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４月１日付けをもちまして、公益財団法人いわて産業振興センター理事長を拝命いた
しました。現在多くの中小企業・小規模企業の皆さまが新型コロナウイルス感染症の
影響を受け、とても厳しい状態に置かれています。こうした状況下で「ウィズコロナ・ア
フターコロナ」への取り組みを前向きに進めようとする事業者の皆さまも見受けられま
す。今後は、これまでにも増して新たな取り組みやチャレンジが必要になると思われま
すので、多様な支援事業により事業者の皆さまの取り組みをできる限りサポートしてい
きたいと考えています。
当センターといたしましては、「よろず支援拠点」を窓口に、国・県・商工団体・大学・
試験研究機関等と連携を図りながら、職員が一丸となって、事業者の皆さまのニーズ
に対応できるよう努めて参りますので、よろしくお願いいたします。

公益財団法人いわて産業振興センター

理事長 大友　宏司　

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
事業者様をサポートしてまいります

理　事　長
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●県内各商工会議所

ま
ん
延
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止

感染症対策の
取組への支援 

地域企業経営継続支援事業費
補助 （感染症対策等支援) 

● 新たに感染症対策（備品購入等）や業態転換（テイクアウト、宅配等）
に要する経費を支援
対象業種：小売業、飲食業、宿泊業、サービス業 補助率：定額 
補助上限額：10万円/店舗・事業所

●公共交通事業者等が感染症対策に要する経費を支援
補助率：定額 補助上限額：10万円/営業所・事務所

経営支援課 
TEL :019-629-5547
交通政策室
TEL:019-629-5204

観光宿泊施設緊急対策事業費 
（感染症対策、ワーケーション支援) 

●宿泊施設の感染症対策等に要する経費を支援
　補助率2/3 補助上限額：200万円/施設

観光・プロモーション室 
TEL :019-629-5573

日
常
生
活
を
支
え
る
取
組

学生の就職
活動への支援 

シゴトバPLUG
（オンライン面談コーディネート
サービス）

● 県内に就職を希望する学生と、学生との接点を持ちたい企業とを
マッチングし、WEBによる個別企業説明会を開催

定住推進・雇用労働室 
TEL :019-629-5591

岩手県出身県外大学生等応援
事業費 

● 県外に進学している岩手県出身の大学生等が、県内で行うインター
ンシップ、企業見学及び地域での企業説明会等で、帰県する際に要
する交通費や宿泊費を支援  一人当たり最大2万円

定住推進・雇用労働室 
TEL :019-629-5588

地
域
経
済
活
動
の
回
復
に
向
け
た
取
組

金融相談窓口
の設置 

県金融相談窓口一覧（資金繰り、融資制度に関する相談先） 

● 岩手県商工労働観光部経営
支援課

　TEL:019-629-5542、5544
● 盛岡広域振興局経営企画部

産業振興室
　TEL:019-629-6511

● 県南広域振興局経営企画部
産業振興室

　(奥州) TEL :0197-22-2843
● 沿岸広域振興局経営企画部

産業振興室
　(釜石)TEL :0193-25-2718

● 沿岸広域振興局経営企画部
　宮古地域振興センター地域振興課
　TEL:0193-64-2211
●沿岸広域振興局経営企画部
　大船渡地域振興センター地域振興課
　TEL:0192-27-9911

●県北広域振興局経営企画部
　産業振興室
　(久慈) TEL :0194-53-4981
●県北広域振興局経営企画部
　二戸地域振興センター地域振興課
　TEL:0195-23-9205

資金繰りのた
めの県の融資
制度 

新型コロナウイルス感染症
対応資金 （特別資金） 

● 対象者：売上が減少し、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証
のいずれかの認定を受けている方

