
管内報道機関との定例懇談会（９月） 
 

日時：令和元年９月４日（水）10時 

場所：久慈地区合同庁舎６階大会議室 

 

次     第 

 

１ 開会 

 

２ 資料（懇談項目）説明 

 

３ 懇談 

 

４ 閉会 

 

（進行 経営企画部企画推進課） 

 

 

※ 次回の開催予定 

日時：令和元年 10月３日（木)10時 

場所：久慈地区合同庁舎６階大会議室 
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参加予定報道機関 
・IBC岩手放送八戸支社 
・岩手日報久慈支局 
・デーリー東北久慈支局 
・陸中魁新聞 



管内報道機関との定例懇談会（９月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 

「56th FISMA TOKYO（東

京ファッション産業機器

展）」への出展について 

経 営 企 画 部 

産 業 振 興 室 

県北地域に集積している縫製事業者の高い技

術力をＰＲし、北いわてのアパレル産業の「産

地としてのブランド化」を図るため、９月 18日

（水）と 19日（木）に東京ビッグサイトで開催

される「56th FISMA TOKYO（東京ファッション

産業機器展）」に、（一社）北いわてアパレル産

業振興会と連携してブースを出展します。 

２ 

「北いわて未来づくりネ

ットワーク」設立及び記

念講演会の開催について 

経 営 企 画 部 

二戸地域振興

セ ン タ ー 

「北いわて未来づくりネットワーク」の設立

の背景や目的、今後の取組の方向性などを産学

官関係者で共有し、北いわての未来づくりにつ

なげるため、ネットワーク設立記念講演会を 10

月９日（水）に開催します。 

３ 
動物愛護週間行事の開催

について 

保 健 福 祉 

環 境 部 

久慈地域では、岩手県獣医師会久慈支会、わ

ん’Ｓ倶楽部（動物愛護団体）、管内４市町村及

び県北広域振興局保健福祉環境部の連携協力の

下、10月６日（日）から動物愛護週間行事を開

催します。 

４ 
農作物の生育状況について  

（令和元年８月 25日現在） 

農 業 改 良 

普及センター 

久慈地域の主要農作物である水稲、ほうれん

草等について、令和元年８月 25日現在の生育状

況をお知らせします。 

５ 

平成 28 年８月台風第 10

号災害復旧工事の進捗状

況について  

土 木 部 

記録的な大雨となり、当管内に甚大な被害を

もたらした台風第 10 号災害からの復旧に向け

た工事を進めているところですが、平成 28年８

月 30 日の発災から３年目を迎えた８月末時点

における進捗状況についてお知らせします。 

６ 
河道掘削等の実施予定に

ついて 
土 木 部 

県北広域振興局土木部が管理している二級河

川において、流れを阻害するなど河川管理上支

障となっている河道内の堆積土砂の掘削と支障

木等の伐採除去について、令和元年度工事実施

予定箇所についてお知らせします。 

７ 

県立二戸高等技術専門校

令和２年度入校生推薦選

考募集のお知らせ 

二戸高等技術

専 門 校 

未来の匠を育てる県立二戸高等技術専門校で

は、自動車システム科（定員 20名）及び建築科

（定員 15名）の令和２年度入校生の推薦選考を

行います。 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（令和元年度９月から 10月上旬） 



報道機関懇談会資料（2019/9/4） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
「56th FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展）」への出展につ

いて                     （経営企画部） 

 県北広域振興局では、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 し、北いわてのアパレル産業の「産地としてのブランド化」を図

るため、「56th FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展）※」に、（一社）北いわ

てアパレル産業振興会と連携してブースを出展します。 

 なお、本展示会への地域単位での縫製業の出展は初めてであり、（一社）北いわて

アパレル産業振興会代表理事（岩手モリヤ㈱森奥信孝代表取締役社長）の講演と併せ

て、アパレル業界への効果的な情報発信を図り、「産地としてのブランド化」につな

げていきます。 

 

