
ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2020/1/14） 県北広域振興局 

「しごとスクエア in久慈 2020」の開催について 

（経営企画部）  

県北広域振興局では、久慈管内の高校２年生の業種理解を促し就職を意識付けると

ともに、地元企業に対する認識を深め、地元就職率を向上させることを目的としたイ

ベント「しごとスクエア in 久慈 2020」を開催しますので、当日の取材をよろしくお

願いします。 

 

１ 日時  

令和２年１月 16日（木）13時 30分から 16時 00分まで（受付開始は 13時から） 

２ 場所 

  久慈グランドホテル２階 グランドホール(久慈市川崎町 10-15) 

３ 主催等 

主催：岩手県県北広域振興局（ジョブカフェ久慈） 

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 参加者・参加企業 

 （１）参加者 

    久慈管内の高校２年生のうち、主に就職を希望する生徒 177名 

 （２）参加企業 

    管内の 14業種 15社（公務２団体を含む）。別紙参照。 

５ 内容 

(１) 趣旨説明、業種・参加企業の紹介（13:30～14:00） 

 本事業の趣旨を説明するとともに、業種・参加企業を紹介。 

(２) 生徒の企業ブース訪問（14:10～） 

 ブースを５回訪問し、業種や職業に対する説明を聴き、理解を深める。訪問

するブースは、生徒の希望を踏まえあらかじめ主催者が設定し、５回のうち最

後の１回は生徒が自由に選択し訪問する。 

(３)  タイムスケジュール 

別紙参照。 

 

 

  
担当：経営企画部産業振興室 昆野、佐々木（菜） 

電話：0194-53-4981 内線 205、207 



（別紙） 

 

４（２） 参加企業 

  企業名 業種名 所在市町村 

1 
久慈地方「木の仕事」協議会 

（事務局：マルヒ製材） 
農林水産業 久慈市 

2 株式会社プライム下舘工務店 建設業（総合工事） 洋野町 

3 株式会社越戸商店 製造業（水産食料品） 普代村 

4 
株式会社十文字チキンカンパニー 

久慈工場 
製造業（畜産食料品） 久慈市 

5 
一般社団法人 

北いわてアパレル産業振興会 
製造業（繊維工業） 久慈市、二戸市 

6 東京電波株式会社久慈工場 製造業（電子部品） 久慈市 

7 久慈琥珀株式会社 
製造業 

（貴金属・宝石製品） 
久慈市 

8 三陸鉄道株式会社 運輸業 久慈市 

9 株式会社ユニバース 卸・小売業 久慈市、洋野町 

10 株式会社久慈グランドホテル 宿泊・飲食サービス業 久慈市 

11 株式会社朝日 娯楽業 久慈市 

12 
医療法人健生会 

介護老人保健施設リハビリタウンくじ 

医療・福祉 

（老人福祉・介護事業） 

久慈市 

(野田村にも事業所あり) 

13 社会福祉法人天神会ひばり療護園 
医療・福祉 

（障害者福祉事業） 
久慈市 

14 自衛隊 岩手地方協力本部 
公務 

 15 久慈広域連合消防本部 

 

５（３）  タイムスケジュール 

時  間 内  容 

13：30 開会 

13：30～13：45 趣旨説明 

13：45～14：00 業種・参加企業の紹介 

14：00～14：10 （休憩） 

14：10～ 企業の個別説明（ブース訪問） 

・（各回 15分＋移動時間 3分）×５回 

・３回目ブース訪問後は 15分間の休憩 

16：00 閉 会 

 

 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2020/1/22） 県北広域振興局 

令和元年度第２回県北広域振興圏行政連絡協議会の開催について 

（経営企画部） 

  

 県北広域振興局の今年度の取組等に関する情報共有と意見交換を目的に、次のとおり開催しま

す。 

 

１ 日時 

令和２年１月 27日（月） 15時 30分から 17時 15分まで 

 

２ 場所 

二戸パークホテル １階「豊明殿」 （二戸市福岡八幡下 69－１） 

 

３ 議題 

 (1)  北いわて産業・社会革新ゾーンプロジェクトの取組について 

 (2)  その他 

 

 

４ 出席予定者 

【構成員】県北広域振興圏の市町村長、県北広域振興局（局長、副局長、技監、各部室等の

長）及び県北教事務所長 

【オブザーバー】宮古・下閉伊、久慈、二戸及び九戸選挙区選出県議会議員 

 

  

