
ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2018/11/8） 県北広域振興局 

二戸高等技術専門校修了生大渡雅俊選手が第 56回技能五輪全国大会で敢闘賞

を獲得しました。 

（県立二戸高等技術専門校）  

 

11月 2日（金）から 11月 5日（月）まで、沖縄県で開催された第 56回技能五輪

全国大会建築大工職種に出場した、大渡 雅俊 選手（二戸高等技術専門校平成 28

年度修了）が、敢闘賞を獲得しましたのでお知らせします。 

  技能五輪全国大会は、23歳以下の青年技能者がその技能レベルの日本一を競うこ

とにより、 国内の青年技能者の技能水準の向上を図り、併せて広く国民一般に技

能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重機運の醸成を図ることを目的に、昭和

38年から毎年開催されています。 

 

【建築大工職種】 

敢闘賞  大渡 雅俊 （おおわたり・まさとし） 

      ㈲女澤工務店（久慈市）、二戸高等技術専門校平成 28年度修了、 

大野高校卒、2大会連続出場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県立二戸高等技術専門校 

担当： 校長 熱海芳廣、 校長補佐 山田昭人 

電話： ０１９５－２３－２２２７ 



女 性 活 躍 担当：経営企画部企画推進課 中里課長、久慈 
電話：0194-53-4981 内線 315・208 

子育て支援 担当：保健福祉環境部企画管理課 藤原課長、青沼 
電話：0194-53-4987 内線 244・251 

 

ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2018/11/13） 県北広域振興局 

『いわて女性活躍企業等認定制度』及び 

『いわて子育てにやさしい企業等認証』認定書交付式の開催について 

（経営企画部・保健福祉環境部）  

11月 6日（火）下記の県北地域の企業 2社が「いわて子育てにやさしい企業等」に認証さ

れ、11 月 19 日（月）には下記の企業 2 社が「いわて女性活躍認定企業等」に認定されまし

た。上記企業のうち 1社（山田建設株式会社）については両制度に同時に認定されました。 

つきましては、下記により認定書交付式を開催しますので、是非、御取材いただくようお

願いいたします。 

県北広域振興局では、アパレルや食産業など女性就労者の比率が高い特徴を踏まえ、女性

の就労環境や子育て環境の整備を促進するため、『いわて女性活躍企業等認定制度』及び『い

わて子育てにやさしい企業等認証』の活用・認定を推進しています。 

同制度の普及により、女性活躍や企業の人材確保による地元定着に加え、仕事と子育ての

両立支援など次世代育成支援対策を推進し、『県北で働く、育てる、暮らす』ふるさと振興や

地域の幸福につなげることを目指しています。 

○『いわて女性活躍認定企業等』及び『いわて子育てにやさしい企業等認証』認定書交付式 

 １ 日時  平成 30年 11月 19日（月）14:45～15:15 

２ 場所  久慈地区合同庁舎 ５階第３会議室（久慈市八日町 1-1） 

３ 内容（予定） 

14：45      開会 

14：45～14：55  認定書交付・挨拶 

［出席者］※予定 

・(株)ファーマ・ラボ（中野 大輔 営業本部長） 

・山田建設(株)（山田 朋康 代表取締役） ※同時認定 

・種市電工(株)（松橋 武志 代表取締役） 

［挨拶］県北広域振興局長 南 敏幸 

14：55～15：05  写真撮影 

15：05～15：15  懇談 

15：15      閉会 

● 「いわて女性活躍企業等認定制度」について 

  女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む県内企業等を認定。 

平成 30年 10月 31日現在、認定企業は全県で 30社（盛岡管内：15社、県南管内：6社、 

沿岸管内：１社、県北管内：８社 ※今回の認定により計 10社）詳細は別添参照。 

● 「いわて子育てにやさしい企業等認証制度」について 

  仕事と子育ての両立支援など男女共に働きやすい職場環境づくりに取り組む県内企業を認定。 

平成 30年 11月 6日現在認定企業は全県で 54社（盛岡管内：11社、県南管内：３5社、 

沿岸管内：2社、県北管内：6社 ※今回の認証を含む） 

※ 建設企業に対しては、2019 年度・2020 年度に適用される新しい県営建設工事競争入札参加資格審査の基準に、

上記制度の認証企業に対する加点項目が新設されることとなっています。 

 



いわて子育てにやさしい企業等認証制度のメリット

女性活躍と子育て支援に取り組む企業等を募集します

制度概要

いわて女性活躍
企業等認定制度

いわて子育てに
やさしい企業等
認証・表彰制度

岩 手 県

　女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む企業
等を「いわて女性活躍認定企業等（ステップ１）」、
「いわて女性活躍認定企業等（ステップ２）」とし
て認定します。
対　　象