１ 日時 令和元年９月 18日（水）～19日（木） 10:00～17:00 

２ 会場 東京ビッグサイト西３ホール 

３ 主催 東京都ミシン商工業協同組合 

４ 管内事業者の展示内容等 

 (1) ブース出展 

ア 出展ゾーン 縫製工場活性化ゾーン（縫製工場・自治体の PR・商談） 

イ 出展企業等 (一社)北いわてアパレル産業振興会 

ウ ブース番号 D-10 

 (2) 主催者セミナー 

ア 日時  ９月 19日（木）10:30～12:00 

イ 講師  （一社）北いわてアパレル産業振興会 代表理事 

       岩手モリヤ㈱ 代表取締役社長 森奥 信孝 氏 

ウ テーマ アパレルの聖地“北いわて”の挑戦～産学官連携による取組み～ 

５ 留意事項 

 ・ 公式サイト（http://www.fisma.tokyo/）で事前来場登録を行うことにより、

無料で入場できます。 

・ 各種特別企画セミナーについては、事前の聴講登録が必要です。 

 

 

※ 56th FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展）とは 

 アパレルにかかわる素材、生産機器・システム、物流など川上から川下までを幅

広く出展対象とした、商談を求めて全国から縫製工場やアパレルメーカー、商社等、

アパレル関係者が一堂に介する国内最大級の展示会（前年度来場者数 10,212名）で、

今回は 86者が出展予定。 

 

 

 

 
担当：経営企画部産業振興室 昆野室長、宮崎主事 
電話：0194-53-4981（内線 205、206） 









 本局（久慈） 経営企画部企画推進課 細越課長、長井 
電話  0194-53-4981 

 二戸地域振興センター 高田所長、白岩 
電話  0195-23-9201（内線 201・202） 

報道機関懇談会資料（2019/9/4） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
「北いわて未来づくりネットワーク」設立及び 

記念講演会の開催について（経営企画部・二戸地域振興センター） 

県北広域振興局では、食産業やアパレルなど女性の就労比率が高い地域の特性を踏まえ、「いわ

て女性活躍企業等」認定及び「いわて子育てにやさしい企業等」認証等の取組を通じて、女性活躍・

子育て支援をはじめ、企業の人材確保、地元定着等を促進しています。 

今般、県北地域の女性の雇用・活躍の特色を生かし、企業の人材確保に取り組むとともに、アパ

レルやものづくり等の地場産業の高い技術や、日本酒、鶏肉、海産物等の優れた品質等の強みを生

かし、未来技術（AI・IoT等）や経営革新等による更なる産業振興を図るため、産学官連携・異業

種連携のプラットフォーム（推進基盤）として「北いわて未来づくりネットワーク」(代表：宮城

建設㈱ 竹田和正代表取締役社長)を設立する運びとなりました。 

このネットワークの設立の背景や目的、今後の取組の方向性などを産学官関係者で共有し、北い

わての未来づくりにつなげるため、ネットワーク設立記念講演会を以下のとおり開催しますので、

取材いただくようお願いいたします。 

また、本日から、別紙のとおり会員募集（業種不問、会費無料）を行いますので、ネットワーク

の周知について、併せて御協力をお願いいたします。 

   

「北いわて未来づくりネットワーク」設立記念講演会（入場無料） 

 １ 日時 令和元年 10 月 9日（水）15：00～17：50 ※ 終了時刻は予定 

２ 場所 久慈グランドホテル（久慈市川崎町 10-15 Tel:0194-52-2222） 

３ 対象 企業、行政、商工団体及び支援機関の関係者等 

４ 内容（予定） 

 15：00 ～ 15：05  開会挨拶 

 15：05 ～ 15：15  趣旨説明 

 15：15 ～ 15：20  ネットワーク設立共同宣言（産学官の発起人等による） 

 15：20 ～ 16：30  記念講演① 

     岩手県立大学総合政策学部 准教授 近藤 信一 氏（AI・IoT、経営学専門） 

「中小企業の IoT・AI活用事例とその狙いについて」 

 16：40 ～ 17：50  記念講演② 

     ㈱アクティビスタ 代表取締役 河合 克仁 氏（地域産業、人材採用専門） 

      ／筑波大学 非常勤講師／内閣府地域活性化伝道師 

    「～女性・若手活躍支援を通した～人材採用難の今だからこそ取り組む人材採用と定着手法」 

   17：50  閉会 

５ その他  終了後、交流会（参加者による情報交換会）を開催 

 

