
ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2019/9/3） 県北広域振興局 

久慈地域女性向け農業機械操作研修会の開催について 
（農政部）  

 農業者の高齢化や担い手の不足に伴い、農業に携わる女性の活躍が全国的に注目さ
れています。その一方、女性が機械操作や農作業安全を学ぶ機会は少なく、久慈地域
でも農業機械の操作を学びたいという声が広がっています。 
 このたび、久慈地域では初めて、農業生産に携わる女性や新規就農者等を対象に、
農業機械の操作技術向上を目的とした研修会を開催します。 
 

１ 日時 
令和元年９月５日（木）13：30～16：00 

 
２ 場所 

農事組合法人ライスランド久慈 作業用施設及び圃場（久慈市大川目町 26-102） 
 
３ 主催 
  県北広域振興局農政部、久慈農業改良普及センター、JA新いわて久慈営農経済セ
ンター 

 
４ 内容 
（１）農作業安全啓発講義 13：40～14：10 

 農作業事故を防ぐために気をつけるべき機械の操作や作業手順等のポイントに
ついて講義を行います。 

   講師：久慈農業改良普及センター 農作業安全担当職員 
 
（２）農作業機械操作実習 14：10～15：40 

 トラクター、刈り払い機、管理機の操作について実習を行います。 
   講師：株式会社みちのくクボタ 本社担当職員 

  ※雨天時は、機械のメンテナンス方法等の実習を予定。 
 
５ 受講者 

女性農業者他、約 10名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：農政部農業振興課 長谷川 

電話：0194-53-4983 内線 223 

管理機による耕起作業の実習イメージ 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2019/9/6） 県北広域振興局 

「いわて子育てにやさしい企業」認証書交付式の開催について 

（保健福祉環境部）  

 県では、仕事と子育ての両立支援など男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む中

小企業等を「いわて子育てにやさしい企業」として認証しています。 

 今般、有限会社タニムラフードサービス（久慈市）が、９月１日付けで「いわて子育てに

やさしい企業」に認証され、下記のとおり認証書交付式を開催しますので、取材くださるよ

うお願いします。 

 

 

 

 

 

【有限会社タニムラフードサービス】 

・ 所 在 地 久慈市長内町 20-84-３ 

・ 業  種 畜産食料品製造業（鶏肉） 

・ 従業員数 70名（男性 30名、女性 40名） 

・ 主な取組内容 

① 育児・介護休業法の規定を上回る、子の看護のための休暇や介護休暇制度 

② 企業内子育て支援推進員の配置 等 

 

※ いわて子育てにやさしい企業等認証制度について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

担当：保健福祉環境部企画管理課長 東 進 
電話：0194-53-4987 内線 245 

 「いわて子育てにやさしい企業」認証書交付式 

１ 日 時 令和元年９月 11日（水）15時 30分から 20分程度 

２ 場 所 久慈地区合同庁舎 ３階 局長室 

３ 受領者 有限会社タニムラフードサービス 専務取締役 谷村 秀 様 

目的：仕事と子育ての両立支援など男女が共に働きやすい職場づくりに取り組む中小企業等を知事 
が認証し、広く紹介することにより、企業の自主的な取組の促進を図り、次世代育成支援対
策の推進に資することを目的とする。 

対象：県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する従業員数が 100人以下の中小企業等 
認証企業数：全県で 92社（令和元年９月１日現在） 
認証基準：① 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、岩手労働局

に届け出ていること。 
② 子育て支援を推進する取組を行っていること。 
③ 育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び②で盛り込んだ項目を就業規則又は 

労働協約に規定していること。 
④ 「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置していること。 

認証のメリット： 
・ 子育て支援に取組む企業等として、イメージがアップし、社会的評価が高まる。 
・ 職業安定所の求人登録票に表示できる。 
・ 県単融資制度（県商工観光資金）にかかる保証料率の引下げ（0.05%）の対象になる。 
・ 県が発注する特定の施策に係る物品納入（10 万円以下）と印刷物製作業（30万円以下）の契約
について優先される。 

