
日時  平成30年７月４日（水）10：00～

場所  久慈地区合同庁舎６階第４会議室

土木部長 ○

技術参事兼水産部長 ○

林務部長 ○

保健福祉環境部長 ○ ○

○ 局長 ○ ○

○
副局長兼

経営企画部長
○ ○

○ 産業振興室長 ○ ○

○ 農政部長 ○ ○

農業改良普及室長 ○ ○

農村整備室長 ○

※管内報道機関との定例懇談会（８月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成30年８月２日（木)　10:00～

　　場所：久慈地区合同庁舎６階大会議室

管内報道機関との定例懇談会（７月）座席表・次第　
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1 開会 
 

２ 提供資料 

 （懇談項目） 説明 
 

３ 懇談 
 

４ 閉会 
 

（進行：企画推進課長） 

  

参加予定報道機関 
・岩手日報社 久慈支局 
・デーリー東北新聞社 久慈支局 
・IBC岩手放送八戸支社 
・陸中魁新聞社 
・ダナスプランニング 

入
口 

二戸高等技術専門校長 
○ 

入
口 

○ 
教育事務所長 

○ 
県税室長 



管内報道機関との定例懇談会（７月）懇談項目 

 項   目 担 当 部 ポイント 

１ 
平成 30年度「市町村からの

要望」の実施について 
経 営 企 画 部 

市町村と広域振興局が地域課題を共有し、

課題解決に向けた取組に一層の連携を図るた

め、市町村要望をお受けする「市町村からの

要望」を実施します。 

２ 

平成30年度第１回県北広域

振興圏地域運営委員会議の

開催について 

経 営 企 画 部 

県北広域振興圏の将来設計や毎年度の施策

方針、施策評価等を地域と共同で協議するた

め、県北広域振興圏地域運営委員会議を開催

します。 

３ 
平成30年度現地復興推進本

部会議の開催について 
経 営 企 画 部 

当振興局及び久慈管内市町村等における東

日本大震災津波からの復興に向けた取組等の

情報共有及び意見交換を行うことを目的とし

て、現地復興推進本部会議を開催します。 

４ 
「親子向け復興の現場見学

会」の開催について 
経 営 企 画 部 

県北広域振興局では、復旧・復興の状況を

御理解いただき、東日本大震災津波の記憶と

教訓の風化を防止するため、県北圏域の小学

生（３年生以上）とその保護者を対象に「親

子向け復興の現場見学会」を開催します。 

５ 

第60回岩手県身体障がい者

福祉大会「海と高原のまち

洋野大会」の開催について 

保健福祉環境部 

身体障がい者福祉の基本である「完全参加

と平等」を実現するために、第 60回岩手県身

体障がい者福祉大会「海と高原のまち洋野大

会」が開催されますのでお知らせします。 

６ 
中学生を対象とした医療現

場体験会の実施について 
保健福祉環境部 

久慈保健所では、地域医療人材育成事業の

一環として、平成 30年８月１日（水）、県立

久慈病院を会場に医療現場体験会を実施しま

す。 

７ 
食品衛生パレードの実施に

ついて 
保健福祉環境部 

久慈保健所では岩手県食品衛生協会久慈支

会と共催で、食中毒が発生しやすい食品衛生

月間（８月１日～31日）中に、食品関係営業

者及び消費者等に対し、食中毒の発生を防止

することを目的として食品衛生パレードを実

施します。 

８ 

平成３０年度道の日イベン

ト『八戸街道「追分石～久

保の石碑群」を巡る』につ

いて 

土 木 部 

県北広域振興局では、久慈・二戸地域の道

交流を通じ、道路愛護精神の啓発を図るため

「バス＆ウォーキングツアー『～八戸街道「追

分石～久保の石碑群」を巡る～』」と題し、道

の日イベントを開催します。 

９ 
滝ダム「森と湖に親しむ旬

間」イベントについて 
土 木 部 

滝ダムでは、森と湖に親しむ旬間（7/20～

7/31）の取組として、ダム施設の見学や巡視

船の展示のほか、滝発電所の一般公開を８月

５日（日）に開催します。 



10 

平成 28 年台風第 10 号で被

災した河川の河道掘削及び

立木除去の対応状況につい

て 

土 木 部 

平成 28年台風第 10号で被災した河川につ

いて、効果的で効率的な維持管理を推進する

ため、「河道掘削及び立木除去実施計画（５ヵ

年）」を策定し適切な維持管理に努めていま

す。 

11 

「将来の夢の第一歩」につ

ながる県立二戸高等技術専

門校「夏の体験入校」参加

者募集！ 

県立二戸高等 

技 術 専 門 校 

自動車整備及び建築大工分野の未来の匠を

育てる県立二戸高等技術専門校では、高校生

を主な対象に、「将来の夢の第一歩」につなげ

るため、８月７日（火）に開催する「夏の体

験入校」の参加者を募集します。 

 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（平成 30年７月～８月上旬） 

・北三陸・子どもアートタッチプロジェクト 2018”夏”チラシ 

・もぐらんぴあ夏祭り＆ちかびウォッチング 2018チラシ 

 



