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農政部長 ○

座席表

報
道
機
関

入
口

参加予定報道機関
・陸中魁新聞社
・ダナスプランニング
・岩手日報社
・デーリー東北



管内報道機関との定例懇談会（12月）懇談項目 

 項目 担当部 ポイント 

１ 

「北いわて・子どもアー

トタッチプロジェクト

“久慈”」について 

経 営 企 画 部 

県北広域振興局及び特定非営利活動法人やま

せデザイン会議（久慈地域文化芸術コーディネ

ーター）では、「北いわて・子どもアートタッチ

プロジェクト“久慈”」を開催します。 

２ 

令和 2 年度高校 1 年生を

対象とした地元企業見学

会の実施について 

経 営 企 画 部 

高校１年生を対象として、地元企業への関心

を高めるとともに、地元で就職する意義につい

ての理解を深めることを目的として、地元企業

を訪問し、業務の内容等について説明を受ける

見学会を実施します。 

３ 

キャリア教育推進連携シ

ンポジウムの開催につい

て 

経 営 企 画 部 

県内で実施している地域と連携したキャリア

教育の事例を学ぶとともに、学校や行政、企業、

保護者など関係者で意見を交換する場を設ける

ことで久慈地域のキャリア教育のレベルアップ

を図ることを目的として「キャリア教育推進連

携シンポジウム」を開催します。 

４ 

新型コロナウイルス感染

症の感染拡大に伴う県北

広域振興局主催イベント

の中止について 

経 営 企 画 部 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う

県北広域振興局主催イベントの中止についてお

知らせします。 

５ 
「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 

障害者週間（12 月３日(木)から９日(水)ま

で）に合わせ、障害福祉事業所等の利用者の皆

さんが日頃の活動の中で制作した作品を下記

のとおり展示します。 

６ 
一般県道明戸八木線小田

の沢工区の開通について 
土 木 部 

岩手県が『復興関連道路』として整備を進めて

いる一般県道明戸八木線小田の沢工区が令和2

年12月22日(火)に開通する見込みとなりまし

たのでお知らせします 

７ 

久慈市出身者が第58回技

能五輪全国大会で銅賞に

入賞 

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 58 回技能五輪全国大会建築大

工職種、久慈市出身の本校修了生が銅賞に入賞

しましたので、お知らせします。 

８ 

久慈地域出身者の岩手県

若年者技能競技会入賞作

品等の展示 

二 戸 高 等 

技 術 専 門 校 

滝沢市で開催された岩手県若年者技能競技会

の本校の入賞者作品３点及び大会の模様等を紹

介するパネルの展示を 12 月 2 日（水）から 12

月 21日（月）久慈地区合同庁舎県民ホールにお

いて行いますので、お知らせします。 



９ 

県立二戸高等技術専門校

「冬の体験入校」参加者

募集について 

二 戸 高 等 

技 術 専 門 校 

高校生２年生及び１年生を対象に、今後の進

路選択を考えるきっかけとなる「冬の体験入校」

の参加者を募集しています。 

 

【その他配付資料】 

・ 月間行事予定表（令和２年 12月～１月上旬） 



報道機関懇談会資料（2020/12/2） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
「北いわて・子どもアートタッチプロジェクト“久慈”」について 

（経営企画部）  

県北広域振興局及び特定非営利活動法人やませデザイン会議（久慈地域文化芸術コ 

ーディネーター）では、管内（久慈地域）の４市町村の小学校に通学する児童を対象

に多分野の文化芸術に「触れる・経験する」機会を提供することにより、児童の文化

芸術への理解・定着を図り、県北広域振興圏の将来的な文化芸術活動の底上げに繋げ

るため、「北いわて・子どもアートタッチプロジェクト“久慈”」を開催しますので、

当日の取材をお願います。 

 

１ 主催 

 県北広域振興局、特定非営利活動法人やませデザイン会議（久慈地域文化芸術コ 

ーディネーター） 

２ 対象児童等 

（1）久慈地域（久慈市、普代村、野田村、洋野町）の小学校に通う小学校３年生

から小学校６年生の児童 

（2）募集人数 25名程度 

（3）参加費 無料 

３ 日時 令和２年 12月 27日（日） 午前９時 00分～午後 12時 30分（予定） 

４ 会場 久慈市中央市民センター（〒028-0023 久慈市新中の橋第５地割２８−４） 

５ 実施内容 

以下の５種目の文化芸術活動の中から２種目を選択し体験する。（各種目１時間程度） 

（1）華道（いけばな） 

（2）筝曲（お琴） 

（3）ステンドグラス 

（4）造形アート 

（5）メタルアート 

６ 主な新型コロナウィルス感染症対策 

（1）３密回避を徹底し、アルコール消毒、換気を随時行う。 

（2）受付時に、体温チェックを行う。 

（3）体験時のソーシャルディスタンスに留意する。 

（4）接触が多いプログラムや飲食を伴うプログラムは、今回は除く。 

（5）長時間の接触を避けるため、半日開催とする。 

７ 問合せ先 

  特定非営利活動法人やませデザイン会議 

   電話：0194-61-3229 

担当：特命課長（文化スポーツ振興） 藤澤 

電話：0194-53-4981  内線 355 



北いわて・子どもアートタッチプロジェクト“久慈” 

