
高付加価値型ものづくり技術振興
雇用創造プロジェクト
が スタートしました

自動車･半導体･医療機器産業に共通する
基盤技術と開発力向上を支援します！

実施主体
岩手県商工労働観光部　ものづくり自動車産業振興室

実施機関
釜石市・( 公財 ) いわて産業振興センター・( 公財 ) 釜石・大槌地域産業育成センター

岩手大学・( 地独）岩手県工業技術センター・㈱北上オフィスプラザ
いわてデジタルエンジニア育成センター・( 公財 ) 岩手県南技術研究センター　等

求職者向け工場見学交流会

在職者向け高度技術研修 展示会へのいわてパビリオン出展

大規模企業グループ向け展示商談会

人材確保

技術力向上 販路開拓

売上拡大



１.厚生労働省補助事業「戦略産業雇用創造プロジェクト」の概要

２.岩手県の事業構想

事業に要する費用の最大8割を補助

岩手県の産学官が連携し、ものづくり産業振興の戦略業種：自動車・半導体・医療機器関連産
業等を共通して支える「基盤技術企業群」における技術力・開発力の強化を促進し、サプライ
チェーン全体の強化拡大・付加価値創造による長期安定的な雇用の創出に繋げる

【岩手県】 高付加価値型ものづくり技術振興雇用創造プロジェクト

域 情勢新素材 加 産業 振興 通 地域の雇用情勢

・ 復興需要やものづくり産業（自動車産業等）の成長
⇒ H26の有効求人倍率は1.10倍（但し正社員では
0.56倍）

・ 大手自動車工場等で雇用拡大や正社員化の動き
⇒下支えする中小地場企業への波及は限定的

・ 平成27 年県民意識調査
⇒ 「安定した就職環境」について56.4%が不満と回答

新素材・加工産業の振興を通じた
雇用創造プロジェクト（H25～27）

岩手発「コバルト合金」の
研究開発成果の活用

アウトカム達成

長期安定的な
雇用の創出

戦略業種や
地域中核的企業の
ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ拡大

高付加価値型の
基盤技術企業群の育成

非鉄金属製造業等を指定主要業種とし
て新素材製造・加工産業の集積を促進

安定した就職環境」 て 不満 回答 基盤技術企業群の育成

新たな展開

高付加価値型ものづくり技術振興雇用創造プロジェクト（H28年4月～31年3月）

■ 付加価値の創造

雇用創出者数：166人
（30年度までの累計）

平成28年度事業費
69百万円（予定）

ものづくり戦略業種等における長期安定的な雇用の創出

指定関連業種

ゴム製品製造業・非鉄金属製造業
はん用機械器具製造業・生産用機械器
具製造業・業務用機械器具製造業

指定関連業種

電子部品･デバイス･電子回路製造業
輸送用機械器具製造業

情報サービス業

指定主要業種

プラスチック製品製造業
金属製品製造業

■ 設計開発力の強化

■ 技術力の高度化デジタル 新素材加工

■ ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの拡大

行政機関 産業支援機関 金融機関大学・試験研究機関

■ 技術力の高度化デジタル
ものづくり技術

新素材加工
技術高度化

地域マネジメント強化メニュー

・プロジェクト推進協議会
・専門家の確保

事業主向け雇用拡大支援メニュー
・コンソーシアム型事業創出支援・展示会出展
・大企業向けニーズ･シーズマッチング会 ・認証取得支援
・新事業創造プロジェクト事業・高度技術研修
・課題解決型人材育成支援事業 ・大学での受託研究

求職者向け人材育成メニュー

・工場見学交流会（労働局と連携）
・雇入れ人材育成

戦略産業雇用創造プロジェクト
関連利子補給制度

行政機関

・岩手県 ・釜石市
・岩手労働局 ・東北経済産業局

産業支援機関
・いわて産業振興センター・北上オフィスプラザ
・釜石大槌地域産業育成センター

金融機関

・岩手銀行 ・北日本銀行
・東北銀行 等

産業界
・いわて自動車関連産業集積促進協議会 ・いわて半導体関連産業集積促進協議会
・いわて医療機器事業化研究会 ・いわて組込みシステムコンソーシアム ・岩手県工業クラブ

大学・試験研究機関

・岩手県工業技術センター・県南技術研究センター
・いわてデジタルエンジニア育成センター・岩手大学

プロジェクト推進協議会

労働団体

・日本労働組合総連合会岩手県連合会



３．高付加価値型ものづくり技術振興プロジェクトの企業向け支援内容(計画)

（１）高度技術研修（実施機関：岩手県工業技術センター・いわてデジタルエンジニ
ア育成センター・岩手県南技術研究センター）

プラスチック製品や金属製品を製造する企業等が、自動車・半導体・医療機器など戦略産業分野
の参入や事業拡大を進める際必要とされる 加工技術 評価技術等に関する研修会を開催への参入や事業拡大を進める際必要とされる、加工技術・評価技術等に関する研修会を開催

【対象者】在職者・求職者
【参加費】無料（開催内容によりテキスト代・消耗材費用等を徴収）
【テーマ1】金属材料・プラスチック材料・複合材料の加工・接合・表面処理・計測技術など
【テーマ2】加工技術実技講座など（平成28年度はNC制御工作機械の基礎講座を2月に開催）
【テーマ3】 ３次元ＣＡＤをはじめとする最新のデジタル技術の講習会や加工技術研修など

