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産業振興計画

１．地域活性化計画

山村地域商工業振興計画(山形村) 1978 岩手県商工会連合会

陸中海岸地域観光計画(山田町) 1979 岩手県商工会連合会

八幡平地域観光計画(安代町) 1979 岩手県商工会連合会

地縁産業のすすめ(千厩町) 1980 岩手県商工会連合会

地縁産業のすすめ(一戸町) 1980 岩手県商工会連合会

町の産業”振興計画(湯田町) 1981 岩手県商工会連合会

大東商工会地域ビジョン 1981 大東商工会

軽米商工会地域ビジョン 1982 軽米商工会

両磐モデル定住圏自然空間活用構想 1983 岩手県

地場産業の開発(大迫町) 1983 岩手県商工会連合会

陸前高田商工会地域ビジョン 1983 陸前高田商工会

ふるさと運動を核とした地場産業の振興(衣川村) 1984 岩手県商工会連合会

情報化社会における町の産業おこし(和賀町) 1984 岩手県商工会連合会

東和商工会地域ビジョン 1984 東和商工会

田沢湖町商工会地域ビジョン 1984 田沢湖町商工会

東山町商工会地域ビジョン 1985 東山町商工会

工人の村建設構想(江釣子村) 1987 岩手県商工会連合会

観光開発と特産品開発による地域振興方策(岩手町) 1987 岩手県商工会連合会

西根町商工会地域ビジョン 1987 西根町商工会

田山地域活性化方策調査 1988 安代町

松尾村商工会地域ビジョン 1988 松尾村商工会

シカ総合対策推進構想 1989 岩手県

イメージ図作成 1990 安代町

細野地区施設基本計画 1991 安代町

衣川村山村活性化ビジョン作成 1993 (社)全国農業構造改善協会

北岩手における総合的交流展開方策調査 1993 岩手県

商工会等ビジョン策定事業 1993 岩手県商工会連合会

商工会地域活性化対策事業 1993 岩手県商工会連合会岩手中部地区

広域指導センター

商工会地域活性化対策事業 1993 岩手県商工会連合会釜石地区広域

指導センター

商工会等ビジョン策定事業 1994 岩手県商工会連合会
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商工会地域活性化対策推進事業 1994 岩手県商工会連合会釜石地区広域

