
日時  平成30年12月６日（木）10：00～

場所  久慈地区合同庁舎６階大会議室

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（平成31年１月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成31年１月10日（木)　10:00～

　　場所：久慈地区合同庁舎６階大会議室

報
道
関
係
者

事
務
局

管内報道機関との定例懇談会（12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 
・岩手日報社久慈支局 
・IBC岩手放送八戸支社 
・陸中魁新聞社 
・共同通信社盛岡支局 

入
口 

○ 
教育事務所長 

○ 
県税室長 

二戸高等技術専門校校長 
○ 



管内報道機関との定例懇談会（12月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 

北いわて・三八圏域合同

地域づくりセミナーの開催

について 

経 営 企 画 部 

自治体職員や地域おこし協力隊等を対象と

して、現在そして今後の活動について考える上

で役立つ事例等を学ぶことを目的としたセミ

ナーを開催しますのでお知らせします。 

２ 
主要地方道野田山形線 野

田工区の開通について 
土 木 部 

県が『復興関連道路』として整備を進めてき

た、主要地方道野田山形線野田工区が、平成

30 年 12 月 25 日（火）に全線開通する見込み

となりましたのでお知らせします。 

３ 

平成 28 年台風第 10 号災害

に係る一般国道 281 号道路

災害復旧工事の進捗状況に

ついて 

土 木 部 

一般国道 281 号について、12 月１日時点で

の、道路災害復旧工事の進捗状況をお知らせし

ます。 

４ 

平成 28 年台風第 10 号災害

に係る河道掘削及び立木除

去の平成30年度の進捗状況

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。 

５ 

平成30年度岩手県若年者技

能競技会での県北圏域出場

選手の入賞結果について 

二戸高等技術

専 門 校 

平成30年度岩手県若年者技能競技会が11月

14日（水）に開催され、県北圏域からは３訓

練科に 44選手が出場しましたので、出場選手

の入賞結果についてお知らせします 

６ 

県立二戸高等技術専門校

「高校生一日体験入校」の

開催について 

二戸高等技術

専 門 校 

県立二戸高等技術専門校では、高校１年生及

び２年生を対象に、「将来の夢の第一歩」につ

なげるため、高等技術専門校を知る「高校生一

日体験入校」を開催します。 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（平成 30年 12月～平成 31年１月上旬） 

・被災者相談支援センターだより 

 

 

 

 

 

 



 

報道機関懇談会資料（2018/12/6） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
北いわて・三八圏域合同地域づくりセミナーの開催について 

（経営企画部）  

自治体職員や地域おこし協力隊等を対象として、現在そして今後の活動について考える上

で役立つ事例等を学ぶことを目的としたセミナーを開催しますのでお知らせします。 

記 

１ 日 時 平成 30年 12月 12日（水） 11時 00分から 15時 30分まで 

２ 会 場 二戸市シビックセンター（二戸市石切所字荷渡６-２） 

ホール及びカルチャールーム 

３ 対象者 地域おこし協力隊員、集落支援員及び復興支援員 

市町村職員、県（広域振興局等）の職員  

｛対象地域：久慈・二戸・八戸地域及び岩手県央地域（八幡平市・岩手町・葛巻町）｝ 

４ 次 第  

11:00～11:05 …開 会（会場：ホール） 

11:05～11:40 …事例発表（会場：ホール） 

二戸市地域おこし協力隊 伊藤 剛史 氏 

洋野町地域おこし協力隊 松田 直美 氏 

   （昼食休憩） 

12:55～13:00 …主催者代表挨拶（会場：ホール） 

13:00～13:30 …講 演（会場：ホール） 

  弘前大学大学院地域社会研究科 准教授 平井 太郎 氏 

13:40～14:10 

【分科会１：地域おこし協力隊等向け】（会場：カルチャールーム） 

株式会社ぼうけん 代表取締役（地域おこし協力隊等 OB） 福田 一馬 氏 

【分科会２：自治体職員対象】（会場：ホール） 

    弘前大学大学院地域社会研究科 准教授 平井 太郎 氏 

14:20～15:30 …ワーク（会場：カルチャールーム） 

  弘前大学大学院地域社会研究科 准教授 平井 太郎 氏 

 

