
日時  令和元年６月５日（水）10時開始

場所  久慈地区合同庁舎６階大会議室

土木部長 ○

水産部長 ○

林務部長 ○

保健福祉環境部長 ○ ○

局長 ○ ○

○
副局長兼

経営企画部長
○ ○

○ 産業振興室長 ○ ○

○ 農政部長 ○ ○

○ 農業改良普及室長 ○ ○

農村整備室長 ○

※　次回の開催日時等（予定）

　　日時　令和元年７月４日（木)　10時開始

　　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 
・デーリー東北新聞社久慈支局 
・陸中魁新聞社 
・ダナスプランニング 

入
口 

○ 
教育事務所長 

○ 
県税室長 

二戸高等技術専門校校長 
○ 



管内報道機関との定例懇談会（６月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 

「三陸防災復興シンポジ

ウム」及び「エクスカー

ション」の久慈地区開催

について 

経 営 企 画 部 

 三陸防災復興プロジェクト 2019の一環とし

て、久慈地区において、第２回「三陸防災復興

シンポジウム」を６月 28日（金）、「エクスカー

ション」を 29日（土）に開催します。 

２ 

「令和元年度 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 

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」等を内容とする要請活動を、関係機関と連

携して久慈管内の商工団体及び久慈市内の企

業に対して６月６日（木）に行います。 

３ 

「令和元年度 キャリア

教育推進連携シンポジウ

ム」の開催について 

経 営 企 画 部 

産 業 振 興 室 

地域産業・地域社会を活性化し、地域の将来

を担う人材の育成を図るため、学校、家庭、企

業、行政が連携し、社会全体でキャリア教育を

推進していこうとする気運を高め、キャリア教

育の意義の普及啓発を図ることを目的として

「キャリア教育推進連携シンポジウム」を６月

20日（木）に開催します。 

４ 
「2019フレッシャーズ・

カフェ」の開催について 

経 営 企 画 部 

産 業 振 興 室 

この春、久慈管内の事業所に就職した管内高

等学校卒業者を対象に、職業意識の向上と早期

離職の防止を目的として、「2019フレッシャー

ズ・カフェ」を６月 21日（金）に開催します。 

５ 

「令和元年度 久慈地区

クリーンいわて行動の

日」の実施について 

保 健 福 祉 

環 境 部 

久慈地区に勤務する県職員のボランティア

活動の一環として、職員が自主的に環境美化活

動を行うことにより、地域における環境美化と

ごみのポイ捨て防止に関する職員及び県民の

意識高揚を図ることを目的に、合同庁舎周辺市

街地及び久慈川河川敷の清掃ボランティア活

動を６月 11日（火）に行います。 



 

６ 
犬の飼い方・しつけ方教

室の開催について 

保 健 福 祉 

環 境 部 

 正しい犬の飼い方と飼い主としての必要な

マナーを学んでもらうため、昨年度に引き続

き、「犬の飼い方･しつけ方教室」を開催します。 

７ 
大規模養豚場の竣工祝賀

会について 
農 政 部 

 JF 八幡平では、平成 31年 1月に、洋野町内

において環境に配慮した母豚 1,500 頭規模の

養豚場を完成し、年間４万頭の肉豚出荷をめざ

し経営を開始しています。この度JF 八幡平は、

竣工祝賀会を６月 21日（金）に開催します。 

８ 
就農相談会の開催につい

て 

農 政 部 

・ 

農場改良普及

セ ン タ ー 

市町村、農協や久慈農業改良普及センター

等の担当者が一堂に会し、就農希望者の個別相

談に対応する、就農相談会を６月 12日（水）

に開催します。 

９ 
主要農作物の生育状況に

ついて 

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、令和元年度５月 25日現在の生

育状況をお知らせします。 

10 

『極上うに❢』Season In 

オープニングセレモニー

について 

水 産 部 

久慈地域「海の幸」PR 協議会では、６月か

らお盆におかけてうに漁が本格化し、旬を迎え

る洋野町産の『極上うに』の品質の良さを県内

の消費者に知っていただくため、『極上うに❢』

Season In オープニングセレモニーを６月 18

日（火）に開催します。 

11 

「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 

県北広域振興局土木部では、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

前授業を実施しています。 

今年度も県北地域の小学生・中学生・一般

を対象に出前授業を開催します。 

 

 



12 

岩手県立二戸高等技術専

門校オープンキャンパス

について 

二戸高等技術

専 門 校 

自動車整備及び建築大工分野の未来の匠を

育てる県立二戸高等技術専門校では、６月 30

日（日）にオープンキャンパスを開催します。 

13 

企業の人財育成を応援し

ます～上半期、県北広域

で行われる事業所向けの

セミナー等のお知らせ～ 

二戸高等技術

専 門 校 

企業の人財（人材）育成を支援するため、上

半期を中心に県北広域で開催される専門的知

識及び技能・技術、各種資格の取得を目的とし

たセミナー等を取りまとめ、二戸高等技術専門

校のウェブサイトで情報提供を開始しました

ので、お知らせします。 

14 

資格の取得やスキルアッ

プをして、就職につなげ

ます～上半期、県北広域

で行われる求職者向けの

セミナー等のお知らせ～ 

二戸高等技術

専 門 校 

これから就職を目指す方に対し、上半期を中

心に県北広域で開催される各種資格やスキル

の取得を目的としたセミナー等を取りまとめ、

二戸高等技術専門校のウェブサイトで情報提

供を開始しましたので、お知らせします。 

 

 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（令和元年度６月から７月上旬） 

・第 37回はまなすマラソン大会案内チラシ、実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報道機関懇談会資料（2019/6/5） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
「三陸防災復興シンポジウム」及び「エクスカーション」の久慈地区

開催について                    （経営企画部） 

○ 三陸防災復興プロジェクト 2019 の一環として、久慈地区において、第２回「三

陸防災復興シンポジウム」及び「エクスカーション」を開催します。 

○ テーマは、なりわいの再生と新たな三陸の創造～三陸の豊かさを生かした持続可

能な産業を考える～です。 

○ 産業分野における災害リスク軽減に向け、東日本大震災津波の事実を踏まえた教

訓を発信し、併せて、単に元に戻すことにとどまらない産業復興のあり方について

議論を深めます。 
 

 三陸防災復興シンポジウム エクスカーション 

日時 令和元年６月 28日（金）13時半～16時 令和元年６月 29日（土） 

場所 
久慈市文化会館「アンバーホール」 

小ホール 

久慈駅前集合 ⇒ 久慈地下水族科学館も
ぐらんぴあ ⇒ 道の駅のだ ⇒ 涼海の
丘ワイナリー ⇒ 久慈駅（解散） ⇒ 盛岡
駅着（解散） 

主催 
三陸防災復興プロジェクト 2019実行委員会 
（共催）久慈市、普代村、野田村、洋野町 （後援）復興庁 

対象等 一般（どなたでも参加可）、無料 

内容 

【基調講演】 
産業分野におけるリスクマネジメント 
講師：一橋大学名誉教授 関 満博 氏 

 
【活動事例報告】 
(株)ひろの屋 
代表取締役 下苧坪 之典 氏 

久慈地域エネルギー㈱ 
取締役 若林 治男 氏 

産業復興に取り組む施設や新たな産業

の創出に取り組む施設の見学 

申込み

期限 
６月 14日（金）必着 

併催 

○ 防災復興展示会   6/28～29 
アンバーホール（会議室・視聴覚室・３階展示室）、屋外駐車場、久慈港 

○ HAMA-MESHIプロジェクト（漁協女性部のおふるまい） 
 6/29 アンバーホール３階展示室 

関連 

事業 

○ ICTフェア 6/28～29 アンバーホール展示室（３階）、一部屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：経営企画部 企画推進課 細越 

電話：0194-53-4981 内線 315 



事務局：岩手県復興局復興推進課 

問合せ先： TEL:019-629-6945 FAX:019-629-6944 E-mail:AJ0001@pref.iwate.jp 

なりわいの再生と新たな三陸の創造 
～三陸の豊かさを生かした持続可能な産業を考える～ 

13:30～13:35 開会・主催者挨拶 

株式会社ひろの屋代表取締役 下苧坪 之典 氏 
 
久慈地域エネルギー株式会社取締役 若林 治男 氏 

14:50～16:00 事例報告 

13:35～13:40 久慈市長挨拶 

産業分野におけるリスクマネジメント 

 一橋大学名誉教授  関 満博 氏 

 ＜略歴＞ 

 1948年富山県小矢部市生まれ。 
 専門は地域産業論。 

 1971年成城大学経済学部卒業。1976年成城大学大学院経
済学研究科博士課程単位取得。専修大学商学部助教授、一橋
大学商学部教授などを経て、2011年より現職。 

 これまで岩手県東日本大震災津波からの復興に係る専門委
員、北上市産業振興アドバイザーなども務める。 

 

13:40～14:40 基調講演 

   16:00 閉会 

第２回 

三陸防災復興シンポジウム2019 

２０１９年６月２８    日 
金 

１３:３０～１６:００（予定） 

久慈市文化会館１階 小ホール 

   9:30 久慈駅前発 

10:00～11:15 
久慈地下水族科学館 

もぐらんぴあ 

11:45～12:45 道の駅のだ 

２０１９年６月２９    日 
土 

９:３０～１４:３０（予定） 

無料バス運行（定員３０名） 

シンポジウム エクスカーション 

北いわて・学びのプログラム（語り部ガイド） 

 震災から立ち上がった施設の取組等の説明・館内見学 

昼食休憩  

 ※昼食は参加者負担となります。施設内のレストランを 

  ご利用いただくか。各自でご準備願います。 

13:00～14:00 涼海の丘ワイナリー 

   14:30 久慈駅前着・解散 

   17:00 盛岡駅西口着・解散 

<会場案内 ： 久慈市文化会館> 

 〒028-0051 岩手県久慈市川崎町17番1号 

  ※会場情報や会場周辺の地図はこちらから ➡ 

 
※駐車場には限りがございますので、無料シャトルバス 
 や公共交通機関の利用にご協力をお願いします。 

 震災後に起業したワイナリーの工場見学 



開催日 項 目 希 望 

６月28日 
(金) 

シンポジウム （久慈市文化会館 小ホール 13：00～16：00） 

盛岡 ⇔ 久慈 
無料バス 

【往路】盛岡駅西口バスターミナル（10：00発） 

    ⇒ 久慈市文化会館（12:30着） 

【復路】久慈市文化会館（16:30発） 

    ⇒ 盛岡駅西口バスターミナル（19:00着） 

６月29日 
(土) 

エクスカーション （久慈駅 9:30発 ～ 久慈駅 14:30解散） 

エクスカーション （久慈駅 9:30発 ～ 盛岡駅 17:00解散） 

申込方法 下記のいずれかの方法で申込みください。 

Ｅ-ｍａｉｌで申込み 

件名を「第2回三陸防災復興シンポジウム」
として、下記の必要事項をご記入の上、申込
みください。 

■氏名（ふりがな）  ■所属・団体名等 

■住所        ■電話番号 

■バス利用の有無 

ＦＡＸ又は郵送で申込み 

下記の「参加申込書」に必要事項をご記入の
上、申込みください。 
 
※郵送の場合は締切日必着でお願いします。 

AJ0001@pref.iwate.jp E-mail 019-629-6944 FAX 

問い合わせ先 

事務局：岩手県復興局復興推進課 

〒020-8570 盛岡市内丸10-1 
TEL：019-629-6945 
FAX：019-629-6944 
E-mail：AJ0001@pref.iwate.jp 

６月１４日(金) 

申込締切 

※ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づき、他の用途には一切使用しません。 

盛岡 ⇔ 久慈 往復無料バスの御案内 （定員50人） 

 ６月28日(金)のシンポジウム当日は、盛岡・久慈間で往復バスを運行します。 

 座席数に限りがありますので、申込みはお早めにお願いします。 

 ◆往路： 盛岡駅西口バスターミナル発 10:00発 ➡ 久慈市文化会館（会場） 12:30着 

 ◆復路： 久慈市文化会館（会場） 16:30発 ➡ 盛岡駅西口バスターミナル 19:00着 

第２回 三陸防災復興シンポジウム 参加申込書 
FAX： 019-629-6944 

＜希望内容＞ 参加・利用を希望するものに○をつけてください。 ※参加無料 

ふりがな 
代表者氏名 

ふりがな 
同伴者氏名 

ふりがな 
同伴者氏名 

ふりがな 
同伴者氏名 

代表者住所 
〒 

電話番号 FAX番号 



報道機関懇談会資料（2019/6/5） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
「令和元年度 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）  

