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『いわて女性活躍企業等認定』認定書交付式の開催について 

（経営企画部）  

11月 28日（水）、下記の企業 2社が「いわて女性活躍企業等認定」に認定され、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』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、地元定着を図り、人口減少の歯

止め、『働くなら県北、育てるなら県北、暮らすなら県北』の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。 

○『いわて女性活躍企業等認定』認定書交付式 

 １ 日時  平成 30年 12月 11日（火）11:15～11:45 

２ 場所  久慈地区合同庁舎 ６階第４会議室（久慈市八日町 1-1） 

３ 内容（予定） 

11：15      開会 

11：15～11：25  認定書交付・挨拶 

［出席者］※予定 

・(株)久慈自動車学校（千葉 知比古 専務） 

・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 

11：25～11：35  写真撮影 

11：35～11：45  懇談 

11：45      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 11月 30日現在、認定企業は全県で 49社（盛岡管内：22社、県南管内：11社、 

沿岸管内：2社、県北管内：14 社）詳細は別添参照。 

※ 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 総合建設業 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

9 地熱エンジニアリング株式会社
地熱発電・開発に関わるコンサルタン
ト・調査等

滝沢市 H30.11.19～H33.11.18

10 株式会社ファーマ・ラボ 調剤薬局、一般薬販売 久慈市 H30.11.19～H33.11.18

11 株式会社久慈自動車学校 指定自動車教習所 久慈市 H30.11.28～H33.11.27

12 株式会社いわて愛隣会 介護福祉サービス業 矢巾町 H30.11.28～H33.11.27

13 株式会社中舘建設 総合建設業、高齢者介護福祉事業 二戸市 H30.11.28～H33.11.27

【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

「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11月30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

認定期間

1



№ 企業・団体名 業種 市町村 認定期間

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

23 株式会社ミクニ 盛岡事業所 輸送用機械器具製造業 滝沢市 H30.11.19～H33.11.18

24 株式会社高光建設 建設業 盛岡市 H30.11.19～H33.11.18

25 板谷建設株式会社
総合工事業（土木工事、建築工事、舗
装工事）

奥州市 H30.11.19～H33.11.18

26 及常建設株式会社 建設業 奥州市 H30.11.19～H33.11.18

27 株式会社長島製作所 金属部品製造 一関市 H30.11.19～H33.11.18

28 株式会社吉田測量設計 測量設計 盛岡市 H30.11.19～H33.11.18

29 東野建設工業株式会社 総合建設業 盛岡市 H30.11.19～H33.11.18

30 株式会社昭和建設 特定建設業 盛岡市 H30.11.19～H33.11.18

31 丸上建設株式会社 建設業 奥州市 H30.11.19～H33.11.18

32 山田建設株式会社 建設業 久慈市 H30.11.19～H33.11.18

33 美和ロック株式会社　盛岡工場 建築用錠前製造業 盛岡市 H30.11.28～H33.11.27

34 株式会社平野組 総合建設業 一関市 H30.11.28～H33.11.27

35 蒲野建設株式会社 建設業、砕石業、産業廃棄物処理業 久慈市 H30.11.28～H33.11.27

36 種市電工株式会社 建設業（電気工事業） 洋野町 H30.11.28～H33.11.27

37 有限会社オーツー
冷暖房・換気設備等の設備設計・施
工

盛岡市 H30.11.28～H33.11.27

38 株式会社菊池技研コンサルタント 建設コンサルタント 大船渡市 H30.11.28～H33.11.27

【実企業数　49社】

2
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報道機関への情報提供（2018/12/7） 県北広域振興局 

北いわて・三八圏域合同地域づくりセミナーの開催について 

（経営企画部）  

 

