
日時  平成30年９月12日（水）10：00～

場所  久慈地区合同庁舎６階大会議室

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 ○ ○

○ 県税室長 ○ ○

教育事務所長 ○

※管内報道機関との定例懇談会（10月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成30年10月４日（木)　10:00～

　　場所：久慈地区合同庁舎６階大会議室
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管内報道機関との定例懇談会（９月）座席表・次第　

      

      次  第 
 

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 
・デーリー東北新聞社 久慈支局 
・共同通信社盛岡支局 

入
口 

○ 
二戸高等技術専門校校長 

技術参事兼水産部長 
○ 

土木部長 
○ 



管内報道機関との定例懇談会（９月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 
全戸配布広報誌「北いわて

最前線」の発行について 
経 営 企 画 部 

県北地域が一体となって地域づくりを進め

る機運の醸成を図るため、当振興局が、地域の

方々と連携・協働して実施している主な取組を

紹介する、全戸配布広報誌「北いわて最前線」

を発行しました。 

２ 

平成30年度認知症セミナー 

「認知症徘徊ＳＯＳネット

ワーク訓練」の実施につい

て 

保 健 福 祉 

環 境 部 

地域の実情に応じた認知症ケアの向上を図

ることを目的として、平成 30 年度認知症セミ

ナー「認知症徘徊ＳＯＳネットワーク訓練」を

実施します。 

３ 
動物愛護週間行事の開催に

ついて 

保 健 福 祉 

環 境 部 

 久慈地域では、岩手県獣医師会久慈支会、わ

ん’Ｓ倶楽部（動物愛護団体）、管内４市町村

及び県北広域振興局保健福祉環境部との連携

協力のもと、動物愛護週間行事を開催します。 

４ 

障害福祉サービス事業所及

び農家による第３回農作業

見学会の開催について 

農 政 部 

 障害福祉サービス事業所及び農家の農福連

携に対する理解を深めるため、第３回目となる

農作業見学会を開催します。 

５ 

寒じめほうれんそうの機能

性に関する研修会の開催に

ついて 

農 政 部 

寒じめほうれんそうに含まれる成分「ルテイ

ン」と、その機能性について認知していただき、

生産意欲を醸成することを目的に、研修会を開

催します。 

６ 

食の匠による高校生への郷

土料理伝承会の開催につい

て 

農 業 改 良 

普及センター 

久慈農業改良普及センターでは、若い世代へ

の郷土料理の伝承を目的に、第２回郷土料理伝

承会を開催します。 

７ 
危機管理型水位計の設置に

係る取組について 
土 木 部 

県北広域振興局土木部が管理している河川

において、洪水時の水位観測に特化した危機管

理型水位計を設置することとしており、平成

28年台風第10号により甚大な被害を受けた安

家川に先行設置しましたのでお知らせします。 



８ 
平成28年台風第10号災害復

旧工事の進捗状況について 
土 木 部 

平成28年台風第10号の発災から２年目を迎

えた、８月末時点における復旧工事の進捗状況

についてお知らせします。 

９ 

県立二戸高等技術専門校平

成31年度入校生推薦選考募

集について 

二戸高等技術 

専 門 校 

二戸高等技術専門校では、自動車システム科

（定員 20名）及び建築科（定員 15名）の平成

31年度入校生について推薦選考を行います。 

10 
久慈地域で開催されるセミ

ナー等情報の提供について 

二戸高等技術 

専 門 校 

二戸高等技術専門校では、久慈地域の求職者

等が受講可能な公的職業訓練やセミナー等の

情報をとりまとめ、ウェブでの情報提供を開始

しました。 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（平成 30年９月～10月上旬） 

・二戸高等技術専門校平成 31年度入校生推薦選考 募集要項 

・全戸配布広報誌「北いわて最前線（９月号）」 



報道機関懇談会資料（2018/9/12） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
全戸配布広報誌「北いわて最前線」の発行について 

（経営企画部） 

 県北地域が一体となって地域づくりを進める機運の醸成を図るため、当振興局が地域の

方々と連携・協働して実施している主な取組を紹介する、全戸配布広報誌「北いわて最前線」

を発行しました。 

■発行 

 平成 30年９月 

■配布 

久慈地域（久慈市、洋野町、野田村及び普代村）・二戸地域（二戸市、一戸町、軽米町及び

九戸村）の全世帯（配布部数約 44,200部） 

■内容 

 

特集 １ 

『来年開催！地域の元気な姿を届けます 三陸防災復興プロジェクト 2019』 

来年６月１日（土）から８月７日（水）までの 68日間にわたって開催され

る「三陸防災復興プロジェクト 2019」について紹介。 

 

特集 ２ 

『身近なところに大自然 三陸ジオパークを学ぶ！知る！楽しむ！』 

三陸地域に広がる日本一広いジオパーク「三陸ジオパーク」について、

関係者のインタビューを交えて紹介。 

 