開催要項 

１概要                                      

（１）名称 

北いわて・子どもアートタッチプロジェクト“久慈” 

 

（２）目的 

久慈地域（久慈市、普代村、野田村、洋野町）の児童を対象に多分野の文化芸術に「触

れる・経験する」機会を提供することにより、児童の文化芸術への理解・定着を図るもの。 

 

２内容                                      

（１） 主催 

県北広域振興局 

特定非営利活動法人やませデザイン会議（久慈地域文化芸術コーディネーター） 

 

（２）日時 

令和 2 年 12 月 27 日（日）9：00～12：30 

  

（３）場所 

久慈市中央市民センター 

 

（４）対象 

久慈地域の小学生３年生～6 年生 

 

（５）定員 

25 名程度 

 

（６）プログラム 

9：00～9：10   オリエンテーション 

9：10～9：15   移動 

9：15～10：15  体験① 

10：15～10：25  移動 

10：25～11：25   体験② 

11：25～11：35  移動 

11：35～12：05   公演 

12：05～12：30   エンディング       



（７）体験内容 

・華道、筝曲、ステンドグラス、造形アート、メタルアートの中から 2 種目 

・申し込み時に第３希望まで把握し、最低 1 種目は希望になるように調整予定 

・1 種目５～８人程度 

 

（８）講師 

華道：久慈市華道協会 

筝曲：宮城社さくら会 

ステンドグラス：シャノワール 代表 中塚考子 

造形アート：熊谷行子（プロ画家、あーとびる麦生理事長） 

メタルアート：中小路啓二 

公演：宮城社さくら会（再掲） 

 

（９）アンケート 

参加者からアンケートを実施する 

 

3 新型コロナウィルス感染症対策                           

・３密回避を徹底し、アルコール消毒、換気を随時行う 

・受付時に、体温チェックを行う 

・体験時のソーシャルディスタンスに留意する 

・接触が多いプログラムや飲食を伴うプログラムは、今回は除く 

・長時間の接触を避けるため、半日開催とする 

4 その他                                     

  ・参加者は、普通傷害保険に加入 

  ・新型コロナウィルス感染症の状況によっては、中止も検討する 

 

5 申込先/企画運営                                 

特定非営利活動法人やませデザイン会議 

久慈市川崎町 13-1 

電話：0194-61-3229 

 



 

このイベントは新型コロナウィルス 

感染症拡大防止策を講じて実施します。 

北いわて・子ども 

in久慈 

2020 

12/27（日） 

★時間 ９：00～12：30 

  ★場所 久慈市中央市民センター 

    ★対象 久慈地域の【小学３年生～６年生】 

      ★内容 5つのコースの中から2つ体験できます 

参 加 
無 料 

＊申し込みが 

 必要です 

ステンドグラス 

     ①  ②  ③  ④  ⑤ 

ステンドグラス ステンドグラス ステンドグラス ステンドグラス 

日本の伝統文化である 

お琴を弾いてみよう 

筝曲
そうきょく

（お琴） 華道（いけばな） ステンドグラス 造形アート メタルアート 

華道にチャレンジし、     

お正月花を活けてみよう 

色ガラスを組み合わせ、 

素敵な作品をつくろう 

レコードを土台に、   

アート作品を造ってみよう 

金属板をまげたり組み立て

作品を作ってみよう 

子どもたち集まれ～ 

アートタッチプロジェクト 

★主催：岩手県北広域振興局、NPO法人やませデザイン会議（久慈地域文化芸術コーディネーター） 



　※１ 申込多数の場合は抽選とし、結果は、全員に通知します。

　　　 参加者には「参加証」と当日の日程等の詳細を送付します。　

　※２ 抽選結果に関する問合せは受付けておりません。予め、ご了承ください。

◎NPO法人やませデザイン会議行き
　FAX　０１９４－６１－３２３０
　

□年齢

□学年

□連絡事項

携帯番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問い合わせ

申込締切：令和２年12月４日（金）17時必着

◎保護者　※当日、連絡がつく保護者を記入ください

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
□氏名

□続柄：（　　　　　　　）

□性別
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
□氏名

□生年月日

◎児童

男　・　女

　　　　歳　平成　　年　　月　　日

令和２年度北いわて・子どもアートタッチプロジェクト“久慈”の募集について

◎募集対象児童：久慈地域（久慈市・普代村・野田村・洋野町）の小学校に通う小学３年生から小
学６年生の児童

◎参加する児童については主催者において普通傷害保険に加入します。

◎参加費は無料です。

◎募集人数：２５名（※）募
集
要
項
・
参
加
条
件

◎３密を避けるため保護者の同伴はご遠慮願います。（会場への送迎は差支えありません）
当日は、マスクの着用、手指の消毒、検温等新型コロナ感染症対策にご協力願います。（発熱症
状（37.5度以上）がある場合お帰り頂く場合があります）近隣市町村の感染状況によっては、
中止する場合があります。