自治体職員や地域おこし協力隊等を対象として、現在そして今後の活動について考える上

で役立つ事例等を学ぶことを目的としたセミナーを開催しますのでお知らせします。 

記 

１ 日 時 平成 30年 12月 12日（水） 11時 00分から 15時 30分まで 

２ 会 場 二戸市シビックセンター（二戸市石切所字荷渡６-２） 

ホール及びカルチャールーム 

３ 対象者 地域おこし協力隊員、集落支援員及び復興支援員 

市町村職員、県（広域振興局等）の職員 （対象地域：久慈・二戸・八戸地域ほか） 

４ 次 第  

11:00～11:05 …開 会（会場：ホール） 

11:05～11:40 …事例発表（会場：ホール） 

「協力隊の活動と地方における新規就農」二戸市地域おこし協力隊 伊藤 剛史 氏 

「洋野町地域おこし協力隊となって」洋野町地域おこし協力隊 松田 直美 氏 

   （昼食休憩） 

12:55～13:00 …主催者代表挨拶（会場：ホール） 

13:00～13:30 …講 演（会場：ホール） 

「協力隊の次の 10年にむけて」  

弘前大学大学院地域社会研究科 准教授 平井 太郎 氏 

13:40～14:10 

【分科会１：地域おこし協力隊等向け】（会場：カルチャールーム） 

 「本気なら簡単な起業」 

株式会社ぼうけん 代表取締役（地域おこし協力隊等 OB） 福田 一馬 氏 

【分科会２：自治体職員対象】（会場：ホール） 

   「協力隊受入態勢をめぐる諸論点」 

弘前大学大学院地域社会研究科 准教授 平井 太郎 氏 

14:20～15:30 …ワーク（会場：カルチャールーム） 

  弘前大学大学院地域社会研究科 准教授 平井 太郎 氏 

 
担当：経営企画部企画推進課 中里 

電話：0194-53-4981 内線 315 

 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2018/12/7） 県北広域振興局 

平成 30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。 

洋野町立向田小学校は、児童たちによる水生生物調査（※1）を平成６年に実施して以降、

本年度で計 20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 30年 12月 14日（金）13時 50分頃から 14時 05分頃まで 

 

２ 場所 

  洋野町立向田小学校（洋野町上舘 55-49-14） 

 

※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方団体が参加しています。 

 

※２ 平成 30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） 盛岡市立中野小学校 

  （２） 花巻市立内川目小学校 

  （３） 岩泉町立大川小学校 

  （４） 大船渡市立猪川小学校 

  （５） 遠野市立上郷小学校 

 

 

 

 

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 325 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2018/12/14） 県北広域振興局 

平成 30年度県北広域振興圏行政連絡協議会の開催について 

（経営企画部） 

  

 岩手県次期総合計画（案）に係る県北広域振興圏の取組の方向性及びそれに基づく平成 31年度

の主な取組等について意見交換を行うことを目的として、次のとおり上記会議を開催します。 

 

１ 日 時 

平成 30年 12月 17日（月） 15時 30分から 17時まで 

 

２ 場 所 

二戸ロイヤルパレス ２階「女神」  （二戸市福岡長嶺 35  TEL.0195-23-3210） 

  

３ 議 題 

 (1) 岩手県次期総合計画地域振興プラン（仮称）（中間案）及び平成 31年度の取組について 

(2) 市町村からの提案議題について 

 

４ 出席者（予定） 

【構成員】県北広域振興圏の市町村長、県北広域振興局（局長、副局長、技監、各部室等の

長及び局長が指定する地方公所等の長） 

【オブザーバー】宮古・下閉伊、久慈、二戸及び九戸選挙区選出の県議会議員 

 

  

担当：経営企画部企画推進課 中里 

電話：0194-53-4981内線 315 



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（2018/12/18） 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）  

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、そのうち 1 社（蒲

野建設株式会社）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 12月 20日（木）13:30～14:00 

２ 場所  久慈地区合同庁舎 ２階栄養相談室（久慈市八日町 1-1） 

３ 内容（予定） 

13：30      開会 

13：30～13：45  認定書交付・挨拶 

［出席者］ 

・株式会社プライム下舘工務店 

・蒲野建設株式会社 ※同時認定 

［挨拶］県北広域振興局長 南 敏幸 

13：45～13：50  写真撮影 

13：50～14：00  懇談 

14：00      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 12月 7日現在、認定企業は全県で 51 社（盛岡管内：24社、県南管内：11社、 

沿岸管内：2社、県北管内：14 社 ※今回の認定を含む）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 12月 14日現在認定企業は全県で 59 社（盛岡管内：12社、県南管内：３5社、 