トピックス 

『ゆたかさ・つながり・ひと 県民みんなが紡ぐ 希望郷いわて』 

「県北地域の医療人材育成」、「農福連携による園芸労働力確保」、「広域道の

駅」、「雑穀生産の自動化」、「水産業の担い手確保」、「南部美人のコンテスト受

賞」の６つの県北地域トピックスを紹介。 

 

裏表紙 

『甘い果実が自慢！フルーツの里 カシオペア連邦大特集』 

ブルーベリーやりんごなど、二戸地域が誇る様々なブランド果物を季節

ごとに紹介。 

 

 

 

 

 担当：経営企画部企画推進課長 中里 武司 

電話：0194-53-4981 内線 315 



報道機関懇談会資料（2018/9/12） 県北広域振興局 

懇談項目２ 

平成 30年度認知症セミナー 

「認知症徘徊ＳＯＳネットワーク訓練」の実施について 

（保健福祉環境部／久慈保健所）  

 

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症の人に対して

効果的、かつ有機的に連携した支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情

に応じた認知症ケアの向上を図ることを目的として、平成 30年度認知症セミナー「認

知症徘徊ＳＯＳネットワーク訓練」を実施します。 

認知症高齢者の「捜索」「声かけ」の模擬訓練を行うことにより、認知症高齢者に

対する対応力を高めると同時に、連携先や通報先を学び、参加者や関係機関等のネッ

トワークを形成します。 

 

１ 主催 

  洋野町、県北広域振興局、公益社団法人認知症の人と家族の会、 

  日本介護福祉学会 

２ 開催日時 

  平成 30年９月 21日（金）午前 10時 10分から午後２時まで 

３ 開催場所 

  洋野町立種市勤労青少年ホーム(※１)及びその周辺(※２) 

  （洋野町種市 22-1 TEL：0194-65-3933） 

４ 内容 

10：10～10：25 開会・挨拶(※１) 

10：25～10：40 講話（認知症の方への声の掛け方及び対応の方法）(※１) 

 岩手県立大学社会福祉学部社会福祉学科 

准教授 藤野 好美 氏 

10：40～10：50 訓練の説明(※１) 

10：50～11：50 訓練(※２) 

事務局が参加者へ徘徊者情報を配布し、その情報をもとに

参加者が徘徊役を捜索することにより模擬訓練を行うも

の。 

11：50～14：00 反省会（昼食をとりながら）・閉会(※１) 

５ その他 

  雨天時は屋内（洋野町立種市勤労青少年ホーム）にて実施。 

 
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 



報道機関懇談会資料（2018/9/12） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
動物愛護週間行事の開催について 

（保健福祉環境部）  

 ９月 20日（木）から 26日（水）までの動物愛護週間には、動物の愛護と適正な飼

養についての関心と理解を深めるための行事が全国各地で開催されます。 

 久慈地域では、岩手県獣医師会久慈支会、わん’Ｓ倶楽部（動物愛護団体）、管内

４市町村及び県北広域振興局保健福祉環境部との連携協力のもと、次のとおり動物愛

護週間行事を開催しますので、ご案内します。 

 

１ 名 称  動物愛護フェスティバル in久慈 

２ 開催日  平成 30年９月 29日（土） 

３ 会 場  久慈地区合同庁舎（久慈市八日町１‐１） 

４ 内 容 

 (１) 第５回児童動物画コンクール表彰式（10:00～10:30）【６階大会議室】 

    以下期間において、久慈地区合同庁舎内に入賞作品を展示しています。 

 9/1～9/28：１階ホール 

9/29：６階大会議室 

 (２) 講演（10:35～12:05）【６階大会議室】 

    演題：「犬の飼い方・しつけ方 

～基本的な習性、飼育マナー、しつけ方の基本～」 

    講師：上野 佑輔 氏（DOG GARDEN盛岡 代表） 

 (３) 動物譲渡会（10:30～13:30）【１階ホール】 

    「動物いのちの会いわて」による動物譲渡会（主に猫を予定） 

    猫のおもちゃ作りや隠れ家作りのコーナーもあります。   

 (４) わん’S倶楽部による犬とのふれあいコーナー（10:30～13:30）【庁舎玄関前】 

５ 参加申込み等  申込不要、入場無料です。 

６ 主催 

  動物愛護フェスティバル in久慈実行委員会 

  （岩手県獣医師会久慈支会、わん’Ｓ倶楽部、久慈市、普代村、野田村、洋野町、 

   県北広域振興局保健福祉環境部） 

７ 後援 

  久慈市教育委員会、あーとびる麦生、岩手県農業共済組合北部地域センター 

 

 

 

 

 

担当：保健福祉環境部環境衛生課 千﨑 則正 

電話：0194-53-4987 内線 325 



報道機関懇談会資料（2018/9/12） 県北広域振興局 

懇談項目４  
障害福祉サービス事業所及び農家による第３回農作業見学会の開催につい

て                           （農政部）  

久慈地方農業農村活性化推進協議会では、障害福祉サービス事業所の方々に、ほう

れんそうや菌床しいたけの収穫作業等を行っていただく、農福連携のモデル事例の構

築に取り組んでいます。 

 このたび、障害福祉サービス事業所及び農家の農福連携に対する理解を深めるため、

第３回農作業見学会を開催します。 

 

