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報道機関への情報提供（2018/５/17） 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） 

  

 県北広域振興局の平成 30 年度重点施策及び次期総合計画における県北広域振興圏の取組の方

向性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５月 21日（月） 15時 30分から 17時まで 

 

２ 場所 

久慈グランドホテル ２階マリンホール （久慈市川崎町 10-15） 

 

３ 議題 

 (1) 平成 30年度県北広域振興局の重点施策について 

(2) 次期総合計画における県北広域振興圏の取組の方向性について 

 

４ 出席予定者 

【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 
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報道機関への情報提供（2018/5/18） 県北広域振興局 

久慈小学校におけるほうれんそうの栽培体験学習の実施について 

                           （久慈農業改良普及センター）  

久慈市立久慈小学校では、児童の課題発見・追求力、豊かな表現力を育むことを目的に、

平成 26年から毎年、総合的な学習として「ほうれんそうの栽培・収穫・販売」に取り組んで

います。 

久慈地域は「雨よけほうれんそう」の栽培面積及び出荷量が県内トップを誇るなど、当地

域の主要な農産物であり、小学生が地域の基幹品目について理解を深め、地産地消に対する

関心を高めることも本学習の目的としています。 

久慈農業改良普及センターではこの取組に対し、栽培方法の指導を通して継続的に支援し

ていくこととしており、今回は下記の日程で「ほうれんそう」の播種作業を行います。 

 

１ 日 時 

平成 30 年 5 月 24 日（木） 8:40～10:15（予備日 5 月 25 日（金）） 

２ 場 所 

久慈市栄町 32 地割 14（藤原利征氏ほ場、ちかび社宅東側）  

３ 対 象 

久慈市立久慈小学校 3 年生 110 名 

４ 内 容 

ほうれんそうの種まき（講師：久慈農業改良普及センター野菜担当職員ほか） 

５ 年間実施計画 

  １学期：栽培実習 

  ２学期：校内での販売に関する学習と実習、料理法など調べ学習 

  ３学期：２年生に伝える会の開催 

 

〔平成 29年度の実施状況〕  

播種の様子           収穫の様子          校内での包装・販売体験   

      （H29.5）           （H29.7）      （2回目秋播栽培）（H29.11） 

 

 担当：久慈農業改良普及センター 伊藤 勝浩 

電話：0194-53-4989  内線 256 
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報道機関への情報提供（2018/5/24） 県北広域振興局 

安定的な雇用の確保等に関する要請活動の実施について 

（経営企画部産業振興室）  

 

平成 31年３月新規高等学校卒業者を対象としたハローワークによる求人申込書の受付が６月１日

に開始されることから、「新規学卒者の採用枠の確保」等についての管内企業の積極的な取り組みを

促すため、関係機関と連携し、商工団体及び企業に対する要請活動を行います。 

 

１ 要請の日程 

平成 30年５月 28日（月） 

   13時 35分～14時 00分  久慈商工会議所（取材対応可） 

   14時 15分～15時 30分  久慈市内の企業２社（取材対応不可） 

宮城建設株式会社 

株式会社細谷地 

※ 取材していただける場合は、13時 35分から 14時 00分までの時間に要請活動を行う、

「久慈商工会議所」で行っていただきますようお願いします。 

 

２ 要請者 

  県北広域振興局（局長：南 敏幸） 

久慈市（市長：遠藤 譲一） 

  久慈公共職業安定所（所長：佐々木 裕智） 

  岩手県高等学校長協会久慈支会（県立久慈東高等学校長：木村 克則） 

 

３ 要請内容 

(1) 安定的な雇用の確保 

(2) 新規学卒者の採用枠の確保 

(3) 多様な人材の雇用の場の確保 

(4) 働き方改革に向けた取組の推進  

※ 詳細については、別添実施要領を参照願います。 

 

  

担当：経営企画部産業振興室長 昆野 

電話：0194-53-4981 内線 205 



安定的な雇用の確保等に関する要請活動実施要領 

 