【個人情報の取扱について】
　本申込書の記載された個人情報については、本イベントの企画・運営のみに使用し、他に利用することはありません。

　　　　　年生

NPO法人やませデザイン会議【℡】0194－61-3229

□学校名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校　　　　　　　

　　 久慈市勤労青少年ホーム内やませデザイン会議事務局まで持参ください。
　　ユニバース久慈・川崎町店様のとなりです。

１　FAXでの申込　本申込書を上記記載のFAX番号に送信してください。

２　郵送での申込　本申込書をNPO法人やませデザイン会議あて送付してください。
　　【送付先】〒028－0051　久慈市川崎町13-1久慈市勤労青少年ホーム内
　　　　　　　　NPO法人やませデザイン会議　あて

□体験の選択　以下の体験について、第1希望～第３希望まで（　）内に数字を入れて下さい　

＊第1希望は①　第２希望は②　第３希望は③
華道（　）　筝曲（　）　ステンドグラス（　）　造形アート（　）　メタルアート（　）

当日は２つ体験することができます。体験先はなるべく希望を優先しながら事務局で調整さ
せていただきます。希望通りの体験が出来ない場合がありあますがあらかじめご了承願いま
す。

申
　
込
　
書

３　持参での申込　

　　 注）いずれの申込の場合も、令和２年12月４日（金）17時必着とします。
　　（ただし、上記２の郵送の場合は消印有効（令和２年12月４日（金）まで）とします。）

申
込
方
法

□住所

□電話番号



 

これから卒業後の進路選択が本格化する高校１年生を対象として、地元企業への関心を高

めるとともに、地元で就職する意義についての理解を深めることを目的として、地元企業を

訪問し、業務の内容等について説明を受ける見学会を実施します。 

 

１ 開催日 

令和２年 12月 11日（金）11時 00分～14時 40分 

 

２ 参加者 

県立久慈東高等学校 1年生 173名  引率教諭 数名 

県立大野高等学校  1年生 17名 引率教諭 数名 

 

３ 主催 

  県北広域振興局 

 

４ 共催 

  久慈市 

 

５ 内容 

  ８コースに分かれ、各コース２社、計 16社を訪問し見学します。 

※ 詳細は別添実施要領を参照願います。 

 

※ 取材していただける場合は、13時 50分から 14時 40分までに県立久慈東高等学校（企

業講話：有限会社タニムラフードサービス）で行っていただきますようお願いします。 

 

 

報道機関懇談会資料（2020/12/2） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
令和 2年度高校 1年生を対象とした地元企業見学会の実施について 

（経営企画部産業振興室）  

担当：産業振興室長 酒井  

電話：0194-53-4981 内線 205 

 訪問先事業所の都合により、取材可能箇所を有限会社タニムラフードサービスから、県

立久慈東高等学校で行われる同社企業講話に変更しますので、お知らせします。（令和 2年

12月 4日） 



 

令和２年度 高校１年生を対象とした地元企業見学会実施要領 

 

１ 目  的  これから卒業後の進路選択が本格化する高校１年生を対象として、地元企業を訪問

し、業務の内容等について説明を受ける機会を設けることにより、地元企業への関心

を高めるとともに、地元で就職する意義についての理解を深めることを目的とする。 

２ 日  時 令和２年 12月 11日（金）３～６校時 （11:00～14:40 昼食含む） 

３ 対 象 者 県立久慈東高等学校 １年生  173人   

県立大野高等学校 １年生    17人   

           合 計           190人  

４ 主   催 県北広域振興局 

５ 共  催 久慈市 

６ 見 学 先 

参加する各高等学校の要望等に基づいて選定。 

(1) Ａコース（人文自然系列、定数 25名） 

①久慈警察署（公務）11：10～12：00 

②岩手モリヤ株式会社（縫製業）13：25～14：15 

 

(2) Ｂコース（食物系列、定数 30名） 

 ①有限会社宇部煎餅店（食品製造業）11：20～12：10 

②株式会社ユニバース 久慈・川崎町店、久慈 SC店（小売業）13：40～14：30 

 

(3) Ｃコース（介護系列、定数 15名） 

  ①久慈市立小久慈保育園（保育）11：20～12：10 

 ②宮城建設株式会社（建設業）13：40～14：30 

 

(4) Ｄコース（海洋科学系列、定数 20名） 

 ①株式会社マルサ嵯峨商店（水産加工業）11：20～12：10 

②有限会社タニムラフードサービス（鶏肉加工業）13：50～14：40 

 

(5) Ｅコース（環境緑化系列、定数 35名） 

①有限会社マルヒ製材（製材業）11：15～12：05 

②有限会社越戸きのこ園（食品製造業）13：40～14：30 

 

