
 

管内報道機関との定例懇談会（５月）懇談項目 

 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 久慈地区被災者相談支援センターの活動状況について 経営企画部 

「我が家の復興計画づく

り」個別相談会を実施しま

す。 

２ 「三陸復興音楽祭」～音楽の力で未来の扉を開こう～ 経営企画部 

震災からの早期復興を目

指し、宮古市以北の沿線市

町村において開催します。 

３ 
「親子で学ぼう！ルーブル美術館との“出会い”ツアー」

の実施について 
経営企画部 

久慈市教育委員会との共

催で、ルーブル展見学ツア

ーを実施します。 

４ 平成24年度自動車税定期賦課の状況について 県税室 

自動車税の納税通知書を4

月 27 日に発送しました。

納期限は、5月31日です。 

５ 小中学校における津波防災出前講座の開催について 土木部 

5～7 月に 8 校（8 回）、9

月以降に4校（全12校）

開催を予定しています。 

６ 
ひとにやさしいまちづくり条例に規定する適合証の交付式

について 
土木部 

県北広域振興局本局管内

では３件目の適合証の交

付を行います。 

７ 
侍浜保育園児による橋面へのお絵かきイベントの開催につ

いて 
土木部 

５月18日（金）、園児によ

る橋面へのお絵かきイベ

ントを開催します。 

８ 
今年も滝ダムに遊覧船が就航しています 

～「海の見えるダム」の湖面でゆったりした時間を！～ 

滝ダム管理事務

所 

「海の見えるダム」滝ダム

に今年も遊覧船が就航し

ています。 

９ 洋野町で「ウニの森づくり植樹祭」が開催されます 
水産部 

林務部 

震災で被害を受けたウニ

漁場の回復促進のための

植樹祭を実施します。 

 

【その他配付資料】 

・ 県北広域振興局全戸回覧広報紙「広域振興局ナビ！vol.20」（平成24年４月号） 

・ 【かわら版】2012年５月・６月 北いわてイベント情報 

・ 月間行事予定表 

 



報道機関懇談会資料（2012/5/10） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
久慈地区被災者相談支援センターの活動状況について 

（経営企画部）  

 

平成 23 年７月 28 日に開設した久慈地区被災者相談支援センターについて、今年度の活動

状況は次のとおりになります。 

 

１ 相談件数：4 月 30 日現在 

専門家対応 職員・相談員対応 
相談類型 計 

計 電話 来所 計 電話 来所 

被災者生活再建支援制度 
《受給要件》 

4 1 0 1 3 0 3 

住宅 
《住宅再建支援制度・住宅ローン》 

10 8 0 8 2 0 2 

税金 
《取得税・固定資産税等》 

1 0 0 0 1 0 1 

相続 
《遺産分割協議》 

5 5 0 5 0 0 0 

負債整理 5 5 0 5 0 0 0 

その他の相談 
《被災事業所の支援制度等》 

11 3 0 3 8 2 6 

他団体等を紹介 
《センター内、市役所等》 

186 0 0 0 186 3 183 

累計：4月 1 日～4 月 30 日 222 22 0 22 200 5 195 

【参考】H23.7.28～H24.3.31 1,024 157 13 144 867 32 835 

 

※ 週間内訳 

期間 専門家対応 職員対応 合計 

4/1～7 2 40 42 

4/8～14 6 62 68 

4/15～21 7 58 65 

4/22～28 7 40 47 

累計 22 200 222 



２ 相談内容について 

対応者 相談内容 

弁護士 ・遺産分割に関する相談 

・金銭の貸借に関わるトラブルに関する相談 

司法書士 ・相続手続きに関する相談 

建築士 ・建物を新築する場合に要する基礎工事（杭基礎・地盤改良等）に関する

相談 

フ ァ イナ ンシ ャ

ル・プランナー 

・住宅再建（特に住宅ローン）に関する相談 

相談員 ・災害関連死に関する相談 

相談員 ・みなし仮設の入居期間延長に伴う相談 

相談員 ・住宅再建支援制度（加算支援金・被災者住宅再建事業費補助等）に関す

る相談 

 

