境に配慮した地域経済活動へ）（新規） 

   

施策方向／本町では､持続発展可能なまちづくりに向けた３つの手法とし「地域への愛 

  着・誇りの醸成（シビックプライド）」「まちのブランド化（ブランディング）」 

「持続可能性の追求（ＳＤＧｓ）」を掲げて取り組んでいます。 

今後はこれら戦略の柱を踏まえ、環境に配慮した農業・商工業の生産・販 

売活動の場での具体的な取組支援を行うとともに、消費活動の面において 

も全町的な理解が得られ、実践されるよう推進を図ります。 

 

具体支援／・ＳＤＧｓ-12 つくる責任つかう責任の推進 

      （現在行っている町内での取組の確認、体系化、取組の強化） 

     ・情報発信、都市部との交流（田んぼアート、農作業体験等） 

 
    ＊ＳＤＧs とは／持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標。 

 

② いわて春みどり等農産物、食を通したブランド化への取組の強化（新規） 

    

施策方向／いわて春みどりややまと豚などの農畜産物は、本町が誇れる主力産物であ 

     り、生産・出荷量も増加しつつあります。一方でブランドとしての認知度 

や地域内消費が弱い状況でもあります。 

今後は、ＪＡ新いわて等との連携を図り、ブランド力を高める取組を強化 

すると共に、町内の主力農産物（いわてめんこい黒牛、ピーマン、長いも、 

レタス、とうもろこし、原木しいたけ等）も合わせた販売、ＰＲの強化を 

図り、加工品等の商品化、地域内消費を進める支援に取り組みます。この 

取り組みについては、ブランディングに向けて体型的な取り組みのもとで 

進めます。 

 

具体支援／・地元農畜産物の販売、ＰＲ活動の強化への支援 

・加工品等商品化、地元利用の推進支援 
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◯関連施策 

 ・地域資源を活用した地域活性化（商工会） 

  内容／いわてまち焼きうどん連合歓隊との連携により、町の特産品キャベツ等を利用し 

     た「いわてまちキャベツマン食堂」など「食」をテーマとしたイベントの発展。 

      需要動向を踏まえ地域資源の野菜・畜産品等を活用した魅力ある特産品開発の検 

     討・支援。 

  ・岩手町ふるさと会を利用した地域活性（商工会） 

  内容／ふるさと会を通して岩手町の総合的なブランドをアピールにつなげるため、特産 

     物のキャベツ、やまと豚等の食材を活用し開発した新商品などを提供し、販路開 

     拓のフェースの一つである口コミ戦略による販路拡大と地域ブランドの確立。 

 

 

 ２）新たなニーズへの対応に係わる施策                   
 
① 小規模商品開発調査費等の支援（既存・継続） 

 

施策方向／時代とともに消費者ニーズ、商品のあり方が変化し続け、これらの課題に 

     対して継続的に対応していくことが、事業継続上、常に求められています。 

     これらの課題解決に向けて、従来より小規模な商品開発に係わる支援を行 

って来ましたが、大きな社会の生活変容時期にあたり一層必要性が高まっ 

ています。 

今後共、町内事業所の小規模な商品開発・調査及び販売促進の活動を活発 

に出来、本町の資源の付加価値化や地域経済の活性化につながる支援を行 

います。 

 

具体支援／・商品開発や施設整備に係わる費用の支援 

 

   

② クラフト市を通した事業者の発掘、地域工芸品の育成・支援（新規） 

    

施策方向／本町では、工芸品等の特産品への取り組みが弱く、携わる事業者は少ない 

状況ですが、町外からの参加によって実施されたクラフト市は、町民、地 

元商店街において好評を博しました。花とアートの石神の丘が本町の一つ 

の大きな魅力となっていますが、アートに係わる分野への取り組みも多く 

の関心を呼び、交流人口の拡大にもつながっています。 

本町の新たな魅力創出のため、クラフト市の継続開催を行うとともに、ク 

ラフトに係わる人材の育成、製作のための滞在、本町への移住につながる 

ような一連の取り組み支援を進めます。この取り組みによって、新たな地 

域の産業起こしにつなげ、若い世代が興味を持ち、就労出来るような雇用 

の場の創出につなげます。 

 

具体支援／・クラフト市の継続開催 

     ・地域資源を活かしたクラフトづくりへの取組奨励と技術的支援 
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③ ふるさと納税返礼品を通した町内産商品のブラッシュアップ（新規） 

   

施策方向／本町においては、ふるさと納税返礼品の拡大に取り組んできました。特に 

新型コロナウイルス感染症の中、その需要が一層高まり、大きな市場とな 

っています。一方で、返礼品とする商品のブラッシュアップを図り、選ん 

でもらえるような商品づくりの強化も必要な状況です。 

今後は、農畜産物を中心としながらも、他分野の商品素材の発掘、商品度 

を高めるなど、返礼品としての商品アイテム、ラインナップ数を増やし、 

多くの町内商工業者の売上げ拡大と新たな販路確保への支援を進めます。 

 

具体支援／・既存加工品等の掘り起こし、商品ブラッシュアップの支援 

     ・返礼品紹介サイトの充実による寄付金拡大、育成支援への活用 

    

 

◯関連施策 

 ・いわてフードコミュニケーション推進事業（岩手県） 

   内容／岩手県産業創造アドバイザー等の専門家の活用等により、売れる商品づくりから 

      販路開拓までの総合的な支援を実施。 

  ・中小企業経営革新支援事業（岩手県） 

   内容／「経営革新計画」の策定段階から事業実施、目標達成までを一貫して支援。 

 ・事業計画策定セミナー開催による事業計画策定支援（商工会） 

  内容／事業計画策定セミナー開催により、経済動向や需要動向を見据えたビジネスの在 

り方、域外への販売戦略など、事業計画策定に意欲的な小規模事業者の掘り起こ 

しを行い、特に成長・持続型企業においては重点的に事業計画策定の支援。 

・小規模事業者持続化補助金（商工会） 

・新事業の企画・創出に関する業務（中小企業団体中央会） 

 

 

 ３）事業環境の向上・充実、経営基盤の安定化に関わる施策          
 
① 店舗改装・設備更新補助金（既存・継続） 

 

施策方向／本町の店舗等の事業所においては、商品販売・陳列スペースの変化、関係 

     什器・厨房・空調設備などの更新が必要な事業所が多くあります。加えて、 

新型コロナウイルス感染症の中、新しい生活様式に対応した客席のあり方、 

換気の必要性が大切となっています。 

今後共、事業所の事業継続、売上げ増加につながる店舗改装や設備更新に 

係わる費用の支援に取り組みます。 

 

具体支援／・店舗改装・設備更新への支援 

 

 

② 融資制度（既存・拡充） 

 

施策方向／事業所における事業資金は、事業を継続していくために不可欠です。特に 

今回の新型コロナウイルス感染症により、経営悪化に陥らざるを得ない事 

業所も多く、本町として借入限度額の増額や利子補給の期間延長などの支 

援を行っています。今後共、町内事業所の方々が円滑な事業展開が出来、 

事業継続・雇用確保が出来るよう、事業資金調達がしやすい支援施策を行 

っていきます。 
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具体支援／・資金の利子補給等への支援 

 

 

③ ＩＴ環境等の充実による事業活動の効率化と見える化（新規） 

    

施策方向／今回の新型コロナウイルス感染症により、テレワーク、オンライン授業、 

     キャッシュレス決済等含めて、社会のデジタル化が急速に進展しています。 

今後は、現在取り組んでいる通信インフラ整備を進めるとともに、ＩＴ活 

用を具体的に事業展開の中で活用するため、人材の育成、事業所内インフ 

ラ整備へ取り組む支援を行い、商工業者の事業活動のデジタル化への移行 

への支援を図ります。 

 

具体支援／・町内全域での高速インターネット利用環境の整備 

     ・デジタル社会への対応する人材育成と活用の推進 

 

 

④ 商工会と連携した振興支援（継続・拡充） 

 

    施策方向／商工業者への支援活動は、町と商工会がそれぞれの役割と使命のもとで取 

り組んでいますが、事業所支援策において重複する施策もあり、これらの 

施策の効率的な推進含めて、本振興計画や商工会の経営発達支援計画との 

調整も必要です。 

今後共、町内事業所の活動拠点としての商工会と連携しながら、商工業者

の振興のための経営発達支援計画の策定、消費者の地元利用促進に取り組

みます。加えて、気象災害や感染症なども踏まえた危機管理のあり方など、

事業者の事業継続のための環境整備に向けて、商工会と一体となった計画

策定、推進を図ります。  

 

具体支援／・第２期経営発達支援計画の策定、推進 

・事業継続力強化支援計画の策定、推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

◯関連施策 

 ・商工観光振興資金貸付金（岩手県） 

  内容／岩手県内中小企業の振興を図るため、中小企業者の事業活動に必要な資金を貸付。 

  ・地域産業活性化企業設備貸与金貸付金（岩手県） 

   内容／経営の革新等により今後の成長や周辺企業への波及効果が期待される中小企業の 

      設備投資を支援するため、（公財）いわて産業振興センターが行う設備貸与事業 

      に要する事業原資を貸付。 

・小規模事業者持続化補助金（商工会） 

・組合制度に係わる組織立上げ支援（中小企業団体中央会） 

 内容／協同組合、協業組合、商工組合、企業組合等の立上げの支援。 

・サービス等生産性向上 IT 導入支援事業（IT 導入補助金・中小企業庁） 
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３．内外の戦術を立てる（地域循環型経済の確立と産業間連携の強化）   
      