・ 公益財団法人いきいき岩手支援財団の「子育てにやさしい職場環境づくり助成金」の対象にな
る（最大 30 万円）。 

・ 日本政策金融公庫の特別貸付制度「働き方改革推進支援資金（地公体推進施策関連）」を利用
できる（特別利率（1）の適用 0.76％～）。 

・ 2019、2020県営建設工事競争入札参加資格審査基準の技術等評価点数の加点項目への追加。 
・ 復興局が実施する「地域基幹産業人材確保支援事業費補助金」の「職場環境改善事業」の補助
要件となっている(最大 100 万円)。 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2019/9/9） 県北広域振興局 

岩手県議会議員選挙に係る選挙会及び当選証書の付与の実施について（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日執行の標記選挙の選挙会及び当選証書の付与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 選挙会 

（１） 日時 

  ア 久慈選挙区 

   令和元年９月 10日（火）午前 10時から 

 イ 九戸選挙区 

   令和元年９月 10日（火）午前 10時 30分から 

（２） 場所 

     久慈地区合同庁舎 ６階大会議室 

（３） その他 

  県議会議員選挙の選挙会は、当該選挙区の選挙人名簿に登録されている選挙人のみ

が参観することができます。選挙権を有しない場合は、開催前の頭撮りのみとし、そ

の後、退出いただくこととなります。 

 

２ 当選証書の付与 

 （１） 日時 

     令和元年９月 10日（火）午前 11時から 

 （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 

     全て取材可能です。 

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） 
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報道機関への情報提供（2019/9/10） 県北広域振興局 

「56th FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展）」への出展について 

                             （経営企画部産業振興室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日時 令和元年９月 18日（水）～19日（木） 10:00～17:00 

２ 会場 東京ビッグサイト西３ホール 

３ 主催 東京都ミシン商工業協同組合 

４ 管内事業者の展示内容等 

 (1) ブース出展 

ア 出展ゾーン 縫製工場活性化ゾーン（縫製工場・自治体の PR・商談） 

イ 出展企業等 (一社)北いわてアパレル産業振興会 

ウ ブース番号 D-10 

 (2) 主催者セミナー 

ア 日時  ９月 19日（木）10:30～12:00 

イ 講師  （一社）北いわてアパレル産業振興会 代表理事 

       岩手モリヤ㈱ 代表取締役社長 森奥 信孝 氏 

ウ テーマ アパレルの聖地“北いわて”の挑戦～産学官連携による取組み～ 

５ 留意事項 

 ・ 公式サイト（http://www.fisma.tokyo/）で事前来場登録を行うことにより、

無料で入場できます。 

・ 各種特別企画セミナーについては、事前の聴講登録が必要です。 

 

※ 56th FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展）とは 

 アパレルにかかわる素材、生産機器・システム、物流など川上から川下までを幅

広く出展対象とした、商談を求めて全国から縫製工場やアパレルメーカー、商社等、

アパレル関係者が一堂に介する国内最大級の展示会（前年度来場者数 10,212名）で、

今回は 86者が出展予定。 

県北広域振興局では、県北地域（久慈地域、二戸地域）に集積している縫製事

業者の高い技術力を PRし、北いわてのアパレル産業の「産地としてのブランド化」

を図るため、「56th FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展）※」に、（一社）

北いわてアパレル産業振興会と連携してブースを出展します。 

 なお、本展示会への地域単位での縫製業の出展は「全国初」であり、（一社）北

いわてアパレル産業振興会代表理事（岩手モリヤ㈱森奥信孝代表取締役社長）の

講演と併せて、アパレル業界へ効果的な情報発信を行い、「産地としてのブランド

化」につなげていきます。 

 

担当：経営企画部産業振興室長 昆野、主事 宮崎 
電話：0194-53-4981（内線 205、206） 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2019/9/13） 県北広域振興局 

タイのブロガー２名の招請について 

（経営企画部）  

  

