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報道機関への情報提供（2019/05/07） 県北広域振興局 

「いわて地球環境にやさしい事業所」認定書交付式について 

（保健福祉環境部）  

 

県では、地球温暖化対策の一環として、平成 16年度から、二酸化炭素排出抑制の取組を積

極的に行っている事業所を「いわて地球環境にやさしい事業所」として認定する制度を実施

しています。 

今回、県北広域管内の４事業所を、平成 31 年４月 26 日付けで認定し、そのうち新規認定

した１事業所に対し、下記により認定書を交付しますので、お知らせします。 

（１） 今回認定した事業所（県北広域管内） 

認定区分 事業所名称 所在市町村 備考 

★ 高畑電機株式会社（※） 久慈市 新規認定 

★★ 
公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団 

県北青少年の家 
二戸市 更新 

★★★★ 有限会社八紘カイハツ 二戸市 更新 

★★★★ 株式会社ヤマモト 二戸市 更新 

 ※ 今回、認定書を交付する対象事業所。 

 

（２） 「いわて地球環境にやさしい事業所」認定書交付式 

① 日時：平成 31年５月 10日（金）14:00～14:30 

② 場所：久慈地区合同庁舎６階 第４会議室Ａ 

③ 対象事業所：高畑電機株式会社 

（冷暖房の温度設定の管理、毎月のエコドライブ研修の実施などにより、

二酸化炭素排出の抑制に取り組むと認められるもの。） 

 
（参考） 「いわて地球環境にやさしい事業所」認定制度について 

  二酸化酸素排出の抑制のための措置を積極的に講じている事業所を認定し、広く県民に紹介する

ことにより、地球温暖化対策の積極的な取組を広げていくことを目的とした制度。 

    取組内容に応じて、★（一つ星）から★★★★（四つ星）まで４段階の認定レベルを設けている。 

平成 31年 4月 26日現在、認定事業所数は全県で 199 事業所（今回の認定を含む。） 

振興局 ★★★★ ★★★ ★★ ★ 計 

盛岡広域 38 10 21 12 81 

県南広域 72 7 10 5 94 

沿岸広域 4 1 1 5 11 

県北広域 8 2 1 2 13 

計 122 20 33 24 199 

 

 

 

 
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（2019/5/7） 県北広域振興局 

令和元年度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及び「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた

機運醸成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 

令和元年５月９日（木） 15時 30分から 17時まで 

 

２ 場所 

久慈グランドホテル ２階マリンホール （久慈市川崎町 10-15） 

 

３ 議題 

 (1) 地域振興プランに基づく平成 31・令和元年度 県北広域振興局における主な取組について 

(2) 「北海道・北東北の縄文遺跡群」のユネスコ推薦について 

 

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 
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報道機関への情報提供（2019/5/17） 県北広域振興局 

令和元年度「さんりくなりわい創出支援事業」説明会の開催について 

（経営企画部）  

 県では、沿岸 12市町村で起業や新事業への進出を行おうとする方を総合的に支援す

る「さんりくなりわい創出支援事業」を実施します。 

久慈地域における事業説明会を５月 20日（月）に開催しますので、お知らせします。 

 

１ 日 時  

  令和元年５月 20日（月）13時 00分から 15時 00分まで 

２ 場 所  

  久慈市役所２階 特別会議室 

３ 主 催 

  岩手県復興局まちづくり・産業再生課 

４ 対 象  

  沿岸 12市町村で新たなビジネス（起業、第二創業、新事業活動）を行おうと 

する者 

５ 支援内容  

 (1) 事業計画策定支援、事業継続支援（経営指導等） 

 (2) 起業等に要する初期費用の補助（補助率：２/３以内、補助上限 200万円） 

 (3) クラウドファンディング活用支援 

 (4) 販路開拓、商品開発等支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担当：復興局まちづくり・産業再生課 産業再生担当 

電話：019-629-6930  



令和元年度 

さんりくなりわい創出支援事業 
説明会 

～新たなビジネス立上げを総合的に支援します～ 

支援対象者 

 沿岸12市町村で新たなビジネス（起業・第二創業・新事業活動）を行おうと 

する者 

 

支援内容 
 ○ 事業計画策定支援、事業継続支援（経営指導等） 

 ○ 起業等に要する初期費用の補助（補助率：原則２／３以内、補助上限：200万円） 
   ※代表者が若者（4月1日時点で39歳以下）・女性及び商店街等において新たに事業を始める場合、5/6以内 