(6) Ｆコース（情報ビジネス系列（経営情報）、定数 30名） 

 ①株式会社岩手村田製作所 久慈工場（製造業）11：15～12：05 

 ②一沢コンクリート工業株式会社（コンクリート二次製品製造業）13：35～14：25 

 

(7) Ｇコース（情報ビジネス系列（簿記会計）、定数 10名） 

 ①株式会社細谷地（燃料小売業）11：20～12：10 

 ②北日本銀行久慈支店（金融業）13：40～14：30 

 

(8) Ｈコース（情報ビジネス系列（流通ビジネス）、定数30名） 

 ①株式会社ヤマイチ（建設資材販売業）11：10～12：00 

 ②久慈琥珀株式会社（宝石製品製造業）13：30～14：20 



 

７ 新型コロナウイルスに関する対応 

 

  〇久慈東高校で感染者が発生した場合 

→事業を中止とし、当日配布資料を提供する。 

〇大野高校で感染者が発生した場合 

→大野高校の参加を取りやめとし、大野高校には当日配布資料を提供する。 

〇訪問先事業所で新型コロナの発生等があり、訪問が不可となった場合 

→訪問予定だった時間について、下記の通り対応する。 

   （１）久慈東高校の教室等を会場に、事業者から講師として来ていただき企業紹介等行う。 

   （２）講師派遣の対応も不可となった場合、企業 PR動画等を提供いただき教室で視聴する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報道機関懇談会資料（2020/12/2） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
キャリア教育推進連携シンポジウムの開催について 

（経営企画部産業振興室）  

 

県内で実施している地域と連携したキャリア教育の事例を学ぶとともに、学校や行政、

企業、保護者など関係者で意見を交換する場を設けることで久慈地域のキャリア教育の

レベルアップを図ることを目的として「キャリア教育推進連携シンポジウム」を開催し

ます。 

 

１ 日時 

 令和２年 12月 15日（火）13時 30分～16時 00分 

２ 開催方法 

 オンライン開催（zoom） 

 ※ オンライン環境が整っていない方は、視聴会場（久慈グランドホテル予定）よ

り参加 

３ 主催 

  久慈地域キャリア教育推進研究会（事務局：県北広域振興局経営企画部産業振興室） 
  久慈市キャリア教育推進協議会  （事務局：久慈市企業立地港湾部企業立地港湾課） 

４ 対象 

  学校関係者、管内企業、保護者、行政関係者等 

５ 内容 

時 間 内 容 

13:15～13:30 受付 

13:30～13:35 開会 

13:35～14:35 

基調報告 
内容 大槌町における地域と連携したキャリア教育の実施について（仮）
講師 認定 NPO法人カタリバ 大槌高校魅力化コーディネーター 

 三浦 奈々美 氏 

14:35～14:45 休憩 

14:45～15:00 

久慈地域におけるキャリア教育の取組説明 
・久慈市キャリア教育推進協議会 
（久慈市企業立地港湾部企業立地港湾課） 
・久慈地域キャリア教育推進研究会 
（県北広域振興局経営企画部産業振興室） 

15:00～15:05 セッティング 

15:05～16:00 意見交換  

16:00 閉会 

 

担当：産業振興室長 酒井 

電話：0194-53-4981 内線 205 



報道機関懇談会資料（2020/12/2） 県北広域振興局 

懇談項目４ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県北広域振興局主催イベント

の中止について 

（経営企画部産業振興室）  

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県北広域振興局主催イベントの中止について

次のとおり知らせします。 

 

１ “ひろの”海と人のヒストリーウォーク 

(1) 日時 

    令和２年 11月 28日（土） 10:00～15:30 

(2) 場所 

    洋野町内にあるみちのく潮風トレイルルート及びジオサイト 

(3) 主催等 

    主催 岩手県県北広域振興局 

    後援 洋野町 洋野町観光協会  

    協力 一般社団法人 fumoto、いわて復興応援隊久慈事務所 

(4) 募集定員 

    25名  ※ 申込期限 11月 20日（金） 

(5) 参加費 

    1,000円 

 (6) 中止の理由 

    洋野町内においてクラスターと思われる感染が確認されたため。 

    

２ 伝統工芸イベント北いわてモノがたり×kuji coffee festival 

 (1) 日時 

    令和２年 12月５日（土） 11：00～16：00 

 (2) 場所 

    アンバーホール駐車場（久慈市） 

 (3) 主催 

    岩手県県北広域振興局 

    Kuji coffee festival実行委員会 

 (4) 参加費 

    無料 

 (5) 中止の理由 

    岩手県全体で感染が拡大している状況を受けて、kuji coffee festival実行員会が 

kuji coffee festivalの開催中止を決定したことに伴い、合同開催を予定していた伝 

統工芸イベント北いわてモノがたりについても開催中止としたもの。 

 

 
担当：産業振興室長 酒井 

電話：0194-53-4981 内線 205 



報道機関懇談会資料（2020/12/2） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
「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協力して、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、地域での障がい者への理解を目

