
日時  平成29年12月７日（木）10：00～

場所  久慈地区合同庁舎６階大会議室

土木部長 ○

水産部長 ○

林務部長 ○ ◯

○
保健福祉環境

部長
○ ○

○ 局長 ○ ○

○ 経営企画部長 ○ ○

○ 農政部長 ○ ○

農業改良普及
室長

○ ◯

農村整備室長 ○

県税室長 ○

※管内報道機関との定例懇談会（平成30年１月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成30年１月５日（金)　10:00～10:00～10:00～10:00～

　　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（12月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 

「北三陸・子どもアートタッチ

プロジェクト 2018」の開催に

ついて 

経 営 企 画 部 

久慈地域４市町村の小学校に通学する小学３年

生の児童を対象に、文化芸術に「触れる・経験する」

機会を提供する「北三陸・子どもアートタッチプロ

ジェクト2018」を開催しますのでお知らせします。 

２ 

平成 29 年度「水生生物調査」

実施団体知事感謝状の贈呈に

ついて 

保健福祉環境部 

岩手県では、県内の環境保全意識の高揚に貢献し

たと認められる団体に対して、知事感謝状を贈呈し

ています。 

久慈市立小学校は、調査を通じて児童の環境保全

意識の高揚に貢献した団体であると認められまし

たので、代表児童に対し県北広域振興局保健福祉環

境部長から知事感謝状と副賞を授与します。 

３ 

「食の匠による小学生等への

郷土料理伝承会」の開催に 

ついて 

農 業 改 良 

普及センター 

「久慈地方農業農村活性化推進協議会」と「やま

せの郷食の技研究会」は、久慈地方の郷土料理に触

れる機会を設け、地域内の特産物や郷土料理の認知

度向上を図ることを目的に、久慈市内の小学生やそ

の親を対象に、郷土料理伝承会を開催します。 

 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（平成29年12月～平成30年1月上旬） 

・被災者相談支援センターだより（12月・1月） 

・「北三陸・子どもアートタッチプロジェクト」チラシ 



報道機関懇談会資料（2017/12/７） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
「北三陸・子どもアートタッチプロジェクト 2018」の開催について 

（経営企画部）  

久慈地域４市町村の小学校に通学する小学３年生の児童を対象に、文化芸術に「触れる・

経験する」機会を提供することにより、児童の文化芸術への理解、定着を図るとともに、久

慈地域の将来的な文化芸術活動の底上げにつなげていくことを目的に、「北三陸・子どもアー

トタッチプロジェクト 2018」を以下のとおり開催しますのでお知らせします。 

 

 

１ 実施日時 平成 30 年１月 14日（日） 午前９時から午後３時 30分まで 

 

２ 会 場 久慈市民文化会館（アンバーホール） 

 

３ 対象児童等  

 (1) 久慈市、野田村、普代村、洋野町に通学する小学校３年生の児童 

 (2) 募集人数 40 名（保護者同伴） 

 (3) 参加費 無料 

 

４ 実施内容 

 (1) 以下の５分野の文化芸術活動を体験していただきます。（各分野 1 時間程度） 

  ①筝曲（琴） 

  ②華道 

  ③茶道 

  ④陶芸 

  ⑤ステンドグラス 

 (2) 上記(1)の体験活動と併せ、郷土料理による昼食を実施します。 

 

５ 主催・共催 

 【主催】県北広域振興局 

 【共催】久慈市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

担当：経営企画部 特命（文化スポーツ振興） 特命課長 佐藤 

電話：0194-53-4981 内線 355 



報道機関懇談会資料（2017/12/７） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
平成 29 年度「水生生物調査」実施団体知事感謝状の贈呈について 

（保健福祉環境部） 

 

岩手県では、水生生物調査を 10 年以上実施し、長年にわたり県内の環境保全意識の高揚に

貢献したと認められる団体に対して、平成 20 年度から知事感謝状を贈呈しています。 

久慈市立久慈小学校は、児童たちによる水生生物調査（※1）を昭和 62年に実施して以降、

16 年間連続して実施しました。その後、中断した時期があったものの、平成 24 年から再開

し、本年度で計 21年実施し、調査を通じて児童の環境保全意識の高揚に貢献した団体である

と認められましたので、知事から感謝状が贈呈されます。 

 表彰式では、代表児童に対し県北広域振興局保健福祉環境部長から知事感謝状と副賞を授

与します。 

 

