
日時  平成29年６月１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（7月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成29年7月6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（６月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 

県政懇談会「がんばろう！

岩手」意見交換会の開催に

ついて 

経 営 企 画 部 

６月９日（金）、震災からの復興等をテーマに、知事

が直接、被災地の復興等に取り組んでいる方々の声を

聴き、意見交換を行う県政懇談会を開催します。 

２ 
「復興の現場見学会」の開

催について 
経 営 企 画 部 

復旧・復興の状況を御理解いただくとともに、防災

文化の醸成、継承を目的に、久慈･二戸地域の住民の皆

様を対象とした「復興の現場見学会」を７月１日（土）

に開催します。 

３ 
平成29年度地域医療人材育

成事業について 

保 健 福 祉 

環 境 部 ・ 

久 慈 保 健 所 

将来の久慈管内の地域医療を担う人材の育成に資す

ることを目的に、医師による中学校への「出前講座」

と、県立久慈病院での「医療現場体験会」を今年度も

開催します。 

４ 

平成 29年度「久慈地区クリ

ーンいわて行動の日」を実

施します 

保健福祉環境部 

６月 14日（水）、久慈地区に勤務する県職員等によ

る、合同庁舎周辺市街地及び久慈川河川敷の清掃ボラ

ンティア活動を行います。 

５ 

産直運営改善計画のブラッ

シュアップ研修会の開催に

ついて 

農 政 部 ・ 

久慈農業改良 

普及センター 

産地直売所の一層の販売額向上を図るため、運営改

善に取り組む産直に対して、アドバイザーによる個別

指導や研修会等を年３回実施することとしており、第

１回目の研修会を６月 22日（木）、23日（金）に開催

しますのでお知らせします。 

６ 宿戸朝市の開催について  水 産 部 

種市南漁協宿戸漁業実行部会は、平成 24年から年 2

回朝市を開催し、特産のウニなどの海産物を浜値で販

売しています。今年の第２回目を、６月４日（日）に

開催しますのでお知らせします。 

７ 
地元小学生を対象とした防

災教育の実施について 
水 産 部 

６月６日（火）、昨年に続き開催される小袖・久喜小

学校の合同防災教育の一環として、久喜漁港海岸防潮

堤の現場を見学し、防潮堤の必要性、津波の発生時に

おける避難のあり方など、津波防災の考え方について

説明を行います。 

８ 

台風第１０号 洪水浸水被

害に係る久慈川等の対応に

ついて 

土 木 部 昨年８月に発生した台風第 10 号による洪水浸水被

害に係る、久慈川等の対応についてお知らせします。 

９ 

「津波防災出前授業」を実

施します！～県北地域の防

災力向上を目指して～ 

土 木 部 
５月開催の報道機関懇談会資料の補足として、津波

防災出前授業の日程をお知らせします。 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（平成 29年６月～平成 29年７月上旬） 

・久慈地区被害者相談支援センターだより（2017年６月・７月） 



報道機関懇談会資料（2017/6/1） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
県政懇談会「がんばろう！岩手」意見交換会の開催について 

（経営企画部）  

 

 県では、震災からの復興等をテーマに、知事が直接、被災地の復興等に取り組んでいる方々

の声を聴き、意見交換を行う県政懇談会を開催しますので、当日の取材につきまして、よろ

しくお願いします。 

 

実施日時 会場 テーマ・出席者 

６月９日（金） 

10：30～11：50 

久慈地区合同庁舎 

６階大会議室 

（久慈市八日町１－１） 

「明日への地域づくり～新たな一歩に向けた取

組」をテーマに、様々な地域資源を活用した取り

組みを行っている方々（６名）と意見交換を行い

ます。 

細
ほそ

畑
はた

 賢
さとし

さん   （山根六郷の里協議会会長） 

斎藤
さいとう

 豊
ゆたか

さん   （㈱一誠堂 代表取締役） 

鹿
か

糠
ぬか

 紀
のり

章
あき

さん   （清章堂） 

宇名
う な

澤
ざわ

 順一
じゅんいち

さん （GreenBuds会長） 

大沢
おおさわ

 伸子
の ぶ こ

さん   （野田村商工会女性部長） 

山
やま

火
び

 智美
と も み

さん   （普代村地域おこし協力隊） 

 

