
日時  平成28年1月７日（木）10：00～

場所  久慈地区合同庁舎6階第４会議室
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○
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農村整備室長 ○ ○
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※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28年２月３日（水)　10:00～

　　場所：久慈地区合同庁舎６階　第４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 
北いわてを応援する会 2016 の開催

について 
経営企画部 

県北地域が一丸となり、多くの県外企業と交流連携

を深め、北いわての応援団を増やしていくため、「北い

わてを応援する会2016」を東京都において開催します。 

2-1 
「いきる支援セミナー」の開催につ

いて 
保健福祉環境部 

自殺対策の一環として、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ことができる地域

づくりを目指して、講演会等を開催します。 

2-2 
おでかけ「ｉ‐サポ」（結婚支援）

の開設について 
保健福祉環境部 

会員登録制により、出会いの機会づくりを支援して

いる、“いきいき岩手”結婚サポートセンターのスタッ

フが出張して、会員登録、お相手検索などを行う、お

でかけ「i‐サポ」を久慈市で定期的に開設します。 

３ 
系統別山ぶどうワインを評価する

会の開催について 
農政部 

平成27年産の８系統・作型の山ぶどうワインの官能

評価を行うとともに、過去の試験成績についての情報

共有並びに意見交換を行う「系統別山ぶどうワインを

評価する会」を開催します。 

４ 

「大野産直友の会」の平成 27 年度

地産地消優良活動表彰受賞につい

て 

農政部 

「大野産直友の会」は、地産地消優良活動表彰事業

において、東北農政局長賞を受賞しました。表彰は、「平

成27年度洋野町農業振興大会」内で執り行われる予定

です。 

５ 
平成 27 年度久慈地方農業振興大会

の開催について 
農政部 

産地の課題の克服と生産意欲の高揚を図り、久慈地

方の農業・農村の活性化並びに震災からの復興を図る

ため、「久慈地方農業振興大会」を開催します。 

６ 
園芸品目の新規栽培者募集説明会

の開催について 
農業改良普及室 

管内の各市町村において、ほうれんそうや菌床しい

たけなど園芸品目を新規に栽培しようとする方々を対

象とした説明会を開催します。 

 

７ 

やませの郷食の技研究会郷土料理

レシピ集【第２弾】発表会 
農業改良普及室 

久慈地域の多彩な資源や食文化を後世に継承するた

めに、H22年度から郷土料理の掘り起こしとレシピ収録

を行なってきました。今回は H25年度から27年度にか

けて収録したレシピ集の発表会を開催します。 

８ 
産直運営改善成果発表会の開催に

ついて 
農業改良普及室 

今回の改善成果発表会は、今年度取り組んできた産

直運営改善の事例を発表し、その成果や手法を久慈・

二戸地域の産直で共有することで、運営改善の取組事

例の波及を図ることを目的として開催します。 

９ 
岩手県水産技術センター漁海況相

談会の開催について 
水産部 

秋サケやスルメイカの不漁や漁期の遅れ、一方でイ

ワシの豊漁など、平年と違う様相を呈しているため、

今漁期の特徴と今後の見通し等について紹介する漁海

況相談会を開催します。 

10 
定置網漁業へのカイゼン手法導入

にかかる講習会を開催します 
水産部 

県北地域の重要な漁業種類である定置網漁業におけ

る労働安全対策と高度衛生管理の促進を図るため、八

木魚市場利用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 28年 1月～平成 28年２月上旬） 

・なもみ                      ・洋野町誕生 10周年記念式典及び記念講演 

・平成27年度洋野町農業振興大会開催要領       ・第８回地域づくりシンポジウム 

・ひろの出会い めぐり愛2016             ・プリンセスマーメイド 洋野町公演出演者大募集 

 



報道機関懇談会資料（2016/１/７） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
北いわてを応援する会 2016の開催について 

（経営企画部）  

県北地域が一丸となり、多くの県外企業と交流連携を深め、北いわての応援団を増やし

ていくため、「北いわてを応援する会 2016」を東京都において 1 月 26 日（火）17:00 から

開催するものです。 

記 

【開催趣旨】 

 県北地域は、中山間地が多く少子高齢化と人口減少の著しい地域です。そうした中におい

て、現在、地域の特徴的な資源を生かした取組を展開しており、特にも、県外企業との連携

や支援により、地域産業の振興に取り組んでいるところです。 

平成 26年度には、二戸地域が中心となって北いわてを応援する会を立ち上げたところです

が、さらに多くの県外企業と交流・連携を深め、北いわての応援団を増やしていくために、

久慈地域を加えて県北地域が一丸となって、首都圏において「北いわてを応援する会」を開

催するものです。 

 