１ 日時 

  平成 29 年 12 月 25 日（月）10 時５分頃から 10 時 15 分頃まで 

 

２ 場所 

  久慈市立久慈小学校 体育館（久慈市栄町第 31 地割 149） 

 

※１ 水生生物調査とは、河川に住む生物を観察することにより、身近な河川の水質の状況

を認識するとともに、調査活動を通じて水質保全意識を涵養
かんよう

することを目的とする調査

です。 

   岩手県では、本調査を通して、主に子どもたちの環境保全意識を高めることを目的と

しており、学校やエコクラブなど多くの団体が参加しています。 

 

※２ 平成 29 年度は、同小学校の他、次の５団体に感謝状が贈呈されます。 

  （１） 葛巻町立小屋瀬小学校 

  （２） 山田町立荒川小学校 

  （３） 一関市立猿沢小学校 

  （４） 岩手町立沼宮内小学校 

  （５） 西和賀町立沢内小学校 

 

※３ 当日は終業式があります。終業式（～10 時 00 分）に引き続き実施されますので、時

間が前後することがあります。 

 

 

 

 

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 248 



報道機関懇談会資料（2017/12/７）  県北広域振興局 

懇談項目３ 
「食の匠による小学生等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） 

「久慈地方農業農村活性化推進協議会」と「やませの郷食の技研究会」は、久慈地方の郷土料

理に触れる機会を設け、地域内の特産物や郷土料理の認知度向上を図ることを目的に、久慈市内

の小学生やその親を対象に、郷土料理伝承会を開催することとしましたので、お知らせします。 

 

■「長いもすいとん」の伝承会  

実施期日：平成 29年 12月 14日（木）12:30～15:00 

実施場所：久慈市侍浜市民センター 調理室（久慈市侍浜町向浜町８-３-２） 

対  象：久慈市侍浜小学校「浜っ子なかよしクラブ」（放課後子ども教室）の児童とその親  

30名程度 

 講  師：岩手県食の匠 田中和子氏、大向ヨシエ氏（久慈市侍浜） 

 

■「手打ちそば」の伝承会 

実施期日：平成 30年１月 13日（土）10:00～13:00 

実施場所：そばの匠館（久慈市山形町霜畑９-25-２） 

対  象：久慈市山形町の小学生とその親 20名程度 

 講  師：岩手県食の匠 成谷自然食の会（久慈市山形町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

○長いもすいとん 

 久慈地域では、農作業の秋じまいに農家間で振舞われていました。 

つるんとした食感が特徴で、長いもの味がしっかりとしている、根菜をたっぷり味わうこと

ができる栄養バランスの良い汁物です。 

○手打ちそば 

 久慈市山形町の代表的な郷土料理で、行事食、晴れ食、庭じまいのときに作られました。昔

は、冠婚葬祭の時に集落の人たち皆で、朝早くからそば作り等を手伝っていて、ほとんどの人

がその技術を習得していました。 

 山形町霜畑成谷地区の手打ちそばは、そば粉に地元で作られた豆腐を混ぜて作ることが特徴

です。 



 

長いもすいとん 

 

 

手打ちそば 

 



報道機関懇談会資料（2017/12/7） 県北広域振興局 

懇談項目 
久慈市漁業協同組合の「浜の産直」の開催について 

（水産部）  

久慈市漁業協同組合（代表理事組合長： 皀
さいかち

 健一郎）は、毎年 12月に開催していた「お歳暮

フェア」を発展させ、漁協直営の「浜の産直」を開催します。 

「浜の産直」では、地域で水揚された水産物をより多くの方に「知って」、「美味しさを味わって」

頂くため、新巻鮭やイクラ類に加え、当日水揚げされた鮮魚や、久慈市漁協で製造している〆サバ、

塩蔵ワカメなどの加工品等、沢山の水産物をお手頃な価格で販売します。 

 