 ○ クラウドファンディング活用支援 

 ○ 販路開拓、商品開発等支援 

 東日本大震災津波により被害を受けた沿岸部で、新しいまちづくりが進んでいます。 
 県では、沿岸12市町村で起業や新事業への進出を行おうとする方を対象に、事業計画の策
定から起業等に要する初期費用、資金調達や販路開拓、経営指導までを総合的に支援する
「さんりくなりわい創出支援事業」を実施します。 

開催日時 会場 

5月20日（月）13:00~15:00 久慈市役所２階 特別会議室 

5月28日（火）10:00~12:00 釜石地区県合同庁舎４階 大会議室 

5月28日（火）14:30~16:30 大船渡市防災観光交流センター 
（おおふなぽーと）２階多目的室１・２ 

5月31日（金）13:00~15:00 宮古地区県合同庁舎３階 大会議室 

事業説明会 （事前申込不要） 

お問合せ先：岩手県復興局まちづくり・産業再生課 
      電話 019-629-6930 
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報道機関への情報提供（2019/５/20） 県北広域振興局 

令和元年度第１回県北広域振興圏地域運営委員会議の開催について 

（経営企画部） 

  

 標記の会議を公開で開催します。 

 

１ 開催趣旨 

県北広域振興圏の将来設計や毎年度の施策方針、施策評価等を地域と共同で協議

するため開催するものです。   

 

２ 開催日時  

  令和元年６月３日（月）13時 30分から 15時 30分まで 

    

３ 開催場所 

久慈地区合同庁舎１階大会議室（久慈市八日町１－１） 

 

４ 委員 

  15名（別紙のとおり） 

 

５ 会議内容 

  地域振興プラン（県北広域振興圏）及び令和元年度の主な取組について 

 

６ 傍聴定員 

 10人 

 

７ 取材上の留意事項 

  特になし 

 

８ 会議結果 

  会議終了後、岩手県のホームページにて公開します。 

   

 

担当：経営企画部企画推進課  細越 健志  

電話：0194-53-4981 内線 315  



氏名 住所 所属機関・団体

あいだ　たけのり

間　健倫

あおさわ　まなぶ

青澤　学

あんどう　まさき

安藤　正樹

いしばし　かずや

石橋　和哉

　　　おおさわ　たかのり

大沢　貴規

　　おおだて

大建　ももこ

おおやない　としお

大矢内　利男

おのでら　ゆうじ

小野寺　祐治

さわむら　　　こ

澤村　よう子

　　しちのへ

七戸　はるみ

なかた　みほこ

中田　美保子

なりた　あつこ

成田　敦子

みたち　ゆうじ

三田地　勇治

もりかわ　のりこ

森川　則子

やました　たつや

山下　達也

（50音順）
男 OK（40％以上）
女 OK（40％以上）

若手
（49歳未満）

OK（25％以上）

若手以外

普代村

二戸市

一戸町

県北広域振興圏地域運営委員（任期H30.4.1～R2.3.31）名簿

久慈市

軽米町

洋野町

九戸村

二戸市

久慈市

久慈市

洋野町

野田村

二戸市

二戸市

二戸市

8

9 洋野町食生活改善推進員協議会会長

10

11

12

13

14

15
ＪＡ新いわて奥中山野菜生産部会奥中
山支部　役員

1

2

3

4

5

6

7

三田地商店（ガソリンスタンド）

カシオペア環境研究会　顧問

社会福祉法人　いつつ星会
常務理事

(有)田表写真館

七戸産業

大矢内きのこ園　代表

（株）アイソニック　代表取締役社長

（株）三和ドレス　代表取締役社長

㈲割烹旅館　おぼない　若女将

野田養殖組合副組合長
野田漁友会副会長

(有)石橋煎餅　専務取締役営業部長

社会福祉法人　修倫会　理事長

社会福祉法人洋野町社会福祉協議会
事務局長兼大野事務所長
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報道機関への情報提供（2019/5/27） 県北広域振興局 

三陸防災復興プロジェクト 2019「三陸ステーションガーデンプロジェクト」 

三陸鉄道久慈駅におけるオープニングイベントについて 

（経営企画部） 

  

 三陸防災復興プロジェクト 2019実行委員会では、主催事業の一つである「三陸ステーションガ

ーデンプロジェクト」において、地域住民等が協働・参画の上、三陸観光の玄関口にふさわしい

花と緑にあふれる駅舎（ステーションガーデン）の創出を進めてきたところですが、今般、三陸

鉄道久慈駅において、次のとおりオープニングイベントを開催しますので、本プロジェクトの情

報発信に御協力いただきますよう、お願い致します。 

 

１ 日時 

令和元年５月 29日（水）11時 10分から 11時 45分まで 

 