報道機関懇談会資料（2018/7/4） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
平成 30年度「市町村からの要望」の実施について 

（経営企画部） 

 

市町村と広域振興局が地域課題を共有し、課題解決に向けた取組に一層の連携を図

るため、市町村要望をお受けする「市町村からの要望」について、次のとおり実施

する予定ですので、お知らせします。 

 

１ 実施日程（予定） 

≪久慈地域≫ 

市町村 実施日時 会 場 

洋野町 ７月 24日（火）10時 00分～ 洋野町役場種市庁舎 ４階 大会議室 

久慈市 ７月 24日（火）14時 00分～ 久慈市役所 車庫棟３階 会議室 

野田村 ８月 10日（金）10時 00分～ 
野田村生涯学習センター  

多目的ホール 

普代村 ８月 24日（金）13時 30分～ 普代村役場 ３階 大会議室 

  

≪二戸地域≫ 

市町村 実施日時 会 場 

九戸村 ７月 19日（木）13時 30分～ 九戸村公民館 ２階 開発ホール 

二戸市 ７月 27日（金）10時 00分～ 
岩手県二戸地区合同庁舎 

１階 大会議室 

一戸町 ８月 21日（火）10時 00分～ 
一戸町町民文化センター  

２階 大会議室 

軽米町 ８月 21日（火）14時 00分～ 軽米町役場 ３階 大会議室 

 

※ 会場及び開始時間は、変更することがあります。 

 

 

２ 出席者 

（市町村）市町村長、議会議長、部長等 

（県 側）局長、副局長、部長（所長・室長）等 

 

 

 

 

担当：企画推進課長兼復興推進課長 中里 武司 

電話：0194-53-4981 内線 315 



報道機関懇談会資料（2018/7/4） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
平成 30年度第１回県北広域振興圏地域運営委員会議の開催について 

（経営企画部）  

 

 標記の会議を、以下のとおり公開にて開催します。 

 

１ 開催趣旨 

県北広域振興圏の将来設計や毎年度の施策方針、施策評価等を地域と共同で協議

するため開催するものです。 

 

２ 開催日時  

  平成 30年７月 17日（火）13時 30分から 15時 30分まで 

    

３ 開催場所 

久慈地区合同庁舎６階大会議室（久慈市八日町１－１） 

 

４ 委員 

  15名（別紙のとおり） 

 

５ 会議内容 

  次期総合計画について 

 

６ 傍聴定員 

 10人 

 

７ 取材上の留意事項 

  特になし 

 

８ 会議結果 

  会議終了後、岩手県のホームページにて公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：企画推進課長兼復興推進課長 中里 武司 

電話：0194-53-4981 内線 315 



氏名 住所 所属機関・団体

あいだ　たけのり

間　健倫

あおさわ　まなぶ

青澤　学

あんどう　まさき

安藤　正樹

いしばし　かずや

石橋　和哉

　　　おおさわ　たかのり

大沢　貴規

　　おおだて

大建　ももこ

おおやない　としお

大矢内　利男

おのでら　ゆうじ

小野寺　祐治

さわむら　　　こ

澤村　よう子

　　しちのへ

七戸　はるみ

なかた　みほこ

中田　美保子

なりた　あつこ

成田　敦子

みたち　ゆうじ

三田地　勇治

もりかわ　のりこ

森川　則子

やました　たつや

山下　達也

（50音順）
男 OK（40％以上）
女 OK（40％以上）

若手
（49歳未満）

OK（25％以上）

若手以外

普代村

二戸市

一戸町

県北広域振興圏地域運営委員（任期H30.4.1～H32.3.31）名簿

久慈市

軽米町

洋野町

九戸村

二戸市

久慈市

久慈市

洋野町

野田村

二戸市

二戸市

二戸市

8

9 洋野町食生活改善推進員協議会会長

10

11

12

13

14

15
ＪＡ新いわて奥中山野菜生産部会奥中
山支部　役員

1

2

3

4

5

6

7

三田地商店（ガソリンスタンド）

カシオペア環境研究会　顧問

社会福祉法人　いつつ星会
常務理事

(有)田表写真館

七戸産業

大矢内きのこ園　代表

（株）アイソニック　代表取締役社長

（株）三和ドレス　代表取締役社長

㈲割烹旅館　おぼない　若女将

野田養殖組合副組合長
野田漁友会副会長

(有)石橋煎餅　専務取締役営業部長

社会福祉法人　修倫会　理事長

社会福祉法人洋野町社会福祉協議会
事務局長兼大野事務所長



 