問い合わせ・申請書提出先

　岩手県に本社または主たる事業所を置く企業、
個人、法人及び団体。

　仕事と子育ての両立支援など男女が共に働きや
すい職場環境づくりに取り組む企業等を認証し、
また、顕著な成果があった企業を表彰します。

対　　象
　岩手県内に本社または主たる事務所があり、常時
雇用する労働者の数が300人以下の中小企業等。

制度概要

〇県のホームページ等により、広く県民に紹介します。
〇職業安定所の求人登録票に表示できます。
〇県単融資制度（県商工観光資金）にかかる保証料率の引下げ（0.05％）の対象になります。★

○日本政策金融公庫の特別貸付制度「働き方改革推進支援資金（地公体推進施策関連）」を利用できます。★
　　★印については、いわて女性活躍企業等認定制度はステップ２のみ対象となります。（H30年４月～）

いわて女性活躍企業等認定制度
いわて子育てにやさしい企業等認証制度 共通のメリット

環境生活部若者女性協働推進室　女性活躍支援担当　　TEL 019-629-5346

盛岡広域振興局保健福祉環境部 019-629-6568
県南広域振興局保健福祉環境部 0197-22-2831
県南広域振興局花巻保健福祉環境センター 0198-22-4921
県南広域振興局一関保健福祉環境センター 0191-26-1415

沿岸広域振興局保健福祉環境部 0193-25-2702
沿岸広域振興局大船渡保健福祉環境センター 0192-27-9913
沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター 0193-64-2218
県北広域振興局保健福祉環境部 0194-53-4982
県北広域振興局二戸保健福祉環境センター 0195-23-9202

申請書のダウンロード　http://www.pref.iwate.jp/seishounendanjo/46179/059425.html

申請書のダウンロード　http://www.pref.iwate.jp/kosodate/shoushika/44511/001859.html

■ いわて女性活躍企業等認定制度

■ いわて子育てにやさしい企業等認証・表彰制度

〇県が発注する特定の施策に係る物品納入（10 万円以下）と印刷物製作業務（30 万円以下）の契約について

優先されます。
〇（公財)いきいき岩手支援財団の「子育てにやさしい職場環境づくり助成金」の対象になります（最大30 万円）。

いわて女性活躍企業等認定 検 索

いわて子育てにやさしい 検 索



岩 手 県

⑴、⑵の要件すべて満たす企業等
⑴　企業等の経営トップ（代表者）が女性の活躍推進に向

けた取組方針を従業員に対して宣言していること。
⑵　次のいずれかに取り組んでいること。
　①  県が主催する女性活躍関連セミナーに参加している。
　②  女性社員・女性管理職を対象とした女性のキャリア
　　  形成につながる研修を実施している。
　　  (社外研修含む。)

⑴　次世代育成支援対策推進法第12条に基づく「一般事業主
行動計画」を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。

⑵　子育て支援を推進する取組みを行っていること。計画の内
容に、次の項目のうち、１項目以上を盛り込んでいること。

　①育児・介護休業法の規定を上回る育児休業制度
　②育児・介護休業法の規定を上回る看護休暇制度
　③育児・介護休業法の規定を上回る勤務時間の短縮等の措置
　　短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の

繰上げ・繰下げ
　　所定外労働をさせない制度、託児施設の設置運営
　　その他これに準ずる便宜の供与
　④出産や子育てによる退職者についての再雇用制度　
　⑤所定外労働の削減のための措置
　⑥年次有給休暇の取得の促進のための措置
⑶　育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び⑵で盛り込

んだ項目を、就業規則又は労働協約に規定していること。
⑷　「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置し

ていること。次の項目のいずれかに取り組んでいること。
　①企業等の代表者が計画の内容等を積極的に推進していくこ

とを「応援宣言」として従業員に対して宣言していること。
　②働きやすい職場環境の整備のため、「企業内子育て支援推

進員」を配置していること。　　

対象：認証企業等のうち、以下の表彰基準を満たす企業
⑴　認証基準が実践されていること。
⑵　次のような独自性、先進性のある優れた取組みを１項目以

上実践していること。
　①次世代育成支援対策推進法に基づく岩手労働局長の認定

（くるみん認定、プラチナくるみん認定）を受けていること。
　②男性の育児休業者の実績があること。
　③子の看護休暇を取得した男性従業員がいること
　（ただし、１歳に満たない子のために利用した場合は除く）。
　④３歳に達するまでの子を養育する従業員に対する短時間勤