県北広域振興局では、久慈地域への外国人観光客の誘客拡大を図るため、訪日旅行に特化

した情報発信を行っているタイのブロガー２名を招請しますので、お知らせします。 

 

１ 日時  

令和元年９月 19日（木）～23日（月） 

２ 内容 

（１）招請者  

① Tanong Prakuptanon氏 

タイで訪日旅行情報を発信するナンバーワンの Facebookページ「Japanthaifanclub」

を運営するタイ人ブロガー。 

② 多田桂子 氏 

岩手県の観光情報を発信する Facebookページ「Jejeje Iwate」を運営する、バンコ

ク在住の日本人ブロガー。通訳を兼ねる。 

（２）主な行程 

９月 19日（木） 12:55～13:30  北のチョコレート工場＆店舗 2door（二戸市） 

13:45～14:30 御所野縄文公園（一戸町） 

14:45～15:00 九戸城跡（二戸市） 

17:45～19:30 久慈秋まつり前夜祭（久慈市） 

９月 20日（金） 9:00～11:45 久慈琥珀博物館（久慈市） 

13:00～14:00 もぐらんぴあ（久慈市） 

14:15～14:45 あまちゃんハウス（久慈市） 

15:45～17:30 久慈秋まつり（久慈市） 

９月 21日（土） 9:15～11:30 小袖海女センター（久慈市） 

12:55～    普代駅・アンテナショップあいで、 

       普代水門、普代浜、黒崎園地など（普代村） 

９月 22日（日） 8:40～ 9:15 鵜の巣断崖（田野畑村） 

9:55～10:55 龍泉洞（岩泉町） 

11:20～12:00 たろう震災遺構（宮古市田老） 

13:10～      浄土ヶ浜など（宮古市） 

９月 23日（月） 8:40～ 9:15 魚菜市場など（宮古市） 

 

 

  
担当：経営企画部産業振興室長 昆野 

電話：0194-53-4981  内線 205 



ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   県北広域振興局 
報道機関への情報提供（2019/9/24） 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」による侍浜小学校児童と岩手ビック

ブルズ選手の交流について              

（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、今回、侍浜小学校（高橋昌士校長）へ岩手ビッグブルズ選手の派遣を実

施しますので、当日の取材をお願いします。 

 

１ 開催日時 

  令和元年 10月１日（火） 14：00～15：35 

 

２ 場所 

侍浜小学校体育館（久慈市侍浜町保土沢 8-27-1） 

 

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 

  侍浜小学校６年生（14人） 

 

６ 派遣選手 

  鈴木友貴選手、上田雅也選手 

 

 

 

 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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News Release 

 

                               令和元年９月 24 日 

県北管内報道機関 各 位                   久慈地域「海の幸」PR 協議会 

 

洋野町立中野中学校における魚食普及活動実施のお知らせ 

 

                                

  

 

 

 

 

 

１ 日時及び会場 

日時：令和元年９月 30日（月）10：45～13：05 

会場：洋野町立中野中学校 家庭科室 

 

 

２ 参加者 

洋野町立中野中学校 全校生徒（45名）、教職員 

岩手県 食の匠 土
つち

畑
はた

 登
と

美
み

江
え

 氏 

久慈地域「海の幸」PR協議会 

 

 

３ 内容 

 （1）調理実習（サケのあら汁、サケのハンバーグ） 

 （2）久慈地域「海の幸」PR協議会からのお話 

 

 

≪参考≫ 

PR 協議会は、洋野町、久慈市、野田村及び普代村の水産物の認知度向上、販売促進、魚食

普及を図るため、漁協や市町村、県等で構成された協議会です。 

 

 

 

久慈地域「海の幸」PR協議会では、久慈地域の水産物を使った魚食普及を図るため、洋

野町立中野中学校において、久慈地域で獲れたサケを使った調理実習を行いますのでお知ら

せいたします。調理実習では、岩手県食の匠 土畑登美江さんが講師を務めます。 

 

 

 

担当：久慈地域「海の幸」PR 協議会事務局 

（県北広域振興局水産部 志田） 

電話：0194-53-4985 内線 365 