沿岸管内：3社、県北管内：9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】

№ 企業・団体名 業種 市町村 認定期間

1 東野建設工業株式会社 総合建設業 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

9 地熱エンジニアリング株式会社
地熱発電・開発に関わるコンサルタン
ト・調査等

滝沢市 H30.11.19～H33.11.18

10 株式会社ファーマ・ラボ 調剤薬局、一般薬販売 久慈市 H30.11.19～H33.11.18

11 株式会社久慈自動車学校 指定自動車教習所 久慈市 H30.11.28～H33.11.27

12 株式会社いわて愛隣会 介護福祉サービス業 矢巾町 H30.11.28～H33.11.27

13 株式会社中舘建設 総合建設業、高齢者介護福祉事業 二戸市 H30.11.28～H33.11.27

【認定区分：ステップ２】

№ 企業・団体名 業種 市町村 認定期間

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

「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12月7日現在）



№ 企業・団体名 業種 市町村 認定期間

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

23 株式会社ミクニ 盛岡事業所 輸送用機械器具製造業 滝沢市 H30.11.19～H33.11.18

24 株式会社高光建設 建設業 盛岡市 H30.11.19～H33.11.18

25 板谷建設株式会社
総合工事業（土木工事、建築工事、舗
装工事）

奥州市 H30.11.19～H33.11.18

26 及常建設株式会社 建設業 奥州市 H30.11.19～H33.11.18

27 株式会社長島製作所 金属部品製造 一関市 H30.11.19～H33.11.18

28 株式会社吉田測量設計 測量設計 盛岡市 H30.11.19～H33.11.18

29 東野建設工業株式会社 総合建設業 盛岡市 H30.11.19～H33.11.18

30 株式会社昭和建設 特定建設業 盛岡市 H30.11.19～H33.11.18

31 丸上建設株式会社 建設業 奥州市 H30.11.19～H33.11.18

32 山田建設株式会社 建設業 久慈市 H30.11.19～H33.11.18

33 美和ロック株式会社　盛岡工場 建築用錠前製造業 盛岡市 H30.11.28～H33.11.27

34 株式会社平野組 総合建設業 一関市 H30.11.28～H33.11.27

35 蒲野建設株式会社 建設業、砕石業、産業廃棄物処理業 久慈市 H30.11.28～H33.11.27

36 種市電工株式会社 建設業（電気工事業） 洋野町 H30.11.28～H33.11.27

37 有限会社オーツー 冷暖房・換気設備等の設備設計・施工 盛岡市 H30.11.28～H33.11.27

38 株式会社菊池技研コンサルタント 建設コンサルタント 大船渡市 H30.11.28～H33.11.27

39 信幸プロテック株式会社 建設業(管工事業) 矢巾町 H30.12.5～H33.12.4

40 医療法人社団帰厚堂 医療業 矢巾町 H30.12.6～H33.12.5

【実企業数　51社】



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2018/12/26） 県北広域振興局 

 平成 31年度岩手県立二戸高等技術専門校入校生２次募集のご案内 

（二戸高等技術専門校） 

 岩手県立二戸高等技術専門校は、次の科において２次募集を行っています。 

 二戸市で全国レベルの技術と技能に挑戦してみませんか。 

 

１ 募集科及び募集人員 

(1) 自動車システム科（２年制）  若干名 

(2) 建築科（２年制）       若干名 

２ 出願資格 

(1) 平成 31年３月高等学校卒業見込みの者 

(2) 高等学校を卒業した者 

(3) 高等学校卒業者と同等以上の学力を有すると認められる者 

３ 募集期間及び選考日 

(1) 受付期限  平成 31年３月１日（金）まで（当日消印有効） 

(2) 選考日   受付後随時（応募者ごとに通知） 

４ 特長 

(1) 自動車システム科、建築科とも、若年者ものづくり競技大会（全国大会）に、

毎回岩手県代表選手を輩出しています。 

(2) 本校建築科は、県内の職業能力開発施設で唯一の、建築大工養成コースです。

県内全域と青森県から学生が入校しています。 

５ 出願方法 

(1) 郵送  出願書類を入れた封筒に「入校願書在中」と朱書きして書留又は簡易

書留で送付してください。 

(2) 持参  受付時間： 平日の午前９時から午後５時まで 

６ 選考方法 

  筆記試験（国語・数学）及び面接の結果により選考します。 

７ 合格発表 

  選考試験実施の日から７日以内に、受験者あて文書で通知します。 

８ お問い合わせ 

  岩手県立二戸高等技術専門校 （二戸市石切所字上野々92-1） 

  電話:0195－23－2227 

担

当 

県立二戸高等技術専門校 

校長 熱海芳廣、校長補佐 山田昭人 

電話：0195－23－2227 

 