 

 

 

担当：経営企画部企画推進課 中里 

電話：0194-53-4981 内線 315 
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報道機関懇談会資料（2018/12/6） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
主要地方道野田山形線 野田工区の開通について 

        （土木部）  

岩手県が『復興関連道路』として整備を進めてきた、主要地方道野田山形線野田工区L=1,500ｍ

が、平成30年12月25日（火）に全線開通する見込みとなりましたのでお知らせします。 

１ 開通日時 平成30年12月25日（火）14：00（予定） 

（開通前の安全確認のため、開通時間が遅れる場合があります。） 

２ 開通式典 開通前に次により式典を開催いたします。 

       ・日  時 平成30年12月25日（火）10時30分から（概ね１時間程度） 

       ・開催場所 野田村大字野田第25地割字明内地区（工事起点側現道取付部付近） 

 

【事業概要】 

東日本大震災時において、野田村の市街地が津波で浸水し、国県道等の主要幹線道路のネットワーク

が寸断されたことをふまえ、事業延長 1,500ｍ（うち橋りょう 65ｍ）の整備を行うことにより、県道で

ある主要地方道野田山形線を浸水想定区域外に付替え、災害に強い道路にするとともに、野田村が進め

る城内地区防災集団移転促進事業（防集事業）と一体となったまちづくり支援が図られるものです。 

平成 30年３月 28日（水）に国道 45号～村道高校通り線の 600ｍが一部開通をしておりましたが、平

成 30年 12月 25日（火）に残り区間 900ｍが完成し、全線の 1,500ｍが開通する見込みです。 

・延   長   1,500ｍ 

・道 路 幅 員   一般部：6.0(12.5)ｍ 橋りょう部：6.0（12.5）ｍ 

・主要構造物   新町橋65ｍ 

・事 業 期 間   平成24年度～平成30年度  

・総 事 業 費   約38億円 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 

写真① 

至Ｒ45↑ 

新町橋 

写真② 

至Ｒ45↑ 

三陸沿岸道路 

(仮称)野田 IC 

【担当】 

土木部道路整備課長 長沼 輝伸 

電話 0194-53-4990 内線 261 



報道機関懇談会資料（2018/12/6） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
平成 28 年台風第 10 号災害に係る一般国道 281 号道路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、県北地域に甚大な被害をもたらした平成 28 年８月 30

日発災の台風第 10号災害からの復旧に向けた工事を鋭意進めているところです。 

特にも、一般国道 281号は内陸部と沿岸部を結ぶ広域的な幹線道路ですので 12月１日時点

での、道路災害復旧工事の進捗状況をお知らせします。 

 

１ 工事概要 

  一般国道 281号久慈市大川目～平庭峠地内において 17箇所被災しました。 

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。 

 