３ 平成 24 年 5 月の取組内容について 

（１）久慈地区被災者相談支援センターの運営（平日 9:00～17:00） 

   【5月の専門家派遣】 

    月：弁護士、火：司法書士、水：建築士（9 日・23日のみ） 

木：土地家屋調査士（10日・24 日のみ）、金：ファイナンシャルプランナー 

（２）弁護士無料出張相談の実施 

   久慈市消費生活センターの出張相談に併せて、洋野町、野田村で実施します。 

   ・ 5 月 14 日（月）  洋野町役場種市庁舎 13：30～15：30 

・ 5 月 21 日（月） 野田村総合センター  13：30～15：30 

（３）こころの健康相談に併せた出張相談の実施 

   毎週水曜日、久慈地域こころのケアセンター（H24.3.28 開設）が開催する「こころの健康

相談」に併せて出張相談を行い、健康相談以外の総合相談に対応します。 

（４）「我が家の復興計画づくり」個別相談会の実施 

   住宅再建に係る相談ニーズが高まっていることから、ファイナンシャル・プランナーと連

携のうえ、上記相談会を下記のとおり実施します。特にも、第 2・4 金曜日は野田村に出張相

談を行い、様々な住宅相談に対応します。（第 1回出張相談実績（4/27）：5件） 

開催日 開催場所 

第１・３・５金曜日 久慈地区合同庁舎１F 

第２・４金曜日 野田村役場（出張相談） 

   

担当：経営企画部復興推進課 小平 浩 

電話：0194-53-4981 内線 315 



我我我我がががが家家家家のののの我我我我がががが家家家家のののの復興計画復興計画復興計画復興計画復興計画復興計画復興計画復興計画づくりづくりづくりづくりづくりづくりづくりづくり

　　　　　　　　◆◆◆◆　　　　持家持家持家持家にしようかにしようかにしようかにしようか災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅にしようかにしようかにしようかにしようか決決決決めかねているめかねているめかねているめかねている方方方方。。。。◆◆◆◆　　　　持家持家持家持家にしようかにしようかにしようかにしようか災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅にしようかにしようかにしようかにしようか決決決決めかねているめかねているめかねているめかねている方方方方。。。。

　　　　◆◆◆◆　　　　家家家家をををを建建建建てたいがてたいがてたいがてたいが、、、、住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローンをををを組組組組んだんだんだんだ後後後後のののの生活生活生活生活がががが心配心配心配心配なななな方方方方。。。。　　　　◆◆◆◆　　　　家家家家をををを建建建建てたいがてたいがてたいがてたいが、、、、住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローンをををを組組組組んだんだんだんだ後後後後のののの生活生活生活生活がががが心配心配心配心配なななな方方方方。。。。

　　　　◆◆◆◆　　　　住宅再建支援制度住宅再建支援制度住宅再建支援制度住宅再建支援制度についてのについてのについてのについての説明説明説明説明をををを聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい方方方方。。。。　　　　◆◆◆◆　　　　住宅再建支援制度住宅再建支援制度住宅再建支援制度住宅再建支援制度についてのについてのについてのについての説明説明説明説明をををを聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい方方方方。。。。

個別個別個別個別相談会相談会相談会相談会個別個別個別個別個別個別個別個別相談会相談会相談会相談会相談会相談会相談会相談会

専門家専門家専門家専門家がががが皆様皆様皆様皆様のののの相談内容相談内容相談内容相談内容をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、
具体的具体的具体的具体的ななななアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをををを行行行行いますいますいますいます。。。。

専門家専門家専門家専門家がががが皆様皆様皆様皆様のののの相談内容相談内容相談内容相談内容をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、専門家専門家専門家専門家がががが皆様皆様皆様皆様のののの相談内容相談内容相談内容相談内容をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、
具体的具体的具体的具体的ななななアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをををを行行行行いますいますいますいます。。。。具体的具体的具体的具体的ななななアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをををを行行行行いますいますいますいます。。。。

地域地域地域地域のののの復興復興復興復興はははは、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの復興復興復興復興からからからから地域地域地域地域のののの復興復興復興復興はははは、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの復興復興復興復興からからからから

日日日日時時時時日日日日日日日日時時時時時時時時 平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年５５５５月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金））））・・・・２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金）　）　）　）　10101010：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000

場場場場所所所所場場場場場場場場所所所所所所所所 野田村役場野田村役場野田村役場野田村役場

我我我我がががが家家家家のののの復興計画復興計画復興計画復興計画づくりづくりづくりづくり個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会にににに関関関関するするするするおおおお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは

久慈地区被災者相談支援センター（久慈地区合同庁舎内）

　電話　０１２０－９３４ｰ７５５（フリーダイヤル）

相談
無料

相談相談
無料無料

主催主催

協力協力

岩手県岩手県岩手県岩手県（（（（久慈地区被災者久慈地区被災者久慈地区被災者久慈地区被災者岩手県岩手県岩手県岩手県（（（（久慈地区被災者久慈地区被災者久慈地区被災者久慈地区被災者
相談支援相談支援相談支援相談支援センターセンターセンターセンター））））相談支援相談支援相談支援相談支援センターセンターセンターセンター））））

NPONPO法人法人法人法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人法人法人法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本日本日本日本ＦＰＦＰＦＰＦＰ協会岩手支部協会岩手支部協会岩手支部協会岩手支部日本日本日本日本ＦＰＦＰＦＰＦＰ協会岩手支部協会岩手支部協会岩手支部協会岩手支部

このようなこのようなこのようなこのような皆様皆様皆様皆様からのからのからのからの相談相談相談相談にににに対応対応対応対応しますしますしますします。。。。このようなこのようなこのようなこのような皆様皆様皆様皆様からのからのからのからの相談相談相談相談にににに対応対応対応対応しますしますしますします。。。。

※※※※　　　　予約予約予約予約されたされたされたされた方方方方をををを優先優先優先優先しますのでしますのでしますのでしますので、、、、御了承願御了承願御了承願御了承願いますいますいますいます。。。。

将来将来将来将来のののの夢夢夢夢のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、具体的具体的具体的具体的なななな一歩一歩一歩一歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出すおすおすおすお手伝手伝手伝手伝いをしますいをしますいをしますいをします。。。。将来将来将来将来のののの夢夢夢夢のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、具体的具体的具体的具体的なななな一歩一歩一歩一歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出すおすおすおすお手伝手伝手伝手伝いをしますいをしますいをしますいをします。。。。



報道機関懇談会資料（2012/5/10） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
「岩手三陸復興音楽祭」～音楽の力で未来の扉を拓こう～の開催について 

（経営企画部）  

 

 

東日本大震災からの早期復興を目指し、「パリャーソ」と「ドンアルマス」による『「岩手三陸

復興音楽祭」～音楽の力で未来の扉を拓こう～』が宮古市以北の沿線市町村において次のとおり

開催されます。    

1.1.1.1.    名名名名    称称称称        

「岩手三陸復興音楽祭」～音楽の力で未来の扉を拓こう～ 

2.2.2.2.    主主主主    催催催催    

 岩手三陸復興音楽祭実行委員会 

       構成団体：特定非営利活動法人 仕事人倶楽部 

            特定非営利活動法人 やませデザイン会議 

            三陸鉄道株式会社 

            沿岸自治体（洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉

町、宮古市） 

            岩手県県北広域振興局、沿岸広域振興局 

三陸沿岸地域“鉄道”復興支援ネットワーク 

3.3.3.3.    主主主主なななな開催内容開催内容開催内容開催内容    

開催日 開始時間 場所 出演者 音楽会等名 

13:30 野田中学校 パリャーソ 野田音楽会 5 月 18 日 

 13:30 小本中学校 ドンアルマス 岩泉音楽会 

9:20 三陸鉄道 久慈～普代間 久慈音楽列車 

11:00 普代駅前 

パリャーソ 

普代音楽祭 

9:40 三陸鉄道 宮古～田老間 宮古音楽列車 

5 月 19 日 

14:00 田野畑駅 

ドンアルマス 

ｷｯﾄ、ずっとｶﾝﾊﾟﾈ

ﾗ田野畑音楽祭 

5 月 20 日 10:00 アンバーホール 

小ホール 

パリャーソ 

＆ドンアルマス 

久慈・洋野音楽祭 

4.4.4.4.    出演者出演者出演者出演者    

「パリャーソ」（谷川賢作、続木 力） 

 （ピアノとハーモニカによる 2人組み） 

「ドンアルマス」（諏訪修史、桜庭伸弘、谷島 力） 

 （フラメンコギターとパーカッションによる３ピースユニット） 

5.5.5.5.    イベントイベントイベントイベント内容詳細内容詳細内容詳細内容詳細    

 添付のリーフレットをご覧ください。 

 

