
ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2019/10/3） 県北広域振興局 

「北いわて・子ども文化スポーツ体験プロジェクト」事業による一戸町放課後子ども教室

への岩手ビックブルズ選手の派遣について              

（県北広域振興局経営企画部）  

県北広域振興局では、児童とプロスポーツ選手との交流により競技スポーツの魅力を発信

するとともに、児童が体を動かす楽しさを感じ、体力や運動能力を身につける機会を提供す

るため実施している「北いわて・子ども文化スポーツ体験プロジェクト」事業（地域経営推

進費事業）により、一戸町放課後子ども教室へ岩手ビッグブルズ選手を派遣しますので、当

日の取材をお願いします。 

 

１ 開催日時 

  令和元年 10月 8日（火） 16：00～17：30 

 

２ 場所 

一戸町体育館（二戸郡一戸町高善寺字大川鉢 24-９） 

 

３ 主催 

  県北広域振興局 

 

４ 内容 

 （１）スポーツ体験 

ドリブル、パス、シュートの基礎メニュー、ミニゲーム 等 

（２）児童と選手の交流 

集合写真、サイン会 

 

５ 対象児童 

  一戸町放課後子ども教室を利用する児童（40人程度） 

 

６ 派遣選手（予定） 

  中野広大選手、伊藤良太選手 

 

 

 

 担当：県北広域振興局経営企画部 

特命課長(文化スポーツ振興担当) 藤澤邦之 

電話：0194-53-4981(内線 355) 
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ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2019/10/9） 県北広域振興局 

鉄道×文化芸術祭 2019 in ＩＧＲ 「～ＩＧＲで行く～ 沿線文化芸術探訪」について              

（県北広域振興局経営企画部）  

岩手県（盛岡広域振興局・県北広域振興局）、いわてキボウスター開拓塾（ふるさといわて

創造協議会）では、鉄道を生かした文化芸術による魅力ある地域づくりを進めるため、今年

度新たに開催する「鉄道×文化芸術祭 2019 in IGR｣の一環として、「～ＩＧＲで行く～ 沿

線文化芸術探訪」を開催しますので、事前の告知及び当日の取材をお願いします。 

 

１ 目的  

  いわてキボウスター開拓塾生と連携し、ＩＧＲいわて銀河鉄道の地域沿線住民等が沿線

の文化芸術の地域資源の魅力を発見・発信することを目的に開催する。 

 

２ 日時 

令和元年 10月 26日（土）10時 30分～15時 40分（受付 10時～） 

※ 雨天決行、荒天の場合は中止。 

 

３ 集合場所 

  ＩＧＲいわて銀河鉄道盛岡駅改札前 

 

４ 企画主催 

岩手県（盛岡広域振興局、県北広域振興局）、いわてキボウスター開拓塾（ふるさといわ

て創造協議会） 

 

５ 協力 

  ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社 

 

６ 内容 

  ＩＧＲいわて銀河鉄道盛岡駅から一戸駅間の文化芸術の地域資源を貸切車両により探訪する。 

【行き】 盛岡駅 10：55発、一戸駅 11：45着 

 車両内でのミニプラネタリウムの実演によるカシオペア連邦と星々の紹介 

講師（案内人）：一戸町観光天文台 台長 吉田 偉峰 氏 

【映画鑑賞・昼食】 12：00～14：00 

  萬代舘で映画「カンパイ！日本酒に恋した女たち」を鑑賞しながら、地元食材を使った

おにぎり弁当の昼食を頂く。 

【帰り】 一戸駅 14：43発、盛岡駅 15：31着 

 沿線酒蔵の日本酒（0.6 合程度）を浄法寺漆器等で試飲しながら、地元食材を使った軽

食を頂く。 

 講師（案内人）：「glassto」(盛岡市) 代表 山本 茂直 氏 

 

７ 参加対象者 

20 歳以上の方（日本酒の試飲があるため、20 歳未満の方は参加できません。） 

・ 日本酒を知るきっかけを作りたい方（若い方におすすめです） 

・ インスタ映えを求めている若い方 



 

８ 募集定員 

35名（最小催行人員 15名） 

 

９ 旅行代金 

  3,500円 

 