※ 県からは、達増知事、県北広域振興局長、秘書広報室長が出席します。 

 

※ 取材される際には、腕章を着用するなど報道機関であることを明らかにされるようお願

いします。 

 

 

 

 

 

担当：経営企画部企画推進課 中里 武司 

電話：0194-53-4981 内線 315 



報道機関懇談会資料（2017/6/1） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
「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くとともに、防災文化の醸成、継

承を目的に、久慈･二戸地域の住民の皆様を対象とした「復興の現場見学会」を開催します。 

参加費は無料で、現在参加者を募集中です（別添チラシのとおり）。 

 

■ 開催日時 

  平成 29年７月１日（土）13時 00分～16時 20分 ※雨天決行、荒天の場合は中止。 

■ 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 野田村中心部を津波から守る「野田海岸防潮堤」及び「都市公園」を見学。 

※ それぞれ三陸鉄道株式会社、普代村、野田村、振興局等の担当職員が説明。 

■ 集合時間と集合場所 

当日は、二戸地区合同庁舎及び三陸鉄道久慈駅からそれぞれ見学会専用バスを用意。 

○ 二戸地区合同庁舎（二戸市石切所字荷渡 6-3） 11時 30分集合 

○ 三陸鉄道久慈駅 （久慈市中央三丁目 38-2）  13時 00分集合 

■ 募集定員 

50名程度（久慈発着 25名、二戸発着 25名） 

■ 申込期間 

平成 29年６月 26日（月）17時まで 

■ 申込み・問合せ先 

岩手県県北広域振興局経営企画部復興推進課 ☎ 0194-53-4981 （内線 351） 

 

 

 

担当：経営企画部復興推進課 中里 武司 

電話：0194-53-4981 内線 315 



開催日時 
 
平成29年７月１日（土）  
13時00分～16時20分  

５０名程度 
（久慈発着25名、二戸発着25名） 

参加費無料 

定員・参加費 

 県北広域振興局では、復旧・復興の状況をご理解いただくとともに、防災文化の醸成、
継承を目的に、久慈地域・二戸地域の住民の皆様を対象とした「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 野田村中心部を津波から守る「野田海岸防潮堤」及び 「都市公園」を見学 

見学内容 

［震災学習列車］ ［普代水門］ ［野田海岸防潮堤］ ［野田村都市公園］ 

参加者 
募  集 

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）11時30分集合 ⇔ （帰り）18時00分解散 
【久慈地区：三陸鉄道久慈駅】 
（行き）13時00分集合 ⇔ （帰り）17時00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351） 
※ 申込者のお名前と集合・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。 

※ 申込み期限：６月26日（月）17時まで 



報道機関懇談会資料（2017/6/1） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
平成 29年度地域医療人材育成事業について 

 （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」として、①医師による中学校への「出前講座」

と、②県立久慈病院を会場に開催する「医療現場体験会」を行っています。 

 ①「出前講座」は、久慈保健所管内で実施を希望する中学校に、近隣の医療機関の医師が

出向き、中学生に向けて、自らの仕事内容等について講演を行い、質疑応答にも応じます。

講座は開始から終了まで概ね 1時間を予定しています。 

開催時期は以下のとおりです。 

開催日 開催時間 会場 講師を派遣する医療機関 

H29.6.2（金） 10:50～11:40 野田村立野田中学校 県立久慈病院 

H29.6.6（火） 14:35～15:25 洋野町立種市中学校 洋野町国民健康保険種市病院 

H29.6.21（水） 14:40～15:30 洋野町立中野中学校 洋野町国民健康保険種市病院 

H29.6.23（金） 13:35～14:25 久慈市立大川目中学校 県立久慈病院 

H29.6.23（金） 14:50～15:40 久慈市立山形中学校 県立久慈病院 

H29.6.28（水） 14:40～15:30 久慈市立久慈中学校 県立久慈病院 

H29.6.29（木） 10:50～11:40 久慈市立長内中学校 県立久慈病院 

H29.6.30（金） 13:35～14:25 洋野町立宿戸中学校 洋野町国民健康保険種市病院 

H29.7.6（木） 13:35～14:25 久慈市立三崎中学校 県立久慈病院 

H29.7.13（木） 13:55～14:45 普代村立普代中学校 普代村国民健康保険診療所 

H29.7.21（金） 14:30～15:20 洋野町立大野中学校 洋野町国民健康保険大野診療所 

 