 

 

 

 

 

 

今後、当ネットワークでは、女性活躍や豊かな生活環境等の強みを生かすとともに、県北
の豊富な地域資源や技術を生かし、競争力のある地場企業を増やしていくことで、 
”働くなら県北、育てるなら県北、暮らすなら県北”をスローガンとして、産学官が 
一丸となって、北いわての未来づくりを進めていきます。 



◆ 概要説明 
 「北いわて未来づくりネットワークについて」 
  説明 岩手県県北広域振興局 

 

◆ 基調講演１ 

  「中小企業のIoT・AI活用事例とその狙いについて」 
   講師 岩手県立大学総合政策学部 准教授 
       近藤 信一 氏 

 
◆ 基調講演２ 
  「～女性・若手活躍支援を通した～人材採用難の 

  今だからこそ取り組む人材採用と定着手法 」 
    講師  ㈱アクティビスタ 代表取締役 
        内閣府地域活性化伝道師 河合 克仁 氏 

◆ 日時 令和元年10月9日（水） 

     15:00 ～ 17:50 
        [交流会 ／18:00 ～ 19:45] 

◆ 場所 久慈グランドホテル 
       （久慈市川崎町10-15） 

入場 
無料 

・どなたでも入場できます。 
・交流会は有料（4,000円）です。 
・定員100名（先着順）ですので、
事前にお申込みください。 

・申込締切  9/30（月） 



【 タイムスケジュール 】 ※ 予定 

15：00          開会 

15：00 ～ 15：05    挨拶 

15：05 ～ 15：15    NW趣旨説明 

15：15 ～ 15：20    NW設立共同宣言 

15：20 ～ 16：30    基調講演① 

16：30 ～ 16：40  （休憩） 

16：40 ～ 17：50    基調講演② 

17：50                    閉会 

18：00 ～ 19：45     交流会 

北いわて未来づくりネットワーク（概要） 
 

 県北の女性の雇用・活躍の特色を生かし、企業

の人材確保等に取り組むとともに、アパレルやものづ

くり等の地場産業の高い技術や、日本酒、鶏肉、

海産物等の優れた品質等の強みを生かし、未来

技術（IoT・AI等）や経営革新等による産業振

興を図るため、産学官連携・異業種連携のプラット

フォーム（推進基盤）として設立。 
 

 今後、女性活躍や豊かな生活環境等の強みを

生かすとともに、県北の豊富な地域資源や技術を

生かし、競争力のある地場企業を増やしていくこと

で、”働くなら県北、育てるなら県北、暮らすなら県

北”をスローガンとして、産学官が一丸となって、北い

わての未来づくりを進めていきます。 

企業・団体名

所属・役職名

氏名 メールアドレス

電話番号 ＦＡＸ番号

記念講演会 交流会

（18：00～）

※会費 4,000円

※参加する欄に

○を記入ください。

以下のとおり、参加を申し込みます。※下記にご記入のうえ、ＦＡＸでお申込みください。

申込

担当者

会員申込を希望の方は☑を入れてください。

※会費は無料です。
□ ネットワーク会員希望

参加者

（15：00～）

所属・役職名 氏名

北いわて未来づくりネットワーク設立記念講演会参加申込書 

 【 申込締切 ／ 9月30日（月）】 

北いわて未来づくりネットワーク事務局（岩手県 県北広域振興局） 
 白岩行き （電話：0195-23-9201 ＦＡＸ 0195-25-4062） 



 

 
 

 