務の制度の措置を講じており、当該制度を利用した男性従
業員がいること。

　⑤地域において、子育てを支援する取組みを行うなど地域貢
献していること。

　⑥その他従業員の子育てを支援する先進的な取組みを行って
いること。

⑶　過去３年間に関係法令に係る重大な違反がないこと。

⑴、⑵、⑶の要件をすべて満たす企業等
⑴　企業等の経営トップ（代表者）が女性の活躍推進に

向けた取組方針を従業員に対して宣言していること。
⑵　次のいずれかに取り組んでいること。

①　今までに女性が少なかった職務に女性の配置を増
員している。

②　女性管理職の人数を増員している。
③　女性社員・女性管理職を対象とした女性のキャリア

形成につながる研修を実施している。
　　　(社外研修含む。）
⑶　女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を

策定し、岩手労働局に届け出していること。

い わ て 女 性 活 躍
企 業 等 認 定 制 度

いわて子育てに
やさしい企業等
認証・表彰制度

いわて女性活躍認定企業等 
ステップ１　認定基準

認 証 基 準
認証
制度

表 彰 基 準表彰
制度

いわて女性活躍認定企業等
ステップ２　認定基準

女性活躍と子育て支援に
取り組む企業等を募集します



【認定区分：ステップ１】

1 東野建設工業株式会社 建設業 盛岡市 H29.12.28～H32.12.27

2 株式会社アート不動産 不動産業 盛岡市 H30.２.16～H33.２.15

3 株式会社二戸ファッションセンター 婦人既製服製造業 二戸市 H30.９.14～H33.９.13

4 株式会社東亜エレクトロニクス 電気機械器具製造業 一戸町 H30.９.14～H33.９.13

5 株式会社吉田測量設計 測量設計 盛岡市 H30.10.10～H33.10.9

6 株式会社岩本電機 民生機器ハーネス部品製造 洋野町 H30.10.12～H33.10.11

7 岩手モリヤ株式会社 婦人既製服製造業 久慈市 H30.10.12～H33.10.11

8 株式会社ナカイズミ野田工場 縫製業 野田村 H30.10.12～H33.10.11

【認定区分：ステップ２】

1 国立大学法人岩手大学 教育機関 盛岡市 H29.12.28～H32.12.27

2 株式会社北日本朝日航洋 測量、建設コンサルタント 盛岡市 H29.12.28～H32.12.27

3 株式会社プラザ企画 ホテル業 奥州市 H29.12.28～H32.12.27

4 株式会社北日本銀行 金融業 盛岡市 H30.２.16～H33.２.15

5 株式会社タカヤ 建設業 盛岡市 H30.３.19～H33.３.18

6 大和リース株式会社岩手支店 建設業 盛岡市 H30.３.27～H33.３.26

7 東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店 金融業、保険業 盛岡市 H30.３.27～H33.３.26

8 工藤建設株式会社 建設業 奥州市 H30.５.14～H33.５.13

9 公立大学法人岩手県立大学 高等教育機関 滝沢市 H30.７.18～H33.７.17

10 株式会社いわい 特定建設業 一関市 H30.７.18～H33.７.17

11 宮城建設株式会社 建設業 久慈市 H30.８.８～H33.８.７

12 杜陵高速印刷株式会社 印刷業 盛岡市 H30.９.６～H33.９.５

13 株式会社スズキ自販岩手 自動車卸売・小売 盛岡市 H30.９.６～H33.９.５

14 富士水工業株式会社 管・水道施設・土木 盛岡市 H30.９.６～H33.９.５

15 有限会社タニムラフードサービス 畜産品製造業 久慈市 H30.９.14～H33.９.13

16 株式会社仁田工務店 土木工事業、建築工事業 一関市 H30.10.2～H33.10.1

17 株式会社アイオー精密 精密機械金属部品加工 花巻市 H30.10.10～H33.10.9

18 医療法人勝久会 医療・福祉業 大船渡市 H30.10.10～H33.10.9

19 株式会社東日本アドテック 福祉事業 盛岡市 H30.10.10～H33.10.9

20
株式会社西部産業
盛岡南ドライビングスクール

教育・学習支援（指定自動
車教習所）

盛岡市 H30.10.10～H33.10.9

21 プレステック株式会社 特定建設業 久慈市 H30.10.12～H33.10.11

22 有限会社武田パーツ 製造業 一関市 H30.10.16～H33.10.15

認定期間

「いわて女性活躍企業等認定制度」認定企業等一覧  　　(平成30年10月31日現在）

№ 企業・団体名 業種 市町村

№ 企業・団体名 業種 市町村 認定期間



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2018/11/19） 県北広域振興局 

繊維総合見本市「ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０１９」岩手県共同展示ブースの

出展について                        （経営企画部産業振興室） 

 

 

 

 

 

 