指導センター

商工会地域活性化対策推進事業 1994 岩手県商工会連合会両磐地区広域

指導センター

久慈地区広域経営改善普及事業 1994 岩手県商工会連合会久慈地区広域

指導センター

東磐活性化構想 1995 東磐井活性化研究会

アクティブ＆アトラクティブみやこＪ７調査 1995 岩手県宮古地方振興局

商工会地域活性化対策推進事業(大槌町の観光) 1995 岩手県商工会連合会釜石地区広域

指導センター

アクティブ＆アトラクティブみやこＪ７調査 1996 岩手県宮古地方振興局

気仙匠の継承及び活性化方策案作成陸前高田らしい街づ

くり計画

1996 景観とまちなみ研究会

リアス海岸沿いの中山間地域における海路ネットワーク

を活用した活性化策の推進調査

1997 (財)三陸地域総合研究センター

地域別開発促進調査事業 1997 岩手県

小本港湾の物流面における利活用計画策定調査 1997 (財)三陸地域総合研究センター

安代町活性化検討調査 2000 (財)東北産業活性化センター

二戸市地域別中山間地域活性化推進構想 2000 二戸市

中山間地域総合整備事業「ほっけい地区」活性化構想 2001 岩手町

安代町活性化検討調査 2001 (財)東北産業活性化センター

地場消費拡大プラン(北リアス「地産地消」推進プラン)作

成調査

2001 岩手県久慈地方振興局

広域連携等地域振興対策事業報告書原稿作成 2001 新里村商工会

プランナーズネット 2001 調査等 2001 盛岡商工会議所

ＪＲ等駅周辺再開発等活性化実現可能性調査 2001 岩手県商工会連合会県央広域指導

センター

アンケート調査 2001 雫石町商工会

胆沢平野地域多面的機能推進調査 2002 (社)農村環境整備センター

商工会商工会議所の連携に関する検討会 2002 岩手県商工会連合会

矢巾町徳田第二地区基盤整備促進事業 2002 矢巾町

矢巾町徳田第二地区集団化促進業務 2003 矢巾町

地域通貨を活用した中津川の魅力づくりと街なか活性化

事業実施業務

2006 NPO 法人もりおか中津川の会

馬車が走るスローで素敵なまち盛岡の魅力づくり社会実

験調査業務

2006 NPO 法人もりおか中津川の会
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どん栗村から山里暮らしの魅力発信 2009 どん栗村運営協議会

北上ブランド開発調査研究事業 2010 北上商工会議所

「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」本体業務 1

年目に係る委託業務

2011 北上商工会議所

山田町商工会商工業復興計画検討委員会業務 2012 山田町商工会

大槌町産業復興アクションプラン策定業務 2012 大槌町

２．農林漁業振興計画

新農村地域定住促進対策事業計画 1984 大槌町

東和町農業集落調査分析 1985 東和町

山村林業構造改善事業計画 1987 三陸町

農村総合整備計画アンケート 1990 普代村

産地形成促進施設基本計画 1990 胆沢町

農村総合整備モデル事業に係る調査 1991 普代村

大船渡市農業構造改善基本計画 1994 大船渡市

ＪＡにしわがトータルブランド策定ツール作成 1996 西和賀農協

二戸市「地域農業基盤確立支援推進事業」 1997 (財)農林漁業体験協会

宮古地域活力ある農林漁業担い手ビジョン策定調査 1997 岩手県宮古地方振興局

農業構造改善事業「活性化農構」実績データベース作成 2000 岩手県経営構造対策推進委員会

いさわ南部農地整備事業 農業農村整備事業による多面

的機能発揮地域の分析

2000 東北農政局いさわ南部農地整備事

業建設所

いさわ南部農地整備事業いさわ南部生態系概要書作成 2001 東北農政局胆沢猿ヶ石土地改良事

業所

いさわ南部地区多面的機能に関する資料整理 2001 (社)農村環境整備センター

地域農業基盤確立農業構造改善事業実績データベース作

成

2001 岩手県農業会議

兼業農家実態調査 2003 岩手県建設技術振興課

住田い町産直市企画支援業務 2004 住田町

西和賀町農業振興センター法人化支援業務 2006 西和賀町

下矢次地区経営体育成促進換地等調整事業 2006 岩手県土地改良事業団体連合会

県農林水産物の外食惣菜等中食産業への利用促進アンケ

ート調査集計分析業務

2006 岩手県

釜石市橋野地区における地域資源活用による地域活性化

調査

2009 (財)釜石大槌地域産業育成センタ

ー

農山漁村地域力発掘支援モデル事業 2008-9 農林水産省

都市農村交流あづまねエリア整備計画作成業務 2009 紫波町
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３．建設業進行計画

岩手県住宅産業近代化計画 1995 岩手県

岩手県住宅建設コスト低減対策計画 1995 岩手県

建設業経営支援センターコーディネイタ 2003 岩手県建設業協会

建設業経営支援センター 2004 岩手県建設業協会

建設業アドバイザー派遣 2004 岩手県建設業協会

建設業新分野進出支援事業 2005 千厩地方振興局

建設業経営支援センター 2005 岩手県建設業協会

中小企業経営革新補助事業 2005 Ｋ社

新分野進出モデル構築支援事業 2005 Ｏ社

経営革新アドバイザー 2005 Ｗ社

産業廃棄物破砕処理に関する事業化可能性調査 2005 Ｓ社

首都圏百貨店等における販路開拓に関する調査業務 2006 K 社

建設業新分野進出ビジネスモデルプラン作成業務 2006 岩手県

建設業新分野進出モデル構築支援事業 2007 Ｃ社、Ａ社

４．工業振興計画

前沢町の工業振興に関する調査 1981 前沢町商工会

盛岡市工業団地構想 1982 盛岡市

石鳥谷町工業開発基本計画 1994 石鳥谷町

二ツ井町工業ビジョン 2000 二ツ井町商工会

滝沢村地域工業活性化事業 2002 滝沢村商工会

新産業事業化支援事業 2002 (財)いわて産業振興センター

滝沢村地域工業活性化事業 2003 滝沢村商工会

水産加工品の廃棄物を活用した人工エサの市場性並びに

販路開拓に関する調査

2003 (財)いわて産業振興センター

滝沢村地域工業活性化事業 2004 滝沢村商工会

公共の場でのＡＥＤ収納箱の製造販売に関する調査 2004 (財)いわて産業振興センター

知的財産権コーティネーター 2004 岩手県工業技術センター

知的財産事業化 2005 岩手県工業技術センター

一関市工業振興計画 2007 一関市

木質チップバーナーの市場調査と営業販売戦略策定支援 2007-8 B 社

５．商業振興計画

山形村商工業振興推進事業実施計画 1979 岩手県商工会連合会
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山口県流通センター基本実施計画 1980 Ｍ社