１ 主催 

  久慈地方農業農村活性化推進協議会 

  （構成：管内市町村、農業団体、県機関など  会長：遠藤譲一久慈市長） 

２ 日時 

  平成 30年９月 21日（金）10時 30分から 12時 00分まで 

３ 見学場所 

  向田農園 

  （洋野町阿子木 18-36-144（JA全農いわて大野コールドセンター近く）） 

４ 内容 

  ほうれんそうにおける農福連携事例の見学 

  （施設利用者の方々が実際にハウスの中で作業を行う様子等を見学します。） 

５ 参加者 

  久慈地方の就労継続支援Ｂ型事業所職員及び農家並びに関係機関（約 30名） 

６ 今後の予定 

 菌床しいたけ栽培作業について、第４回目の見学会を９月下旬以降に開催する予

定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

担当：農政部農業振興課長 長谷川 

電話：0194-53-4983  内線 223 

↑第２回農作業見学会（ミニトマト）の 

 様子（８/29） 

↑向田農園での作業の様子 

 



園芸労働力確保支援対策事業第３回農作業見学会 実施要領 

１ 目的 

 農業に興味のある障害福祉サービス事業所（以下、施設という）及び労働力確保を検

討している農家を対象に農作業見学会を開催することにより、事業所及び農家の農福連

携に対する理解を深める。 

 

２ 主催 

  久慈地方農業農村活性化推進協議会 

 

３ 日時 

  平成 30 年９月 21 日（金）10：30～12：00 

 

４ 見学場所 

  向田農園 

  （洋野町阿子木 18-36-144（JA 全農いわて大野コールドセンター近く）） 

 

５ 内容 

  ほうれんそうにおける農福連携事例の見学 

（施設利用者の方々が実際にハウスの中で作業を行なっている様子等を見学してもら

います。） 

 

６ 出席報告 

  平成 30 年９月 14 日（金）までに、別紙によりＦＡＸ等で報告 

 

７ その他 

（１）現地集合とするが、場所が分からない場合はＪＡ新いわて大野支所二ツ屋事業所に

集合のうえ誘導する。 

（２）原則職員の参加とするが、利用者の参加も可とする。その場合は、事前に主催者に

連絡すること。 

（３）９月下旬以降に、第４回（菌床しいたけ）の見学会の開催を予定。 

 
 
 
 
 
 



報道機関懇談会資料（2018/9/12） 県北広域振興局 

懇談項目５  
寒じめほうれんそうの機能性に関する研修会の開催について 

（農政部）  

久慈地方は寒じめほうれんそうの産地であり、寒じめほうれんそうに含まれている「ルテ

イン※１」について、近年、食を通じた健康の増進活動に取り組む医師や料理人、流通業者、消

費者等から注目されていることから、生産者団体による機能性表示食品※２届出の取組が進め

られています。 

 そこで、ほうれんそう生産者等に寒じめほうれんそうのルテインとその機能性について認知

していただき、生産意欲を醸成することを目的に、以下のとおり研修会を開催します。 

 

１ 日時 

  平成 30年９月 28日（金）14時 00分から 16時 00分まで 

２ 場所 

  新岩手農業協同組合久慈営農経済センター ２階会議室 

  （久慈市中央 1-57） 

３ 内容 

 （１）講演 

    演題：目の健康にいい！？寒じめほうれんそうの魅力とルテインの機能性に迫る！（仮） 

    講師：公益財団法人 岩手生物工学研究センター  

       生物資源研究部 研究部長 矢野明 氏 

 （２）情報提供 

    ・寒じめほうれんそうの機能性表示の取組状況について 

     （新岩手農業協同組合久慈営農経済センター） 

    ・寒じめほうれんそうの収量アップのポイント（久慈農業改良普及センター） 

４ 参集範囲 

 ほうれんそう生産農家、市町村、流通・消費関係者、 

新岩手農業協同組合久慈営農経済センター、久慈農業改良普及センター、 

県北広域振興局農政部  約 50名 

 

※１「ルテイン」とは 

   強い抗酸化作用と青色光吸収能により、目の健康維持に寄与する成分。光のダメージ

から目を守るため、加齢黄斑変性症を予防すると考えられている。 

※２「機能性表示食品」とは 

   事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。販売前に安全

性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの。 

 

担当：農政部農業振興課長 長谷川 

電話：0194-53-4983 内線：223 

久慈地方ほうれんそう宣伝部長 
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寒じめほうれんそうの機能性に関する研修会 開催要領 

 