令和２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（ハローワーク久慈は６月３日）に開始されることから、「新規学卒

者の採用枠の確保」等を内容とする標記要請活動を、関係機関と連携して久慈管内の

商工団体及び久慈市内の企業に対して行います。 

 
１ 日程 
  令和元年６月６日（木） 
   13：45～14：00 久慈商工会議所（取材対応可）  
   14：30～15：45 久慈市内の事業所２社  

株式会社十文字チキンカンパニー久慈工場 
（写真撮影のみ対応可） 

 株式会社ヤマイチ（  同上  ） 
※ 取材いただける場合は久慈商工会議所でお願いします。 
  なお、久慈市内の事業所２社につきましては、写真撮影 
のみ可能です。 

 
２ 要請者 
（１）県北広域振興局（局長：南 敏幸） 
（２）久慈市（副市長：澤里 充男） 
（３）久慈公共職業安定所（所長：佐々木 裕智） 
（４）岩手県高等学校長協会久慈支会（県立久慈東高等学校長：髙橋 克壽） 
 
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 
 
４ 新規高卒者管内就職率の推移            （単位：％） 

卒業年月 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H31.3※ 

久慈管内 34.0 42.0 43.9 46.0 43.7 

（岩手労働局資料） 
   ※ 「H31.3」の数値は、平成 31年３月末現在 

 
５ 令和２年３月新規高等学校卒業者の採用選考スケジュール 
（１）ハローワークによる求人申込書の受付開始：令和元年６月１日（ハローワーク

久慈は６月３日） 
（高校生を対象とした求人については、ハローワークにおいて求人の内容を確認
したのち、学校に提出されることになる。） 

（２）企業による学校への求人申込及び学校訪問開始：令和元年７月１日 
（３）企業による選考開始及び採用内定開始：令和元年９月 16日 
 
 
※ 詳細については、別添「実施要領」を参照してください。 
 

 
 

 

 

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月以降、１年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 株式会社十文字チキンカンパニー久慈工場 代表取締役社長 十文字 保雄 

（業種：鶏肉加工、所在地：久慈市小久慈町63-16-１）   （じゅうもんじ やすお） 

  イ 株式会社ヤマイチ 代表取締役 山王 敏彦（さんのう としひこ） 

    （業種：建設資材販売業、所在地：久慈市長内町21-50-１） 

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 



 

市町村 岩手県 市町村 久慈公共職業安定所 
岩手県高等学校長協会 

久慈支会 

久慈市 
県北広域振興局 
南 敏幸 局長 

澤里 充男 副市長 佐々木 裕智 所長 
髙橋 克壽 

久慈東高等学校長 

洋野町 局長 日當 博治 副町長 所長 

松場 喜美夫 
種市高等学校長 
中野 達博 

大野高等学校長 

野田村 局長 米澤 功一 副村長 所長 
日當 仁己 

久慈工業高等学校長 

普代村 局長 太田 栄時 副村長 所長 久慈工業校長 

 

５ 要請日程 

・令和元年５月29日（水）13：30～17：00 野田村商工会、洋野町商工会 

 ・令和元年６月６日（木）13：30～16：05 久慈商工会議所・久慈市内の事業所 

 ・令和元年６月11日（火）９：50～12：20 普代商工会 

 

６ 特記事項 

【報道機関取材対応場所】 

◎ 久慈商工会議所 

   日 時：令和元年６月６日（木）13：45～14：00（予定） 

   訪問者：県北広域振興局     南 局長 

       久慈市         澤里 副市長 

       久慈公共職業安定所   佐々木 所長 

       県立久慈東高等学校   髙橋 校長 

 

７ 参 考 

【平成 30年度の実績】 

日   時 要 請 先 

５月 28 日(月) 13:30～13:45 久慈商工会議所 

 14:05～14:30 宮城建設株式会社（建設業） 

 14:50～15:15 株式会社細谷地（燃料小売業等） 

６月５日（火） 11:00～11:20 普代商工会 

６月７日（木） ９:30～９:50 野田村商工会 

 14:00～14:20 洋野町商工会 
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懇談項目３ 
「令和元年度 キャリア教育推進連携シンポジウム」の開催について 

（経営企画部産業振興室）  

 地域産業・地域社会を活性化し、地域の将来を担う人材の育成を図るため、学校、
家庭、企業、行政が連携し、社会全体でキャリア教育を推進していこうとする気運を
高め、キャリア教育の意義の普及啓発を図ることを目的として「キャリア教育推進連
携シンポジウム」を開催します。 
 

１ 日時 

 令和元年６月 20日（木）13時 30分から 16時まで 

２ 会場 

 久慈市中央市民センター（久慈市新中の橋５-28-４） 

３ 主催 

  久慈地域キャリア教育推進研究会 
（事務局：県北広域振興局経営企画部産業振興室） 

  久慈市キャリア教育推進協議会 
（事務局：久慈市企業立地港湾部企業立地港湾課） 

４ 対象 

  学校関係者、事業関係者、行政関係者、キャリア教育に興味・関心のある方等 

５ 内容 

時 間 内 容 

13:00～13:30 受 付 

13:30～13:35 開 会 

13:35～13:45 

 久慈地域におけるキャリア教育の取組説明 

・久慈地域キャリア教育推進研究会 

・久慈市キャリア教育推進協議会 

13:45～14:45 

基調講演 

演題「学校段階に応じたキャリア教育の推進について」 

ジョブカフェ一関センター長 金野 馨 氏 

14:45～14:55  休 憩 

14:55～15:55 

 パネルディスカッション 

【テーマ】キャリア教育の推進に向けて 

～児童生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育てるために～ 

 【パネリスト】 

  藤澤  大 氏（岩手県立久慈東高等学校 進路指導課長） 

久慈市担当者 （久慈市企業立地港湾部企業立地港湾課） 

原  文香 氏（小規模多機能ホームまごころ総括マネージャー） 

宅石  忍 氏（野田村立野田中学校教員） 

大槻 浩美 氏（普代村立普代中学校教員） 

【コーディネーター】 

ジョブカフェ一関 センター長 金野 馨 氏                                 

15:55～16:00 閉 会 

          

 担当：経営企画部 産業振興室長 昆野 

電話：0194-53-4981 内線 205 



◆ 開催趣旨 
  基調講演やパネルディスカッションを通して、地域の特色を生かしたキャリア   
 教育について理解を深めるとともに、地域でのキャリア教育の連携を一層深める  
 ことを目的とし、キャリア教育推進連携シンポジウムを開催いたします。 
◆ 主 催 
  久慈地域キャリア教育推進研究会（県北広域振興局） 
  久慈市キャリア教育推進協議会(久慈市） 

◆ 講 師   

  金野 馨 氏  

 

時 間 内      容 

13:30 開 会 

13:35～13：45 

 

○久慈地域におけるキャリア教育の取組説明 
 説明者 久慈地域キャリア教育推進研究会、久慈市キャリア教育推進協議会 

13:45～14：45 ○基調講演 
「学校段階に応じたキャリア教育の推進について」（仮題） 
 講師 ジョブカフェ一関 センター長 金野 馨 氏 

14：45～14:55 ○休憩 

14：55～15:55 ○パネルディスカッション 

「キャリア教育の推進に向けて～児童生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育て
るために～」 
【パネリスト】 

・藤澤 大 氏 （岩手県立久慈東高等学校 進路指導課長） 

・久慈市担当者 （久慈市企業立地港湾部企業立地港湾課） 

・原 文香 氏 （小規模多機能ホームまごころ総括マネージャー） 

・宅石 忍 氏 （野田村立野田中学校教員） 

・大槻 浩美 氏（普代村立普代中学校教員） 

【コーディネーター】 

ジョブカフェ一関 センター長 金野 馨 氏   

 

16:00 閉 会 

【講師プロフィール】 
《ジョブカフェ一関センター長》 
◎一関市で取り組んでいる「５日
間の中学校職場体験」において、
産業界と教育界の架け橋役として
活躍するなど、若年者の就業支援
のスペシャリスト  

■ 日  時：令和元年６月20日（木） 13：30～16：00 
■ 会  場：久慈市中央市民センター（久慈市新中の橋第５地割28−４） 
■ 対象者：学校関係者、事業関係者、行政関係者等 
        キャリア教育に興味、関心のある方ならどなたでも！（定員50名） 

※会場の駐車場には限りがありますので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。   
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懇談項目４ 
「2019フレッシャーズ・カフェ」の開催について 

（経営企画部産業振興室）  

この春、久慈管内の事業所に就職した管内高等学校卒業者を対象に、職業意識の向

上と早期離職の防止を目的として、「2019フレッシャーズ・カフェ」を開催します。 

 

１ 開催日時 

  令和元年 6月 21日（金）18:20～20:30 （※ 受付開始は 18:00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みなさんへ」 

    講師：金野 馨氏（ジョブカフェ一関 センター長） 

    〇 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（既管内就職者２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」 

    〇 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 

    〇 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を考え、仕事に対する意識の向上に繋げる。 

 

５ 参加予定者数 

  約 50名 

 

 ※ 詳細については、別添「実施要領」を参照してください。 

 

 

 

 

 

担当：経営企画部 産業振興室 昆野 

電話：0194-53-4981 内線 205 



 

 

「2019フレッシャーズ・カフェ」 実施要領 

 

 

１ 目的 

  久慈管内の事業所に就職した新規（高校）学卒者を対象として、職業意識の向上を図り、早

期離職を防止すること。 

 

２ 対象 

 平成 31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 

  令和元年６月 21日（金）18時 20分～20時 30分 

  ※受付開始 18時から 

 

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 

  裏面記載のとおり 

 

７ 参加予定者 

 久慈管内の高卒新規就業者 50名程度（全体の半数程度）、久慈管内の高等学校担当教諭６名

（各校１名）程度 

 

８ 参加費 

 無料 

 

９ その他 

・ 参加申込みについては、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、進路指導担当教諭及び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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 2019フレッシャーズ・カフェ 

 

・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 

・18:00     受付開始（バス利用者については、18:15以降受付） 

・18:15     送迎バス Bistrotくんのこ着 

・18:20     開会 

・18:22～18:50 講演 

       テーマ：「久慈地域の未来を創るみなさんへ」 

        講師：金野 馨氏（ジョブカフェ一関 センター長） 

・18:50～19:10 トークセッション 

        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： 佐藤聖矢さん（㈲丸大県北農林） 

住久桃花さん（一沢コンクリート工業㈱） 

       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。 

・19:10～20:25 ミニ同窓会 

        ◇それぞれの仕事、職場環境における現状等について、新規学卒者、教諭と

語り合うことで、悩みやその克服方法等を共有し、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 
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懇談項目５ 
「令和元年度 久慈地区クリーンいわて行動の日」の実施について  

                        （保健福祉環境部） 

久慈地区に勤務する県職員のボランティア活動の一環として、職員が自主的に環境美化

活動を行うことにより、地域における環境美化とごみのポイ捨て防止に関する職員及び県

民の意識高揚を図ることを目的に、合同庁舎周辺市街地及び久慈川河川敷の清掃ボランテ

ィア活動を行います。 

１ 実施日時 

令和元年６月 11日（火）17：30～18：30（小雨決行。雨天の場合６月 13日（木）に延期） 

17：30～    出発式（久慈地区合同庁舎 正面玄関前） 

17：40頃～ 清掃活動 

２ 参加団体 

・ 県北広域振興局各部室、県北教育事務所 

・ 久慈市役所 

・ くじ・川の会 

・ 周辺に事務所を置く事業所 

３ 活動範囲 

  

４ 参考 

平成 30年度の参加者数 約 200名 

 

 
担当：保健福祉環境部環境衛生課 川村  

電話：0194-53-4987 内線 325 
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懇談項目６ 
犬の飼い方・しつけ方教室の開催について 

