
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

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２月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成31年２月８日（金)　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（1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 
・デーリー東北新聞社久慈支局 
・陸中魁新聞社 
・IBC岩手放送八戸支社 

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（１月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 
「しごとスクエア in 久慈

2019」の開催について 

経 営 企 画 部 

産 業 振 興 室 

ジョブカフェ久慈及び県北広域振興局では、

久慈管内の高校２年生の職業理解を促し就職

を意識付けるとともに、地元の企業に対する認

識を深める場を設け、地元就職率を向上させる

ことを目的としたイベント「しごとスクエア

in久慈 2019」を開催します。 

２ 
「職場体験向上セミナー」

の開催について 

経 営 企 画 部 

産 業 振 興 室 

久慈地域キャリア教育推進研究会（県北広域

振興局）及び久慈市キャリア教育推進協議会

(久慈市)では、中学生を対象とする「職場体験」

の質の向上及び地元企業、市町村、教育機関、

商工関係団体など地域の関係者が一体となっ

た「キャリア教育の一層の推進」を図るため、

「職場体験向上セミナー」を開催します。 

３ 
「北いわて地域未来牽引サ

ミット」の開催について 

経 営 企 画 部 

産 業 振 興 室 

県北広域振興局では、「地域未来投資促進法」

を活用した企業の成長分野への業容拡大を支

援し、企業・行政・関係機関等の連携構築を図

るため、「北いわて地域未来牽引サミット」を

開催します。 

４ 
第２回「寒じめほうれんそ

う day」の開催について 

農 政 部 ・ 

農 業 改 良 

普及センター 

 県北広域振興局農政部では、寒じめほうれん

そうの生産・消費拡大に向けた取組を強化して

おり、「寒じめほうれんそう day」と称して、

試食販売会を実施しています。 

 この度、第２回「寒じめほうれんそう day」

を久慈地域のスーパーマーケットで開催しま

す。 

５ 

食品の付加価値向上セミナ

ー「今知っておきたい食産

業の動向！」の開催につい

て 

水 産 部 

食品関連事業者を取り巻く最近の動向につ

いて知識を深め、今後の商品開発や販売に資す

るため、県北管内の食品製造事業者等を対象に

セミナーを開催します。 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（平成 31年１月～２月上旬） 

・その他管内イベントチラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 



報道機関懇談会資料（2019/1/10） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
「しごとスクエア in久慈 2019」の開催について 

（経営企画部産業振興室）  

ジョブカフェ久慈と県北広域振興局では、久慈管内の高校２年生の職業理解を促し

就職を意識付けるとともに、地元の企業に対する認識を深める場を設け、地元就職率

を向上させることを目的としたイベント「しごとスクエア in 久慈 2019」を開催しま

す。 

 

１ 日時  

平成 31年１月 17日(木) 13時 30分から 16時 00分まで（受付開始は 13時から） 

２ 場所  

  久慈グランドホテル２階 グランドホール(久慈市川崎町 10-15) 

３ 主催等 

主催：ジョブカフェ久慈、県北広域振興局 

共催：久慈公共職業安定所、久慈市、洋野町、野田村、普代村 

後援：久慈雇用開発協会 

４ 参加者・企業  

(１) 参加者 

 久慈管内の高等学校２学年に在籍する生徒のうち、就職を希望する生徒 

(２) 参加企業 

 管内の 14業種 15社(公務２団体を含む)。別紙参照 

５ 内容  

(１) 講話（13:30～14:00） 

  テーマ：高校新卒就職のポイント「仕事・企業選択も新しい視野で考えてみよう」 

  講 師：金野 馨（こんの かおる） 氏（ジョブカフェ一関 センター長） 

若年労働者の実態を踏まえ、新卒就職の重要性を説くとともに、就職活

動のポイントを説明することで、就職に向けた意識付けを行う。 

(２) 生徒の企業ブース訪問（14:20～16:00） 

グループに分かれて５企業のブースを訪問し、業種や職業に対する説明を聞

き理解を深める。（より多くの業種を知ってもらうため、グループはあらかじめ

主催者が設定。グループ毎に訪問する４企業を主催者が指定。最後の１企業は

生徒が自由に決定し訪問。） 

(３) タイムスケジュール 

別紙参照。 

 

 

 

 

 

担当：経営企画部産業振興室 昆野 

電話：0194-53-4981 内線 205 



【別紙】 

 