報道機関懇談会資料（2018/7/4） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
平成 30年度現地復興推進本部会議の開催について 

（経営企画部）  

 

当振興局及び久慈管内市町村等における東日本大震災津波からの復興に向けた取

組等の情報共有及び意見交換を行うことを目的として、以下のとおり開催します。 

 

１ 日時 

  平成 30年７月９日（月） 13時 30分～15時 00分 

２ 場所 

  久慈地区合同庁舎６階 大会議室 （久慈市八日町１-１） 

３ 議題 

 (1) 東日本大震災津波からの復興に向けた取組について 

 (2) 意見交換 

４ 出席予定者 

  久慈管内副市町村長、復興庁岩手復興局、国土交通省三陸国道事務所、 

 一般社団法人岩手県建設業協会久慈支部、公益財団法人さんりく基金ＤＭＯ事業部、

県北広域振興局（局長、副局長、技監、関係する部室等の長） 

 ※【オブザーバー】宮古・下閉伊、久慈及び九戸選挙区選出県議会議員、 

岩手県復興局 

 

担当：企画推進課長兼復興推進課長 中里 武司 

電話：0194-53-4981 内線 315 



報道機関懇談会資料（2018/7/4） 県北広域振興局 

懇談項目４ 
「親子向け復興の現場見学会」の開催について 

（経営企画部）  

県北広域振興局では、復旧・復興の状況を御理解いただき、東日本大震災津波の記

憶と教訓の風化を防止するため、県北圏域の小学生（３年生以上）とその保護者を対

象に「親子向け復興の現場見学会」を開催します。 

現在参加者を募集中です（別添チラシのとおり。）。 

 

１ 開催日時 

  平成 30年８月４日（土）10時 00分～15時 00分  

※雨天決行、荒天の場合は中止。 

２ 見学内容 

① 三陸鉄道の「震災学習列車」に乗車し、車窓から、久慈～普代間の被災地の状

況を見学。 

② 普代村の住宅地への津波の遡上を防いだ「普代水門」を見学。 

③ 三陸沿岸道路「安家トンネル」及び「浜山トンネル」を見学。 

④ 「野田村震災ガイド」の案内により、野田村の復旧と復興の状況を見学。 

  ※ それぞれ三陸鉄道株式会社、普代村、野田村、野田村観光協会、振興局等の

担当職員が説明。 

３ 集合時間と集合場所 

  当日は、二戸地区合同庁舎又は三陸鉄道久慈駅に集合。震災学習列車を除いて、

見学会専用バスで移動。 

○ 二戸地区合同庁舎（二戸市石切所字荷渡 6-3） 8時 40分集合 

○ 三陸鉄道久慈駅 （久慈市中央三丁目 38-2）  9時 50分集合 

４ 募集定員 

40名（先着順） 

５ 申込期間 

平成 30年７月 27日（金）17時まで 

６ 申込み・問合せ先 

県北広域振興局経営企画部復興推進課 ☎ 0194-53-4981 （内線 293） 

担当：企画推進課長兼復興推進課長 中里 武司 

電話：0194-53-4981 内線 315 



開催日時 

平成30年８月４日（土） 

10時00分～15時00分 

対象：小学３～６年生とその保護者 
定員：４０名（先着順） 
料金：無料（昼食会場で昼食代をお支払い 
    いただきます。大人800円、子供500円。） 

募集内容 

  県北広域振興局では、復旧・復興の状況をご理解いただき、東日本大震災津波の 

 記憶と教訓の風化を防止するため、「親子向け復興の現場見学会」を開催します。 
  久慈地域の復興現場を肌で感じることができる機会ですので、ぜひご参加ください。 

① 三陸鉄道の「震災学習列車」に乗車し、車窓から、久慈～普代間の被災地の状況 
 を見学。 
② 普代村の住宅地への津波の遡上を防いだ「普代水門」を見学。 
③ 三陸沿岸道路「安家トンネル」及び「浜山トンネル」を見学。 
④ 「野田村震災ガイド」の案内により、野田村の復旧と復興の状況を見学。 
 