 

・地域の暮らしを守り、商工業関連の事業者が町内で

事業を継続出来るような環境づくりのため、少子高

齢化に対応した地域内需要を新たなビジネスとして

事業化することなどが考えられます。加えて、地産

地消を推し進めることで、農業はもとより関連する

飲食業などが活躍出来る場面の創出が可能です。 

・一方、域外での販路により外貨を得て来ることも必 

須な経済環境下にあることから、本町で育て作った 

商品の販売先を確保する必要があります。いわば町 

外で戦うための、押し出すための事業のあり方、商 

品づくりなど、販売先や発注先を想定した取組の支 

援の強化を図ります。 

 

  

 １）地域循環型経済の確立に係わる施策                   
 
① 商店街の賑わい創出のための支援（既存・継続） 

 

施策方向／町内の商店街を形成する商店会は、長い間地域の賑わいづくりに貢献して 

きましたが、取り組み活動も地域・買い物客のニーズの変化への対応も求 

められています。 

今後は街中の休憩スペースやふれあいの場の充実に向け、商店会の創意工 

夫が発揮される取り組みの支援を行います。 

 

具体支援／・商店会の集客や購買力の向上及び魅力ある商店街づくりのための支援 

 

 

② 買い物弱者への支援（既存・継続） 

   

施策方向／町内における高齢者人口の増加、交通機関の利用が不便な地域の拡大、加 

えて新型コロナウイルス感染症により、日用品含めての買い物等への外出 

が難しい状況になってきています。 

日常生活物資の購入が困難な状況にある住民を主な対象として、高齢者の 

見守り活動を兼ねて、日用生活物資の購入に支障が起きないよう、移動販 

売等の取り組みを継続して支援します。 

 

具体支援／・高齢者の見守り活動を兼ねた日用生活物資の移動販売事業の支援 
 

 

③ 地元商工業者と消費者の交流、地域産品の消費拡大（新規） 

 

施策方向／持続型地域社会の実現に向けて、製造者と消費者相互の価値観の共有と取 

り組みとして、ＳＤＧｓでは「つくる責任つかう責任」としてエシカル消 

費などが求められています。 

地元産品の利用、環境への配慮を念頭に商工業者の意識向上、消費者の理 

解・協力が得られるよう、既存のイベント（産業まつり、まんぷくそばフ 
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ェスタ等）での課題発信などテーマ性のある取組、学校給食・飲食施設で 

の提供など、さまざまな機会を活用して意識啓発と消費拡大を進めます。 

 

具体支援／・既存イベントを通した活動推進の支援 

     ・学校給食・飲食施設での地元食材の利用拡大への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 地域生活課題解決型のサービス等への取組事業の支援（新規） 

 

施策方向／町内のみならず多くの店舗の業態が大きく変化する中で、本町では高齢者 

を中心にさまざまな不便さが発生しています。一方、地域で暮らす方々の 

「困った」ことの解決策がビジネスのきっかけとなります。 

こうした町内の生活課題解決への取り組みは、人口減少・高齢化の中で欠 

かすことが出来ない取り組みとして支援を進めます。 

 

具体支援／・地域生活課題解決型サービスへの取り組みの支援 

 

 
◯関連施策 

 ・商店街にぎわい創出支援事業費（岩手県） 

  内容／個店の魅力創出を通じた商店街全体でのにぎわい創出のため、個店の経営力向上 

     や、商店街活性化の取組を実施。 

 ・地域イベントによる地域活性化（商工会） 

  内容／岩手町秋まつり、夏まつり、産業まつりなどを町、観光協会と連携して発展させ、 

     地域資源を活用した特産品の販売やＰＲ。 

 

 

 

 ２）産業間連携による商品・販売力強化に係わる施策             

  
① 農商工連携のための支援（継続・新規） 

 

施策方向／本町では農商工連携促進委員会などにおいてキャベツ、ブル－ベリー、長 

いもなどを活用した商品化に取り組んでいます。こうした農産物の加工・ 

販売を強化するため、分野を超えた連携への取り組みが課題解決への方策 

ですが、農業６次産業化への取り組みも盛んになり、その意義が弱くなり 

つつあります。 

町内における循環型地域経済を促進する上で、事業者の自己完結型でない、 

町内の異分野の連携による商品づくり・販売活動が地域経済活動の裾野の 
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拡大につながるような取り組みが必要です。町内の農産物、加工技術、販 

売・販路確保含めて、地域の様々な生産・製造・販売に関わる経済への波 

及効果が図れる取り組みを支援します。 

 

具体支援／・農商工連携（商品の企画・開発）を促進する支援 

 

 

 

② 農業６次産業化のための支援（継続・新規） 

 

施策方向／町内では、農商工連携において、地元農産物を活用した加工品等の商品化 

に取り組んできましたが、農業者が生産から加工・販売へ取り組むことも 

農業者の所得向上につながることとして注目されています。しかし、加工 

ノウハウなどの改善、販路確保など、今後とも一層消費者ニーズを意識し 

た取り組みが求められています。 

従来の資金融資支援に加え、町内の農産物利用拡大に向けて農業６次産業 

化への取り組みを推進するため、取り組み事業者に対して岩手県や商工会 

等関係機関と連携しながら、取り組みノウハウ、加工技術、商品づくり、 

販売活動、事業計画などを研修会開催、個別事業所支援の強化に取り組み、 

町内での新たな事業活動を育成します。 

 

具体支援／・農業６次産業化への取り組みへの資金融資（利子補填） 

     ・農業６次産業化セミナー等の開催、事業所支援 

 
＊農業６次産業化とは／農畜産物生産者（第１次産業）が食品加工（第２次産業）や流通・販売 

（第３次産業）も関わることで収益力を高める取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯関連施策 

 ・いわて６次産業化ネットワーク活動推進事業（岩手県） 

  内容／６次産業化の取組を拡大するため、商品開発などをサポートする「いわて６次産 

     業化支援センター」の運営を通じて生産者を支援。 

 ・商工業小規模事業経営支援事業費（岩手県） 

  内容／商工会、商工会議所が行う経営改善普及事業及び岩手県商工会連合会が行う商工 

会指導事業等を支援。 

     ・農商工連携による地域活性化（商工会）  

      内容／町、新いわて農業協同組合と連携し、次世代を担う若手農業従事者及び商工業従 

         事者による勉強会・情報交換会等の連携事業「農商工“えん結び”事業」。 

  



- 36 -

 ３）新たな受注に係わる施策                        

 
① 町内商品等の情報発信と販売支援（新規） 

 

施策方向／町内及び周辺市町エリアのみでの販路では、今後の受注量の維持・拡大が 

          望めないここと、加えて商談・販売のデジタル化の加速が予測されていま 

             す。本町の知名度・信頼度を高めるブランド化への取り組みを推進する上 

 でも、従来の枠を越えた受注活動への取り組みが必要です。 

新たな顧客・市場の確保のため、関東・関西圏での展示・販売を通して、 

消費ニーズへの把握、商品のブラッシュアップ対応、販売網の強化を図る 

とともに、商談会等の出展支援を進めます。また、オンライン取引への購 

買シフト化への対応強化のため、ふるさと納税返礼品サイトの充実を図り、 

町内事業者の商品販売先として確保・拡大に努めるとともに、関係交流人 

口の拡大を図ります。 

 

具体支援／・関東・関西圏におけるアンテナショップを活用した情報発信 

・商談会や販売会の出展支援 

     ・ふるさと納税返礼品紹介サイトの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

② トップセールスによる岩手町の産業の魅力発信（既存・新規） 

    

施策方向／本町の知名度・信頼度を高めるブランド化への取り組みを推進する上でも、 

行政等のトップセールス、情報発信は、さまざまな場面で接する機会が多 

くなり、情報発信の手段として有効策と考えられます。 

本町においても、トップセールスを推し進め、本町の良さ、強みを強力に 

発信するとともに、町内事業所のアピール・支援を図っていきます。 

 

具体支援／・アンテナショップ、取引事業所訪問活動、地域産品の紹介・ＰＲ支援 

・バイヤー等を招聘した町内での商談会、事業所見学会の開催 

     ・消費者等を招いての生産・加工現場の見学、体験交流会の開催 

 

   

③ 企業間連携、事業協同化による受注力の強化（新規） 

 