（保健福祉環境部）  

 県では、「第２次岩手県動物愛護管理推進計画」（平成 26 年度～令和５年度）に基

づき、「人と動物が共生する社会の実現」に向け、取組を推進していますが、久慈地

域は、以下のとおり動物愛護思想や適正飼養の普及啓発を要する地域です。 

・ 犬の狂犬病予防注射実施率が県内平均以下（久慈 81.3％、県内平均 86.2％） 

・ 犬の登録頭数に対する捕獲頭数の割合が県内上位（久慈 0.54％、県内２位） 

・ 収容した犬の返還率が低い（久慈 45.8％、県内平均 53.2％） （数値は平成 29 年度実績） 

 このため、正しい犬の飼い方と飼い主としての必要なマナーを学んでもらうため、

昨年度に引き続き、「犬の飼い方･しつけ方教室」を開催します。 

※ 地域経営推進費事業 

１ 概要（詳細はチラシ添付） 

 (１) 講習会（講義）   令和元年６月 29日（土）10時から 12時まで 

              久慈地区合同庁舎 ６階大会議室 

 (２) 実技講習（第１回） 令和元年７月６日（土）10時から 12時 15分まで 

              久慈地区合同庁舎 １階ホール 

 (３) 実技講習（第２回） 令和元年８月３日（土）10時から 12時 15分まで 

              久慈地区合同庁舎 １階ホール 

  ※ 実技講習は、基本コースと問題行動相談コースの２コース（各１時間） 

  ※ 講師 盛岡ペットワールド専門学校 三上 祐太 先生 

 

２ 参考 

◆ 昨年度開催実績 

 (１) 講習会（講義） 平成 30年６月 28日（土） 参加者 28名 

 (２) 実技講習（第１回） 平成 30年７月 14日（土） 参加者 14名及び犬 11頭 

 (３) 実技講習（第２回） 平成 30年８月 26日（日） 参加者 13名及び犬 10頭 

 

◆ 動物愛護週間（９月 20日から 26日）の一環として、９月下旬から 10月上旬に、

岩手県獣医師会久慈支会等と連携し、講演会等の開催を予定しています。 

 

担当：保健福祉環境部環境衛生課 川村  

電話：0194-53-4987 内線 325 



犬の飼い方･しつけ方教室を開催します。 

 

犬を飼っているけど、しつけはどうすればいいの？散歩の時に引っ張る癖があるので、直したい

など、困っていることはありませんか。 

正しい犬の飼い方と飼い主としての必要なマナーを学んでもらうため、犬の飼い方･しつけ方教室

を開催します。 

一緒に犬の飼い方・しつけ方を学びませんか。 

講習会（講義） 

日 時 令和元年６月２９日（土）10 時から 12 時 

会 場 久慈地区合同庁舎 ６階大会議室（久慈市八日町１－１） 

講 師  盛岡ペットワールド専門学校 三上 祐太 先生、久慈保健所職員 

内 容  犬の生態、犬のニーズを満たした飼育、犬との関係の築き方、関係法令など 

受講料  無料 

参加資格 犬を飼っている方も飼っていない方も参加可能です。 

申込方法 久慈保健所環境衛生課（0194-53-4987）まで電話でお申込みください。 

実技講習 

 基本コース 問題行動相談コース 

日 時 第１回 ７月６日（土） 

第２回 ８月３日（土） 

 両日とも 10 時から 11 時まで 

第１回 ７月６日（土） 

第２回 ８月３日（土） 

 両日とも 11 時 15 分から 12 時 15 分まで 

内 容 犬の気持ちを知る 

犬の基本的なコントロールの仕方 

犬とのコミュニケーションの取り方 

問題行動を起こす原因 

適切な飼育管理 

犬の行動管理と犬の学習の仕方 

会 場 久慈地区合同庁舎 １階ホール（久慈市八日町１－１） 

講 師  盛岡ペットワールド専門学校 三上 祐太 先生 

参加資格 ６月２９日開催の講習会を受講し、次の要件を満たす飼い主及びその飼い犬 

     ア 飼い犬は、登録、狂犬病予防注射及び５種混合ワクチン接種が済んでいること 

     イ 飼い犬に、鑑札及び狂犬病予防注射済票を付けていること 

     ウ 人や他の犬に危害を及ぼさないように、飼い主が犬をコントロールできること 

     エ 第１回及び第２回実技講習の両方に参加できること 

定 員  基本コース：犬７頭とその飼い主、問題行動相談コース：犬 4 頭とその飼い主 

     ※ 応募者が定員を上回る場合は、抽選により受講者を決定します。 

申込み等 裏面の申込書に必要事項を記載の上、久慈保健所環境衛生課まで、郵便、ファックス

（0194-52-3919）、電子メール（cc0012@pref.iwate.jp）により送付してください。 

申込締切 令和元年６月 17 日（月）まで

県北広域振興局保健福祉環境部・久慈保健所 
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懇談項目７ 
大規模養豚場の竣工祝賀会について 

（農政部）  

 

 

 

 

１ 竣工祝賀会 

(1) 日時     令和元年 6月 21日(金) 午前 11時 

  (2) 場所     洋野町大野農村環境改善センター 

  (3) 振興局出席者 南 敏幸 局長 

 

２ JF 八幡平の取組み内容 

久慈地域の畜産は、農業生産額 333億円の９割以上を占め、地域の基幹産業となっています。 

養豚経営体である八幡平ポークグループ(本社:秋田県鹿角市)は、これまで洋野町におい

て２養豚場(八幡平ファーム、八幡平洋野牧場)を整備し、年間８万頭を出荷するとともに約

40名の雇用を創出しました。 

平成 28 年には、JF 八幡平を設立、新農場を整備し、約 14 名の雇用を作出しました。さ

らに、地元小学校への肉豚提供による食育活動にも積極的に取り組んでいます。 

 

３ 新農場の特徴 

 (1) 環境に配慮した養豚場 

 臭いを抑えることが可能な密閉式堆肥化施設、汚水を外部に排出しない再利用型浄化

処理施設 

 (2) 地域内食肉処理場の活用 

   久慈広域食肉処理場（久慈市宇部）を利用した出荷体系 

 (3) 耕畜連携による資源循環型農業 

豚への地域内産飼料用米給与、農場産堆肥の飼料用米圃場への還元 

 

４ 整備概要と出荷予定 

(1) 事業名  畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業（通称「畜産クラスター事業」） 

 (2) 事業年度 平成 28年度～29年度（繰越） 

 (3) 整備内容 母豚 1,500頭一貫施設(繁殖関係豚舎６棟、肥育豚舎８棟)、堆肥化施設等 

(4) 肉豚出荷 令和元年６月から週 100頭程度予定 

(5) フル出荷 令和３年から週 800頭程度予定(年間４万頭)  

       

担当：農政部農業振興課 長谷川  

電話：0194-53-4983（内線 223） 

 農事組合法人ジョイフルファーム八幡平(JF 八幡平)では、平成 31年 1月に、洋野町内

において環境に配慮した母豚 1,500頭規模の養豚場を完成し、年間４万頭の肉豚出荷をめ

ざし経営を開始しています。この度 JF 八幡平は、竣工祝賀会を開催します。 

年間 4万頭出荷可能な豚舎 小学校での食育風景 
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懇談項目８ 
就農相談会の開催について 

（農政部・久慈農業改良普及センター）  

 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、毎月第２水曜

日を「就農相談の日」とし、６月から２月までの９回、就農相談会（県北広域振興局

委託事業）を開催します。 

 市町村、農協や久慈農業改良普及センター等の担当者が一堂に会し、就農希望者の

個別相談に対応します。 

 

１ 直近の開催日時 

  令和元年６月 12日（水）13時 00分から 17時 00分まで 

 

２ 場所 

  新岩手農業協同組合久慈営農経済センター ２階会議室（久慈市中央１-57） 

 

３ 申込方法（完全予約制） 

  参加申込書を開催日の２日前までに FAX等で申込。（電話でも受付可。） 

 

４ その他 
  就農相談会に参加する県外在住者には、交通費の２分の１相当額（上限 10,000
円）を助成。 

 

５ 参考 

 ⑴ 新規就農実績（久慈地方） 

年度 新規就農者数 

平成 30年度 32名 

平成 29年度 15名 

 ⑵ 相談実績 

年度 相談対応人数 

平成 30年度 延べ 19名（実数 15名） 

平成 29年度 延べ 25名（実数 15名） 

 

 

担当：農政部 農政調整課 佐藤 
    電話 019-4-53-4983 

久慈農業改良普及センター 大里 
電話 019-4-53-4989 

就農相談会（平成 30年８月） 



久慈地方で農業を始めませんか？ 
 
 
 
 
 

栽培品目・方法から、研修制度、農地・資金など就農に係る支援策について、

みなさんの希望に合わせて個別相談を行ないます。 

 また、就農されている方の新たな栽培品目の導入に係る相談も行います。 

皆さん、是非ご参加ください。 

 

就農相談会は、毎月第 2水曜日に開催します。 

開催日： 
6月 12日 7月 10日 8月 14日 9月 11日 10月９日 

11月 13日 12月11日 1月８日 2月 12日  

時 間： 13：00 ～ 17：00 
          ※上記時間外の相談を希望の方は、ご相談ください。 

 

新岩手農業協同組合 久慈営農経済センター（久慈市中央 1丁目 57番地） 
 

 

 就農相談会は完全予約制です。参加申込書により、FAX等で開催日の 2日

前までにお申込みください。電話でも受付しております。 

 

  

 久慈地方農業農村活性化推進協議会事務局  
  県北広域振興局農政部    TEL：0194-53-4983 FAX：0194-53-3560 

   久慈農業改良普及センター  TEL：0194-53-4989 FAX：0194-53-5009 
 
   

 
  

就農相談会に加え、農家見学会の開催も予定しています。 

 詳細については、市町村等の広報誌や三陸復興 Facebook等で発信します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

参加申込 

問い合わせ先 

その他 

初心者、I・U ターン者※大歓迎！ 

久慈地方での就農を応援します！ 

※I・Uターン者の場合は交通費を助成いたし

ます（交通費の 1/2以内、上限１万円）。事前

にお問い合わせください。 

 

主催：久慈地方農業農村活性化推進協議会 

開催日時 

場 所 

 

 

久慈寒次郎 

毎月第 2水曜日は

就農相談の日！ 



（参加申込書） 

 FAX：0195-53-3560 

  県北広域振興局農政部 あて 

就農相談会 参加申込書 

フリガナ  

氏 名 

（年齢） 

 

 

                     （年齢    歳） 

住 所 

電話／FAX 

 

相談内容 

（希望内容に○を

つけてください） 

1 農業を始めたい 

２ 新規就農に関する支援が知りたい 

３ 農業資金について知りたい 

４ 農地を借りたい 

５ 新しい品目に挑戦してみたい 

  （品目名：                     ） 

６ 短期研修を受けてみたい 

７ その他（                       ） 

 

 

希望相談日時 

 

希望日時を記入ください。 

   月   日    時 

I・Uターン 

I・Uターンの方は、交通手段を教えて下さい。 

 

 

その他要望 
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懇談項目９     
主要農作物の生育状況について  

（令和元年５月 25日現在）          （久慈農業改良普及センター） 

 

 水稲の播種作業は順調に進み、管内の田植えの時期は平年並みでした。ほうれんそうの生育は

概ね順調に推移しており、出荷量は昨年同期より多い状況です。 

 

〔作物別の生育概況一覧〕 

作 物 名 生 育 概 況 

水 稲 

播種時期

本年 平年 平年差
市町村名 （H21～H30の平均値）

始期 盛期 終期 始期 盛期 終期 始期 盛期 終期

久慈市 4/8 4/17 4/24 4/10 4/16 4/22 -2 1 2
洋野町 4/9 4/17 4/23 4/11 4/17 4/23 -2 0 0
野田村 4/10 4/18 4/24 4/12 4/17 4/22 -2 1 2
普代村 4/10 4/17 4/22 4/11 4/16 4/20 -1 1 2

久 慈 計 4/9 4/17 4/24 4/10 4/16 4/22 -1 1 2
移植時期

本年 平年 平年差
市町村名

始期 盛期 終期 始期 盛期 終期 始期 盛期 終期 5/9 5/20

久慈市 5/18 5/23 5/18 5/22 5/26 0 1 0 32
洋野町 5/17 5/22 5/18 5/22 5/26 -1 0 0 25
野田村 5/18 5/22 5/19 5/24 5/26 -1 -2 0 25
普代村 5/17 5/18 5/20 5/15 5/19 5/23 2 -1 -3 0 95