当ネットワークは、女性活躍、子育て支援等により、人材確保に取り組むとともに、

地場産業の高い技術や優れた品質等の強みを生かし、未来技術（AI・IoT 等）や経営革

新等による産業振興を図るため、令和元年 10 月、産学官連携・異業種連携による新た

なプラットフォーム（推進基盤）として、結成するものです。 

今後、県北の女性活躍や子育て支援、高い技術、豊かな生活環境等の強みを生かし、 

“働くなら県北、育てるなら県北、暮らすなら県北”をスローガンとして、地域と産業

の底上げを図り、産学官が一丸となって、北いわての未来づくりを進めていきます。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 異業種交流のほか、支援メニューや研修会などメルマガによる最新情報を提供します! 
  

■ 会員の要件 

  ネットワークの目的に賛同し、岩手県県北地域に所在する企業、団体、大学等の研究 

機関、行政機関等を基本とします。（会費無料） 
 

■ 入会方法 

 「北いわて未来づくりネットワーク入会申込書」に必要事項を記入のうえ、事務局あて 

に郵送またはＦＡＸでお申し込みください。 
 

■ 問合せ先（申込先） 

  北いわて未来づくりネットワーク事務局（担当：長井・白岩） 

○ 岩手県 県北広域振興局 経営企画部 電話：0194-53-4981 

○ 岩手県 県北広域振興局 二戸地域振興センター 電話：0195-23-9201 
 

当ネットワークは、国連サミットで採択された「持続可能な開発目標：ＳＤＧｓ」の推進に寄与します。 

  

女性活躍・ 
子育て支援↗ 
女性活躍や子育て 

支援など福利厚生の

拡充・取組を支援! 

     

人材確保・ 
人材育成↗ 
採用ノウハウ提供や 

人材確保、学校での

企業ＰＲ等を支援! 

未来技術・ 
経営革新↗ 
未来技術（AI・IoT 等）

の活用、経営革新等

生産性向上を支援! 

加 入 特 典 



北いわて未来づくりネットワーク入会申込書 

北いわて未来づくりネットワークの趣旨に賛同し、以下のとおり入会を申し込みます。 

令和   年   月   日 

 

〔記入方法〕法人･団体の方は全ての項目を、個人の方は★印の項目をご記入ください。 

〔会員名簿への掲載についての確認〕法人・団体会員の①名称、②所在地域、⑤業種区分は、会員名簿とし

てネットワークの交流機会や県ＨＰにて紹介しております。名簿への掲載の可否についてお答えください。 
 

掲載可  ・  掲載不可 
 

★ 

ふりがな  

①名称  

（企業名・氏名） 
 

★ ②所在地  

〒    - 

 

 

 ③代表者 役職名： 氏名： 

 ④創業年月日 西暦      年  月  日 

★ 

主

た

る

業

種 

⑤業種区分  
(最も該当する項目に

〇印をお願します) 

農業， 製造業（食料･飲料）， 情報通信業， 卸売業･小売業， 宿泊業･飲食業， 

医療･福祉， 教育･学術研究･専門サービス， 金融機関， 商工団体， 農業団体， 

行政， その他（                             ） 

⑥業 種 名   

 ⑦事業・主要製品等  

★ ⑧ご担当者 役職名： 

★ ⑨連絡先 TEL： 氏名： 

★ ⑩Ｅメールアドレス 

※メールマガジンの配信等に使用します 

 

 
FAX： 

   

内容をお確かめのうえ、FAX 送信してください FAX：0195-25-4062 

【送り先】北いわて未来づくりネットワーク事務局 （担当：長井・白岩） 

○ 岩手県 県北広域振興局 経営企画部 〒028-8042 岩手県久慈市八日町 1-1 
電話：0194-53-4981  FAX：0194-53-1720 

○ 二戸地域振興センター 地域振興課 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡 6-3 
電話：0195-23-9201  FAX：0195-25-4062 



報道機関懇談会資料（2019/9/4） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
動物愛護週間行事の開催について 

