
日時  平成29年１月５日（木）10：00～

場所  久慈地区合同庁舎大会議室

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（２月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成29年２月２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（１月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 

岩手県復興実施計画（第３

期・１次案）に係る地域説

明会の開催について 

経 営 企 画 部 

県では、平成 29年度～平成 30年度までを第３期と位

置付け、県が実施する復興に向けた施策・事業等を具体

的に示す復興実施計画を策定中です。この度１次案を作

成しましたので、地域説明会を開催します。 

２ 
「しごとスクエア in 久慈

2017」の開催について 
経 営 企 画 部 

ジョブカフェ久慈では、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ることで地元就職率の向上

を目指すことを目的としたイベント「しごとスクエアin

久慈 2017」を１月 19日（木）に開催します。 

３ 
園芸品目新規栽培者募集

相談会の開催について 

農 政 部 

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、新規栽培者

を確保するため、新たに園芸品目の栽培に取り組もうと

する方々を対象とした園芸品目新規栽培者募集相談会

を、１月 10日（火）に開催します。 

４ 
定置網漁業のカイゼン講

習会の開催について 
水 産 部 

定置網漁業は、乗組員の減少や高齢化が進み、船上作

業方法の見直しが必要となっています。１月 23日（月）

に、漁業の労働環境の改善を専門とする講師を招き、定

置網漁業者を対象とした講習会を開催します。 

 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（平成 29年１月～平成 29年２月上旬） 

 



報道機関懇談会資料（2017/1/5） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
岩手県復興実施計画（第３期・１次案）に係る地域説明会の開催について 

（経営企画部）  

 

 県では、東日本大震災津波からの復興に向けて、平成 28年度までを復興実施計画（第２期）

と位置付け、各種施策・事業を実施しているところですが、次の第３期（平成 29年度～平成

30年度）において、県が実施する復興に向けた施策・事業等を具体的に示す復興実施計画を

策定中です。 

 この度、東日本大震災津波復興委員会等での議論を踏まえ、１次案を作成しましたので、

県民の皆様から広く御意見を伺い、計画に反映させるため、下記のとおり地域説明会を開催

します。 

記 

１ 日時 

  平成 29年２月２日（木）13時 30分～14時 30分 

２ 場所 

  久慈地区合同庁舎 ６階大会議室（久慈市八日町１－１） 

３ 申込み 

  不要 

４ 問合せ先 

  岩手県復興局復興推進課 

℡：019－629－6945、FAX：019-629-6944、メールアドレス：AJ0001@pref.iwate.jp 

【参考】岩手県東日本大震災津波復興計画 

 

※ 別添チラシも御覧ください。 

 

担当：経営企画部復興推進課 下山 義彦 

電話：0194-53-4981  内線 315 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時 場  所 

平成 29 年１月 30 日（月）13:30～14:30 大船渡地区合同庁舎 大会議室 

1 月 31 日（火）11:00～12:00 釜石地区合同庁舎 大会議室 

2 月 2 日（木）13:30～14:30 久慈地区合同庁舎 大会議室 

2 月 3 日（金）11:00～12:00 宮古地区合同庁舎 大会議室 

2 月 3 日（金）10:30～11:30 盛岡地区合同庁舎 大会議室 

2 月 7 日（火）13:30～14:30 一関地区合同庁舎 大会議室 

2 月 14 日（火）11:00～12:00 二戸地区合同庁舎 大会議室 

 

県では、平成 29 年度から平成 30 年度までの 2 年間を“更なる展開へ

の連結期間”と位置付けており、この期間に県が実施する復興に向けた施

策・事業等を具体的に示す「復興実施計画（第 3 期）」を策定中です。 

この度、計画（1 次案）について県民の皆様から広くご意見を伺い、計

画に反映させるため、地域説明会を開催します。 
 

事前のお申込みは不要です。上記のお近くの会場にお越しください。 

 

●お問い合わせ先 

岩手県復興局復興推進課 電話：019-629-6945 ＦＡＸ：019-629-6944 

いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造 



報道機関懇談会資料（2017/1/5） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
「しごとスクエア in久慈 2017」の開催について 

（経営企画部）  

 