10 申込み方法・問合せ先 

10月 21日（月）までにＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社銀河鉄道観光まで、参加者の情報

（氏名、年齢、性別、住所、所属、電話番号、携帯番号、E-mail）を電話、ファックス、

メールのいずれかでお知らせください。 

☎ 019-601-9991 ／  FAX 019-601-9996 ／e-mail：gingakankou@igr.jp 

                                      

※ 「鉄道×文化芸術祭 2019 in ＩＧＲ」とは 

  鉄道を生かした文化芸術による魅力ある地域づくりを進めることを目的に、ＩＧＲいわ

て銀河鉄道を活用して実施するものです。 

  ９月９日に開催した平田オリザ氏による「鉄道を生かした文化芸術による地域づくり講

演会」や、今回の「～ＩＧＲで行く～沿線文化芸術探訪」のほか、駅を活用した文化芸術

のイベントである「アートステーション」（年明け）を開催する予定です。 

  

（主なスケジュール） 

令和元年 9月 10月 令和2年

ワークショップの開催
（いわてキボウスター開拓塾と連携）

鉄道×文化芸術祭
　　2019 in ＩＧＲ

WS① WS② WS③

講演会
沿線文化

芸術探訪

WS④

アート

ステーション

成果発表企画検討

 

※ 主催者のいわてキボウスター開拓塾（ふるさといわて創造協議会）について 

  地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的とした文部科学省｢地(知)の拠点大

学による地方創生推進事業｣(COC+事業)の採択を受けスタートした「ふるさといわて創造プ

ロジェクト」の事業の一環として 2016年 10月に開講した起業家・地域リーダー人材育成講

座で、今期（第６期：2019年４月～）が最終期となる。 

 

担当：県北広域振興局経営企画部 

特命課長(文化スポーツ振興担当) 藤澤邦之 

電話：0194-53-4981(内線 355) 

今回開催 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出発日：令和元年 10 月 26 日(土)（受付 10 時～） 

    ※雨天決行、荒天の場合は中止。 

集合場所：ＩＧＲいわて銀河鉄道盛岡駅改札前 

開催内容：ＩＧＲいわて銀河鉄道盛岡駅から一戸駅間の文化芸術の地域資源を貸切

車両により探訪する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

対象：20 歳以上の方（日本酒の試飲があるため、20歳未満の方は参加できません。） 
・ 日本酒を知るきっかけを作りたい方（若い方におすすめです） 

・ インスタ映えを求めている若い方 

定員：35 名（最少催行人員 15 名）※添乗員は同行しませんがスタッフがご案内します。 

旅行代金：3,500 円 

企画主催：岩手県（盛岡広域振興局、県北広域振興局） 

     いわてキボウスター開拓塾（ふるさといわて創造協議会） 

協力：ＩＧＲいわて銀河鉄道 

     鉄道×文化芸術祭 2019 in ＩＧＲ 

    ～ＩＧＲで行く～ 沿線文化芸術探訪       
ＩＧＲいわて銀河鉄道の地域沿線住民等が、沿線の文化芸術の地域資源の魅力を発見・

発信することを目的とした貸切車両によるツアーを開催します。 

【旅行実施】   観光庁長官登録旅行業第１９６６号  
ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社 銀河鉄道観光   〒020-0133 盛岡市青山２－２－８ 

