
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

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３月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成31年３月７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（２月）座席表・次第　
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管内報道機関との定例懇談会（２月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 
「平成30年度いきる支援セ

ミナー」の開催について 

保 健 福 祉 

環 境 部 

こころの健康づくり等について広く住民に

紹介し、効果的な自殺対策やその方策について

考える機会として、「平成 30年度いきる支援セ

ミナー」を開催します。 

２ 

「久慈地域健康経営サポー

トセミナー」の開催につい

て 

保 健 福 祉 

環 境 部 

久慈保健所では、働き盛り世代からの生活習

慣病対策と働き方改革の一環として、従業員の

健康管理を経営的視点から考える「健康経営」

に積極的に取り組むことができるよう支援す

るため、企業向けセミナーを開催します。 

３ 
農福連携推進に向けた検討

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、農

業及び福祉の関係者と今年度の取組を総括し、

農福連携の取組を継続発展させていくため、実

績検討会を開催します。 

４ 
第３回「寒じめほうれんそ

う day」の開催について 
農 政 部 

県北広域振興局農政部では、久慈地域の特産

物である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３回の「寒じめほうれんそう

day」を滝沢市のスーパーマーケットで開催し

ます。 

５ 
平成30年度久慈地方農業振

興大会の開催について 
農 政 部 

久慈地方農業農村活性化推進協議会は、産地

の課題克服と生産意欲の高揚を図るため、年に

１度の「久慈地方農業振興大会」を開催します。 

６ 
寒じめほうれんそう料理コ

ンテストの開催について 

農 業 改 良 

普及センター 

久慈地域の特産品である「寒じめほうれんそ

う」の消費拡大を図るため、地元の高校生のア

イディアを活かした寒じめほうれんそうの食

べ方を提案する料理コンテストを開催します。 

７ 

平成31年久慈地区山火事防

止対策協議会の開催につい

て 

林 務 部 

久慈地方林業振興協議会では、岩手県山火事

防止運動月間（平成31年３月１日～５月31日）

に先立ち、久慈地域の市町村、消防関係者及び

林業関係者等と連携し、山火事防止対策の円滑

な推進を図るため、標記協議会を開催します。 



 

８ 

平成 30年度「北三陸いわて 

浜料理のつどい」の開催に

ついて 

水 産 部 

女性部間の交流を促進するとともに、県産水

産物を使った料理の魅力を発信し魚食文化の

普及を図るため、管内の各漁業協同組合で組織

されている女性部を対象に、「北三陸いわて 

浜料理のつどい」を開催します。 

９ 
県北広域振興局管内の除雪

作業状況について 
土 木 部 

土木部では、管内の県管理道路 26 路線につ

いて、冬期間の安全で円滑な道路交通を確保す

るため除雪作業を行っておりますが、平成 31

年１月 31 日時点の管内における除雪作業状況

についてお知らせします。 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（平成 31年２月～３月上旬） 

・被災者相談支援センターだより（２・３月） 

・管内イベントチラシ 

 

 

 

 

 

 

 



報道機関懇談会資料（2019/2/8） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
平成 30年度いきる支援セミナーを開催します 

（保健福祉環境部・久慈保健所）  

久慈地域で行われている、関係機関のネットワークを活かしたこころの健康づくり

等について広く住民に紹介し、人とのつながりを大切にしながら安心してこころ豊か

に暮らす地域づくりを図るため、その方策や効果的な自殺対策について、地域の皆さ

んとともに考える機会として標記セミナーを開催します。 

 