（保健福祉環境部）  

 ９月 20日（金）から 26日（木）までの動物愛護週間（動物愛護管理法）には、動

物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるための行事が全国各地で開催

されます。 

 久慈地域では、岩手県獣医師会久慈支会、わん’Ｓ倶楽部（動物愛護団体）、管内

４市町村及び県北広域振興局保健福祉環境部の連携協力の下、次のとおり動物愛護週

間行事を開催します。 

 

１ 名 称  

動物愛護フェスティバル in久慈 

２ 開催日  

令和元年 10月６日（日） 

３ 会 場  

久慈地区合同庁舎（久慈市八日町１‐１） 

４ 主 催 

  動物愛護フェスティバル in久慈実行委員会 

  （岩手県獣医師会久慈支会、わん’S倶楽部、久慈市、普代村、野田村、洋野町、 

   県北広域振興局保健福祉環境部） 

５ 内 容 

 (１) 第６回児童動物画コンクール表彰式（10:00～10:30）【６階大会議室】 

  ・ 次の期間、久慈地区合同庁舎内に入賞作品を展示します。 

 ９月４日（午後）～10月４日：１階ホール 

10月６日：６階大会議室 

 (２) 講演（10:35～12:05）【６階大会議室】 

  ・ 演題：「犬の飼い方・しつけ方 

～基本的な習性、飼育マナー、しつけ方の基本～」 

  ・ 講師：上野 佑輔 氏（DOG GARDEN盛岡 代表） 

 (３) 動物譲渡会（10:30～13:30）【１階ホール】 

  ・ 「動物いのちの会いわて」による動物譲渡会（主に猫を予定） 

 (４) わん’S倶楽部による犬とのふれあいコーナー（12:10～13:30）【庁舎玄関前】 

６ 参加申込等  

申込み不要、入場無料です。 

７ 後援（予定） 

  久慈市教育委員会、あーとびる麦生、岩手県農業共済組合北部地域センター 

（順不同） 
 

 

 
担当：保健福祉環境部環境衛生課 川村 裕二 

電話：0194-53-4987 内線 325 
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懇談項目４     
農作物の生育状況について  

（令和元年８月 25日現在）          （久慈農業改良普及センター） 

水稲の出穂期は平年並みでした。また、ほうれんそうの生育は高温の影響により停滞や株の枯

死が見られ、８月上旬の出荷量は前年を下回りました。 

８月の気温は上旬が平年を上回り、その後は平年並みでした。降水量は平年を下回りました。

向こう１か月の天候の見通しは、気温が高い見込みです。 

  

 

 

作 物 名 生 育 概 況 備 考 

水 稲 

  いわてっこ 

久慈管内の出穂期は８月８日となり、平年並みであった。 

斑点米カメムシ類、いもち病など、目立った病害虫の発生は特に

ない。 

久慈管内の出穂期 

（平年差） 

始期：8/4（±０） 

盛期：8/8（±０） 

  終期：8/12（±０） 

   

野 菜 

 ほうれんそう 

 ７月下旬～８月中旬の高温の影響により、全域で生育停滞や株の

枯死が見られた。 

病害虫については、一部で萎凋病の発生が見られるほか、シロオ

ビノメイガやヨトウムシの被害が散見される。 

８月上中旬のＪＡにおける出荷量は、日量（平均）約 450 ケース

で前年同時期を 35％程度下回っている。 

 

花 き 

 りんどう 

早生品種の収穫は販売量、価格ともほぼ計画通りで終了した。晩

生品種の草丈は前年より高く、着蕾の状況は昨年とほぼ同様となっ

ている。カンザワハダニの発生が目立っている。 

※着蕾（ちゃくらい）：

蕾は「つぼみ」のこと

であり、つぼみがつい

ていることを示す。 

果 樹 

 りんご 

 果実の肥大（果実横径）は、８月 21日現在、「ふじ」で平年比 96％、

「ジョナゴールド」で同 95％、「つがる」で同 106％となっており、

平年並み～やや進んでいる。 

 やまぶどう 

着粒数は、開花期間の好天により平年より多くなっている（山下

系、洋野町大野）。 

 