１ 目的 

 久慈地方の特産物である寒じめほうれんそうは、平成 12年から栽培が行なわれ、糖度

の高さや味の濃さが、消費者等から高く評価されています。一方で、ルテインを含む寒

じめほうれんそうについては、食を通じた健康の増進活動に取り組む医師や料理人、流

通業者、消費者からの関心を集めています。 

 そこで、生産者等を対象に標記研修会を開催し、機能性について認知していただく

ことにより、寒じめほうれんそうの生産意欲を醸成します。 

 

２ 日時 

  平成 30年９月 28日（金）14：00～16：00 

 

３ 主催 

  県北広域振興局農政部 

 

４ 場所 

  新岩手農業協同組合久慈営農経済センター ２階会議室 

 

５ 内容 

 （１）講演 

    演題：目の健康にいい！？寒じめほうれんそうの魅力とルテインの機能性に迫る！（仮）  

    講師：公益財団法人 岩手生物工学研究センター  

        生物資源研究部 研究部長 矢野 明 氏 

 （２）情報提供 

    ・寒じめほうれんそうの機能性表示の取組状況について 

     （新岩手農業協同組合久慈営農経済センター） 

    ・寒じめほうれんそうの収量アップのポイント（久慈農業改良普及センター） 

 

６ 参集範囲 

 ほうれんそう生産農家、市町村、流通・消費関係者、新岩手農業協同組合久慈営農

経済センター、久慈農業改良普及センター、県北広域振興局農政部  約 50名 

 

７ 出席報告 

  平成 30年９月 21日（金）までに、別紙によりＦＡＸ等で報告をお願いします。 

 



別紙 

 

平成  年  月  日 

 

 県北広域振興局農政部 八重樫あて 

 （FAX:0194-53-4983） 

 

寒じめほうれんそうの機能性に関する研修会 出席者報告 

 

所 属 職 名 氏 名 備 考 

    

    

    

    

    

 

※報告期限：平成 30年９月 21日（金） 
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懇談項目６     
食の匠による高校生への郷土料理伝承会の開催について 

（久慈農業改良普及センター） 

 

久慈農業改良普及センターでは、若い世代への郷土料理の伝承を目的に、平成 23年度か

ら岩手県立久慈東高等学校と連携して、食物系列第３学年の調理師免許取得を目指す生徒

を対象に「食の匠※による高校生への郷土料理伝承会」を授業の一環として開催しています。

昨年度までの７年間で約 200 名の高校生に、久慈地域の特色ある郷土料理を伝承してきま

した。 

本年度は、第１回：「てん（ところてん）」（８/31 開催済）、第２回：「鮭のあら汁」、第

３回：「手打ちそば」を開催することとしており、この度、第２回伝承会を以下のとおり開

催します。 

 

１ 日 時  平成 30年９月 14日（金） 11時 00分から 13時 00分まで 

２ 場 所  久慈東高等学校家庭科調理室 

３ 対象者  久慈東高等学校食物系列３学年生徒 28名 

４ 内 容  久慈市の郷土料理「鮭のあら汁」の調理 

５ 講 師  岩手県「食の匠」 土畑登美江氏（久慈市：平成 29年度認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【食の匠】 

久慈地域には岩手県知事が認定する食の匠が 25人・組（個人 19人・団体 6組、平成 30

年 7月末現在）おり、「やませの郷（さと）食の技研究会」を組織し、長年受け継がれてき

た地域の食文化や郷土料理等に関する知識・技術を磨き、その情報発信と次代への伝承を

目的に活動しています。 

 

担当：久慈農業改良普及センター 三熊 有孝 

電話：0194-53-4989  内線 252 

秋から冬に旬を迎える鮭を用いた「鮭のあら汁」は、

久慈の漁家で慣れ親しまれてきた郷土料理です。仲間・

親族の集まる日や、新鮮な鮭が手に入った時など、昔か

ら大勢で楽しみながら食べられてきた汁物です。鮭を三

枚におろして頭と骨の部分まで無駄なく使い、地域で獲

れた野菜もふんだんに入っています。 
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懇談項目７ 
危機管理型水位計の設置に係る取組について 

（土木部）  

 県北広域振興局土木部が管理している河川において、低コストで洪水時の水位観測に特化

した危機管理型水位計を、今年度、30 基設置して水位観測網を充実することとしています。

その中でも、平成 28年台風第 10号により甚大な被害を受けた安家川には、８月 30日に先行

して設置したところです。 

 同じく先行設置した小本川と併せて８月 31日から試験運用を開始し、９月中には本格運用

を開始する予定です。（運用開始日時は後日ご連絡いたします） 

 

【危機管理型水位計について】 

１ 危機管理型水位計の特徴 

  国土交通省により開発された危機管理型水位計は、１基当たり 100 万円以下、５カ年は

無給電で稼働するメンテナンスフリーの水位計となっています。 

  危機管理型水位計運用システムにより、インターネットを通じて水位を知ることができ

ます。 

 ※ 危機管理型水位計運用システムへのアクセス：https://k.river.go.jp/ 

２ 危機管理型水位計の設置効果 

  既設の水位計（常時観測型）を補完するものであり、水位計が未設置の河川や、延長の

長い河川において概ね 10km毎に設置を行います。 

  このことにより、今まで水位計が設置されていなかった河川の詳細な水位を閲覧できる

ようになり、河川状況を各市町村及び地域住民が把握しやすくなることで、迅速な避難行

動につながることが期待されます。 

【二級河川安家川の危機管理型水位計 設置場所：野田村下安家地区】 

   