１ 日時：平成 28年 1月 26日（火）17:00～20:50 

２ 会場：クルーズクルーズ SHINJUKU（東京都新宿区新宿 3-5-4レインボービレッジ 8F）  

３ 主催：岩手県県北地域産業活性化協議会 

 ※県北局管内８市町村（久慈市、二戸市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野

町、一戸町）、同地域商工会議所、商工会及び県等で構成しており、雇用の維持･確

保や地域経済の活性化のため産業の集積に取り組んでいます。会長は久慈市長、副

会長は二戸市長、事務局長は県北広域振興局経営企画部長） 

４ 出席：約 100名 

  企業側（既立地誘致企業の親企業、本社企業、県北にゆかりのある企業等）約 70名 

  岩手県県北地域産業活性化協議会側（管内 8市町村の首長、県北広域振興局長、副局長、

経営企画部長、二戸地域振興センター所長他）約 30名 

５ 内容： 

次第 内容 時間 

第 1部 

開会・趣旨説明、挨拶 協議会会長 遠藤久慈市長 17:00-17:05 

北いわての概要説明 県北広域振興局長 高橋信 17:05-17:15 

応援メッセージ （一社）RCF 代表理事 藤沢 烈 氏 17:15-17:50 

意見交換会（各ﾃｰﾌﾞﾙ） 「産官連携による復興・発展について」  18:00-18:45 

第 2部 懇談会 参加者による意見交換・情報交換 19:00-20:50 

 

 

 

               

担当：経営企画部 産業振興課 熊谷 

電話：0194-53-4981  内線 205 



報道機関懇談会資料（2016/1/7） 県北広域振興局 

懇談項目 2-1 
「いきる支援セミナー」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、自殺対策の一環として、人とのつながりを大切にしながら安心してこ

ころ豊かに暮らすことができる地域づくりを目指して、次のとおり講演会等を開催します。 

 

東日本大震災から５年を迎える今、官民一体となって取り組んできたこころの健康づく

りや自殺対策等の活動を広く紹介することにより、地域で暮らす人々が、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ための方策や、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にしたいと考えています。 

 

●日時 平成２８年１月２１日（木）１３：３０～１６：１５ 

 ●場所 久慈市文化会館 アンバーホール 小ホール 

 ●内容  

１ 基調講演 

    テーマ「野田村 震災からの復興の歩み ～これまでと、これからと～」             

    講師  野田村長 小田 祐士 氏 

２ 活動報告 

   ①野田村住民福祉課         栄養士 下畑 優子 氏  

②横沼まちづくり推進委員会     委員長 大向 達夫 氏 

３ 紙芝居「次郎物語」上演    久慈地域こころのケアセンター職員  

４ 特別講演 

    テーマ「これからのこころの健康づくり ～被災地の復興と自殺対策～」 

    講師 岩手医科大学 医学部 災害･地域精神医学講座 特命教授 大塚 耕太郎 氏 

  ５ ふだい荒磯太鼓演奏     普代村 ふだい荒磯太鼓の皆様 

 

●入場無料（定員 300名） 

●参加申込は、電話・FAX等によりお願いします（締切り：平成 28年 1月 19日(火) ）。 

 ※締切りを延長しました 

●参加申込（お問合せ）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 後藤未央子  

電話：0194-53-4987 内線 246 

F A X：0194-52-3919 



報道機関懇談会資料（2016/1/7） 県北広域振興局 

懇談項目 2-2 

“いきいき岩手”結婚サポートセンター 

おでかけ「i‐サポ」（結婚支援）の開設について 

（保健福祉環境部）  

 会員登録制により、１対１の出会いの機会づくりを支援している、“いきいき岩手”結婚サポ

ートセンターのスタッフが出張して、会員登録、お相手検索などを行う、おでかけ「i‐サポ」

を久慈市で定期的に開設します。 

独身男女の皆さん、この機会に「i‐サポ」を利用してみませんか。 

１ 主  催 

  “いきいき岩手”結婚サポートセンター i‐サポ宮古   

２ 会場・日時 

久 慈 会 場 久慈市立中央公民館３階小会議室（久慈市新中の橋第５地割 28-４） 

開 催 時 期 2/28、4/10、5/8、6/12、7/10、8/7、9/11、10/9、11/13、12/11 

開 催 曜 日 日曜日 

開 設 時 間 12：00～15：00 

 

