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報道機関への情報提供（2018/8/2） 県北広域振興局 

令和元年度岩手県自殺防止月間における緑Ｔシャツの着用について 

（保健福祉環境部・久慈保健所）  

 

世界自殺予防デー（９月 10 日）にちなんで国が設定した自殺予防週間（９月 10 日～９月

16日）を受け、岩手県で定めた自殺防止月間（９月）における当部オリジナルの取組として、

職員による自殺防止月間普及啓発用緑Ｔシャツの着用を実施します。 

 

 

１ 実施期間  

令和元年８月及び９月の原則毎週水曜日 

※初日８月７日（水）、最終日９月 25日（水） 

 

２ 目的   

保健福祉環境部職員が、当該Ｔシャツを着用して業務を行うことにより、地域住民に

対しこころの健康や命の大切さについて普及啓発を行うとともに、こころの健康づくり

や自殺対策についての知識や意識の向上を図る。 

   なお、管内市町村担当課の職員もＴシャツを着用します。 

 

（参考） 

久慈保健所において、平成 17年から厚生労働科学研究（自殺予防戦略研究自殺予防地域

介入研究）に協力し、その一環として緑Ｔシャツ着用による啓発活動を始めたものであり、

管内市町村においても継続して取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担当：保健福祉環境部 保健課長 石川美弥子 

電話：0194-53-4987  内線 246 
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報道機関への情報提供（2019/8/8） 県北広域振興局 

第１４回若年者ものづくり競技大会で２年ぶりに銀賞入賞 

久慈地区出身者では新谷龍太選手（久慈高卒）が銀賞（建築大工職種）､ 

川﨑隆星選手（大野高卒）が敢闘賞（自動車整備職種） 

（二戸高等技術専門校） 

 県立二戸高等技術専門校の建築科及び自動車システム科の学生４名が、令和元年 7月 31日

から８月 1日まで、福岡県で開催された第 14回若年者ものづくり競技大会に出場し、久慈市

出身久慈高等学校卒業の新谷龍太選手（建築科２年）が銀賞（建築大工職種）、洋野町出身大

野高等学校卒業の川﨑隆星選手（自動車整備職種）が敢闘賞に入賞したのでお知らせします。 

 この大会で本校選手が銀賞を受賞するのは２年ぶりです。また、本校選手が入賞するのは

６年連続です。 

 この大会は、企業等に就業しておらず、職業能力開発施設、工業高等学校等において、技

能を習得中の原則 20歳以下の若年者を対象として開催するもので、若年者に技能習得の目標

を付与し、技能を向上させることにより若年者の就業促進を図り、併せて若年技能者の裾野

の拡大を図ることを目的としています。 

 なお、表彰状の伝達は、９月に本校で実施する予定です。 

 