B.分析・評価研修会 C.３次元ＣＡＤ研修会A.加工技術研修会

（２）技術課題解決型人材育成支援事業（実施機関 岩手県工業技術センタ ）

（３）コンソ シアム型事業創出支援（実施機関 いわて産業振興センタ ）

（２）技術課題解決型人材育成支援事業（実施機関:岩手県工業技術センター）
参画企業が職員を、工業技術センターに派遣し、企業が抱える技術課題の解決や開発に取組む
ことで、企業力の向上と、企業に不可欠な人材の育成を同時に達成
【対象者】在職者（主に非正規職員を想定）
【費 用】1テーマあたり 月額10,000円の手数料を企業で負担・5テーマ程度を採択
【期 間】1ヶ月以上1年以内

（３）コンソーシアム型事業創出支援（実施機関：いわて産業振興センター）

（４）大企業向けﾆｰｽﾞ・ｼｰｽﾞﾏｯﾁﾝｸﾞ会開催（実施機関:いわて産業振興センター）
大規模企業グル プに向け 県内企業が出向 て技術紹介を行う展示商談会を開催

県内企業を含む２社以上の企業連携体による試作開発及びその評価分析にかかる費用を助成
課題解決に向けた個別指導を希望するコンソーシアムには専門家の派遣費用も助成
【費 用】補助対象上限額 1案件あたり100万円 企業負担2～3割・採択件数５件を予定
【期 間】採択決定後（7月中旬予定）から2月10日まで（7ヶ月程度）

（５）展示会出展支援（実施機関：いわて産業振興センター）

大規模企業グループに向け、県内企業が出向いて技術紹介を行う展示商談会を開催
【費 用】会場は産振センターで用意（会場・備品等の都合で一部企業負担を求める場合あり）

素材・加工・装置等で特色を持つ県内企業により「いわて・ものづくりパビリオン」を組み、首都圏
等で開催される専門展示会に出展（平成28年度は下記２種類の展示会への出展）
【費 用】出展ブースは産振センターで用意（装飾等の都合で一部企業負担を求める場合あり）

（６）認証取得支援（実施機関:いわて産業振興センター）
企業が事業拡大を進める際有益な各種認証取得を支援企業が事業拡大を進める際有益な各種認証取得を支援
取得を目指す資格種別により、集合研修型セミナーと個別指導を組み合わせて実施
【費 用】集合研修型セミナーは無料（開催内容によりテキスト代等を徴収する場合あり）

個別指導では認証取得に必要な指導を行う、専門家への謝金・旅費の一部を助成
【テーマ】ISO９０００・ISO１４０００・JISQ９１００・ISO/TS 16949などから企業ニーズヒアリングで決定



（８）新事業創造プロジェクト事業（実施機関：釜石・大槌地域産業育成センター）
術 度 や新

（７）企業ニーズによる受託研究（実施機関：岩手大学）
企業からのニーズによる産学共同実用化研究を岩手大学にて実施
【テーマ】新素材プロジェクトから継続の金属関連テーマに、新たに樹脂関連テーマを追加
【その他】金属加工技術のテーマに関しては「加工技術研修会」等で研究内容を企業に還元

釜石・大槌地域を中心とする複数の企業が連携し、技術高度化や新事業開発を目的として立上
げたプロジェクトチームに対し、技術高度化に繋がる指導・訓練をサポートメンバーと連携して実施
【ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】平成28年度は「技術の高度化」「新事業創出」をテーマとしたプロジェクトを立上げ予定
【テーマ】製品開発力強化研修・インダストリアルデザイン研修・先端材料加工応用研修 など
【参加費】無料（開催内容によりテキスト代・消耗材費用等を徴収）

（９）工場見学交流事業（実施機関：岩手県）

（１０）雇入れ人材育成（実施機関：岩手県）
企業が求職者を雇い入れた後に実施する人材育成に対して支援
社内でのOJTに加え、大学・公設試験場等に派遣して行う人材育成教育も支援

岩手労働局・各公共職業安定所と連携し、企業の魅力を伝える、求職者向け工場見学会を開催
【対象者】求職者
【参加費】無料（会場および移動用のバスを県が準備）

【対 象】協議会参画企業が新たに雇用した職員の人件費と人材育成に用いた原材料・消耗品費
【費 用】1名あたり最長3ヶ月・最大60万の補助を実施

（１１）プロジェクト関連利子補給制度（実施機関：指定を受けた金融機関）
「高付加価値型ものづくり促進協議会」参画企業に指定金融機関が低利で融資を行う際に、政府
が予算の範囲内で、金融機関に対し利子補給金（１％）を支給する（別途 制度活用基準要確認）

主な企業向け支援メニュー実施スケジュール予定

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

協議会

コンソーシアム型
事業創出支援

主な企業向け支援メニュー実施スケジュール予定

審査会

試作開発・評価分析の実施
完了確認公募

設立総会兼第1回協議会 第2回協議会

事業創出支援

大企業向けﾆｰｽﾞ
ｼｰｽﾞﾏｯﾁﾝｸﾞ会

展示会出展

認証取得支援

審査会 完了確認公募

10/13～15：シーテックジャパン 1/18～22：ネプコンジャパン

ﾆｰｽﾞ・ｼｰｽﾞ ﾏｯﾁﾝｸﾞ会

集合研修会 開催
個別研修相談受付企業ニ ズ調査

参加企業募集

高度技術研修

新事業創造プロ
ジェクト事業

雇入れ人材育成

個別研修相談受付

研修会（加工・接合・表面処理・計測技術・デジタル技術）開催

企業ニーズ調査

プロジェクトチーム立上げ

プロジェクトチーム向け指導訓練実施

人材育成支援
第１回公募

人材育成支援
第２回公募

関連利子補給

第１回公募 第２回公募

事業に関する問合せ先：岩手県商工労働観光部 ものづくり自動車産業振興室 Tel 019-629-5553
担当：熊谷（e-mail: manabu-kumagai@pref.iwate.jp）

鈴木（e-mail: j_suzuki@joho-iwate.or.jp）