                 
担当：経営企画部産業振興課 坊良 英樹 

電話：0194-53-4981 内線 205 







報道機関懇談会資料（2012/5/10） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
「親子で学ぼう！ルーブル美術館との“出会い”ツアー」の実施について 

（経営企画部）  

  

 県北広域振興局では、久慈市教育委員会との共催で、平成 24年 5 月 27 日（日）に、「親子

で学ぼう！ルーブル美術館との“出会い”ツアー」を実施します。 

 これは、岩手県立美術館で開催される「東北三都市巡回展～ルーブル美術館からのメッセ

ージ“出会い”」を親子で見学するツアーを実施するもので、優れた世界の美術作品に触れて

心の平和と豊かさをもたらし、また、親と子の会話とふれあいの機会を設け、健全育成の一

助とすることを目的としています。 

 

１ 日時 

  平成 24 年 5月 27 日（日）8：30～18：00 

２ 行程 

  8：20 アンバーホール集合 

  8：30 アンバーホール出発 

    ～ バス移動 ～ 

  11：30～12：30 盛岡市子ども科学館見学 

  12：30～13：30 盛岡市中央公園（昼食・休憩） 

  13：30～15：00 岩手県立美術館見学 

    ～ バス移動 ～ 

  18：00 アンバーホール到着・解散  

３ 参加対象者 

  久慈市内在住の小学生以上の親子 20組（約 50 名） 

４ 主催（共催） 

  久慈市教育委員会（共催：県北広域振興局 久慈市立中央公民館） 

５ 参加費 

  大人 500 円、子ども 200 円（子ども科学館入館料） 

６ 参加申込み 

  平成 24 年 5月 12 日（土）から申込受付（先着順） 

７ 参加申込先（問合せ先） 

  アンバーホール TEL：0194-52-2700 

 

 

 

                 

 

担当：経営企画部企画推進課 小平 浩 

電話：0194-53-4981 内線 315 



親子で学ぼう！ 

ルーブルルーブルルーブルルーブル美術館美術館美術館美術館とのとのとのとの““““出会出会出会出会いいいい””””ツアーツアーツアーツアー    

 

 岩手県立美術館で開催される「東北三都

市巡回展～ルーブル美術館からのメッセー

ジ“出会い”」を親子で見学しませんか。 

 久慈市教育委員会では、バスに乗って訪れ

る、岩手県立美術館・盛岡市子ども科学館

ツアーを実施します。 

 申し込みと問い合わせは、アンバーホール

（℡52-2700）へ。 

期日 ５５５５月月月月 27272727 日日日日（（（（日日日日））））    

場所 アンバーホールアンバーホールアンバーホールアンバーホール集合集合集合集合    

｛｛｛｛行行行行    程程程程｝｝｝｝    

アンバーホールアンバーホールアンバーホールアンバーホール集合集合集合集合（8:20）・出発（8:30）～バス移動～子子子子どもどもどもども科学館見学科学館見学科学館見学科学館見学（プラネ

タリウム等 11:30～12:30）～盛岡市中央公園盛岡市中央公園盛岡市中央公園盛岡市中央公園（昼食・休憩 12:30～13:30）～岩手県岩手県岩手県岩手県

立美術館立美術館立美術館立美術館（13:30～15:00）～バス移動～アンバーホールアンバーホールアンバーホールアンバーホール到着到着到着到着・・・・解散解散解散解散（18:00） 

 

○参加料：大人 500 円、子ども

200 円（子ども科学館入館料） 

○持ち物：昼食、おやつ、敷物 

○申込受付 

５５５５月月月月 12121212 日日日日（（（（土土土土））））からからからから    

○ 定員 

親子親子親子親子 20202020 組組組組（（（（先着順先着順先着順先着順））））    
 

アンバーホール（℡52-2700）※火曜日休館 



報道機関懇談会資料（2012/5/10） 県北広域振興局 

懇談項目４ 
平成 24 年度自動車税定期賦課の状況について 

（経営企画部 県税室）  

    

１１１１    自動車税課税状況自動車税課税状況自動車税課税状況自動車税課税状況についてについてについてについて    

  自動車税の納税通知書を、４月 27 日に発送しました。 

 

課税件数課税件数課税件数課税件数（（（（定期賦課分定期賦課分定期賦課分定期賦課分））））    

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    対前年比 対前年増減対前年増減対前年増減対前年増減    