２ 復旧進捗状況 

 箇所ベース 

（12月１日時点） 

箇所ベース 

（前回８月１日時点） 
前回比 

完 成 13箇所 11箇所 ＋２箇所 

施工中 ４箇所 ６箇所 －２箇所 

復旧進捗状況 13÷（13＋４）＝76％ 65％ ＋11 ﾎﾟｲﾝﾄ 

片側交互通行解消箇所 ６箇所／全 10箇所 ６箇所／全 10 箇所 ±０箇所 

  12月１日時点の復旧進捗状況は 76%です。 

  ほとんどは、平成 31年３月まで順次完成を予定しておりますが、一部復旧工法検討（※）

のため平成 31年度に完成する２箇所もあります。 

  なお、片側交互通行の規制は、発災以降全 10 箇所あり、12 月末までに８箇所の解消を

目指しておりますが、２箇所のみは、次の理由により、来年３月までの解消を目指してい

るところです。 

 (※) 工法検討の内容：当初、道路崩壊対策であるコンクリートブロック積工の基礎工で

強固な岩盤を期待していたが、掘削したところ岩盤が出現せず工法を見直ししている

もの。 

工事の進み具合は、ホームページによりお知らせするとともに、久慈市大川目地区や戸

呂町口に進捗状況が分かる看板を設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙あり】 



【別紙】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 8 月台風 10 号発災に係る 

一般国道 281号道路災害復旧工事箇所位置図（12月１日時点） 

大川目地区 復旧進捗状況看板設置状況（11月 20日現在） 

平庭峠 

【担当】 

土木部道路整備課長 長沼 輝伸 

電話 0194-53-4990 内線 261 

片側交互通行規制状況 ① 片側交互通行規制状況 ② 

至久慈市 

↓ 

至久慈市 

↓ 

【担当】土木部道路整備課長 長沼輝伸 

    電話 0194-53-4990 内線 261 

至 久慈市街 

↓ 

↑ 

至 盛岡、葛巻 

担当：土木部道路整備課 長沼輝伸 

電話：0194-53-4990 内線 261 

凡例 

  完成 

 

  施工中 

久慈市街

平庭峠 

大川目 

← 

至 九戸 IC 

戸呂町 

戸呂町口

大川目 

案内ﾄﾝﾈﾙ

戸呂町口

大川目 道の駅やまがた

戸呂町口大川目 

← 

至 盛岡、葛巻 霜畑 

関 
山根 

→ 

至 久慈 

★ 

← 

至 葛巻 

凡 例 

● 完成 13箇所 

● 施工中４箇所 

片側交互通行規制箇所① 

（2019年３月までの解消目指す） 

復旧進捗状況 

看板設置位置 

片側交互通行規制箇所② 

（2019年３月までの解消目指す） 

復旧進捗状況 

看板設置位置 
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SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12010943
折れ線

SS12010943
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12010943
タイプライターテキスト
45

SS12010943
タイプライターテキスト
41

SS12010943
タイプライターテキスト
42

SS12010943
タイプライターテキスト
43

SS12010943
タイプライターテキスト
40

SS12010943
タイプライターテキスト
44

SS12010943
タイプライターテキスト
46

SS12010943
タイプライターテキスト
47

SS12010943
タイプライターテキスト
48

SS12010943
タイプライターテキスト
49

SS12010943
タイプライターテキスト
50

SS12010943
タイプライターテキスト
36

SS12010943
タイプライターテキスト
37

SS12010943
タイプライターテキスト
38

SS12010943
タイプライターテキスト
39

SS12010943
タイプライターテキスト
33

SS12010943
タイプライターテキスト
32

SS12010943
タイプライターテキスト
34

SS12010943
タイプライターテキスト
35

SS12010943
タイプライターテキスト
31

SS12010943
タイプライターテキスト
30

SS12010943
タイプライターテキスト
29

SS12010943
タイプライターテキスト
27

SS12010943
タイプライターテキスト
28

SS12010943
タイプライターテキスト
26

SS12010943
タイプライターテキスト
25

SS12010943
タイプライターテキスト
24

SS12010943
タイプライターテキスト
23

SS12010943
タイプライターテキスト
22

SS12010943
折れ線

SS12010943
折れ線

SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12010943
長方形

SS12121070
タイプライターテキスト
台風第10号災害復旧工事　発注計画図(河川、滝ダム、港湾）

SS12010943
楕円

SS12010943
楕円

SS12010943
折れ線

SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12010943
タイプライターテキスト
51

SS12010943
タイプライターテキスト
52

SS12010943
タイプライターテキスト
53

SS12010943
楕円

SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12010943
折れ線

SS12010943
折れ線

SS12121070
折れ線

SS12121070
タイプライターテキスト
完成　　　　　　  19　　       51

SS12010943
折れ線

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
テキストボックス
平成30年12月完成予定

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
テキストボックス
平成30年12月完成予定

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
折れ線

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
楕円

SS12010943
楕円

SS12010943
折れ線

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(有家川下権谷地区)

SS12010943
折れ線

SS12010943
楕円

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(久慈川大川目地区)

SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
折れ線

SS12010943
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12010943
楕円

SS12010943
楕円

SS12010943
楕円

SS12010943
楕円

SS12010943
折れ線

SS12010943
折れ線

SS12010943
折れ線

SS12010943
折れ線

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(夏井川・鳥谷川夏井地区)

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(沢川中の橋地区)

SS12010943
楕円

SS12010943
折れ線

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(安家川内川地区)

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(普代川深渡橋上地区)

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(遠別川遠藤橋上地区)

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
長方形

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
楕円

SS12010943
折れ線

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(戸呂町川戸呂町地区)