４（２）関係  参加企業一覧 

  企業名 業種名 所在市町村 

1 
久慈地方「木の仕事」協議会 

（事務局：マルヒ製材） 
農林水産業 久慈市 

2 株式会社プライム下舘工務店 建設業（総合工事） 洋野町 

3 株式会社越戸商店 製造業（水産食料品） 普代村 

4 
株式会社十文字チキンカンパニー 

久慈工場 
製造業（畜産食料品） 久慈市 

5 岩手モリヤ株式会社 製造業（繊維工業） 久慈市 

6 東京電波株式会社久慈工場 製造業（電子部品） 久慈市 

7 久慈琥珀株式会社 
製造業 

（貴金属・宝石製品） 
久慈市 

8 三陸鉄道株式会社 運輸業 久慈市 

9 株式会社ユニバース 卸・小売業 久慈市、洋野町 

10 株式会社久慈グランドホテル 宿泊・飲食サービス業 久慈市 

11 株式会社朝日 娯楽業 久慈市 

12 
医療法人健生会 

介護老人保健施設リハビリタウンくじ 

医療・福祉 

（老人福祉・介護事業） 

久慈市 

(野田村にも事業所あり) 

13 社会福祉法人天神会ひばり療護園 
医療・福祉 

（障害者福祉事業） 
久慈市 

14 自衛隊 岩手地方協力本部 
公務 

 15 久慈広域連合消防本部 

 

５（３）関係   タイムスケジュール 

時  間 内  容 

13：30 開 会 

13：30～14：00 講 話 

14：00～14：10 参加企業の紹介 

14：10～14：20 （休憩） 

14：20～16：00 企業の個別説明（ブース訪問） 

※（各回 15分＋移動時間 5分）×５回 

16：00 閉 会 

 

 

 



【参考資料】若者の地元就職・定着支援の取組内容（対象別） 

 

 

 

対象 事業名及び目的 事業内容 平成 30年度 

中 

学 

校 

事業者 事業名：「職場体験」の受入れに関する勉強会 

目 的：職場体験の受入れを考えている企業

を対象とした勉強会を開催し、久慈

地域のキャリア教育の充実を図る。 

対象：「職場体験」の受入れが可

能な企業 

概要：専門家による講演、「職場

体験」の受入れを行った企

業による事例発表 

実施日 

6月 21日 

参加者 

44人 

 事業者 

・教員 

事業名：職場体験向上セミナー 

目 的：「職場体験」の質の向上や地域の関係

者が一体となった「キャリア教育の

一層の推進」を図る。 

 

対象：管内の企業、中学校、高校

の教職員等 

概要：専門家による講演、他地域

の取組事例発表、意見交換 

実施予定日 

1月 18日 

参加者 

50人程度 

 事業者 事業名：キャリア教育受入アンケート調査 

目 的：「職場体験」等の受入れ可否等に関す

るアンケート調査を行い、キャリア

教育の取組の円滑な実施を図る。 

対象：管内の企業 

概要：企業を対象とした「職場体

験」、「職場見学」、「出前授

業」の受入れ等に関するア

ンケート調査 

実施予定時期 

1～3月予定 

 

高 

校 

1年生 

 

事業名：地元企業見学会 

目 的：これから卒業後の進路選択が本格化

する高校１年生を対象として、地元

企業を訪問し、業務の内容等につい

て説明を受ける機会を設けることに

より、地元企業への関心を高めると

ともに、地元で就職する意義につい

ての理解を深める。 

対象：久慈東高校、大野高校、種

市高校の１年生 

概要：地元企業等（16 事業所）

を８コースに分けて、１人

２か所を対象とした訪問

見学会 

実施日 

12月 7日 

参加者 

227人 

2年生 

 

事業名：仕事スクエア in久慈 2019 

目 的：就職を希望する高校 2 年生を対象と

して、地元で操業している様々な業

種の企業から事業内容の説明を受け

る機会を設けることにより、進路選

択の具体化と地元就職への動機付け

を図る。 

対象：高校 2年生のうち、就職を

希望する生徒 

概要：専門家による講話のほか、

管内に立地している様々

な業種（農林水産業、建設

業、食料品製造業、繊維工

業、卸・小売業、宿泊・飲

食サービス業等の企業に

よる事業内容の説明会 

実施予定日 

1月 17日 

参加者 

175人程度 

3年生 

 