的として、障がい者アートの推進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

の皆さんが日頃の活動の中で制作した作品を下記のとおり展示しますので、御案内し

ます。 

 

 

１ 期間 

令和２年 12月３日（木） ～ 12月９日（水） 

  ※  初日（３日）は 13時 00分から、最終日（９日）は 12時までの展示となり

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（令和２年 11月 26日時点、７事業所等） 

  障害者支援施設ひばり療護園、就労継続支援 A型・B型事業所ぎゅっと。、就労継

続支援 B型事業所みずき園、就労継続支援 B型事業所ワークス洋野、地域生活支援

センター風花、地域生活支援いっぽ、自主グループしらかば会 

 

４ 実施主体 

  久慈地域障害者自立支援協議会、県北広域振興局 

   

 

 

 

 

５ その他 

  マスク着用、検温、手指の消毒、来場者同士で一定の距離を保つなど新型コロナ

ウイルス感染症対策を講じた上でご来場・ご鑑賞ください。 

  （次頁に昨年度の展示風景を添付しました。） 

 

 担当：福祉課長 玉懸 
電話：0194-53-4982 内線 212 

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：久慈市社会福祉課） 



 

 

 

 

 

 



報道機関懇談会資料（2020/12/2） 県北広域振興局 

懇談項目６ 
【復興関連道路】一般県道明戸八木線小田の沢工区の開通について 

（土木部）  

 

岩手県が『復興関連道路』として整備を進めている一般県道明戸八木線小田の沢工

区が令和 2年 12月 22日に開通する見込みとなりましたのでお知らせします。 

 

１ 開通区間 総延長 L＝720ｍ 

一般県道明戸八木線 小田の沢工区 延長 535m 

       一般県道八木港線（国道 45号交差点部）延長 185m 

 

２ 開通日時 令和 2年 12月 22日(火) 午前 11:00 

 

【整備効果】 

一般県道明戸八木線は、九戸郡洋野町大野を起点とし、九戸郡洋野町種市において、

一般県道八木港線に接続する道路です。 

今回の整備で、一般県道２路線と国道４５号の直接交差が可能となり、八木地区防

災センターや種市病院へのアクセス道路としての利便性が向上し、災害に強く信頼性

の高い道路ネットワークの強化が図られます。 

さらに、地方港湾である八木港へのアクセス道路として物流の効率化に寄与します。 

 

【事業概要】 

・全体延長 720ｍ (一般県道明戸八木線 535m 一般県道八木港線 185m) 

・道路幅員 車道幅員5.5m(全幅7.0m) 

・事業期間 平成27年度～令和2年度 

・総事業費 5.21億円 

概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：道路整備課長 古舘 衛 
電話：0194-53-4990 内線 261 



報道機関懇談会資料（2020/12/2） 県北広域振興局 

懇談項目７ 
 久慈市出身者が第 58回技能五輪全国大会で銅賞に入賞 

（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 58 回技能五輪全国大会

建築大工職種（11月 13日（金）から 11月 16日（月）まで、愛知県ほかで開催）で、

久慈市出身の本校修了生が銅賞に入賞しましたので、お知らせします。 

 

１ 第 58回技能五輪全国大会建築大工職種銅賞入賞者 

  銅賞  新谷 龍太（しんや・りゅうた）  ㈲東山建設（一戸町） 

         （二戸高等職業訓練校木造建築科２年、令和元年度専門校修了、 

                              久慈高校卒） 

  新谷選手は、久慈高校を卒業し、平成 30 年、県立二戸高等技術専門校建築科に

入校、平成元年の若年者ものづくり競技大会建築大工職種で銀賞、岩手県若年者技

能競技会木造建築科 3年の部で岩手県知事賞・金賞を受賞しています。 

  専門校修了後、二戸職業訓練協会（大沢孫蔵会長）の会員事業所である㈲東山建

設（一戸町）に就職し、同協会が運営する二戸高等職業訓練校木造建築科２年に編

入し、日々の仕事をこなしながら、定期的に訓練を受け、第 58 回技能五輪全国大

会に初出場で銅賞に入賞しました。 

 

２ 第 58回技能五輪全国大会建築大工職種のその他の入賞者 

  厚生労働大臣賞・金賞 

      多田 知弘（ただ・ともひろ）  ㈲日沢建設（青森県田子町） 

         （二戸高等職業訓練校木造建築科２年、令和元年度専門校修了、 

                          一関学院高校高校卒） 

  銅賞  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３年、平成 30年度専門校修了、 

                                岩泉高校卒） 

  両選手とも、それぞれの会社で働きながら、二戸高等職業訓練校木造建築科で学

んでいます。 

（１）多田選手は、第 57 回大会に引き続き出場し、厚生労働大臣賞・金賞に入賞し

ました。第 46回技能五輪国際大会（2022年、中国・上海）の出場資格を獲得し

ました。 

（２）佐々木選手は、第 56 回大会から連続出場し、第 57 回大会で敢闘賞を、第 58

回大会で銅賞に入賞しました。 

 