３ 入会条件・方法  

入 会 条 件 20歳以上の独身者 

岩手県内在住、勤務の方及び県外在住で結婚後岩手県内に居住でき

る方 

入会登録方法 必ず電話で来所予約をした上で、入会申込書と本人・住所を確認で

きる書類、独身を証明する書類、写真、入会登録料をご持参くださ

い。 

入 会 登 録 料 １万円（２年間有効） 

※ コピーが必要な書類もありますので、予約申込みの際にご確認ください。 

 

４ 問い合わせ先 

“いきいき岩手”結婚サポートセンター i‐サポ宮古 

住 所 〒027-0052 宮古市宮町１‐３‐５陸中ビル３Ｆ 

電 話 0193‐65‐7222 

開 所 時 間 平日 10：00～19：00、土日 9：00～18：00 

休 日 火曜、祝日、お盆（8/13～16）、年末年始（12/29～1/3） 

 

 

 担当：保健福祉環境部 企画管理課 

電話：阿部 0194-53-4987 内線 251 

5 



会員登録制により、１対１の出会いの機会づくりを支援している、“いきいき岩手”
結婚サポートセンターのスタッフが出張して、会員登録、お相手 な を 、お
でかけ「ｉ‐サポ」を久慈市と釜石市で定期的に開設します。

結婚を する独身 のみなさ 、 の機会に「ｉ‐サポ」を してみませ か。

久慈会場 久慈市 中 ３階 小会議室（久慈市新中の橋第５地割２８ ４）

開 催 時 期
2月28（日）、4月10日（日）、5月8日（日）、6月12日（日）、
7月10日（日）、8月7日（日）、9月11日（日）、10月9日（日）、
11月13日（日）、12月11日（日）

開 設 時 間 12：00 15：00

釜石会場 釜石 センター ２階 会議室２（釜石市大町一丁目１番10号）

開 催 時 期
1月31（日）、3月27（日）、4月24日（日）、5月22日（日）、
6月26日（日）、7月24日（日）、8月28日（日）、9月25日（日）、
10月23日（日）、11月27日（日）、12月25日（日）

開 設 時 間 12：00 15：00

〇入会条件
岩手県内にお住まいかお勤めの方、県外の方でも結婚後岩手県内に居住できる方で

20歳以上の独身者
〇入会登録の方法

入会申込書に必要事項を記入し、必ず電話で来所予約をしてからおいでください。
来所時には、入会申込書と本人・住所を確認できる書類、独身を証明する書類、写真、
入会登録 をご ください。入会登録 は、１ で 間 です。

※ コピーが必要な書類もありますので、予約申し込みの時にご確認ください。

電話で来所予約をしてからおいでください。

【予約申し込み、お問い合わせ先】
“いきいき岩手”結婚サポートセンター ｉ‐サポ宮古

〒027‐0052 宮古市宮町1‐3‐5 3F
TEL.0193‐65‐7222

■開所時間／平日10:00 19:00、土日9:00 18:00
■休日／火曜、祝日、お盆(8/13 16)、 (12/29 1/3)

“いきいき岩手”結婚サポートセンター

おでかけ「ｉ‐サポ」の開設!!

新規入会

お相手



報道機関懇談会資料（2015/1/7） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
系統別山ぶどうワインを評価する会の開催について 

（農政部）  

 

 県北広域振興局では、久慈地方の特産である「山ぶどう」を系統別に評価し、ワイン等の

商品開発の基礎データとするため、平成 25年度より３年間にわたり、独立行政法人 岩手県

工業技術センターに醸造試験を委託しています。 

今般、管内の主な関係者に紹介し理解を深めていただくため、平成 27年産の８系統・作型

の山ぶどうワインの官能評価を行うとともに、過去の試験成績についての情報共有並びに意

見交換を行う「系統別山ぶどうワインを評価する会」を下記のとおり開催しますので、各社

の取材をよろしくお願いします。 

記 

１ 日  時 

平成 28年 1月 14日（木） 15時～17時 45分 

   

２ 場  所 

久慈地区合同庁舎 6階 第 4会議室、大会議室  

（岩手県久慈市八日町 1－1  電話：0194-53-4983） 

 

３ 内  容 

 （１）試験の概要説明 

     説明：独立行政法人 岩手県工業技術センター 

 （２）官能評価（試飲）・意見交換 

  

４ 参集範囲 

  久慈地方ヤマブドウ産業化研究会会員、久慈地方ヤマブドウ振興協議会会員 

北リアス料理人の会会員、特定非営利活動法人 久慈広域観光協議会、 

久慈商工会議所、洋野町商工会、野田村商工会、普代商工会、 

ＪＡ新いわて久慈営農経済センター、独立行政法人 岩手県工業技術センター、 

久慈市、洋野町、野田村、普代村、県北広域振興局 

 

