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担当部門 

 

連絡先 

個別事業名 

SDGs 項目 

事業概要 

企業との連携が想定される取組 

関連ホームページ 

注)関連ホームページが表示されない場合は、画面の指示に従うか、アドレスバーに URL を貼付けてください。 

復興防災部 

消防安全課 

 

019-629-6871(TEL) 

019-629-5174(FAX) 

AJ0010@pref.iwate.jp 

地域安全アドバイザー派遣 

SDGs 項目 11・17 

 

地域ぐるみで犯罪を防止する地域安全活動の促進のため、地域安全アドバイザーの派遣

を通じて、地域における防犯活動の活性化を促進します。 

1. 企業が行う地域安全活動の促進に向けた取組（防犯に関する知識、技術習得のための 研修会等）へ講師を派遣 

2. 地域安全活動（防犯パトロール、建物の防犯対策等）の実施 

 

 

復興防災部 

消防安全課 

 

019-629-6871(TEL) 

019-629-5174(FAX) 

AJ0010@pref.iwate.jp 

犯罪被害者等を支える社会づくりの推進 

SDGs 項目 11・17 

 

関係機関・団体等との連携を深め、犯罪被害者等を支える社会づくりに向けて、県民の

理解を醸成します。 

企業が行う犯罪被害者等への理解の促進に向けた取組（現状、支援、相談先等に関する研修会等）へ講師を派遣 

ふるさと振興部 

交通政策室 

 

019-629-5204(TEL) 

019-629-5219(FAX) 

AB0013@pref.iwate.jp 

公共交通利用推進事業 

SDGs 項目 9・11・13・17 

 

持続可能な社会をつくる観点から、公共交通利用を推進する各種活動を展開します。 

1. 本事業で実施する公共交通利用推進に関する啓発活動や「減クルマ」チャレンジウイークなどの具体的な取組プラン

への参画等 

2. 参画事業者等は県ホームページなどで広く PR 

 

公共交通 ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/koutsuu/koukyou/index.html 

 

文化スポーツ部 

文化振興課 

 

019-629-6485(TEL) 

019-629-6484(FAX) 

AK0002@pref.iwate.jp 

いわてアール・ブリュット魅力発信事業 

SDGs 項目 3・10・17 

 

県内のアール・ブリュット作品を広く周知し、その魅力を発信することにより、障がい

者等の創作意欲の醸成を図るとともに、県民等の障がい者芸術に対する関心を高めます。 

本県作家によるアール・ブリュット作品の展示 

環境生活部 

環境生活企画室 

 

019-629-5271(TEL) 

019-629-5334(FAX) 

AC0001@pref.iwate.jp 

いわて地球環境にやさしい事業所認定制度 

SDGs 項目 12・13・17 

 

地球温暖化対策を推進するため、二酸化炭素排出の抑制のための措置を積極的に講じて

いる事業所を「いわて地球環境にやさしい事業所」として認定する制度です。申請受付

は随時行います。 

1. 一定の基準を満たす県内の事業所を認定し、県ホームページ等において認定企業等を広く PR 

2. 認定事業所は廃棄物処理業者格付制度において、自己評価項目として 5 点加点、県営建設工事請負資格者に係る審査

基準等において、主観点の評価項目として 8 点加点 

 

制度の概要 ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/jigyosho/1005672.html 

 

環境生活部 

県民くらしの安全課 

食育の推進(普及啓発) 

SDGs 項目 1・2・3・4・11・12・14・15・17 

1. シンポジウム、イベントの協賛、協力（食育シンポジウム、食育総合イベント「食育の秋」など） 

2. 顕彰（表彰）、優良活動事例の紹介事業の協賛、協力（食育優良活動の表彰、食育標語及びロゴコンクール、食育推

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/koutsuu/koukyou/index.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/jigyosho/1005672.html
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019-629-5322(TEL) 

019-629-5279(FAX) 

AC0009@pref.iwate.jp 

 

食育（様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食

生活を実践することができる人間を育てること）を県民運動として定着させ、家庭への

浸透を図ります。 

進ワークショップの開催など） 

 