ＴＥＬ（０１９）６０１－９９９１ ＦＡＸ（０１９）６０１－９９９６ 

  営業時間 ９：３０～１７：３０（土休日お休み）    総合旅行業取扱管理者 大下 幸夫 

お申し込みは裏面をご覧ください。申し込み締め切り１０月２１日 

「鉄道×文化芸術祭 2019 in ＩＧＲ」とは 
鉄道を生かした文化芸術による魅力ある地域づくりを進めることを目的に、ＩＧＲいわて銀河鉄道を活用して

実施するものです。 
９月９日に開催した平田オリザ氏による「鉄道を生かした文化芸術による地域づくり講演会」や、今回の「～

ＩＧＲで行く～沿線文化芸術探訪」のほか、駅を活用した文化芸術のイベントである「アートステーション」（年
明け）を開催する予定です。 

ツアー行程表 

【行き】 盛岡駅 10：55発、一戸駅 11：45着 

 車両内でのミニプラネタリウム実演によるカシオペア連邦と星々の紹介 

講師（案内人）：一戸町観光天文台 台長 吉田 偉峰 氏 

【映画鑑賞・昼食】 12：00～14：00 

  萬代舘で映画「カンパイ！日本酒に恋した女たち」を鑑賞しながら、地元

食材を使ったおにぎり弁当の昼食を頂く。 

【帰り】 一戸駅 14：43発、盛岡駅 15：31着 

 沿線酒蔵の日本酒（0.6合程度）を浄法寺漆器等で試飲しながら、地元食

材を使った軽食を頂く。 

 講師（案内人）： 「glassto」(盛岡市) 代表 山本 茂直 氏 

 

 

 

※写真はイメージです 



 
１．募集型企画旅行契約 
IGRいわて銀河鉄道㈱銀河鉄道観光（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様

は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。 また、契約の内容条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに
記載されている条件のほか、下記の条件、 
最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。 
２．旅行の申込み 
(1)申込書に所定の事項を記入の上、お一人様につき下記の申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行 
      代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いいたします。またお客様が旅行の参加に際し、特別な 
      記載を必要とする場合には、お申込みのときお申し出ください。可能な範囲で当社はこれに応じます。 
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリおよび、その他の通信手段によるお申込みを受け付けます。この場合予約の時点で 
     は契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を承知した翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出していただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．契約の成立と契約書面の交付 
(1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。 
(2)通信契約は前項の規定に関わらず当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。  ただし、契
約締結を承諾する旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとし
ます。 
(3)当社は契約の成立後、旅行日程・旅行サービスの内容・その他の旅行条件、当社の責任に関する事項を記載した書面（以下
「契約書面」といいます）をお渡しいたします。なお、当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の 一部といたします。 
     当社が手配した旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当契約書面に記載いたします。 
４．申し込み条件 
     ２０歳未満の方の単独でのお申込みには、父母または親権者の方の同意書が必要です。 
５．確定書面（最終日程表）の交付 
     当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関 及び表示

上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で契約書面の交付をいたします。その場合、旅行開始日の前日（旅行開始日の８
日前以降のお申込みに関しては旅行開始日）までに、これらの確定状況を記載した書面（以下「確定書面」といいます）をお渡しい
たします。 
６．旅行代金のお支払い 
     旅行代金は旅行開始日の１５日前までにお支払いください。 
     ■旅行代金に含まれるもの 
      ・旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（特記事項がない限り列車は普通指定、航空機はエコノミークラス）、宿泊費、  
   食事代、旅行取扱料金及び消費税等の諸税。 
      ・添乗員が同行するコースにおいては、添乗員経費・団体行動に必要な心付を含みます。 
     ※上記の諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。 
     ■旅行代金に含まれないもの 
  ・旅行日程に明示されていない交通費・食事代等の諸費用及び個人的費用。 
旅行開始前 
お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。この場合、既
に収受している旅行代金または申込金から所定の取消料を差し引いた金額を払い戻しいたします。申込金で取消料がまかなえな
い場合は、その差額を申し受けます。 

なお、下記の表で言う取消日とは、お客様が当社および旅行業法で規定された「委託営業所」（以下「当社」といいます）のそれぞ
れの営業日、営業時間内に取り消しする旨をお申し出いただいた時を基準といたします。 

国内旅行 取消日区分 

取消料(おひとり) 

宿泊付旅行 

日帰り旅行 
国内旅行                             

(バス旅行を除
く) 