５ その他 

  この醸造試験は、地域経営推進費を活用して実施しています。 

担当：農政部農政調整課  千葉 

電話：0194-53-4983  内線 219 



報道機関懇談会資料（2016/1/7） 県北広域振興局 

懇談項目４ 
「大野産直友の会」の平成 27年度地産地消優良活動表彰受賞について 

（農政部）  

洋野町の産直施設を運営する「大野産直友の会」（会長 下川原 重雄）は、一般財団法人

都市農山漁村交流活性化機構及び全国地産地消推進協議会の共催による地産地消優良活動表

彰事業において、東北農政局長賞を受賞することとなりました。 

表彰は、平成 28年 1月 22日に開催される「平成 27年度洋野町農業振興大会」内で執り行

われる予定ですので、各社の取材をお願いします。 

 

１ 地産地消優良活動表彰について 

６次産業化を進める上で重要な地産地消の取組を一層促進するため、全国各地で立地条

件を活かした創意工夫のある様々な地産地消の取組・活動について、審査により、農林水

産大臣賞、農林水産省食料産業局長賞、全国地産地消推進協議会会長賞、農政局長賞等が

与えられる。 

平成 17 年度から実施しており、今年度は 10 回目で、久慈管内からは初の受賞。 

 

２ 表彰式（平成 27年度洋野町農業振興大会） 

日時：平成 28年 1月 22日（金） 10時～  

場所：大野農村環境改善センター（洋野町大野 60-40-2） 

 

３ 「大野産直友の会」と地産地消における評価内容 

 名 称 ：大野産直友の会（会長 下川原 重雄) 

 住 所 ：岩手県九戸郡洋野町大野第 58地割 12番地 33  電話番号：0194-77-4379 

会員数 ：69名（事務局 4名） 

運営形態：大野産直友の会と（一社）大野ふるさと公社が連携、洋野町大野農産物直売所

「ゆうきセンター」を運営。 

評価された取り組み： 

・「ユーキ（有機・勇気）の里づくり」の考え方に基づき「地域の畜産業と連携した土づく

りにこだわり、安全で安心な農産物の生産を行います」を活動理念として、農産物の生

産・販売を行っている。 

・農産物直売所の他、インショップ販売、ネット販売、スーパー店舗前での定期的な物産

展の開催、首都圏直売所での外部販売など各種取組を行っている。 

・催事への出店やイベント開催、グリーンツーリズムの受入れを行い、消費者交流や地域

貢献にも積極的に取り組んでいる。 

・学校給食に野菜を供給し、「生産者給食会」を開き子どもたちと交流を図るなど、農業、

食べ物、地産地消などの食育の取組を行っている。 

 

    

担当：農政部農政調整課  千葉 

電話：0194-53-4983  内線 219 



 

 

 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）では、産地の課題の克

服と生産意欲の高揚を図り、久慈地方の農業・農村の活性化並びに震災からの復興を図る

ため、平成 28 年２月４日（木）、「久慈地方農業振興大会」を開催します。 

 大会では、管内生産者の表彰と地域を元気付ける講演を執り行います。 

 

１ 日時：平成 28 年２月４日（木） 11 時 00 分～14 時 30 分 

   

２ 場所：ロイヤルパークカワサキ（久慈市長内町） 

 

３ 主催等 

   主催：久慈地方農業農村活性化推進協議会 

   共催：新岩手農業協同組合、久慈地方農林水産振興連絡会 

   後援：全国農業協同組合連合会岩手県本部、県北広域振興局 

  

４ 主な内容 

 （１） 表彰（久慈地方農業農村活性化推進協議会長表彰） 

   ①久慈地方農業表彰（明日を拓く担い手賞、意欲ある担い手賞、他） 

   ②畜産関係（酪農部門、黒毛部門、短角部門、養豚部門） 

   ③園芸関係 

   （園芸生産拡大者、ほうれんそう収量アップコンクール、フラワーコンテスト） 

 （２） 講演 

     演題：「地方活性化は久慈地域の素材で」（仮題） 

     講師：千葉 星子氏（料理研究家） 

 

５ 参集対象者：概ね 400 人を予定 

  農業生産者（約 300 人） 

  久慈地方農業農村活性化推進協議会構成団体関係者（約 100 人） 
 

 

報道機関への情報提供（2016/1/7） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
平成 27 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 千葉 

電話：0194-53-4983  FAX：0194-53-3560 



報道機関懇談会資料（2016/1/7） 県北広域振興局 

懇談項目６ 
園芸品目の新規栽培者募集説明会の開催について 

（農業改良普及室）  

 