就職に向けた個別支援を実施 対象：高校 3年生のうち、就職を

希望する生徒 

概要：履歴書の書き方や面接の受

け方など具体的な就職活

動を個別に支援 

随時 

就 

業 

者 

社会人 

1年生 

事業名：新入社員フォローアップセミナー 

目 的：地元企業に就職した新規（高校）学

卒者を対象として、専門家による講

演やミニ同窓会等を開催し、職業意

識の向上や早期離職の防止を図る。 

対象：地元企業に就職した新規

（高校）学卒者 

概要：地元企業に就職した新規

（高校）学卒者の早期離職

を防止するためのセミナ

ー等 

開催日 

6月 22日 

参加者 

新社会人 56

人 



報道機関懇談会資料（2019/１/10） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
「職場体験向上セミナー」の開催について 

（経営企画部産業振興室） 

久慈地域キャリア教育推進研究会※1（県北広域振興局）及び久慈市キャリア教育推

進協議会※２(久慈市)では、中学生を対象とする「職場体験」の質の向上及び地元企業、

市町村、教育機関、商工関係団体など地域の関係者が一体となった「キャリア教育の

一層の推進」を図るため、平成 31年 1月 18日（金）に「職場体験向上セミナー」を

開催します。 

 本セミナーは平成 28年から毎年開催しており、今回が４回目となります。 
 
１ 日時 
  平成 31年１月 18日（金） 13時 30分から 16時 45分まで（開場は 13時から） 
  
２ 会場 
  久慈地区合同庁舎６階大会議室（久慈市八日町 1-1） 
  
３ 主催  

久慈地域キャリア教育推進研究会（座長：県北広域振興局経営企画部長） 
  久慈市キャリア教育推進協議会  （会長：久慈市企業立地港湾部長） 
  
４ 対象 
 管内企業、中学校、高等学校の教職員等 
   

５ 内容 
（１）基調講演（13：45～14：30） 

演 題：「仕事や働き方の大きな変化の中で『地域の新しいキャリア教育を創 
ろう』」 

講 師：金野 馨 （こんの かおる） 氏（ジョブカフェ一関 センター長） 
  
（２）他地域の取組事例の発表（14：30～15：00） 

取組事例：「大船渡市の取組（キャリアチャレンジデー）について（仮）」 
発 表 者：福山 宏 氏（株式会社地域活性化総合研究所 取締役） 

      
（３）意見交換（15：10～16：45） 

企業と学校の教職員等がグループに分かれて、職場体験の質の向上や地域が一
体となったキャリア教育の一層の推進に関する意見交換を行う。 
 
 

※１ 久慈地域キャリア教育推進研究会 
平成 27年設立。久慈地域において若者が活躍する地域づくりを推進するため、

教育界と産業界が一体となり、地域ぐるみのキャリア教育を推進していくこと
を目的とする。構成員は、管内市町村雇用労働対策関係室課、市町村教育委員
会学校教育担当室課、商工団関係団体、県北教育事務所、県北広域振興局。 
 

※２ 久慈市キャリア教育推進協議会 
平成 27 年設立。若者の地元流出を防ぎ復興の担い手を育てることを目的に、

生徒・保護者・学校等に地域産業・地元企業を理解する機会の創出を図るため、
キャリア教育の現状把握をしながら、より若者の地元定着に資する方策を検討
する。構成員は企業立地港湾部長、教育部長、学校教育課長、政策推進課長、
企業立地港湾課長。 
 

 

 

 

担当：経営企画部 産業振興室長 昆野 

電話：0194-53-4981内線 205 



 

【別紙】 

 

  参考 「地域未来投資促進法」について 

   「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

（企業立地促進法）」が改正され、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の

基盤強化に関する法律（地域未来投資促進法）」が、平成 29 年７月 31 日に施行され

ました。この法律は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に

対する相当の経済的効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業（以下：地域経

済牽引事業）を実施する民間事業者等を支援するものです。民間事業者等は、岩手県

の基本計画に則った同法に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、県の承認を受

けることで、設備投資や経済産業省事業との連携など様々な支援措置を受けられるも

のです。 

 