施策方向／本町内の事業所代表の高齢化、事業承継の未確定、業態や地域ニーズの変 

化などを踏まえると、従来の個別事業所での取り組みにおいては、人材・ 



- 37 -

技術・資金面などにおいて出来ることに限界があります。 

今後は、新型コロナウイルス感染症の中で取り組まれているデリバリーに 

係わる飲食店とタクシー事業所の連携のように、事業所の培われてきたノ 

ウハウを持ち寄り、連携、役割分担することで、新たな受注を可能にし、 

次代へノウハウの継承、後継者の発見・育成が出来る機会として生かし合 

うことが可能です。これらの取り組みによって、単独では取り組めない、 

域外の取引、地域課題型サービス事業への参入などを可能とし、町内事業 

所の円滑な新陳代謝にもつながります。こうした連携・協同化に向けての 

取り組みの支援を進めます。 

 

具体支援／・小規模事業者間の協同・協業化による受注の確保・拡大支援 

         ・地域産品のブランディング、新規ニーズへの連携した対応支援 

     ・事業の効率化、従業員教育の強化・雇用環境の改善等の支援 

 

 

◯関連施策 

  ・物産展・展示会・商談会等の情報提供（商工会） 

  ・地域外に販路を目指す事業者支援（商工会） 

   内容／バイヤーを招いての商談会、小規模事業者の新たな販路確保支援や販促活動等の 

      ノウハウ取得支援。 

  ・地域内での販路開拓事業者の支援（商工会） 

・組合制度に係わる組織立上げ支援（中小企業団体中央会） 

 内容／協同組合、協業組合、商工組合、企業組合等の立上げの支援。 
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４．次世代へつなぐ（起業・第２創業・事業承継による地域経済の活性化） 

 

 

・事業主の高齢化が進むとともに、業種形態など事業

のあり方も大きく変化しています。本町の活力維持

のため「新陳代謝」をスムーズに進め、次の世代に

おいても事業展開が図れる環境づくりに取り組むこ

とが現在求められています。 

・新型コロナウイルス感染症も含め、将来的な事業環

境の変化、特にＩＴを活用した社会ニーズにも対応

出来るような取組も不可欠です。特に若い世代が中

心となり変化に対応した事業展開など、これからの

商工業を牽引出来るような仕組みづくりなどを通し

て、先んじて将来につながる産業構造の変化に対応

出来るような支援を進めます。 

 

 

１）事業承継に係わる施策                          

 
① 事業承継・起業に係わる相談窓口の開設・相談支援（新規） 

 

施策方向／今後、町内事業所では事業承継、事業資産の譲渡、廃業などの選択に向け 

て、具体的な取り組み、手続きなどが多くなることが予測されます。 

こうした事業所の課題解決に向けて、庁内に総合的な窓口（振興施策等、 

中小企業等の支援窓口）を設置し、岩手県、商工会、金融機関、加えて岩 

手県事業引継ぎ支援センター等と連携しながら、個別課題に対応出来る体 

制をつくります。 

 

具体支援／相談窓口の設置（現企画商工課内を想定） 

 

 

② 事業承継の促進、マッチング支援（新規） 

 

施策方向／町内事業所の代表の高齢化の一方で事業承継が進まない中、新型コロナウ 

イルス感染症収束後もリスク分散の傾向が強まり、地方進出・事業移転・ 

移住などが増えると予測されています。 

こうした状況や動向に対応するため、後継者が見込めない事業所を中心に 

店舗や施設の見学会の開催、インターンシップ等の就業体験の場づくりを 

通して、新たな後継者の発掘や新規の事業所スペースの確保などにつなが 

るマッチングに取り組みます。 

 

具体支援／・町内事業所や店舗の見学会の開催、インターンシップの斡旋 

・事業承継を想定した試用期間における店舗等施設・設備等の貸与、貸与 

費用の補助 

       

  

＊第２創業とは／事業者が業態を変更したり、新たな別の事業を始めること。  
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③ 円滑な廃業処理の支援（新規） 

 

施策方向／町内では、事業所の経営体力の減少などにより、廃業処理を避けることが 

出来ない多くの事業所の発生が予測されます。 

廃業予定者の施設・設備等の処分、再利用などの有効活用も図りながら、 

廃業に伴う金銭的負担軽減、廃業に関わる諸課題・手続きに関わる相談、 

支援の体制を整えていきます。 

 

具体支援／・相談窓口の設置（現企画商工課内を想定） 

・税理士、司法書士、宅地建物取引士等専門分野の人材派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯関連施策 

  ・岩手県事業引継ぎ支援センター（盛岡商工会議所） 

   内容／岩手県事業引継ぎ支援センターは、「産業競争力強化法」に基づいて、盛岡商工 

会議所が東北経済産業局から委託を受けて設置された公的な相談窓口。 

センターで受付した「譲渡(売り手)」・「譲受(買い手)」の相談企業のデータを 

活用して、事業引継ぎに向けた取り組み(マッチング)を進めることや、相談者の 

ご希望により登録民間支援機関への橋渡しなど中小企業の事業承継を支援。  

  ・事業承継セミナー開催による事業計画策定支援（商工会） 

    内容／事業承継を検討している小規模事業者について、セミナー開催により事業承継ニ 

      ーズを把握し、事業承継計画策定による円滑な事業の継続支援。 

 

 

 

 ２）起業・創業等に係わる施策                       

 
① 空き店舗解消のための支援（既存・継続） 

 

施策方向／町内商店街を中心として空き店舗が多くなり、通りの賑わいが失われると 

ともに町並み景観が殺風景になりつつあります。加えて、買い物や通院で 

商店街に訪れた高齢者などの休憩する場所が求められています。 

商店街の賑わい創出と空き店舗の有効活用を図るため、空き店舗等の利用 

・出店を継続支援します。 

 

具体支援／・新規出店者が町内の空き店舗等に出店する経費の支援 
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② 創業者支援（新規） 

 

施策方向／町内において起業する事業所数は極めて少なく、若い年代の事業所代表も 

少ないのが現状です。新型コロナウイルス感染症収束後の地方での経済活 

動の果たす役割の高まりも見据え、その活動の受け皿の準備も必要とされ 

ています。 

町中の空き店舗や旧学校施設などの活用も含めて、起業、創業、加えて若 

い世代の事業者が事業を始められる場の確保・提供、合わせてさまざまな 

創業支援が出来る体制づくりを進めます。 

 

具体支援／・空き店舗や事務所等を活用したインキュベートルームの確保 

     ・創業に係わる専門家の支援体制の構築 

 

 
＊インキュベート施設とは／創業初期の起業者が利用可能な事務所スペースの提供や経営アドバ 

イスなどの支援が受けられる施設。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◯関連施策 

  ・次世代経営者育成事業費（岩手県） 

   内容／若者・女性等の創業に対するチャレンジを支援するとともに、人材育成、事業承 

      継をさらに推進する「次世代後継者育成塾」を実施。 

・創業セミナー開催による事業計画策定支援（商工会） 

    内容／創業・第二創業を考えている小規模事業者について、セミナー開催により新たな 

事業展開や岩手町の地域資源を活かした６次産業化を目指す創業希望者の掘り起 

こしによる新規事業者の輩出、育成と事業計画策定の支援。 
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岩手町中小企業・小規模企業振興基本計画 

第５章 中小企業振興等の重点プロジェクト           
 

１． 明日を担う人材育成プロジェクト 
 

取組方向／本町の将来に向けて大きな課題は、人口減少・高齢化が進む中で、いかにして地域 

を支え、維持出来るような人口の維持です。とりわけ地域経済や文化芸術の分野に 

おいては町を牽引するような人材の育成、人材の確保により、「人が人を呼ぶ」効 

果が期待出来、人口維持や交流人口の拡大につながることが期待されます。 

そのためには、町内で育った子どもたちが地元で働き、暮らすことを望むような小 

中高校時期の教育、地域環境づくりへの取組が重要です。一度巣立った子どもたち 

が高等教育や社会で学びを深め本町に戻り、さまざまな分野で貢献・活躍出来るよ 

うな人生ロードマップを考え、実現することが、本町のかけがえのない財産として 

結実していきます。 

加えて、新型コロナウイルス感染症によるリモートワーク等ＩＴ活用などの社会の 

デジタル化の急進は避けて通れず、ソサエティ 5.0（創造社会）への移行を念頭と 

した対応が不可欠です。小中高校生に限らず、事業を継続していくためには避けて 

通れない社会へ、町民全体として取り組む意識、環境づくりを進めます。 

 

主な関連する施策／ 

●小中高校におけるキャリア教育の充実、世代間交流 

●若手リーダー育成、支援 

●ＩＴ関連の活用、スキルアップ研修 

●ＩＴ環境等の充実による事業活動の効率化と見える化 

 

取組の全体イメージ 
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○小中高校におけるキャリア教育の展開                                

 

  ステップ① 地元を理解する機会をつくる 

        ・学校教育と連動した取組 

         （町内食材を味わう、生産者との交流） 

         （生産現場や農作業体験を通した理解） 

         （商店やものづくり現場見学、街歩き探索） 

  ステップ② 大人の人たちの想いに出会う 

・世代間の交流を通した新しい発見と気づき 

         （地元学、地域の文化歴史への関心） 

         （大人の生き様や地元への想いを聞く） 

         （一緒に岩手町の将来像を考える）                 

ステップ③ 将来の夢、岩手町の姿を考える 

          ・発表会の開催や情報誌への紹介掲載 

           （小中高校生が発表する機会をつくる） 

        （その後の生き方、地元への関わりへ強く方向付け） 

 

