
ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2019/11/6） 県北広域振興局 

「アパレル産業経営力強化セミナー」の開催について 

（経営企画部産業振興室）  

県北広域振興局では、県北地域をはじめとする県内縫製事業者における IoT 等の導入や生

産技術革新を推進するため、設備投資等に関する支援制度及び国内縫製工場の先進事例の共

有を図るセミナーを開催しますので、取材いただきますようお願いいたします。 

 

１ 日時  

令和元年 11月７日（木） 15時 00分から 17時 00分まで 

２ 会場  

久慈グランドホテル ロイヤルホール（久慈市川崎町 10-15） 

３ 主催  

岩手県県北広域振興局 

４ 共催 

  （一社）北いわてアパレル産業振興会 

５ 対象者  

  岩手県内の縫製事業者、行政、産業支援機関等 50名程度 

６ 概要 

 ⑴ 制度説明 15:00～15:30（予定） 

   演題：経済産業省施策の紹介 

   講師：経済産業省東北経済産業局地域経済部製造産業課 課長補佐 千葉 雅幸 氏 

   内容（予定）：縫製事業者が活用できる支援制度（ものづくり補助金等）、活用事例（他 

県の企業事例）、今後の施策の方向性等について 

 ⑵ 事例発表 15:30～17:00（予定） 

   演題：嬉しい楽しい ものがたり はじめる 

   講師：光和衣料株式会社（埼玉県久喜市） 代表取締役社長 伴 英一郎 氏 

   内容（予定）：独自開発のオートファクトリーシステムや 3Dボディスキャナー等の導 

入による生産効率化の取組等について 

 

 

【担当】経営企画部産業振興室  

昆野室長、宮崎主事（内線 9-28-205,206） 

    TEL：0194-53-4981 FAX：0194-53-1720 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2019/11/12） 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」による野田村放課後子ども教室への

いわてグルージャ盛岡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、「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、野田村放課後子ども教室へいわてグルージャ盛岡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 11月 18日（月） 15：30～17：00 

 

２ 場所 

野田村体育館（九戸郡野田村大字野田第 20地割 14） 

 

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 

  野田村放課後子ども教室を利用する児童（34人） 

 

６ 派遣選手（予定） 

  いわてグルージャ盛岡 選手２名 

 

 

 

 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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報道機関への情報提供（2019/11/18） 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」による野田村放課後子ども教室への

いわてグルージャ盛岡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、「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、野田村放課後子ども教室へいわてグルージャ盛岡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 11月 18日（月） 15：30～17：00 

 

２ 場所 

野田村体育館（九戸郡野田村大字野田第 20地割 14） 

 

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 

  野田村放課後子ども教室を利用する児童（34人） 

 

６ 派遣選手 

  いわてグルージャ盛岡 石井圭太選手、平川元樹選手 

 

 

 

 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) 

11月 12日にプレスリリースした下記資料の「６ 派遣選手」が決定したのでお知らせします。 



 

          

   

              

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※終了後、写真撮影等のため終了が少し遅くなる場合があります。

また、自由に見学できますので、保護者のみなさんもぜひ見に来

てください。 

 ◆お問合せ◆ 村教育委員会事務局のだキッズセンター担当：大沢絹枝 ☎ 78-2936 

 

に ち じ ： １１月１８日（月） １５：３０～１６：３０ 

ば し ょ ： むらたいいくかん 

もちもの ： なかズック  

 

 

 

 

 

 

岩手
いわて

のプロサッカークラブ「グル―ジャ盛岡
もりおか

」の選手
せんしゅ

 

たちトップアスリートといっしょに、サッカーなどの運動
うんどう

を 

とおして、からだをうごかすことのたのしさを 

体験
たいけん

しよう！ 
 

（参考）児童への周知チラシ 
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報道機関への情報提供（2019/11/19） 県北広域振興局 