胆沢町中心地区構想に伴う核店舗建設計画 1981 胆沢町商工会

大槌小売商業振興モデル商工会事業 1983 大槌商工会

岩泉町商業近代化計画 1983 岩泉商工会

安代町荒屋新町地区商店街近代化計画 1985 安代町商工会

安代町小売商業振興モデル商工会事業 1986 安代町商工会

滝沢村商業振興計画 1987 滝沢村商工会

山田南商店会地区商業近代化計画 1987 山田南商店会事業協同組合

金田一駅前西側商店会協同店舗計画 1987 金田一駅前西側商店会

花巻市商店街活性化調査 1987 花巻市

久慈市商業集積等構想 1989 久慈市

滝沢ＳＣ適地選定調査 1990 滝沢ＳＣ設立準備委員会

中小商業活性化事業 1990 山田町商工会

地域商業の後継者問題に関する調査 1992 岩手県商工会連合会

生活支援サービス業振興指針策定調査 1992 岩手県

街おこし推進事業調査 1992 山田町商工会

特定商業集積整備基本構想 1993 久慈市

特定商業集積整備基本構想事業化計画 1995 久慈市

地域振興支援事業 1995 二戸金田一商工会

市街地再開発事業の耐震化に対する計画策定調査 1996 陸前高田市

商業環境実態調査事業報告書作成に伴う関連部分のまと

め

1997 矢巾町商工会

商工会地域活性化対策推進事業調査研究活動報告書作成 1997 岩手県商工会連合会釜石地区広域

指導センター

活路開拓ビジョン調査研究 1997 岩手県自転車二輪車商業協同組合

観光産業からみた田沢湖町商業の調査 1998 田沢湖町商工会

新里村商工会等地域振興対策事業 1998 新里村商工会

地域商業活性化実施計画 1998 水沢商工会議所

水沢市中心市街地活性化基本計画 1999 水沢市

商業タウンマネージメント計画策定に係る調査 1999 水沢商工会議所

商業タウンマネージメント計画 1999 水沢商工会議所

滝沢村小売商業活性化ビジョン 1999 滝沢村小売商業活性化ビジョン研

究会

新里村商工会地域振興対策実現化事業計画 1999 新里村商工会

角館町中心市街地活性化基本計画 1999 角館町

薬局薬店経営実態調査 1999 (財)岩手県中小企業振興公社
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コンビニエンスストア開店実態調査 1999 (財)岩手県中小企業振興公社