１ 日時 

平成 31年２月 21日（木） 13時 30分から 16時 20分まで（開場 12時） 

２ 場所 

久慈市民文化会館（アンバーホール）小ホール 

３ 内容 

テーマ：復興に向けてのこころのケアと地域づくり 

   ～ 住民の元気な活動から生まれる地域の絆、思いをつなぎ ともに明日へ ～

(1) オープニング 

   サロンたぐきりの皆さま 

(2) 活動報告 

 「洋野町におけるひきこもり支援について」 

  講師：NPO法人エンパワメント輝き 理事長 大光 テイ子 氏 

(3) 基調講演 

「久慈地域におけるひきこもりの現状と地域支援について」 

講師：中央大学 文学部 人文社会学科 心理学専攻 教授 山科 満 氏 

(4) 活動報告 

「久慈地域における自殺対策計画と今後の自殺対策推進に向けて」 

   報告者：久慈市、洋野町、野田村、普代村、久慈保健所 

   助言者：岩手医科大学 医学部 神経精神科学講座 教授 大塚 耕太郎 氏 

   座 長：岩手県久慈保健所 所長 鈴木 宏俊 

４ その他 

(1) 入場無料です。（定員 300名） 

(2) 12時から会場入口側にて、障がい者就労支援事業所等の皆さんによる販売コー

ナー、活動展示コーナー（ボランティア、自主グループ、市町村、保健所）を

開催します。 

(3) 平成 31年２月 15日（金）までに電話・FAX等により下記までお申込み願います。 

【問合せ・申込み先】 

岩手県久慈保健所 保健課（電話：0194-53-4987 FAX：0194-52-3919） 

 

 

 

担当：保健福祉環境部 保健課長 佐々木雅子 

電話：0194-53-4987 内線 246 



平成 30 年度 

復興に向けてのこころのケアと地域づくり 
～住民の元気な活動から生まれる地域の絆、思いをつなぎ ともに明日へ～ 

いきる支援セミナー 
日にち 時 間 

平成31年2月21日（木） 
  開場12：00  開会13：30 

開場 12：00 
開会 13：30 

久慈市文化会館（アンバーホール）  小ホール 

会 場 

サロンたぐきりの皆さま オープニング 

久慈地域におけるひきこもりの現状と地域支援について 

講師：山科 満 氏 

久慈地域における自殺対策計画と今後の自殺対策推進に向けて 
久慈市、洋野町、野田村、普代村、久慈保健所 

助言者：大塚 耕太郎 氏 

洋野町におけるひきこもり支援について 

講師：大光 テイ子 氏 (NPO法人エンパワメント輝き 理事長) 

(中央大学文学部 人文社会学科心理学専攻 教授) 

(岩手医科大学医学部 神経精神科学講座 教授) 

基調講演 

活動報告 

活動報告 

 12：00から会場入り口にて開催します。 
 ぜひお立ち寄りください！ 
  ♪販売コーナー 
  （障がい者就労支援事業所のみなさん） 

  ♪活動展示コーナー 
  （ボランティア、自主グループ、市町村、保健所） 

お申込み・お問い合わせ 岩手県久慈保健所 保健課 

ＴＥＬ：0194-53-4987 ＦＡＸ：0194-52-3919 

 主   催  久慈保健所 
 共   催  久慈市,洋野町,野田村,普代村,岩手県こころのケアセンター,久慈地域こころのケアセンター 
 協力機関  久慈地域メンタルヘルス・サポートネットワーク連絡会構成機関 





報道機関懇談会資料（2019/2/8） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
「久慈地域健康経営サポートセミナー」の開催について 

（保健福祉環境部・久慈保健所）  

 久慈保健所では、働き盛り世代からの生活習慣病対策と働き方改革の一環として、

従業員の健康管理を経営的視点から考える「健康経営」に積極的に取り組むことがで

きるよう支援するための企業向けセミナーを開催します。 

 

１ 開催日時 

  平成 31年２月 26日（火）13時 00分から 15時 00分まで（受付 12時 30分から）  

２ 場所 

久慈地区合同庁舎 ６階大会議室 

３ 主催（後援）  

  岩手県久慈保健所 

（後援：全国健康保険協会岩手支部・久慈商工会議所・普代商工会・野田村商工会・

洋野町商工会・久慈地域ヘルスサポートネットワーク会議構成団体） 

４ 対象 

  久慈保健所管内の事業所（事業主及び安全衛生担当者等） 

５ 内容 

(1) 久慈地域企業対抗健康づくりチャレンジマッチ表彰式 ＜13：00～13：30＞ 

   被表彰事業所 

    最優秀賞 株式会社リンザイ 

    優秀賞  特定非営利活動法人ファミリーサポートおひさま 

    優良賞  株式会社中健 

(2) 講演 ＜13：30～14：30＞ 

   テーマ「働く人の健康づくり“社員の健康は、企業の財産”」 

   講師 公益財団法人岩手県予防医学協会 

産業保健支援部長 立身
た つ み

 政信
まさのぶ

 氏 

(3) 企業対抗健康づくりチャレンジマッチ実践報告 ＜14：30～15：00＞ 

   日本地下石油備蓄株式会社久慈事業所 

   特定非営利活動法人ファミリーサポートおひさま 

 