担当：経営企画部企画推進課長 細越 

電話：0194-53-4981内線 315 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2020/1/24） 県北広域振興局 

「令和元年度久慈地区広域民生委員・児童委員研修会」の開催について 

（保健福祉環境部）  

県北広域振興局では、地域福祉の充実を図ることを目的に、民生委員・児童委員の資質向

上を図るため、標記研修会を開催します。今年度は、近年地域課題として大きくクローズア

ップされている「ひきこもり」をテーマとします。 

※ 久慈圏域全体を対象とした研修会としては、昨年 12月１日の一斉改選後、初の開催    

となります。 

 

１ 日時  

令和２年１月 29日（水） 13時 15分から 15時 10分まで 

２ 会場  

久慈市文化会館(アンバーホール)小ホール（久慈市川崎町 17番１号） 

３ 対象者  

  久慈圏域の民生委員・児童委員及び主任児童委員  約 200名 

４ 内容 

(1) 講演 13時 20分から 14時 40分まで（予定） 

   演題：「(仮)地域におけるひきこもりの支援について」 

   講師：特定非営利活動法人エンパワメント輝き 理事長 大光 テイ子 氏 

(2) 活動報告 14時 55分から 15時 10分まで（予定） 

   演題：「ひきこもり支援の取組について」 

   講師：岩手県久慈保健所 主任保健師 高原 美江  

 (3) その他 

   当日会場において久慈地域の障がい者就労支援事業所(７事業所)による生産品の販売 

を行います。 

 

【民生委員等委嘱状況】（R1.12.1時点） 

市町村名 
定 数 委嘱者数 欠 員 

民生委員 主任児童委員 民生委員 主任児童委員 民生委員 主任児童委員 

久慈市 120 16 114 16 ６ ０ 

普代村 12 ２ 12 ２ ０ ０ 

野田村 15 ２ ９ ２ ６ ０ 

洋野町 56 ３ 56 ３ ０ ０ 

 

【担当】保健福祉環境部福祉課長 下川、主任主査 鈴木 

    TEL：0194-53-4982 内線 212、213  



令和元年度久慈地区広域民生委員・児童委員研修会開催要領 

 

１ 目的 

  民生委員・児童委員（主任児童委員を含む。以下同じ。）の資質向上を図るため、必要な研修を実施

し、地域福祉の充実を図ることを目的とする。 

 

２ 研修内容 

【テーマ】地域におけるひきこもりの支援について 

近年、若者に限らず中高年齢者でもひきこもりがちになっている方々が増えているとともに、全国

的にも社会問題になっている。 

特にもひきこもりの長期化高齢化が進み、介護、健康、生活困窮などの問題が複合化し、家族で抱

えきれず支援も受けられずに社会的に孤立してしまう例も少なくない状況である。また、収入のない

50 代の子と 80 代の親の世帯が親子共倒れになる「8050 問題」も深刻である。 

本研修では、ひきこもり支援について知見豊かな講師による講演のほか、久慈圏域における支援の

取組や活動を紹介することにより、今後の民生委員活動の一助とする。 

 

３ 主催 

  県北広域振興局 

 

４ 協力機関、団体 

  久慈市、普代村、野田村、洋野町、久慈市民生児童委員協議会、普代村民生児童委員協議会、野田

村民生委員・児童委員協議会、洋野町民生委員児童委員協議会、久慈市社会福祉協議会、普代村社会

福祉協議会、野田村社会福祉協議会、洋野町社会福祉協議会、久慈地区広域社協連絡協議会 

 

５ 開催日時 

令和２年１月 29日（水）13:15 ～15:10 

 

６ 場所 

  久慈市文化会館（アンバーホール）小ホール 

 

７ 参加対象者 

  県北広域振興局保健福祉環境部管内民生委員・児童委員等 

 

８ 実施概要 

開 催 時 間 プ ロ グ ラ ム 

13:15 

 

13:20～14:40 

 

 

14:40～14:55 

 

14:55～15:10 

 

 

15:10 

【開会】 

【主催者あいさつ】 

【講演】 

「(仮)地域におけるひきこもりの支援について」 

（講師）ＮＰＯ法人エンパワメント輝き 理事長 大光 テイ子 氏 

＜休憩＞ 

【活動報告】 

（発表者）  

 「(仮)ひきこもり支援の取組について」 

  (発表者)  久慈保健所 ( 主任保健師 高原 美江) 

【閉会】 

  