食育 ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/shokuiku/index.html 

 

環境生活部 

県民くらしの安全課 

 

019-629-5322(TEL) 

019-629-5279(FAX) 

AC0009@pref.iwate.jp 

食の安全安心に関するリスクコミュニケーション 

SDGs 項目 3・4・12・17 

 

食品の安全性等に関して県民に分かりやすく適切な情報を提供するとともに、消費者、

生産者、事業者、行政など関係者間の相互理解のため意見交換会を開催します。 

1. 意見交換会の協賛、協力 

2. 講師・パネラーや会場の手配 

3. 職員を講師やパネラーとして派遣（安全安心に積極的な企業として認知） など 

 

食の安全・安心 ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/shoku/index.html 

 

環境生活部 

環境保全課 

 

019-629-5356(TEL) 

019-629-5346(FAX) 

AC0002@pref.iwate.jp 

環境コミュニケーション 

SDGs 項目 6・7・12・13・14・15・17 

 

事業者や住民と行政が情報を共有しつつ、環境負荷の低減の取組みを進めます。 

1. 地域と企業との環境コミュニケーション（取組紹介等） 

2. 事業者向けの環境コミュニケーション研修への参加 など 

 

環境コミュニケーション ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/communication/index.html 

 

環境生活部 

資源循環推進課 

 

019-629-5367(TEL) 

019-629-5369(FAX) 

AC0003@pref.iwate.jp 

岩手県再生資源利用認定製品認定制度 

SDGs 項目 12・13・17 

 

一定の基準を満たすリサイクル製品を県が認定し利用の拡大を図る制度。年 2 回（上・

下半期）申請受付を行い、認定します。 

1. 再生資源を利用した製品で、一定の基準を満たすリサイクル品を認定し、県ホームページ等において認定製品等を広

く PR 

2. 認定製品には認定マークの表示が可能 

 

岩手県再生資源利用認定製品 ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/nintei/index.html 

 

環境生活部 

資源循環推進課 

 

019-629-5367(TEL) 

019-629-5369(FAX) 

AC0003@pref.iwate.jp 

エコ協力店認定制度(旧エコショップいわて認定制度(令和３年度まで)) 

SDGs 項目 12・13・14・17 

 

ごみの減量化やリサイクルに取り組む小売店、飲食店、宿泊施設等を県・市町村・NPO

三者の協働により認定を行う制度。申請受付は随時行います。 

1. 一定の基準を満たす県内の小売店を認定し、県ホームページ等において認定企業等を広く PR 

2. 認定店には認定証と認定プレートを贈り、環境に配慮している店として広くアピールが可能 

 

エコ協力店いわて認定制度について ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/recycle/1049485.html 

 

環境生活部 

若者女性協働推進室 

 

019-629-5336(TEL) 

019-629-5354(FAX) 

AC0006@pref.iwate.jp 

男女共同参画推進事業 

SDGs 項目 5・8・10・17 

 

男女共同参画社会実現のために、岩手県男女共同参画センターにおいて各種講座（シン

ポジウム・サポーター養成・出前講座等）を開催します。 

岩手男女共同参画センターが実施する各種講座（シンポジウム・サポーター養成・出前講座等）への講師派遣 

 

 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/shokuiku/index.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/shoku/index.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/communication/index.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/nintei/index.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/recycle/1049485.html
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環境生活部 

若者女性協働推進室 

 

019-629-5348(TEL) 

019-629-5354(FAX) 

AC0006@pref.iwate.jp 

いわて家庭の日（主唱：岩手県青少年育成県民会議、推進協力団体：県、県教育委員会、

県警察本部） 

SDGs 項目 5・11・17 

 

青少年の健全育成を図るため、毎月第 3 日曜日の「いわて家庭の日」に、家族の絆を深

める取組を行います。 

1. 親子・家族で参加できるイベントの開催、共催等 

2. 「家庭の日」メニューの提唱等による食材・家庭用品等の販売（チラシ等へ「家庭の日」記載）、主唱団体等が実施

するイベントへの協賛、「家庭の日」ののぼり掲揚の支援 など 

 