 

岩手県立職業能力開発校 平成31年度入校生２次募集要項 
 

１ 募集訓練科及び募集人員 

校 名 訓練科名 定員 訓練期間 募集人員 

千厩高等技術専門校 自動車システム科 ２０名 ２年 若干名 

宮古高等技術専門校 
自動車システム科 １５名 ２年 若干名 

金型技術科 １０名 １年 若干名 

二戸高等技術専門校 
自動車システム科 ２０名 ２年 若干名 

建築科 １５名 ２年 若干名 

２ 応募資格 

高等学校を卒業した者（平成31年３月卒業見込の者を含む。）又はこれと同等以上の学力を有すると

認められる者。 

３ 出願書類 

(１) 出願期間 

平成30年12月14日（金）から平成31年３月１日（金）まで（当日消印有効）。 

ただし、定員を充足した場合、上記期間内であっても募集を終了する場合があります。 

(２) 出願書類 

提出書類等 摘要 

入校願書Ａ・受験票 

○ 出願前３ヶ月以内に撮影した写真を貼付してください。 

（正面上半身、脱帽、縦４㎝×横３㎝） 

○ 入校検定料として岩手県収入証紙（2,200円分）を貼付してください。 

※今年度、岩手県立職業能力開発校の推薦選考又は一般選考を受験した者

は、本募集に係る入校検定料は不要です。推薦選考又は一般選考の受験票

の写しを添付してください。 

※平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波又は平成28年台風第10号によ

り甚大な被害を受けた者については、岩手県収入証紙を貼付せず、入校検

定料免除申請書（別紙様式）を添付することで免除対象となる場合があり

ます。 

○ 出願は、第１志望訓練科のみとしますので、第２志望以下の科の記入欄

には記入しないでください。 

身上調書 ○ 所定の用紙に記入してください。 

調査書 

○ 学校長が証明し厳封したもの（開封無効）。最終学校の成績証明書でこれ

に代えることができます（開封無効、発行できない場合は卒業証明書）。 

○ 高等学校卒業程度認定試験合格者にあっては、合格証明書と合格成績証

明書でこれに代えることができます（開封無効）。 

健康診断書 

○ 所定の用紙を用いてください。 

○ 平成31年３月卒業見込の者は、定期健康診断書等の写しにより、これに

代えることができます。 

受験票送付用封筒 
○ 定型封筒（長形３号）に、出願者の住所、氏名、郵便番号を記入し、392

円分の切手（簡易書留料含む）を貼付してください。 

(３) 出願方法 

ア 出願書類は、入校を希望する各職業能力開発校に提出してください。 

イ 郵送の場合は、封筒に「入校願書在中」と朱書きして書留又は簡易書留で送付してください。 

ウ 持参する場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までです。 

(４) 受験票の交付 

受験票は、入校願書を受理した後、出願者に郵送します。 

(５) 出願上の注意事項 

ア 提出された書類及び入校検定料は、いかなる理由があっても返還しません。 

イ 提出書類に虚偽の記載をした場合又は虚偽の書類を提出した場合は、合格後であっても合格を取

り消すことがあります。 

 



 

 

４ 選考試験 

(１) 選考日時 

  応募者ごとに別に定める日時 

(２) 選考場所 

入校を希望する職業能力開発校 

(３) 選考方法 

筆記試験（国語、数学）及び面接 

※ 筆記試験は、それぞれ国語総合（古文、漢文を除く）、数学Ⅰまでの範囲から出題します。 

 (４) 受験上の注意事項 

  ア 受験票、筆記用具を持参してください。 

  イ 試験中は、受験票、筆記用具、消しゴム、時計（計算機能や情報端末機能等がないもの）以外の

物を机の上に置くことができません。 

    また、試験中は携帯電話等の電源スイッチを切り、試験が終了するまでカバン等に収納してくだ

さい。 

  ウ 試験開始後、30分以上遅刻した者は、受験できません。 

 