    ステップ④ 岩手町への定着、新たな担い手として活躍 

          ・卒業後、高等教育や仕事を体験して帰郷 

          ・小中学校の頃の「想いへのチャレンジ」 

 

 

○若手リーダー育成への展開                                  

 

ステップ① 上記キャリア教育の学び直しの機会創出 

・地元での取組のあり方を再考する機会 

（現場で役立つ、求めているものを学ぶ） 

（地域に貢献出来る事業、取組を学ぶ） 

ステップ② 実践セミナーによる研修 

        ・地元経営者含めた他分野の講師より学ぶ 

        ・地域課題を通して地域づくりのあり方を学ぶ 

         （行政、地域、各産業等） 

・町内事業所において実践的な取組を学ぶ 

    ステップ③ 先進事例の視察研修 

          ・海外の先進地での研修 

・国内の先進地での研修 

    ステップ④ 事業計画等の作成・発表 

          ・研修を踏まえ、参加者個々の取組計画作成 

          ・研修発表会の開催 

 

                  

    ステップ⑤ 岩手町でさまざまな分野で活躍 

          ・研修での人脈を活かした事業等への取組 

          ・町内事業者の新陳代謝を図る人材 

 

 

＊大きな二つの取組は、「子どもの教育」に係わる分野と「実践的学び直し」に係わる分野にな

り、二つの取組を連動させることにより、地元に定着し、夢をかなえるための具体的な取組支

援が受けられます。      
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２． 地域ブランド形成への取組プロジェクト 

 
取組方向／前章の施策の方向において触れたように、本町においては､持続発展可能なまちづ 

     くりに向けた３つの手法として、「地域への愛着・誇りの醸成（シビックプラ 

     イド）」「まちのブランド化（ブランディング）」「持続可能性の追求（ＳＤＧｓ）」 

  を掲げて取り組んでいます。 

本町のブランド化を具体的に進める考え方として「地域ブランド」が、商工業の振 

興に効果的であり、商工業のみならずさまざまな産業の波及効果が期待出来ます。 

「地域ブランド」とは、まさしく岩手町全体の知名度、信頼度を高め、本町で産業 

に携わり、暮らす町民の「シビックプライド」につながります。 

 

主な関連する施策／ 

   ●いわて春みどり等農産物、食を通したブランド化への取組の強化 

   ●ふるさと納税返礼品を通した町内産商品のブラッシュアップ 

   ●地元商工業者と消費者の交流、地域産品の消費拡大 

   ●農商工連携のための支援 

   ●農業６次産業化のための支援 

   ●町内商品等の情報発信と販売支援 

   ●トップセールスによる岩手町の産業の魅力発信 

 

取組の全体イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊地域ブランドとは、地域を主に経済的な側面から捉えたときの、生活者が認識するさまざまな地域イメージの総体であ 

る。 この用語は、経営もしくはマーケティング分野で使われる「ブランド」から派生した概念であり、「商品ブランド」 

や「企業ブランド」などと同様の体系やダイナミクスを持つ。 したがって、特産品や観光地など実体のあるものを地域ブ 

ランドと言うばかりではなく、「食べ物がおいしそう」「海がきれい」などのイメージを連想させる地名や地形といった 

無形の資産を地域ブランドとすることもあり、その概念は広い。出典: フリー百科事典『ウィキペディア』 



- 44 -

○町内産品の発掘・ブラッシュアップへの展開                                

 

  ステップ① 町内産品・製造加工状況の共有化 

        ・ふるさと納税返礼品の現状を通した可能性 

        ・町内での先進取組事例の報告、勉強会 

        ・町内農畜産物等の資源、商品化への可能性検証 

  ステップ② 個別課題への対応・支援、セミナー等開催 

        ・農業６次産業化への取組を希望する農業者支援 

         （加工ノウハウ、販路、商品化、事業採算性） 

        ・農商工連携などを活用してブラッシュアップ 

         （役割分担、新商品開発等への経営革新） 

        ・共通農畜産物の消費者に向けての販促活動 

         （生産者個別対応から一体化した販促取組） 

        ・商談会や販売会を通した販促活動の支援 

    ステップ③ トップセールスの強化 

          ・アンテナショップ等を利用したＰＲ 

          ・バイヤー等を招いた商談会、販売活動 

           （生産・加工現場、岩手町をアピール） 

 

    ステップ④ 町内事業者の生産・商品力向上 

          ・オンライン取引の時代にも生き残れる事業 

          ・岩手町の農畜産物等商品の評価の安定 

 

 

○地域ブランドへの展開                                  

 

ステップ① ブランディングへの方向性の確立 

・シビックプライドも含め、目標・着地点の確認 

・ブランディングの取組体系の構築 

・町民、事業者にも分かる、役割への理解 

  ステップ② ブランド要素への重点的テコ入れ 

        ・農畜産物の品質管理、基準の設定、明確化 

・利用拡大のための加工品等の商品づくり強化 

・購入者の拡大、安心安全など信頼度の向上 

          ・地元消費、飲食・給食分野での利用 

    ステップ③ 情報の発信、マーケティングへの活用・強化 

          ・農畜産物の情報の発信、一元化 

・アンテナショップ等を利用したＰＲ 

・首都圏等購入者の意向把握、商品への反映 

・岩手町ファンを生産現地に招待（交流人口） 

・ファン自身が信頼する岩手町の情報を発信 

                  

    ステップ④ 継続的なブランド管理 

          ・信頼度を常に維持、農畜産物の品質管理 

          ・農産物や町の情報を絶え間なく更新・発信 

 

 

＊大きな二つの取組は、「商品づくり」に係わる分野と「情報の的確な発信」に係わる分野にな

り、二つの取組を通じて消費者から信頼・信用され、ファンとなり、岩手町のイメージが好ま

しい評価を受け、ブランドとして受け入れられます。      
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３． まちなか活性化への取組プロジェクト 
 

取組方向／本町のまちなかは、車を利用した買い物行動へのシフトにより、空き店舗が増加し、 

その活用やまちなか機能・賑わいの維持に苦慮しています。高齢者等買い物弱者に 

対応した支援の充実に加え、今後はまちなか再生を念頭にした若い世代、新しい業 

態の創出により、まちなかの魅力を高めることが必要です。 

新たな「まちおこし」と期待される「クラフト市」を一つの契機として、商店街・ 

商店会の協力を得ながら、出展、集客の交流人口を高めるとともに、出展をする方 

々の町内での製作の場、展示発表の場を設けるなど、町内への移住や起業につなが 

る支援体制を行っています。 

これらクラフト関連に留まらず、ＩＴ関連、地域課題解決型のサービスに取り組む 

グループ・事業体などの起業拠点、指導が受けられるインキュベートルーム等の確 

保・運営の支援に取組みます。まちなかの新陳代謝はこうした人々が集まり、情報 

を発信し、手を加えていくことで確実に前進します。 

 

主な関連する施策／ 

     ●クラフト市を通した事業者の発掘、地域工芸品の育成・支援 

     ●空き店舗解消のための支援 

     ●創業者支援スペースの設置 

     ●地域生活課題解決型のサービス等への取組事業の支援 

     ●企業間連携、事業協同化による受注力の強化 

      

取組の全体イメージ 
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○クラフト市の展開                                   

 

  ステップ① クラフト市の継続開催 

        ・地元商店会との連携と相乗効果の発揮 

        ・地元商店を活用して展示や発表会 

  ステップ② 作家・加工資源の発掘 

        ・地元製作者の発掘、町外作家の協力・活動拠点 

        ・町内の活用資源の発掘、試作等可能性の検討 

    ステップ③ 製作工房の提供、技術的支援 

          ・町内での製作場所の提供（空き店舗や校舎等） 

          ・製作技術者の招聘、技術・デザイン・販売指導 

 

    ステップ④ まちなか工房での活動充実 

          ・常設展示・販売スペース、製作スタジオの併設 

          ・工房や販売施設に係わる雇用の発生 

 

 

○若手創業支援の展開                                  

 

ステップ① ＩＴやアート関連を中心とした移住喚起ＰＲ 

・地元事業者との共同求人・移住促進情報の発信 

・デジタル化に向けた研修、活用への取組 

  ステップ② 受け入れ、チャレンジスペース等の確保 

        ・地元事業所のお試し的受け入れ、生活支援 

        ・起業出来る場所、仕事環境の提供 

    ステップ③ 経営・マーケティング等支援体制の充実 

          ・経営、事業計画に係わるノウハウ等の支援 

          ・販売、集客に係わるノウハウ等の支援 

 

    ステップ④ まちなか拠点を活用したビジネス展開 

          ・ＩＴ等を活用したビジネス、町の情報発信 

          ・新たな起業家や事業家との交流や町へ誘引 

 

 

○事業協同化等の展開                                  

 