SS12010943
楕円

SS12010943
折れ線

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(夏井川大崎地区)

SS12010943
楕円

SS12010943
折れ線

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(久慈川川崎地区)

SS12010943
楕円

SS12010943
折れ線

SS12010943
テキストボックス
河道掘削(長内川長内地区)

SS12010943
折れ線

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12121070
タイプライターテキスト
(発注済)

SS12010943
テキストボックス
平成31年３月完成予定

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
テキストボックス
完成

SS12010943
タイプライターテキスト
●

SS12010943
テキストボックス
完成



報道機関懇談会資料（2018/12/6） 県北広域振興局 

懇談項目４ 
平成 28年台風第 10号災害に係る河道掘削及び立木除去の平成 30年度の進

捗状況について                     （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。 

 

１ 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。 

２ 具体の対応 

  平成 30 年度における河道掘削及び立木除去の実施箇所及び進捗状況は以下のとお

りです。 

（１）河道掘削               （○）は、７月報道懇談会時に紹介 

河川名 施工箇所 進捗状況 備考 

二級河川久慈川 久慈市川崎町地内ほか 契約済・現地作業は終了 H31.1月完成予定 (○) 

二級河川長内川 久慈市長内町地内 11/21完成  (○) 

二級河川戸呂町川 久慈市山形町戸呂町地内 契約済・施工中 H31.2月完成予定 (○) 

二級河川大沢田川 久慈市小久慈町地内 入札手続き中 H31.3月完成予定 (○) 

二級河川夏井川 久慈市大崎地内 契約済・施工中 H31.3月完成予定  

二級河川鳥谷川 久慈市夏井地内 ７/16完成   

二級河川遠別川 久慈市山形町霜畑地内 ９/30完成   

（２）立木除去 

河川名 施工箇所 進捗状況 備考 

二級河川有家川 九戸郡洋野町間沢地内 11/1完成  (○) 

二級河川泉沢川 九戸郡野田村泉沢地内 契約済・施工中 H31.1 月完成予

定 

(○) 

二級河川久慈川 久慈市山形町戸呂町地内 入札手続き中   

３ 河道掘削及び立木除去の状況 

      

 

担当：土木部河川港湾課 中野 仁志 

電話：0194-53-4990 内線 281 

 
久慈川の河道掘削状況 有家川の立木除去状況 



報道機関懇談会資料（2018/12/6） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
平成 30年度岩手県若年者技能競技会での県北広域管内出場選手の入

賞結果について             （二戸高等技術専門校） 

 平成 30年度岩手県若年者技能競技会が、11月 14日（水）に岩手県産業文化センター

で開催され、県内各認定高等職業訓練校及び県立職業能力開発施設から木造建築科等７

訓練科に 184名の参加がありました。 

 県北圏域からは３訓練科に 44選手が出場し、入賞した 20選手は次のとおりです。 

 

１ 二戸高等技術専門校選手の成績 

（１）木造建築科 

  ア １年の部  金賞  多田 知弘（建築科 1年、一関学院高校卒） 

          銀賞  村上 海都（建築科 1年、盛岡工業高校卒） 

              川村 栞菜（建築科 1年、岩手女子高校卒） 

              荻野 雄紫（建築科 1年、釜石商工高校卒） 

          銅賞  村山 誠也（建築科 1年、盛岡中央高校卒） 

              高橋 涼太（建築科 1年、水沢工業高校卒） 

  イ ２年の部  銅賞  菅原 誠也（建築科２年、一関工業高校卒） 

              千澤 和樹（建築科２年、名久井農業高校卒） 

  ウ ３年の部  銀賞  高橋 健太（建築科２年、一関工業高校卒） 

          銅賞  鈴木 翔大（建築科２年、一関工業高校卒） 

（２）自動車整備科（２年の部は、６月に先行実施） 

  ア １年の部  金賞  後藤 弥那（自動車システム科 1年、福岡高校卒） 

          銅賞  木下 竜汰（自動車システム科 1年、葛巻高校卒） 

  イ ２年の部  銀賞  佐々木幹太（自動車システム科２年、久慈東高校卒） 

 