バス旅行 

旅行開始日の
前日から起算し
てさかのぼって 

20日目～15日目 20% ― ― 

14日目～11日目 20% 20% ― 

10日目～8日目 20% 20% 20% 

7日目～2日目 30% 

旅行開始日の 
前日 40% 

当日の集合時間まで 50% 

旅行開始後の取消または無連絡不参加 100% 

旅行代金 ３万円未満 
３万円以上                                   
６万円未満 

６万円以上                                  
１０万円未満 

１０万円以上                        
１５万円未満 

１５万円以上 

お申込金 
６，０００円～              
旅行代金まで 

１２，０００円～                                
旅行代金まで 

２０，０００円～                      
旅行代金まで 

３０，０００円～                            
旅行代金まで 

代金の２０％
～旅行代金 

まで            

当社は次に揚げる場合において旅行開始前に国内募集型企画旅行契約を解除することがあります。最少催行人員に満たないときに
は旅行の実施を取りやめることがあります。この場合、旅行開始日の１４日前（日帰り旅行は４日前）までにご連絡の上、当社で収受
している旅行代金の全額を返金し旅行契約を解除いたします。 

パンフレットに添乗員同行と表示のあるものは添乗員が同行いたします。現地添乗員同行と表示のあるものは現地到着時より現地
出発まで同行いたしますが、現地集合場所まで及び解散場所からの行程については同行いたしませんので、お客様が旅行サービス
の提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 
※集合場所では係員が受付や出発のご案内をいたします。 
※添乗員の業務時間は原則として８時から２０時までといたします。 
 

当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」といいます）では、旅行をお申込みの際にご提出いただいた
個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のためにご利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機
関等に提供いたします。 

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則としてサービス料および消費税等の
諸税が課せられますので予めご了承ください。 
 
この旅行条件は、２０１９年９月１日を基準としています。 
 

募集型企画旅行 ご旅行条件 (抜粋)   
※ お申込の際には、詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容を事前にご確認の上お申し込みください。 

① お申込締切日までに、銀河鉄道観光までお申し込みください。（９：３０～１７：３０土日祝休） 
  【電話】０１９－６０１－９９９１  【ＦＡＸ】 ０１９－６０１－９９９６  【e-mail】：gingakankou@igr.jp 
   
  お電話・メールでお申込の際は、下記をお知らせください。 
  １．ご住所 ２．お名前 ３．お電話番号 ４．ご参加人数  
 
② 弊社よりご旅行代金のご案内・お振込用紙を、お客様ご住所宛に送付いたします。 
③ ご旅行代金はお振込みにてお支払いください（恐れ入りますが、振込手数料はお客様ご負担となります） 
④ 旅行出発日６日前～前日までに、ご案内書面を送付いたします。 

（電話番号）                                 （携帯電話番号） 

お名前（ふりがな）                                 （性別）                   （年齢） 

                                                     男   ・   女  

ご住所   〒                                     
                                                                                          

（FAX番号）                                   （E-mailアドレス） 

同行者氏名 （ふりがな）                                     
                                                                                          

【旅行代金に関して】 
１．旅行代金に含まれるものは次の通りです。 行程内のＩＧＲ乗車代・昼食代・体験代・試飲代 
【その他 】 
１．当日は、歩きやすい服装と靴でご参加ください（雨天決行です。雨具をご持参ください） 
２．運輸機関のスケジュール変更・天候状況・交通規制・現地道路状況等により、出発・到着時間、行程が変更になる場合がございます。 
３．掲載写真・イラストはすべてイメージです。その他につきましては、「お客様へのご案内（募集型企画旅行）」をご覧いただくか、係員まで 
  お気軽にお問い合わせください。 

お申込みのご案内 ※必ずお読みください 



県北広域振興局 
  

報道機関への情報提供（2019/10/16） 県北広域振興局 

第 57回技能五輪全国大会建築大工職種に出場する岩手県出場団選手による 

公開練習の実施について 

   （県立二戸高等技術専門校）  

 

 国内の青年技能者の技能水準の向上と技能尊重機運の醸成を図るため、原則 23 歳

以下の青年技能者が、40 余りの職種で技能レベルの日本一を競う第 57回技能五輪全

国大会（令和元 年 11 月 15 日(金)～11 月 18 日(月)、愛知県常滑市ほか４市）の建

築大工職種に二戸高等技術専門校の在校生１名及び修了生４名を含む８人が出場し

ます。 

 10月 24日（木）、滝沢市・岩手産業文化センターアピオで、岩手県選手団として出

場する８名が、上位入賞を目指し、公開同練習を実施しますので、取材をお願いしま

す。 

 

