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報道機関への情報提供（2019/６/24） 県北広域振興局 

令和元年度「市町村からの要望」の実施について 

（経営企画部） 

  

市町村と広域振興局が地域課題を共有し、課題解決に向けた取組について一層の連

携を図るため、市町村要望をお受けする「市町村からの要望」について、次のとおり

実施する予定です。 

 

◆ 変更後の実施日程（予定） 

≪久慈地域≫ 

市町村 実施日時 会 場 

久慈市 ７月４日（木）13時 30分～ 久慈市役所 車庫棟３階 会議室２・３ 

洋野町 ７月 30日（火）13時 30分～ 洋野町役場種市庁舎 ４階 大会議室 

野田村 ８月 19日（月）13時 30分～ 
野田村生涯学習センター  

多目的ホール 

普代村 ８月 21日（水）14時 00分～ 普代村役場 ３階 大会議室 

  

≪二戸地域≫ 

市町村 実施日時 会 場 

軽米町 ７月 11日（木）13時 30分～ 軽米町役場 ３階 大会議室 

九戸村 ７月 22日（月）13時 30分～ 九戸村公民館 ２階 開発ホール 

一戸町 ８月６日（火）10時 00分～ 
一戸町町民文化センター  

２階 大会議室 

二戸市 ８月 20日（火）13時 30分～ 
岩手県二戸地区合同庁舎 

２階２-ＡＢ会議室 

 

※ 会場及び開始時間は、変更することがあります。 

 

 

◆ 出席者 

（市町村）市町村長、議会議長、部長等 

（県 側）局長、副局長、部長（所長・室長）等 

 

   

 

担当：経営企画部企画推進課  細越 健志  

電話：0194-53-4981 内線 315  

 ６月 24 日（月）にお知らせしましたこのことについて、７月 11 日（木）の軽米町からの

要望の実施時刻を、「14時 00分～」から、「13時 30分～」に変更しますのでお知らせします。 
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報道機関への情報提供（2018/7/17） 県北広域振興局 

岩手県議会議員選挙の立候補届出等説明会の開催について（お知らせ） 

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日執行予定の標記選挙の立候補届出等説明会を下記のとおり開催すること

としたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 開催日時 

  令和元年７月 18日（木）10時から 

 

２ 開催場所 

  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 説明項目（予定） 

（１） 立候補の届出について 

（２） 選挙運動に関する申出及び届出等について 

（３） 選挙供託の手続について 

（４） 選挙運動用通常葉書の取扱いについて 

（５） 選挙運動用自動車等の道路交通法令の適用について 

（６） 文書図画等について 

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） 

佐藤、江苅 

電話：0194-53-4981（内線 292） 
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報道機関への情報提供（2019/07/17） 県北広域振興局 

令和元年度「中学生水の作文岩手県コンクール」入賞者への賞状の伝達について 

（保健福祉環境部）  

 

県では、「水の週間」（８月１日からの１週間）関連行事の一環として、水への関心を高め、

理解を深めることを目的に、次代を担う中学生を対象とした標記コンクールを実施しています。 

今年度のコンクールにおいて、応募総数 92作品の中から、洋野町立宿戸中学校の生徒１名の

作文が入賞し、下記により賞状及び副賞の伝達式を実施しますので、お知らせします。 

 

１ 入賞者 

賞名 学校名 学年 氏名 作文題名 

佳作 洋野町立宿戸中学校 ２年 馬場
ば ば

 仁
ひと

美
み

 「水と向き合って生きる」 

  「ウニの森づくり植樹祭」の活動を通し、山、川、海のつながりや自然の循環を実感した

こと、「ウニ直売会」でのボランティア活動のほか、学校で取り組む様々な体験学習により気

付いた、自然が自分たちにもたらしてくれる恵みの偉大さ、東日本大震災津波を経験したこ

とによる水によってもたらされる災害の怖さについて述べ、地元の産業を発展させていくた

めに、地域の一員として努力し、宿戸の海を守ることにつなげていくことの思いを綴った作

文。 

 

２ 伝達式 

（１）日時：令和元年７月 24日（水）13:00～13:05  

（２）場所：洋野町立宿戸中学校 校長室（洋野町種市 7-116-21）  

（３）伝達者：保健福祉環境部長 佐々木 和哉 

 

 

（参考）  

  応募総数：９２作品 

  入賞作品数：優秀賞５作品、佳作５作品、奨励賞１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 
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報道機関への情報提供（2019/7/22） 県北広域振興局 

滝ダムでは、「森と湖に親しむ旬間」に係るイベントを開催します。 

～この夏の思い出づくりにどうぞ！～         （土木部） 

 滝ダムでは、森と湖に親しむ旬間（7/21～7/31）に係る取組として、8 月 4 日（日）にダ

ム施設の見学や滝発電所の一般公開を行います。 

また、同日、長内川川まつりの会場で、「魚のつかみ取り」などのイベントを開催します。 

 

１ ダム施設見学・滝発電所一般公開 

開催日 イベント項目 内  容 

8月 4日（日） 

9:30～16:00 

 