久 慈 計 5/18 5/22 5/18 5/22 5/26 0 0 0 29

（H21～H30の平均値）

進捗状況（％）

 
平年と比べ、播種始期はやや早く、終期はやや遅れ気味だった。苗の生育は全般に順調だが、

草丈が短い傾向にある。移植時期は５月 22日に管内全域で盛期に達し、平年とほぼ同じだった。 

野 菜 

(ほうれん 

そう) 

 雨よけほうれんそう 

  生育は概ね順調に推移している。一部圃場でホウレンソウケナガコナダニによる被害が見

られるものの、被害程度は例年より軽微である。また、一部でべと病の発生が見られる。播

種品種は、４月下旬から「スーパースター」、「ジャスティス」が中心となっている。 

  ＪＡにおける直近１週間の出荷量は日量約 1,000～1,100ケース程度であり、昨年同時期よ

りやや多い状況。単価は 70～80円/束（AM規格）で、昨年同時期に比べてやや低くなってい

る。 

花 き 

 りんどう（5/21現在） 

早生種の草丈は 50～70cm、晩生種は 30～60cm で生育はおおむね昨年並み。葉枯病やハダ

ニ、アブラムシ等は見られていない。 

果 樹 

 りんご 

  ふじ（洋野町）の満開期は５月 10日で、平年より５日早まっている。霜害は確認されてい

ない。 

 やまぶどう 

  山下系（洋野町）の発芽期は５月２日で平年より５日遅れ、展葉期は５月７日で概ね平年

並みとなっている。 

飼料 

作物 

 牧草 

気温と日照時間に恵まれたものの、降水量が平年より大幅に少なく推移したため、オーチ

ャードグラスは、生育量が確保されないまま出穂に至った（出穂日５月 20 日）。１番草の刈

取りは５月 22日から開始されているが、収穫量は例年より少ない見込み。 

 デントコーン 

  播種作業は５月 25日時点でほぼ終了した。発芽も順調である。 

 

 

 

 

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）５月 25 日現在 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【これまでの気象（5月第 5半旬まで）】 

４月の日平均気温は第４、５半旬に平年を上回り、月平均気温は平年よりやや高い状況でした。

最高気温は第４、５半旬に平年を４～６℃程度上回って経過しました。 

５月の日平均気温は第３半旬に平年を下回ったものの、概ね平年を上回って経過しました。最

高気温は平年を４～５℃程度上回り、最低気温も１～３℃程度上回りました。 

降水量は、４月第６半旬に 46.0mmのまとまった降雨がありましたが、４月の合計は平年並とな

りました。５月第２半旬に 28.0mmのまとまった降雨がありましたが、中下旬は平年を下回って経

過しました。 

日照時間は、４、５月ともに平年を上回りました。 

最低気温 

平均気温 

最高気温 

太線：R1、細線：平年 

縦棒：R1、折れ線：平年 

縦棒：R1、折れ線：平年 
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懇談項目 10 
『極上うに❢』Season In オープニングセレモニーについて 

（水産部）  

久慈地域「海の幸」PR 協議会では、６月からお盆にかけて漁が本格化し、旬を迎

える洋野町産の『極上うに』の品質の良さを県内の消費者に知っていただくため、『極

上うに❢』Season In オープニングセレモニーを 

開催しますのでお知らせします。 

（地域経営推進費事業） 

 

１ 目的 

『極上うに❢』Season In オープニングセレモニーの開催を通じて、県内の消費者

に洋野町産の『極上のうに』の品質の良さと季節感を強く打ち出すとともに、オープ

ニングセレモニー後に開催される極上のうにを使用したイベントや視聴者プレゼン

トの告知も併せて行うことにより、沿岸部への観光客誘致にもつなげていくもの。 

 

２ 日時 令和元年６月 18日（火） 午前 10時（八戸港 干潮 9：51 潮位-82cm） 

        

３ 場所 洋野町 宿戸漁港   ※雨天の場合は中止 

 

４ 参集者 久慈地域「海の幸」PR協議会、主なうに取扱事業者、洋野町、県 

 

５ 内容  

（１）園児によるアトラクション 

（２）主催者挨拶：久慈地域「海の幸」PR協議会 会長 藤島 省治 

（３）洋野町産うにの紹介：洋野町 町長 水上 信宏 

（４）テープカット（３名） 

洋野町     町長 水上 信宏 

   県北広域振興局 局長 南  敏幸 

    久慈地域「海の幸」PR協議会 会長 藤島 省治 

（５）今後の“極上うに❢”関連イベントや、視聴者 

限定プレゼント(瓶うに５本 170ｇ無料)のお知らせ 

（６）園児からのメッセージ 

（７）生うにの試食提供（対象：マスコミ関係者） 

   殻付きウニをその場で割って試食 

（８）その他（園児向けの“磯のタッチプール”の設置） 

≪参考≫ 

PR協議会は、洋野町、久慈市、野田村及び普代村の水産物の認知度向上、販売促進、

魚食普及を図るため、漁協や市町村、県等で構成された協議会です。 

 
担当：水産部水産振興課 志田 

電話：0194-53-4985 内線 365 
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懇談項目 11 
「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） 

 

  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 123回実

施しています。 

 今年度は、５月 20日（月）の洋野町立中野小学校を皮切りに、県北地域の小学生・中学生・

高校生・一般を対象に全 13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・中学校：〔防潮堤等の津波防災施設見学、陸閘の操作体験など〕※今後直近の予定 

６月 25日 （火）〔 久 慈 港 〕 久慈市立久慈湊小学校 ５年生 21名 

６月 27日 （木）〔小子内地区海岸〕 洋野町立宿戸小学校  ４年生 10名 

７月 ４日 （木）〔 久 慈 港 〕 久慈市立三崎中学校  ３年生  8名 

７月 ８日 （月）〔 久 慈 港 〕 久慈市立小久慈小学校 ６年生 37名 

 

(2) 中学・高等学校：〔津波防災出前講座（スライド等を用いた室内での講義）〕 

８月 27日 （火） 岩手県立久慈高等学校     ３年生 50名 

９月 ３日 （火） 洋野町立宿戸中学校  １・２・３年生 51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 30年の様子 

 

    

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 津波防災出前講座 津波防災施設見学 



 

 

 

令和元年度 津波防災出前授業 日程  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 時 間 学 校 名 施設/出前授業 人 数 

５月 20日 10：50～11：35 洋野町立中野小学校 小子内地区海岸 ４年生 14人 

６月 25日 10：45～11：30 久慈市立久慈湊小学校 久慈港 ５年生 21人 

６月 27日 10：00～10：45 洋野町立宿戸小学校 小子内地区海岸 ４年生 10人 

７月 ４日 未定 久慈市立三崎中学校 久慈港 ３年生８人 

７月 ８日 未定 久慈市立小久慈小学校 久慈港 ６年生 37人 

７月 19日 未定 

岩手県立久慈拓陽支援学校

小学部 

久慈港 4･5･6 年生 10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) 

８月 27日 未定 岩手県立久慈高等学校 出前授業 ３年生 50人 

９月 ３日 未定 洋野町立宿戸中学校 出前授業 1･2･3 年生 51人 

９月 ５日 10：00～11：00 洋野町立種市小学校 小子内地区海岸 ４年生 40人 

９月 10日 未定 久慈市立長内小学校 久慈港 ４年生 44人 

９月 30日 未定 久慈市立久慈小学校 普代水門 ４年生 110人 

11 月 ６日 未定 普代村立普代小学校 普代水門 ４年生 20人 

担当：河川港湾課長 田村 達博 

電話：0194-53-4990    内線 281 
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懇談項目 12 
岩手県立二戸高等技術専門校オープンキャンパスについて 

（二戸高等技術専門校）  

自動車整備及び建築大工分野の未来の匠を育てる県立二戸高等技術専門校では、 

６月 30日（日）にオープンキャンパスを開催します。 

入校を希望する高校生や、本校に関心のある一般の方に、専門校の活動の様子を紹

介しますので、取材していただきますようお願いいたします。 

 

１ 目的 

高校生やその保護者、及び地域住民の皆様に、県内のものづくり人材の育成機関

としての役割と実習内容等を紹介します。 

２ 開催日時 

令和元年 6月 30日（日） 午後 1時～4時 

３ 開催場所 

二戸市石切所字上野々９２－１ 岩手県立二戸高等技術専門校 

４ プログラム 

○全体ガイダンス 

○進学相談コーナー 

○寮見学 

○自動車ｼｽﾃﾑ科  ・自動車点検作業見学 

・自動車整備実習見学 

・マイカー安心点検 

・燃料電池自動車・除雪車展示 等 

○建築科     ・模擬家屋実習見学 

・継手加工実習見学 

・実習製作品展示 

・鉋削り体験 

※来校者には、スタンプラリーにより景品をプレゼントします。 

５ 県北ものづくり産業の紹介 

オープンキャンパスでは、県北ものづくり企業の紹介コーナーを設置し、県北

地域のものづくり産業の活動も併せて知ることができます。 

６ 対象 

高校生及びその保護者、地域住民等 

（参加希望の高校生はファクス等で事前にお申込みください。一般の方は事前申

込不要です。） 

７ 主催 

岩手県立二戸高等技術専門校 （校長 熱海芳廣） 

８ 問い合わせ先 

0195-23-2227 岩手県立二戸高等技術専門校 

 

 担当：二戸高等技術専門校 山田 

電話：0195-23-2227  



岩 手 
県 立 

自 動 車 シ ス テ ム 科 ・ 建 築 科 

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  E-mail CD0007＠pref.iwate.jp 

お楽しみ 
スタンプラリー 

参加希望の方(高校生)は、裏面の申込書に記入
のうえファクスなどでお申し込みください。 

技術者への 

第一歩 

13：00 ～ 16：00 
実習見学 



学校名 連絡先（ＴＥＬ） 

担当者              連絡先（ＦＡＸ） 
（学校を通じて申し込む場合に記載） 

参加者氏名 性別 学年 希望科 

自動車 ・ 建築 

自動車 ・ 建築 

自動車 ・ 建築 

自動車 ・ 建築 

自動車 ・ 建築 

二戸高等技術専門校オープンキャンパス２０１９ 

高校生で参加を希望する方は、下記申込書に必要事項を記載のうえ、
ファクスなどで事前に申し込んでください（一般の方は申込不要）。 

二戸高等技術専門校オープンキャンパス２０１９  

高校生参加申込書 
〔申込期限：6月27日(木)〕※当日参加も可 

ＦＡＸ 0195-23-9081 

メニュー 
12：30～ 受  付 

13：00～    全体説明 

13：30～  

各科ガイダ
ンスなど 

自動車システム科 建築科 

自動車点検作業見学 

自動車整備実習見学 

マイカー安心点検 

燃料電池自動車・除雪車展示 

模擬家屋実習見学 

継手加工実習見学 

実習製作品展示 

鉋削り体験 

スタンプラリー開催！（達成者には記念品プレゼント） 
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懇談項目 13 

企業の人財育成を応援します 

 ～上半期、県北広域で行われる事業所向けのセミナー等のお知らせ～ 

（二戸高等技術専門校）  

 企業の人財（人材）育成を支援するため、上半期を中心に県北広域で開催される専

門的知識及び技能・技術、各種資格の取得を目的としたセミナー等を取りまとめ、二

戸高等技術専門校のウェブサイトで情報提供を開始しましたので、お知らせします。 

企業での職階研修や技術研修としてのご活用をはじめ、個人のスキルアップに受講

いただけます。 

 

１ 目的 

企業の成長・発展には、競争力及び経営資源を強化する「人財（人材）育成」が

欠かせません。 

企業と従業員が、これまで得てきた知識やスキルを応用しながら、さらに能力を

高めていくことが、ますます大切になってきます。 

企業が自社の課題解決に合うセミナー等を見つけるタイミングを早くし、受講の  

「きっかけ」となるよう、各機関、団体で実施するセミナー等を選択しやすくなる

情報を提供することで、企業の未来をつくる、成長をお手伝いします。 

 

２ 内容 

社員研修をはじめとして、建設・製造、技術管理、電気工事、情報に至るまで多

種多様な分野を網羅しています。 

（１）費用 

基本的に無料です。テキスト代等（実費）の自己負担が必要な場合があります。 

（２）期間 

基本的には１～３日間の短期となります。 

（３）申込 

受講に関する申込先は実施機関・団体です。 

（４）メリット 

現在の職務能力の向上や、仕事に必要な新たな技術・知識を身につけることが

できます。 

 