 

 

 

 

担当：保健福祉環境部・久慈保健所 

 保健課長 佐々木雅子 

電話：0194-53-4987 内線 246 







報道機関懇談会資料（2019/2/8） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
農福連携推進に向けた検討会の開催について 

（農政部・久慈農業改良普及センター）  

久慈地方農業農村活性化推進協議会では、今年度、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

り組んできました。 

 この度、農業及び福祉の関係者と今年度の取組を総括し、農福連携の取組を継続発展させ

ていくため、実績検討会を開催します。 

 

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 31年２月 12日（火）13時 30分から 16時 00分まで 

３ 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丁目 57） 

４ 内容 

(1) 講演 

ア 「農業と福祉の連携について～各地域の取組状況～」（仮題） 

     講師：岩手県社会福祉協議会福祉経営支援部  

         農福連携コーディネーター 吉田 淳 

  イ 「駿河農園ベジスルでの農福連携の取組について」（仮題） 

     講師：駿河農園ベジスル（滝沢市） 

         ファーマーズマネージャー 駿河 俊也 

(2) 報告 

「今年度の園芸労働力確保支援対策事業の取組について」 

   報告者：県北広域振興局農政部 技師 八重樫 恵子 

       久慈農業改良普及センター 上席農業普及員 安藤 義一 

(3) 意見交換  

５ 参集範囲 

 園芸労働力確保支援対策事業実証協力者、農家、久慈管内就労継続支援Ｂ型事業所、市

町村、久慈管内福祉関係等協議会ほか、久慈地方の農業及び福祉関係者（約 30名） 

 

 

 

 

 

 

 

担当：農政部農業振興課 長谷川 

電話：0194-53-4983 内線 223 



報道機関懇談会資料（2019/2/8） 県北広域振興局 

懇談項目４ 
第３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）  

県北広域振興局農政部では、久慈地域の特産物である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、12 月 15 日と１月 19 日

に試食販売会を実施しております。この度、第３回「寒じめほうれんそう day」を滝沢市のス

ーパーマーケットで開催します。 

なお、今年度の久慈地域産の出荷量は、約 8000 ケース強（5 ㎏/ケース、１月末）と、前年

対比 110％となっております。 

 

１ 日時 

  平成 31年２月 15日（金）10時 30分～12時 00分、15時 30分～17時 30分 

  ※試食がなくなり次第終了 

２ 場所 

  いわて生活協同組合 ベルフ牧野林店 （住所：岩手県滝沢市牧野林 291-1） 

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：350食分 

   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アンケート調査を行います。 

５ 今後の予定 

 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回ベルフ牧野林店でのアンケートで

は、約９割が普通のほうれんそうより甘い・

おいしいと回答！ 

↑第２回ユニバース久慈 SC店での様子  

 今回も黄色いブルゾンが目印です！ 



 久慈地方農業農村活性化推進協議会（会長：遠藤譲一久慈市長）は、産地の課題克服と

生産意欲の高揚を図るため、年に一度の「久慈地方農業振興大会」を開催します。 

 大会では、優れた農業経営を行っている生産者等の表彰や、管内４市町村で活躍する若

者による「地域おこし」をテーマとした講演等を実施します。 

 

１ 日時  

平成 31 年２月 19 日（火） 11 時 00 分～15 時 00 分 

２ 場所  

ロイヤルパークカワサキ（久慈市長内町第２７地割２７番地１） 

３ 主催等 

 ［主催］久慈地方農業農村活性化推進協議会 

 ［後援］全国農業協同組合連合会岩手県本部、新岩手農業協同組合、 

     久慈地方農林水産振興連絡会、県北広域振興局 

４ 主な内容 

(1) 表彰式（久慈地方農業農村活性化推進協議会長表彰） 

ア 久慈地方農業表彰（明日を拓く担い手賞２名、意欲ある担い手賞２名） 

  イ 畜産優秀者表彰（酪農部門・黒毛部門・短角部門 12 名） 

  ウ 園芸生産拡大者表彰（13 名） 

  エ ほうれんそう収量アップコンクール（６名） 

 (2) 伝統芸能公演 

   鵜鳥神楽保存会（普代村） 

 (3) 講演（トークセッション） 

 ［テーマ］若者・女性による「地域おこし」の現状と今後の取組 

 ［登壇者］ 

  ア 藤織ジュン（久慈市地域おこし協力隊 OG、合同会社プロダクション未知カンパニー代表社員） 

  イ 松 田 直 美（洋野町地域おこし協力隊） 

  ウ 山 口 光 司（野田村地域おこし協力隊） 

  エ 山 火 智 美（普代村地域おこし協力隊） 

５ 参集対象者 

  農業生産者（約 300 人）、関係機関・団体（約 100 人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙あり】

報道機関への情報提供（2019/2/8） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
平成 30 年度久慈地方農業振興大会の開催について 

（農政部）  

【担当】 

県北広域振興局 農政部 農政調整課 米谷 

電話：0194-53-4983  FAX：0194-53-3560 



 

【別紙】 

 

参考：昨年度（平成 29 年度）の様子 
 

  (1) 遠藤会長挨拶           (2) 講演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (3) 表彰式①              (4) 表彰式② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 地域特産販売            (6) 会場全体の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 久慈地域の特産品である「寒じめほうれんそう」の消費拡大を図るため、地元の高校生

のアイディアを活かした寒じめほうれんそうの食べ方を提案する料理コンテストを開催し

ます。 

１ 日 時 平成 31年 2月 23日（土） 10時 00分から 12時 30分まで 

２ 場 所 久慈東高等学校調理室 

３ 主 催 県北広域振興局農政部、久慈農業改良普及センター、 

新岩手農業協同組合久慈営農経済センター 他 

４ 審査対象 久慈東高等学校食物系列第２学年生徒（19名 6グループ）による料理 

５ 審 査 員 県北広域振興局農政部長、久慈東高等学校長、新岩手農協久慈営農経済セ

ンター長、管内の料理人、消費者、寒じめほうれんそう生産者 

６ 内 容 

⑴ 料理コンテスト 

ア グループ毎に 4 人分（食材費 1,000 円以内）の寒じめほうれんそう料理を１時間

以内に調理。 

イ 審査員が、味や見た目、家庭での作りやすさ等の観点で審査し、最優秀賞、優秀

賞、優良賞を決定。 

ウ 上記３作品は、県北広域振興局発行予定の「寒じめほうれんそうリーフレット」

に掲載し、管内産直やスーパー等で配布するとともに、エントリーされた全作品を

県のホームページ等で情報発信する予定。 

⑵ ミニセミナー 

  生徒を対象に、寒じめほうれんそうの機能性等に関するミニセミナーを開催 

   テーマ：寒じめほうれんそうの機能性について 

講 師：岩手の食材で毎日 CUISINE MINCEUR 渡邉 理沙 氏（20分程度） 

 

〔タイムスケジュール〕 

   10:00～      開会 

  10:10～11:10 調理 

  11:10～11:50  料理のアピールタイム、試食、審査 

  11:50～12:20  審議、ミニセミナー 

  12:20～12:30 審査講評、表彰、閉会 

 

 

報道機関懇談会資料（2019/2/8）  県北広域振興局 

懇談項目６  
寒じめほうれんそう料理コンテストの開催について 

（農政部、久慈農業改良普及センター） 

担当：久慈農業改良普及センター 大里 

電話：0194-53-4989  内線 255 



 報道機関懇談会資料（2019/2/8） 県北広域振興局 

懇談項目７ 
平成 31年久慈地区山火事防止対策協議会の開催について 

（林務部） 

 久慈地方林業振興協議会（会長：久慈市長）では、岩手県山火事防止運動月間（平成31

年3月1日～5月31日）に先立ち、久慈地域の市町村、消防関係者及び林業関係者等と連携

し、山火事防止対策の円滑な推進を図るため、標記協議会を開催します。 

 

１ 日時   

平成31年2月20日（水） 13：30～15：00 

２ 会場 

  久慈地区合同庁舎 ６階大会議室 

３ 内容 

(1) 平成30年林野火災発生状況について 

(2) 平成30年山火事防止対策実施状況について 

(3) 平成31年山火事防止対策実施計画（案）について 

４ その他 

  平成31年山火事防止運動統一標語 「忘れない 豊かな森と 火の怖さ」 

５ 参考 

(1) 久慈地区山火事防止対策協議会出席者（予定） 

別紙のとおり 

(2) 過去５年の林野火災発生状況 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

県 

内 

件数 46 51 59 44 33 

面積(ha) 146.49(※１) 28.52 10.11 423.58(※２) 57.24 

久慈

地域 

件数 1 4 10 8 2 

面積(ha) 0.11 0.23 0.49 0.73 2.99 

  ※１ H26県内の面積のうち、 78.35haが盛岡市で発生した林野火災。 

  ※２ H29県内の面積のうち、413.39haが釜石市で発生した林野火災。 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙あり】

担当：林務部 林業振興課長 佐々木 康彦 

電話：0194-53-4984 内線 226 



 

【別紙】 

平成31年久慈地区山火事防止対策協議会出席者（予定） 

所  属 

三陸北部森林管理署久慈支署 

久慈市 

洋野町 

野田村 

普代村 

久慈警察署 

久慈広域連合消防本部 

久慈消防署 

久慈消防署山形分署 

久慈消防署野田分署 

久慈消防署普代分署 

洋野消防署 

洋野消防署大野分署 

久慈市消防団 

洋野町消防団 

野田村消防団 

普代村消防団 

久慈地方森林組合 

野田村森林組合 

久慈地区国有林材生産協同組合 

九戸木材協同組合 

岩手県森林整備協同組合 

一般社団法人岩手県緑友会 

一般社団法人岩手県木炭協会 

新岩手農業協同組合 

久慈農業改良普及センター 

県北広域振興局林務部 



報道機関懇談会資料（2019/2/8） 県北広域振興局 

懇談項目８ 
平成 30年度「北三陸いわて 浜料理のつどい」の開催について 

（水産部）  

 浜の賑わいや漁村コミュニティーの再生を図るためには、漁家女性活動の活性化が必要と

されています。 

 このため、管内の各漁業協同組合で組織されている女性部を対象に、「北三陸いわて 浜料

理のつどい」を開催し、地元の海産物を使った料理教室を行うことにより、女性部間の交流

を促進するとともに、県産水産物を使った料理の魅力を発信し魚食文化の普及を図るもので

す。 

 

１ 日時および場所 

  平成 31年３月２日（土） 9時 30分から 12時 30分まで 

２ 場所 

  野田村総合センター 調理講習室 

  （岩手県九戸郡野田村大字野田第 20地割 14番地 2） 

３ 主催 

  県北広域振興局水産部 

４ 参加団体 

  管内の沿海地区漁業協同組合所属の女性部 ５団体 

５ 内容 

浜料理の調理 

(1) 三陸の海産物を使った料理のレシピ紹介 

(2) イベント等で料理を調理・提供する方法の紹介 

(3) 三陸の海産物を使ったおもてなし料理や家庭料理の調理 

６ 講師 

小野寺智子 

（イタリアンレストラン「Osteria Vai-getsu（おすてりあ ばいげつ）」シェフ） 

７ 参考 

管内各漁協女性部で組織する九戸地区漁協女性部連絡協議会は、三陸防災復興プロジェ

クト 2019の「いわて HAMA-MESHIプロジェクト」に参加する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

                 イメージ写真 

 担当：水産部水産振興課 志田 

電話：0194-53-4985内線 365 

 

 

 

 



 

報道機関懇談会資料（2019/2/8） 県北広域振興局 

懇談項目９ 
県北広域振興局管内の除雪作業状況について 

    （土木部）  

 県北広域振興局土木部では、管内の県管理道路 26路線（318.4km）について、冬期間の安全で円滑な

道路交通を確保するため除雪作業を行っておりますが、平成 31年１月 31日時点の管内における除雪作

業状況についてお知らせします。 

 

１ 累加降雪深及び気温状況 

 管内５観測地点における累加降雪深の平均は、12月にかけて過去５ヵ年の平均値を上回りましたが、

平成 31年１月 31日時点では過去５ヵ年の平均値の９割で推移している状況です。ただし、観測地点

毎に比較すると、平庭、大野では過去５ヵ年の平均値以下となっていますが、久慈、山根及び岡堀で

は過去５ヵ年の平均値を上回っている状況です。気温については久慈の冬日及び山形の真冬日が、12

月に平年値の日数を上回っている状況です。 

 

(1) 観測地点毎の累加降雪深（平成 31年１月 31日時点）          【単位：cm】 

 久慈 山根 岡堀 平庭 大野 

平成 30年度 145.0 88.0 84.0 162.0 124.0 

５ヵ年平均 

(平成 25年度～平成 29年度) 
71.0 86.6 67.0 225.8 157.3 

対５ヵ年平均比 2.0倍 1.0倍 1.3倍 0.7倍 0.8倍 

※岩手県雪量観測データより 

 