 ジョブカフェ久慈では、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ることで地元就職率の向上を目指すことを目的

としたイベント「しごとスクエア in久慈 2017」を平成 29年１月 19日（木）に開催します。 

１ 日時 

 平成 29年１月 19日（木） 13:30～16:00 （※ 受付開始は 13:00から） 

２ 場所 

 久慈グランドホテル２階（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：「高校からの進路 仕事に就く～よく考えてみよう」（仮） 

講 師：金野(こんの) 馨(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通して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 

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×５回） 

16：00 閉 会 

 

 担当：経営企画部産業振興課 古川 雄二 

電話：0194-53-4981  内線 205 



「しごとスクエアin久慈2016」参加企業一覧表（連絡先）

1 有限会社谷地林業 農林水産業 土木部 営業 佐々木智彦
〒028-8603
　久慈市山形町荷軽部3-18 72-2221 72-2330 t.sasaki.yachirin@gmail.com

2 株式会社プライム下舘工務店 建設業（総合工事） 営業部 課長 下舘　斉央
シタタテ　　ナリヒサ 〒028-8802

　洋野町大野8-83-1 77-2331 77-2332 skhome@seagreen.ocn.ne.jp

3 株式会社マルサ嵯峨商店 製造業（水産食料品） 監査役 仲田
ナカダ

　英郎
〒028-0041（久慈冷凍工場）
　久慈市長内町40-113-2 52-3221 53-2583

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） 製造２課 係長 菅原　達也
〒028-0071
　久慈市小久慈町63-16-1 59-3216 59-3365 tatsuya@jumonji.jp

5 岩手モリヤ株式会社 製造業（繊維工業） -
代表取締役

社長 森奥
モリオク

　信孝
〒028-0071
　久慈市夏井町大崎13-3-3 53-5327 52-3034 morioku@poplar.ocn.ne.jp

6
盛岡東京電波株式会社
久慈工場

製造業（電子部品） 製造課
マネー
ジャー 岩城

イワキ

　皇
〒028-0032
　久慈市寺里28-38-35 55-3071 55-3591 kou-iwaki@murata.com

7 久慈琥珀株式会社
製造業

（貴金属・宝石製品）
総務

グループ
総務課長 浜渡

ハマワタリ

　光男
〒028-0071
　久慈市小久慈町19-156-132 59-3821 59-3515 hamawatari@kuji.co.jp

8 三陸鉄道株式会社 運輸業
北リアス線

運行部
久慈駅長 二橋　守

〒028-0061
　久慈市中央3-38-2 52-3411 52-3431 nihashi@sanrikutetsudou.com

9 株式会社ユニバース 卸・小売業
人事教育

部
人事教育部
人事　主任 箱崎

ハコザキ

　真也
シンヤ 〒039-1185

青森県八戸市大字長苗代字前
田83番地1

0178-
21-1833

0178-
21-1811

jinji@universe.co.jp

10 株式会社久慈グランドホテル 宿泊・飲食サービス業 総務課 係長 鹿糠　雄大
〒028-0051
　久慈市川崎町10-15 52-2222 52-1626 kanuka@kuji-gh.com

11 株式会社朝日 娯楽業 - - 久慈　睦子
〒028-0022
　久慈市田屋町1－14－1 53-2221 53-2220 -

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）

- 事務長補佐 泉　伸
〒028-0014
　久慈市旭町8-100-2 53-0056 52-8660 rehabilitown@ma100.tiki.ne.jp

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）

生活支援
員

主任
生活支援員

吉田　幸治
〒028-0031
　久慈市天神堂32-8 61-1111 61-1195 hibari.yoshida@gmail.com

14 自衛隊 岩手地方協力本部 公務
二戸地域事務
局久慈連絡所 広報官 畑中　直人

〒028-0051
　久慈市川崎町2-8 53-5419 53-5419

iwate.pco-
kuji@rct.gsdf.mod.go.jp

15 久慈広域連合消防本部 公務 - 庶務係長 木村　岳人
〒028-0041
　久慈市長内町29-21-1 53-0119 53-3115 syoubou-s1@kuji-kouiki.jp