本局（久慈） 22,957 件 19,899 件 20,977 件 105.4％ 1,078 件 

二 戸 22,760 件 20,616 件 20,541 件 99.6％ △ 75 件 

県北局計 45,717 件 40,515 件 41,51841,51841,51841,518 件件件件    102.4％ 1,0031,0031,0031,003 件件件件    

※ 今年度、本局（久慈）の課税件数が増加した主な要因は、昨年度は野田村にお住ま

いの方への課税を一旦保留し、使用できる自動車について申し出を受けた後に課税し

たことによるものです。 

  また、平成 23 年度が平成 22 年度と比べ大きく減少していますが、これは、野田村

への震災による課税保留および住所地課税によるものです。 

 

２２２２    自動車税自動車税自動車税自動車税のののの納税納税納税納税についてについてについてについて    

・ 平成平成平成平成 24242424 年度自動車税年度自動車税年度自動車税年度自動車税のののの納期限納期限納期限納期限はははは、、、、５５５５月月月月 31313131 日日日日（（（（木木木木））））ですですですです。。。。    

・ 納税は、振興局や金融機関の窓口のほか、コンビニエンスストア（サークルＫ、サンクス、

セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ヤマザキデイリーストア、ロー

ソン）から納税できます。    

・ 一度に納税できない方の分割納税等の相談も受け付けています。納期限までに印鑑と納税

通知書を持参のうえ、県税室窓口までお越しください。    

    

３３３３    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災によりによりによりにより被害被害被害被害をををを受受受受けられたけられたけられたけられた方方方方    

震災で被災して使用できなくなった自動車の所有者であった方が、代代代代わりのわりのわりのわりの自動車自動車自動車自動車をををを平平平平

成成成成 26262626 年年年年 3333 月月月月 31313131 日日日日までにまでにまでにまでに取得取得取得取得したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、申請申請申請申請によりによりによりにより自動車取得税自動車取得税自動車取得税自動車取得税およびおよびおよびおよび平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度までまでまでまで

のののの自動車税自動車税自動車税自動車税がががが非課税非課税非課税非課税となとなとなとなりますりますりますります。。。。 

 

４４４４    そのそのそのその他他他他    

障がいのある方で自動車税の課税免除を受ける方の申請期限は５月 24 日となります。 

 

担当：経営企画部県税室  西村 守 

電話：0194-53-4986 内線 240 



報道機関懇談会資料（2012/5/10） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
小中学校における津波防災出前講座の開催について 

     （土木部） 

 

津波被害から地域住民等の生命を守ることを目的として、県では地域住民・地元自治体と

ともにハード・ソフトの両面から津波対策を行っています。 

この津波防災出前講座は、ソフト対策である防災教育の一環として行っており、昨年度に

引き続き今年度も次のとおり開催する予定です。 

 

１ 主催 

   県北広域振興局土木部 

２ 目的 

            子供たちの津波に関する知識と防災意識の向上を図るとともに、家でも津波について

家族と話し合うことにより大人の津波防災意識の啓発や津波災害の風化防止の効果も期

待しています。 

３ 内容 

            津波のメカニズムや過去の岩手県における津波被害状況、津波から避難する方法等、

津波防災に役立つものとなっています。 

４ 開催校及び日時（※：７月予定分まで） 

  久慈市立宇部中学校  ５月下旬 １～３年生対象 約 40 人 

  久慈市立侍浜中学校  ５～６月 １～３年生対象 約 70 人 

  普代村立普代中学校  ６月上旬 １～３年生対象 約 80 人 

久慈市立久慈湊小学校 ６月上旬 ５～６年生対象 約 80 人 

  久慈市立平山小学校  ６月中旬 ３～６年生対象 約 70 人 

  久慈市立小袖小学校  ６月中旬 ３～６年生対象 約 30 人 

洋野町立種市小学校  ７月中旬 １～６年生対象 約 240 人 

洋野町立角浜小学校  ７月中旬 ３～６年生対象 約 40 人 

※ ５～７月に８校（８回）開催予定。その他、９月以降、４校を予定（全１２校）。 

※ 詳細な開催日は、事前に担当まで問い合わせください。 

  

過年度の出前講座の様子 

 
担当：土木部河川港湾課 菊池 俊彦 

電話：0194-53-4990  内線 264 



報道機関懇談会資料（2012/5/10）                    県北広域振興局 

懇談項目６ 
ひとにやさしいまちづくり条例に規定する適合証の交付式について 

（土木部） 

 