３ 情報の掲載 

二戸高等技術専門校のウェブサイトに掲載します。 

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/koyouroudou/shisetsu/ninohe/ 

index.html 

 

 

 

 

担当：二戸高等技術専門校 山田 

電話：0195-23-2227  
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４月 ５月 ６月 ７月

 

 4 管理職研修 

６日（木）、７日（金） 

 

 10 Ｅｘｃｅｌビジネス活用基礎 

１８日（火）、１９日（水） 

 

 3 中堅社員 

１０日（水）、１１日（木） 

 

 6 建築３次元ＣＡＤ講習 

７日（水）、８日（木） 

 

 4 管理職研修 

６日（木）、７日（金） 

 

 7 ＩＳＯ22000規格解説 

１７日（水）、１８日（木）、１９日（金） 

 

 8 ＩＳＯ22000内部監査員養成 

２０日（火）、２１日（水） 

１１日（水）、１２日（木） 

 スキル取得セミナー（応用）Ⅰ 

「コーチング実践ｾﾐﾅｰ」 

２４日（水） ２６日（月） 

 スキル取得セミナー（応用）Ⅱ 

「リーダーシップ実践ｾﾐﾅｰ」 

２４日（火） 

 スキル取得セミナー（応用）Ⅲ 

「問題解決実践ｾﾐﾅｰ」 

 

 7 Ｊｗ－ｃａｄ基礎 

５日（水）、６日（木） 

 

 5 中堅社員 

１２日（水）、１３日（木） 

 14 第二種電気工事士 

 技能試験受験準備 

８日（月）、９日（火） 
 

 4 若手社員 

４日（水）、５日（木） 

 

 8 Ｗｏｒｄビジネス活用応用 

１２日（木）、１３日（金） 

 2 新入社員Ⅱ 

（フォローアップ） 

１９日（木）、２０日（金） 

 

１ ビジネスマナー・接客 

１５日（水）、１６日（木） 

 

 9 Ｗｏｒｄビジネス活用応用 

２２日（水）、２３日（木） 

 1 新入社員Ⅰ 
（スタートアップ） 

３日（水）、４日（木） 

 

 6 ビジネスマナー・接客 

１０日（水）、１１日（木） 

 13 第二種電気工事士 

 筆記試験受験準備 

１３日（月）、１４日（火） 

 

 11 ＥｘｃｅｌＶＢＡプログラミング 

１７日（木）、１８日（金） 

２３日（木） 

 スキル取得セミナー（応用）Ⅳ 

「モチベーションアップ・ｾﾐﾅｰ」 

 12 パワーポイント 

 ビジネス活用基礎 

１８日（月）、１９日（火） 

２９日（火） 

 スキル取得セミナー（基礎）Ⅰ 

「ビジネスマナー基本ｾﾐﾅｰ」 

13 ホームページ 

 ビジネス活用基礎 

４日（水）、５日（木） 

６日（金） 

 スキル取得セミナー（基礎）Ⅱ 

「コミュニケーション基本ｾﾐﾅｰ」 

２７日（月） 

 スキル取得セミナー（基礎）Ⅲ 

「モチベーション基本ｾﾐﾅｰ」 

１７日（月） 

 スキル取得セミナー（基礎）Ⅳ 

「チームワーク基本ｾﾐﾅｰ」 

 

 9 Ｅｘｃｅｌビジネス活用基礎Ⅰ 

２４日（木）、２５日（金） 

 

 10 Ｅｘｃｅｌビジネス活用基礎

７日（木）、８日（金） 

 11 ホームページ 

ビジネス活用基礎 

１３日（水）、１４日（木） 

 12 パワーポイント 

 ビジネス活用基礎 

２０日（水）、２１日（木） 

 3 新入社員Ⅲ 

（ブラッシュアップ） 

３日（火）、４日（水） 

 
         事 業 所 向 け 
◆県北広域で開催される研修・セミナー等◆ 
        （令和元年５月30日現在）  
 
  企業の人財育成のため、県北広域では、社員を対象に、現在また
は今後の仕事に必要な専門的知識及び技能・技術、各種資格の取得
を目的とした研修・セミナーが開催されています。 
 
  研修・セミナーは、初心者を対象とした基礎的な内容から、高度な
内容まで様々あり、その分野は、社員研修系、建築・設備系、技術管
理系、電気工事系、情報系です。 
 
  受講料は無料ですが、教材費等の実費については自己負担が必
要な場合があります。 
 
  会場は、次のとおりです。 
 《二戸地区》 
 ○ 二戸高等技術専門校  二戸市石切所字上野々92番地1 
                    （Tel: 0195-23-2227） 

 ○ 二戸地域職業訓練センター  岩手県二戸市米沢字荒谷76-2 
                    （Tel: 0195-23-3040） 
 
 《久慈地区》 
 ○ 久慈高等職業訓練校  久慈市川崎町17番5号 
                    （Tel: 0194-52-3343） 
 
  お問合せ、申込先は、 
 ○ 二戸高等技術専門校  二戸市石切所字上野々92番地1 
                    （Tel: 0195-23-2227） 
 ○ 二戸地域雇用創造協議会  岩手県二戸市米沢字荒谷76-2 
                    （Tel: 0195-26-8061）            
まで。 
 
  実践的なスキルが身に着き、社員の成長につながる研修や学びの
場として活用し、「社員のモチベーションアップと能力向上」を、業績
アップにつなげましょう。 
 
 

二戸高等技術専門校主催 

（会場: 二戸高等技術専門校） 

二戸高等技術専門校主催 

（会場: 久慈高等職業訓練校） 

 二戸地域雇用創造協議会主催 

（会場: 二戸地域職業訓練ｾﾝﾀｰ） 

 

 5 Ｊｗ－ｃａｄ基礎 

１７日（火）、１８日（水） 

 

 2 若手社員 



【　二戸地区　】　　～　お問い合わせ・お申し込みは、実施機関・団体まで　～
●　社員研修系

実施機関・団体 研修コース・講座名 研修・講座内容 講師 研修期日 定員 実施会場

1 二戸高等技術専門校 ビジネスマナー・接客
ビジネスマナーの重要性、ビジネスマナー
と言葉遣い・電話対応・訪問ナマー、接客
対応ポイント、クレーム対応について学び

株式会社ａｉびじねす
代表取締役　中村　夢美子

5/15、16 20 二戸高等技術専門校

2 二戸高等技術専門校 若手社員

若手社員としての役割、主体性を発揮する
上での必要な意識、周囲の人に働きかけ
て仕事をする方法、仕事上の効果的なコ
ミュニケーションや自己啓発の基本につい
て学びます。

株式会社ａｉびじねす
代表取締役　中村　夢美子

9/11、12 20 二戸高等技術専門校

3 二戸高等技術専門校 中堅社員

中堅社員の立場と役割、仕事のサイクル、
上司の補佐、教え方の基本原則、リーダー
シップ、改善の進め方、チームワーク、機
能向上と自己啓発他について学びます。

株式会社ａｉびじねす
代表取締役　中村　夢美子

7/10、11 20 二戸高等技術専門校

4 二戸高等技術専門校 管理職研修

管理者の必須スキルとして、管理者の立場
と役割、管理者の姿勢と判断、人間行動及
び人の欲求の理解、組織の運営、基準に
基づく管理、問題解決、改善他について学

株式会社ａｉびじねす
代表取締役　中村　夢美子

6/6、7 20 二戸高等技術専門校

ａ 二戸地域雇用創造協議会

スキル取得セミナー【基礎】
Ⅰ
「ビジネスマナー基本セミ
ナー」

ビジネスマナーは社会人としての基本であ
ると同時に、顧客やパートナーとの関係構
築のための手段でもあります。若手社員の
うちに基本の型を自分のものにし、一歩進
んだ“気配りある行動”ができる人材を育て
ます。

学校法人産業能率大学兼任講
師　　田中 路子、　安藤　準、
斎田 真一

11/29 20
二戸地域職業訓練セン
ター

ｂ 二戸地域雇用創造協議会

スキル取得セミナー【基礎】
Ⅱ
「コミュニケーション基本セミ
ナー」

コミュニケーションは、仕事上での情報伝
達はもちろん、人間関係の構築にあたって
も重要なスキルです。OJTを受ける立場で
ある若手社員にとっては、フォロワーシップ
の源泉でもあり、今後の成長を左右するス
キルとなります。

学校法人産業能率大学兼任講
師　　田中 路子、　安藤　準、
斎田 真一

12/6 20
二戸地域職業訓練セン
ター

ｃ 二戸地域雇用創造協議会

スキル取得セミナー【基礎】
Ⅲ
「モチベーション基本セミ
ナー」

若手社員はその成長過程で様々な逆境に
直面します。その度に心が揺れ、時には
“やる気”を維持できなくなることもありま
す。自らの心をポジティブに保ち、モチベー
ションを修正しながら仕事ができる力を養
います。

学校法人産業能率大学兼任講
師　　田中 路子、　安藤　準、
斎田 真一

1/27 20
二戸地域職業訓練セン
ター

ｄ 二戸地域雇用創造協議会
スキル取得セミナー【基礎】
Ⅳ
「チームワーク基本セミナー」

仕事は個人の力だけでは完結しません。
チームとして助け合い、力を結集して、相
乗効果を生み出すことの重要さを、若手社
員のうちから認識することが、仕事の質を
高め、本人の今後の成長にもつながりま
す。

学校法人産業能率大学兼任講
師　　田中 路子、　安藤　準、
斎田 真一

2/17 20
二戸地域職業訓練セン
ター

ｅ 二戸地域雇用創造協議会
スキル取得セミナー【応用】
Ⅰ
「コーチング実践セミナー」

中堅社員には職場のOJTにおいては推進
者としての役割が期待されています。指導
は、相手が自ら主体的に学習に向かわな
いと成功しません。コーチングは、内発的
な動機づけを通して、後輩の主体性を引き
出すスキルです

学校法人産業能率大学兼任講
師　　斎田 真一、　二瓶　哲 7/24 20

二戸地域職業訓練セン
ター

ｆ 二戸地域雇用創造協議会

スキル取得セミナー【応用】
Ⅱ
「リーダーシップ実践セミ
ナー」

中堅社員にはリーダーとしての役割が求め
られます。後輩には育成的な視点で、上司
には補佐としての視点で影響力の発揮が
期待されています。ポジションや性格に関
わらない、自分なりのリーダーシップのあり
方を身につけます。

学校法人産業能率大学兼任講
師　　斎田 真一、　田中 路子 8/26 20

二戸地域職業訓練セン
ター

ｇ 二戸地域雇用創造協議会
スキル取得セミナー【応用】
Ⅲ
「問題解決実践セミナー」

中堅社員には職場では問題解決の主体者
としての役割が求められます。顕在してい
る問題のみならず先を見越した潜在的な問
題を感知する力が必要になります。問題を
発見し、原因を追及する一連のスキルを習
得します。

学校法人産業能率大学兼任講
師　　斎田 真一、　田中 路子 9/24 20

二戸地域職業訓練セン
ター

ｈ 二戸地域雇用創造協議会

スキル取得セミナー【応用】
Ⅳ
「モチベーション・アップ・セミ
ナー」

中堅社員には若手社員の手本であること
が求められます。特に仕事に対する取組
み姿勢は影響の大きな要素です。自分自
身のモチベーションを高めることに加え、後
輩のやる気への気配りもできるスキルを身
につけます。

学校法人産業能率大学兼任講
師　　斎田 真一、　田中 路子 10/23 20

二戸地域職業訓練セン
ター

●　建築・設備系

実施機関・団体 研修コース・講座名 研修・講座内容 講師 研修期日 定員 実施会場

5 二戸高等技術専門校 Ｊｗ＿ｃａｄ基礎

基本的な建設図面の作成を通じて、作図
の基本、文字入力、建具・図形ライブラリの
活用等、ＣＡＤソフトＪｗ－ｃａｄの基礎的な
使い方について学びます。

県立二戸高等技術専門校建築
科講師

9/17、18 10 二戸高等技術専門校

6 二戸高等技術専門校 建築３次元ＣＡＤ講習
３次元モデリングソフト「SkechUp（スケッチ
アップ）」を使用して、建築物の３Ｄモデリン
グの操作方法について学びます。