１ 日程   

令和元年 7月 31日（水）～８月 1日（木） 

２ 競技会場 

  福岡県 マリンメッセ福岡（建築大工職種ほか）、福岡高等技術専門校（自動車整備職種） 

３ 主催   

厚生労働省及び中央職業能力開発協会 

４ 後援   

文部科学省、経済産業省、国土交通省、福岡県ほか 

５ 競技職種 

建築大工、自動車整備ほか全 15職種 

６ 県立二戸高等技術専門校選手の成績 

（１）建築大工職種 

   銀 賞 建築科２年 新谷 龍太（しんや りゅうた）建築大工職種では銀賞は４年ぶり 

（久慈高等学校卒、久慈市出身） 

   敢闘賞 建築科２年 高橋 涼太（たかはし りょうた） 

（水沢工業高等学校卒、奥州市出身） 

（２）自動車整備職種 

   敢闘賞 自動車ｼｽﾃﾑ科２年 後藤 弥那（ごとう・ひろな） 

（福岡高等学校卒、二戸市出身） 

   敢闘賞 自動車ｼｽﾃﾑ科２年 川﨑 隆星（かわさき・りゅうせい） 

（大野高等学校卒、洋野町出身） 



７ 近年の県立二戸高等技術専門校出場選手の成績 

（１）第 13回若年者ものづくり競技大会（平成 30年、石川県） 

   ア 建築大工職種   敢闘賞  鈴木 翔大（一関工業学校卒） 

              敢闘賞  髙橋 健太（一関工業高等学校卒） 

   イ 自動車整備職種  敢闘賞  佐々木 幹太（久慈東高等学校卒） 

                   竹田 喜暁（盛岡市立高等学校卒） 

（２）第 12回若年者ものづくり競技大会（平成 29年、愛知県） 

   ア 建築大工職種   敢闘賞  下斗米 大海（軽米高等学校卒） 

                   中村 朱里（大槌高等学校卒） 

   イ 自動車整備職種  銀賞   三浦 聖也（盛岡市立高等学校卒） 

              銅賞   銅銭 勝規（盛岡工業高等学校卒） 

（３）第 11回若年者ものづくり競技大会（平成 28年、栃木県、沖縄県） 

   ア 建築大工職種   銅賞   野場 剣也（久慈工業高等学校卒） 

   イ 自動車整備職種  敢闘賞  佐々木 晴哉（盛岡農業高等学校卒） 

 

 

●若年者ものづくり競技大会入賞者数 

区 分 
建築大工職種 自動車整備職種 

金賞 銀賞 銅賞 敢闘賞 特別賞 金賞 銀賞 銅賞 敢闘賞 特別賞 

第 14回（令元）  １  １     ２  

第 13回（平 30）    ２     １  

第 12回（平 29）    １   １ １   

第 11回（平 28）   １      １  

第 10回（平 27）  １  １       

第９回（平 26）   ２       １ 

第８回（平 25）           

第 7回（平 24）  １         

※建築大工職種は第 7回から、自動車整備職種は第 8回から参加 

 

 

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 
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報道機関への情報提供（2019/8/29） 県北広域振興局 

岩手県議会議員選挙に係る立候補届出及び選挙公報掲載文の掲載順序を定めるくじ 

（予定）の実施について 

岩手県選挙管理委員会事務局久慈出張所  

 令和元年９月８日執行の標記選挙の立候補届出及び選挙公報掲載文の掲載順序を定めるく

じ（予定）を下記のとおり実施することとしたので、お知らせします。 

 

記 

１ 立候補届出 

（１） 日時 

     令和元年８月 30日（金）８時 30分から 17時まで 

     ただし、８時 30 分までに到着した立候補者が複数いる場合の届出順は、くじ引き

で決めます。 

（２） 場所 

     久慈地区合同庁舎６階大会議室 

（３） 対象選挙区 

  久慈、九戸 

 

２ 選挙公報掲載文の掲載順序を定めるくじ（予定） 

 （１） 日時 

     令和元年８月 30日（金）17時 15分から 

 （２） 場所 

     久慈地区合同庁舎６階大会議室 

 （３） 対象選挙区 

     久慈、九戸 

 （４） その他 

     立候補届出当日（８月 30 日）における立候補者数が、当該選挙区の定数を超える

こととなった場合で、かつ、当該選挙区の選挙公報掲載申請者が２人以上あった場合

に実施します。 

 

担当：岩手県選挙管理委員会事務局久慈出張所  

 （県北広域振興局経営企画部総務課） 

石木田 

電話：0194-53-4981（内線 292） 



担当：経営企画部企画推進課 細越課長、長井 

電話：0194-53-4981 内線 315・208 
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報道機関への情報提供（2019/8/29） 県北広域振興局 

  

『いわて女性活躍認定企業等』認定書交付式の実施について 

（経営企画部）  

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・認定を推進しており、同制度の普及により、企業における女性活躍や人

材確保、人材の地元定着を図り、『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。 

このたび、「社会福祉法人みちのく大寿会」及び「株式会社プランタンいずみ」が

『いわて女性活躍認定企業等』に認定されたことから、以下のとおり認定書交付式を

行います。 

 

○『いわて女性活躍認定企業等』認定書交付式 

１ 日時 令和元年９月４日（水）13:30～14:00 ※終了時刻は予定 

２ 場所 久慈地区合同庁舎 ５階 第３会議室（久慈市八日町１－１） 

３ 内容 認定書交付、写真撮影、懇談等 

◆ いわて女性活躍企業等認定制度（概要） 

(1) 目的 

女性の活躍推進に積極的に取り組む県内企業等を知事が認定し、その取組を広く公表することに 

より、企業等の自主的な取組の促進を図り、県内企業等における女性活躍の一層の促進を図る。 

(2) 対象 

岩手県に本社又は主たる事業所を置く企業、個人、法人及び団体。 

(3) 認定企業数 

 令和元年 8 月 23 日現在 94 社（うち、県北管内：21 社） 