青少年活動交流センター(外部リンク) ↓ 

https://www.aiina.jp/site/seishounen/ 

 

環境生活部 

若者女性協働推進室 

 

019-629-5348(TEL) 

019-629-5354(FAX) 

AC0006@pref.iwate.jp 

いわて親子・家庭フォーラム 

SDGs 項目 4・5・11・17 

 

家庭の重要性について社会全体で再認識することにより、家庭の教育力の向上を図るた

め、いわて親子・家庭フォーラムを開催します。 

1. 親子・家族で参加できるプログラム開催、共催等 

2. バザーや協賛企業の展示ブース設置 など 

 

青少年活動交流センター(外部リンク) ↓ 

https://www.aiina.jp/site/seishounen/ 

 

環境生活部 

若者女性協働推進室 

 

019-629-5336(TEL) 

019-629-5354(FAX) 

AC0006@pref.iwate.jp 

メディア対応能力養成講座 

SDGs 項目 4・12・17 

 

青少年が、携帯電話等を通じインターネット上の違法・有害情報との接触や情報モラル

の欠如により犯罪に巻き込まれるケースが多発していることから、被害防止等の啓発活

動を行う講座を開催します。 

講座の共催、協賛、講師派遣等の協力など 

保健福祉部 

地域福祉課 

 

019-629-5423(TEL) 

019-629-5429(FAX) 

AD0004@pref.iwate.jp 

ひとにやさしい駐車場利用証制度に係る指定駐車施設としての協議締結 

SDGs 項目 3・11・17 

 

商業施設など公共的施設に設置されている「車いす使用者用駐車施設（駐車区画）」の管

理者と県との間で協定を締結し、県から利用証の交付を受けた方が優先的に利用できる

ようにするものです。 

県と協定を締結の上、県が交付する「指定駐車施設証」を駐車区間に掲出し、原則として利用証の交付を受けた方が優

先的に利用できるよう管理していただきます。 

保健福祉部 

子ども子育て支援室 

 

019-629-5456(TEL) 

019-629-5464(FAX) 

AD0007@pref.iwate.jp 

i・ファミリー・サービス事業 

SDGs 項目 3・5・11・17 

 

少子化対策として、子育て応援の店を協賛登録し、子育て環境を整備します。 

1. 本サービスに協賛申し込みの上、妊婦及び子育て家庭に対するサービスの提供 

（料金割引や特典などのサービス、授乳スペース等に配慮したサービス等） 

2. 登録店については、県ホームページ等への掲載により、子育てにやさしい企業として周知 

 

i・ファミリー・サービス事業 ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003469/1003471.html 

保健福祉部 

子ども子育て支援室 

 

019-629-5456(TEL) 

「いわて子育てにやさしい企業等」認証制度 

SDGs 項目 3・5・8・11・17 

1. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し労働局に届出を行うなど一定の要件を満たした企

業について、県ホームページ等への掲載により子育てにやさしい企業として周知 

2. 認証企業に対し、県単融資制度（県商工観光振興資金）に係る保証料率の引下げなどの優遇措置を適用 

 

https://www.aiina.jp/site/seishounen/
https://www.aiina.jp/site/seishounen/
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003469/1003471.html
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019-629-5464(FAX) 

AD0007@pref.iwate.jp 

 

仕事と子育ての両立など男女がともに働きやすい雇用環境の整備を推進します。 

「いわて子育てにやさしい企業等」の認証 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003469/1003472.html 

 

保健福祉部 

子ども子育て支援室 

 

019-629-5461(TEL) 

019-629-5464(FAX) 

AD0007@pref.iwate.jp 

"いきいき岩手”結婚サポートセンター「i－サポ」社員の結婚応援企業 

SDGs 項目 3・8・11・17 

 