飼料作物 

 牧草 

２番草の収穫作業は８月上旬に全て終了した。作業は順調に推移

したが、一部で反転作業中の降雨による雨あたり品が発生した。収

穫量は草種を問わず平年並み～やや少ない模様。 

また、２番草刈取後の生育は、８月中旬以降の周期的な降雨によ

り、順調に再生している。 

 デントコーン 

５月下旬播種で出穂及び絹糸抽出が７月末～８月上旬に見られ、

平年並みの生育となっている。 

 

担当：久慈農業改良普及センター 中西 商量 

電話：0194-53-4989  内線 255 



 

令和元年気象経過図（アメダス久慈観測地点）〔８月２５日現在〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの気象（８月第１半旬から８月第５半旬まで）】 

８月の気温は、平年より高く、特に第１半旬は最高気温、最低気温及び日平均気温とも平年を大き

く上回りました。 

降水量は、第４半旬に平年を上回った以外は、平年を下回って経過しました。 

日照時間は、第１半旬と第２半旬が平年を上回り、第３半旬と第５半旬が平年を下回りました。 

８月のやませ吹走日数は、久慈市４日間（平年 3.7日間）、種市６日間（平年 4.3日間）でした。 
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懇談項目５ 平成 28年８月台風第 10号災害復旧工事の進捗状況について （土木部） 

 土木部では、記録的な大雨となり、当管内に甚大な被害をもたらした台風第 10 号災害からの復

旧に向けた工事を進めているところですが、平成 28年８月 30日の発災から３年目を迎えた８月末

時点における進捗状況についてお知らせします。 

■全体 

・災害箇所数：139箇所（道路 68箇所、河川 67箇所、港湾施設２箇所、滝ダム２箇所） 

 ・発注ロット数：53ロット（道路 21 ﾛｯﾄ、河川 29 ﾛｯﾄ、港湾施設１ﾛｯﾄ、滝ダム２ﾛｯﾄ） 

■主な工事概要 

・道路災害復旧：国道 281号戸呂町～山形地区（久慈市）、大野山形線（洋野町）、野田山形線（野

田村）などにおいて、主に道路の路肩決壊に伴うコンクリートブロック積等の擁壁工事を進め

ました。 

※工事を進めるに当たっては、道路利用者や道路の優先度を勘案しつつ、地元自治体と調整を

図るとともに、利用者に対して、看板、市役所広報やホームページ等によりお知らせしてい

ます。（例：国道 281号にて「８月末現在進捗率 94％」の看板を設置） 

・河川災害復旧：久慈川、夏井川（ともに久慈市）、明内川（野田村）、普代川（普代村）などに

おいて、主に河岸決壊に伴う護岸工事を進めました。 

■進捗状況（８月末時点）                    

全 139箇所中 125箇所完成（90％完成） 

■今後の取組 

・残り「県道安家玉川線８箇所」「国道 281号１箇所」「県道久慈岩泉線１箇所」「川又川３箇所」

「滝ダム１箇所」については今年度の復旧を目指します。なお、県道久慈岩泉線は９月末、国

道 281号の道路規制は 10月末の解除を目指しています。 

○工事の進捗状況は、ホームページ（毎月更新）でお知らせしています。 

検索）県北広域振興局土木部⇒平成 28年８月発災台風第 10号災害復旧工事の進捗状況について 

県道野田山形線木売内の 3地区（久慈市） 

 

 

 

 

 

 

 

【着工前】                  【完成】 

国道 281号大川目地区（久慈市） 

 

 

 

 

 

 

 

【着工前】                  【完成】 

 

 

 

担当：河川港湾課長  田村 達博 

   道路整備課長  古舘  衛 

電話：0194-53-4990  
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懇談項目６ 
河道掘削等の実施予定について 