 ②「医療現場体験会」は、上記出前講座を聴講した中学生のうち、希望者を対象とします。

（※ただし、希望人数多数の場合は、参加の可否を調整する場合があります。） 

開催時期は以下のとおりです。 

開催日 開催時間 開催場所 

H29.7.27（木） 13:30～16:00 県立久慈病院 

内容としては、県立久慈病院内の見学や、現場の医療に携わる職員の説明、医療器具を実

際に扱う体験等（※体験場所は県立久慈病院内会議室）です。 

本事業は、将来の久慈管内の地域医療を担う人材の育成に資することを目的に、久慈管内

の医療機関や中学校、市町村の協力を得ながら、平成 22年度から毎年開催しています。一人

でも多くの中学生が「医療に携わる仕事」に興味を持ち、将来の進路の選択肢にも入れても

らえることを期待しています。 

 

担当：保健福祉環境部企画管理課  藤原 隆博 

電話：0194-53-4987  内線 244 



報道機関懇談会資料（2017/6/1） 県北広域振興局 

懇談項目４ 
平成 29年度「久慈地区クリーンいわて行動の日」を実施します 

（保健福祉環境部）  

久慈地区に勤務する県職員のボランティア活動の一環として、合同庁舎周辺市街地及び久

慈川河川敷の清掃ボランティア活動を行います。 

職員が自主的に環境美化活動を行うことにより、地域における環境美化とごみのポイ捨

て防止に関する職員及び県民の意識高揚を図ることを目的として実施します。 

昨年の台風第 10 号により、河川のゴミが増加していることが懸念されるため、久慈川下

流域（下記４活動範囲図の斜線の範囲）に清掃区域を拡大して実施します。 

なお、久慈市役所、環境団体及び周辺事業所の方々にも協力をいただきます。 

１ 参加者 

・ 県北広域振興局各部･各室、教育事務所の職員等 

・ 久慈市役所 

・ くじ・川の会 

・ 周辺事業所 

２ 実施日時及び集合場所  

日  時：平成 29年６月 14日（水） 17：30～18：30（小雨決行・雨天延期） 

集合場所：久慈地区合同庁舎 正面玄関前（17：30から出発式を行います。） 

 ３ 参考（平成 28年度の活動状況） 

参加者数 約 200名  

  ４ 活動範囲図 

 

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（2017/6/1） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
産直運営改善計画のブラッシュアップ研修会の開催について 

                （農政部・久慈農業改良普及センター）  

 

 県北地域には 45か所の有人の産地直売所があり、その販売額は年々増加し、平成 27年度の

販売額は約 17億円と、地域の農業者の農産物の販売先の一つとして定着しています。 

振興局では、産地直売所の一層の販売額向上を図るため、運営改善に取り組む産直に対して、

アドバイザーによる個別指導や研修会等を年３回実施することとしており、第１回目の研修会

を以下のとおり開催しますのでお知らせします。 

なお、この研修会は、平成 29年度地域経営推進費を活用しています。 

 

１ 内 容 

（１）日時・内容 
月日 時間・場所 対象 内  容 

６月 22日 
（木） 

13:00～14:10 
久慈地区合同庁舎 
６階第４会議室 

久慈・二戸
産直組織 

研修会 
・POSレジデータの分析、顧客調査について 

14:10～15:30 
久慈地区合同庁舎 
６階第４会議室 

７産直 運営改善計画のブラッシュアップ 
・産直運営組織自らが作成した平成 29年度
の「産直運営改善計画書」について、アド
バイザーによる集合指導。 

15:30～16:30 
久慈地域のﾓﾃﾞﾙ産直 

１産直 運営改善計画のブラッシュアップ及び現地
指導 
・産直運営組織自らが作成した平成 29年度
の「産直運営改善計画書」について、アド
バイザーによる現地指導。 