久慈地方では、園芸部門の生産拡大に努めていますが、品目によっては出荷量が減少して

おり、栽培者数の確保が喫緊の課題となっています。 

こうした状況から、久慈地方園芸推進センター（ＪＡ新いわて久慈営農経済センター、市

町村、県北広域振興局農政部、久慈農業改良普及センター等）とＪＡ新いわてが主催して、

管内の各市町村において、ほうれんそうや菌床しいたけなど園芸品目を新規に栽培しようと

する方々を対象とした説明会を開催します。 

 各市町村の広報紙等を通じて周知に努めるなど、ＪＡ・市町村など関係機関が一体となっ

て実施する初めての試みであり、園芸生産に弾みがつくことが期待されます。 

１ 主催 

  久慈地方園芸推進センター、ＪＡ新いわて 

２ 対象者 

  販売目的で新たに園芸品目の栽培を目指す方 

３ 日程 

 

 
 

４  説明内容 

   新規栽培者の方々に推奨する品目の特徴 ほか 

   

担当：久慈農業改良普及センター 普及課長  本田純悦 

電話：0194-53-4989  内線 255 



報道機関懇談会資料（2016/1/7） 県北広域振興局 

懇談項目７ 
やませの郷

さと

食の技
わざ

研究会郷土料理レシピ集【第２弾】発表会 

（農業改良普及室）  

 

久慈地方の食の匠で組織する「やませの郷食の技研究会（会長：庭静子）」では、久慈地域

の多彩な資源や食文化を後世に継承するために、平成 22年度から郷土料理の掘り起こしとレ

シピ収録を行なってきました。平成 25年 1月には、３年間かけて収録した郷土料理のレシピ

集発表会を開催したところです。 

今回はその第２弾として、平成 25 年度から 27 年度にかけて収録したレシピ集の発表会を

開催し、食育活動やグリーンツーリズム体験、農産加工品の販売促進、飲食店での郷土料理

提供など、都市住民との交流や観光、地域の活性化などの一助としてレシピ集の活用を提案

します。 

 

１ 主催 

  やませの郷食の技研究会、久慈地方農業農村活性化推進協議会 

２ 期日 

  平成２８年１月２１日（木） １１：００～１３：３０ 

３ 場所 

  横沼コミュニティセンター（久慈市侍浜町 9-64-4）  

４ 内容 

（１）やませの郷食の技研究会の活動紹介 

（２）郷土料理レシピ集発表会 

（３）郷土料理御膳を味わう会（鮭のホイル焼、どんこ煮しめ、香茸ごはん、しだみの華な

どの郷土料理 10品程度を紹介） 

６ 日程 

11:00          11:50        12:20        13:20  13:30 

受

付 

開

会 

やませの郷食の技研

究会の活動紹介 

郷土料理レシピ集 

発表会 

郷土料理御膳を 

味わう会 

閉

会 

７ 参集範囲 

市町村長、観光協会、学校給食栄養士、宿泊施設等、レシピ集の活用が期待される関係

機関・団体等の長 ４０名程度 

 

８ 郷土料理レシピ集について 

  食の匠が郷土料理の伝承活動を行うにあたり、認定料理だけでなく地域に伝わる多彩な

郷土料理も伝承メニューに加えることで伝承活動の幅を広げることを目的に郷土料理の発

掘とレシピ化に取り組んできました。 

  ・22～24年度：30品（例：鮭の頭なます、イクラの琥珀寄せ、けんちん汁等） 

  ・25～27年度：26品（例：しだみの華、紅葉漬け、ハモの煮しめ、ところてん等） 



レシピ集は、A4カラー印刷したもののほか、PDFファイルにしたものを CDに収めて作成・

配布する予定です。なお、このレシピ集は食の匠の伝承活動ツールであることから、一般

の方に配布する予定はありませんが、地域活性化に資する目的で活用する個人又は団体等

には無償で配布します。 

 

参考①  久慈地域 食の匠の認定料理             ※認定順：認定料理名（認定者） 

１ とうふ田楽（はしかみ桂水会） ２ まめぶ （山形村生活改善協議会） 

３ 手打ちそば（成谷自然食の会）   ４ 手作りｱｲｽｸﾘｰﾑ（よつば乳製品加工ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

５ けぇの汁（川口キクエ） ６ 鮭の一匹料理（森小ヨシノ）  

７ しだみだんご（しだみ伝承ｸﾞﾙｰﾌﾟ） ８ 江戸ヶ浜丼（角川目キシノ）  

９ こんぶかりんとう（青葉生活改善ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 10 昆布巻き（吹切マリ）  