ステップ① 町内事業者間の地域ニーズへの対応検討 

・地域ニーズの調査、需要対応への絞り込み 

      ・新規事業展開のイメージづくり 

  ステップ② 事業協同化等組織の立ち上げ 

        ・個社の専門性や人材の集結、初期投資軽減 

        ・公的事業への参入、信頼の確保、リスク軽減 

    ステップ③ 個別課題への商品・サービス構築、提供 

          ・例：買い物、送り迎え、見守りサービス 

             地域食材収集、配食、建物管理サービス 

 

    ステップ④ まちなか拠点を活用したビジネス交流・人的交流 

          ・若手後継者への事業ノウハフの継承 

          ・新たな地域ビジネスへの試験的取り組みの場 
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岩手町中小企業・小規模企業振興基本計画 

第６章 実現化方策                      

 

１． 推進体制 
 

 

○施策の具体化 

 

 本振興基本計画は、岩手町総合計画

（2021～2030）と連動させ、総合計画

の実施計画の中で施策を具体化してい

きます。 

 また、町の施策として不十分な取組 

は、岩手県、商工会等の取組も活用・

連携を図りながら取り組みます。 

 

 

○推進体制と計画の検証 

 

推進体制は、現在のイメージとして

既存の商工業等に関わる委員会におい

て計画の検証、推進を行うことが効率

的と考えています。 

 

 

○相談窓口の設置・関係機関との調整 

 

振興施策等、中小企業等の支援のため、庁内に相談窓口を置き、関係部署との調整を行う

とともに、相談案件によっては岩手県、商工会等関係機関への橋渡し的な役割を担うことを

考えています。 

 

 

○振興計画の見直し 

 

本振興基本計画は、５年間の取組の計画ですが、経済情勢含めて社会の変動がめまぐるし

いことに配慮し、計画期間中の施策の見直しを行うこととします。 

 

 

２．役割分担・連携 
 

関係者の役割分担は条例に定められていることを踏まえ、相互の連携や交流が図れるよ

うな取組が必要と考えています。 

 

○町の役割 
・町は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的

に策定し、実施します。 

・町は、中小企業・小規模企業が地域経済の活性化並びに町民の生活の向上及び交流の促進

に資する事業活動を通じ自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについ

て、町民への理解を深めるよう努めます。 
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   ○中小企業者等の役割 
・中小企業者等は、基本理念に基づき、その事業の持続的発展を図るため、自主的に経営の

改善及び向上を図るよう努めてください。 

・中小企業者等は、地域社会を構成する一員として地域社会との調和を図り、暮らしやすい

地域社会の実現に向けて貢献するよう努めてください。 

 

○商工会の役割 
・商工会は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営の改善及び向上に積極的に取り組むと

ともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めてく

ださい。 

 

○金融機関の役割 
・金融機関は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営努力を支援するよう努めるととも

に、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めてくださ

い。 

 

○町民の役割 
・町民は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業が地域経済の活性化、雇用環境の整備

等、町民生活の向上において重要な役割を果たしていることを踏まえ、中小企業・小規模

企業の健全な発展に協力するよう努めてください。 
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３．年次別事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存 3 4 5 6 7

①まちの企業を知る事業（仮）
学生を対象に、町内企業の見学会等を行い、地元企業の魅力を知り、

地元への就業意識の醸成を図る。

②若手リーダー育成・支援事業（仮） 本町を担っていく人材育成として研修費等を支援する。

①雇用創出・スキルアップ事業
　（若年者雇用奨励金）

若年者（35歳以下）を雇用した場合、30万円/年交付する。

30万円×９人＝270万円 ●

②女性・シルバー人材就労支援事業（仮） 女性・シルバー人材の就労支援を行う。

③雇用支援事業（仮） 小規模事業者等が行う雇用等の支援を行う。

④外国人労働者支援事業（仮） 外国人労働者が行う、必要な手続き等の支援を行う。

①雇用創出・スキルアップ事業
　（新規雇用等研修費補助金）

新規雇用者の資格取得や研修経費を助成する。

補助率1/3、1人5万円、1事業所15万円まで ●

②ＩＴ活用事業（仮） キャッシュレス決済などITを活用した商取引等を支援する。

１．人材を育てる

２）雇用の確保に係わる施策

１）将来につながる人材育成に係わる施策

事業概要事業名
事業年度

３）キャリアアップに係わる施策
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既存 3 4 5 6 7

①SDGs姉妹都市推進事業 SDGs姉妹都市連携、R3〜4:１都市、R5〜 :２都市(１都市追加)

①SDGs産業振興事業
商材・販路開発、起業・創業支援(スクール運営、経営支援、補助金)、

特産品情報発信コンテンツ

①SDGs人材育成事業 リビングラボ、 人材育成研修

①SDGs未来都市構想事業 SDGs環境戦略、SDGs普及啓発

②地域産業活性化事業
農商工連携による地域ブランド確立を目指す。

小規模商品開発支援、大縁会、サロン

①小規模商品開発調査費等支援事業 商品開発・リニューアル費用等の補助 ●

②クラフト市等開催事業 クラフト市の開催を支援し、観光客の増大を図る。 ●

②工芸品等普及支援事業（仮） 工芸品のPR、事業化の支援

③町内産品ブラッシュアップ事業 ふるさと納税返礼品等のブラッシュアップ支援 ●

①店舗改装・設備更新等補助事業
町内の事業者が改装・設備更新した際の費用の一部を助成する。

補助率1/3　限度額300千円 ●

②中小企業振興資金貸付事業 振興資金の利子・保証料補給等の支援 ●

④商工会と連携した振興支援 町と商工会が連携した事業者支援を行う。 ●

２．地域力を伸ばす

１）地域ブランドに係わる施策

事業概要事業名

２）新たなニーズへの対応に係わる施策

３）事業環境の向上・充実、経営基盤の安定化に係わる施策

事業年度
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既存 3 4 5 6 7

①商店街の賑わい創出のための支援 各商店会が行う取組への支援。 ●

②買い物支援事業 買い物弱者対策として、移動販売事業への支援。 ●

③地元商工業者と消費者の交流、地域産
　品の消費拡大

既存イベントを通じた活動推進の支援。

地元食材の利用拡大支援。

④地域生活課題解決型のサービス等への
　取組支援

地域生活課題解決型ｻｰﾋﾞｽの取組への支援。

①②農商工連携・６次産業化支援事業
　（仮）

農商工連携等の促進・支援

①町内商品等の情報発信と販売支援
アンテナショップ等を活用した情報発信。商談会等の出店支援。ふる

さと納税返礼品サイトの充実。

②トップセールスによる産業の魅力発信 イベント、商談会、地元事業者等のPR。

③企業間連携、事業協同化による受注力
　の強化

小規模事業者間の協業化等の支援。

３．内外の戦術を立てる

１）地域循環型経済の確立に係わる施策

２）産業間連携による商品・販売力強化に係わる施策

３）新たな受注に係わる施策

事業年度
事業概要事業名

既存 3 4 5 6 7

①事業承継・起業に係わる相談窓口の開
　 設・相談支援

事業承継相談・支援窓口

②事業承継支援事業（仮） 事業承継のの支援、促進のＰＲ｡

③円滑な廃業処理の支援 廃業の相談、支援｡

①空き店舗・空き家解消事業
空き店舗等を活用して創業する際の改装費等を助成｡　改修100万円

補助率1/3、家賃36万円補助率1/2 ●

事業年度

２）起業・創業等に係わる施策

事業概要事業名

４．次世代へつなぐ

１）事業承継に係わる施策
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岩手町中小企業・小規模企業振興基本計画 

資料編                            
 

１．中小企業・小規模事業者ヒアリング概要 

 

○商工会理事会との交流会・主に雇用課題について（令和元年 12 月５日、於／岩手町商工会） 

 ・後継者が４割ほど決まっていない。 

 ・雇用は欲しいが、雇っても 3 ヶ月程度でやめる、仕事がこなせない者が多い。 

 ・電気系であるが雇用は欲しいが、建設分野としては大変である。ヘルメットを装着する仕事、 

  介護や飲食系の仕事は大変である。 

 ・女性部部長を務めており 70 代である。事業は私の代で終える予定。 

 ・一番の課題は従業員不足であり、ハローワークでも人がいない。小さい工場では自分の知り合 

  いを通じて探している。条件の良い盛岡の方には勝てない。 

 ・息子が継ぐか分からない状況で、自分が一番つらい。何とかいる人数でやり繰りして仕事をし 

  ているが、他の勉強をしたいとやめていく事がある。 

 ・まだまだ働きたいのが親世代、頑張っているのでなかなか若い世代が自由に出来ない。新陳代 

  謝が出来ない商店会の問題。 

 ・イベントをやることは商店主も大変である。運営参加することで、逆に店を開けられない、店

に居て販売出来ない。クラフト市は、店を開けて居ることが出来たし、人も町内に流れて来て、

良いイベントであった。 

 ・大規模農業では外国人労働者にたよらざるを得ない。今後は輸入が多くなり価格も下がってく 

  ると予測されるので大変である。 

 ・人手不足の中、大きめの会社と業務提携をしながら、何とか事業を維持している。 

 ・川口商店会は店そのものがないような状況、個人で 42 年間やっているが今は女房一人でやっ 

ている状況。売上げも１／３～１／４に減少している。 

  ・昭和 48 年よりこの町に来て仕事に従事。名古屋に本社があり 65 期目、海外は天津からベトナ

ムにシフトしている。自分の岩手工場の後継者は地元出身。小ロットの受注にも対応している

が、仕事量が減って来たので現在人手不足感はない。雇用は女性なので比較的確保出来るが、

保育園等の休みも多い。 

  ・人口減少の中で、葬儀も減少が予測される中、互助会など大手なども進出しており厳しい事業 

   環境である。生活習慣の変化も合わせて、小規模化が進み、売上げ減少傾向。10 人の従業員で 

   業務を簡便化、おろそかに出来ないので、計画的に休みを取らせることが難しい。 

  ・農機具の販売は八幡平や玉山までエリアを広げ事業をしているが、農業の法人化が進むなど、 

   販売単価が高くなりつつあるが、その中で入札など競争により利益率が減少する傾向である。 

   まだ息子が継ぐかどうか分からない状況。 
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○商工会女性部員・青年部員との意見交換（令和２年２月４日、於／岩手町商工会） 