６月 23日 
（金） 

10:00～16:00 
二戸地域の産直施設 

４産直 

 

（２）講師（外部アドバイザー） 

㈲ベネット 代表取締役  青木 隆夫氏（全国直売所研究会事務局長） 

 

 

 

 

 

（３）主 催 

久慈地方農業農村活性化推進協議会・二戸地方農林水産振興協議会    

 

２ 今後のスケジュール（予定） 

 

時  期 内  容 

平成 29年９月 ・産直運営改善計画に基づく取組状況に係る指導 

平成 30年１月 ・産直運営改善事例の現地見学会 

・産直運営改善実施状況の評価・点検及び運営改善成果発表会 

担当：農政部農政調整課  米谷 仁 

電話：0194-53-4983  内線 219 
昨年度の指導状況 

◇2001年に㈲ベネットを設立し、産地直売所や道の駅の設立支援や経営指導等農畜産物の販

売に関するコンサルティングを実施。 

◇2005 年に全国直売所研究会を設立し、全国規模の交流会・研究会を開催する他、2009 年

より直売所甲子園を開催し、産直間の交流に寄与。 



報道機関懇談会資料（2017/6/1） 県北広域振興局 

懇談項目６ 
宿戸朝市の開催について 

（水産部）  

種市南漁協宿戸漁業実行部会（部会長：吹切信夫）は、平成 24年から年２回朝市を開催し、

特産のウニなどの海産物を浜値で販売しています。 

今年は１回目の朝市を５月 28日に、２回目を６月４日に開催します。 

朝市では、前浜で水揚げされたばかりの新鮮なウニやホヤ等を浜値で販売するほか、お客さ

んが自分で生ウニ丼を作って味わえるコーナーもあり、毎年、新鮮な海の幸を求める多くのお

客さんが来場され、長蛇の列ができています。 

 

１ 日時 １回目 平成 29年５月 28日（日）８：００〜  

     ２回目 平成 29年６月 ４日（日）８：００〜 

     ＊商品が無くなり次第終了となります。 

     ＊海の状況や天候によっては中止となる場合があります。 

２ 会場 宿戸荷さばき施設（宿戸漁港）  

３ 販売品目等 生ウニ（むき身、殻付き）、ホヤ（天然）、アワビ（蓄養）、ウニ丼作り体験 

４ 問い合わせ先 種市南漁業協同組合宿戸漁業実行部会（090-3125-4428） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 会場の様子（Ｈ29.5.28） 

 

５ その他 平成 29 年７月 16 日（日）、洋野町主催の「種市うにまつり」が開催され、ウ

ニなどの地元海産物が販売される予定。 

問い合わせ先 洋野町水産商工課（0194-65-5916） 

 

開始後、約 1 時間半で販売終了

となりました。 

担当：水産部水産振興課 工藤 飛雄馬 

電話：0194-53-4985  内線 365 



報道機関懇談会資料（2017/6/1） 県北広域振興局 

懇談項目７ 
地元小学生を対象とした防災教育の実施について 

（水産部） 

 

久慈市立小袖小学校及び久喜小学校では、昨年に引き続き合同防災教育を行いますが、そ

の一環として、久喜漁港海岸防潮堤の現場を見学し、防潮堤の必要性、津波の発生時におけ

る避難のあり方など、津波防災の考え方について学びます。 

 

１ 開催日時及び場所 

・日時：平成 29年６月６日(火)9：10～9：45 

・場所：久喜漁港海岸災害復旧現場内 

 

２ 防災教育の概要 

・対象：小袖小学校・久喜小学校６年生 24名 

・主催：小袖小学校・久喜小学校 

・連携機関：岩手県(県北広域振興局水産部)、株式会社小山組(当該工事施工者) 

・内容 

  1)防潮堤の嵩上げについて 

  2)陸閘の開閉操作体験 

  3)避難の考え方について 

 

３ 参考（平成 28年度の実施状況） 

   

 

 

 

 

 

 

                