３ 第 58回技能五輪全国大会 

  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。 

  出場選手は、各都道府県職業能力開発協会等を通じ、選抜された者です。 

  第 58回技能五輪全国大会は、無観客で開催されました。 

（１）主催  厚生労働省、中央職業能力開発協会 

（２）開催期間  令和２年 11月 13日（金）～11月 16日（月） 

（３）開催場所  愛知県常滑市ほか愛知県、岐阜県の３都市 

（４）実施職種  建築大工職種、配管職種、フラワー装飾職種等の 42職種 

（５）岩手県選手団（18選手）の主な成績（入賞者） 

  ア 建築大工職種 

    金賞  多田 知弘   ㈲日沢建設（青森県田子町） 

    銅賞  佐々木 僚介  ㈲杢創舎（盛岡市） 

    銅賞  新谷 龍太   ㈲東山建設（一戸町） 

  イ フラワー装飾職種 

    金賞  小泉 玲那   岩手県立農業大学校（金ヶ崎町） 

  ウ 配管職種 

    銅賞  千葉 浩斗   岩手県立産業技術短期大学校水沢校（奥州市） 

（６）表状の伝達等 

   12月中旬の予定。 

 

４ 久慈地域出身者の技能五輪全国大会入賞者（過去 10年） 

  第 49回大会（平成 23年）  建築大工職種 

   敢闘賞  二又 智洋  ㈲女澤工務店 （久慈工業高校卒・専門校修了） 

  第 55回大会（平成 29年）  左官職種 

   厚生労働大臣賞・金賞  樋口 友樹  久慈職業訓練協会 

  第 56回大会（平成 30年）  建築大工職種 

   敢闘賞  大渡 雅俊  ㈲女澤工務店 （大野高校卒・専門校修了） 

  第 57回大会（令和元年） 建築大工職種 

   敢闘賞  野場 剣也  野場建築（久慈職業訓練協会） 

                      （久慈工業高校卒・専門校修了） 

 

 

 

 

 

担

当 

校長 熱海芳廣、 校長補佐 阿部恵一 

電話： ０１９５－２３－２２２７ 

 



【この件に関するお問い合わせ】 

職業訓練法人 二戸職業訓練協会 

事務局長 馬 淵 貴 尋 

〒028-6104 岩手県二戸市米沢字荒谷 76-2 

二戸地域職業訓練センター 

TEL 0195-23-3040・FAX 0195-23-3174 

http://www.ninohe-vtc.ac.jp 

E-mail:mabuchi@ninohe-vtc.ac.jp 

2020.11.20 

 

 

報道機関 各 位 

職業訓練法人 二戸職業訓練協会 

 

岩手県建築大工の聖地へ 技能五輪全国大会 金賞 

二戸市の二戸職業訓練協会(会長大沢孫蔵 会員数 241)では 11 月 13 日から愛知県で開催

された第 58 回技能五輪全国大会の建築大工の部へ会員事業所から 3 名の選手を派遣。青森県田

子町の有限会社日沢建設所属の多田知弘(遠野市出身)が見事金メダルを受賞。国際大会※へ

の切符を手にしました。同じく出場した盛岡市の有限会社杢創舎の佐々木僚介(岩泉町出身)、

一戸町の有限会社東山建設の新谷龍太(久慈市出身)の 2 名が銅メダルを受賞。大会は全国か

ら 944 名、建築大工の部には個人競技としては最多の 53 名の選手が参加しました。 

 3 人は県内各地から岩手県立二戸高等技術専門校建築科へ入校、修了後、技能五輪全国大会の

出場を視野に二戸職業訓練協会の会員事業所に就職。日々の仕事をこなしながら、定期的に訓練

をおこなってきました。 

 二戸職業訓練協会は昭和 45 年、第 8 回大会より技能五輪全国大会の建築大工の部に岩手県代

表として選手を派遣し続け、毎年のように入賞者を輩出。これまで銀メダルまでは獲得するもの

の、金メダルは初めての受賞となりました。 

同会における指導は、やはり自身が技能五輪全国大会出場経験のある中村佐市氏(同会専任指導

員：一戸町)が中心となって、岩手県立二戸高等技術専門校との連携により選手の育成をおこなっ

ており、例年、技能五輪全国大会に向けて、県内外より指導を仰ぐ選手、企業が訪れます。 

県内では建築大工を養成する施工系の訓練機関は県立で二戸のみとなっており、同会のように

県が認定する団体 14 団体が養成を行っています。同会は、県内における優秀な建築大工育成の聖

地とすべく訓練に取り組んでいます。 

(メダル・賞状の伝達は閉会式がオンラインでの開催のため 12 月中旬の予定) 

 

 