 ・女性部と言っても、この通り高齢化が進んでおり、若い方々が居ないので活動に限界がある。 

・町内の病院、特に夜間の利用態勢が弱く、自分たちも含めて高齢の方たちは不安な状態。 

 ・街中で買い物や用事に来ても、お茶を飲んだり、休んだり、おしゃべりが出来るような場所が 

  不足している。 

 ・子どもたちのスポーツ活動など、学校の先生方も多忙なので頼れない面があり、父兄や家族が

付き添いなどの時間が取られている。 

 ・なかなかスマホの使い方も難しく、ましてやキャッシュレス決済への対応にもついていけない。 

  親切丁寧におばちゃん達にも教えてくれる人が欲しい。 

 ・事業を継ぐ若手がいなく、おばちゃん達が今のところは頑張っている。今後のことを考えると

息子たちには事業を継がせたいとは考えていない。 

 ・町内では飲食店が少なく、地元食材にこだわって提供している店も少ないように思える。 

 ・ＩＴの仕事ならば岩手町内でも出来る状況になったが、具体的に商業者等への支援までは手が

回らない状況である。 

 ・町内のタクシー業者として、今後の事業のあり方について模索している。運送の分野について

も時代とともに地域のニーズの変化もあり、どのような取組が将来的な事業、地域で成り立つ

事業なのか課題を抱えている。 

 

 

○岩手町まちづくり会議「農商工業者編」（令和２年２月 20 日、於／森のアリーナ会議室） 

 出席者／町内の農商工業者 20 名、町職員 10 名、講師１名、Ｐサポ支援１名 

 方式／ワールドカフェ形式 

 実施内容等／ 

  ・岩手町内の商工会に所属している農商工業者らを参加対象として開催した。 

    ・講師は子育て世代編と同様に山口覚氏を招いて実施した。 

    ・「これからの岩手町に大切なこと」 をテーマに今後の岩手町のことを広く考えた。 

    ・話し合いは、テーブル内で意見交換を行い、 一定時間が経つとテーブル内のメンバーを入れ

替えるワールドカフェ形式で実施した。また、メモをしやすくするためにクラフトペーパー

でテーブルを覆い落書き感覚で手元に記入しやすくした。 

    ・話し合いの結果の一部を技粋して以下に掲載する。 

 

  ●結果の一部抜粋 

    ・岩手町の魅力を発見するために、 ①様々な年代や業種の町民から情報を集める、②体験農業

等のイベントを企画する、③町外来町者から情報を集める。 

    ・地元の事業所のことをもっと町民に知らせる必要がある。若い人が地元に残ることにつなが

る。 

    ・一番お金をおとしてくれる夜の岩手町を充実させる。 子連れで行きやすい飲食店や、他から

来た人達にお勧めできる飲み屋さんなどを増やす。ーヶ所に集めて飲み屋街をつくろう。 
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・地元企業を大事にする。行政、地域、企業が連携することで地元企業が発展し続ける環境。

そして周辺エリアと連携して魅力を高める。 

    ・地域に外部の者を受入れない風潮があるので、もっと柔軟に受入れる空気作りが必要。 人口

減少している状況で外から人が入ってくるのはとても重要。 

    ・若者がやりたいことを実現する。そのために創業を増やす。起業したくなる環境、利用でき

る資源が整理されて使いやすくなるシステム。 

 ●宿泊機会の充実 

・イベントをしても宿が無い。 

   ・新幹線の駅があるのに宿泊施設がないので、お金が地元におちない。 観光と結びつけること

も大切。 

・宿泊できる方法を考える。としまえんのメリーゴーランドを岩手町に、ゴルフ場に宿泊でき

るように。 

  ・飲食店、宿泊施設の増加。他所から人が来ても施設が少ないため。 

 ●岩手町の魅力づくりと現状把握  

・岩手町では何かこれってものがない。 

・岩手町の魅力を発見するために、①様々な年代や業種の町民から情報を集める、②体験農業

等のイベントを企画する、③町外来町者から情報を集める。 

      ・岩手町の星空はきれい。 石神の丘美術館にプラネタリウムがほしい。 

・観光、魅力の発信と宣伝。 

・住む人を増やすことはなかなか難しい。 なので、遊びに来る人を増やす。クラフト市などを

利用。大町商店街を自由に使っでイベントをやっていいよ。 

   ・「農」と「食」のあるまちの発信。さまざまな食材を地元で活かす。食文化の充実、レスト

ラン（農家）、まちなか飲食（つまみ）、郷土食の復活。 

  ・祭り（秋祭り）。今自慢できるもの、継承。  

・岩手町って何？の「何」を明確にする。わかりやすいまちづくり、わかりやすい情報発信。 

  ●既存産業や店舗の維持 

    ・小さなお店をなくさないために、多少の負担増はあるが地元の店を時々利用する。 

    ・地元の事業所のことをもっと町民に知らせる必要がある。若い人が地元に残ることにつなが

る。 

・一番お金をおとしてくれる夜の岩手町を定着させる。子連れで行きやすい飲食店や、 他から

来た人連にお勧めできる飲み屋さんなどを増やす。一ヶ所に集めて飲み屋街をつくろう。 

・農業対策。担い手確保、若い後継者が必要。所得が得られる経営で定着。 

・自然を活かす、資源を活かす。農林業を見直す。仕事に結びつけて考える。 

  ・消えていった製造業を復括させる。 

・産業としての農業が町をリードしていく。元気を出すこと。 

    ・町内での消費活動をより深めることで、より町の自主財源が多くなり自分たちに還元される

と考える。自主財源が増えると子ども達、福祉の充実にもつながると考えます。 
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・経済、教育、文化の３つをより深く考えることは岩手町の発展につながると考える。経済の

安定は町の安定、心の安定であり幸せ感が感じられ、人口増にもつながると考えます。 温泉

や観光にもつながる。 

・働く場所を提供する。キロサ肉畜生産センター肥育牛が約 9000 頭。 Ｕターン、Ｉターン、 

Ｊターンの情報発信をＳＮＳやＨＰで。伝えたいことはやりがいと、岩手町の魅力、自然、

人柄、空気。 

    ・農商工の連携をさらに深めること。今までの連携は表面的なものであり、もっと深める必要

があると考えます。お金は町内で使おう！ 

・地元企業を大事にする。行政、地域、企業が連携することで地元企業が発展し続ける環境。

そして周辺エリアと連携して魅力を高める。 

・子ども達が憧れる仕事づくり。 農家でも製造業でも商店でも、町内にある職業体験を小学生

からできるようにする。キッザニアのようなものを取り入れる。 

・知名度の向上。岩手町とは？と聞かれ答えが出ない。他の地域の人は良く知らない、なので

人が来ない。美術館（石）の他にもインパクトのある印象を与えたい。  

  ●人口対策の強化  

    ・人口を減らさないために、①子育てしやすい町、②未婚の男女を少なくする活動やイベント、

③若い人達に町内の働く場所の情報を。 

   ・若者が定着できる町。 

    ・地域に外部の者を受入れない風潮があるので、 もっと柔軟に受入れる空気作りが必要。人口

減少している状況で外から人が入ってくるのはとても重要。 

    ・教習所の合宿を利用する人を農繁期の農家のお手伝いにして、合宿費の値引、 農家の働き手

確保につなげる。 

・転入するメリットが具体的に明示されていると、希望者が検討しやすいのではないでしょう

か。 

    ・岩手町の良いところを発信する、若い人達にもわかってもらう。 

    ・Ｉターン、Ｕターンが可能になる、したいと思う町。仕事、インフラ、情報の発信。 

    ・人口減少しないために、職場の確保、サポートの充実（長期計画）。 

    ・人材確保、人をつくる。合宿所、宿泊所を作り他地区（外国も合めて）から人を呼ぶ。 

    ・交流人口を増やす。そして定住したいと思える町にする。（今は）産婦人科がない。 

    ・（人口増加は困難なので）交流人口を増やし町を活性化させる。（人がいるだけで飲食店や

宿泊施設が増えるかも。雇用の場が増える、若年人口も定住するのでは）交流人口の増加策

として、地域行事（祭り）への参加、観光の目玉をつくる、ゴルフ場の活用。 

  ●町内の教育の魅力向上と発信 

・地元の高校が特徴のある学校になれば全国からきてもらえるかもしれない。  

・沼宮内高校があるので高校生の活躍、意見を出せる会合があっても良いと思う。 

  ・教育の充実。専門知識の教育、仕事へ活かせる教育。 

・人材の育成！光る人、光るものの発掘、育成。 

 ・学校を整備しそこに学ぶ人を増やす。 他地区の人に岩手町の特徴を発信する。 ホッケーの

町、スポーツの町、農林業の町を目指す。 
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・人づくり。沼宮内高校に特徴ある学科を。 