11 きらずだんつ（上方テイ）  12 ほうれんそううどん（下斗米ツネ）  

13 けいらん（北田白礼干）  14 南部生湯葉（南エイ子）  

15 山形村短角牛と変わりだんご汁（谷地ユワノ）  16 天然ほや飯（庭静子）  

17 けぇの汁（東大野清子） 18 あんぴん（新山幸子） 

19 すき昆布の煮物（日蔭茂井ソノ） 20 小豆ばっとう（田中和子） 

21 鯨汁（小向広子） 22 つぼ（つぼっこ）（大向ヨシエ） 

23 イカの切り込み（赤坂洋子） 24 まめぶ（小向京子） 

参考②  郷土料理レシピ集「伝えたい久慈の味」   （H25～27 年度収録分） 

１ 長いもすいとん ９ 鮭のホイル焼き 18 はものお吸い 

２ 柿なます 10 あわびのお吸い物 19 うどん 

３ ほどもち 11 いも餅 20 はもの煮しめ 

４ にこもり 12 さめなます 21 ところてん 

５ きらず汁 13 おひら 22 香茸ごはん 

６ 麦炊（じょうす） 14 紅葉漬け 23 ホタテ焼き  

７ ホタテごはん 15 ホタテ入り松前漬け 24 ホタテグラタン 

８ しだみの華   

 しだみあん・しだみしっとぎ 

16 揚げ出し豆腐のお吸い物 25 大根とホタテのサラダ 

17 どんこ煮しめ 26 昆布のサラダ 

 

担当：久慈農業改良普及センター技術主幹兼普及課長 高橋昌子

電話：0194-53-4989 内線 252 

※ ○が今回提供予定の料理です。 



報道機関懇談会資料（2016/１/７） 県北広域振興局 

懇談項目８ 
産直運営改善成果発表会の開催について 

（農業改良普及室）  

 

 久慈・二戸地域の産直が魅力アップのために取組んだ改善事例の成果発表会を開催！ 

 

 久慈・二戸地域には約 40 の産直があり、販売額は年間 15 億円程度と一大産業となってい

ます。久慈・二戸農業改良普及センターでは、産直経営が今後も継続的に発展していくため

に、顧客満足度の向上に向けた運営改善を支援しており、今年度はアドバイザーの指導によ

り各産直で作成した運営改善計画書のブラッシュアップと、それに基づく運営改善に取り組

んできました。 

 

今回の改善成果発表会は、今年度取り組んできた産直運営改善の事例を発表し、その成果

や手法を久慈・二戸地域の産直で共有することで、運営改善の取組事例の波及を図ることを

目的として開催します。 

また、併せて、産直で販売している加工品の改善を図ることを目的として加工品の求評を

行います。 

つきましては、取材、報道くださるようお願いします。 

 

１ 日 時 平成 28年２月２日（火） 10：30 ～ 15：30 

 

２ 場 所 久慈地区合同庁舎６階大会議室 

 

３ 内 容 （１）産直「自慢の逸品」の求評    

（２）直売所甲子園 2015出場報告 

決勝大会に参加した「大野農産物直売所ゆうきセンター」の発表 

（３）運営改善モデル産直成果発表 

「スマイル直売所（野田村）」、「キッチンガーデン（二戸市）」の発表 

（４）各産直の運営改善の取組紹介 

久慈・二戸地域の 12産直の改善事例の紹介 

（５）講演「産直の更なる販売額向上に向けて」  

         講師 有限会社ベネット 青木 隆夫 氏 

 

４ 参集範囲 久慈・二戸地域の産直、消費者（久慈地域食と農のモニター等）、生産者、各

市町村、新岩手農業協同組合、県北広域振興局 

 

５ 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 

 

 
担当：久慈農業改良普及センター 高橋 昌子 

電話：0194-53-4989 内線 252 



報道機関懇談会資料（2016/１/７） 県北広域振興局 

懇談項目９ 
岩手県水産技術センター漁海況相談会の開催について 

（水産部）  

 

 今年度、秋サケやスルメイカの不漁や漁期の遅れ、一方でイワシの豊漁など、平年と違う

様相を呈しているため、今漁期の特徴と今後の見通し等について紹介する漁海況相談会を次

のとおり開催します。 

記 

 

１ 主催：岩手県水産技術センター、岩手県漁業士会久慈支部 

（協力：県北広域振興局水産部、久慈市漁業協同組合） 

 

２ 日時：平成 28年１月 21日（木） 13：30～16：00 

 