    

 

               

 

 

 

 

 

※参考 

  既存の常時観測型水位計は久慈川等６河川８基（滝ダム管理分含む）設置されています。 

３ 設置する河川 

  久慈市：遠別川等 19基  洋野町：有家川等４基 

野田村：明内川等５基   普代村：茂市川２基   合計 30基 

担当：土木部河川港湾課長 中野 仁志 

電話：0194-53-4990 内線 281 
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懇談項目８ 
平成 28年台風第 10号災害復旧工事の進捗状況について  

（土木部） 

 土木部では、記録的な大雨となり、当管内に甚大な被害をもたらした平成 28 年台風第

10号災害からの復旧に向けた工事を進めているところですが、平成 28年８月 30日の発災

から２年目を迎えた８月末時点における進捗状況についてお知らせします。 

 

■全体 

・災害箇所数：139箇所（道路 68箇所、河川 67箇所、港湾施設２箇所、滝ダム２箇所） 

 ・発注ロット数：53ロット（道路 21 ﾛｯﾄ、河川 29 ﾛｯﾄ、港湾施設１ﾛｯﾄ、滝ダム２ﾛｯﾄ） 

※ロットとは、工事を円滑かつ迅速に進めるため、隣接する複数の災害箇所を一括り

としたもの 

■進捗状況（８月末時点）                ※< >は前月の７月末時点 

 完成① 発注済② 着工済 
入札 

手続き中 

合計 

(①＋②) 

箇所 

ベース 

64/139＝46％

<37％> 

73/139＝53％

<62％> 

54/73＝74％

<71％> 

1/139＝1％

<1％> 

99％ 

<99％> 

ロット 

ベース 

25/53＝47％

<36％> 

26/53＝49％

<60％> 

24/26＝92％

<91％> 

1/53＝2％

<2％> 

96％ 

<96％> 

■主な工事概要 

・道路災害復旧：国道 281 号戸呂町～山形地区（久慈市）、大野山形線（洋野町）、野田

山形線（野田村）などにおいて、主に道路の路肩決壊に伴うコンクリートブロック積

等の擁壁工事を進めています。 

※工事を進めるにあたっては、道路利用者や道路の優先度を勘案しつつ、地元自治体

と調整を図るとともに、利用者に対して、看板、市役所広報やホームページ等によ

りお知らせしています。（例：国道 281号にて「８月末現在進捗率 71％」の看板を設

置） 

・河川災害復旧：久慈川、夏井川（ともに久慈市）、明内川（野田村）、普代川（普代村）

などにおいて、主に河岸決壊に伴う護岸工事を進めています。 

※河川災害復旧の他にも、洪水対策として、過去の浸水被害実績を勘案し、計画的に

県単独費で河道掘削、立木伐採に取り組んでおります。平成 30 年８月 31 日現在、

河道掘削は、遠別川遠藤橋上地区（久慈市）、久慈川川崎地区（久慈市）、長内川長

内地区（久慈市）、夏井川大崎地区（久慈市）、戸呂町川戸呂町地区(久慈市)で鋭意

進めているところです。 

■課題 

（１）未発注の２箇所２ロットの早期発注が必要。 

【理由】 

①用地買収に不測の日数を要したこと。 

②ＪＲ橋に近接する工事受注者不足。 

（２）復旧のスケジュール管理が必要。 

【理由】 

①東日本大震災の復旧・復興、台風第 10号復旧の本格化に伴い、受注者の技術者

配置、作業員確保が厳しい。 

②上記に伴い、生コンクリート、資材（ブロック等）の供給に遅れ。 

 

 



 

■対応策 

（１）に対して 

・用地買収に目処がついたため、早期の発注手続きを進めます。 

・ＪＲ橋近接工事には、その専門会社へ随意契約を進める予定です。 

（２）に対して 

・技術者、作業員確保しやすくするため、工事期間に余裕をもたせます。また、資材

不足対策としては、関連企業と需給のマッチングを図ることとします。 

■今後の取組内容  

・平成 30年度までにほとんどの復旧を目指します。 

・比較的被災規模が大きい「県道安家玉川線８箇所」ならびに「国道 281号戸呂町の４」

「国道 281号戸呂町の５」については平成 31年度の復旧を目指します。 

 

○ホームページは毎月更新していますので、次により御確認ください。 

検索）「県北広域振興局土木部」⇒「平成 28年 8月発災台風第 10号災害復旧工事の進捗

状況について」 

 