 県北広域振興局では、次のとおり、「ひとにやさしいまちづくり条例」に定める適合証の交付を行

います。 

 

 日  時：平成２４年５月１４日（月） 午後３時 

 会  場：久慈地区合同庁舎 ５階第３会議室 

 認定施設：地域密着型介護老人福祉施設 じょうない 

 

 平成２０年７月から、県の「ひとにやさし

いまちづくり条例」に基づき事前協議を行い、

公共的施設整備基準に適合する施設に対し、

県は所有者又は管理者の請求により適合証を

交付することになっており、本物件が県北広

域振興局本局管内では３件目の適合証の交付

対象です。 

 

 

 

 

 

◆ ひとにやさしいまちづくり条例 

  高齢者、障害者のほか、妊産婦や児童などを含む県民だれもが安心して生活でき、自由に出か

けられるようなまちづくりを進めるために制定されました。（施行 平成 8年 4月 1日） 

  その後、手続き方法及び整備基準の改正が平成 20年 7月 1日に施行されています。 

  病院、劇場、集会場、百貨店、飲食店、官公庁舎、道路、公園など不特定かつ多数の方が利用

する部分を有する公共的施設の新築等を行おうとする場合には、整備基準に適合させるよう努め

ていただきます。 

 

◆ 公共的施設整備基準 

  公共的施設の出入口、廊下、階段、昇降機、便所など不特定かつ多数の方が利用する部分を、

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするため、設備及び構造の基準が定められています。 

 

 

 

 

 

担当：土木部建築指導課 武藤 一夫 

電話：0194-53-4990 内線 268 



県北広域振興局管内における過去の全適合物件 

  

 １ 

  施設名 東北労働金庫 久慈支店 

  住 所 久慈市中の橋１‐40 

 

 ２ 

  施設名 有料老人ホーム 和 

  住 所 九戸郡洋野町中野第５地割字城内 75番 

 

 

全適合物件には右写真の「適合証プレート」が配布されます。 



報道機関懇談会資料（2012/5/10） 県北広域振興局 

懇談項目７ 
侍浜保育園児による橋面へのお絵かきイベントの開催について 

（土木部） 

 

 県では、復興関連道路に位置付けられている一般県道侍浜夏井線の久慈市侍浜町本波地区

において、バイパス事業を進めています。地域に根ざした事業を目指し、これまで、地域の

方々を始め大学生や高校生等、多くの方々に施工中の現場を見学していただきました。 

 現在、高さ37メートル、延長120メートルの橋りょう工事を施工中ですが、この度、近隣の

侍浜保育園の園児による橋面へのお絵かきイベントを開催することとしました。普段なかな

か接することのない施工中の現場に入ってもらうことで土木建築工事に興味を持ってもらい、

また、地域の中でシンボル的な存在になるであろう本橋にお絵かきすることで楽しい思い出

作りとなることを期待しています。 

 

１１１１    主催主催主催主催    

  岩手県県北広域振興局土木部、鉄建建設株式会社（橋りょう工事請負業者） 

２２２２    実施日実施日実施日実施日    

  平成24年５月18日(金) 【雨天の場合は順延】 

３３３３    参加者参加者参加者参加者    

  侍浜保育園 園児（年中・年長組）28人、先生５人 

４４４４    おおおお絵絵絵絵かきのかきのかきのかきの内容内容内容内容    

  クレヨンを使って、思いのままに描いてもらいます。 

５５５５    イベントイベントイベントイベントのののの日程日程日程日程    

 9:10 園児が現場到着。注意事項の説明後、お絵かき開始 

 10:10 上空より、描いた絵とともに記念撮影 

 10:20 園児より御礼のお歌披露 

 10:30 解散 

 

園児たちが描いた絵は、この上から舗装するため開通後は見ることができなくなりますが、

橋とともにいつまでも保存されます。 

なお、本橋の正式名称は、地元の意向を踏まえて今後決定する見込みです。 

また、本バイパス事業は、橋りょう工事の完成後、今年10月の開通を目標としています。 

 

担当：土木部道路整備課 笹原 敬悦 

電話：0194-53-4990 内線262 
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報道機関懇談会資料（2012/5/10） 県北広域振興局 

懇談項目８  
今年今年今年今年もももも滝滝滝滝ダムダムダムダムにににに遊覧船遊覧船遊覧船遊覧船がががが就航就航就航就航していますしていますしていますしています。。。。    