３ 場所：久慈市漁業協同組合２階中会議室 

 

４ 内容 

水産技術センター担当者による説明（詳細は開催要領のとおり） 

（１）平成 27年の海況の特長と今後の見通しについて 

（２）主要魚種の今漁期の特徴と今後の見通しについて 

（３）意見交換 

 

５ 参集範囲 

 県北地域の漁業者、漁業協同組合、市場、加工業者、各市町村等 

 

 

 

 

 

担当：水産部 水産振興課 五十嵐和昭 

電話：0194-53-4985  



岩手県水産技術センター漁海況相談会開催要領 

～県北地区主要魚の今漁期の特徴と今後の見通し～ 

 

１ 目的 

  今年度は、秋サケやスルメイカの不漁や漁期の遅れなど、主要な魚種において、平

年とは違う様相を呈しており、漁業だけでなく流通加工業において、さまざま影響を

及ぼしています。 

  そこで、岩手県水産技術センターの研究者が主要魚の今漁期の特徴と今後の見通し

について紹介し、今後の操業及び業務の参考にしていただくものです。 

 

２ 主催等 

  主催：岩手県水産技術センター 

岩手県漁業士会久慈支部 

  協力：県北広域振興局水産部、久慈市漁業協同組合 

   

３ 開催日時 

  平成 28年 1月 21日（木）午後１時 30分～午後４時 

 

４ 開催場所 

  久慈市漁業協同組合 ２階 中会議室 （久慈市長内町 42-６） 

   

５ 内容 

（１）発表（仮称） 

（ア）平成 27年の海況の特長と今後の見通しについて 

（イ）サバ類の今漁期の特徴と今後の見通しについて 

（ウ）スルメイカの今漁期の特徴と今後の見通しについて 

（エ）タコ類の今漁期の特徴と今後の見通しについて 

（オ）平成 27年度秋サケの来遊予測と回帰の状況について 

（２）意見交換 

（３）その他 

 

６ 参集範囲 

  管内の漁業者、漁協、市場、加工業者、市町村担当者等 

 



報道機関懇談会資料（2016/1/7） 県北広域振興局 

懇談項目 10 
定置網漁業へのカイゼン手法導入にかかる講習会を開催します 

（水産部）  

県北地域の重要な漁法である定置網漁業における労働安全対策と高度衛生管理の促進を図

るため、八木魚市場利用者を対象とした講習会を開催します。  

記 

１ 目的 

定置網漁業は、県北地域の重要な漁法ですが、乗組員の高齢化や乗組員不足が進んでおり、

労働安全対策や労働環境の改善が求められています。また、産地魚市場や水産加工場では高

度衛生品質管理への対応を図っているところであり、それと連動した漁獲段階からの衛生管

理の高度化が必要となっていることからカイゼン活動の指導者と県北局が連携して講習会を

開催するものです。 

  

２ 日時および場所  

 日時：平成 28年 1月 22日（金）14：30～16：00 

 場所：八木みなと番屋（岩手県九戸郡洋野町種市 2-73-3） 

  

３ 講師(内容) 

講師を招き洋野町八木地区での漁獲から水揚げまでの現地調査を行い、作業上の課題を

分析して改善点を明らかにするとともに、県北局が定置網漁船及び魚市場における水産物

の衛生管理について講習を行う。 

① 公立大学法人高崎経済大学 経済学部 教授 久宗 周二（労働安全・作業効率改善） 

 ② 県北広域振興局 技師 渡邉 成美（高度衛生品質管理） 

 

４ 参考 

・当講習会は平成 27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。 

・高崎経済大学の久宗教授は、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（国交省）や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）を歴任し、現在、安全な漁業労働環境事業カイゼン講習会（水産庁）の講師等国

内外で船の安全対策の研究指導に取り組んでおります。 

  

 

 

 

 

  

 

担当：水産部 水産振興課 五十嵐和昭 

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（毎月３と８のつく日）
                                          ※要問合せ