担当：土木部道路整備課長 長沼 

      河川港湾課長 中野 

電話：0194-53-4990 



☆主な災害復旧工事の進捗状況について（８月 31日時点） 

■道路災害復旧工事 

県道大野山形線松ノ木平地区（洋野町） 平成 30年５月完成 

   

 

 

 

 

 

    

【着工前】               【完成】 

 

国道 281号山口地区（久慈市） 平成 30年８月完成 

            

【着工前】               【完成】 

 

■河川災害復旧工事 

 遠別川遠藤橋上地区（久慈市） 平成 30年８月完成 

 

 

 

 

 

 

 

        【着工前】               【完成】 

 

二又川関下の橋上地区（久慈市） 平成 30年７月完成 

 

 

 

 

 

 

 

【着工前】               【完成】 
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懇談項目９ 
県立二戸高等技術専門校平成 31年度入校生推薦選考募集について 

（二戸高等技術専門校） 

 二戸高等技術専門校では、自動車システム科（定員 20名）及び建築科（定員 15名）

の平成 31年度入校生の推薦選考を次のとおり行います。 

 企業が欲しがる即戦力を２年で身に付けることができる本校で学ぶ学生は、若年者

ものづくり競技大会、技能五輪全国大会に出場、入賞し、就職率も 100％と抜群の就

職実績です。 

 

１ 募集人数 

  定員（自動車システム科 20名、建築科 15名）の３分の２程度を推薦選考で募集

します。 

２ 応募資格 

  平成 31 年 3 月に高等学校を卒業する見込の者で、志望する科に対する理解と強

い目的意識を有し、学業・人物ともに優秀であるとして、学校長が推薦した者。 

３ 選考日程 

(1) 出願期間 平成 30年 10月１日（月）から平成 30年 10月 12日（金）まで 

※当日消印有効 

(2) 試験日  平成 30年 10月 26日（金） 

(3) 合格発表 平成 30年 11月２日（金） 

４ 選考試験 

  県立二戸高等技術専門校にて、筆記試験（国語、数学）及び面接を行います。 

５ 出願書類 

  入校願書 A・受験票、身上調書、調査書、健康診断書、推薦書、入校確約書、受

験票送付用封筒、入校願書 B（施設を問わず第 2 及び第 3 志望の科がある場合のみ

記入すること。） 

【注１】 出願書類の詳細については、平成 31年度入校生募集要項を御覧ください。 

【注２】出願書類の用紙は、県立二戸高等技術専門校へ請求してください。 

６ 入校検定料 

  2,200円（入校願書 A・受験票に岩手県収入証紙を貼付してください。） 

 ※ 平成 23 年東日本大震災津波又は平成 28 年台風第 10 号により甚大な被害を受

けた方については、岩手県収入証紙を貼付せず、入校検定料免除申請書を添付す

ることで免除対象となる場合があります。 

７ 出願方法 

 ・ 出願書類は、すべて県立二戸高等技術専門校に、高等学校でとりまとめて提出

してください。 

 ・ 郵送の場合は、封筒に「入校願書在中」と朱書きして書留又は簡易書留で送付

してください。 

 ・ 持参する場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までです。 

 



 

 

● 在校経費 

 ・ 入校料   5,650円（平成 30年度入校生） 

 ・ 授業料  118,800円（年額・平成 30年度入校生） 

 ・ 諸経費  入校時には、上記の他に教科書、作業服、資格試験、各種工

具類、任意加入保険（訓練災害保険）等の費用が必要となりま

す（自動車システム科 210,500円、建築科 313,000円（２年（概

算）・平成 30年度入校生））。 

● 学生寮 

 ・ 定員  40名 

 ・ 寄宿舎料等   寮費 12,000円（年額・平成 30年度入校生） 

           食費・光熱費等 300,000円（年額・平成 30年度入校生） 

● 公的融資制度 

  経済的な理由により就学が困難な方には、次の公的融資制度があります。 

 ・ 技能者育成資金［窓口：二戸高等技術専門校］ 

 ・ 生活福祉資金（福祉資金福祉費）［窓口：最寄りの市町村社会福祉協議会］ 

 ・ 母子父子寡婦福祉資金（就業資金、技能習得資金）［窓口：最寄りの広域

振興局］ 

● その他 

 ・ 鉄道やバスによる通学者の定期旅客運賃生割引が適用されます。  

 ・ 訓練中や通学途上の事故等には、「災害見舞金制度」適用が受けられる場

合があります。 

 ・ 国民年金保険料の納付が猶予される「学生特例制度」対象となります。（市

町村へ届出が必要となります。） 

 ・ 経済的理由によって授業料の納付が困難な方は、全部又は半額免除受け

られる場合があります。 

 

 詳細については、別添の募集要項を参照してください。 

 

 

担当：県立二戸高等技術専門校 

校長 熱海芳廣  校長補佐 山田昭人 

電話：0195-23-2227 

 