県北広域振興局では、本サミットの開催や同法を紹介するガイドブックの制作等に

より、地域資源を活用した事業に取り組む企業が多い県北地域において、同法の支援

制度や同法に基づく地域経済牽引事業の事例等を、企業・行政・商工団体・金融機関・

支援機関などの関係者に広く周知し、関係機関と連携しながら、同法を活用した県北

地域における地域経済牽引事業の促進、成長分野への業容拡大、関係機関との連携構

築等を図っていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 会場                           

久慈グランドホテル 
（久慈市川崎町 10-15 TEL：0194-52-2222） 

 第 1 部 制度説明・事例紹介（15:00～17:50） 入場無料（定員 150 名）                          

【制度説明】 

〇経済産業省東北経済産業局地域経済部 「地域未来投資促進法制度について（仮題）」 

〇岩手県商工労働観光部 「岩手県の基本計画等について（仮題）」 

【事例紹介（地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画承認企業）】 

〇株式会社南部美人（二戸市） 代表取締役社長 久慈 浩介氏（農林水産業・地域商社分野、観光・スポーツ・文化・まちづくり分野） 

「南部美人の挑戦 ー過疎化するこの小さなまちの明るい希望になるためにー」 

〇株式会社ひろの屋（洋野町）代表取締役 下苧坪 之典氏（農林水産業・地域商社分野） 

「蓄養北紫ウニを基軸としたローカルブランディング創出事業（仮題）」 

〇株式会社アスター（秋田県横手市） 代表取締役 本郷 武延氏 特別発表（成長ものづくり分野） 

「高効率電動モーターコイル製造拠点創出事業（仮題）」 

 第 2 部 参加者による交流会（18:00～19:45） 会費 5,000 円                          

参加企業、行政、商工団体、金融機関等による交流会・情報交換会（どなたでもご参加いただけます。） 

 お申込み先・お問い合わせ先                                  

申込期限：平成 30年 12 月 28 日（金）まで 
※裏面の申込用紙にご記入のうえ、FAX又は電子メールでお申込みください。 

岩手県県北広域振興局経営企画部産業振興室 宮崎（〒028-8042久慈市八日町 1-1） 
TEL：0194-53-4981 FAX：0194-53-1720 MAIL：BK0001@pref.iwate.jp 

 日時                           

平成 31年1 月21 日（月） 

15:00～19:45（予定） 

主催：岩手県 

後援：岩手県商工会議所連合会、岩手県商工会連合会、岩手県県北地域産業活性化協議会、県北ものづくり産業ネットワーク 

・地域の特性を生かして新たな成長分野に取り組む企業を支援する 

「地域未来投資促進法」が平成 29年７月に施行されました。 

・この法律は、ものづくり、農林水産業、伝統工芸、IT関連、観光、まちづくり、

環境、エネルギー、ヘルスケアなどあらゆる分野で活用可能です。 

・多くの企業の皆様にこの法律をご活用いただくための制度の説明と参加者に

よる交流・連携を図ることを目的として、本サミットを開催いたします。 

mailto:BK0001@pref.iwate.jp


 

【お申し込み先】 

岩手県県北広域振興局経営企画部産業振興室 

 
FＡＸ：0194-53-1720 
E-mail：BK0001@pref.iwate.jp 
 

 【北いわて地域未来牽引サミット １/21（月）】 

参 加 申 込 書 
 

下記の参加申込書にご記入のうえ、ＦＡＸ 又は 電子メールで 

お申込みください。 
【お申込み】 

平成 30年 12 月 28日（金）まで 

企業（団体）名  

住所 
〒 
 

電話番号  

ＦＡＸ  

E-mail  

部署・役職 氏 名 

※参加（○を記入願います。） 

第１部 
制度説明 
事例紹介 

第２部 
交流会 

    

    

    

    

    

備 考  

〇 参加者が行数以上の場合は、行を追加のうえ、お申し込みをお願いします。 

〇 交流会は、着座形式で行います。 

〇 当日のプログラムに変更が生じた場合などには、ご記入いただいたメールアドレスに連絡させていただきます。 

 

※ご記入いただいた個人情報については、適切に管理し、本事業の今後の運営のために使用します。 

 



報道機関懇談会資料（2019/1/10） 県北広域振興局 

懇談項目４ 
第２回「寒じめほうれんそう day」の開催について 

 （農政部・久慈農業改良普及センター）  

久慈地域の特産物である寒じめほうれんそうの出荷が、平成 30年 11月 18日から開

始されました。 

 今年度、県北広域振興局農政部では、寒じめほうれんそうの生産・消費拡大に向け

た取組を強化しており、「寒じめほうれんそう day」と称して、試食販売会を実施して

おります。 

 この度、第２回の「寒じめほうれんそう day」を久慈地域のスーパーマーケットで開

催しますので、お知らせします。 

 

