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報道機関への情報提供（2016/6/9） 県北広域振興局 

 ジョブカフェ久慈では、この春、久慈地域の高校を卒業し、地域内の事業所に就職した新規

学卒者の早期離職防止や職場定着率向上を図るため、「2016フレッシャーズ・カフェ in久慈琥

珀」を平成 28年６月 17日（金）に開催しますので、お知らせします。（経営企画部）  

 

１ 開催日時 

 平成 28年６月 17日（金） 18:30～20:30 （※ 受付開始は 18:15から） 

２ 会場 

 Bistrotくんのこ（久慈市小久慈町 19-156-134 久慈琥珀博物館隣接） 

３ 主催等 

・ 主催：ジョブカフェ久慈（県北広域振興局） 

・ 共催：久慈公共職業安定所、久慈市、洋野町、野田村、普代村 

・ 後援：久慈雇用開発協会 

４ 内容 
（１） 講演 

テーマ：「久慈地域の未来を創る君たちへ」 
講師：金野 馨氏（ジョブカフェ一関 センター長） 
○ 現在の雇用情勢などを基に、仕事に対する取組等の認識を新たにする。 

 
（２） 先輩体験談（管内就職者 1名） 

テーマ：「社会人になって感じたこと、悩み、困難の克服方法」 
○ 地元で活躍する先輩の体験談を聞き、仕事を続けることの大切さ、困難の克服

方法等を学ぶ。 
 
（３） ミニ同窓会 

○ それぞれの仕事、職場環境における現状等を語ることで、悩みなどを共有し、
社会人としてのあり方や仕事に対する取組などを考える。 

 
 
５ 参加予定者数 
  約 50名 
  
 

担当：経営企画部産業振興課 古川 

電話：0194-53-4981 内線 205 



「2016フレッシャーズ・カフェ in久慈琥珀」 実施要領 

 

 

１ 目的 

  久慈地域の事業所に就職した新規（高校）学卒者を対象として、早期離職の防止及び職業意

識（職場定着率）の向上を図る。 

 

２ 対象 

  平成 28年 3月に久慈管内の高校を卒業し、同管内の事業所に就職した新規学卒者 

 

３ 主催等 

  主催：ジョブカフェ久慈（県北広域振興局） 

  共催：久慈公共職業安定所、久慈市、洋野町、野田村、普代村 

  後援：久慈雇用開発協会 

 

４ 実施日時 

  平成 28年 6月 17日（金）18時 30分～20時 30分 

  ※18時 15分受付開始 

 

５ 実施場所 

  Bistrotくんのこ（久慈市小久慈町 19-156-134 ℡0194-59-3881） 

 

６ 内容及びタイムスケジュール 

  別添のとおり 

 

７ 参加予定者 

  管内高卒新規就業者 40名程度、管内高等学校担当教諭７名程度 

 

８ 参加費 

 無料 

 

９ その他 

・久慈管内高校から担当教諭等が出席する予定であること。 

・参加申し込みについては、原則として所属事業所経由とすること。 

 ・フレッシャーズ・カフェの開催に先立ち、進路指導担当教諭・企業担当者を対象としたセミ

ナーを実施する。 

 

 

 

 



 

 

内容及びタイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 2016フレッシャーズ・カフェ in久慈琥珀 

 

・17:55        送迎バス利用者 久慈市役所集合 

・18:00        送迎バス 久慈市役所発 

・18:15     送迎バス Bistrotくんのこ着 

・18:15     受付開始 

・18:30     開会 

・18:35～18:55 講演 

       テーマ：「～久慈地域の未来を創る君たちへ～」（仮） 

        講師：金野 馨氏（ジョブカフェ一関 センター長） 

・18:55～19:20 先輩体験談発表 

        テーマ：「社会人になって感じたこと、悩み、困難の克服方法」 

       発表者：黒坂 葉月さん（中央介護センター㈱） 

       コーディネータ：金野 馨氏（ジョブカフェ一関 センター長） 

              ◇地元で活躍する先輩の体験談を聞き、仕事を続けることの大切さ、困難の

克服方法等を学ぶ 

・19:20～20:25 ミニ同窓会 

        ◇それぞれの仕事、職場環境における現状等を語ることで、悩みなどを共有                    

し、社会人としてのあり方、仕事に対する取組などを考える。 

・20:25～20:30 アンケート記入 

・20:30     閉会 

・20:40     送迎バス Bistrotくんのこ発 

・20:55     送迎バス 久慈市役所着 解散 

■ 高校進路指導担当者、企業担当者向けセミナー 

 