商工会等地域振興対策事業アンケートの集計分析 1999 和賀町商工会

和賀町商業振興ビジョン 1999 和賀町商工会

報告書作成に係る校正 1999 (財)岩手県中小企業振興公社

滝沢村小売商業活性化ビジョン 2000 滝沢村小売商業活性化ビジョン研

究会

和賀町商業振興ビジョン 2000 和賀商工会

遠野ＴＭＯセミナー 2000 遠野商工会

角館町商工会商業タウンマネージメント計画 2000 秋田県角館町商工会

新里村商工会「地域活性化セミナー」 2000 岩手県商工会連合会東部広域指導

センター

江釣子商工会地域振興計画 2000 江釣子商工会

県内小売業の IT 化実態調査 2000 (財)いわて産業情報センター

ＪＲ等駅周辺再開発等活性化実現可能性調査 2000 岩手県商工会連合会

滝沢村小売商業活性化ビジョン 2001 滝沢村小売商業活性化ﾋﾞｼﾞｮﾝ研究

会

商業タウンマネージメント計画 2001 安代町商工会

商店街競争力強化支援事業 商店街活性化事業計画 2001 二ツ井町商工会

「無料愛車診断キャンペーン」事業に係るアンケート調査 2001 岩手県石油商業協同組合

県内中小小売商業者の経営革新実態調査 2001 (財)いわて産業振興センター

商工会商工会議所の経営支援体制に関するアンケート調

査

2001 岩手県商工会連合会

商業者組織団体強化事業に係る講師派遣 2001 水沢商工会議所

滝沢村小売商業活性化ビジョン 2002 滝沢村小売商業活性化ビジョン研

究会

岩泉町中心市街地商業等活性化基本構想 2002 岩泉町

一戸町中心市街地活性化基本計画 2002 一戸町

遠野市中心市街地活性化事業 2002 遠野商工会

遠野まちづくり塾 2002 岩手県中小企業団体中央会

盛岡中心市街地活性化 2002 盛岡まちづくり会社

二ツ井商業活性化コンセンサス形成事業 2002 二ツ井町商工会

一戸町 TMO 構想 2002 一戸商工会

水沢大町助成事業 2002 岩手県商店街振興組合連合会

釜石まちづくり塾 2002 全国商店街振興組合連合会

滝沢村商業ビジョン＋巣子駅周辺整備計画 2003 滝沢村商工会

大槌町中心市街地活性化基本計画 2003 大槌町
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岩泉町 TMO 構想 2003 岩泉町商工会

岩泉町 TMO コンセンサス形成 2003 岩泉町商工会

国道 282 号及び大更停車場線歩行者空間整備事業調査 2003 西根町商工会

空き店舗対策事業 2003 比内町商工会

岩泉町ＴＭＯ概要版作成 2003 岩泉町商工会

角館町商店街勉強会 2003 角館町上新町商店会

国道 282 号及び大更停車場線歩行者空間整備事業 2004 西根町商工会

大槌町 TMO 構想 2004 大槌商工会

雫石町 TMO 構想 2004 雫石町商工会

岩泉町商店街街路整備 2004 岩泉町

一戸町 TMO 構想 2004 一戸町商工会

葛巻町 TMO 構想 2004 葛巻町商工会

角館商業ビジョン 2004 角館町商工会

角館町上新町商店会店舗診断 2004 上新町商店会

葛巻町ＴＭＯ支援 2005 葛巻町商工会

一戸町ＴＭＯ支援 2005 一戸町商工会

コンセンサス形成事業 2005 仙北市商工会

角館町上新町商店会 2005 上新町商店会

地域振興ビジョン構想 2007 八幡平市商工会

平成 19 年度サービス産業生産性向上支援調査 2007 NPO 法人健康サービス産業振興機構

大仙市商工会地区商工業振興ビジョン 2008 大仙市商工会

平成 21 年度産官学連携による商店街活性化対策事業 2009 岩手県商工会連合会

地元農産物の直接仕入れと宅配によるダイレクト販売事

業支援業務

2009 肴町商店街振興組合

６．物産振興計画

両磐ブロックにおける地場産業の振興と観光の推進 1981 岩手県商工会連合会

盛岡地域地場産業異業種交流による新商品開発のための

調査研究

1983 盛岡市家具協同組合

手づくり村入込推計調査 1984 盛岡市

かわとく壱番館ガラス工房建設調査 1985 Ｋ社

土産品市場調査 1986 (財)盛岡地域地場産業振興センタ

ー

東和町地域食品振興基本計画 1987 東和町

清酒市場調査 1987 (財)盛岡地域地場産業振興センタ

ー
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江釣子村工芸の村周辺公園計画 1988 江釣子村

岩泉町マツタケの直販に関する調査 1990 岩泉町

地域資源調査 1991 松尾村商工会

地域資源調査 1992 花泉町商工会

むらおこし事業 1993 松尾村商工会

むらおこし事業 1993 花泉町商工会

むらおこし事業 1995 紫波町商工会

販路開拓支援事業 1995 花泉町商工会

過疎地域活性化モデル事業マスタープラン作成 1996 衣川村

過疎地域活性化モデル事業パッケージ等開発 1996 衣川村

山村振興事業生産物直売食材供給施設に関する市場調査 1997 川井村

いわて新世紀ブランド創造事業調査 1997 岩手県

首都圏物産情報発信施設設置可能性評価事業 1997 岩手県二戸地方振興局

いわて新世紀ブランド創造事業 1998 岩手県

いわて新世紀ブランド創造事業 1999 岩手県

地域農業基盤確立支援推進事業地域特産物活用施設基本

計画

1999 岩手町

いわて新世紀ブランド創造事業 2000 岩手県

フードシステム連携強化循環推進事業実施報告書作成 2000 胆沢町

ウニブランド化推進調査 2001 久慈地域「海の幸」ＰＲ協議会

新里村商工会特産品パッケージデザイン作成 2001 新里村商工会

いわて新世紀ブランド創造事業 2001 岩手県

循環型地域材利用推進調査 2001 モクネット事業協同組合(二ツ井)