５ 合格発表 

(１) 合格発表日 

  選考試験実施の日から７日以内 

(２) 発表方法 

受験者あてに文書で合否の通知をします。 

 

６ 開示請求 

岩手県個人情報保護条例に基づき、試験結果について、次のとおり口頭による開示請求を行うことが

できます。 

(１) 受付先 

受験した職業能力開発校 

(２) 受付期間 

合格発表の日から１ヶ月間 

(３) 受付時間 

午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く） 

(４) 請求方法 

受験票を提示して、開示請求をしてください。請求できる方は、受験生本人に限ります。 

(５) 開示内容 

筆記試験の科目別得点及び面接評定 

 

７ 問合せ先及び入校願書の提出先 

○千厩高等技術専門校 

〒０２９－０８０３ 岩手県一関市千厩町千厩字神の田６０－１ 

ＴＥＬ ０１９１－５２－２１２５   ＦＡＸ ０１９１－５３－２５９８ 

 

○宮古高等技術専門校 

〒０２７－００３７ 岩手県宮古市松山第８地割２９－３ 

ＴＥＬ ０１９３－６２－５６０６   ＦＡＸ ０１９３－６４－６５９６ 

 

○二戸高等技術専門校 

〒０２８－６１０３ 岩手県二戸市石切所字上野々９２－１ 

ＴＥＬ ０１９５－２３－２２２７   ＦＡＸ ０１９５－２３－９０８１ 

 

 



 

参考 

 

１ 在校経費 

○ 入校料 

5,650円（平成30年度入校生） 

○ 授業料 

118,800円（年額・平成30年度入校生） 

※納付方法 

１年を第１期、第２期、第３期の３回に分けて納付します。納付期限は、第１期が４月、第２期

は８月、第３期は12月となります。 

○ 諸経費 

入校時には、上記のほかに教科書、作業服、資格試験、各種工具類、任意加入保険（訓練災害保険）

等の費用が必要となります。 

 

２ 学生寮 

自宅からの通学が困難な学生のために、学生寮があります。 

施設名 千厩高等技術専門校 宮古高等技術専門校 二戸高等技術専門校 

定 員 23人 18人 40人 

寄宿舎料等 

（月額） 

寄宿舎料      700円 ～ 1,400 円 

食費・光熱費等      約30,000 円 

※食費・光熱費は食事の回数や電気使用料等によって変わる場合があります。 

 

３ 公的融資制度 

経済的な理由により就学が困難な方には、次の公的融資制度があります。 

○ 技能者育成資金［窓口：在校する職業能力開発校］ 

○ 生活福祉資金（福祉資金 福祉費）［窓口：最寄の市町村社会福祉協議会］ 

○ 母子父子寡婦福祉資金（修業資金、技能習得資金）［窓口：最寄の広域振興局］ 

 

４ その他 

○ 鉄道やバスによる通学者の通学定期や旅客運賃に学生割引が適用されます。 

○ 訓練中や通学途上の事故等には、「災害見舞金制度」の適用が受けられる場合があります。 

○ 国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」の対象となります。（市町村への届出が

必要となります。） 

○ 経済的理由によって授業料の納付が困難な方は、授業料の全部又は半額の免除が受けられる場合が

あります。 

○ 公共職業安定所長の受講指示により入校する方は、訓練期間中に雇用保険又は訓練受講手当等が支

給されます。受講指示については、応募の前に最寄の公共職業安定所に求職申込みのうえご相談くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 



22歳～ 

20歳 

二戸高等技術専門校 自動車システム科 

自動車整備士になるならココ！ 

★自動車システム科の特長 
 ○技能習得に強い！ 少人数制の指導で確実に技術が身につきます 
 ○資格取得に強い！ 二級自動車整備士試験を始め、様々な資格を取得できます 
 ○就職に強い！    業界への高い就職率を誇っています 
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★整備士への道 

二級自動車 
整備士試験 

合格率100％ 
（Ｈ29実績） 

就職先（Ｈ29実績） 
青森トヨペット㈱、いすゞ自動車東北㈱、岩手ダイハツ販売
㈱、岩手日産自動車㈱、岩手日野自動車㈱、岩手三菱自
動車販売㈱、岩手三菱ふそう自動車販売㈱、軽自動車検
査協会、㈱スズキ自販岩手、㈱東和本社、トヨタカローラ
岩手㈱、南ホンダ自動車㈱ 