 　 融資限度額：4,000万円 融資利率：年1.4％以内（当初3年間無利
子） 保証料率：全額補給 経営支援課 

TEL :019-629-5542

新型コロナウイルス感染症
対策資金 

●対象者：売上が減少し、危機関連保証の認定を受けている方
　 融資限度額：8,000万円 融資利率：1.4％以内（固定）1.2％以内（変

動） 保証料率：年0.4％

経営が悪化し
た中小企業者
に対する支援 

地域企業経営継続支援事業費
補助（家賃補助支援） 

● 売上が前年同月比50％以上減少又は連続する３か月の売上が前年
同期比30％以上減少している中小企業者等が支払う家賃の一部を
市町村が補助した場合、県がその経費の一部を支援

　市町村補助額の1/2以内  補助上限額：10万円/月、3か月分を支給 
経営支援課 
TEL :019-629-5547

地域企業経営継続支援事業費
補助 （販売促進支援） 

● 商工会議所等が実施する売上が減少した事業者への支援策に要す
る経費の一部を支援

宿泊事業者に
対する支援 

観光宿泊施設緊急対策事業費 
（観光宿泊施設経営継続支援） 

● 感染症の影響を受けている宿泊施設に対し、経営継続を支援するた
めの支援金を支給　定額 100万円/施設

観光・プロモーション室 
TEL :019-629-5573

地場産業に
対する支援 

買うなら岩手のもの運動展開
事業費 

● オンラインや新聞折込チラシによる商品価格を30％割り引く物産展
の開催等、県産品の販売を促進するためのキャンペーンを実施

産業経済交流課  
TEL :019-629-5536

● 盛岡商工会議所
　TEL:019-624-5880
● 花巻商工会議所
　TEL:0198-23-3381

● 北上商工会議所
　TEL:0197-65-4211
● 奥州商工会議所
　TEL:0197-24-3141

● 一関商工会議所
　TEL:0191-23-3434
●大船渡商工会議所
　TEL:0192-26-2141

●釜石商工会議所
　TEL:0193-22-2434
●宮古商工会議所
　TEL:0193-62-3233

●久慈商工会議所
　TEL:0194-52-1000

中小企業者等向け 
『新型コロナウイルス感染症に関する支援情報』 

中小企業者向け 経営相談窓口の設置

※申請窓口は各市町村となりますので、事務所が所在する市町村に確認願います。

令和２年9月14日現在

●岩手県中小企業団体中央会
TEL：019-624-1363

●岩手県商工会連合会
TEL：019-622-4165 TEL：019-631-3826 mail：yorozu@joho-iwate.or.jp

●岩手県よろず支援拠点 ※ご相談前に、あらかじめ予約をお願いします。
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新型コロナウイルス感染症総合的相談窓口

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
電話相談室・テレビ相談室OPEN!!
電話やネット会議システムを使って相談できるようになりました。
※対面での相談も通常通り受け付けています。

くら寿司
西バイパス
AOKI

工業技術センター前
バス停

工業技術センター
敷地内

工技C

岩手県先端科学技術研究センター 2階よろず支援拠点

←盛岡南IC 盛岡駅→

環境保健
研究センター

ご相談予約（必ずお電話くださいますようお願いいたします）

︿ご相談申し込み〉事前予約制 TEL: 019-631-3826
︿相談時間〉平日9時～17時（1回60分）
ホームページ https://iwate-yorozu.jp

●売上拡大　 ●経営改善　●マーケティング　●新商品開発　
●新分野進出 ●資金繰り　 ●事業承継　●販路開拓　
●起業・創業　●事業再生　●広告広報　●補助金・助成金　
●IT活用　 　●Web活用  ●人材育成　●地域資源活用　
●労務管理　 ●ブランディング　ほか

支援メニュー

　よろず支援拠点は、中小企業庁が全国に設置
しているいわば公的なビジネスコンサルファー
ム。単なる問題点の指摘や現状分析に終わらず、
御社の強みを見つけ、具体的な戦略を立て、成果
に導きます。御社を担当するのは、さまざまなビ
ジネス分野の第一線で活躍中のエキスパートた
ちです。どんなお悩みでもお気軽にご相談くださ
い。
　“中小零細企業を活性化することこそが岩手の
活性化につながる”という理念に賛同して集まっ
たメンバーが、チームで御社を力強く支えます。