 ～「海の見えるダム」の湖面でゆったりした時間を！～（滝ダム管理事務所） 

 

 滝滝滝滝ダムダムダムダムは、主に洪水調節のための施設ですが、久慈湾から約８ｋｍと市街地に近く、「海

の見えるダム」としても知られており、自然豊かな景観が残されています。 

 ここを新たな観光ルートとして開発し、地域の活性化に寄与することを目的として、  

今年今年今年今年もももも遊覧船遊覧船遊覧船遊覧船がががが就航就航就航就航しています。 

 

１１１１    運運運運    航航航航    日日日日    毎日毎日毎日毎日（但し、当分の間は土日も予約予約予約予約がががが必要必要必要必要です。） 

２２２２    予予予予    約約約約    先先先先    滝滝滝滝ダムダムダムダム周辺利活用推進協議会周辺利活用推進協議会周辺利活用推進協議会周辺利活用推進協議会    事務局事務局事務局事務局    TEL TEL TEL TEL  0194  0194  0194  0194 ---- 52  52  52  52 ---- 3333 3333 3333 3333        

３３３３    運航時刻運航時刻運航時刻運航時刻    午前午前午前午前 10101010 時時時時、、、、午前午前午前午前 11111111 時時時時、、、、午後午後午後午後１１１１時時時時、、、、午後午後午後午後２２２２時時時時、、、、午後午後午後午後３３３３時時時時のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか    

４４４４    所要時間所要時間所要時間所要時間    約約約約 40404040 分分分分    

５５５５    乗乗乗乗    船船船船    料料料料    中学生以上中学生以上中学生以上中学生以上 700700700700 円円円円、小学生以下 500 円、３歳未満は無料 

６６６６    乗船場所乗船場所乗船場所乗船場所    滝滝滝滝ダムダムダムダム上流親水広場桟橋上流親水広場桟橋上流親水広場桟橋上流親水広場桟橋    

        県道久慈岩泉線の滝トンネル岩泉側出口より 100m 付近から 

散策路（旧県道）を徒歩６分ほど下ります。(のぼりが目印) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

７７７７ １１１１運航当運航当運航当運航当たりのたりのたりのたりの定員定員定員定員 

  大型和船（定員 26名）、屋形船（定員 12名）、和船（定員８名）最大最大最大最大 46464646 名名名名 

８８８８ 運航運航運航運航のののの主催等主催等主催等主催等 

  主催：滝ダム周辺利活用推進協議会 

  共催：久慈市 

  協力：滝ダム管理事務所 

９９９９ そのそのそのその他他他他 

  湖面の状況及び天候等により、休航する場合があります。運航状況は予め事務局にお確か

めください。 

 

 

 

 

担当：滝ダム管理事務所 及川 清一 

電話：0194-59-3838 

乗船場所（親水広場桟橋） 遊覧船運航状況 





報道機関懇談会資料（2012/5/10） 県北広域振興局 

懇談項目９ 
洋野町で「ウニの森づくり植樹祭」が開催されます。 

（水産部、林務部）  

 

洋野町は県内一のウニの水揚げを誇り、ウニの町として知られており、今年度もウニ漁場を育

むため、林業関係者、ウニ生産者及び海づくり少年団により「ウニの森づくり」植樹祭が開催さ

れます。 

 

○ 品質の良いウニを育てるためには、滋養分を含んだ水が山から安定的に供給され、豊富な海

藻が繁茂できる環境を維持することが大事であり、そのためには豊かな森づくりが欠かせず、

平成２３年３月１１日の東日本大震災大津波から１年以上が経過した今もその影響が見られ

るウニ漁場の回復を促進させるという観点も含めて実施されるものです。 

○ 主催は「洋野町」と「種市うにぷろじぇくと」で、町単独事業により実施されます。 

○ 本植樹祭は平成１９年度から開催されており、今年で６回目となり、過去５年間に洋野町宿

戸地区、八木地区の山林に約７，０００本の広葉樹（ケヤキ・コナラ・芝クリなど）が植樹さ

れています。 

○ 植樹には、地元の小学生が所属する海づくり少年団も参加し、海の生物を保護するためには、

山・川・海の一体的な環境保全活動が重要であることを学ぶ機会となっています。 

 