★就職実績１００％ 
ここにも注目！ 

 

◆学費格安 
 ２年間で約45万円 
◆寮完備（男子） 
 26,000円／月 



二戸高等技術専門校 建築科 

大工になるならココ！ 

★技能士への道 

★就職実績１００％ 

就職先（Ｈ29実績） 
㈲一勝家口建築、伊藤建設㈱、㈱大山建工、小原建設、
㈲菊松建築、㈱トータルホームプラン、㈱北洲、タカヤマ
ホーム㈱、㈱小松組、㈲佐々木建設、㈱鈴木工務店、㈲
早坂工務店、㈲清水畑建設、㈱八重働工務店 

★建築科の特長 
 ○技能習得に強い！ 模擬家屋建築など実践的な授業で技術が身につきます 
 ○資格取得に強い！ 在校中に２級技能士の試験免除資格を得ることができます 
 ○就職に強い！    工務店や建設会社への高い就職率を誇っています 

高
等
学
校
卒
業 

工務店・建設会社就職 
２年間の実務経験で受検資格取得 

二戸高等技術専門校 
（２年課程） 

技能五輪予選
に合格して実技
試験が免除 

書類申請 

学科試験 
実技試験 

技能照査に合格
して学科試験が
免除 

２
級
技
能
士
取
得 

ここにも注目！ 
 

◆学費格安 
 ２年間で約55万円 
◆寮完備（男子） 
 26,000円／月 



二戸高等技術専門校在校生の挑戦 

 ☆建築大工職種☆ 

     佐々木 僚介 選手  二戸高等技術専門校2年 
               （平成28年度岩泉高等学校卒業） 

   

第56回技能五輪全国大会 
 開催日：平成30年11月2日（金） 

           ～5日（月） 

 開催場所：沖縄県 

二戸高等技術専門校修了生の挑戦（建築大工職種出場者） 

 大 渡 雅 俊  選手（平成28年度修了・平成26年度大野高等学校卒業）   敢闘賞  

 野 場 剣 也  選手（平成28年度修了・平成26年度久慈工業高等学校卒業） 

 藤 原 真 紀  選手（平成29年度修了・平成27年度大槌高等学校卒業） 

 中 村 朱 里  選手（平成29年度修了・平成27年度大槌高等学校卒業） 

岩手県選手団成績 
 参加職種：10職種 

 参加人数：26名 

 成績：金賞2名、銀賞2名、銅賞1名、敢闘賞9名 

第13回若年者ものづくり競技大会 
 開催日：平成30年8月1日（水） 

          ～2日（木） 

 開催場所：石川県 

岩手県選手団成績 
 参加職種：9職種 

 参加人数：21名 

 成績：金賞1名、銀賞1名、銅賞3名 

    敢闘賞7名 

◆大会の概要◆ 
  ○各都道府県より選抜される23歳以下（一部の職種を除く）の青年技能者の技能レベル日本一を競う競技大会です。 

  ○大会は毎年開催されており、2年に一度開催される国際大会の前年にあたる年の大会は、日本代表選手の選抜もかねています。 

  ○建築大工、自動車工など約42職種の競技が行われます。 

◆大会の概要◆ 
  ○職業能力開発施設、工業高等学校等より選抜される20歳以下（一部職種を除く）の若年技能者の技能レベル日本一を競う 

       競技大会です。 

  ○建築大工、自動車整備、旋盤など約15職種の競技が行われます。 

技能五輪全国大会   

若年者ものづくり競技大会 

二戸高等技術専門校校在校生の挑戦 

 ☆建築大工職種☆ 

  敢闘賞 高橋 健太  選手 二戸高等技術専門校2年 
                    （平成28年度一関工業高等学校卒業） 

  敢闘賞 鈴木 翔大  選手 二戸高等技術専門校2年 
                    （平成28年度一関工業高等学校卒業） 

   

 ☆自動車整備職種☆  

  敢闘賞 佐々木 幹太 選手 二戸高等技術専門校2年 
                    （平成28年度久慈東高等学校卒業） 
 

          竹田 喜暁  選手 二戸高等技術専門校2年 
                   （平成28年度盛岡市立高等学校卒業） 
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「日台友好 台湾ボクシングフェスティバル in 久慈」の開催について 