県立二戸高等技術専門校建築
科講師

8/7、8 10 二戸高等技術専門校

●　技術管理系

実施機関・団体 研修コース・講座名 研修・講座内容 講師 研修期日 定員 実施会場

7 二戸高等技術専門校 ＩＳＯ22000規格解説
安全な食品を生産・流通・販売するための
ISO22000　2018年版及びFSSC22000
Ver.5を学ぶことができます。

K-OFFICE　代表　角田　啓子
7/17、18、

19
20 二戸高等技術専門校

8 二戸高等技術専門校 ＩＳＯ22000内部監査員養成
食品関係企業のISO22000内部監査員の
方を対象に、規格の適合性、有効性監査を
効果的に実践するための技術を習得しま

K-OFFICE　代表　角田　啓子 8/20、21 20 二戸高等技術専門校

●　情報系

実施機関・団体 研修コース・講座名 研修・講座内容 講師 研修期日 定員 実施会場

9 二戸高等技術専門校 Ｗｏｒｄビジネス活用応用
実務に役立つ文書の作成を通じて、図形、
写真、テキストボックス、ワードアートの使
い方を学びます。

二戸職業訓練協会講師 5/22、23 10 二戸高等技術専門校

事業所向け　県北広域で開催される研修・セミナー等　（令和元年５月30日現在）



実施機関・団体 研修コース・講座名 研修・講座内容 講師 研修期日 定員 実施会場

10 二戸高等技術専門校 Ｅｘｃｅｌビジネス活用基礎

基本的なデータ集計資料の作成を通じて、
データ入力・編集、グラフの作成等、表計
算ソフトExcelをビジネスに活用する基礎的
な方法について学びます。

二戸職業訓練協会講師 6/18、19 10 二戸高等技術専門校

11 二戸高等技術専門校 ＥｘｃｅlVBAプログラミング

効率のよい事務処理などに活用できる
Excelのマクロ機能とそのプログラミング言
語であるVBA(Visual Basic for
Applications)について学びます。

二戸職業訓練協会講師 10/17、18 10 二戸高等技術専門校

12 二戸高等技術専門校
パワーポイントビジネス活用
基礎

プレゼンテーションの基本、図表の組込み
方等、パワーポイントを活用したプレゼン
テーション資料作成の基本について学ぶこ
とにより、ビジネス活用のスキルアップを図

二戸職業訓練協会講師 11/18、19 10 二戸高等技術専門校

13 二戸高等技術専門校
ホームページビジネス活用
基礎

基本的なホームページ作成を通じて、ホー
ムページの基本、Webサイトの作成・更新
方法、インターネットへの公開方法等につ
いて学びます。

二戸職業訓練協会講師 12/4、5 10 二戸高等技術専門校

◇　お問い合わせ・お申し込み先

二戸高等技術専門校　　　　　　　二戸市石切所字上野々９２－１　　Ｔｅｌ：　０１９５－２３－２２２７

二戸地域雇用創造協議会　　　　二戸市米沢字荒谷７６－２　　Tel:　０１９５－２６－８０６１

【　久慈地区　】　　～　お問い合わせ・お申し込みは、実施機関・団体まで　～
●　社員研修系

実施機関・団体 研修コース・講座名 研修・講座内容 講師 研修期日 定員 実施会場

1 二戸高等技術専門校
新入社員Ⅰ
（スタートアップ）

学生から社会人への意識改革を図ります。
株式会社ａｉびじねす
代表取締役　中村　夢美子

4/3、4 20 久慈高等職業訓練校

2 二戸高等技術専門校
新入社員Ⅱ
（フォローアップ）

仕事の基本的な進め方を再確認し、パ
ワーアップを図ります。

株式会社ａｉびじねす
代表取締役　中村　夢美子

9/19、20 20 久慈高等職業訓練校

3 二戸高等技術専門校
新入社員Ⅲ
（ブラッシュアップ）

２年目に向けた成長への基礎を再構築し
ます。

株式会社ａｉびじねす
代表取締役　中村　夢美子

3/3、4 20 久慈高等職業訓練校

4 二戸高等技術専門校 若手社員

若手社員としての役割、主体性を発揮する
上での必要な意識、周囲の人に働きかけ
て仕事をする方法、仕事上の効果的なコ
ミュニケーションや自己啓発の基本につい
て学びます。

株式会社ａｉびじねす
代表取締役　中村　夢美子

9/4、5 20 久慈高等職業訓練校

5 二戸高等技術専門校 中堅社員

中堅社員の立場と役割、仕事のサイクル、
上司の補佐、教え方の基本原則、リーダー
シップ、改善の進め方、チームワーク、機
能向上と自己啓発他について学びます。

株式会社ａｉびじねす
代表取締役　中村　夢美子

6/12、13 20 久慈高等職業訓練校

6 二戸高等技術専門校 ビジネスマナー・接客
ビジネスマナーの重要性、ビジネスマナー
と言葉遣い・電話対応・訪問ナマー、接客
対応ポイント、クレーム対応について学び

株式会社ａｉびじねす
代表取締役　中村　夢美子

4/10、11 20 久慈高等職業訓練校

●　建築・設備系

実施機関・団体 研修コース・講座名 研修・講座内容 講師 研修期日 定員 実施会場

7 二戸高等技術専門校 Ｊｗ＿ｃａｄ基礎

基本的な建設図面の作成を通じて、作図
の基本、文字入力、建具・図形ライブラリの
活用等、ＣＡＤソフトＪｗ－ｃａｄの基礎的な
使い方について学びます。

県立二戸高等技術専門校建築
科講師

6/5、6 10 久慈高等職業訓練校

●　情報系

実施機関・団体 研修コース・講座名 研修・講座内容 講師 研修期日 定員 実施会場

8 二戸高等技術専門校 Ｗｏｒｄビジネス活用応用
実務に役立つ文書の作成を通じて、図形、
写真、テキストボックス、ワードアートの使
い方を学びます。

久慈職業訓練協会講師 9/12、13 10 久慈高等職業訓練校

9 二戸高等技術専門校 Ｅｘｃｅｌビジネス活用基礎Ⅰ

基本的なデータ集計資料の作成を通じて、
データ入力・編集、グラフの作成等、表計
算ソフトExcelをビジネスに活用する基礎的
な方法について学びます。

久慈職業訓練協会講師 10/24、25 10 久慈高等職業訓練校

10 二戸高等技術専門校 Ｅｘｃｅｌビジネス活用基礎Ⅱ

基本的な見積・請求書の作成を通じて、基
本的な関数の使い方、帳票の作成等、表
計算ソフトExcelをビジネスに活用する基礎
的な方法を学びます。

久慈職業訓練協会講師 11/7、8 10 久慈高等職業訓練校

11 二戸高等技術専門校
ホームページビジネス活用
基礎

基本的なホームページ作成を通じて、ホー
ムページの基本、Webサイトの作成・更新
方法、インターネットへの公開方法等につ
いて学びます。

久慈職業訓練協会講師 11/13、14 10 久慈高等職業訓練校

12 二戸高等技術専門校
パワーポイントビジネス活用
基礎

プレゼンテーションの基本、図表の組込み
方等、パワーポイントを活用したプレゼン
テーション資料作成の基本について学ぶこ
とにより、ビジネス活用のスキルアップを図

久慈職業訓練協会講師 11/20、21 10 久慈高等職業訓練校

●　電気工事系

実施機関・団体 研修コース・講座名 研修・講座内容 講師 研修期日 定員 実施会場

13 二戸高等技術専門校
第二種電気工事士筆記試験
受験準備

筆記試験の内容説明、電気に関する基礎
理論、電気工事の施工方法、一般用電気
工作物の保安に関する法令等、第二電気
工事士試験の受験者を対象に、学科試験
の出題ポイントについて学びます。

安倍　伴有 5/13、14 10 久慈高等職業訓練校

14 二戸高等技術専門校
第二種電気工事士技能試験
受験準備

技能試験の内容説明、図面の見方、各種
作業（器具取付、ケーブル配線）等、第二
種電気工事士試験の受験者を対象に、実
技試験の出題ポイントについて学びます。

安倍　伴有 7/8、9 10 久慈高等職業訓練校

◇　お問い合わせ・お申し込み先

二戸高等技術専門校　　　　　　　二戸市石切所字上野々９２－１　　Ｔｅｌ：　０１９５－２３－２２２７

　　　　



報道機関懇談会資料（2019/6/5） 県北広域振興局 

懇談項目 14 

資格の取得やスキルアップをして、就職につなげます 

 ～上半期、県北広域で行われる求職者向けのセミナー等のお知らせ～ 

（二戸高等技術専門校） 

これから就職を目指す方に対し、上半期を中心に県北広域で開催される各種資格や

スキルの取得を目的としたセミナー等を取りまとめ、二戸高等技術専門校のウェブサ

イトで情報提供を開始しましたので、お知らせします。 

無料で受講することができ、専門的な知識や技術を身に付けることで、就職の幅を

広げ有意義な就職活動につながります（テキスト代等は自己負担）。 

 

１ 目的 

失業中の方だけでなく、働きたいのにキャリアが少ない方等、状況を問わず、国、

県及び民間が実施する公的職業訓練やセミナー等の情報を提供することで、早期の

（再）就職につなげるものです。 

 

２ 内容 

事務系をはじめとして、ＩＴ、建設・製造、介護、経理に至るまで多種多様な分

野を網羅しています。また、簿記検定３級、コンピュータサービス技能評価試験ワ

ープロ部門２級、フォークリフト運転技能講習、介護職員初任者研修等の資格取得

も目指すことができます。 

「やりたい仕事はあるが経験やスキルがない」「入社後すぐに役立つ専門的・実践

的なスキルを身に付けたい」などという方には受講は非常に効果的です。少し時間

がかりますが、受講してから就職するメリットは大いにあります。 

（１）資格取得を目指す公的職業訓練（ハロートレーニング） 

  ア 費用 

    受講料は基本的に無料です。テキスト代等は自己負担になります。 

  イ 期間 

    基本的には３～４か月となります。 

  ウ 手続 

    受講に関する手続は基本的には公共職業安定所で行います。最寄りの公共

職業安定所までご相談願います。 

  エ 受講期間中の生活費 

    雇用保険（失業保険）を受給できる方は、受講中に基本手当等を受給する

ことができます。雇用保険を受給できない方には、一定の要件を満たせば、

給付金（受講中の生活費等）が支給される制度（求職者支援制度）がありま

す。詳しくは公共職業安定所にご相談ください。 

 

 

 



（２）スキル取得を目指すその他のセミナー・研修等 

  ア 受講費用 

    受講料は基本的に無料です。 

  イ 受講期間 

    1日から２日間程度です。 

  ウ 対象者 

    求職中の方が対象ですが、各セミナー等で受講対象者が異なります。 

    各関係機関・団体で配布するリーフレットやホームページでご確認くださ

い。 

  エ 受講申込・お問合せ 

    実施団体まで受講申込・お問合せください。 

 

３ 情報の掲載 

二戸高等技術専門校のウェブサイトに、概ね半期ごとに更新します。 

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/koyouroudou/shisetsu/ninohe/ 

index.html 

    

 

 

● ハロートレーニング 

 公共職業安定所（ハローワーク）の求職者を対象に、職業相談等を通じて受講が

必要である場合に、再就職の実現にあたって必要な訓練を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：二戸高等技術専門校 山田 

電話：0195-23-2227  



【　凡例　】

資格取得を目指す訓練

資格取得を目指す訓練

スキル取得を目指すセミナー等

◇　お問い合わせ先

二戸高等技術専門校　　　　　　　二戸市石切所字上野々９２－１　　Ｔｅｌ：　０１９５－２３－２２２７

二戸地域雇用創造協議会　　　　二戸市米沢字荒谷７６－２　　Tel:　０１９５－２６－８０６１

ハローワーク二戸（二戸公共職業安定所）　　　二戸市石切所字荷渡６－１　二戸合同庁舎1階　　Tel:  ０１９５－２３－３３４１

ハローワーク久慈（久慈公共職業安定所）　　　久慈市川崎町２－１５　　Tel:  ０１９４－５３－３３７４

二戸地区 久慈地区

４
月
開
講

11
月
開
講

12
月
開
講

９
月
開
講

６
月
開
講

７
月
開
講

８
月
開
講

　　県北広域で開催される離職者・求職者向け訓練・セミナー等　（令和元年５月３０日現在）

５
月
開
講

５月８日（水）－８月７日（水） 

ＯＡ実務科①（知識等習得コース）  ［３か月］ 

５月１７日（金） 

仕事力ＵＰセミナー【基礎】 

「キャリアの確認と目標設定」 

５月３１日（金）－８月３０日（金） 

総合実務科（建設人材育成コース）  ［３か月］ 

 