１ 日 時 

平成２４年５月１２日（土） 午前１０時から正午まで 

２ 場 所 

洋野町八木地区山林（大浜川上流域の青森ポートリー付近） 

３ 参加予定者 

種市うにぷろじぇくとメンバー、ウニ生産者、宿戸海づくり少年団、その他関係者、 

ボランティア参加者 

４ 植樹内容 

コナラ1,300本、芝クリ200本（0.5ha） 

５ そ の 他 

宿戸農漁村センターから送迎バス（9時30分出発）が運行されます。 

現地は駐車スペースが少ないので、相乗りや送迎バスの利用などが必要となります。 

 

※詳しくは、洋野町水産商工課（担当：箒主任 0194-65-5916（直通））までご照会ください。 

 

 

 

 

 

岩手県I援隊運動関連プレスリリース 

【登録NO49：取組名：種市うにぷろじぇくと】    
 

担当：水産部水産振興課 林崎 孝志 

   林務部林業振興課 玉山 俊彦 

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）

久慈地区被災者相談支援センター
「我が家の復興計画づくり」出張個別相談
会

10：00～15：00 野田村 野田村役場
振興局経営企画部復
興推進課

53-4981

三陸北部森林管理署久慈支署「東日本大
震災復興祈念植樹祭」

10：30～12：30 久慈市
久慈市宇部町三崎山国有
林96ほ林小班内

◎○
三陸北部森林管理署
久慈支署　森林育成
係

53-3391

ウニの森づくり植樹祭 10：00～ 洋野町 八木地区山林 ◎○ 洋野町水産商工課 65-5916

普代中学校体育祭 9:00～15:00 普代村 普代村中学校校庭 普代村教育委員会 35-2711

13 日 岡谷稲荷神社例大祭 11：00～ 洋野町 岡谷稲荷神社 岡谷稲荷神社 65-3764

久慈地区被災者相談支援センター
弁護士無料出張相談

13：30～15：30 洋野町 洋野町役場種市庁舎
振興局経営企画部復
興推進課

53-4981

「ひとにやさしいまちづくり条例」適合証交
付式

15：00～ 久慈市
久慈地区合同庁舎　5Ｆ第3
会議室

○
振興局土木部建築指
導課

53-4990

岩手三陸復興音楽祭（～20日）

野田村
普代村
久慈市
他

野田中学校
三陸鉄道 久慈～普代間
アンバーホール　他

振興局経営企画部産
業振興課

53-4981

侍浜保育園児による橋面へのお絵かきイ
ベント

9：10～10：30 久慈市
一般県道侍浜夏井線　久
慈市侍浜本波地区

振興局土木部道路整
備課

53-4990

琥珀まつり・千樹祭（～20日） 10:00～15:00 久慈市 久慈琥珀博物館 久慈琥珀博物館 59-3831

普代小学校運動会 9:00～14:30 普代村 普代村小学校校庭 普代村教育委員会 35-2711

21 月
久慈地区被災者相談支援センター
弁護士無料出張相談

13：30～15：30 野田村 野田村総合センター
振興局経営企画部復
興推進課

53-4981

久慈地区被災者相談支援センター
「我が家の復興計画づくり」出張個別相談
会

10：00～15：00 野田村 野田村役場
振興局経営企画部復
興推進課

53-4981

洋野町乾しいたけ品評会 15：00～16：15 洋野町
洋野町役場種市庁舎　4F
大会議室

○ 洋野町農林課 77-2113

26 土
パークゴルフ全国大会「りんどうカップ
2012」（～27日）

13：00～ 洋野町 大野パークゴルフ場 ◎ 大野パークゴルフ場 77-4389

27 日
親子で学ぼう！ルーブル美術館との“出会
い”ツアー

8：30～18：00 久慈市 アンバーホール　8：20集合 アンバーホール 52-2700

28 月 鵜鳥神社例大祭 普代村 鵜鳥神社 鵜鳥神社社務所 35-2339

29 火
久慈地方農業農村活性化推進協議会総
会

10：30～12：00 久慈市
久慈地区合同庁舎　6Ｆ大
会議室

◎○
振興局農政部農政調
整課

53-4983

久慈平岳山開き 10：00～14：30 洋野町 久慈平岳山頂広場 ◎ 洋野町地域振興課 77-2111

アグリパークおおさわ　春の久慈平岳登山
会

9：10～
（受付8：30～）

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

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席
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