鮭の自動選別搬送システム商品化可能性調査 2002 (財)いわて産業振興センター

秋田県産品市場拡大戦略策定調査 2002 秋田県物産振興会

「海の幸」ブランド化 2002 久慈地域「海の幸」ＰＲ協議会

21 世紀いわてブランド調査 2002 岩手県ブランド推進課

新里村商工会特産品 2002 新里商工会

岩手県産品(食品工芸品)流通実態調査 2002 岩手県ブランド推進課

住田い町産直システム 2003 住田町

秋田県産品市場拡大戦略策定調査(工芸品) 2003 秋田県物産振興会

久慈地域水産物 PR企画販促調査 2003 久慈地域 PR 協議会

川井村夏屋地区山菜＆地元学リーフレット 2003 川井村中山間地域振興実行委

県産水産物規格統一促進調査 2003 岩手県

住田い町産直市企画立案 2003 住田町

県産水産物規格統一促進調査 2004 岩手県流通課
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住田い町産直市企画立案 2004 住田町

県産農林水産物流通実態調査 2004 岩手県流通課

新たな流通方式導入調査事業 2004 岩手県流通課

加工外食等新需要対応産地づくり分析調査 2005 岩手県県流通課

いわてクラフトビジネス展開事業支援業務 2006 NPO 法人ライフデザイン花巻

白神酵母活用研究会特産品の物流に関する研究会運営支

援業務

2006 秋田県物産振興会

中小企業戦略的総合支援事業(N 社支援業務) 2006 (社)いわて産業振興センター

６．雇用開発計画

特定地域企業誘致調査(釜石、大船渡) 1988 (財)岩手県中小企業振興公社

盛岡地域高年齢者雇用開発事業調査研究 1990 岩手県

地域雇用開発プラン(田老町) 1990 岩手県地域雇用開発促進協議会

盛岡地域高年齢者雇用アンケート 1991 岩手県

地域雇用開発プラン(久慈市) 1991 岩手県地域雇用開発促進協議会

盛岡地域高年齢者雇用開発事業調査 1992 岩手県

岩手県地域雇用環境整備計画 1992 岩手県

地域雇用開発プラン(大潟村) 1992 秋田県ふるさと定住総合雇用対策

推進協議会

盛岡商工会議所高年齢者雇用開発事業調査 1992 盛岡商工会議所

盛岡地域雇用環境整備計画 1993 岩手県

65 歳継続雇用地域推進事業実態調査 1993 盛岡商工会議所

中小企業労働力確保推進事業 1993 岩手県コンクリート製品協同組合

地域雇用開発プラン(田沢湖町) 1993 秋田県ふるさと定住総合雇用対策

推進協議会

地域雇用開発プラン(二ツ井町) 1994 秋田県ふるさと定住総合雇用対策

推進協議会

岩手県障害者雇用推進基本計画 1994 岩手県

人材確保対策事業 1994 岩手県コンクリート製品協同組合

岩手県における産業構造転換と雇用に関する実態調査 1995 岩手県地域雇用開発協議会

地域雇用開発に関する調査研究(円高海外シフトに伴う雇

用変化)

1995 秋田県ふるさと定住総合雇用対策

推進協議会

障害者雇用推進年次計画 1995 北上市､水沢市､江刺市､金ヶ崎町､

前沢町､胆沢町､衣川村

地域雇用環境整備推進プラン 1995 (財)秋田県ふるさと定住機構

中小企業人材確保対策事業 1995 岩手県コンクリート製品協同組合
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岩手県障害者雇用推進年次計画 1996 岩手県

景気回復局面における県内各地の労働力需給の把握 1996 岩手県地域雇用開発協議会

中小企業人材確保推進事業『パート従業員雇用マニュア

ル』策定

1996 岩手県コンクリート製品協同組合

山内村地域雇用開発プラン 1996 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会(秋田県)

北上市障害者雇用年次計画 1996 北上市

秋田県雇用開発雇用環境実態調査及び平成8年度新規学卒

就職者意識調査

1996 (財)秋田県ふるさと定住機構

地域雇用環境整備推進プラン概要版作成 1996 (財)秋田県ふるさと定住機構

岩手県地域雇用開発プラン 1996 岩手県

胆江障害者雇用年次計画 1996 胆江地域内市町村

障害者雇用実態調査 1996 岩手県障害者雇用促進協議会

秋田県雇用開発雇用環境実態調査及び新規学卒者意識調

査の分析報告書のまとめ

1996 (財)秋田県ふるさと定住機構

県北沿岸雇用動向調査 1996 岩手県地域雇用開発協議会

中高年就業者意識調査 1996 岩手県長寿社会振興財団

岩手県における新業態産業の動向に関する調査 1997 岩手県地域雇用開発協議会

八竜町を対象とした地域雇用開発プランの策定 1997 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会