担当：水産部漁港漁村課 常盤 秀美  

電話：0194-53-4985 内線 235 



報道機関懇談会資料（2017/6/1）                        県北広域振興局 

懇談項目８ 
台風第 10号 洪水浸水被害に係る久慈川等の対応について 

（土木部） 

 

 平成 28年８月 30日に久慈地域を通過した台風第 10号の 

影響で、猛烈な豪雨による河川の氾濫により、多くの家屋、 

事業所で床上、床下浸水の被害が発生しました。 

 また、河川水位の上昇に伴って、上流からの流木が堆積し、 

その周辺で河川が溢れて浸水被害が発生したところもありま 

した。 

 岩手県では、今回の台風第 10号による浸水被害等の防止 

を図るため、今後、以下の内容について順次取り組んでいき 

ます。 

 

【具体の取組】 

１） 河川改修の基本方針 

  ・ 河道掘削及び築堤により、再度の浸水被害防止を図ります。 

  ・ 橋梁に流木が埋塞しにくいよう、上流の河川内の立木伐採と、橋梁桁下空間を確保するための

河道掘削を実施します。 

２） 課題 

  ・ 河道掘削を実施するにあたり、河川内の用地（筆界未定地や多数相続地など）取得に時間を要

する箇所があります。 

  ・ 橋梁付近の工事実施にあたっては、橋梁基礎の根入れ等詳細な調査・設計のほか、管理者との

協議が必要です。（主に久慈川） 

３） 久慈川の対応 

  ① 当面 

   ・ 中の橋～大成橋の区間において、平成 28年 10月 

～平成 29年 3月まで河道掘削を実施しました。 

     これからも計画的に進めていきます。 

  ・ 流木処理は、発災直後の平成 28年 10月から鋭意 

   進めているところであり、これからも流木になりう 

   る河川内の立木を計画的に伐採していきます。 

  ② 平成 30年代前半まで 

   ・ 河道掘削及び立木処理は、継続して計画的に進め 

    ていきます。 

   ・ 中の橋周辺で左右岸の堤防高の整合を図るため、 

コンクリート堤防の嵩上げを実施していきます。 

   ・ 大成橋上流右岸の無堤区間では、堤防整備を計画し、工事を実施していきます。 

   ・ 橋梁桁下空間を確保するため、必要な調査設計及び管理者協議を実施していきます。 

   ・ 湊橋周辺～ＪＲ橋梁周辺の堤外民地の取得に必要な調査を実施していきます。 

４） 久慈川以外の対応 

   長内川をはじめ他の河川についても対応が必要な箇所については計画的に河道掘削及び立木処

理等の対応を進めていきます。 

 

【中の橋～上の橋間の河道掘削状況(３月)】 

】 

担当：河川港湾課長 中野 仁志 

電話：0194-53-4990    内線 281 

【平成 28年 8月 30日 20：00頃 

久慈川（右岸）中の橋～上の橋間の越水状況】 



報道機関懇談会資料（2017/6/1） 県北広域振興局 

懇談項目９ 

「津波防災出前授業」を実施します！ 

～県北地域の防災力向上を目指して～ 

※ 5/11報道機関懇談会補足              （土木部） 

 

平成 29年度 津波防災教育講座 日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 時 間 学 校 名 施設/出前授業 人 数 

６月９日 13：35～14：25 洋野町立種市中学校 出前授業 1 年生 50 人 

６月 19日 9：30～11：30 久慈市立久慈小学校 普代水門(久慈港) 4 年生 100人 

６月 29日  洋野町立中野小学校 小子内地区海岸 4 年生 16 人 

６月 30日 11：00～11：45 久慈市立久慈湊小学校 久慈港 5 年生 32 人 

７月４日 14：25～15：10 久慈市立三崎中学校 久慈港 3 年生 20 人 

７月 12日  久慈市立小久慈小学校 久慈港 6 年生 39 人 

７月下旬 9：00～16：00 久慈みなと・さかなまつり 久慈港 一般(60人) 

８月 23日 14：35～15：25 県立久慈東高等学校 出前授業 1 年生 196人 

８月 29日  県立久慈高等学校 出前授業 3 年生 70 人 

９月１日 14：00～15：00 久慈市立宇部中学校 出前授業 2 年生 8人 

９月 12日  久慈市立長内小学校 久慈港 4 年生 43 人 

担当：河川港湾課  中野 仁志 

電話：0194-53-4990    内線 281 



 