１ 趣旨 

 久慈地域の雇用情勢は、有効求人倍率が平成29年５月から11か月連続で１倍台を維持している状

況にあるが、一方で、地域住民の生活の向上のためには、安定的な雇用の確保が不可欠である。 

 また、経済の好循環を実現するためには、労働者の意欲や能力が一層発揮され、労働生産性を向

上していくことが重要である。 

特に、人口減少が進む中では、全ての人々が、健康で安心して働くことができる多様で柔軟な働

き方を実現するために働き方改革を推進することが求められているところである。 

 このような認識を管内の企業経営者と共有し、企業側の積極的な取組を促すため、関係機関と連

携して、商工団体及び企業に対する要請活動を行うものである。 

２ 要請内容 

（１）安定的な雇用の確保 

東日本大震災津波や平成28年台風第10号災害からの復興と県民生活の向上にとって、雇用の確保

は極めて重要であるという認識のもと、求人の正社員化による安定的な雇用の確保及び無期転換ル

ールの適正な運用など、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善に努められたいこと。 

（２）新規学卒者の採用枠の確保 

岩手の未来を担う若者を育成するという認識のもと、早期の求人票の提出及び新規学卒者に対す

る十分な会社側からの説明機会の確保、早期の適正な採用選考活動を通じて、引き続き新規学卒者

の積極的な採用に努められたいこと。 

（３）多様な人材の雇用の場の確保 

   若者、女性、高年齢者、障がい者等働く意欲のある全ての者が、その能力を生かして希望する

仕事に就き、地域において自立して生活していける社会を実現するという認識のもと、多様な人

材の雇用の確保に努められたいこと。 

（４）働き方改革に向けた取組の推進 

   仕事と生活の調和や生産性の向上を推進することは、地域の社会経済の維持、発展にも資する

という認識のもと、長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進など、働き方・休み方の改善を

図る労働環境の整備に向けた積極的な取組に努められたいこと。 

３ 要請先 

（１）管内商工団体 

久慈商工会議所、野田村商工会、普代商工会、洋野町商工会 

（２）久慈市内の事業所 

  ア 宮城建設株式会社 代表取締役社長 竹田 和正（たけだ かずまさ） 

（業種：建設業、住所：久慈市新中の橋4-35-3） 

  イ 株式会社細谷地 代表取締役社長 細谷地 茂陽（ほそやち しげはる） 

   （業種：燃料小売業等、住所：久慈市長内町17-100-10） 

４ 要請者及び訪問者 

 次に掲げる関係機関の長又はその代理者が要請先を訪問し、要請書を手交して要請を行う。 

ア 県北広域振興局（南 敏幸 局長） 

イ 久慈市（遠藤 譲一 市長） 

ウ 久慈公共職業安定所（佐々木 裕智 所長） 

エ 岩手県高等学校長協会久慈支会（木村 克則 久慈東高等学校長） 

※ 管内商工会に対する要請者及び訪問者は別途調整予定 



５ 要請日程 

・平成30年5月28日（月）13:35～15:30 久慈商工会議所・久慈市内の事業所 

・平成30年6月上旬で調整予定     野田村商工会、普代商工会、洋野町商工会 

 

６ 特記事項 

【報道機関取材対応場所】 

◎ 久慈商工会議所 

   日 時：平成 30年 5月 28日（月）13：35～14：00 

   訪問者：県北広域振興局     南 局長 

       久慈市         遠藤 市長 

       久慈公共職業安定所   佐々木 所長 

       県立久慈東高等学校   木村 校長 

 

７ 参 考 

【平成 29年度の実績】 

日   時 要 請 先 

６月 19 日(月) 13:35～13:55 久慈商工会議所 

 14:20～14:40 株式会社十文字チキンカンパニー 

 15:00～15:20 株式会社ヤマイチ 

６月 21 日(水) 

 

11:00～11:30 洋野町商工会 

13:30～14:00 野田村商工会 

 14:30～15:00 普代商工会 
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報道機関への情報提供（2018/５/25） 県北広域振興局 

「津波防災出前授業」を実施します！ ～県北地域の防災力向上を目指して～ 

          （土木部） 

 