・17:00     開会・講演  

テーマ「高校新卒就職者支援のポイント」（仮） 

講師：金野 馨氏（ジョブカフェ一関 センター長） 

・17:50     質疑 

・18:00     閉会 
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報道機関への情報提供（2016/6/15） 県北広域振興局 

一般県道野田長内線「災害復旧工事」に伴う、全面通行止めの早期解除について 

【要旨】 

 冬期風浪の影響により、道路の一部が崩落し「全面通行止め」となっていた、一

般県道野田長内線（小袖～大尻間）について、規制を早期解除します。 

当初、「全面通行止め」期間を７月 20日（水）までとし、復旧工事を進めており

ましたが、予定していた工事期間より進捗が図られたことから、６月 30 日（木）

17時に「全面通行止めを解除」することとしました。 

（土木部） 

 

【概要】 

１ 路 線 名：一般県道野田長内線 

２ 規 制 区 間：小袖～大尻間（約４Ｋｍ） 

３ 規制解除日：平成 28年６月 30日（木）17時に全面通行止めを解除 

４ 復 旧 概 要：復旧延長 L=23.4m、幅員 6.2～7.7m、現場打 L型擁壁 15.1m（H=4.7～5.0m） 

舗装工 121m2、石張工 40m2、防護柵工 22.0m 

５ 位置図及び状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担当：土木部道路整備課長 中田 

電話：0194-53-4990 内線 261 

全面通行止めの期間：（変更） 

平成 27年 11月 4日(水) から 

平成 28年 7月 20日(水) まで 

平成 28年 6月 30日(木)17時まで 

被災状況写真 

6 月 10日現在 

復旧状況写真 
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報道機関への情報提供（2016/6/23） 県北広域振興局 

安定した長期雇用の確保、新規学卒者の採用枠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。 

（経営企画部）  

 

１ 要請の日程 

平成 28年７月１日（金） 

   13：35～13：55  久慈商工会議所  ※取材対応は久慈商工会議所でお願いします。 

   13：40～15：00  久慈市内の事業所（取材対応不可） 

 

２ 要請者 

  久慈市（市長：遠藤 譲一） 

  県北広域振興局（局長：八重樫 一洋） 

  久慈公共職業安定所（所長：立花 真寿） 

  岩手県高等学校長協会久慈支会（県立久慈東高等学校長：船越 芳則） 

 

３ 要請内容 

(1) 雇用の維持・安定的な雇用の確保 

(2) 新規学卒者の採用枠確保 

(3) 働き方改革に向けた取組の推進 

(4) 障がい者の雇用の場の確保      ※ 詳細については、別添実施要領を参照。 

 

 

 

 

 

  

担当：経営企画部産業振興課 古川 

電話：0194-53-4981 内線 205 



平成28年度 雇用の維持・確保と新規学卒者の採用枠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、東日本大震災津波からの復興需要や各種施策の効果等により高水準

を維持していたものの、平成26年２月から有効求人倍率が１倍を下回る状況が続いており、地

域住民の所得を確保し、地域経済の更なる発展に繋げていくためにも、安定した長期雇用の確

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。さらに、障がい者が就労を通じ、誇りを持って自立した生

活を送れるよう、雇用の場の確保が必要である。 

 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 

震災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) 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、働き方改革に向

けた積極的な取組に努められたいこと。 

(4) 障がい者の雇用の場の確保 

   就労を希望する障がい者が、その能力や適性に応じて就労しながら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、障がい者雇用の確保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 