１ 日時 

  平成 31年１月 19日（土）11時 00分から 14時 00分まで 

※試食がなくなり次第終了 

２ 場所 

  株式会社ユニバース久慈ＳＣ店（久慈市長内町第 30-73-6） 

３ 主催 

県北広域振興局農政部、新岩手農業協同組合久慈営農経済センター 

４ 内容 

 （１）寒じめほうれんそうの試食・販売 ※予定試食数量：250食 

    寒じめほうれんそうの甘さをより実感していただくため、「おひたし」を提供

します。  

 （２）消費者への聞き取り調査の実施 

    試食してくださった消費者を対象に、寒じめほうれんそうのイメージ調査を

行ないます。 

５ 今後の予定 

 ２月初中旬頃に第３回（盛岡地区予定）の寒じめほうれんそう dayを開催する予定

です。また、２月 23 日（土）には、久慈東高等学校の生徒を対象とした、寒じめほ

うれんそうの料理コンテストを開催します。 

 今後の活動予定や状況、生育の様子等の寒じめほうれんそうに関するトピックスに

ついては、久慈農業改良普及センターの Facebookで随時情報発信いたします。 

 

  

担当：農政部農業振興課 長谷川 

電話：0194-53-4983 内線 223 

第１回開催では子供たち

に大人気だった寒次郎も

登場します！ 

↑第１回ベルフ牧野林店での様子 

 予定試食数 200食完了しました！ 



報道機関懇談会資料（2019/1/10） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
食品の付加価値向上セミナー「今知っておきたい食産業の動向！」 

の開催について                  （水産部） 

近年、食をとりまく環境が大きく変化している中、その変化に適応しながら、消費

者ニーズに対応した付加価値の高い商品が求められています。 

平成 30 年６月には、食品衛生法が改正され、原則全ての食品等事業者に HACCP に

沿った衛生管理が制度化されたほか、平成 31年 10月からは、消費税率引上げに伴う

軽減税率制度が導入されるなど、食品関連事業者の適正な対応が急務となっています。 

そこで、食品関連事業者を取り巻く最近の動向について知識を深め、今後の商品開

発や販売に資するため、県北管内の食品製造事業者等を対象にセミナーを開催します

のでお知らせします。 

 

１ 日時  

平成 31年１月 31日（木） 13時 00分から 15時 00分まで 

２ 場所  

久慈地区合同庁舎 ６階 大会議室 

３ 参集者  

県北管内の食品製造事業者、販売事業者、漁業協同組合、市町村、県など 

４ 内容  

（1）講演（13時 05分～14時 05分） 

  ア  HACCP義務化をはじめ食品製造業を取り巻く最近の動向について（仮） 

    講 師：一般財団法人 日本食品検査 仙台検査所 

        衛生検査・試験部門 副部門長 佐藤 栄一 氏  

  イ  消費税の軽減税率制度について（仮） 

    講 師：久慈税務署 調査部門 統括国税調査官 舘崎 薫 氏 

（2）個別相談会（14時 05分～15時 00分） 

    ※事前申し込みのあった参加者を対象に実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：水産部水産振興課 志田 