令和元年度前期「地球温暖化を防ごう隊」表彰式について 

（保健福祉環境部）  

県では、家庭における省エネルギー等の地球温暖化防止の取組を進めるため、県内の小学

生を「地球温暖化を防ごう隊」の隊員に任命し、地球温暖化防止活動に取り組んでいただい

ているところですが、この度、今年度前期に取組を行った管内小学校２校を下記のとおり表

彰することとしましたのでお知らせします。 

 

１ 「地球温暖化を防ごう隊」の概要 

 (1) 趣旨 

    地球温暖化に関する環境学習の一環として、概ね小学校４～６年生を対象に、「地球

温暖化を防ごう隊員」に任命し、家庭でできる省エネ・節電や災害への備え等の地球温

暖化対策の取組を通して地球温暖化に対する知識と理解を高める。 

 (2) 取組期間 

    令和元年６月 10日（月）～令和２年１月 24日（金）の期間中の連続する期間（１～

２週間）。 

 

２ 表彰式 

(1) 久慈市立小袖小学校 

日時：令和元年 11月 26日（火）8:10から 8：20 まで 

場所：久慈市立小袖小学校 体育館（久慈字宇部町 23-128-3）  

※ 全校朝会に併せて実施。 

(2) 久慈市立宇部小学校 

日時：令和元年 12月５日（木）13:00から 13：05 まで 

場所：久慈市立宇部小学校 校長室（久慈字宇部町 5-132-8）  

 

３ 表彰状交付者 

  保健福祉環境部長 佐々木 和哉 

 

 

（参考）  

  令和元年度「地球温暖化を防ごう隊」参加校数：全県 39校（管内４校） 

  うち前期表彰校数：全県 11校（管内２校） 

 

 

 

担当：保健福祉環境部環境衛生課長 川村、技師 今野 

電話：0194-53-4987 内線 325・426 



県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2019/11/20） 県北広域振興局 

二戸高等技術専門校修了生の第 57回技能五輪全国大会での敢闘賞

受賞について 
   （県立二戸高等技術専門校）  

 

 23歳以下の青年技能者がその技能レベルの日本一を競う第 57 回技能五輪全国大会

が、11月 15日（金）から 11月 18日（月）まで、愛知県で開催され、岩手県から 11

種目に 27名が出場しました。 

 

 建築大工職種に出場した次の２名（いずれも二戸高等技術専門校修了）が敢闘賞に

入賞しましたので、お知らせします。 

 

【 建築大工職種 】 

 敢闘賞  佐々木 僚介（ささき・りょうすけ）  ㈲杢創舎（盛岡市）   

         （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） 

 敢闘賞  野場 剣也（のば・けんや）  野場建築（久慈市） 

    （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） 

 

  また、県北地域から出場した選手のうち、洋裁職種に出場した次の１名が銅賞に入

賞しましたので、併せてお知らせします。 

【 洋裁職種 】 

 銅 賞  北嶋 美加（きたじま・みか）  ㈱三和ドレス（二戸工場）（二戸市） 

 

 

  技能五輪全国大会は、23歳以下の青年技能者がその技能レベルの日本一を競うことにより、 

国内の青年技能者の技能水準の向上を図り、併せて広く国民一般に技能の重要性、必要性をア

ピールし、技能尊重機運の醸成を図ることを目的に、昭和 38年から毎年開催されています。 

 

 

 

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（2019/11/29） 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、障害者週間（12月３日から９日まで）に合わせ、障害福祉事業所等の利用者の皆さ

んが、芸術家等の講師による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 11月 30日（土）～12月９日（月） 

      ※ 初日（30日）は 12時 30分から、最終日（９日）は 12時までの展示になります。 

 

２ 会場  久慈市文化会館（アンバーホール）エントランスホール 

 

３ 参加事業所・団体  ８事業所等 

  障害者支援施設ひばり療護園、指定障害者支援施設恵水園、生活訓練施設銀杏荘、 

みずき園、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、 

自主グループしらかば会 

 

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 

 展示初日（11 月 30 日（土））は、13 時 30 分から同会場小ホールにおいて、ポップ・バ

イオリニスト 式町水晶 氏による障がい理解講演会（主催：久慈市、久慈地域障害者自立

支援協議会）も開催されます。 

 

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） 