見学内容 

［震災学習列車］ ［普代水門］ 
 

［浜山トンネル］ ［野田村震災ガイド］ 

集合・解散場所 申込み・問合せ先 

 二戸地区合同庁舎（二戸市石切所字荷渡６－３） 

 三陸鉄道久慈駅（久慈市中央三丁目38-２）  

【二戸地区：二戸地区合同庁舎】 
（行き）８時40分集合 ⇔ （帰り）16時45分解散 
【久慈地区：三陸鉄道久慈駅】 
（行き）９時50分集合 ⇔ （帰り）15時20分解散 

※ 各集合場所から見学会専用バスを用意します。  

  岩手県県北広域振興局 
  経営企画部復興推進課 
  電話0194－53－4981（内線293） 
※ 参加者のお名前と集合・解散場所（二戸合庁 
  又は三陸鉄道久慈駅）をお伝えください。 
※ 荒天時は中止しますので、お申込みの際に、 
  中止時のご連絡先をお聞きします。 
※ 工事現場などを歩きますので、汚れてもよい 
  服装でお越しください。 
※ 申込み期限：７月27日（金）17時まで 

       【三陸防災復興プロジェクト2019関連事業】 

行って、知って 
応援！ 



報道機関懇談会資料（2018/7/4） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
第 60 回岩手県身体障がい者福祉大会「海と高原のまち洋野大会」の

開催について                （保健福祉環境部）  

 

身体障がい者福祉の基本である「完全参加と平等」を実現するために、身体障がい

者自らが諸問題への関心を深めるとともに、課題解決と生涯スポーツ・文芸等の推進

に努め、自立した潤いのある生活と福祉の増進を図り、住みよい地域社会づくりに寄

与することを目的として、第 60 回岩手県身体障がい者福祉大会「海と高原のまち洋

野大会」が開催されますのでお知らせします。 

当日は、岩手県知事表彰及び大会長表彰等が執り行われるほか、県立種市高等学校

の生徒及び教員による講演等が行われます。 

 

１ 日 時 

 平成 30年７月 13日（金）12時 30分から 15時 30分まで 

２ 会 場 

 洋野町民文化会館「セシリアホール」 

（洋野町種市第 24地割 124番地３ ℡ 0194-65-5411） 

３ 主 催 

  社会福祉法人岩手県身体障害者福祉協会、洋野町身体障がい者協議会 

４ 共 催 

  洋野町、社会福祉法人洋野町社会福祉協議会 

５ 内 容 

 (1) 式典 

   岩手県知事表彰、大会長表彰及び岩手県身体障害者福祉協会長の感謝状贈呈 

 (2) 講演 

   演題「海洋教育と南部もぐりについて」 

   講師 岩手県立種市高等学校 生徒及び教員 

 (3) 議事 

   大会宣言（案）について 

   大会決議（案）について 

６ 参加者 

  岩手県身体障害者福祉協会各支部会員及び社会福祉関係者等 

 

 

 

 

 

 

担当：保健福祉環境部福祉課長 下川 知佳 

電話：0194-53-4982 内線 212 
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懇談項目６ 
中学生を対象とした医療現場体験会の実施について 

（保健福祉環境部／久慈保健所）  

 

久慈保健所では、地域医療人材育成事業の一環として、医療現場体験会を下記のと

おり実施します。 

 当管内では、医師や看護師をはじめ、医療従事者の不足が深刻化しています。特に、

久慈地域の医師数は岩手県内９医療圏域で２番目に少ない状況です。上記体験会は、

中学生を対象に、医師や看護師といった医療に従事する職業の重要性について理解を

深めてもらい、将来の久慈地域の医療を担う人材の育成に資することを目的に、平成

22年度から毎年実施しているものです（※開始当初は高校生が対象。平成 25 年度か

ら中学生が対象）。 

 

１ 日 時 

平成 30年８月１日（水）13時 30分から 16時 20分まで 

２ 会 場 

岩手県立久慈病院（住所：久慈市旭町 10－1） 

３ 対象者 

「医師による出前講座」実施校（11 校）のうち、参加を希望する中学生 50 人

程度（現在調整中）。 

４ 内 容 

院内の見学や医療機器等の使用体験等 

 