(2) 管内５観測地点の累加降雪深の平均                【単位：cm】 

 11月末まで 12月末まで １月末まで 

平成 30年度 1.8 65.6 120.6 

５ヵ年平均 

(平成 25年度～平成 29年度) 

6.1 51.7 130.3 

対５ヵ年平均比 0.3倍 1.3倍 0.9倍 

※岩手県雪量観測データより 

 

(3) 気温状況（平成 30年 11月～平成 31年１月）                   【単位：℃】 

地点名 

11月 12月 １月 

日最低

気温 

(起日) 

日数 

(平年値) 

日最低

気温 

(起日) 

日数 

（平年値） 

日最低気

温 

(起日) 

日数 

（平年値） 

冬日 真冬日 冬日 真冬日 冬日 真冬日 

久慈 
－4.6℃ 

(30日) 

11 

(12.1) 

0 

(0) 

－8.1℃ 

(11日) 

28 

(25.6) 

0 

(0.8) 

－9.4℃ 

(22日) 

29 

(29.5) 

1 

(3.6) 

山形 
－6.3℃ 

(25日) 

14 

(18.0) 

0 

(0.3) 

－9.4℃ 

(15日) 

28 

(28.1) 

7 

(5.0) 

－11.8℃ 

(27日) 

30 

(30.5) 

6 

(12.2) 

※ 気象庁データより 

※冬日：日最低気温が０℃未満の日、真冬日：日最高気温が０℃未満の日、平年値：1981年～2010

年の平均値 

 

【次ページあり】  



 

２ 除雪作業の稼動状況 

県の車道除雪作業は、降雪量が５cm 程度でそれ以上の降雪が予想される場合、又は積雪量が 10cm

に達した時に行っており、凍結抑制剤の散布は、路面状況を確認し、路面凍結防止、凍結融解、鏡面

化防止を目的に散布を行っています。 

  平成 30年度における稼動状況は、降雪及び路面凍結時期が例年より遅く、12月中旬から本格的に

車道除雪及び凍結抑制剤散布を行った結果、１月 31 日時点で、累計稼動台数・除雪費ともに過去５

ヵ年平均を下回っている状況で推移しています。 

 

除雪機械の累計稼動台数（平成 31年１月 31日時点）               【単位：台】 

 ①平成 30年度  ②過去５ヵ年平均  対５ヵ年平均比（①/②） 

除雪機械稼動台数（累計） 560 1,001 0.6倍 

うち散布車稼動台数（累計） 394 618 0.6倍 

  【参考】体制は除雪機械 128台、散布車８台、受注者９社（特定共同企業体５社、単独業者４社） 

による。 

 

 

 

 

 

担当：土木部道路整備課長 長沼輝伸 

電話：0194-53-4990 内線 261 



平成31年2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）

ひろのふるさとマイスター検定 10：00～11：00 洋野町 ひろの水産会館 洋野町水産商工課 65-5916

平庭高原スキー場まつり 11：00～ 久慈市 平庭高原スキー場 平庭高原スキー場実行委員会事務局 72-2111

平庭バンクドスラローム大会（～10日）
9日　10：00～
10日　11：00～

久慈市 平庭高原スキー場
久慈市産業建設課
平庭高原スキー場

72-2111
72-2944

内間木洞氷筍観察会 10：00～15：00 久慈市 山形町小国 内間木洞
久慈市山形市民センター
（おらほーる）

72-3711

【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

【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

「こたつ列車」で行く北三陸の大地　～震
災学習＆ジオパーク体感ツアー～

11：00～16：05 久慈市他 三陸鉄道北リアス線 久慈市観光交流課 52-2123

ひろの町民大学講座「成熟社会における
健康づくり」

13：45～15：15 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

カラフルな氷で作る氷灯りの広場 ※要問合せ 洋野町 おおのキャンパス 洋野町水産商工課・企画課 65-5916

【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

洋上風力発電フォーラム 15：00～16：30 洋野町 洋野町民文化会館 洋野町企画課 65-5912

18 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

23 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

24 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

28 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

平成31年3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 日
【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