 ㈱十文字チキンカンパニー、久慈琥珀㈱ 

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。 

(１) 県北広域振興局 

(２) 管内各市町村 

(３) 久慈公共職業安定所 

(４) 岩手県高等学校長協会久慈支会 

５ 要請日程 

・ 久慈商工会議所・久慈市内の事業所  平成28年7月1日（金） 13:35～15:20 

・ 野田村商工会            平成28年6月下旬～7月上旬で調整予定 

・ 普代商工会                     〃 

・ 洋野町商工会                    〃 



【取材対応場所】 

◎ 久慈商工会議所 

   日 時：平成 28年 7月 1日（金）  13：35～13：55 

   訪問者：県北広域振興局     八重樫局長 

       久慈市         遠藤市長 

       久慈公共職業安定所   立花所長 

       県立久慈東高等学校   船越校長 

 

 

 

【参考：昨年度実績】 

年度 日時 要請先 

27 

6/25(木) 13:00～13:20 久慈商工会議所 

 13:40～14:00 岩手モリヤ㈱ 

 14:40～15:00 ㈱十文字チキンカンパニー 

7/1(水) 

 

10:00～10:30 野田村商工会 

11:00～11:30 普代商工会 

 15:00～15:30 洋野町商工会 
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報道機関への情報提供（2016/6/27） 県北広域振興局 

管内市町村長による園芸農家激励巡回の実施について 

（農政部）  

 

 久慈地方は冷涼な気候を生かした園芸品目の産地化に取り組んできましたが、近年は夏期

が高温で推移しがちであることから、主力品目のほうれんそうや菌床しいたけの生産量の減

少や品質低下が懸念されています。 

 そこで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、園芸農家の

意欲を喚起するため、管内各市町村長による激励巡回を実施します。 

 併せて、関係機関が管内全ての園芸農家を巡回して生産拡大を呼びかけ、産地の活性化に

取り組むこととしておりますので、お知らせします。 

  

記 

  

１ 主催 

  久慈地方農業農村活性化推進協議会（会長：久慈市長） 

２ 出発式及び久慈市長による激励巡回の概要 

 (1) 日時  平成 28年６月 30日(木) 9:15～ 

 (2) 場所  久慈市役所前 

 (3) 激励巡回（出発式終了後、9:30～) 

  ア 出席者 

    久慈市長、新岩手農業協同組合代表理事専務、県北広域振興局農政部長、 

    久慈農業改良普及センター所長、産地リーディングサポーターほか 

  イ 訪問先 

    ほうれんそう、菌床しいたけ等生産者３戸（予定） 

３ 実施内容  

  激励文の伝達、夏期栽培管理の要点説明 

４ その他 

  他の町村においては、次のとおり町村長から激励いただく予定です。 

   洋野町  ７月７日（木） 

   野田村  ７月 19日（火） 

   普代村  ７月８日（金）  注：指導会会場にて激励 

 

 

 
担当：農政部農業振興課  高橋 

電話：0194-53-4983（内線 223） 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ    県北広域振興局 

報道機関への情報提供（2016/6/28） 県北広域振興局 

平成 28年度 6次産業化アプローチ研修会の開催について 

                （農政部）  

 

 6 次産業化は、地域資源の新たな活用法の創出や農林水産物の付加価値化により、農業者の

所得向上および地域活性化につながる有用な手法です。 

そのため、6 次産業化に取り組もうとする農業者を拡大するため、意識醸成を図る研修会を

開催しますので、お知らせいたします。 

 

１ 日時及び場所 

平成 28年７月８日（金）13:30～15:30 

     ニ戸地区合同庁舎１階 大会議室  （岩手県ニ戸市石切所字荷渡 6-3） 

 

２ 内  容 

（１）講 演（13:40 ～ 15:00） 

講 師：岩手志援 株式会社  代表取締役 鈴木 勝美  氏 

                （食のプロフェッショナルアドバイザー） 

   内 容：「自分のレベルに合った６次産業化とは」 

 （２）参加者との意見交換（15:00 ～ 15:30） 

（３）個別相談会（事前予約制）（15:30 ～ ）・・・６次産業化にかかる相談 

 

３ 主 催 

   県北広域振興局農政部 

 