【技能五輪全国大会】 

国内の青年技能者（原則 23 歳以下）を対

象に、技能競技を通じ、青年技能者に努力

目標を与えるとともに、技能に身近に触れ

る機会を提供するなど、広く国民一般に対

して技能の重要性や必要性をアピールし、

技能尊重気運の醸成に資することを目的

として実施する大会。なお、技能五輪国際

大会が開催される前の年の大会は、技能五

輪国際大会において競技の実施が見込ま

れる関連職種に係る選手の選考を兼ねて

います。   (中央職業能力開発協会) 

https://www.javada.or.jp/ 

※<技能五輪国際大会> 

2021 年 9 月開催予定だった中国上海で開催予定の第 46 回同

大会は 1 年延期が決定、現在のところ 2022年 10 月～11 月の

開催が予定されています 

Press Release     

ss19011141
テキストボックス
参考



報道機関懇談会資料（2020/12/2） 県北広域振興局 

懇談項目８ 
 久慈地域出身者の岩手県若年者技能競技会入賞作品等の展示 

（県立二戸高等技術専門校） 

 

 県北広域のひとづくりを支援する県立二戸高等技術専門校の建築科及び自動車シ

ステム科の 21 名の選手は、去る 10 月 20 日（火）に滝沢市で開催された岩手県若年

者技能競技会に参加し、銀賞６名、銅賞９名と、合計 15 名（うち久慈地域出身選手

４名）が入賞を果たしました。 

 本日 12 月 2 日（水）から 12 月 21 日（月）まで、久慈地区合同庁舎県民ホールに

おいて、久慈地域出身の入賞者の作品３点及び大会の模様等を紹介するパネルの展示

を行いますので、お知らせします。 

 未来の匠となる入賞者の作品の出来栄えをご覧願います。 

 

１ 入賞した久慈地域出身選手 

(１)木造建築科１年の部 

  銀賞  建築科１年 遠藤 綾聖（えんどう あやせ） 〔大野高校卒〕 

(２)木造建築科２年の部 

  銅賞  建築科２年 附柳 拓郎（つけやなぎ たくろう） 〔大野高校卒〕 

    前回（１年の部銅賞）に引き続き入賞 

(３)木造建築科３年の部（２年生の一部が出場） 

  銅賞  建築科２年 村田  奏（むらた かなで）    〔種市高校卒〕 

    前回（１年の部銀賞）に引き続き入賞 

(４)自動車整備科２年の部 

   銅賞  自動車システム科１年 谷崎 駿（たにざき しゅん） 

                              〔久慈東高校卒〕 

    前回（１年の部金賞）に引き続き入賞 

２ 展示期間 

  令和２年 12月２日（水）から 12月 21日（月）まで 

３ 展示場所 

  久慈地区合同庁舎県民ホール 

４ 展示内容 

  入賞した久慈地域出身選手を紹介する試みは、今回が初めてです。 

（１）木造建築科の部で入賞した３名の作品 

（２）大会の模様等を紹介するパネル 

 

担
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校長 熱海芳廣、 校長補佐 阿部恵一 

電話： ０１９５－２３－２２２７ 

 



報道機関懇談会資料（2020/12/２） 県北広域振興局 

懇談項目９ 

 未来の匠への道を知る 

 県立二戸高等技術専門校「冬の体験入校」参加者募集について 

（県立二戸高等技術専門校） 

 

 自動車整備及び建築大工分野の未来の匠を育てる県立二戸高等技術専門校では、高

校生２年生及び１年生を対象に、今後の進路選択を考えるきっかけとなる「冬の体験

入校」の参加者を募集しています。 

 この体験入校で、電気自動車の基本的な仕組みやパソコン（３Ｄ ＣＡＤ）を使用

した木造住宅設計等の新しい技術と専門校の雰囲気を体験することができます。 

高校生の皆さんの「将来の夢の第一歩」のお手伝いにつながることを期待していま

す。 

 

１ 日時 

  令和２年 12月 19日（土） 午前９時 30分から午後３時 30分まで 

２ 場所 

  岩手県立二戸高等技術専門校  二戸市石切所字上野々92-1 

３ 対象 

  高校２年生、１年生 

４ 定員 

自動車システム科、建築科とも各１０名（先着順） 

※ 新型コロナウイルス等の感染状況が悪化した場合や応募者少数の場合は、開

催を中止することがあります。 

５ 主な体験内容（予定） 

  各科の学科及び実習の一部を体験します（昼食を御持参願います。） 

  入校相談も受けられます。 

（１）自動車システム科 

  分解組立型電気自動車システム「ＰＩＵＳ（ﾋﾟｳｽ）」を使用した分解・組立実習 

    ※ 分解組立型電気自動車システム「ＰＩＵＳ」は、自動車の基本構造と、

ＥＶ車（電気自動車）等の次世代自動車の基礎技術を学ぶ総合教材です。

構成部品は必要最小限の 100ユニットで構成されています。 

（２）建築科 

   パソコン（３Ｄ ＣＡＤ）を使用した、木造住宅の設計 

    ※ パソコンを使い、初心者でもマウス１つで簡単に住宅の間取り・３Ｄ外

観モデルを作成できる「３Ｄマイホームデザイナー」を使って、木造住宅

の設計について学びます。 

６ 申込み・問合せ先 

  申込期間 11月６日（金）午前８時 30分から 12月７日（月）午後５時まで 

本校ホームページ内の特設ページ等から県の電子申請システムによりお申し込

み、または、必要事項を網羅した電子メールにより本校代表アドレスあてお申し込



みください。（先着順） 

  参加費は無料です。 

 