【医療現場体験会当日のスケジュール】 

時  間 内      容 場  所 

13：15～13：30 参加生徒受付 県立久慈病院 

２階大会議室 13：30～13：35 開講・オリエンテーション 

13：35～13：40 久慈保健所長あいさつ 

13：40～13：45 久慈病院長あいさつ 

13：45～13：55 病院の概要説明等 

13：55～14：00 見学・体験についての注意事項等 

14：00～14：10 休憩及び移動の準備 

14：10～16：10 病院内見学・医療機器等使用体験 

（看護、薬剤、検査、リハビリテーション） 

病院内各室 

16：10～16：20 閉講・アンケート記入、回収 ２階大会議室 

 

 

 

担当：保健福祉環境部企画管理課長 藤原 隆博 

電話：0194-53-4987 内線 244 
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懇談項目７ 
食品衛生パレードの実施について 

（保健福祉環境部／久慈保健所）  

 

久慈保健所では岩手県食品衛生協会久慈支会と共催で、食中毒が発生しやすい食品

衛生月間（８月１日～31日）中に、食品関係営業者及び消費者等に対し、食品衛生思

想の普及啓発及び食品の安全性に関する情報提供を行い、食中毒の発生を防止するこ

とを目的として食品衛生パレードを実施します。 

 

１ 日時：平成30年８月１日（水）15時 00分から 17時 15分まで  

２ 主催：岩手県久慈保健所、岩手県食品衛生協会久慈支会 

３ 内容 

(１) 車両より食中毒の予防を呼びかけます。 

(２) 久慈市内６店舗において食中毒予防の普及啓発資材を配付します。 

【配布物】各種リーフレット、テーブル用クロス、エンボス手袋、３Ｒ啓発ハ

ンカチ、減塩啓発ポケットティッシュ、風船（子供用） 

４ パレード行程 

時 間 内  容 場  所 

15:00 出発式 久慈地区合同庁舎正面玄関 53-4987 

15:10 出発 久慈地区合同庁舎 

15:10 街頭宣伝 移動 

15:20 資材配布 ユニバース久慈川崎町店 52-1561 

15:30 街頭宣伝 移動 

15:40 資材配布 ジョイス久慈長内店 52-1730 

15:50 街頭宣伝 移動 

15:55 資材配布 ユニバース久慈ＳＣ店 52-7500 

16:10 街頭宣伝 移動 

16:20 資材配布 マルイチマルシェ久慈店 61-3270 

16:30 街頭宣伝 移動 

16:35 資材配布 ジョイス久慈中の橋店 61-3570 

16:45 街頭宣伝 移動 

16:50 資材配布 やませ土風館 66-9200 

16:55 街頭宣伝 移動 

17:00 解散式 久慈地区合同庁舎 

※ 時間は目安です。前後する可能性があります。 

 

 

 

担当：保健福祉環境部環境衛生課長 千﨑則正 

電話：0194-53-4987 内線 325 
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懇談項目８ 
平成３０年度道の日イベント『八戸街道「追分石～久保の石碑群」を巡

る』について                     （土木部） 

昭和 61年、国土交通省は、国民に道路の意義・重要性について関心をもってもらうため 

8月 10日を「道の日」と制定しました。以来、各地で様々なイベントが開催されております。 

県北広域振興局では、久慈・二戸地域の道交流を通じ、道路愛護精神の啓発を図るため「バ

ス＆ウォーキングツアー『～八戸街道「追分石～久保の石碑群」を巡る～』」と題し、道の日

イベントを開催します。 

 

 

平成３０年度道の日イベント   

～八戸街道「追分石～久保の石碑群」を巡る～ 

 