（経営企画部）  

この度、「キッズボクシング体験会」や「ボクササイズ教室」の実施により、台湾

ボクシングチームと久慈地域住民との交流を図るため、「日台友好 台湾ボクシングフ

ェスティバル in 久慈」を開催します。 
 

１ 日 時 

 平成 31年１月 10日（木） 11時 00分から 13時 00分まで 

２ 場 所  

久慈市民体育館（久慈市新中の橋第４地割１３−３） 

３ 主 催 

岩手県ボクシング連盟・県北広域振興局 

４ 共催  

久慈市教育委員会事務局、野田村、野田村教育委員会、久慈市スポーツ推進委員

協議会 

５ 開催内容 

【交流】11：10～11：50 

（1）キッズボクシング体験会 

    ボクシングの基礎を体験（ボクシングの動きの基礎・動作） 

（2）ボクシングによるエクササイズ教室（希望する成人一般） 

   ア ボクシングの基礎的な動作を基にしたエクササイズを体験 

   イ ダイエット、フィットネスとしての効果あり 

（3）試合出場選手ウォーミングアップ・スパーリング（観覧） 

   ア 12時からの練習試合に向けたウォーミングアップ 

   イ 真剣にウォーミングアップに取り組む選手の姿を間近で観覧 

【観覧】12：00～13：00 

  日台友好特別練習試合 

【郷土料理による昼食会の開催】13：30～14：30 

  上記参加者による昼食会の開催 

 

６ 参加者等（予定） 

台湾のコーチ、選手等（28 名）、江南義塾盛岡高校ボクシング部、八戸工業大学

第一高校ボクシング部、七戸高校ボクシング部、その他国内有力選手（梅村 錬 選

手・拓殖大学） 

  
担当：経営企画部企画推進課 

 特命課長（文化・スポーツ振興） 佐藤 辰実 

電話：0194-53-4981 内線 355 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 31 年１月に来県する台湾ボクシングチームの皆様をお迎えして「日台友好台湾ボクシングフェスティ

バル in 久慈」を開催します！ 

■来県する総勢 28名のメンバーには、今年の 11月にインドのニュ－デリーで開催された 2018 AIBA女子世界

選手権大会において金メダルを獲得した林郁婷選手も参加しています!! 

■また、今年度、福井国体の成年男子ミドル級で優勝した本県出身の梅村錬選手も参加します!!! 

■普段、観覧することのないボクシングを間近で見ることのできる良い機会ですので、ぜひ来館ください。 

【日程等】 
□ 日時・場所 平成 31年１月 10日（木） 11時～13時／久慈市民体育館 

【主催・共催】 
（1）主催 岩手県ボクシング連盟・県北広域振興局 

（2）共催 久慈市教育委員会事務局・野田村・野田村教育委員会・久慈市スポーツ推進委員協議会 

【開催内容】 
【交流】11時 10分～11時 50分 

（1）キッズボクシング体験会（希望者） 

   ・ ボクシングの基礎を体験（ボクシングの動きの基礎・動作） 

（2）ボクシングによるエクササイズ教室（希望する成人一般） 

   ・ ボクシングの基礎的な動作を基にしたエクササイズを体験 

（3）試合出場選手ウォーミングアップ・スパーリング（観覧） 

   ・ 12時からの練習試合に向けたウォーミングアップ 

【観覧】12時～13時 日台友好特別練習試合 

【参加者等（予定）】 
（1）台湾 28名（コーチ、選手等） 

（2）岩手県 ① 江南義塾盛岡高校ボクシング部 

（3）青森県 ① 八戸工業大学第一高校ボクシング部   ② 七戸高校ボクシング部 

（4）その他 国内有力選手 

【その他】 
（1）本イベントへの参加に当たり事前の申込みは必要ありませんが、キッズボクシング体験会及びボクサ

サイズ教室は、参加者数を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。 

（2）キッズボクシング体験会及びボクササイズ教室への参加を希望する方は、動きやすい服装で来館し、

必ず運動靴（上履き）を持参してください。 

【問合せ先】  
TEL 0194-53-4981（代表）県北広域振興局経営企画部 文化スポーツ担当 佐藤 
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