６月７日（金） 

仕事力ＵＰセミナー【基礎】 

「効果的・効率的な仕事の進め方」 

７月５日（金） 

仕事力ＵＰセミナー【応用】 

「すぐに使えるビジネスマナー」 

７月９日（火）、１０日（水） 

女性の再就職セミナー 

「ママのイキイキ応援プログラム」 

７月１２日（金） 

仕事力ＵＰセミナー【応用】 

「信頼関係を高めるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」 

７月１８日（木）、１９日（金） 

観光業関連セミナー 

「おもてなし英会話セミナー」 

７月２５日（木）－１１月２２日（金） 

福祉サービス科（日本版デュアルシステム訓練コース）  ［４か月］ 
 

８月２日（金） 

事業所見学会＆ミニ面談会 

「見つかる！広がる！ 

 地元企業見学バスツアー」 

８月３０日（金）－１１月２９日（金） 

ＯＡ実務科②（知識等習得コース）  ［３か月］ 

１２月１３日（金）－３月１２日（金） 

ビジネス総合科（建設人材育成コース）  ［３か月］ 

４月２３日（火）－７月２２日（月） 

ＯＡ実務科（知識等習得コース）  ［３か月］ 

 

６月４日（火）－１０月３日（木） 

ＯＡビジネス科①（日本版デュアルシステム訓練コース）   ［４か月］ 
 

７月２４日（水）－１０月２３日（水） 

ＯＡ医療事務科（知識等習得コース）  ［３か月］ 

 

１１月２９日（金）－２月２８日（金） 

ＯＡ経理科（知識等習得コース）  ［３か月］ 

 

９月１８日（水）－１月１７日（金） 

ＯＡビジネス科②（日本版デュアルシステム訓練コース）  ［４か月］ 

 

１１月２６日（火）－２月２５日（月） 

ＯＡ経理科（知識等習得コース）  ［３か月］ 

 

７月３０日（火） 

仕事力ＵＰセミナー【応用】 

「ｷｬﾘｱの再確認とﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ」 

 二戸地域雇用創造協議会実施 
（会場：二戸地域職業訓練センターほか） 

二戸高等技術専門校実施 
（会場：久慈高等職業訓練校ほか） 

 二戸高等技術専門校実施 
（会場：二戸地域職業訓練センターほか） 

５月３１日（金） 

仕事力ＵＰセミナー【基礎】 

「ビジネス文書のルールとマナー」 

８月２９日（木）、３０日（金） 

パソコン活用セミナー 

「知っているようで知らない 

パソコン知識とオフィスマナー」 

 就職を考えているけど自分の経験やスキルに自信がない人や他業種への転職を希望している人が、希望する仕事に就くために必要なスキルや知識などを学ぶ訓練やセミナーが

県北広域では、開催されています。 

 受講料が無料（テキスト代等は自己負担。）、他の参加者との交流で孤独感が癒される、生活リズムが整い、就職への意欲が保たれる、資格が取得できるなどのメリットがあります。 
 無料で受講することができ、専門的な知識や技術を身につけ、コースによっては資格取得も可能な訓練は、就職の幅を広げ有意義な就職活動に繋がります。 



【　二戸地区　】

★　公的職業訓練　（ハロートレーニング）　～お申込みは、ハローワーク二戸（二戸公共職業安定所）へ～
●　資格取得を目指す訓練

実施機関・団体 訓練・セミナー名 訓練・セミナー内容 取得を目指す資格 訓練期間 定員 実施会場

111 二戸高等技術専門校
ＯＡ実務科①（知識等習得
コース）　　　［３か月］

パソコンを使った事務処理について、基
本的な技能を習得します。

コンピュータサービス技能評価試
験（ワープロ部門）２級
コンピュータサービス技能評価試
験（表計算部門）２級

5/8～
8/7

　［３か月］
20

二戸地域職業訓練セ
ンター

112 二戸高等技術専門校
総合実務科（建設人材育成
コース）　　［３か月］

各種建設機械の運転及び溶接に関す
る専門的な知識・技能を習得します。
パソコンの基本操作を学びます。

フォークリフト運転技能講習
玉掛け技能講習
小型車両系建設機械特別教育
（整地・運搬・積込み用及び掘削
用）
アーク溶接等の業務に係る特別
教育
刈り払い安全衛生教育等

5/31～
8/30

　［３か月］
15

二戸地域職業訓練セ
ンター

211 二戸高等技術専門校
福祉サービス科（日本版デュ
アルシステム訓練コース）
［４か月］

訪問介護及び居宅介護の専門的な知
識・技能とパソコンを使った事務処理の
基本的な技能を習得します。
企業実習を通じて、職場における実践
的な実務対応能力を習得します。

介護員初任者研修課程修了
居宅介護職員初任者研修課程修
了
コンピュータサービス技能評価試
験（ワープロ部門）３級

7/25～
11/22

　［４か月］
14

二戸地域職業訓練セ
ンター
他企業実習施設

113 二戸高等技術専門校
ＯＡ実務科②（知識等習得
コース）　　［３か月］

パソコンを使った事務処理について、基
本的な技能を習得します。

コンピュータサービス技能評価試
験（ワープロ部門）２級
コンピュータサービス技能評価試
験（表計算部門）２級

8/30～
11/29

　［３か月］
15

二戸地域職業訓練セ
ンター

114 二戸高等技術専門校
ＯＡ経理科（知識等習得コー
ス）　　［３か月］

パソコンを使った事務処理について、基
本的な技能を習得します。
簿記の基本的な仕分けについて学びま
す。

コンピュータサービス技能評価試
験（ワープロ部門）３級
コンピュータサービス技能評価試
験（表計算部門）３級
日本商工会議所簿記検定３級

11/29～
2/28

　［３か月］
15

二戸地域職業訓練セ
ンター

115 二戸高等技術専門校
ビジネス総合科（建設人材育
成コース）　　［３か月］

各種建設機械の運転に関する専門的
な知識・技能を習得します。
パソコンの基本操作及び表計算データ
処理を学びます。

フォークリフト運転技能講習
小型車両系建設機械特別教育
（整地・運搬・掘削）
高所作業特別教育
コンピュータサービス技能評価試
験（表計算部門）３級

12/13～
3/12

　［３か月］
15

二戸地域職業訓練セ
ンター

◇　お問い合わせ先

ハローワーク二戸（二戸公共職業安定所）　　　二戸市石切所字荷渡６－１　二戸合同庁舎1階　　Tel:  ０１９５－２３－３３４１

二戸高等技術専門校　　　　　　　二戸市石切所字上野々９２－１　　Ｔｅｌ：　０１９５－２３－２２２７

★　その他のセミナー、研修等　～お申込みは、実施機関・団体へ～
●　スキル取得を目指すセミナー

実施機関・団体 訓練・セミナー名 訓練・セミナー内容 講師 研修期日 定員 実施会場

Ａ 二戸地域雇用創造協議会
仕事力ＵＰセミナー【基礎】
「キャリアの確認と目標設定」

● キャリアの確認と目標設定
・キャリアとは
・キャリアを考えるメリット
・これまでの自分を振り返る
・自分の強みは何か
・自分にとっての価値とは
・仕事の意義とは
・Will（やりたいこと）Can（できること）
Must（やるべきこと）の視点
・キャリア目標の設定

学校法人産業能率大学兼任講師
斎田 真一、　田中 路子

5/17 20
二戸地域職業訓練セ
ンター

Ｂ 二戸地域雇用創造協議会
仕事力ＵＰセミナー【基礎】
「ビジネス文書のルールとマ
ナー」

● ビジネス文書のルールとマナー
・ビジネス文書の特徴とルール
・正しい表記法（用字、用語、記号、表
現）
・敬語表現の応用
・社内文書と社外文書
・ビジネスeメールのメリットとデメリット
・eメールがふさわしくない場合
・ビジネスeメール作成のテクニック
・文章作成演習

学校法人産業能率大学兼任講師
斎田 真一、　田中 路子

5/31 20
二戸地域職業訓練セ
ンター

Ｃ 二戸地域雇用創造協議会
仕事力ＵＰセミナー【基礎】
「効果的・効率的な仕事の進
め方」

●効果的・効率的な仕事の進め方
・効果的な仕事の進め方の原則
・仕事のスピードと成果
・PCDAサイクルとは
・報告、連絡、相談のポイント
・効率的な仕事の進め方
・「段取り」の考え方
・効率を上げるスケジューリング
・仕事の優先順位づけ
・効果的な段取りテクニック

学校法人産業能率大学兼任講師
斎田 真一、　田中 路子

6/7 20
二戸地域職業訓練セ
ンター

Ｄ 二戸地域雇用創造協議会
仕事力ＵＰセミナー【応用】
「すぐに使えるビジネスマ
ナー」

●効果的・効率的な仕事の進め方
・効果的な仕事の進め方の原則
・仕事のスピードと成果
・PCDAサイクルとは
・報告、連絡、相談のポイント
・効率的な仕事の進め方
・「段取り」の考え方
・効率を上げるスケジューリング
・仕事の優先順位づけ
・効果的な段取りテクニック

学校法人産業能率大学兼任講師
田中 路子、　安藤　準

7/5 20
二戸地域職業訓練セ
ンター

　県北広域で開催される離職者・求職者向け訓練・セミナー等（令和元年５月30日現在）



実施機関・団体 訓練・セミナー名 訓練・セミナー内容 講師 研修期日 定員 実施会場

Ｅ 二戸地域雇用創造協議会
女性の再就職セミナー
「ママのイキイキ応援プログ
ラム」

【聴く】見つめてみよう、自分の気持ち。
聴いてみよう、子どもの心。
【承認1】自分をもっと好きになろう。
自分の持つ基準に気づいています
か？
【承認2】自分の気持ちを伝えてみよう
【区別】悩んでいること、それは本当に
「あなた」の問題ですか？

ひろっしゅコーチ　　山崎　洋実 7/9、10 20
二戸市シビックセン
ター

Ｆ 二戸地域雇用創造協議会
仕事力ＵＰセミナー【応用】
「信頼関係を高めるコミュニ
ケーション」

● 信頼関係を高めるコミュニケーショ
ン
・仕事でのコミュニケーションの意味
・自分理解と他者理解
・傾聴の基本ポイント
・相手を不愉快にさせるには？
・コミュニケーションのポイント
・考えを引き出す質問法
・人間関係不全とは
・相手を理解する聴き方
・より良い人間関係の作り方

学校法人産業能率大学兼任講師
田中 路子、　安藤　準

7/12 20
二戸地域職業訓練セ
ンター

Ｇ 二戸地域雇用創造協議会
観光業関連セミナー
「おもてなし英会話セミナー」

接客・接遇基礎、ロールプレイング、イ
ンバウンド対応等をもとに、接客の場面
での英語力を高めます。

M’sＥｎｇｌｉｓｈ英語接客コンサルタ
ント
馬上　千恵

7/18、19 20
二戸勤労者総合福祉
センター（ワークインに
のへ）　他

Ｈ 二戸地域雇用創造協議会
仕事力ＵＰセミナー【応用】
「キャリアの再確認とメンタル
ヘルス」

●キャリアの再確認とメンタルヘルス
・○ヶ月を振り返って
・これからの就職活動に向けて
・メンタルヘルスの基礎知識
・自分の強みの再確認
・キャリア目標の再設定
・メンタル・タフネスとは
・自分の強みと価値の再確認
・困難に突きあたったら
・自分のストレス対処法を見つける