10 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

11 月 久慈市東日本大震災津波追悼式 13：30～ 久慈市 アンバーホール 久慈市総務課 52-2112

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

16 土

9 土

17 日

13 水

10 日



そばっち 

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 

野田村こころの健康相談センター 

出張相談（個別訪問）「被災者生活設計アドバイザー制度」 
★東日本大震災津波で被災された方々を対象に、住宅再建や再建後の生活に関し

て、専任のファイナンシャル・プランナーが相談対応を行う制度です。★ 

 

 生活設計などお金に関する不安や悩み
についてご相談いただけます。 
 
たとえば… 
① 自宅を建設（購入）したいが、ローンを 
 払い続けられるか心配。 
② 再建したが、家賃（または住宅ローン） 
 の支払が大変なので家計の見直しがした 
 い。 
③ 大きな不安はないけれど、我が家の家 
 計はこのままで大丈夫か確認したい。 

 被災者の方の希望日・時間をお伺い

した後、調整を行います。 
 土日祝日も相談可能です。 
  （相談無料・要予約） 
 
   

お金に関するあれこれ…「ファイナンシャル・プランナー」に相談してみま
せんか。 
そのときになって慌てないためにも、あなたの生活のお金に関する悩みを相
談してみましょう。 

どんな相談ができるの？ 相談日っていつ？ 

相談はどこでするの？ 

 ご自宅や被災者相談支援センター相
談室など、ご希望に応じて対応します 

「被災者生活設計アドバイザー制度」について、もう少し詳しく聞きたいんだけど、
どこへ連絡したらいいの？ 

 久慈地区被災者相談支援センターへご連絡ください。 
ご質問にお答えいたします。 

【問い合わせ先】（平日 10：00～15：00） 
 久慈地区被災者相談支援センター  ☎ 0194-53-4981（内線 293） 

被災者相談支援センターをご利用ください 

   被災者相談支援センターでは、専門家による相談会のほか、
被災者の皆様の生活再建に向けた、様々な相談や問い合わ
せにセンター相談支援員が対応しています。 
  「こんなことで困っている」、「どこに相談したらよいか分からな
い」など、お気軽にお問い合わせください。 
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【予約・問い合わせ先】 

久慈地区被災者相談支援センター 検索 

 

 

 

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

【ホームページはこちら】 

 
 ◆ 効果1 安全で信頼性の高い道路ネットワークの形成 ◆ 
 
 今回の整備により、災害時の確実な緊急輸送や代替機能 
を確保するとともに、これからの水産業等の復興を支援す 
る災害に強い信頼性の高い道路ネットワークの強化が図ら 
れます。  
 
 ◆ 効果2 安全・安心な通行の確保  ◆ 
 
 当該区間が整備されることにより、東日本大震災津波相当 
の津波でも被災しない避難路としての道路が確保され、 
安全で円滑な交通機能の向上が図られます。 
 
 ◆ 効果3 物流の効率化 ◆ 
 
 東日本大震災津波相当の津波でも被災しない道路の整備を 
行うことにより、補助幹線道路としての機能強化が図られ、 
野田漁港と内陸部への物流ルートとしてアクセス性が向上 
し、物流の効率化及び東日本大震災からの復旧復興への 
寄与が期待されます。 

専門家による相談会のご案内 

専門家名 開 催 日  時    間  場     所

 
 
２
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 

６日（水） 
10：00～12：00 
13：00～15：00 

野田村役場 

・弁護士  22日（金） 久慈地区合同庁舎  

 
 
３
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 

６日（水） 10：00～12：00 
13：00～15：00 
 

野田村役場 

・弁護士  22日（金） 久慈地区合同庁舎  

（予約優先） 

県道野田山形線・野田工区全線開通（平成30年12月25日） 

 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開通しました。 

 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） 

 このことで、次の効果が図られるとともに、復旧復興への寄与が期待されます。 
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お問合せ・お申込み先 

【岩手県立大学 研究・地域連携室】 

  TEL    019(694)3330  

  FAX   019(694)3331 

 Email   koukaikouza@ml.iwate-pu.ac.jp 

 〒020-0611 滝沢市巣子152－89 

  

【洋野町教育委員会生涯学習課】 

  （洋野町民文化会館内）  

 TEL   0194（65）5411  

 FAX   0194（69）1100 

 Email   shogaigakushu@town.hirono.iwate.jp 

  〒028-7913 九戸郡洋野町種市24-124-3 

 。 

 ※どちらへお申込みいただいても構いません。 

 