１ 日時 

  令和元年 10月 24日（木）９時 00分から 13時 30分まで 

  （加工から組立、仕上げまで） 

 

２ 場所 

  滝沢市・岩手産業文化センターアピオ「アリーナ」 

  （岩手県若年者技能競技会と同時実施） 

 

３ 公開練習参加選手 

（１）建築科２年      多田 知弘（ただ・ともひろ） （一関学院高校卒） 

（２）野場建築（久慈市）  野場 剣也（のば・けんや） 

    （久慈高等職業訓練校木造建築科平成 29年度修了、平成 28年度専門校修了、 

                              久慈工業高校卒） 

（３）㈲杢創舎（盛岡市）  佐々木 僚介（ささき・りょうすけ） 

        （二戸高等職業訓練校木造建築科２年、平成 30年度専門校修了、 

                                岩泉高校卒） 

（４）㈱北洲（盛岡市）   菅原 誠也（すがわら・せいや） 

        （二戸高等職業訓練校木造建築科２年、平成 30年度専門校修了、 

                              一関工業高校卒） 

（５）㈱松本（九戸村）   鈴木 翔大（すずき・しょうた） 

        （二戸高等職業訓練校木造建築科２年、平成 30年度専門校修了、 

                              一関工業高校卒） 

（６）佐藤工夢店㈱（一関市）渡辺 優太 （わたなべ・ゆうた） 

                    （東磐高等職業訓練校木造建築科３年） 

（７）伊藤建設㈱（宮古市） 藤原 彪河 （ふじわら・ひょうが） 

                    （宮古高等職業訓練校木造建築科３年） 

（８）㈲杢創舎（盛岡市）  小畑 優輝 （おばた・ゆうき） 

                    （二戸高等職業訓練校木造建築科３年） 

 



 

４ 公開練習の内容 

  仕様及び課題図をもとに「傾斜柱建て小屋組」を 4時間 30分内で製作します。 

 

 

 

 ● 第 57回技能五輪全国大会 

（１）目的 

   国内の青年技能者の技能レベルを競うことにより、青年技能者に努力目標を与え

るとともに、技能に身近に触れる機会を提供することなどを通じて、広く国民一般

に対して、技能の重要性や必要性をアピールすることにより、技能尊重気運の醸成

を図ることを目的とする。 

（２）主催 

   厚生労働省、中央職業能力開発協会及び愛知県 

（３）日程 

   令和元 年 11 月 15日(金)～11 月 18日(月) 

  ア 11月 15日（金）  競技会場下見等、開会式 

  イ 11月 16日（土）  種目別競技実施 

  ウ 11月 17日（日）  種目別競技実施、採点及び技術委員会 

  エ 11月 18日（月）  成績発表、閉会式 

（４）競技種目・概要 

   42職種 

   建築大工職種では、仕様及び課題図をもとに「傾斜柱建て小屋組」を競技時間（12 

時間/２日）内で製作します。 

（５）競技会場 

   愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］（建築大工職種ほか）ほか８会場（４市） 

（６）岩手県選手団 

   11職種 27名 

（７）岩手県選手団の結団式 

  ア 日時 

    令和元年 11月５日（火）15時 30分から 

  イ 場所 

    盛岡市、エスポワールいわて ３階特別ホール会議室 

 

 

 

 

 

 

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 

 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2019/10/18） 県北広域振興局 

「いわてアパレル企業ビジネスマッチングフォーラム in TOKYO」の開催について 

（経営企画部産業振興室）  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日  時 令和元年 10月 31日（木） 13:00～17:10 

２ 会  場 東京交通会館３階「グリーンルーム」 

（東京都千代田区有楽町 2-10-1） 

３ 主  催 岩手県県北広域振興局、公益財団法人いわて産業振興センター 

４ 共  催 県北ものづくり産業ネットワーク、一般社団法人北いわてアパレル産 

業振興会 

５ 対 象 岩手県のアパレル関連企業、首都圏等のアパレル製品製造発注企業 

６ 内  容 ビジネスマッチング（個別面談/１回 25分×８回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県県北広域振興局と公益財団法人いわて産業振興センターでは、東京交通