１ 開催日時：平成 30年 8月 10日（金） 午前 8時 40分～午後 4時 00分 

２ 開催場所：二戸市仁
に
左
さ

平
たい

地区八戸街道  

３ 主   催：県北広域振興局土木部・二戸土木センター 

４ 協   力：一戸山形線の歴史と景観を考える会 

５ 行   程：①久慈地区合同庁舎駐車場 午前 8時 40分集合（バスで移動） 

         二戸地区合同庁舎駐車場 午前 9時 55分集合 

②二戸地区合同庁舎にて開会式 午前 10時 05分 

        ③「久保の石碑群～堀野一里塚」※（およそ２kmのウォーキング） 

 午前 11時 15分に出発し、午前 11時 50分到着予定 

※久保の石碑群：大松の下に、凶作による餓死した人々の供養を目的とした

「馬頭観音、愛宕山大権現、八幡宮、山神、十和田山塔、庚申

（こうしん）・二十三夜、念仏供養塔」の大小８つの古碑が並

んでおり、いずれも江戸時代のものです。 

堀野一里塚：八戸街道の一里塚は、八戸側からの一里毎を元にして整備され

ており、これはそのうちで最も二戸寄りのです。現在は、現道右

手の一段高いところに、東塚のみが残っています。 

③昼食会場 金田一「アツマランカ」（昼食＆久慈と二戸の交流の場） 

④午後 2時 30分帰路へ 

⑤二戸地区合同庁舎午後 2時 45分、久慈地区合同庁舎午後 4時（解散） 

６ 参加人数：久慈地区、二戸地区各２５名先着・参加費無料・昼食各自持参 

７ 申込締切：８月６日（月）までに下記の問い合わせ先へ電話で申し込み 

８ 問合せ先：県北広域振興局土木部道路整備チーム 電話：0194-53-4990（内線 261・262） 

      二戸土木センター道路環境チーム 電話：0195-23-9209（内線 303） 

 
担当：土木部道路整備課 長沼 輝伸 

電話：0194-53-4990 内線 261 



 

二戸地区合同庁舎

↓至盛岡

↑至青森

八戸街道追分石

堀野一里塚

久保の石碑群

ウォーキング時バス降車場所（東仁左平地区センター）

金田一コミュニティセンター

「アツマランカ」

ゆうゆうゆーらく

ウォーキングコースL=2.0km
追分石説明時バス降車場所

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院
発行の２万５千分の１地形図を使用した。（承認番号平28情使、第
307-GISMAP37585号」

4
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一般県道二戸軽米線

主要地方道二戸田子線

平成 30 年度道の日イベント 

ウォーキングコース図 
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懇談項目９ 
滝ダム「森と湖に親しむ旬間」イベントについて         

（土木部） 

 

 滝ダムでは、森と湖に親しむ旬間（7/20～7/31）の取組として、ダム施設の見学や

巡視船の展示のほか、滝発電所の一般公開を８月５日（日）に開催します。 

また、当日は夏休み恒例の長内川川まつりも開催します。 

 

１ ダム施設見学・滝発電所一般公開 

開催日 イベント項目 内  容 

8月 5日（日） 

9:30～16:00 

 

ダム施設見学 ダム堤体内を職員が案内し、説明する。 

滝発電所一般公開 県企業局職員が発電施設を案内し、説明する。 

ダムライトアップ 期間中 19：00～21：00に実施 

 

 

２ 長内川川まつり（長内川川の会と「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員会久慈

地区分科会の共催） 

日時：８月 5日（日）9:00～15:00 

場所：長内川河川敷（新街橋上流左岸） 

イベント項目 内  容 

① 魚のつかみ取り 川まつり会場にて、つかみ取りを体験する。 

② 木工製作 木工製作キットを組み立てる。 

③ リース製作 天然素材でリースを製作する。 

④ カヌー・カヤック体験 スタッフ指導のもと、乗船体験する。 

⑤ 丸太切り体験 台の上の丸太を、ノコギリで切る。 

  このほか、当日は「長内川川の会」主催の行事が多彩に行われます。（イベント項

目や内容は変更になる場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：滝ダム管理事務所長 織茂大樹 

電話：0194-59-3838 
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懇談項目 10 
平成 28 年台風第 10 号で被災した河川の河道掘削及び立木除去の対応状況

について                        （土木部）  

 県が管理している河川について、平成 28年台風第 10号の出水により、「新たに土砂が堆積

した箇所」や「堆積土砂や立木の繁茂による河積阻害により浸水被害が生じた箇所」が確認

されたため、効果的で効率的な維持管理を計画的に推進するため、「河道掘削及び立木除去実

施計画（５ヵ年）」を策定し適切な維持管理に努めています。 

 

○ 対応方針 
「河道掘削及び立木除去実施計画（５ヵ年）」は、①近年出水箇所で家屋浸水があった箇

所、②河道断面が不足している箇所で資産集中箇所、③市町村要望箇所、④その他、必要
と認められる箇所等の状況によって優先順位を検討し策定したものです。 
計画的に河道掘削及び立木除去による治水対策を進めていきます。 