（土木部）  

 県北広域振興局土木部が管理している二級河川において、流れを阻害するなど河川管理上

支障となっている河道内の堆積土砂の掘削と支障木等の伐採除去について、緊急度を勘案し

ながら順次計画的に実施してきているところです。 

 令和元年度においては、昨年度予算措置された「国土強靭化のための３か年緊急対策」の

国費を活用して、久慈市内４河川（久慈川・長内川・大沢田川・夏井川）の以下の区間につ

いて集中的に実施することとしています。 

 併せて、県単維持修繕費により有家川・宇部川の支障木除去と安家川の流木撤去を実施す

る予定です。 

 現在、工事・委託業務の発注手続を順次進めているところですが、河道内に民有地がある

場合には事前に土地所有者の了解を得たうえで、秋以降から冬季にかけて水の少ない時期に

実施し、年度内の完了を目指しています。 

 なお、今後も引き続き、他の県管理河川も含めて計画的に実施していきます。 

 

【令和元年度実施予定箇所】※現時点の予定であり、現地精査により変わる可能性あり 

河川名 実施内容 実施箇所 延長(ｍ) 土量・面積 

久慈川 河道掘削 中の橋～ＪＲ橋 

久慈橋下流～長内川合流点 

270 

600 

16,100m3 

22,300m3 

支障木除去 上記と同 上記と同 未定 

長内川 河道掘削 新開橋～久慈川合流点 

通学橋上流 

1,650 

350 

32,100m3 

3,600m3 

支障木除去 上記と同 上記と同 未定 

大沢田川 支障木除去 長内川合流点～上流 100 800m2 

夏井川 河道掘削 田沢橋上流、野中橋上下流 350 5,300m3 

支障木除去 小田橋～生平橋 500 21,000m2 

有家川 支障木除去 萩の渡地区 150 未定 

宇部川 支障木除去 野田地区 野田橋上流 800 24,000m2 

安家川 流木撤去 安家地区（道路災害復旧工事区間） 未定 未定 

【久慈川：中の橋下流】        【長内川：長内橋下流】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：土木部河川港湾課 田村 達博 

電話：0194-53-4990 内線 281 



川尻川

有家川

高家川

高家川

久慈川

有家川

久慈川

久慈川

長内川 宇部川

玉の脇川

谷地中川

鳥谷川

小屋畑川

田沢川

大沢田川

田子内川

沢川

遠別川

遠別川 川又川

戸呂町川

戸呂町川

日野沢川

日野沢川

二又川

長内川

長内川

夏井川

安家川

泉沢川

明内川
秋田川

米田川

宇部川

茂市川

茂市川 普代川

：危機管理型水位計

：常時観測型水位計

水位計 位置図

：河川監視カメラ

有家川（萩の渡地区）

安家川（安家地区）

宇部川（野田地区）

令和元年度 河道掘削・支障木除去

実施予定箇所図

：河道掘削

：支障木除去・流木除去

久慈川

河道掘削（中の橋～ＪＲ橋、久慈橋下流～長内川合流点）

支障木除去（上記と同）

長内川

河道掘削（新開橋～久慈川合流点）、通学橋上流

支障木除去（上記と同）
大沢田川

支障木除去（長内川合流点上流）

夏井川

河道掘削（田沢橋上流、野中橋上下流）

支障木除去（小田橋～生平橋）
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懇談項目７ 

未来の匠を目指す入校生を募集 

（県立二戸高等技術専門校令和２年度入校生推薦選考募集） 

（二戸高等技術専門校）  

 未来の匠を育てる県立二戸高等技術専門校では、自動車システム科（定員 20 名）

及び建築科（定員 15名）の令和２年度入校生の推薦選考を次のとおり行います。 

 自動車整備、建築大工のプロになる力を２年で身に付けることができる県立二戸高

等技術専門校の学生は、若年者ものづくり競技大会、技能五輪全国大会に出場、入賞

し、就職率も 100％と抜群の就職実績です。 

  