小さな会社の「稼ぐ力」を大きくします。

■岩手よろずのコーディネーターは、
　一人ひとりが現役の経営者やその道のプロ。
　知見の豊富さと提案力が違います。

■他の支援機関では十分に対応できないことも、
　ワンストップで解決に導きます。

コンサルファームに匹敵する対応を、
無料にて何度でも。

予約制
お困りごと相談
無料

Zoomを使ったテレビ相談

テレビ相談 手順
❶よろずへ相談申込み（要メールアドレス）
❷予約時間の5分前までにご連絡いただいたメールへ
　 テレビ相談用のリンクが届きます
❸リンクをクリック（タップ）すると、テレビ相談が始まります

コロナで資金繰
りや雇用維持が
大変なので相談
してみよう

コロナ後のための
商品開発や仕掛け
を相談しよう

お店や会社にいながらお電話でご相談いただけます。

店舗や事務所

よろず支援拠点

電話相談
お顔や資料を見ながら詳しくお話をお聞きします。
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「変わりたい」と思う企業の
いいところを見つけ伸ばしたい。

新型コロナウイルスによる
  県内企業への影響は？
　新型コロナウイルス感染症対策の自粛によ
り岩手県内の経済活動も大きく営業を受けて
います。特に厳しい業種はご存じの通り飲食店
や観光業であり売上が９割減という企業が多数
ご相談にいらっしゃいました。

よろず相談件数や内容に
　変化はありましたか？
　４月は相談件数２倍まで増加しました。通常
の相談は販路開拓や新商品開発のご相談が多
いのですが、資金繰りのご相談が急増していま
す。先が見通せない状況下では、資金の確保が
最優先となります。借入金などによる資金手当
てに加え、国が実施する制度の周知も重要と考
え、積極的に周知に取り組みました。 

経済回復のため企業は
　何をしたらいいのでしょう。
　情勢が戻ると期待しても完全に戻るわけで
はないので、仕事の仕方は大幅に変えなけれ

ばなりません。これまで「見ないふり」をしてきた
「本質的に当社が生き残る道」について、真剣
に考える機会ととらえ、DX（デジタルトランス
フォーメーション）などコロナ禍後の世界を見
据えた変化をしていくことが重要です。経営と
は「変化に対応する」こと、変化に対応すること
が重要です。

よろず支援拠点は
どう活用したらいいですか。

　わたしたちは経営やPRを代行するわけでは
ありません。方法や手段を提案しています。実
行するかは経営者の判断ですが、100％正解
の解答はないのでやりながら自身で答えを見
つけることが必要です。毎週来訪され年間数十
回来訪される方もいらっしゃいます。最初は準
備物などなくても大丈夫ですので、お気軽にご
相談いただければと思います。コロナ禍の対応
として電話相談・ＴＶ会議相談なども行っており
ます。予約制となっておりますので、まずお電
話いただければと思います。

拠点での相談のほか、出張相談も適宜開催 当センター支援事業との共催でセミナーを開催

星野 剛
大手産業機器メーカー（株）キーエンスでマネ
ジメント、マーケティングなどに従事。中小企
業診断士、ターンアラウンドマネージャー等の
資格を生かしながら、経営戦略や事業再生など
岩手県内の企業支援を行っている。

チーフコーディネーター
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産業支援部

「岩手イノベーションベース」運営協議会の設立

　起業家を育成する拠点となる「岩手イノ
ベーションベース」の運営協議会が、7月14日
に岩手県やセンターなど産学官金の５団体で
設立されました。
　9月7日にマリオス3階に事務所が開設さ
れ、起業家の育成に取り組んでまいります。

●お問い合わせ　地域産業・起業支援担当
　　　　　　　　 TEL：019-631-3823

　県内企業におけるIoTの導入を推進するた
め、7月21日にIoTキット活用勉強会を開催
し、9名の方に参加いただきました。簡便なシ
ステムを構築することでIoTの基礎を習得い
ただく内容となっており、ご要望に応じ、出張
での個別開催も対応いたします。