報道機関懇談会資料（2018/9/12） 県北広域振興局 

懇談項目 10 

 情報を上手に活用して就職やスキルアップにつなげます 

  ～久慈地域で開催されるセミナー等情報の提供～ 

（二戸高等技術専門校） 

 県北広域振興局管内では、希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識を習

得することができる公的職業訓練やセミナー等が、国、県及び民間でそれぞれ実施さ

れています。 

 このたび、二戸高等技術専門校では、久慈公共職業安定所（佐々木裕智所長）、久

慈地域雇用創造協議会（会長：中居 正剛久慈市副市長）ほか関係団体と、久慈地域

の求職者等が受講可能な公的職業訓練やセミナー等の情報をとりまとめ、９月 12 日

（水）からウェブで情報提供を開始しますので、お知らせします。 

 

１ 情報提供の目的 

  失業中の方だけでなく、働きたいのにキャリアが少ない方等、状況を問わず、こ

れから就職を目指す方に対し、国、県及び民間が実施する公的職業訓練やセミナー

等の情報を提供することで、早期の（再）就職につなげるものです。 

 

２ 内容 

  事務をはじめとして、ＩＴ、医療保険請求、林業、製造業に至るまで多種多様な

分野を網羅しています。また、簿記検定３級、コンピュータサービス技能評価試験

ワープロ部門２級、刈払機・伐木作業の資格等の資格取得も目指すことができます。 

  「やりたい仕事はあるが経験やスキルがない」「入社後すぐに役立つ専門的・実

践的なスキルを身に付けたい」という方には受講が非常に効果的です。少し時間が

かかっても、受講してから就職するメリットは大いにあります。 

（１）ハロートレーニング（公的職業訓練） 

  ア 受講費用 

    受講料は基本的に無料です。テキスト代等は自己負担になります。 

  イ 受講期間 

    基本的には３～４か月となります。 

  ウ 受講手続 

    受講に関する手続は基本的には公共職業安定所で行います。最寄りの公共職

業安定所までご相談願います。 

  エ 受講期間中の生活費 

    雇用保険（失業保険）を受給できる方は、受講中に基本手当等を受給するこ

とができます。雇用保険を受給できない方には、一定の要件を満たせば、給付

金（受講中の生活費等）が支給される制度（求職者支援制度）があります。詳

しくは公共職業安定所にご相談ください。 

 

 

 



（２）その他のセミナー・研修等 

  ア 受講費用 

    受講料は基本的に無料です。 

  イ 受講期間 

    1日から 7日間程度です。 

  ウ 対象者 

    求職中の方が対象ですが、各セミナー等で受講対象者が異なります。 

    各関係機関・団体で配布するリーフレットやホームページでご確認ください。 

  エ 受講申込・お問合せ 

    実施団体まで受講申込・お問合せください。 

 

３ 情報の掲載 

（１）二戸高等技術専門校のウェブサイトに掲載します 

   http://www.pref.iwate.jp/koyouroudou/shisetsu/ninohe/index.html 

   概ね四半期ごとに更新します。 

（２）久慈地域雇用創造協議会、ジョブカフェ久慈等のウェブサイトからも二戸高等

技術専門校のウェブサイトにリンクをします。 

 

 

● ハロートレーニング 

  公共職業安定所（ハローワーク）の求職者を対象に、職業相談等を通じて受

講が必要である場合に、再就職の実現にあたって必要な訓練を実施しています。 

 

 

● 久慈地域雇用創造協議会 （ https://kuji-koyo.jimdo.com/ ） 

  求職者、在職者を対象にビジネスに必要な基本スキルから、専門的なスキル

に関する技能講習や安全衛生講習等の人材育成事業を実施し、地域企業の事業

支援、求職者の就労支援に取り組み、雇用の安定化、地域の活性化に取り組ん

でいます。 

 

 

● ジョブカフェ久慈 （ http://www.i-yamase.net/jobcafe/index.html ） 

  カウンセリングから職業選択までの「就職支援」サービスの提供など、雇用

機会の創出と拡大を図るため、総合的なサポートを行っています。 

 

 

担当：県立二戸高等技術専門校 

校長 熱海芳廣  校長補佐 山田昭人 

電話：0195-23-2227 

 

https://kuji-koyo.jimdo.com/
http://www.i-yamase.net/jobcafe/index.html


久慈地域の求職者等が利用できる研修・セミナー等
（久慈地域で開催されるもの） （平成30年9月10日現在）

★　ハロートレーニング　（公的職業訓練）　～お申込みは、ハローワーク久慈（久慈公共職業安定所）へ～

●　情報系

【　久慈地域　】

研修コース・講座名 研修・講座内容 研修期日 対象者 実施会場 実施機関・団体

1

ＯＡ実務科③

　　（ハロートレーニング）

コンピュータサービス技能評価試験
(ワープロ部門)(表計算部門)３級取得
を目指します。
インターネットや電子メールを実務で
活用できます。
職場における接遇、ビジネスマーを身
に付けます。
１か月の企業実習で実践的な実務対
応します。