電話：0194-53-4985 内線 365 



平成31年1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）

12 土 鏡開き式 11:00～ 久慈市 三船十段記念館 三船十段記念館 53-2210

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

林郷新春そばまつり 10：00～ 洋野町 林郷地区社会体育館 洋野町農林課 77-2113

なもみイベント
12：00～
14：00～

洋野町
ＪＲ種市駅前
道の駅おおの駐車場

林郷青年會事務局 090-4047-3536

野田村成人式 13：30～ 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

14
月
祝
すくすくキッズスポーツフェスタ 10：00～ 久慈市 久慈市民体育館 久慈市子育て支援課 52-2169

15 火 野田村小正月行事 10：00～11：00 野田村 野田村民広場 野田村総務課 78-2111

18 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

23 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

郷土芸能祭兼北緯40°ナニャトヤラ連邦
郷土芸能交流祭

10：00～ 久慈市 アンバーホール 久慈市文化課 52-2700

【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

岩手大学地域連携フォーラム 15：00～ 久慈市 久慈グランドホテル 久慈市政策推進課 52-2115

【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

平成31年2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）

市民公開講座『一戸町オレンジカフェ「さく
ら」の実践から』

13:00～ 久慈市 元気の泉 久慈市地域包括支援センター 61-1557

朗読劇「風のでんわ」他 14:00～ 久慈市 久慈市立図書館 久慈市立図書館 53-4605

北三陸くじ冬の市 10:00～ 久慈市 久慈市街地 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

8 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

9 土 平庭高原スキー場まつり 11:00～ 久慈市 平庭高原スキー場 久慈市産業建設課 72-2129

藤原杯スノーボード・スキーバンクドスラ
ローム大会

13:00～ 久慈市 平庭高原スキー場 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

13 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

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

2 土

3 日

10 日

13 日

27 日

28 月



主催　林郷青年會

お問合せ　林郷青年會事務局　℡090-4047-3536

平成３1年

正　　午 ＪＲ種市駅前

午後２時 道の駅おおの駐車場

林郷地区に伝わる小正月の伝統行事 「なもみ」 が、ＪＲ種市駅前と道の駅おおのに

やってきます。

私たち林郷青年會は、なもみの伝統行事に取り組んでいますが、地域住民の交流と、

多くの人に小正月気分を味わってもらおうと、昨年に引き続き企画いたしました。

なもみは、秋田県のなまはげに似たもので、無病息災、家内安全と子どもの健やかな

成長を願う伝統行事として、約２００年の歴史があるといわれています。

当日は、ご家族お揃いでお出かけのうえ、間近で触れ合っていただきたいです。

また、ご近所を通った際にはご声援をお願いします。

みなさんのご理解、ご協力をお願いいたします。

なもみがやってくる‼

わ
る
い
わ
ら
し
は

い
ね
ー
が
⁉

１月１３日（日）





プログラム

■ 報告・紹介（15：10～16：10）

１．岩手大学における地域創生への取組
岩手大学 副学長・理事（復興・地域創生・男女共同参画担当） 菅原 悦子

２．久慈エクステンションセンターの取組紹介
岩手大学 三陸復興・地域創生推進機構 特任専門職員 川尻 博

３．久慈市共同研究員の活動を通した地域連携の報告
岩手大学 三陸復興・地域創生推進機構 共同研究員 大内田 泰之

４．岩手大学の技術支援及びシーズ紹介
岩手大学 三陸復興・地域創生推進機構

産学官連携コーディネーター 貫洞 義一

■ 事例発表（16：20～17：50）
１．久慈琥珀粉末の高品位・高効率な新成形技術の開発

岩手大学 理工学部 システム創成工学科 准教授 清水 友治

２．久慈港の認知度向上に向けた市民へのアプローチ手
法の検討
岩手大学 大学院

地域創生専攻（地域・コミュニティデザインコース） 森田 詩緖里

３．「enPiT2 成長分野を支える情報技術人材の育成拠点
の形成」を通じたPBLの取組
岩手大学 理工学部 特任准教授（enPiT担当） 三上 昌也
岩手大学 理工学部 ものづくりEF（学内カンパニー）MGP

目黒 康大、藤村 瞭、佐々木 慎、小早川 雄
八戸工業高等専門学校 専攻科

外里 有蘭、田中 早紀、唐牛 良太郎、甲田 智也

４．海塩中のミネラルが塩漬された日本短角種牛肉の理
化学特性及びテクスチャー特性に及ぼす影響
岩手大学 農学部 動物科学科 食肉科学研究室 金谷 圭太

※ プログラムは変更となる可能性があります。予めご了承ください。

フ
ォ
ー
ラ
ム

久
慈

in

日時

会場

平成31年１月28日〈月〉
15：00～18：00（受付開始は14：30から）

主催：国立大学法人 岩手大学、久慈市

◆申込・お問合せ：久慈市役所総合政策部政策推進課◆
E-mail：seisaku@city.kuji.iwate.jp TEL：0194-52-2115 FAX：0194-52-3653

岩手大学と久慈市の連携事例、岩手大学の技術支援・研究成果について紹介します。
岩手大学の研究者や学生との連携に興味のある方はぜひご参加ください！

入場

無料



申
込
先

FAX：0194-52-3653 久慈市役所総合政策部政策推進課（担当：藤原）

TEL：0194-52-2115

E-mail：seisaku@city.kuji.iwate.jp

申込締切 平成31年１月18日〈金〉

所属

連絡先
電話

E-Mail

ふりがな

氏名 職名
フォーラム
（無料）

交流会
（4,000円）

参加 ・ 不参加 参加 ・ 不参加

参加 ・ 不参加 参加 ・ 不参加

参加 ・ 不参加 参加 ・ 不参加

地域連携フォーラム 参加申込書 （FAX：0194-52-3653）

このままFAX送信してください（添書不要）