報道機関懇談会資料（2017/5/11） 県北広域振興局 

懇談項目  
「津波防災出前授業」を実施します！ 

～県北地域の防災力向上を目指して～（土木部） 

 

【要旨】   

◆  土木部では、防災教育の一環として、県北地域の子供たちの「津波に対する知識と防

災力の向上」を目的に、津波防災出前授業（施設見学等）を平成 15年より継続的に延べ

101回実施しています。 

◆  今年度は、６月９日（金）の洋野町立種市中学校を皮切りに、県北地域の小学生・中

学生・一般を対象に 11回の開催を予定しています。 

◆  特にも、防潮堤などの津波防災施設を整備・維持管理する側の視点から、以下の２テ

ーマに重点を置いて実施することとしています。是非、取材にお越しください！ 
 

【重点テーマ】 

① 津波防災施設の効果（ハード整備） 

② 多重防災型まちづくり（ハード整備・ソフト対策の融合） 

  

 

１．日時、場所、開催校（直近に予定している主なもの） 

(1) 小学校：〔防潮堤等の津波防災施設見学、陸閘の操作体験など〕 

６月 19日（月）〔普代水門〕 久慈市立久慈小学校 ４年生 100名 

６月 29日（木）〔小子内地区海岸〕 洋野町立中野小学校 ４年生 16名 

６月 30日（金）〔久慈港〕 久慈市立久慈湊小学校 ５年生 32名 

 

(2) 中学校：〔津波防災出前講座（スライド等を用いた室内での講義）〕 

６月 ９日（水） 洋野町立種市中学校 １学年 50名 

 

２．その他 

・過年度の開催実績及び今年度の開催予定等については、別添参考資料のとおりです。 

・講師は、土木部職員が務めます。 

 

 [参考] 写真は平成 28年の様子 

 

    

 

 

  

    

 

担当：河川港湾課  中野 仁志 

電話：0194-53-4990    内線 281 

津波防災出前講座 津波防災施設見学 

参考 



日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

【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

平庭高原つつじまつり
（～11（日））

10：00～16：00 久慈市 平庭高原
平庭高原つつじまつり実行委員会

（久慈市産業建設課内）
72-2111

瀬古利彦氏記念講演会「心で走る」 14：00～15：30 洋野町 洋野町民文化会館 洋野町教育委員会生涯学習課 65-4290

くるま市 10：00～14：00 久慈市 桂の水車広場 山根六郷研究会事務局 53-5281

第５回「北国の春」全国大会 9：00～ 久慈市 平庭高原スキー場特設ステージ やまがた地域振興協議会 72-2771

第35回洋野町はまなすマラソン大会 8：45～ 洋野町 種市海浜公園 洋野町教育委員会生涯学習課 65-4290

久慈平岳春の登山会 9:10～ 洋野町 アグリパークおおさわ アグリパークおおさわ 66-2662

久慈平岳山開き 10：00～14：30 洋野町 久慈平岳山頂広場
ひろのイベント事業実行委員会

（洋野町地域振興課内）
77-2111

野田村消防団特別点検 7：30～12：00 野田村 山村広場グラウンド、村中心街 ◎ 野田村総務課 77-2111

5 月
町民芸術劇場小学生講演～ALOHA！フラ！
ハワイからの贈り物　いま、この瞬間を分かち
合おう～

10：00～ 洋野町 洋野町民文化会館 洋野町民文化会館振興協議会 65-4290

8 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

10 土
パークゴルフ全国大会「りんどうカップ2017」
（～11（日））

13：00～ 洋野町 グリーンヒルおおの ◎
パークゴルフ全国大会

「りんどうカップ」実行委員会
77-2446

平庭闘牛大会つつじ場所 10：30～ 久慈市 平庭高原闘牛場
いわて平庭高原闘牛会
（久慈市産業建設課内）

72-2111

【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 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

【定例】まちなか・ありがとう市（毎月18日） 9：00～19：00 久慈市 中心市街地 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