１ 選考日程 

 ・出願期間  令和元年９月 30日（月）から令和元年 10月 11日（金）まで 

（当日消印有効） 

 ・試験日   令和元年 10月 25日（金） 

 ・合格発表  令和元年 11月１日（金） 

 

２ 選考試験 

  県立二戸高等技術専門校にて、筆記試験（国語、数学）及び面接を行います。 

 

３ 募集人数 

  定員（自動車システム科 20名、建築科 15名）の３分の２程度を推薦選考で募集

します。 

 

４ 応募資格 

  令和２年３月に高等学校を卒業する見込みの者で、志望する科に対する理解と強

い目的意識を有し、学業・人物ともに優秀であるとして、学校長が推薦した者。 

 

５ 出願書類 

  入校願書Ａ・受験票、身上調書、調査書、健康診断書、受験票送付用封筒、入校

願書Ｂ（施設を問わず第２及び第３志望の科がある場合のみ記入すること。） 

 【注】出願書類の用紙は、県立二戸高等技術専門校へ請求してください。 

 

６ 入校検定料 

  2,200円（入校願書Ａ・受験票に岩手県収入証紙を添付してください。） 

 ※ 東日本大震災津波又は平成 28年台風第 10号により甚大な被害を受けた方につ

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を添付することで免

除対象となる場合があります。 

 

７ 出願方法 

 ・出願書類は、すべて県立二戸高等技術専門校に提出してください。 

 ・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。 

 ・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。 

 



 

● 在校中の経費 

 ・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） 

 ・諸経費  入校のためには、上記の他に教科書、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（自動車システム科 280,000 円、建築科 310,000 円（２年（概

算））。 

● 学生寮 

 ・定員  40名 

 ・寄宿舎料等   寮費 12,000円（年額・令和元年度） 

          光熱水費 120,000円（年額・令和元年度） 

          食費 196,000円（年額・令和元年度） 

● 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：二戸高等技術専門校］ 

 ・生活福祉資金（福祉資金福祉費）［窓口：最寄りの市町村社会福祉協議会］ 

 ・母子父子寡婦福祉資金（就業資金、技能習得資金）［窓口：最寄りの広域振

興局］ 

● その他 

 ・鉄道やバスによる通学者の定期旅客運賃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」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「学生特例制度」対象となります。（市

町村へ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、全部又は半額免除受けら

れる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：二戸高等技術専門校 山田 

電話：0195-23-2227  



令和元年９月 行  事  予  定  表

日 曜 行　　　　　事 時間 場所 会場 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問い合わせ

11:00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 52-2222

13 金
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問い合わせ

11:00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 52-2222

鵜鳥神楽定期公演　神楽の日青の国編 11:00～14:30 普代村 国民宿舎くろさき荘 国民宿舎くろさき荘 35-2611

18 水
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

19 木 久慈秋まつり（前夜祭） 18:00～ 久慈市 やませ土風館 ◎ 久慈市観光交流課 52-2123

20 金 久慈秋まつり（お通り） 16:00～ 久慈市 荒町～本町 ◎○ 久慈市観光交流課 52-2123

21 土 久慈秋まつり（中日） 14:00～ 久慈市 荒町～本町 ◎ 久慈市観光交流課 52-2123

【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問い合わせ

11:00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 52-2222

久慈秋まつり（お還り） 14:00～ 久慈市 本町～荒町 ◎ 久慈市観光交流課 52-2123

23 月
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

山形村短角牛BBQまつり 12:00～ 久慈市 ガタゴン広場 山形総合支所産業建設課 72-2129

久慈あまちゃんマラソン大会 9:00～ 久慈市 久慈漁協周辺 久慈市生涯学習課 52-2156

【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問い合わせ

11:00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 52-2222

30 月
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

令和元年10月上旬

日 曜 行　　　　　事 時間 場所 会場 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

3 火
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

6 日 2019海フェスタinふだい 10:00～15:30 普代村 太田名部漁港 普代村建設水産課 35-2116

8 火
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

28 土

29 日

8 日

22 日

日15