氏名 所在地職名企業名 業種 部署 TEL FAX Mail

mailto:t.sasaki.yachirin@gmail.com
mailto:skhome@seagreen.ocn.ne.jp
mailto:tatsuya@jumonji.jp
mailto:morioku@poplar.ocn.ne.jp
mailto:kou-iwaki@murata.com
mailto:hamawatari@kuji.co.jp
mailto:nihashi@sanrikutetsudou.com
mailto:jinji@universe.co.jp
mailto:kanuka@kuji-gh.com
mailto:rehabilitown@ma100.tiki.ne.jp
mailto:hibari.yoshida@gmail.com
mailto:iwate.pco-kuji@rct.gsdf.mod.go.jp
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mailto:syoubou-s1@kuji-kouiki.jp


報道機関懇談会資料（2017/1/5） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
園芸品目新規栽培者募集相談会の開催について 

（農政部・久慈農業改良普及センター）  

 

 久慈地方では農業者の高齢化や後継者不足により、園芸品目の生産者が減少傾向にありま

す。こうした状況から、久慈地方農業農村活性化推進協議会注）（会長：遠藤久慈市長）では、

新規栽培者を確保するため、新たに園芸品目の栽培に取り組もうとする方々を対象とした園

芸品目新規栽培者募集相談会を開催します。 

 当日は関係機関の担当者が会場で待機し、栽培方法から新規栽培者への支援対策まで、幅

広い分野の相談に対応することとしています。8月に開催した見学会には 11名の参加があり、

今回も多数の相談が期待されます。 

 

１ 日 時  平成 29年 1月 10日（火）15時から 19時 

        （相談者の希望する時間に随時対応します。） 

２ 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 

３ 主 催  久慈地方農業農村活性化推進協議会 

４ 対 象 者  新たに園芸品目の栽培に取り組む方々 

５ 相談内容  栽培品目（園芸品目）に関すること、新規就農に関すること、その他相談 

       者が希望する内容について、担当者が個別に相談に応じます。 

 

  

 

 

 

                 （参考） 

                 ←8月の見学会（園芸相談）の様子 

 

 

注）久慈地方農業農村活性化推進協議会 

 久慈地方の農業、農村の活性化を図るため、関係機関･団体の密接な連携のもとに各種対策

の企画・調整を行い、もって地域農業及び農村の発展に寄与することを目的に平成 12年 5月

に設置された組織。 

 構成：久慈地域の各市町村及び農業委員会、ＪＡ新いわて、県北広域振興局農政部、 

    久慈農業改良普及センター、他 

担当：農政部農業振興課 高橋 文章 

電話：0194-53-4983  内線 223 



報道機関懇談会資料（2017/1/5） 県北広域振興局 

懇談項目４ 
定置網漁業のカイゼン講習会の開催について 

（水産部）  

  

県北地域の水産業において、定置網漁業は秋サケの漁獲など主要な漁業となっていますが、

近年、乗組員の減少や高齢化が進み労働災害の危険性も高まっていることから、船上作業方

法の見直しが必要となっています。 

 このため、漁業の労働環境の改善を専門とする講師を招き、次のとおり定置網漁業者を対

象とした講習会を開催します。 

 

 

１ 日時および場所  

  日時：平成 29年 1月 23日（月）13：30～15：00 

 場所：久慈市漁業協同組合 大会議室 

  

２ 内容 

（１） 講演 

全国の定置網漁業の作業実態と作業上の課題及び改善方法などについて 

（２） 意見交換 

管内の定置網漁業関係者の作業状況や見直し方法についての意見交換 

 

３ 講師 

公立大学法人高崎経済大学 経済学部 教授 久宗
ひさむね

 周二
しゅうじ

 氏 

※久宗教授の主な略歴 

 ・国交省：船内労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン検討会 座長代理 

 ・水産庁：漁業者ライフジャケット着用推進ガイドライン研究会 座長 

 ・水産庁：安全な漁業労働環境事業カイゼン講習会 講師 

 

４ 参考 

当講習会は平成 28年度地域経営推進費「定置網漁業へのカイゼン手法導入事業」で実施

するものです。 

 

 

  

 

 

 

 
担当：水産部水産振興課 工藤 飛雄馬  

電話：0194-53-4985 内線 365 



 