１ 繊維総合見本市概要 

⑴ 名  称  ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０１９ 

⑵ 日  時  平成 30年 11月 21日（水）10:00～18:30 

平成 30年 11月 22日（木）10:00～18:00 

⑶ 会  場  東京国際フォーラム ホール E－1（B2F）（東京都千代田区丸の内３-５-１） 

⑷ 主  催  一般財団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 

（ＪＦＷ＝Ｊapan Ｆashion Ｗeek） 

⑸ 公式サイト  http://www.japancreation.com/2019/overview.html 

 

２ ブース概要 

⑴ 名  称  岩手県共同展示ブース（ブース番号Ｊ-11） 

⑵ 出展企業  ㈱三和ドレス（二戸市）、岩手モリヤ㈱（久慈市）、(一社)北いわてアパレル

産業振興会 

＜参考：昨年度の様子＞ 

県北広域振興局は、岩手県県北地域（久慈地域、二戸地域）に集積している縫製事業者の高

い技術力をＰＲするため、平成 30年 11月 21日（水）～22日（木）に東京国際フォーラムで

開催される繊維総合見本市「ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０１９」において、岩

手県共同展示ブースを出展するのでお知らせします。 

【担当】経営企画部産業振興室 

昆野室長・宮崎 

電話：0194-53-4981(内線：206) FAX：0194-53-1720 

※お問合せは下記までお願いします。  

(公財)いわて産業振興センター 城
じょう

守
もり

 正博 

電話：019-631-3822 FAX：019-631-3830 
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報道機関への情報提供（2018/11/22） 県北広域振興局 

食と農を起点とした地域づくり研修会の開催について 

（農政部）  

久慈管内の農業関係者等を対象に、身近な食材の素晴らしさやその可能性、利用者（料理

人）から生産者への期待等について学び、今後の産地づくりに活かすことを目的に、標記研

修会を開催することといたしましたので、お知らせします。 

 講師には、ロレオール田野畑のオーナーシェフ伊藤勝康氏をお迎えし、身近な食材がどの

ように提供されるか実感できるよう、試食会形式で開催します。 

 

１  日 程 平成 30年 11月 28日（水） 14：30 ～ 17：30 

２  場 所 根井地区構造改善センター（野田村） 

３ 主 催 久慈地方農業農村活性化推進協議会、県北広域振興局 

４  講 師  

ロレオール田野畑 シェフ 伊藤勝康（いとう かつやす）氏 

岩手県「食のプロフェッショナルチームアドバイザー」 

フレンチレストラン、「ロレオール田野畑」シェフ。岩手の生産者たちと連携しながら、

地産地消をコンセプトにしたメニューで、岩手の食材の魅力を県内外に発信している。 

平成 29 年度、日本の第一次産業の活性化に貢献している料理人を表彰する農林水産省・料理マスターズ

シルバー賞を受賞（平成 23年度に料理マスターズブロンズ賞を受賞した５名の中からの１名）。 

５  プログラム  

テーマ：「地域食材の素晴らしさとその可能性」  

  ・ 県内外の地域食材を活用した取組について（事例紹介） 

  ・ 久慈地域の食材等を活用したメニュー紹介（試食） 

  ・ 意見交換 

６ 紹介する食材（予定） 

地鶏（「南部かしわ」は久慈市が発祥地）、山ぶどう（久慈管内は生産量日本一）、 

寒じめほうれんそう（ルテインが豊富に含まれており、優れた食品として機能性が注目）、 

和くるみ（あまり知られていないが、生産量が多く、伊藤シェフも密かに注目）他 

７ 参集者 

管内集落代表者/生産者、JA、市町村及び県の地域振興担当者 

 

 

 

 

 担当：農政部農政調整課長 米谷 

電話：0194-53-4983（内線 219） 
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報道機関への情報提供（2018/11/30） 県北広域振興局 

平成 30年度第２回県北広域振興圏地域運営委員会議の開催について 

（経営企画部） 

  

 標記の会議を公開にて開催します。 

 

１ 開催趣旨 

県北広域振興圏の将来設計や毎年度の施策方針、施策評価等を地域と共同で協議

するため開催するものです。 

 

２ 開催日時  

  平成 30年 12月６日（木）13時 30分から 15時 30分まで 

    

３ 開催場所 

二戸地区合同庁舎１階大会議室（二戸市石切所字荷渡６－３） 

 

４ 委員 

  15名（別紙のとおり） 

 

５ 会議内容 

  次期総合計画地域振興プラン（仮称）（中間案）について 

 

６ 傍聴定員 

 10人 

 

７ 取材上の留意事項 

  特になし 

 

８ 会議結果 

  会議終了後、岩手県のホームページにて公開します。 

   

 

担当：経営企画部企画推進課  中里 武司  

電話：0194-53-4981 内線 315  