【要旨】   

◆  土木部では、防災教育の一環として、県北地域の子供たちの「津波に対する知識と防

災力の向上」を目的に、津波防災出前授業（施設見学等）を平成 15年より継続的に延べ

112回実施しています。 

◆  今年度は、６月７日（木）の久慈市立侍浜小学校を皮切りに、県北地域の小学生・中

学生・一般を対象に 11回の開催を予定しています。 

◆  特にも、防潮堤などの津波防災施設を整備・維持管理する側の視点から、以下の２テ

ーマに重点を置いて実施することとしています。取材お願いします。 
 

【重点テーマ】 

① 津波防災施設の効果（ハード整備） 

② 多重防災型まちづくり（ハード整備・ソフト対策の融合） 

  

１．日時、場所、開催校 

(1) 小学校：〔防潮堤等の津波防災施設見学、陸閘の操作体験など〕※直近に予定している主なもの 

６月 ７日（木）〔久慈港〕久慈市立侍浜小学校 ５,６年生 28名 

６月 19日（火）〔小子内地区海岸〕 洋野町立種市小学校 ４年生 33名 

６月 29日（金）〔小子内地区海岸〕 洋野町立宿戸小学校 ４年生 13名 

６月 27日（水）〔小子内地区海岸〕 洋野町立中野小学校 ４年生 20名 

 

(2) 中学校：〔津波防災出前講座（スライド等を用いた室内での講義）〕 

９月 25日（火） 洋野町立中野中学校 １,２,３学年 45名 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

２．その他 

・今年度の開催予定については、次頁のとおりです。 

・講師は、土木部職員が務めます。 

 

 [参考] 写真は平成 29年の様子 

 

    

 

 

  

    

 

 

 

平成 30年度 津波防災教育講座 日程 
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月 日 時 間 学 校 名 施設/出前授業 人 数 

６月７日 10：20～11：05 久慈市立侍浜小学校 久慈港 5･6年生 28人 

６月 19日 10：30～11：15 洋野町立種市小学校 小子内地区海岸 4 年生 33 人 

６月 29日 10：30～11：15 洋野町立宿戸小学校 小子内地区海岸 4 年生 13 人 

６月 27日 未定 洋野町立中野小学校 小子内地区海岸 4 年生 20 人 

７月４日 14：00～14：50 久慈市立三崎中学校 久慈港 3 年生 14 人 

７月 12日 未定 久慈市立小久慈小学校 久慈港 6 年生 39 人 

７月下旬 9：00～16：00 久慈みなと・さかなまつり 久慈港 一般(60人) 

９月４日 未定 久慈市立久慈小学校 普代水門 4 年生 107人 

９月 11日 9：30～10：15 久慈市立長内小学校 久慈港 4 年生 35 人 

９月 13日 未定 久慈市立久慈湊小学校 久慈港 5 年生 35 人 

９月 25日 未定 洋野町立中野中学校 出前授業 1･2･3 年生 45人 

担当：河川港湾課長 中野 仁志 

電話：0194-53-4990    内線 281 
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報道機関への情報提供（2018/５/28） 県北広域振興局 

県政懇談会「がんばろう！岩手」意見交換会の開催について 

（経営企画部）  

 

 県では、震災からの復興等をテーマに、知事が直接、被災地の復興等に取り組んでいる方々

の声を聴き、意見交換を行う県政懇談会を開催しますので、当日の取材につきまして、よろ

しくお願いします。 

 

実施日時 会場 テーマ・出席者 

６月 12日（火） 

10：30～11：50 

久慈地区合同庁舎 

６階大会議室 

（久慈市八日町１－１） 

「復興のその先へ～次の世代につなぐバトン～」

をテーマに、様々な地域資源を活用した取り組み

を行っている方 （々５名）と意見交換を行います。 

戸
と

﨑
ざき

 ミユキさん （久慈青年会議所理事長） 

岩舘
いわだて

 ひろみさん  

（久慈地下水族科学館もぐらんぴあ） 

星野
ほ し の

 智美
と も み

さん  （洋野町地域おこし協力隊） 

大澤
おおさわ

 忠
ただ

久
ひさ

さん  （旭町記念誌刊行委員会会長） 

越戸
こ し ど

 優
まさる

さん   （㈱越戸商店代表取締役社長） 

 

 

※ 県からは、達増知事、県北広域振興局長、秘書広報室長が出席します。 

 

※ 取材される際には、腕章を着用するなど報道機関であることを明らかにされるようお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

担当：経営企画部企画推進課 中里 武司 

電話：0194-53-4981 内線 315 