  岩手県立二戸高等技術専門校 

  電話： 0195-23-2227 、ファクス： 0195-23-9081 

  E-mail（本校代表アドレス）：CD0007＠pref.iwate.jp 

  特設ページは、  二戸 冬の体験入校  で検索 
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 校長 熱海 芳廣 、 校長補佐 阿部 恵一 

Tel: 0195-23-2227 / Fax: 0195-23-9081 
 



二戸市石切所字上野々92－1 （TEL）23－2227 （FAX）23－9081

（E-mail）CD0007@pref.iwate.jp

岩手県立二戸高等技術専門校

岩手
県立二戸高等技術専門校

自 動 車 シ ス テ ム 科 ・ 建 築 科

詳しい内容やお申し込みは本校
ホームページをご覧ください。

駐車場あり

建
築
科

自
動
車
シ
ス
テ
ム
科



～ 申込方法 ～
本校ホームページ内の特設ページ等から県の電子申請システムによりお申し込み、または、
電子メールに必要事項を書いて本校代表アドレス（CD0007@pref.iwate.jp）あてお申し込み
ください。

お問合せ（お申込み）岩手県立二戸高等技術専門校 学生募集担当

TEL 0195-23-2227 FAX 0195-23-9081  E-mail :CD0007@pref.iwate.jp

申込期間 11月6日（金）午前8時30分 ～ 12月7日（月）午後5時

「冬の体験入校」(自動車システム科・建築科)

○スケジュール（予定）

【受付・全体説明】

９:00～ ９:25 受付

９:30～ ９:50 全体説明

【各科別体験】学科・実習

10:00～15:00 （12:00～13:00  昼食）

【体験内容：自動車システム科】

電気自動車 ＰＩＵＳ(ﾋﾟｳｽ)の分解・組立

【体験内容：建築科】

パソコン(3D CAD)を使った木造住宅設計

【まとめ、解散】

15:00～15:30 アンケート記入など

※体験内容等は変わることがあります。

電気自動車に興味がある人、パソコン（３Ｄ CAD）を使って住宅設
計をしてみたい人は参加してみよう！

○日時；令和２年１２月１９日（土）
９:30～15:30 （９:00～受付）

○場所；岩手県立二戸高等技術専門校
（二戸市石切所字上野々９２－１）

○対象；高校２年生・１年生

○定員；各科１０名（先着順）
申込少数の場合や新型コロナウイルスの感染拡大
状況によっては、中止することがあります。

○費用；無料

○持ち物；昼食（飲み物含む）、筆記用具、
着替え等 ※自動車ｼｽﾃﾑ科体験は、
動きやすい服装（作業着（運動着）、
作業靴（運動靴）で参加してください。

〇その他；体験の様子を撮影し、当校の
広報活動に使用する場合があります。

○交通アクセス；ＪＲ二戸駅、ＩＧＲ二戸駅

から徒歩２０分 （駐車場あり）

※参考 ＩＧＲいわて銀河鉄道

【下り】 【上り】

盛岡駅発 ７:32 二戸駅発 16:50  (15:40)

沼宮内発 ８:05 沼宮内発 17:25  (16:15)

二戸駅着 ８:41 盛岡駅着 18:00  (16:48)



令和２年12月 行  事  予  定  表

日 曜 行　　　　　事 時間 場所 会場 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

２
～
21

水
～
月

久慈地域出身者の岩手県若年者技能競
技会入賞作品等の展示

久慈市 久慈地区合同庁舎県民ホール 県立二戸高等技術専門校 23-2227

３
～
９

木
～
水

障がい者アート作品展示
初日：13：00～

最終日：12:00まで
久慈市

久慈市文化会館(アンバーホー
ル)　エントランスホール

県北広域振興局保健福祉環境
部

53-4982

8 火
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

13 日
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

18 金
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

19 土
県立二戸高等技術専門校「冬の体験入
校」

9：30～15：30 二戸市 岩手県立二戸高等技術専門校 県立二戸高等技術専門校 23-2227

23 水
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

27 日 北いわて・アートタッチプロジェクト 9：00～12：30 久慈市 久慈市中央市民センター 県北広域振興局経営企画部 53-4981

28 月
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

令和２年１月上旬

日 曜 行　　　　　事 時間 場所 会場 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

3 日
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

8 金
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

10 日 第15回洋野町成人式 13：30～ 洋野町 洋野町民文化会館 洋野町教育委員会生涯学習課 65-5411

13 水
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問い合わせ

8:00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席