２ 場所 

三陸鉄道久慈駅前広場 

 

３ 概要 

岩手県立久慈東高等学校環境緑化系列コース２、３年生が実習で作成したプランターのお披

露目、完成セレモニー など 

 

４ その他（留意事項） 

各会場にて報道関係者受付を設置しますので、受付をお願いします 

 

 

 

担当：経営企画部企画推進課長 細越 

電話：0194-53-4981内線 315 
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報道機関への情報提供（2019/5/31） 県北広域振興局 

安定的な雇用の確保等に関する要請活動の実施について 

（経営企画部産業振興室）  

 

令和２年３月新規高等学校卒業者を対象としたハローワークによる求人申込書の受付が６月

１日（ハローワーク久慈は６月３日）に開始されることから、「新規学卒者の採用枠の確保」等

についての管内企業の積極的な取組を促すため、関係機関と連携し、商工団体及び企業に対する

要請活動を行います。 

 

１ 要請の日程 

令和元年６月６日（木） 

   13時 45分～14時 00分  久慈商工会議所（取材対応可） 

                久慈市内の企業２社（写真撮影のみ対応可） 

   14時 30分～14時 55分    株式会社十文字チキンカンパニー久慈工場 

15時 20分～15時 45分   株式会社ヤマイチ 

※ 取材していただける場合は、13時 45分から 14時 00分までの時間に要請活動を行う、

「久慈商工会議所」で行っていただきますようお願いします。 

  なお、久慈市内の企業２社につきましては、写真撮影のみ可能です。 

 

２ 要請者 

  県北広域振興局（局長：南 敏幸） 

久慈市（副市長：澤里 充男） 

  久慈公共職業安定所（所長：佐々木 裕智） 

  岩手県高等学校長協会久慈支会（県立久慈東高等学校長：髙橋 克壽） 

 

３ 要請内容 

(1) 安定的な雇用の確保 

(2) 新規学卒者の採用枠の確保 

(3) 多様な人材の雇用の場の確保 

(4) 働き方改革に向けた取組の推進  

※ 詳細については、別添実施要領を参照願います。 

 

  

担当：経営企画部産業振興室長 昆野 

電話：0194-53-4981 内線 205 



 

安定的な雇用の確保等に関する要請活動実施要領 
 

１ 趣旨 

 久慈地域の雇用情勢は、有効求人倍率が平成29年５月以降、１年11か月連続で１倍台を維持して

いる状況にあるが、一方で、地域住民の生活の向上のためには、安定的な雇用の確保が不可欠であ

る。 

 また、経済の好循環を実現するためには、労働者の意欲や能力が一層発揮され、労働生産性を向

上していくことが重要である。 

特に、人口減少が進む中では、全ての人々が、健康で安心して働くことができる多様で柔軟な働

き方を実現するために働き方改革を推進することが求められているところである。 

 このような認識を管内の企業経営者と共有し、企業側の積極的な取組を促すため、関係機関と連

携して、商工団体及び企業に対する要請活動を行うものである。 

２ 要請内容 

(1) 安定的な雇用の確保 

東日本大震災津波や平成28年台風第10号からの復興と県民生活の向上にとって、雇用の確保は極

めて重要であるという認識のもと、求人の正社員化による安定的な雇用の確保及び無期転換ルー

ルの適正な運用など、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善に努められたいこと。 

(2) 新規学卒者の採用枠の確保 

岩手の未来を担う若者を育成するという認識のもと、早期の求人票の提出及び新規学卒者に対す

る十分な会社側からの説明機会の確保、早期の適正な採用選考活動を通じて、引き続き新規学卒者

の積極的な採用に努められたいこと。 

(3) 多様な人材の雇用の場の確保 

   若者、女性、高年齢者、障がい者等働く意欲のある全ての者が、その能力を生かして希望する

仕事に就き、地域において自立して生活していける社会を実現するという認識のもと、多様な人

材の雇用の確保に努められたいこと。 

(4) 働き方改革に向けた取組の推進 

   仕事と生活の調和や生産性の向上を推進することは、地域の社会経済の維持、発展にも資する

という認識のもと、長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進など、働き方・休み方の改善を

図る労働環境の整備に向けた積極的な取組に努められたいこと。 

３ 要請先 

(1) 管内商工団体 

久慈商工会議所、野田村商工会、普代商工会、洋野町商工会 

(2) 久慈市内の事業所 

  ア 株式会社十文字チキンカンパニー久慈工場 代表取締役社長 十文字 保雄 

（業種：鶏肉加工、所在地：久慈市小久慈町63-16-１）   （じゅうもんじ やすお） 

  イ 株式会社ヤマイチ 代表取締役 山王 敏彦（さんのう としひこ） 

    （業種：建設資材販売業、所在地：久慈市長内町21-50-１） 

４ 要請者及び訪問者 

 次に掲げる関係機関の長又はその代理者が要請先を訪問し、要請書を手交して要請を行う。 

(1) 県北広域振興局 

(2) 管内各市町村 

(3) 久慈公共職業安定所 

(4) 岩手県高等学校長協会久慈支会 



 