会館（東京都千代田区有楽町 2-10-1）にて、標記フォーラム（商談会）を開催し

ます。 

岩手県アパレル関連企業と首都圏等の発注企業が商談を行う本フォーラムは、

平成 22年度から岩手県二戸市にて開催してきましたが、27年度から東京都に会

場を移し、今年度で 10回目（東京開催は５回目）となります。 

なお、今年の参加企業は発注側 31社、受注側 18社の計 49社となります。 

ぜひ、取材いただきますようお願いします。 

【担当】 

経営企画部産業振興室 昆野室長、宮崎  

電話：0194-53-4981（内線 205、206） 

F A X：0194-53-1720 

【問合せ先】 

公益財団法人いわて産業振興センターものづくり振興部 城
じょう

守
もり

   

電話：019-631-3822  

F A X：019-631-3830 



いわてアパレル企業ビジネスマッチングフォーラム in TOKYO 実施要領 

 

１ 目的 

岩手県北（久慈・二戸）地域の産業振興、特にものづくり産業の振興には、各々の企業の強

みを複合させ、地域の力とするような「広域的取組」が重要となっている。 

本事業は、県北地域の重要な産業の１つである「縫製業」に着目し、県北地域含めた岩手県

全域を対象とした縫製企業と首都圏等発注企業とのビジネスマッチングの機会を創出する

ことにより、当該地域における企業の技術力、競争力を高め、取引の活性化を図ること

を目的とする。 

 

２ 主催 

岩手県県北広域振興局、公益財団法人いわて産業振興センター 

 

３ 共催 

県北ものづくり産業ネットワーク（岩手県）、一般社団法人北いわてアパレル産業振興会 

 

４ 開催日時 

  令和元年 10月 31日（木）13：00～17：10 ※受付開始 12：30～ 

 

５ 場所 

東京交通会館（東京都千代田区有楽町 2-10-1）3階展示会場「グリーンルーム」 

 

６ 参加対象企業 

岩手県（県内全域を対象とする）、首都圏のアパレル企業のうち、同業他社との交流・連携・

協業・受発注等の取引を求める企業 

 

７ 参加企業数 

発注企業：31社  

受注企業：18社 

全：49社 

 

８ 開催内容 

 ⑴ 開会 

⑵ ビジネスマッチング（個別面談/１回 25分×８回） 

・ 参加企業は、事前に配布する名簿に基づき面談先を指名する。 

・ 発注企業からの指名を優先して、面談スケジュールを事務局で調整する。 

・ 必要に応じサンプルを持参、展示することも可能。 

H30年度 

発注企業：27社  

受注企業：17社 

全：44社 



いわてアパレル企業
ビジネスマッチングフォーラム in TOKYO

主催：岩手県県北広域振興局、（公財）いわて産業振興センター
共催：岩手県県北地域産業活性化協議会、県北ものづくり産業ネットワーク、（一社）北いわてアパレル産業振興会

◆首都圏等発注企業×岩手県受注企業で、約25分間の商談を行います。25分×8回（予定）
◆マッチング希望を事前に確認したうえで、商談の組み合わせスケジュールを事務局にて設定させていただきま
す。なお、空き枠がある場合は、当日フリー面談も可能です。

◆当日は、開会挨拶等はありませんので、事前に送付いたします面談時間 割表の初回面談時間までに、会
場へお越しください。会場内に待機場所もご準備しております。

令和元年１０月３１日（木）
１３：００～１７：１０

岩手県では、本県アパレル関連ものづくり企業と、首都圏等発注企業とのより一層の取引の
拡大・活性化を図るため、アパレル商談会を開催しております。平成２７年度より東京都に会
場を移し、今年度で５回目の開催となります。
国内縫製工場が減少する厳しい環境の中にあって、「メイド・イン・ジャパン」が改めて注
目されております。高い技術を誇る「いわての縫製企業」とメーカー・商社との貴重な出会い
の場である本フォーラムへのご参加をご検討願います。

日時

場所
東京交通会館（ＪＲ有楽町駅前）

昨年度の様子

東京交通会館３階 グリーンルーム
（東京都千代田区有楽町2丁目10-1）

お申込み方法

お問い合わせ先

（公財）いわて産業振興センター ものづくり振興部 城守
ＴＥＬ：０１９－６３１－３８２２ ＦＡＸ：０１９－６３１ー３８３０
Ｍａｉｌ：seisan@joho-iwate.or.jp