４ 参集範囲 

   県北広域振興局管内の農業者、市町村、新岩手農業協同組合 

 

５ その他 

今後、研修会を２回（11月頃、2月頃）及び現地見学会、体験会を実施予定です。 

   この研修会は、平成 28年度地域経営推進費を活用しています。 

 

講師紹介：岩手志援株式会社（2011 年 4 月設立）代表取締役として、

岩手県内の産直や福祉ブランドの商品開発、販売方法のコン

サルタント、オンラインショップでの商品発信の他、岩手県

食のプロフェッショナルチームアドバイザーとして、県内の

6次産業化の推進に取り組んでいます。 

 

 担当：農政部農政調整課  千葉 

電話：0194-53-4983  内線 219 



平成 28 年度 

6 次産業化アプローチ研修会 

 

  

 

日 時 ：平成 28 年 7 月 8 日（金）13：30- 

場 所 ：二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室 

講 師 ：岩手志援株式会社 代表取締役 鈴木勝美 氏 

 

 

研修会終了後、個別相談に応じます。（要事前予約） 

岩手志援株式会社（2011年 4月設立）代表取締役として、岩手県内の産直や福祉ブランドの商品開発、

販売方法のコンサルタント、オンラインショップでの商品発信に取り組む。岩手県食のプロフェッショ

ナルチームアドバイザーとして、県内の 6次化推進に活躍中！ 

主催：県北広域振興局農政部  
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報道機関への情報提供（2016/６/28） 県北広域振興局 

高校生による体験型林業・木材講座の開催について 

（林務部）  

 

県北広域振興局では、本年度から、管内の高校生（森林生態科目専攻）を対象として、産

業としての林業や木材産業に対する興味や理解度を向上させることを目的として、実際の現

場での作業体験を中心とする講座を開催しております。 

６月 30日が現場体験最終日となりますので、取材くださいますようお願いします。 

記 

１ 開催概要 

(１) 主催 

    県北広域振興局林務部 
 (２) 対象 
    岩手県立久慈東高等学校 環境緑化系列 森林生態科目群専攻 ２年生（17名） 
 (３) 内容 ※６月 30日(木)が現場体験の最終日となります。 

期日 時間 場所 内容 

６/21(火) 

実施済 

10:00～

10:50 
岩手県立久慈東高等学校 

講義（林業・木材産業の概要、作業

体験の概要を説明） 

６/27(月) 

実施済 

 8:45～

12:25 

伐採現場(洋野町種市第３地割) 高性能林業機械等の作業体験 

製材工場(久慈市夏井町大崎) 製材工程の作業体験 

６/30(木) 

※ 

 8:45～

12:25♯ 

伐採現場(洋野町種市第３地割

地内 県道 164号側) 

（㈲丸大県北農林伐採現場） 

高性能林業機械（グラップル、グ

ラップルソー、フォワーダ、ハ

ーベスタ等）操作体験 

製材工場(久慈市夏井町大崎 15-

１-１㈲マルヒ製材) 

製材工程の作業体験（丸太検知、皮

むき、加工機操作、フォークリ

フト運搬等） 

７/ １(金) 
10:00～

10:50 
岩手県立久慈東高等学校 

講義（体験後の振返等意見交換） 

  ※２班に分かれて実施します。 
   ♯伐採現場 体験時間９:15～11:50 
   ♯製材工場 体験時間８:45～12:25     

担当 林務部林業振興課 村山、大橋 

電話 0194-53-4984 内線 226 



「体験型林業・木材講座」行程（体験場所への移動概要（時間等）） 

■出発：H28.6.27（月）8:30～、H28.6.30（木）8:30～ 

■行程：久慈東高校（久慈市門前）→マルヒ製材（久慈市夏井町大崎 15-1-1） 

→伐採現場（洋野町種市第３地割内） 

（距離：25.7km、所要時間：41分） 

 

 



 

 

 

① 久慈東高校→(有)マルヒ製材（距離：3.8km、所要時間：10分） 

 

 

② (有)マルヒ製材→伐採現場（洋野町種市地内）（距離：21.9km、所要時間：31分） 

 

 