11月20日～平成31
年3月19日

雇用保険受給者
一般求職者

久慈高等職業訓練
校、他企業実習施設

県立二戸高等技術
専門校

2
ＯＡ医療事務科

　　（ハロートレーニング）

一般財団法人日本医療教育財団の
医療事務技能審査試験を目指しま
す。
コンピュータサービス技能評価試験
(ワープロ部門)(表計算部門)３級取得
を目指します。
職場における接遇、ビジネスマーを身
に付けます。

12月14日～平成31
年3月13日

雇用保険受給者
一般求職者

久慈高等職業訓練
校

県立二戸高等技術
専門校

★　その他のセミナー、研修等　～お申込みは、実施機関・団体へ～

●　求職者支援

【　久慈地域　】

研修コース・講座名 研修・講座内容 研修期日 対象者 実施会場 実施機関・団体

1
再就職支援セミナー（第2
期）

就職活動の進め方や心構えなどにつ
いて

11月5日、9日、14日
の　全３日間

雇用保険受給者
一般求職者

久慈地域雇用創造
協議会

2
お仕事見学会（第2回～第6
回）

食産業関連事業所や製造業などの企
業見学

調整中
雇用保険受給者
一般求職者

久慈地域雇用創造
協議会

●　農林業

【　久慈地域　】

研修コース・講座名 研修・講座内容 研修期日 対象者 実施会場 実施機関・団体

1
林業就職支援講座 刈払機・チェンソーを安全に使用する

ための講習会
11月7日、8日、9日
の　全３日間

雇用保険受給者
一般求職者

久慈地域雇用創造
協議会

●　情報系

【　久慈地域　】

研修コース・講座名 研修・講座内容 研修期日 対象者 実施会場 実施機関・団体

1
ＩＴスキル基礎力アップセミ
ナー（第2期）

エクセル・ワード・パワーポイントの基
礎習得・復習

11月21日～12月3日
の期間中　全７日間

雇用保険受給者
一般求職者

久慈高等職業訓練
校

久慈地域雇用創造
協議会

◇　お問い合わせ先

　○　研修コース・講座の内容等に関しては

　　　　県立二戸高等技術専門校　　　　二戸市石切所字上野々９２－１　　Ｔｅｌ：　０１９５－２３－２２２７

久慈地域雇用創造協議会　　　　久慈市川崎町１番１号　久慈市役所３階　企業立地港湾課内　　Ｔｅｌ: ０１９４－７５－３０３２

　○　ハロートレーニング（公的職業訓練）の受講手続等に関しては

ハローワーク久慈（久慈公共職業安定所）　　　久慈市川崎町２－１５　　Tel:  ０１９４－５３－３３７４

　（ハローワークに求職申込が必要です。来所をお待ちしています。）

http://www.pref.iwate.jp/koyouroudou/shisetsu/ninohe/062376.html
https://kuji-koyo.jimdo.com/お知らせ一覧/


平成30年９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）

13 木
【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

15 土 たねいち産直ふれあい広場20周年感謝祭 10：30～ 洋野町 たねいち産直ふれあい広場 洋野町農林課 77-2113

平庭市 10：00～ 久慈市 平庭高原 久慈市産業建設課 72-2129

【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

鵜鳥神楽定期公演　神楽の日青の国編 - 普代村 国民宿舎くろさき荘 国民宿舎くろさき荘 35-2611

18 火
【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

20 木 久慈秋まつり(前夜祭) 18：00～ 久慈市 やませ土風館 ◎○ 久慈市観光交流課 52-2123

久慈秋まつり(お通り) 16：00～ 久慈市 荒町～本町 ◎○ 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

【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

27 木
【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

28 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

29 土 山形村短角牛BBQまつり 12：00～ 久慈市 ガタゴン広場 久慈市産業建設課 72-2129

久慈あまちゃんマラソン大会 9：00～ 久慈市 久慈市漁協本社敷地内 久慈市生涯学習課 52-2156

【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

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

平成30年10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）

3 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

4 木
文化庁芸術祭主催公演　アジアオーケス
トラウィーク2018

18：30～ 久慈市 アンバーホール 久慈市文化課 52-2700

ぐれっと！やまがた街道祭(～７日) 10：00～ 久慈市 山形町内 久慈市ふるさと振興課 72-2111

洋野町長杯高校野球交流大会(～７日) 8：30～ 洋野町 オーシャン・ビュー・スタジアム 洋野町生涯学習課 65-5411

ふれあい福祉まつり 10：00～ 久慈市 福祉の村 久慈市社会福祉課 52-2119

【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

2018海フェスタinふだい 10：00～15：30 普代村 太田名部漁港 普代村建設水産課 35-2116

8 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

11 木
音楽の贈り物vol.4　シュトゥットガルト室内
管弦楽団withワルター・アウアー

18：30～ 久慈市 アンバーホール 久慈市文化課 52-2700

久慈地方産業まつり(～14日) 9：45～ 久慈市 アンバーホール 久慈市商工市街地振興課 52-1525

【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

23 日

16 日

30 日

13 土

21 金

7 日

6 土