久慈市 市日通り
久慈市

観光交流課
52-2111

平成28年洋野町新年交賀会 14：00～ 洋野町 種市勤労青少年ホーム 洋野町商工会 65-4111

洋野町新春書初め大会 9：00～ 洋野町 町民文化会館
洋野町教育委員会

生涯学習課
65-5411

三ちゃん交流凧揚げ大会 9：00～ 洋野町 角浜小学校 角浜小学校 65-4622

星空教室 洋野町 ひろのまきば天文台 大野ふるさと公社 77-3377

久慈市成人式 14：00～ 久慈市 アンバーホール
久慈市教育委員会

生涯学習課
52-2156

第10回洋野町成人式 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

なもみ
12：00～
14：00～

洋野町
JR種市駅前

道の駅おおの
林郷青年会

090
－4047
－3536

11 月・祝 洋野町誕生10周年記念式典 13：30～ 洋野町 町民文化会館 ◎ 総務課 65-5911

12 火 長寿祝（100歳） 17：15～ 久慈市 愛山荘
久慈市

社会福祉課
52-2119

【定例】市日（毎月３と８のつく日）
                                          ※要問合せ

久慈市 市日通り
久慈市

観光交流課
52-2111

久慈商工会議所新年交歓会 17：30～20：00 久慈市 久慈グランドホテル ◎
経営企画部
産業振興課

53-4981

野田村商工会50周年記念式典 13：30～17：00 野田村 えぼし荘 ◎
経営企画部
産業振興課

53-4981

建設業協会久慈支部新年交賀会 17：30～20：00 久慈市 久慈グランドホテル ◎○土
土木部

土木技術企画グルー
プ

53-4990

系統別山ぶどうワインを評価する会 15：00～17：45 久慈市 久慈地区合同庁舎 ○農
農政部

農政調整課
53-4983

15 金 小正月行事 10:00～12：00 野田村 村役場前村民広場 野田村総務課 78-2111

【定例】べっぴんまつり産直市（毎月第３日
曜日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※要問合せ

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

ふだいまるごと元気市 10：00～14：00 普代村 普代村商店街
普代村

商工観光対策室
35-2115

18 月
【定例】市日（毎月３と８のつく日）
                                          ※要問合せ

久慈市 市日通り
久慈市

観光交流課
52-2111

いきる支援セミナー 13:30～16：15 久慈市
久慈市文化会館
アンバーホール

保健福祉環境部
保健課

53-4987

やませの郷食の技研究会郷土料理レシピ
集発表会

11：00～13：30 久慈市
横沼コミュニティセン

ター
◎○農普

農業改良普及室
普及課

53-4989

長寿祝（100歳） 11：30～ 久慈市 愛山荘
久慈市

社会福祉課
52-2119

洋野町農業振興大会 10：00～12：00 洋野町
大野農村環境改善セン

ター
洋野町
農林課

77-2113

「大野産直友の会」の平成27年度地産地消
優良活動表彰表彰式

10:00～ 洋野町
大野農村環境改善セン

ター
農政部

農政調整課
53-4983

【定例】市日（毎月３と８のつく日）
                                          ※要問合せ

久慈市 市日通り
久慈市

観光交流課
52-2111

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

第８回地域づくりシンポジウム 13：00～ 洋野町 町民文化会館
洋野町
企画課

65-5912

第９回洋野町芸能祭 11：00～15：00 洋野町 大野体育館
種市図書館

教育委員会大野事
務所

65-3943
77-2115

27 水 小学校の先生のための天文教室 18：30～ 洋野町 ひろのまきば天文台 ひろの星を見る会 77-3377

土

10 日

22 金

24

木

平成28年1月 行  事  予  定  表

場所

13 水

日

14

9

21 木

23 土

17 日



28 木
【定例】市日（毎月３と８のつく日）
                                         ※要問合せ

久慈市 市日通り
久慈市

観光交流課
52-2111

ひろの出会い めぐり愛2016 11：00～15：30 八戸市 モルトン迎賓館八戸
洋野町

社会福祉協議会
65-5360

みんなでつくるミュージカル「プリンセスマー
メイド」

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

平成28年2月上旬

日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

2 火 産直運営改善成果発表会 10：30～15：30 久慈市 久慈地区合同庁舎 ○農普
農業改良普及室

普及課
53-4989

3 水
【定例】市日（毎月３と８のつく日）
                                         ※要問合せ

久慈市 市日通り
久慈市

観光交流課
52-2111

4 木 平成27年度久慈地方農業振興大会 11：00～14：30 久慈市 ロイヤルパークカワサキ ◎○農
農政部

農政調整課
53-4983

6 土 第10回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 月
【定例】市日（毎月３と８のつく日）
                                          ※要問合せ

久慈市 市日通り
久慈市

観光交流課
52-2111

平庭高原スキー場まつり 久慈市 平庭高原スキー場
久慈市

産業建設課
72-2111

【定例】市日（毎月３と８のつく日）
                                          ※要問合せ

久慈市 市日通り
久慈市

観光交流課
52-2111

内間木洞まつり 開催日未定 久慈市 内間木 小国自治会（二橋） 75-2150

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

日

13 土

場所

31