・岩手町の職場紹介。農商工を小中高校生にＤＶＤで。 

  ・働く場の確保？高校生が町外へ出て行く。沼宮内高校を実業科に変える。 

   ・子どもへの地場産業の取り組みの紹介。 

  ●空き家や空き施設の利活用 

・空き家を減らし、密度の濃いまちづくり。リノベーションを進める。 

・空き家対策。「空き家バンク」があるが紹介されている物件の状況がひどく、気が引ける。 

    ・廃校から廃校へ行くマラソン大会やトレイルラン大会を開催して、岩手町の各地を巡っても

らい、町を知ってもらう。 

    ・空き家の利用。産直等につかう。 

  ●新しい仕事や事業の創出 

・若い人の仕事場がない。 

    ・新規創業に対するサポート体制が薄いと感じる時がある。人柄が良いと思うので話し合い相

談できるのでは。      

・食と農。岩手町の多様な農産物の情報発信、六次産業化（農家レストランなど）。 

  ・就農希望者が独り立ちできるまで４年から５年のバックアップ体制をとってサポ一トする。 

  ・ＩＯＴやＡＩなど先端技術を冬の農閑期に学ぶ場をつくり、夏の人手不足解消につなげる。 

  ・閉園するとしまえんのメリーゴーランドを岩手町に移設して、石神の丘の目玉にして観光を

増やす。 

・働く場所を作る。 

・雇用対策。働く場が地元に必要。少子化、人口減少対策にもなる。 

   ・「クラフト」が根付くまち。作り手の工房、住まい、活動の拠点。廃校の利用。産業として

の取り組み。移入人口（他からの移住）。 情報の発信者。 

・昨年のクラフト展では女性中心に入が集まった。今後も年に１～２回実施してより人を集め

る。 

    ・岩手町に人を呼び込むためにとしまえんのメリーゴーランドを岩手町に持って来る。人が集

まればホテル等も出来る。 

    ・働く場を作り若い人を呼び込むこと。 

・働く場をつくる。起業しやすい環境の整備。 

    ・若者がやりたいことを実現する。そのために創業を増やす。起業したくなる環境、利用でき

る資源が整理されて使いやすくなるシステム。 

    ・産業の誘致。北上のようなインフラを整備した工業団地。とにかく入を呼び込む職場があれ

ば人の定住も促せる。  

  ●インフラや交通手段の活用と充実 

    ・新幹線駅の利活用！二次交通の改善、人と人をつなぐ、他市町村とつなぐ。 

    ・岩手町で生まれて、育ち、働いて、子を育て、健康で長生きして、幸せに生を全うできるイ

ンフラ整備が大切だと思います。 

    ・新幹線をもっと使ってもらえるようなイベントや観光が必要では。 

    ・買い物や移動するのに自家用車がなくてもいい方法。 
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    ・町内の区画整理と歩道の整備。 子どもと老人にやさしい歩道、安全のため。 

    ・伸び代すごい新幹線駅！乗降客数の少ないいわて沼宮内は新幹線駅 として伸び代しかない。

前向きにとらえ駅の機能や役割を大胆に見直し、お金を掛けずに人が降りたくなる仕掛けを

つくっていく。そのためのアイディア会議をたくさんやる！ 

    ・川口のパークタウンのような住宅地の整備。今の岩手町は家が建てづらい、もっと整備した

区画を作り定住者を呼び込む。 

  ●集まる場、飲食できる場づくり 

    ・労働者が働いた後（業務終了後）に過ごせる場の創出。 

    ・駅のまわりににぎわいを作る。 

    ・人の集まる場の提供。人の集まる所から活性化が始まる。経済効果も上がる。 

・新たな拠点として役割。町の人が立ち寄る、周辺市町村、移動、岩手町でワンクッション、

街中を歩廻る。 

・アート、食等がある町。立ち寄る機会、理由付け。 

    ・北上川の源。何かあると思う。流域圏との交流。 

    ・盛岡商圏を利用したイベントの活用を利用する。 

    ・第１次産業の活性化、就業人口の増加。肉や野菜を利用できるすてきなレストラン等の開設。 

    ・たくさんの人を呼び込むための観光面での取り組みを行うこと。例えば、マラソン大会やト

レイルラン大会と地場産品を組み合わせる。祭りと YouTube を組み合わせる。 

      ・世代間の交流イベントにより、それぞれの地域でのつながりを強くする。 

    ・近隣他市町村との連携。 地域として人を呼び込む手法が必要では？単独でやる時代では無 

い。 

・大人が全力で楽しむ町。岩手町はシルバーパワーがすごいですが、楽しんで生活を送ってい

る姿を子ども達に見せることによって、子ども達も「ああいう大人になりたい」と思う。そ

のためには、岩手町の大人達が人生を楽しみ、明るく前向きに暮らすことが大切。仕事でも

趣味でも、仲間達と協力して楽しむことを岩手町の大人達が率先して行動することが大切。 

 

 

○新型コロナウイルス感染症拡大の中での事業状況（令和２年６月 19 日、於／岩手町商工会） 

 ・旅館業を営んでいるが、学生たちの大会（ホッケーやサッカー）が中止されて宿泊利用がない

状況。今後の対応のため、飲食や仕出しへの展開も検討中。 

 ・スナックを経営しているが、自粛休業している。町内の何店かのカラオケを廻る年代もあるこ

とから、早くそうした場所を提供したい。 

 ・葬儀関係では、従来のやり方では出来なくなり、葬儀の形態も変わった。行政も介在してルー

ル化したことで、小規模・近親者のみの形式となっている。参列者が少ないため、一つの葬儀

の費用が２割程度は減少している。 

 ・緊急事態宣言中はコンビニ客も減少し、特にお出かけもないので土日や週末が少ない。利用時

間帯も帰宅が早いので夕刻から減少傾向。６月になってから少しずつ回復傾向。 

 ・給油スタンドでは、建設・一次産業も動きが悪いので需要が落ちている。プロパンガスも飲食

等業務系の利用が減少のため売上げ減少。 
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 ・リフォーム等については、まだ県内はそれほど落ち込みはない状況。 

 ・資金的には、３月頃から政策公庫が先行して取り扱われ、その後銀行の対応が増えてきている

ので資金調達は出来るが、いずれ新たな借金が増えるのがつらい。 

・夏に向けてエアコンの需要も叫ばれており、設置のための人員が確保が出来ておらず、特に小

規模事業者は求人活動に苦慮しており、町内でまとまって取り組む必要も感じる。  

・町内には司法書士や不動産業者もなく、税理士なども含めて士業の空白地帯である。 

 

 

○商工会理事会との交流会・振興基本計画案について（令和２年 11 月 25 日、於／岩手町商工会） 

 （計画案について） 

・専門人材派遣について、具体的な費用負担に触れても良い。 

・ＮＴＴがらみのセールスが多くなっているが、問題もあるので商工会や役場で対応して欲しい。 

 ・総花的であるが、どのくらいの規模の支援にするのか分からない部分がある。 

 ・非常に良い計画だと思う。特に雇用については自分のところでも困っているので。 

 ・事業を継続していくことが大変なので、個々の問題でもあるがカップリングなどの施策も大切 

である。結婚しないという社員もいるが、何かしらの結婚への施策が欲しい。 

 ・飲食店の立場で、人材育成や地域を良くして行くという時に、コロナ禍の中では心配な環境で

ある。 

 ・飲食店は収入がなくなり、やっていけない状況で、自分の近くにも感染者が出てくると、コロ

ナ支援があってもいつまで続けられるか分からない。 

 ・すべての企業に影響が出てくるので、来年あたりまでこの状況が続くとすれば、もう少し助成

をして欲しい。 

 ・注目しているのは西和賀で、何もないけれど、大根漬けやわらびなど美味しいものを発信して

いる。ゆうパックなどを使い売り込みもうまい。何かやらねばならず、６次化など施策を強調

して欲しい。 

 ・秋祭りは２～３日間に限られているので、通年型の楽しめるものがあると良い。いつ行っても

楽しめるもの、インパクトがあるものを一緒に考えたい。 

 ・山林の活用方法を考えているが、たまに太陽光発電のＰＲなどが来るが、誰かが管理してくれ

れば良い。 

 ・一般町民ががんばらなければならないことが肝である。 

 ・振興計画の周知は単なる回覧板などの情報発信だけでは、厳しいところがある。 

 ・町民への落とし込みも一つのプロジェクトとして考えて欲しい。 

 ・町民へ意識の疎通が出来る工夫が欲しい。 

 ・いろいろ商品開発を考えており、トイレの水洗化など要望書に提案している。 

 ・リビングラボに生かせるような指導が欲しい。 

 ・コロナ禍の中で、買い物の難民も多く、川口あたりでも高齢者が多いので、苦労している人が

いる。 

 ・交通事故が多くなってきており、日中や早めの点灯を行政機関などで徹底して欲しい。 

 ・商店会で初売りは難しいとおもっているが、何か変わるものをやりたい。 
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 ・クラフト市は期待していたが、コロナで中止となり残念であった。 