●お問い合わせ　生産技術革新担当
　 　　　　　　　TEL：019-631-3824

「IoTキット活用勉強会」の開催

事業者様の前向きな取り組みを支援します。各部事業紹介

プロフェッショナル人材戦略拠点事業

　県内企業の皆様の即戦力となる プロフェッ
ショナル人材”の採用を支援するため、有料人
材紹介会社に対する求人内容の説明会を6月
から再開いたしました。また、リモートワークを
前提とした「副業・兼業プロ人材」のマッチング
支援も行っております。

●お問い合わせ　プロ人材担当
　 　　　　　　　TEL：019-631-3828

いわて希望応援ファンド地域活性化支援事業助成金の交付決定

　令和2年度のいわて希望応援ファンド地域
活性化支援事業助成金を25事業者に対して
計44,388千円を交付決定し、6月30日に説
明会を開催しました。これに加え、専門家を派
遣するなど、県内企業の新たな事業展開を総
合的に支援してまいります。

●お問い合わせ　地域産業・起業支援担当
　 　　　　　　　TEL：019-631-3823

仙台会場開催風景

産業情報いわて ｜ 7

ものづくり振興部
「半導体人材育成セミナー初級者コース」の開催

　半導体関連企業の在職者のための人材育
成セミナー初級者コースを7月16～17日に
北上市でオンラインにより開催しました。
　企業様の人材育成のニーズに基づいたセ
ミナー等を今後も行ってまいります。

●お問い合わせ　取引支援・産業集積担当
　　　　　　　　TEL：019-631-3822

「ISO9001規格解説セミナー」の開催

　ものづくり企業様の付加価値向上への取
り組みを支援するため、品質マネジメントシ
ステムの国際規格であるISO9001規格解説
セミナーを8月27日～28日に盛岡市で開催
しました。
　今後も受注拡大に向けた、企業様の付加価
値向上への取り組みを支援してまいります。

●お問い合わせ　取引支援・産業集積担当
　　　　　　　　TEL：019-631-3822

　県内半導体関連企業への就職を希望する
求職者向けに工場見学と半導体の魅力と基
礎を学ぶセミナーを8月6日及び18日に北上
市で開催しました。
　今後も、県内企業様の魅力を求職者に向け
発信する取り組みを行ってまいります。

●お問い合わせ　取引支援・産業集積担当
　　　　　　　　TEL：019-631-3822

「ものづくり企業就職セミナー」の開催

「令和２年度第１回ILC技術セミナー」の開催

　当センターが事務局を務める「いわて加速
器関連産業研究会」が主催するILC技術セミ
ナーを7月16日にオンラインにより開催しまし
た。セミナーではILCの最新動向や設計状況、
衝突点実験ホールの工事について講演を行
いました。

●お問い合わせ　産学連携室
　　　　　　　　TEL：019-631-3825

事業者様の前向きな取り組みを支援します。
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センター業務のご紹介 アクセス

（公財）いわて産業振興センターは、岩手の企業をサポートする公的な
総合支援機関です。

●専門的見地からのプロモート、事業推進を行います。
●賛助会員の受付、情報提供を行います。
●設備貸与の貸付を行います。
●体系的な研修会を通して、人材育成をサポートします。
●受発注企業間の取引あっせんを無料で行います。
●自動車及び半導体関連産業創出のため、工程改善指導等の支援を行います。
●新事業創出、創業、経営革新などの各種相談や支援に応じます。
●研究開発の総合的なコーディネートや地域の技術ニーズにこたえる
　研究開発プロジェクトへの支援を行います。

設備貸与制度のご案内

より
使いやすく
金利を
軽減しました

より
使いやすく
金利を
軽減しました

公益財団法人いわて産業振興センター  ●お問い合わせ 設備貸与担当 TEL：019-631-3821  FAX：019-631-3830

軽減

金融機関融資
と別枠

無担保
しました

経営者保証
ガイドラインに

準拠

連帯保証人
代表者１名

使いやすく

低利
年1.1％～1.6％

（固定金利）

使いやすく

長期
最長10年