 
○ 具体の対応【平成 30年度予定箇所】 

(1) 河道掘削 

河川名 施工箇所 発注状況 備考 

二級河川久慈川 久慈市川崎町地内ほか 6/27工事契約済み H31.1月完成予定 

二級河川長内川 久慈市長内町地内 入札手続き中 11月完成予定 

二級河川戸呂町川 久慈市山形町戸呂町地内 入札手続き中 11月完成予定 

(2) 立木除去 

河川名 施工箇所 発注状況 備考 

二級河川有家川 九戸郡洋野町間沢地内 入札手続き中 10月完成予定 

二級河川泉沢川 九戸郡野田村泉沢地内 入札手続き中 10月完成予定 

 

[参考]台風第 10号出水以降の対応 

(1) 河道掘削 

   洋野町：大野川、有家川、高家川、川尻川 

   久慈市：久慈川、沢川、長内川、夏井川、鳥谷川 

遠別川、日野沢川 

   野田村：安家川、宇部川、明内川、泉沢川 

   普代村：普代川、茂市川 

 

(2) 立木除去 

   洋野町：大野川 

   久慈市：久慈川、長内川、川又川 

   野田村：安家川 

   普代村：普代川 

 

              

担当：土木部河川港湾課長 中野 仁志 

電話：0194-53-4990 内線 281 

 
河道掘削作業状況写真 

 
立木除去作業状況写真 
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懇談項目 11 
「将来の夢の第一歩」につながる県立二戸高等技術専門校「夏の体験

入校」参加者募集！         （県立二戸高等技術専門校） 

 

 自動車整備及び建築大工分野の未来の匠を育てる県立二戸高等技術専門校では、高

校生を主な対象に、「将来の夢の第一歩」につなげるため、８月７日（火）の高等技

術専門校を知る「夏の体験入校」の参加者を募集します。 

学科・実習の様子を知りたい方や入校を希望する方など、お気軽にご参加ください。 

 

１ 日時 

  平成 30年８月７日（火） 午前９時 30分から午後３時 30分まで 

２ 場所 

  岩手県立二戸高等技術専門校  二戸市石切所上野々92-1 

３ 対象 

  高校生等 

４ 定員 

応募者多数の場合は、高校３年生を優先させていただきます。 

（１）自動車システム科  １６名 

（２）建築科       １０名 

５ 体験内容（予定） 

各科の学科及び実習の一部を体験します（それぞれ２時間程度）（昼食を御持参

願います。） 

入校相談も受けられます。 

（１）自動車システム科 

ア 学科  自動車整備士の仕事内容 

車の仕組み（エンジン・動力伝達の仕組み、ハイブリッド車の概要など） 

イ 実習  エンジン分解・組立実習 

トランスミッション分解・組立実習、タイヤ交換 

（２）建築科 

ア 学科  建築大工の仕事内容 

木造軸組工法（各軸組分・継手・仕口の名称、模擬家屋見学など） 

イ 実習  大工道具の使用方法（墨付けの仕方、鋸挽きの仕方） 

ほぞ（柱）とほぞ柱（土台）の製作 

６ 申込み・問合せ先 

参加を希望される方は、７月 25 日（水）までに、体験入校申込書をファクシミ

リで申し込みください。（申込締切後においても、定員に達しない科については申

込み可能ですので電話でお問い合わせください）。 

参加費は無料です。 

  岩手県立二戸高等技術専門校 （校長 熱海芳廣） 

  電話： 0195-23-2227 、 ファクシミリ： 0195-23-9081 

 

担当： 岩手県立二戸高等技術専門校   

校長補佐  山田 昭人 

    電話： 0195-23-2227 

 



ポスター2.jpg

建築科Menu 

Ｎｏ                   参加者氏名 学  年 希 望 科 

１ 男 ・ 女 １ ・ ２ ・ ３ 年 自動車  ・  建 築 

２ 男 ・ 女 １ ・ ２ ・ ３ 年 自動車  ・  建 築 

３ 男 ・ 女 １ ・ ２ ・ ３ 年 自動車  ・  建 築 

自動車システム科Menu 

 
    場所：岩手県立二戸高等技術専門校（二戸市石切所字上野々92-1）  
   日時：平成３０年8月７日（火）9：30～15：30 ［9:00受付開始］ 
   対象：高校生等 
   費用：無料 
   昼食を持参ください。 
   定員：自動車システム科16名、建築科10名程度 
      ※定員を超えた場合、高校3年生優先。 
      ※参加決定者には後日、詳細スケジュール（持ち物含む）を 
       お知らせします。 
 
 