 ・ウィズコロナとして、何か出来るものから考えていかねばならない。 

 ・廃業支援については自身ぐっときたが、今出来ること、再利用など支援の仕組みが大切。 

 ・ＩＴ化やデジタル化については、委員会でも話したが、意識を高めるために大きく取り上げる

ことが大切である。 

 ・県内、国内でも取り残されないよう、最先端のまちであって欲しい。 

  

（目指す目標について） 

・振興計画の目指す姿はホッケーの町のような、元気なまち・岩手町のような簡単なものが良い。 

 ・人を集めるのが難しいので、人が集まってくるようなこと。 

 ・沼宮内高校など、高校の時から洗脳させること。 

 ・現在の案の「まち」はどちらも要らないと思う。このまま使うのであれば。 

 ・これに向かってがんばろう！というようなイメージ。 

 ・もっと分かり易いもので良い。小さな店も頑張るんだよ、が前面に出れば良い。 

 ・岩手町で暮らして良かったことに繋がる「喜び」が究極。 

 ・俳句のように５７５調のように当てはめたら良いと思う。 
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２．岩手町中小企業・小規模企業振興基本計画策定委員会及び策定経緯 

 

○委員名簿 

 佐々木光司（岩手町 町長）＊委員長 

 八戸 保彦（岩手町商工会 会長）＊副委員長 

 吉田 和彦（岩手町 副町長） 

 瀧澤 信一（岩手県盛岡広域振興局経営企画部産業振興室 特命参事兼産業振興室長） 

 佐々木ユカ（岩手県盛岡広域振興局経営企画部産業振興室 特命参事兼産業振興室長）＊後任 

 三ヶ田誠二（株式会社東北銀行沼宮内支店 支店長） 

 広瀬  健（株式会社岩手銀行沼宮内支店 支店長）＊後任 

 及川  茂（岩手県商工会連合会 主幹）  

 菅原宏太郎（岩手県中小企業団体中央会 連携支援部部長代理） 

 飯島 二郎（(株)飯島産業岩手工場 相談役） 

 佐藤  守（みなみよ～とん株式会社 代表取締役会長） 

 藤澤 暁宏（有限会社ふじさわ 代表取締役） 

 大坊 邦子（岩手町婦人団体連絡協議会 会長） 

 千葉 一幸（岩手町農商工連携促進委員会 委員長） 

 

○事務局 

 竹花 勇治（岩手町企画商工課 課長）  

 本田 桂一（岩手町企画商工課 主幹兼課長補佐） 

 佐藤 博光（岩手町企画商工課 係長） 

 高橋 幸男（合資会社高橋デザイン事務所 代表社員） 

  

 

○策定経緯 

 平成30年12月12日  岩手町中小企業・小規模企業振興基本条例 制定 

 平成 31 年４月１日  同条例 施行 

 令和元年８月１日  基本計画策定業務委託契約を締結 

（委託先：合資会社高橋デザイン事務所）  

  令和元年 10 月 23 日   第１回策定委員会開催 

・計画策定の趣旨について 

            ・計画（案）の骨子について 

            ・企業者アンケート調査票について 

                      ・計画策定ロードマップについて 

  令和元年 11 月 12 日  岩手町中小企業・小規模企業者アンケート実施 

             ・339 事業者（商工会会員 329 者、農業法人 10 者） 

  令和元年 12 月５日  町長・副町長及び関係課長と商工会役員との懇談会 
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             ・基本計画策定に係わる意見交換会 

  令和元年 12 月 20 日  第２回策定委員会開催 

             ・企業者アンケート調査結果について 

             ・基本計画（案）の進捗状況について 

            ・計画策定ロードマップの変更について 

  令和２年２月４日  関係者ヒアリング 

            ・商工会（女性部、青年部）ほか 

令和２年２月 20 日  まちづくり会議「農商工業者編」 

          ・まちの現状、課題について 

          ・まちの将来像について 

  令和２年３月 26 日  第３回策定委員会開催 

             ・基本計画（案）の進捗状況について 

  令和２年４月 24 日  岩手町議会議員全員協議会 

             ・計画策定状況の説明 

  令和２年６月 19 日  商工会において事業者よりヒアリング 

・新型コロナウイルス感染症拡大の中での事業状況について             

  令和２年９月 25 日  第４回策定委員会開催 

             ・基本計画（案）の進捗状況について 

             ・計画策定ロードマップの変更について 

  令和２年 11 月 25 日  商工会との懇談会 

             ・基本計画（案）の進捗状況について 

             ・振興計画の目標（目指す姿）について 

  令和３年２月 12 日  

      ～３月３日   

  令和３年２月 15 日  岩手町議会議員全員協議会 

            ・基本計画の進捗状況について 

  令和３年２月 19 日  第５回策定委員会開催 

            ・基本計画（案）について 

  令和３年３月 ９日  岩手町産業経済審議会 

            ・基本計画の策定について（諮問・答申）  

  

パブリックコメント募集 
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３．岩手町中小企業・小規模企業振興基本条例 

平成 30 年 12 月 12 日 

条例第 20 号 

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業・小規模企業が地域経済に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関

し基本理念を定め、町、中小企業者・小規模企業者（以下「中小企業者等」という。）、商工会、

金融機関及び町民の役割を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総

合的かつ計画的に推進することにより、その成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の

活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する事業者で、

町内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する事業者で、町内に事務所又は事業所

を有するものをいう。 

(3) 商工会 商工会法（昭和 35 年法律第 89 号）の規定に基づく商工会であって、町内に事務所

を有するものをいう。 

(4) 金融機関 町内に本店又は支店を有する金融機関をいう。 

（基本理念） 

第３条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

(1) 中小企業者等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという

認識を持って推進を図ること。 

(2) 中小企業者等による創意工夫及び自主的な取組を支援することを基本として推進を図ること。 

(3) 中小企業者等の事業の持続的発展を目的として推進を図ること。 

(4) 町の地域資源を活用することを基本認識として推進を図ること。 

(5) 町、中小企業者等、商工会、金融機関及び町民が連携し推進を図ること。 

(6) 中小企業者等の経営資源の確保が困難であることが多い実情を踏まえ、十分な配慮をするこ

とを基本として推進を図ること。 

（町の役割） 

第４条 町は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に

策定し、実施するものとする。 

２ 町は、中小企業・小規模企業が地域経済の活性化並びに町民の生活の向上及び交流の促進に資す

る事業活動を通じ自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについて、町民への理解

を深めるよう努めるものとする。 

（中小企業者等の役割） 

第５条 中小企業者等は、基本理念に基づき、その事業の持続的発展を図るため、自主的に経営の改

善及び向上を図るよう努めるものとする。 
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２ 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社

会の実現に向けて貢献するよう努めるものとする。 

（商工会の役割） 

第６条 商工会は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営の改善及び向上に積極的に取り組むとと

もに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（金融機関の役割） 

第７条 金融機関は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営努力を支援するよう努めるとともに、

町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（町民の役割） 

第８条 町民は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業が地域経済の活性化、雇用環境の整備等、

町民生活の向上において重要な役割を果たしていることを踏まえ、中小企業・小規模企業の健全な

発展に協力するよう努めるものとする。 

（基本的施策） 

第９条 町は、その役割を果たすため、次に掲げる施策を実施するものとする。 

(1) 経営資源の確保、経営基盤の強化及び経営の安定に関すること。 

(2) 事業承継及び創業促進に関すること。 

(3) 人材育成、雇用の確保及び定着に関すること。 

(4) 販路の開拓、新商品等の情報発信及び研究開発能力の育成に関すること。 

(5) 資金調達の円滑化を図るための融資制度等に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関すること。 

（計画の策定） 

第 10 条 町長は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の推進を図るため、中小企業・小規模企

業の振興に関する基本計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。 

２ 基本計画を定めるときは、あらかじめ中小企業者等、商工会、金融機関及び町民の意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 町は、中小企業・小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、中小企業・小規模企業の振興に関す

る施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね５年ごとに基本計画に検討を加え、必要と認めると

きには、これを変更するものとする。 

４ 第２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（財政上の措置） 

第 11 条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

（補則） 

第 12 条 この条例に定めるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

附 則 

この条例は、平成 31 年４月１日から施行する。 
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４．中小企業・小規模企業者アンケート調査・調査票 
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