平成31年２月16日（土） 

  ひろの町民大学講座（県立大学公開講座）申込書 

申込期限：２月11日（月） 
※は必ず御記入ください。 

（ふりがな） 

氏 名※ 

  

性別・年代 男 ・ 女 

               

              代 

住 所 

〒 

 

御連絡先 

※ 

ＴＥＬ   

●記載の個人情報は、洋野町並びに岩手県立大学公開講座の運

営にかかる目的以外には使用しません。 

当日は直接会場にお越しください。 

（受講案内は改めて送付しません。） 

 

※この講座には、手話通訳が付きます。 

「ダイちゃん」 
「マキちゃん」 

受講無料 

洋野町民文化会館 コミュニティホール 会場 

 下記申込書に御記入のうえ、このままFAXするか、はがきに貼付してお申込みください。

電話、メールでも受付いたします。 

  当日参加も可能ですが、席に限りがあることから、事前のお申込みをお願いします。 

申込 

  洋野町民の生涯学習推進を目的とした、ひろの町民大学と岩手県立大学が連携し、下記講座を開催

いたします。町内外にお住まいのどなたでも受講できますので、ぜひ御参加ください。 

※テーマは変更となる場合があります。 

【講師】岩手県立大学 看護学部 教授 上林 美保子

う え ば や し  み ほ こ

 

 「成熟社会」とはイギリスの物理学者が提唱した言葉で、精神的豊かさや生活の質の向上

を重視する平和で自由な社会のことです。まさに現代の日本社会をさしています。 

 昔に比べ、確かにモノが豊かになり便利になりました。しかし、その一方で少子高齢化を伴

う人口減少、過疎化は進行しています。そんな良さそうで厳しい社会を生き抜くための知恵

を、シニアの皆さんと考えていこうと思います。あなたの健康の秘訣も教えてください！ 

 

平成31年２月16日（土）13：45～15：15（13：30～受付開始） 日時 

※テーマは変更となる場合があります。 



  洋上風力発電フォーラム 
環境問題や町おこしに対する意識の高まりから、洋上風力発電は大きな注目を集めています。 

今回のフォーラムでは、風力発電を実際に導入した長崎県五島市を事例に地域への影響について

事例紹介とともに、事業者受入についてのガイドライン（案）についての説明を行います。 

2月17  日(日)  15:00～16:30
（受付  14:30～）

 

会場：洋野町民文化会館 1 階コミュニティホール
 

定員：50名（参加無料） 
事前申込が必要となります。【締切 2月 8 日(金)】 
申込方法は裏面をご覧ください。 

 

15：05～16：05 講演 

「洋上風力発電が地域を変える 

～長崎県五島市での経験～（仮）」  
株式会社渋谷潜水工業 代表取締役 渋谷 正信 氏 

◆主催：岩手県 共催：洋野町・洋野町沖洋上風力発電事業推進協議会 

洋野町沖洋上風力発電事業推進協議会について 

■設置の目的 洋野町沖における洋上風力発電事業の円滑な導入に向け、具体的内容を協議することを目的に平成 30年に設置 

■構成団体  洋野町・各漁業協同組合・学識経験者・行政関係者・観光協会・商工会・有識者・地域住民などで構成 

◆問合せ先 
〒０２８－７９９５ 洋野町種市 23-27 
洋野町役場 企画課 企画政策係 
担当 秋山  Tel : ０１９４－６５－５９１２   E-mail : kikaku@town.hirono.iwate.jp 

 

2019  年

16：05～16：30 町民説明 

「洋野町沖洋上風力発電事業の導入に係る 

ガイドライン（案）について」  
洋野町役場  企 画 課    



【申込方法】 

下記参加申込書に必要事項を記載しＦＡＸを送付頂くか、E-mailに必要事項を

記載し下記アドレスに送信下さい。（持参可）【申込締切:2019年 2月 8日（金）】 

                                    

 

<参加申込書送付先> 

◇洋野町役場企画課企画政策係 担当 秋山 宛 

 FAX：0194-65-4334 E-mail：kikaku@town.hirono.iwate.jp 

 

洋上風力発電フォーラム 

〔参加申込書〕 

地区名                                         

 

氏名                                       

 

連絡先 （TEL）                                                   

 

 

＊ 本申込書に記載された個人情報につきましては、今回のフォーラムの申込者数等の把

握のためのみに使用し、それ以外には一切使用いたしません。 

 

 