２ 県北広域管内出場選手の成績 

（１）木造建築科 

  ア １年の部  銅賞  小畑 優希（二戸高等職業訓練校、㈲杢創舎） 

  イ ２年の部  金賞  越戸 利彰（久慈高等職業訓練校、林崎建築） 

          銅賞  小林 翼 （二戸高等職業訓練校、㈲畠山建築） 

  ウ ３年の部  金賞  安保 惇 （二戸高等職業訓練校、㈲杢創舎、 

                    平成 28年度専門校修了） 

          銀賞  大渡 雅敏（二戸高等職業訓練校、㈲女澤工務店、 

                    平成 28年度専門校修了） 

          銅賞  大崎 崇仙（二戸高等職業訓練校、㈱栗谷川建工） 

 

（２）建築設計科 

  ア １年の部  銀賞  成田 晏悠（二戸高等職業訓練校、田口建築㈱、 

                    平成 27年度専門校修了）

【次ページあり】 



 

 

● 岩手県若年者技能競技会 

 県内の認定職業訓練施設、県立職業能力開発施設で学ぶ若年技能者の技能習得意欲

の増進と技能水準の向上並びに技能者相互の親善を図り、もって職業能力開発事業の

拡大発展に資することを目的とする「ものづくりの競技会」であり、毎年開催されて

いるものです。 

 

● 認定高等職業訓練校 

 知事が認可した職業訓練法人が職業訓練を行うために設置する施設で、原則として

事業所に就職した社会人を対象として訓練を行っています。県内には 15の認定高等職

業訓練校が設置されています。 

 

● 県立職業能力開発施設 

 県が職業訓練を行うために設置する施設で、新規学卒者や求職者を対象として訓練

を行っています。県内には、産業短期大学校（本校・水沢校）と二戸・千厩・宮古に

高等技術専門校が設置されています。 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報道機関懇談会資料（2018/12/6） 県北広域振興局 

懇談項目６ 
県立二戸高等技術専門校「高校生一日体験入校」の開催について 

（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１年生及び２年生を対象に、「将来の夢の第一歩」につなげるため、高等技術専門

校を知る「高校生一日体験入校」を開催します。 

 入校を希望する高校生が参加し、本校の学科や実習を体験しますので、取材してい

ただきますようお願いいたします。 

 

１ 日時 

  平成 30年 12月８日（土） 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１年生、２年生 

 

４ 参加者数 

自動車システム科、建築科とも数名 

 

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）。 

（１）自動車システム科 

  ア 学科  自動車整備士の仕事内容 

   （午前） 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 

   （午前・午後）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 

   （午前） 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） 

   （午後） ほぞ（柱）とほぞ柱（土台）の製作 

 

 

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 

 

 



  【申込締切】平成30年11月28日(水)  【定員】各科10名程度 
※裏面の申込書をfaxで申込みください。おって参加の通知を、12月４日までにfaxで連絡します。 

高校生一日体験入校 

〒028-6103 二戸市石切所字上野々92-1  TEL 0195-23-2227 FAX 0195-23-9081 

       自動車システム科      建 築 科 

岩 手 

県 立 



平成30年12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）

8 土
【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

9 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 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 三陸鉄道こたつ列車出発式 - 久慈市 三陸鉄道久慈駅
三陸鉄道株式会社
旅客サービス部

0193－62－8900

16 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

まちなか・ありがとう市 9：00～ 久慈市 市街地 久慈商工会議所 52-1000

【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

北三陸くじ冬の市 9：45～ 久慈市 市街地 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

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

30 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

平成31年１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 火 ニューイヤーフェスティバル 11:00～ 久慈市 平庭高原スキー場 平庭高原スキー場 72－2944