ダム施設見学 ダム堤体内を職員が案内し、説明する。 

滝発電所一般公開 県企業局職員が発電施設を案内し、説明する。 

見学所要時間 約 60分 

見学時間 9：30～、11：00～、13：30～、15：00～ 

 ※1  事前予約は不要です。 

 ※2 旬間中は、ダムライトアップ(19：00～21：00)も実施します。 

 ※3  大雨警報などが発表された場合、中止となる場合があります。 

 

２ 長内川川まつり（長内川川の会と「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員会久慈地区分

科会の共催） 

日時：8月 4日（日）9:00～15:00 

場所：長内川河川敷（新街橋上流左岸） 

イベント項目 内  容 

① 魚のつかみ取り 川まつり会場にて、つかみ取りを体験する。 

② 木工製作 木工製作キットを組み立てる。 

③ リース等製作 森の達人の指導で、リースを製作する。 

④ カヌー・カヤック体験 インストラクターの指導のもと、乗船を体験する。 

⑤ 丸太切り体験 台の上の丸太を、ノコギリで切る。 

 このほか、当日は「長内川川の会」主催の行事が多彩に行われます。 

※1  事前予約は不要です。 

 ※2 大雨警報などが発表された場合、中止となる場合があります。 

 

 

 

担当：滝ダム管理事務所 織茂大樹 

電話：0194-59-3838 



ダム施設見学、長内川川まつり 会場案内図

ダム施設見学会場 

長内川川まつり会場 



ダム施設見学会

長内川川まつり

ヨーヨー釣り カヌーカヤック体験

実施状況写真

ダム施設見学 滝発電所一般公開

イワナのつかみ取り リース製作

過年度実施状況写真 
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報道機関への情報提供（2019/7/24） 県北広域振興局 

中学生を対象とした医療現場体験会の実施について 

（保健福祉環境部／久慈保健所）  

  

久慈保健所では、地域医療人材育成事業の一環として、令和元年７月 27日（土）に県立久

慈病院で開催されるオープン・ホスピタルとの併催により、管内中学生を対象とした医療現

場体験会を実施します。 

 この体験会は、医療従事者の不足が深刻化している中、中学生に医師や看護師といった医

療に従事する職業の重要性について理解を深めてもらい、将来の久慈地域の医療を担う人材

の育成に資することを目的に、平成 22年度から毎年実施しているものです（※開始当初は高

校生が対象。平成 25年度から中学生が対象）。 

 当日は、県立久慈病院の協力のもと、医療機器等の使用体験や看護、薬剤、検査、リハビ

リテーションなど職種別の業務体験等を行います。 

 

１ 日時 

令和元年７月 27日（土）10時 30分から 12時 30分まで 

２ 会場 

岩手県立久慈病院（住所：久慈市旭町 10－1） 

３ 定員 

20名程度 

４ スケジュール及び内容 

時  間 内      容 場  所 

10：15～10：30 参加生徒受付 県立久慈病院 

２階中会議室 10：30～10：35 開講・オリエンテーション 

10：35～10：40 久慈保健所長あいさつ 

10：40～10：45 久慈病院長あいさつ 

10：45～10：50 病院の概要説明等 

10：50～10：55 見学・体験についての注意事項等 

10：55～11：00 休憩及び移動の準備 

11：00～12：10 医療機器等使用体験・職種別体験企画 

（看護、薬剤、検査、リハビリテーション等） 

１階待合ホール等 

12：10～12：30 閉講・アンケート記入、回収 ２階中会議室 

 

担当：保健福祉環境部 企画管理課長 東、主事 石橋 

電話：0194-53-4987 内線：251 
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報道機関への情報提供（2019/7/24） 県北広域振興局 

食品衛生月間における食品衛生パレードの実施について 

（岩手県久慈保健所）  

 

 夏期は、カンピロバクター等の細菌による食中毒が多発する時期であることから、厚生労

働省では、食中毒事故の防止と衛生管理の向上を図るため、８月を食品衛生月間と定め、全

国的に食品衛生思想の普及・啓発をより一層強力に推進しており、本県においても各地域で

啓発事業を行っているところです。 

 その一環として、食品衛生協会久慈支会と共催で食品衛生パレードを実施しますのでお知

らせします。 

 

 １ 日 時  令和元年８月１日（木） 15時 00分～17時 15分 

 ２ 内 容   

 （1）車両から食中毒の予防を呼びかける。 

 （2）スーパーマーケットで食中毒予防のチラシ等を配布する。 

 ３ パレード行程 

   15：00  出発式（久慈地区合同庁舎玄関前） 

   15：10  久慈地区合同庁舎 出発 

   15：20  ユニバース久慈川崎町店 

   15：40  ジョイス久慈長内店  

   15：55  ユニバース久慈 SC店 

   16：20  マルイチマルシェ久慈店 

   16：35  ジョイス久慈中の橋店 

   16：50  やませ土風館  

   17：00  久慈地区合同庁舎 到着 

 

※店舗への到着時間は予定ですので、多少前後する可能性があります。 

 

担当：岩手県久慈保健所・保健福祉環境部 

 環境衛生課長 川村 

電話：0194-53-4987 内線 325 