学校法人産業能率大学兼任講師
田中 路子、　安藤　準

7/30 20
二戸地域職業訓練セ
ンター

Ｉ 二戸地域雇用創造協議会
パソコン活用セミナー
「知ってるようで知らないパソ
コン知識とオフィスマナー」

ビジネスメールの基礎
・メールの基本ルール・マナー
・要件の伝え方と心遣いテクニック
・ビジネスメールでのコミュニケーション
地域ならではのオフィスマナー
・小さい事務所ならではの接客術
・この地域でのビジネスマナーとは

withColor代表
地域のレベルアップを目指すビジ
ネスマナー講師
嶋田　佳子

8/29、30 20
二戸地域職業訓練セ
ンター

◇　お問い合わせ先

二戸地域雇用創造協議会　　　　二戸市米沢字荒谷７６－２　　Tel:　０１９５－２６－８０６１

●　事業所の理解と求職者への情報提供を目指すセミナー

実施機関・団体 訓練・セミナー名 訓練・セミナー内容 訪問先 研修期日 定員 集合場所

ｊ 二戸地域雇用創造協議会
事業所見学会＆ミニ面談会
「見つかる！広がる！地元企
業見学バスツアー」

「仕事」を知り「現場」を感じる！
二戸地域の元気な企業を実際に見学
することで、未経験の不安解消や、求
人票ではわからない会社の魅力と理解
を深めマッチングを図ることを目的とし
ています。

(株)二戸サントップ
(株)菅文
(株)桂泉会
（太陽荘、太陽の里、くつろぎの
家）

8/2 20
二戸公共職業安定所
(ハローワーク二戸)

◇　お問い合わせ先

二戸地域雇用創造協議会　　　　二戸市米沢字荒谷７６－２　　Tel:　０１９５－２６－８０６１

【　久慈地区　】

★　公的職業訓練　（ハロートレーニング）　～お申込みは、ハローワーク久慈（久慈公共職業安定所）へ～
●　資格取得を目指す訓練

実施機関・団体 訓練・セミナー名 訓練・セミナー内容 取得を目指す資格 訓練期間 定員 実施会場

101 二戸高等技術専門校
ＯＡ実務科（知識等習得コー
ス）　　［３か月］

パソコンを使った事務処理について、基
本的な技能を習得します。
社会動向を把握し、分析・活用できる情
報活用力を身に付けます。

コンピュータサービス技能評価試
験（ワープロ部門）２級
コンピュータサービス技能評価試
験（表計算部門）２級

4/23～
7/22

　［３か月］
20 久慈高等職業訓練校

201 二戸高等技術専門校

ＯＡビジネス科①（日本版
デュアルシステム訓練コー
ス）　　　［４か月］

パソコンを使った事務処理の基本的な
技能及び総務事務の基本的な知識・技
能を習得します。
企業実習を通じて、職場における実践
的な実務対応能力を習得します。

コンピュータサービス技能評価試
験（ワープロ部門）３級
コンピュータサービス技能評価試
験（表計算部門）３級

6/4～
10/3

　［４か月］
14

久慈高等職業訓練校
他企業実習施設

102 二戸高等技術専門校
ＯＡ医療事務科（知識等習得
コース）　　［３か月］

医療保険請求実務の専門的な知識・技
能及びパソコンを使った事務処理の基
本的な技能を習得します。

一般財団法人日本医療教育財団
医療事務技能審査試験
コンピュータサービス技能評価試
験（ワープロ部門・表計算部門）３
級

7/24～
10/23

　［３か月］
15 久慈高等職業訓練校

202 二戸高等技術専門校
ＯＡビジネス科②（日本版
デュアルシステム訓練コー
ス）　　［４か月］

パソコンを使った事務処理の基本的な
技能及び総務事務の基本的な知識・技
能を習得します。
企業実習を通じて、職場における実践
的な実務対応能力を習得します。

コンピュータサービス技能評価試
験（ワープロ部門）３級
コンピュータサービス技能評価試
験（表計算部門）３級

9/18～
1/17

　［４か月］
14

久慈高等職業訓練校
他企業実習施設

103 二戸高等技術専門校
ＯＡ経理科（知識等習得コー
ス）　　［３か月］

簿記の専門的な知識・技能を習得しま
す。
パソコンを使った事務処理の基本的な
技能を習得します。

日本商工会議所簿記検定３級
コンピュータサービス技能評価試
験（ワープロ部門・表計算部門）３
級以上

11/26～
2/25

　［３か月］
15 久慈高等職業訓練校

◇　お問い合わせ先

ハローワーク久慈（久慈公共職業安定所）　　　久慈市川崎町２－１５　　Tel:  ０１９４－５３－３３７４

二戸高等技術専門校　　　　　　　二戸市石切所字上野々９２－１　　Ｔｅｌ：　０１９５－２３－２２２７



令和元年６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）

8
【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

平庭高原つつじまつり 10:00 久慈市 平庭高原中継基地 山形総合支所産業建設課 72-2129

平庭闘牛大会つつじ場所 11:00 久慈市 平庭闘牛場 山形総合支所産業建設課 72-2129

平庭高原つづじまつり俳句大会 11:00 久慈市 平庭高原 久慈市山形教育室 72-2143

【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 木
【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

久慈市長杯パークゴルフ大会 9:00 久慈市 平庭高原パークゴルフ場 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

まちなか・ありがとう市 10:00～17:00 久慈市 中心市街地 久慈市商工会議所 52-1000

【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

【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

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

アンバーホール開館20周年記念事業　久
慈・ベートーヴェン交響曲連戦演奏会vol.3
「名作の森～運命＆田園～」

14:00 久慈市 アンバーホール 久慈市教育委員会文化課 52-2700

27 木 久慈市いきいきシニアスポーツ大会 10:00 久慈市 総合運動場 久慈市生涯学習課 52‐2156

【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

三陸防災復興シンポジウム2019・展示会 調整中 久慈市 アンバーホール ◎〇 久慈市政策推進課 52-2115 

べっぴん夜市 16:00 久慈市 中心市街地 久慈市商工会議所 52-1000

【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

ビーチヨガin普代浜園地キラウミ 8:00～9:00 普代村 普代浜園地キラウミ 普代村政策推進室 35-2114

【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

令和元年７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 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

山形地区健康マラソン大会 9:00 久慈市 山形町霜畑 山形総合支所ふるさと振興課 72-2111

三陸ジオパークフォトロゲイニングフェス
ティバルin普代村・野田村

10:00～ 普代村 普代村・野田村 普代村政策推進室 35-2114

8 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

14 日
【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

15 月 こどもまつりinキラウミ（仮称・予定） 未定 普代村 普代浜園地キラウミ 普代村政策推進室 35-2114

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

6 土

18 火

23 日

28 金

日9

16 日

30 日



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いい汗かこう、 

  南部もぐりと 

    ウニの里で 

第 37回洋野町はまなすマラソン大会 

The 37th HIRONO HAMANASU MARATHON 

2019.6.23〔SUN〕  AM9:45  START 

主催：洋野町陸上競技協会         後援：洋野町教育委員会、洋野町体育協会 



第３７回 洋野町はまなすマラソン大会実施要項 
 

主  催    洋 野 町 陸 上 競 技 協 会 

後  援    洋野町教育委員会・洋野町体育協会 

期  日   ２０１９年６月２３日（日曜日）小雨決行 

会  場   種市海浜公園前スタート・ゴール 

種  目 

３Km 

Ａ 小学生４年女子 Ｂ 小学生５年女子 Ｃ 小学生６年女子 

Ｄ 小学生４年男子 Ｅ 小学生５年男子 Ｆ 小学生６年男子 

Ｇ 中学生女子 Ｈ 中学生男子 Ｉ 40歳以上女子 

Ｊ 60歳以上男子 Ｋ 男女年齢制限なし（オープン） 

５.３Km 
Ｌ 高校生以上女子 Ｍ 高校・一般男子 Ｎ 40～49歳男子 

Ｏ 50歳以上男子  

１０Km 
Ｐ 高校一般男子 Ｑ 40～49歳男子 Ｒ 50～59歳男子 

Ｓ 60歳以上男子 Ｔ 高校生以上女子 

参加資格 

    マラソン、ジョギング等を愛好する健康な方。 

表  彰 

① 各部門１位から６位まで賞状、１位から３位までメダル、副賞を授与します。ただし 

３㎞オープン（Ｋ）は除きます。その他、特別賞（遠来賞、年長賞）を授与します。 

② 完走者全員に完走証を授与します。（記録は、自分で記入することとなります） 

③ ３㎞オープン（Ｋ）は、完走証のみとなります。 

④ 参加者全員に参加賞（オリジナルＴシャツ）を贈ります。 

⑤ お楽しみ抽選会により特産品を贈ります。 

参 加 料 

  高校生以下 １，０００円  一般２，５００円 

※ 種目に限らず、上記金額となります。 

申込方法 

 ① 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて申し込みください。 

      申込用紙は、洋野町種市体育館・洋野町教育委員会大野事務所（大野庁舎内）に備え付けて

おりますので電話等で取り寄せてから申込みしてください。また、申込用紙は、町のホームペ

ージからダウンロードすることもできます。遠隔地の方は、郵便振替用紙による申込を受け付

けております。 

※ 大会事務局が作成した郵便振替用紙により参加申込された方は、所定の用紙による申込

は不要です。また、参加賞のＴシャツのサイズを必ず記入してください。 
 
            郵便振替口座記号番号 ０２３１０－９－３０８６６ 

            加入者名       洋野町陸上競技協会 
 

◆第 36回（平成 30年６月 24日）の大会記録 

・天候：晴   ・気温：23.3℃（10：00現在）  ・申込数：415人 

◆申込数 ／ km別優勝タイム（抜粋） 

距離 申込数 男子 女子 

10km   54人 33：49 38：15 

5.3km   66人 16：29 18：31 

３km   94人 10：25 12：09 

 

② 申込期限 

         ２０１９年４月２６日（金曜日）当日消印有効 

③ 申込・問い合わせ先 

     ○洋野町種市体育館（※毎週水曜日は休館です） 

    〒028-7914 岩手県九戸郡洋野町種市 23-27    ℡0194-65-4290 

○洋野町教育委員会大野事務所（大野庁舎内） 

 〒028-8802 岩手県九戸郡洋野町大野 8-47-2   ℡0194-77-2115 

大会当日日程 

① 受 付         ８：００～８：４５（種市海浜公園内） 

② 開 会 式         ８：４５～    （   〃   ） 

③ スタート       

      ３Km（オープンの部以外）  ９：４５～    （種市海浜公園前） 

   ３Km（オープンの部）   １０：００～    （   〃   ） 

   ５．３Km・１０Km     １０：３０～    （   〃   ） 

④ 抽 選 会         １１：５０～    （種市海浜公園内） 

⑤ 閉 会 式                １２：３０～    （   〃   ） 

注意事項 

①  記録集計は、手動計時で行いますので、集計作業に時間を要する場合があります。 

②  円滑な大会運営のため競技中は、大会役員及び係員の指示に従ってください。 

③  競技は、小雨決行としますので、参加者の健康管理には、十分注意してください。 

④  荒天時の判断は、午前７時に行います。大会当日の問い合わせは、洋野町種市体育館（℡

0194-65-4290）まで問合せください。（中止となる場合には、洋野町内へは、午前７時 10 分ま

でに防災無線にて放送します。） 

⑤  参加申込を済まされた方については、５月３１日（金）に「受付票はがき」を郵送します。 

⑥  ナンバーカード・プログラム・参加賞は当日受付で渡しますので、「受付票はがき」を忘れ

ずご持参ください。 

 

申 込 規 約 

参加者は、必ず次の事項に同意の上、お申し込みください。 

①  競技中の事故は、主催者で応急処置のみ行いますが、その後の責任は負いませんので、

体調管理には万全を期し、各自十分注意してください。 

②  年齢は、大会当日の満年齢とし、一般男子及び一般女子は、３９歳以下とします。 

③  参加種目は、ひとり１種目とし、申込者本人以外の出場は認めません。また、不正な

出場と判断された場合には、出場及び記録は、取り消しとなります。 

④  貴重品、手荷物等は、各自の責任で保管してください。盗難、紛失等の責任について

主催者は負いませんので、ご了承願います。 

⑤  競技は、交通制限されない公道を使用して行いますので、交通事情等により走者を停

止させ、車両の通行を優先させる場合があります。 

⑥  高校生以下の参加には、保護者の同意が必要です。 

 ⑦ 申込期限（４月２６日）を過ぎた後に欠場する場合の参加料返却には応じかねます。

欠場する場合には、大会当日以降において記念品をお受け取りください。 

 

 

 

 