１ 開催日時及び場所   

平成 29年 12月 10日（日）９:00〜11:00（商品が無くなり次第終了となります。）  

久慈市漁業協同組合仮設倉庫（漁協本所西側） 

２ 販売品目   

〆サバ類、〆サンマ、塩サバ、新巻鮭、イクラ類、鮮魚類（その日水揚された鮭、カレイ、

ヒラメなど）、冷凍イカ、冷凍アワビ（場合により活アワビ）、塩蔵ワカメ、塩蔵マツモ、新

商品（缶詰）など 

     ※ 鮮魚類は産直開催日の海況によって変更となる場合があります。 

３ 問い合わせ先 

    久慈市漁業協同組合（0194-52-3111） 

４ その他 

 平成 29年 12月 17日（日）、久慈市漁業協同組合二子漁業生産部が「二子朝市」を開催し、

活アワビ等地元海産物を販売する予定です。 

      

 

 

 

 

 

 

                          

 

写真 「お歳暮フェア」の様子 

  

 

 

 

  

担当：水産部 水産振興課 工藤  

電話：0194-53-4985 内線 365 



日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

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 クリスマスコンサート 13:30～ 洋野町 大野農村環境改善センター
洋野町教育委員会

大野事務所
77-2115

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

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

16 土 こたつ列車出発式 11:45～12:15 久慈市 久慈駅 三陸鉄道株式会社　旅客サービス部 0193－62－8900

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

北三陸くじ冬の市 10:00～14:00 久慈市 道の駅久慈やませ土風館 北三陸くじ冬の市開催実行委員会　 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

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

31 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

日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

1 月 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

3 水 久慈市消防出初式 9:15～ 久慈市 久慈市文化会館（アンバーホール） ◎ 久慈市消防防災課 52-2173

久慈市成人式 14:00～ 久慈市 久慈市文化会館（アンバーホール） 生涯学習課社会教育係 52-2156

洋野町町成人式 13:30～ 洋野町 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

野田村成人式 13：30～14：10 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

野田村消防出初式 9：00～10：30 野田村 野田村体育館など 野田村総務課 78-2111

【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

町新春書初め大会 9:30～ 洋野町 町民文化会館
洋野町教育委員会

生涯学習課
65-5411

13 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

平成29年12月 行  事  予  定  表

場所

日7

23
土
祝

8
月
祝

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

場所

平成30年１月上旬



 住宅再建後の生活設計は… 
 住宅ローンで悩んでいるけど… 
 ライフプランを立ててみたいけど… 
 年金だけでは老後の生活が心配… 
 家計の見直しをしたいけど… 
 保険に入っているけど、今の生活に 
   あってるだろうか… 
 相続でもめそう、税金も心配…  
                         など  

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 

平成29年度版 
「暮らしの安心ガイドブック」 

を作成しました。 

岩手県ホームページで見ることができます。 

平成27年度版までは冊子として発行してい
ましたが、平成28年度版からはホームペー
ジ掲載のみとなっております。 

※この事業は厚生労働省社会・援護局及び復興庁の
補助事業です。 

おもっち 

【ホームページはこちら】 

岩手県 暮らしの安心ガイドブック 検索 

どんな相談が出来るの？ 
ファイナンシャル・プランナー
（FP）って何ですか？ 

 個人の日常生活すべてにかかわるお
金の相談に対して総合的に対応する専
門家です。 
 
 自分や家族の希望をかなえるために
は、計画的に資金を用意しておくことが
大切です。ライフプランを作成すると、
いつどんな支出が必要になるか分かる
ため、生活設計を立てるのに役立ちま
す。 ※ 相談会につきましては、裏面の日程 

 でご確認ください。 

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
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv-uXZuMLXAhVJilQKHVnJDToQjRwIBw&url=http://kids.wanpug.com/illust159.html&psig=AOvVaw24CtCJVu-CvFEzUd_2KL82&ust=1510899251898169


【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 

  
 

12月 

 弁護士 
  ４日（月）、11日（月） 
 25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 
  22日（金） 

 
 
平成30年 

１月 

 
 

 弁護士  15日（月）、29日（月） 
 
  
 10：00～12：00 
 13：00～15：00 

   司法書士  26日（金） 

  

 
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〕 

 ６日(水） 
10：00～12：00 
13：00～15：00 

 

 野田村役場 

 弁護士 18日（月） 
   

13：30～15：30 
 野田村総合 
 センター 

 
平成30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〕 

10日（水） 
10：00～12：00 
13：00～15：00 

 

 野田村役場 

 弁護士 22日（月） 
   

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 

そばっち 
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