企業で働く独身男女の出会いの機会を増やすため、県や市町村、関係団体で設置運営す

る「i－サポ」に登録いただくことで、出会いの機会についての情報提供をします。 

1. i－サポのホームページに企業等の名称やホームページリンクを掲載 

2. i－サポのポスターやリーフレットの送付、事業所内のイントラネットなどでの掲示用に、i－サポの情報提供や、i－

サポ登録団体が主催する婚活等のイベント情報を提供 

 

ⅰーサポに係る県の紹介 ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003458/1003467.html 

 

保健福祉部 

子ども子育て支援室 

 

019-629-5461(TEL) 

019-629-5464(FAX) 

AD0007@pref.iwate.jp 

結婚応援の店 

SDGs 項目 3・11・17 

 

新婚夫婦又は結婚を希望する独身の方が、ご夫婦又は交際中の方と一緒に利用した際、

県が発行した結婚応援パスポートの提示で商品代金等の割引などの特典を受けられる

「いわて結婚応援の店」を募集しています。 

1. お店などを県に登録いただくと、県が管理しているホームページに企業等の名称やホームページリンクを掲載 

2. 従業員の方や来訪される方に向けて、県が実施している家族や子育てに関する施策のポスターやリーフレットを送付 

 

「いわて結婚応援パスポート」協賛店募集 ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003458/1017944.html 

 

商工労働観光部 

経営支援課 

 

019-629-5544(TEL) 

019-629-5549(FAX) 

AE0002@pref.iwate.jp 

災害時の生活物資の確保 

SDGs 項目 3・11・17 

 

災害時における衣料、寝具その他の生活必需品の調達を円滑に行います。 

県と協定を締結し、災害時に生活必需品を適切に供給 

農林水産部 

森林整備課 

 

019-629-5786(TEL) 

019-629-5794(FAX) 

AF0011@pref.iwate.jp 

企業の森づくり 

SDGs 項目 7・11・13・15・17 

 

社会貢献（CSR）として森林づくり活動に関心のある企業と森林整備に悩む森林所有者

とをコーディネートし、民間活力による森林整備を促進します。 

1. 企業と森林所有者は協定を締結した上で、森林所有者は森林を無償で提供し、企業はそのフィールドで社員ボランテ

ィアや資金提供による間伐や植林等の森林づくり活動を実施 

2. 企業の取組については、県ホームページ等において広く紹介 

 

企業の森づくり(外部リンク) ↓ 

http://www.morinavi.com/support/support-iwate.html 

 

県土整備部 

都市計画課 

 

019-629-5892(TEL) 

019-629-9137(FAX) 

AG0007@pref.iwate.jp 

はり紙バスターズ (岩手県違反広告物簡易除却推進員制度) 

SDGs 項目 11・17 

 

屋外広告物条例に違反し、街並みや観光地の景観を阻害するはり紙の除却に、民間のボ

ランティアの協力を募り、良好な景観の保全と屋外広告物条例の周知啓発を図ります。 

1. 趣旨への賛同と、社会貢献活動の一環としてはり紙の除却の取組実施 

2. 知事の権限の委任、県費でのボランティア保険加入、除却に必要な道具（剥離材、腕章等）を貸与 

県土整備部 

建築住宅課 

岩手の地域性を反映した「岩手型住宅」及び省エネ住宅の普及 

SDGs 項目 3・6・7・9・11・13・17 

1. 登録された岩手型住宅賛同事業者の取組を県ホームページ等において広く PR 

2.岩手型住宅や省エネ住宅の普及促進を目的としたイベントでの出展が可能 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003469/1003472.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003458/1003467.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003458/1017944.html
http://www.morinavi.com/support/support-iwate.html
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019-629-5933(TEL) 

019-651-4160(FAX) 

AG0009@pref.iwate.jp 

 

岩手型住宅（一定の省エネ性能を備え、かつ、岩手らしさ（県産木材の活用、木質バイオ

マスエネルギーの活用、地域性への配慮）を備えた住宅）の理念に賛同する事業者を募

集、登録し岩手型住宅の普及を促進します。 

 

「岩手型住宅」について ↓ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kenchiku/kojin/iwategata/index.html 

 

 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kenchiku/kojin/iwategata/index.html