定置網の模式図 

  

 
 



日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

5 木 普代村成人式 12：00～ 普代村 自然休養村管理センター 普代村教育委員会 35-2711

洋野町新春書初め大会 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

洋野町新年交賀会 14：00～ 洋野町 種市勤労青少年ホーム 洋野町商工会 65-4111

ひろのまきば天文台 ひろの星空教室 18：00～19：30 洋野町 ひろのまきば天文台
ひろのまきば天文台
大野ふるさと公社

77-3377
77-3202

【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

洋野町成人式 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 10：30～ 洋野町 林郷地区社会体育館 林郷地区雑穀加工組合 77-2971

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

野田村成人式 13：30～16：00 野田村 野田村総合センター 野田村教育委員会 78-2936

10 火 園芸品目新規栽培者募集相談会 15：00～19：00 久慈市
新岩手農業協同組合
久慈営農経済センター

県北広域振興局農政部 53-4983

13 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

14 土
国立科学博物館巡回ミュージアムin岩手
イベント「化石レプリカ作り」

10：00～
11：00～
13：30～

久慈市 久慈琥珀博物館 久慈琥珀博物館 59-3831

【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

洋野町消防出初式 10：00～ 洋野町 町民文化会館ほか 洋野町防災推進室 65-5918

小正月行事 10：00～11：30 野田村 村民広場 野田村総務課 78-2111

18 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

19 木 しごとスクエア in 久慈 2017 13：30～16：00 久慈市 久慈グランドホテル 県北広域振興局経営企画部 53-4981

20 金 洋野町農業振興大会 10：00～12：30 洋野町 町民文化会館 洋野町農林課 77-2113

21 土 ひろのまきば天文台 ひろの星空教室 18：00～19：30 洋野町 ひろのまきば天文台
ひろのまきば天文台
大野ふるさと公社

77-3377
77-3202

【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

みちのく潮風トレイル 海のアルプスウォーキング 8：15～
普代村

田野畑村
みちのく潮風トレイルコース

みちのく潮風トレイル（八戸～普代
間）利用促進協議会事務局

53-5756

第10回洋野町芸能祭 11：00～15：00 洋野町 大野体育館 洋野町教育委員会大野事務所 77-2115

23 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 中心市街地 北三陸くじ冬の市実行委員会 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

洋野町冬季水泳大会 9：30～ 洋野町 種市屋内温水プール 洋野町教育委員会生涯学習課 65-5411

みちのく潮風トレイル 寒風逆境ウォーキング 9：00～
青森県階上町

洋野町
みちのく潮風トレイルコース

みちのく潮風トレイル（八戸～普代
間›利用促進協議会事務局

53-5756

【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

参加型子ども舞台創作体験事業ミュージカル
「アラジンとランプの魔人」

14：00～ 洋野町 町民文化会館 洋野町教育委員会生涯学習課 65-5411

7 土

8

22 日

場所

29 日

日

15 日

28 土

平成29年1月 行  事  予  定  表



日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

2 木 岩手県復興実施計画（第３期・１次案）地域説明会 13：30～14：30 久慈市
久慈地区合同庁舎

６階大会議室
県北広域振興局経営企画部 53-4981

3 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

4 土 洋野町教育振興大会 13：00～ 洋野町 町民文化会館 洋野町教育委員会生涯学習課 65-5411

8 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

2017平庭高原スキー場まつり
11：00～
（予定）

久慈市 平庭高原スキー場 久慈市産業建設課 72-2111

ひろのcolor vol.4 10：00～15：00 洋野町 ひろの水産会館 ひろのcolor事務局 080-6027-1153

ひろのまきば天文台 ひろの星空教室 18：00～20：00 洋野町 ひろのまきば天文台
ひろのまきば天文台
大野ふるさと公社

77-3377
77-3202

【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

第９回地域づくりシンポジウム
12：40～
（予定›

洋野町 町民文化会館 洋野町企画課 65-5912

国立科学博物館巡回ミュージアムin岩手
イベント「化石レプリカ作り」

10：00～
11：00～
13：30～

久慈市 久慈琥珀博物館 久慈琥珀博物館 59-3831

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

場所

11 土

平成29年2月上旬

12 日