裏面の「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、メール又は
ＦＡＸにてお申込ください。
【申込締切日】令和元年９月３０日（月）

アパレルメーカーや商社等と岩手県
の縫製工場との商談会です！
※展示会ではございません



いわてアパレル企業ビジネスマッチングフォーラム in TOKYO
参加申込書（発注企業）

参

加

者

所属・役職 氏名 メールアドレス

企業名：

住 所：

電 話： ＦＡＸ：

・参加企業名簿の作成依頼等、本フォーラムに関するご連絡をメール、ＦＡＸにて行いますので、
上記事項を必ずご記入いただき、メール（seisan@joho-iwate.or.jp）又はＦＡＸ（019-631-3830）に
て お申込みください。
・参加申込をされた場合は、当センター宛、電話（019-631-3822）にて受付の確認をお願いします。

申込締切：９月３０日（月）

東京交通会館までのアクセス

＊JR山手線・京浜東北線・東京メトロ有楽町線

「有楽町駅」徒歩1分

＊東京メトロ 銀座線他「銀座駅」徒歩3分、

日比谷線他「日比谷駅」徒歩8分

＊JR「東京駅」徒歩15分（有楽町駅の利用をお勧めします）

◆有楽町マルイ隣

◆東京国際フォーラム、ビックカメラ有楽町店（読

売会館）から、有楽町駅をはさんだ反対側です

◆ホームページ

http://www.kotsukaikan.co.jp/

★お問い合わせはお気軽に下記までご
連絡ください。

（岩手県盛岡市北飯岡2-4-26）

担当：ものづくり振興部 城守(じょうもり)
TEL：019-631-3822
FAX：019-631-3830
Mail：seisan@joho-iwate.or.jp

弊財団ホームページ
URL：http://www.joho-iwate.or.jp



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2019/10/24） 県北広域振興局 

「障がい者アート作品展示」の開催について 

（保健福祉環境部） 

 県北広域振興局では、久慈地域障害者自立支援協議会と、芸術作品の創作による障がい者

の生きがいの創造や生活の質の向上、地域における障がい者の理解を目的として、障がい者

アート支援に取り組んでいます。 

 今般、障害福祉事業所等の皆さんが、芸術家等の派遣指導を受けて制作した作品や日頃の

活動で制作した作品を次のとおり展示しますので、御案内します。 

 

１ 期間  令和元年 10月 24日（木）～10月 31日（木） 

      ※ 初日（24日）は 13時から、最終日（31日）は 12時までの展示になります。 

それ以外は、平日の８時 30分から 17時 45分まで作品を鑑賞いただけます。 

 

２ 会場  久慈地区合同庁舎１階 県民ホール 

 

３ 参加事業所  ５事業所 

  障害者支援施設ひばり療護園、生活訓練施設銀杏荘、ワークス洋野、地域生活支援セン

ター風花、地域生活支援センターいっぽ 

 

４ 作品制作に当たり御指導いただいた講師 

  陶芸  泉田 之也 氏（のだ窯） 

  絵画  熊谷 行子 氏（特定非営利活動法人あーとびる・麦生 理事長） 

  絵画  藤原 清史 氏（社会福祉法人盛岡杉生園 副施設長） 

 

５ 実施主体 

  県北広域振興局 

  久慈地域障害者自立支援協議会 

 

   

 

６ その他 

 障害者週間（12月３日から９日まで）に合わせ、11月 30日（土）から 12月９日（月）

まで、久慈市文化会館（アンバーホール）エントランスホールにおいても展示を行う予定

です。 

 

担当：保健福祉環境部福祉課長 下川 知佳 
電話：0194-53-4982 内線 212 

別添 1 

久慈地域障害者自立支援協議会とは、久慈地域の市町村が障害福祉に関する協議の場として設
置している協議会で、市町村、障害福祉サービス事業者、保健、医療、福祉、教育、就労関係機
関、障害者関係団体などで構成されています。（事務局 久慈市） 


