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報道機関への情報提供（2020/6/15） 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３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日に開始されたことから、「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２年６月 19日（金） 

   ９時 30分～９時 45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） 

   10時 00分～10時 15分  宮城建設株式会社 

10時 35分～10時 50分  一沢コンクリート工業株式会社 

※ 取材いただける場合は、９時 30分から９時 45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：高橋 進） 

久慈市（市長：遠藤 譲一） 

  久慈公共職業安定所（所長：黒澤 明） 

  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) 新規学卒者の採用枠の確保 

(2) 安定的な雇用の確保 

(3) 多様な人材の雇用の場の確保 

(4) 女性の活躍促進に向けた雇用環境の確保 

(5) 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 酒井 

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（2020/6/15）  

「林業・木材産業」新規就業促進対策事業（令和２年度地域経営推進費） 

体験型林業・木材講座の開催について         （林務部） 

木の仕事（林業・木材産業）への就労意欲の向上を図ることを目的とした体験型林業・木材

講座が、次のとおり実施されますのでお知らせします。 

 

１ 主催者 久慈地方「木の仕事」協議会 (会長：熊谷 盛) 

 

２ 対象者 岩手県立久慈東高等学校 環境緑化系列 森林生態科目専攻 ２年生（16名） 

 

３ 日時、場所及び実施内容 

実施日 時 間 場   所 内   容 

６月 17日

(水) 

9:00  

 ～ 9：50 
岩手県立久慈東高等学校 

講 義 

・林業・木材産業の概要 

・機械等操作体験の事前説明 

 

６月 18日

(木) 

 

 

 8:40 

～ 16:15 

伐採現場： 

・九戸郡洋野町大野 53-36-2 

    （※別添実施位置図参照） 

 

高性能林業機械等操作体験 

・ハーベスタ、グラップル、 

 グラップルソー、フォワー 

ダ等 

製材工場：㈲マルヒ製材 

・久慈市夏井町大崎 15-1-1 

    （※別添実施位置図参照） 

 

製材機械等操作体験 

・丸太の直径測定、皮むき 

・フォークリフト 

・製材加工機械、木材強度試 

験等 

※６月 18日は、雨天決行です。また、６月 18日の体験は、参加者が２班に分かれ、午前と午後で、

入れ替わりで実施されます。 

※２日間参加者のマスク着用やソーシャルデイスタンスの確保に配慮して実施されます。 

令和元年度の実施状況 

  

（高性能林業機械等操作体験）      （製材機械等操作体験） 

 

 

 

 

 

担当：林務部 林業振興課長兼上席林業普及指導員 佐々木 康彦 

電話：0194-53-4984 内線 226 
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報道機関への情報提供（2020/６/16） 県北広域振興局 

令和２年度の「市町村要望」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、今年度も、「市町村要望」について、次のとおり対応する予定です。 

 

◆ 要望対応日（予定） 

≪久慈地域≫ 

市町村 日時 会 場 

久慈市 ７月 31日（金）15時 30分～ 久慈市役所 ３階大会議室  

洋野町 ７月 28日（火）13時 30分～ 洋野町役場種市庁舎 ４階 大会議室 

野田村 ７月７日（火）10時 00分～ 
野田村生涯学習センター  

多目的ホール 

普代村 ８月 25日（火）13時 30分～ 普代村役場 ３階 大会議室 

  

≪二戸地域≫ 

市町村 日時 会 場 

軽米町 ７月 14日（火）13時 30分～ 軽米町役場 ３階 大会議室 

九戸村 ７月 16日（木）14時 00分～ 九戸村公民館 ２階 開発ホール 

一戸町 ８月３日（月）14時 00分～ 一戸町コミュニティセンター 

二戸市 ７月 22日（水）13時 30分～ 岩手県二戸地区合同庁舎 大会議室 

 

※ 会場及び開始時刻は、変更になることがあります。 

 

 