１日体験申込書（ＦＡＸ） ０１９５－２３－９０８１ 

締切日：7月25日（水） 

学校名 連絡先（TEL） 

担当者 連絡先（FAX） 

申込日 平成３０年     月     日 

岩手県立二戸高等技術専門校  「夏の体験入校」 のご案内 

お問合せ（お申込み）岩手県立二戸高等技術専門校 担当：山田 

TEL 0195-23-2227 FAX 0195-23-9081 E-mail :CD0007@pref.iwate.jp 



平成30年７月 行  事  予  定  表

日 曜 行　　　　　事 時間 場所 会場 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

7 土 山形地区健康マラソン大会 9：00～ 久慈市 久慈市山形町霜畑 久慈市ふるさと振興課 72-2125

内間木洞まつり 10：00～ 久慈市 久慈市山形町小国 久慈市産業建設課 72-2129

【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問合せ

11：00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 57-2222

サーフィン体験会 10:00～ 洋野町 種市海浜公園 洋野町水産商工課 65-5916

第60回岩手県身体障がい者福祉大会「海
と高原のまち洋野大会」

12：30～ 洋野町 洋野町民文化会館「セシリアホール」
県北広域振興局保健福祉環境
部

53-4982

13 金
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

山形村短角牛まつり＆ベアレンビールフェ
ス

12：00～ 久慈市
久慈市山形町中町イベント広
場

久慈市産業建設課 72-2129

侍浜海水プール開き - 久慈市 久慈市侍浜海水プール ○ 久慈市観光交流課 52-2123

山形村短角牛ＢＢＱ＆ベアレンビールフェス 12：00～ 久慈市
中町イベント広場（県立病院跡
地）

○ 久慈市産業建設課 72-2129

二子朝市 9：00～ 久慈市
久慈市漁業協働組合
二子出張所前

久慈市漁業協働組合
二子漁業生産部

52-8532

【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問合せ

11：00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 57-2222

種市海浜公園海水浴場安全祈願祭 9:00～ 洋野町
種市海浜公園
シーサイドハウス前

洋野町水産商工課 65-5916

たねいちウニまつり 9:30～ 洋野町 種市海浜公園 ◎○ 洋野町水産商工課 65-5916

海洋スポーツ砂ASOBeach inひろの 10:00～ 洋野町 B＆G海洋センター 洋野町生涯学習課 65-5411

17 火
【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問合せ

11：00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 57-2222

18 水
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問合せ

11：00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 57-2222

洋野まちなかフェスタinおおの 14:00～ 洋野町 大野ふるさと物産館前 洋野町地域振興課 77-2111

【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問合せ

11：00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 57-2222

ひろのUNIカップビーチバレーフェスタ2018 8:30～ 洋野町 種市海浜公園 ○ 洋野町水産商工課 65-5916

23 月
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

種市海浜公園シーサイド花火大会2018 17:30～ 洋野町 種市海浜公園 洋野町水産商工課 65-5916

ひろのビーチサッカーフェスティバル2018
（～29日）

9:00～ 洋野町 種市海浜公園 洋野町水産商工課 65-5916

久慈みなと・さかなまつり 9:30～ 久慈市 久慈市漁協周辺 久慈市観光交流課 52-2123

ビーチヨガ 8：00～9：00 普代村 普代浜園地キラウミ 普代村政策推進室 35-2114

ＪＦＬキッズサッカーフェスティバルinふだい 9：00～12：30 普代村 普代浜園地キラウミ 普代村政策推進室 35-2114

平成30年８月上旬

日 曜 行　　　　　事 時間 場所 会場 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

1 水 食品衛生パレード 15：00～ 久慈市 久慈地区合同庁舎 ○ 県北広域振興局保健福祉環境部 53-4987

3 金
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

種市夏まつり 12:00～ 洋野町 種市駅前周辺 ◎○ 洋野町水産商工課 65-5916

第15回北緯40度普代浜ビーチバレーボー
ル大会

9：00～16：00 普代村 普代浜園地キラウミ 普代村政策推進室 35-2114

8 水
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

12 日
【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問合せ

11：00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 57-2222

13 月
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

5 日

22 日

28 土

29 日

8 日

15 日

21 土



!

!

※各ブースに宝探しの
　キーワードが隠れているよ！

協賛： 久慈市漁業協同組合/夏井生産部
 久慈川漁業協同組合
 久慈警察署
 久慈消防署

問合せ：日本地下石油備蓄㈱久慈事業所　総務課
〒028-0001 久慈市夏井町閉伊口8－105－2
 TEL（０１９４）５３－２２７７　　FAX（０１９４）５２－３７２７
受付時間/平日９:００～１７:００ （12:00～13:00除く）