久慈市消防出初式 9:15～ 久慈市 アンバーホール ◎ 久慈市消防防災課 52-2173

【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

5 土 普代村成人式 - 普代村
普代村自然休養村管理セン
ター

普代村教育委員会事務局 35-2711

6 日
ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」トークリレーin
岩手県久慈市

19：40～ 久慈市 アンバーホール 久慈市観光交流課 52-2123

8 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

久慈市成人式 14：00～ 久慈市 アンバーホール 久慈市生涯学習課 52-2156

洋野町成人式 - 洋野町 洋野町民文化会館
洋野町教育委員会
生涯学習課

65-5411

野田村成人式 - 野田村 野田村総合センター 野田村教育委員会事務局 78-2936

【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

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

18 火

23 日

13 日

3 木



発行：久慈地区被災者相談支援センター 

久慈市八日町1-1 久慈地区合同庁舎 3階 

 （代表） 0194-53-4981 
そばっち 

～「被災者生活設計アドバイザー制度」～ 
出張相談（個別訪問） 

【問い合わせ先】 
久慈地区被災者相談支援センター   
☎ 0194-53-4981（内線 293） 
  （平日：9：00～15：00） 
 お気軽にお問い合わせください。 

被災者相談支援センターでは、弁護士、司法書士、ファイナンシャル・プランナーの相談会を行っています。 
お気軽にお問い合わせください。 

専門家相談、どんな相談ができるの？ 

弁護士 

  被災ローン減免制度について 

  生活全般（負債、離婚、相続、契約、ご近所  

 とのトラブル、架空請求）                

  成年後見制度               など 

 
司法書士 

  相続全般（進め方、登記など） 

  土地・建物の権利関係（抵当権設定・抹消） 

  成年後見制度               など 

                              

 

        
ファイナンシャル・プランナー（FP） 

  住宅再建後の生活設計の見直し 

  年金や保険について 

  相続・贈与について  など 

  

        

誰でも、どんな悩みでも相談できる電話です。
ひとりで抱え込まずに、お電話ください。 

※この事業は厚生労働省社会・援護局の補助事業です。 

住宅再建後の我が家の生活設計 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPz8aCwb3XAhWBzLwKHV36DDIQjRwIBw&url=http://kids.wanpug.com/illust160.html&psig=AOvVaw0rjdCWtITdBxpACKLUf0Bl&ust=1510729722393428


 

 

 
専門家名 開 催 日  時    間  場     所

 平

成
３０
年 
１２
月 

（専門家合同相談会） 
・弁護士 
・司法書士 
・ファイナンシャル・プランナー 

５日（水） 
10：00～12：00 
13：00～15：00 

野田村役場 

・弁護士  21日（金） 久慈地区合同庁舎  

平
成
３１
年
１
月 

（専門家合同相談会） 
・弁護士 
・司法書士 
・ファイナンシャル・プランナー 

９日（水） 10：00～12：00 
13：00～15：00 
 

野田村役場 

・弁護士  25日（金） 久慈地区合同庁舎  

※ 専門家へのご相談は予約優先となっております。                                                                                                             専門家による相談会のご案内 

http://www.pref.iwate.jp/kenpoku/fukkou/010787.html 

【ホームページはこちら】 

久慈地区被災者相談支援センター  検索 

【予約・問い合わせ先】 

 久慈地区被災者相談支援センター 
 ☎ （代）0194-53-4981 
（内線293：経営企画部内） 

 10月28日（日曜日）、県北広域振興局管内（二戸・久慈）を中
心に県外からも参加いただきました。 
 参加者からは、「復興を身近に感じることができた」「復興が進んでいる
ことも把握できた」」「個人では行けない場所を見学できてよかった」「語り
部による震災当時の話がわかりやすかった」などの感想が聞かれました。 
 

◆主な見学箇所◆ 
 

  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 
 復興状況を見学 
  三陸沿岸道路 普代村～野田村間で工事中の「(仮)浜山トン 
 ネル」と「(仮)安家トンネル」を見学 
  野田村震災ガイドから東日本大震災当時の状況を聞いた他、 
 ほたてんぼうだい、新町高台団地などをめぐり、復興状況を見学 
  野田村中心部を津波から守る「野田海岸防潮堤」を見学

【三陸沿岸道路 (仮)安家トンネル】 

   【ほたてんぼうだい】 

  【野田海岸防潮堤】 

     【三陸鉄道 震災学習列車】 
東日本大震災で犠牲になられた方に参加者全員で黙祷 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi58JSYsM_aAhWIFZQKHc_XBRQQjRx6BAgAEAU&url=http://01.gatag.net/0005818-free-illustraition/&psig=AOvVaw228Z1_F1R-moWMYLQC2h1J&ust=1524537707198271