【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】平庭市（５～10月の毎月第３日曜日）
※要問合せ

10：00～ 久慈市 平庭中継基地
平庭市友の会

（久慈市産業建設課内）
72-2111

23 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

25 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 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

日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

1 土 復興の現場見学会 13：00～16：20
久慈市、
野田村、
普代村

三陸鉄道、普代水門、野田海岸防潮堤等
県北広域振興局

経営企画部復興推進課
53-4981

2 日 くるま市 10：00～14：00 久慈市 桂の水車広場 山根六郷研究会事務局 53-5281

3 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

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

日

18 日

11 日

場所

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

場所

平成29年７月上旬

平成29年６月 行  事  予  定  表

3 土

4



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 1F 

フリーダイヤル 0120-934-755 
そばっち 

もしかし
たら虐待
かも 

 

障害年金で生活
しているけど 

通信販売で次々
と不要なものを
買ってしまい 

生活できない 

成年後見制度
を利用するに
はどうすれば
いいの 

 

 

判断能力が低下し入院中 

本人でなければ預金を 

引き出せないので 

入院費の支払いができない 
 

  

 

子供がいないので 

将来認知症になった時
お金の管理などが心配 

  

 親が亡くなった後、  

 障がいのある子供 

 の財産管理を誰に 

 頼めばいいの？ 

◎場   所 

  久慈市総合福祉センター 

   （福祉の村内） 

 

◎電   話 

  0194-53-3380 
 
◎相談方法 

  窓口、お電話、訪問 

 （相談無料・個人情報厳守） 

 

◎受付時間 

  8：30～17：15 
 （土日、祝日、年末年始は除く） 

※時間外のご相談を希望される  
方は事前の連絡が必要となりま
す。 

 

家族がいても
関わりを拒否 

  

相談無料 

 
個人情報厳守 

◎相談窓口 
  久慈市社会福祉協議会 生活支援課 
   生活あんしん係（生活あんしん相談室） 
 
◎電話 

  0194-61-3741（直通電話） 
 
◎受付方法 
  窓口、お電話、訪問してのご相談 
 
◎相談受付 
  月～金 ８：30～17：00 
 （土日、祝日、年末年始を除く） 
※土日、祝日のご相談を希望する場合は、 
   事前に予約をお願いします。 

☆ひとりで悩まずにご相談ください。 
☆一緒に解決する方法を探しましょう。 

・どこに相談していいかわからない 
 
・家族のことで相談したい 
・家族がひきこもっている 
 
・仕事が見つからない 
 
・家賃が払えない 
・住むところがない 
 
・収入より借金が多く家計が苦しい 

＊成年後見制度とは… 
 認知症や障がいなどで判断能力が 
不十分な人の権利「知る・選ぶ・決める・
利用する」を支援する制度です。 

(＊) 



【問合せ先】  久慈地区被災者相談支援センター 

【電話番号】  
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】 

0120-934-755 （フリーダイヤル） 

  久慈地区合同庁舎専門家相談日程 

  

６月 
 弁護士 

 ５日（月）、12日（月） 
26日（月） 

  
 
 10：00～12：00 
 13：00～15：00 

 久慈地区 

 合同庁舎 

 １階 

 ファイナンシャル・ 

 プランナー 
23日（金） 

 
７月 

 
 

 弁護士 
 ３日 (月)、10日（月） 
24日（月） 

  
 10：00～12：00 
 13：00～15：00 

  司法書士 21日（金） 

  

 
６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〕 

 ７日(水） 
10：00～12：00 
13：00～15：00 

 

 野田村役場 

 弁護士 19日（月） 
   

13：30～15：30 
 野田村総合 
 センター 

 
 

７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 18日（火） 
   

13：30～15：30 
 野田村総合 
 センター 

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、上記の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、様々な相談や問合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
軽にお問合せください。 

  野田村専門家出張相談日程 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT6-HJ2c3TAhWHpZQKHTgLChsQjRwIBw&url=http://putiya.com/html/season/06gatu/kaeru01_06.html&psig=AFQjCNGmJ5vvU2ODdWXI9ZZGVKSsIL7m7A&ust=1493693719505626