地域高度技能活用雇用安定計画及び地域人材育成計画 1997 岩手県

北上市障害者雇用推進パンフレット作成 1997 北上市

高度技能活用雇用安定地域調査研究事業 1997 労働省職業安定課

高度技能活用雇用安定地域若年者意識啓発事業 1997 労働省職業安定課

企業支援制度の案内作成 1997 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会(秋田県)

職場定着対策報告書概要版作成 1997 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会(秋田県)

職場定着対策報告書概要版作成 1997 (財)秋田県ふるさと定住機構

職場定着対策報告書概要版作成 1997 秋田県中央地域雇用環境整備会議

職場定着対策報告書概要版作成 1997 秋田県県北地域雇用環境整備会議

職場定着対策報告書概要版作成 1997 秋田県県南地域雇用環境整備会議

高年齢従業員の継続雇用に関する企業調査 1997 (社)秋田県雇用開発協会

中小企業人材確保推進事業結果報告書作成 1997 岩手県コンクリート製品協同組合

胆江地区障害者雇用推進年次計画報告書印刷 1997 胆江地域内市町村

高度技能活用雇用安定地域調査研究事業 1998 労働省職業安定課
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若年従業員の職業意識及び職場定着実態調査 1998 岩手県地域雇用開発協議会

男鹿市を対象とした地域雇用開発プラン 1998 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会(秋田県)

胆江地区障害者雇用推進年次計画報告書印刷 1998 胆江地域内市町村

継続雇用に関する従業員意識調査 1998 (社)秋田県雇用開発協会

農村地域就業機会創出緊急計画 1998 秋田県八竜町

中小企業人材確保推進事業 1998 岩手県コンクリート製品協同組合

六郷町を対象とした地域雇用開発プラン 1999 ふるさと定住総合対策推進協議会

地域雇用と地元定住に関する調査 1999 岩手県地域雇用開発協議会

山田町地域雇用開発プラン 1999 岩手県地域雇用開発協議会

高度技能活用雇用安定地域調査 1999 水沢公共職業安定所

大野村地域雇用開発プラン 2000 岩手県地域雇用開発協議会

調査研究事業(新規学卒者の就職促進に関する実態調査) 2000 岩手県地域雇用開発協議会

技能士活用実態調査事業 2000 岩手県職業能力開発協会

事務系職種雇用就業分野開拓推進事業 2000 秋田県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

協和町地域雇用計画 2000 ふるさと定住総合雇用対策推進協

議会(秋田県)

高度雇用平成 12 年度調査 2000 厚生労働省

地域高齢者能力活用職域開発支援事業 2000 秋田商工会議所

雇用動向報告書の執筆 2000 岩手県地域雇用開発協議会

高度技能活用雇用安定地域調査研究事業 2001 厚生労働省職業安定局

人材育成育成総括調査事業 2001 北上川流域人材育成総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

推進協議会

地域高齢者能力活用職域開発支援事業にかかる調査等の

一部

2001 (社)秋田県雇用開発協会

ワークシェアリング実態調査 2002 岩手県労政能力開発課

高齢者継続雇用研修会 2002 秋田県雇用開発協会

シルバー人材センター中長期計画基礎調査 2002 秋田県シルバー人材センター連合

会

高度技能活用雇用安定地域計画 2003 岩手労働局北上安定所

高度技能 PR パンフレット作成 2003 岩手労働局北上公共職業安定所

コミュニティビジネス報告書作成管理 2003 岩手労働局

コミュニティビジネス促進事業 2004 岩手労働局

藤里町地域雇用創造調査研究事業 2005 厚生労働省職業安定局

地域雇用創出アドバイザー 2005 岩手労働局

湯沢市地域雇用創造調査研究事業 2005 厚生労働省職業安定局
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鹿角地域観光産業進出セミナー 2007 鹿角地域雇用創造協議会

田野畑村地域雇用創造事業支援 2009-10 田野畑村地域雇用創造協議会

遠野市地域雇用戦略チーム支援 2010 岩手労働局

平成 21 年度住まいまちづくり担い手支援事業 2009 NPO 法人いわて景観まちづくりセン

ター