市町村 岩手県 市町村 久慈公共職業安定所 
岩手県高等学校長協会 

久慈支会 

久慈市 
県北広域振興局 
南 敏幸 局長 

澤里 充男 副市長 佐々木 裕智 所長 
髙橋 克壽 

久慈東高等学校長 

洋野町 局長 日當 博治 副町長 所長 

松場 喜美夫 
種市高等学校長 
中野 達博 

大野高等学校長 

野田村 局長 米澤 功一 副村長 所長 
日當 仁己 

久慈工業高等学校長 

普代村 局長 太田 栄時 副村長 所長 久慈工業校長 

 

５ 要請日程 

・令和元年５月29日（水）13：30～17：00 野田村商工会、洋野町商工会 

 ・令和元年６月６日（木）13：30～16：05 久慈商工会議所・久慈市内の事業所 

 ・令和元年６月11日（火）９：50～12：20 普代商工会 

 

６ 特記事項 

【報道機関取材対応場所】 

◎ 久慈商工会議所 

   日 時：令和元年６月６日（木）13：45～14：00（予定） 

   訪問者：県北広域振興局     南 局長 

       久慈市         澤里 副市長 

       久慈公共職業安定所   佐々木 所長 

       県立久慈東高等学校   髙橋 校長 

 

７ 参 考 

【平成 30年度の実績】 

日   時 要 請 先 

５月 28 日(月) 13:30～13:45 久慈商工会議所 

 14:05～14:30 宮城建設株式会社（建設業） 

 14:50～15:15 株式会社細谷地（燃料小売業等） 

６月５日（火） 11:00～11:20 普代商工会 

６月７日（木） ９:30～９:50 野田村商工会 

 14:00～14:20 洋野町商工会 
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報道機関への情報提供（2019/5/31） 県北広域振興局 

中学生を対象とした「医師による出前講座」の実施について 

（保健福祉環境部／久慈保健所）  

  

１ 概要 

久慈保健所では、管内の医師、看護師等の医療従事者の不足が深刻化する中、中学生が

医師や看護師等の医療に携わる職業の重要性について理解を深めることで、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とする、医療人材育成事業に取り組んでい

ます。 

本事業の一環として、管内にある病院の協力の下、現役医師が中学校に出向き、自らの

仕事の内容や仕事に就こうとしたきっかけ等についての講演を行う「医師による出前講座」

を平成 22 年度から実施しており、今年度は、管内４市町村の中学校 10 校の生徒を対象に

実施します。 

 

２ 実施する学校名及び日程等 

学校名 実施日 時 間 講  師 

洋野町立種市中学校 ６月５日（水） 14：30～15：20 洋野町国民健康保険種市病院 磯﨑 一太 院長 

洋野町立中野中学校 ６月 10日（月） 14：40～15：30 洋野町国民健康保険種市病院  荒谷 宗充 外科医長 

普代村立普代中学校 ６月 11日（火） 13：55～14：45 普代村国民健康保険診療所 柾屋 美緒 所長 

久慈市立久慈中学校 ６月 12日（水） 11：50～12：40 岩手県立久慈病院 小泉 優香 臨床研修医 

洋野町立大野中学校 ６月 21日（金） 13：45～14：35 洋野町国民健康保険大野診療所 中村 晴彦 所長 

野田村立野田中学校 ６月 26日（水） 11：50～12：40 岩手県立久慈病院 佐藤 州一 臨床研修医 

久慈市立長内中学校 ７月５日（金） 13：40～14：30 岩手県立久慈病院 高橋 健太 臨床研修医   

久慈市立大川目中学校 ７月 12日（金） 14：35～15：25 岩手県立久慈病院 田口 智 臨床研修医 

久慈市立山形中学校 ７月 16日（火） 14：30～15：20 岩手県立久慈病院 田村 新二 臨床研修医    

久慈市立三崎中学校 ７月 16日（火） 14：40～15：30 岩手県立久慈病院 今田 悠介 臨床研修医   

 

（参考）前年度の「医師による出前講座」の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