◆ 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長  細越 健志  

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（2020/６/12） 県北広域振興局 

於本徳勝氏（特用林産功労者表彰）に係る副局長への受賞報告について 

（二戸農林振興センター林務室）  

軽米町で長年、（岩手）木炭生産に取組んできた於本徳勝氏が、本年度の特用林産功労者

（日本特用林産振興会 会長 小渕 優子）に選出され、その報告のため、県北広域振興

局副局長(二戸合庁)に受賞報告しますので、御取材くださるようお願いします。 

 

１ 表敬先及び日時・場所 

  県北広域振興局 副局長（二戸駐在） 松本 淳 

６月 19日（金）９：30～10：00、二戸合同庁舎４階 副局長室 

２ 表彰者 

  於本 徳勝（おもと とくかつ／78歳／軽米町） 

３ 表彰名 

  特用林産功労者表彰 

４ 受賞理由等 

於本徳勝氏は、昭和 38年から家業の製炭業に従事し始め、57年の長きにわたり木炭生産

に携わり、良質な木炭及び木酢液の安定的な生産を通じて、日本一の生産量を誇る岩手木

炭の生産振興に尽力してこられました。 

また、近隣等の製炭窯づくりに積極的に参画するなど、機会を通じて、地域の生産者へ

の指導・支援を行っているほか、軽米町の木炭生産組合や北いわて木炭産業振興協議会の

役員として、県北地域の木炭産業の振興に尽力されてきました。 

氏は、最盛期には７基の窯を駆使して、木炭生産に尽力されました。 

木炭は、原木の調達から、製炭、加工、梱包、出荷まで一貫した生産を行い、温度計の

ない時代から煙の色や臭いなど感覚を研ぎ澄まして適切な精煉などに心がけ、熟練の技を

磨き、良質で安定した生産に努めてこられました。 

平成 23 年には、軽米町木炭生産組合の理事に就任したほか、平成 24 年に「北いわて木

炭産業振興協議会」にも理事として参画し、軽米地域の代表として、その運営に尽力して

いるところであり、同協議会が行った地理的表示（ＧＩ）保護制度に係る勉強会等の活動

が平成 30 年 8 月に「岩手木炭」等の地理的表示保護制度の登録（申請：（一社）岩手県木

炭協会）に繋がるなど、普及啓発活動を含む各種産業振興の取組に積極的に参画し、県北

地域の生産者と一体となって木炭産業の振興を図るべく尽力しています。 

 

 

 

 

 

  

担当：二戸農林振興センター林務室 

林業振興課 髙橋、澤尻 

電話：0195-23-9204  内線 284 
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報道機関への情報提供（2020/６/22） 県北広域振興局 

令和２年度の「市町村要望」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、今年度も、「市町村要望」について、次のとおり対応する予定です。 

 

◆ 要望対応日（予定） 

≪久慈地域≫ 

市町村 日時 会 場 

野田村 ７月７日（火）10時 00分～ 
野田村生涯学習センター  

多目的ホール 

洋野町 ７月 28日（火）13時 30分～ 洋野町役場種市庁舎 ４階 大会議室 

久慈市 ７月 31日（金）15時 30分～ 久慈市役所 ３階大会議室  

普代村 ８月 25日（火）13時 30分～ 普代村役場 ３階 大会議室 

  

≪二戸地域≫ 

市町村 日時 会 場 

軽米町 ７月 14日（火）13時 30分～ 軽米町役場 ３階 大会議室 

九戸村 ７月 16日（木）14時 00分～ 九戸村公民館 ２階 開発ホール 

二戸市 ７月 22日（水）13時 30分～ 岩手県二戸地区合同庁舎 大会議室 

一戸町 ８月３日（月）13時 00分～ 一戸町コミュニティセンター 

 

※ 会場及び開始時刻は、変更になることがあります。 

 

 

◆ 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長  細越 健志  

電話：0194-53-4981 内線 315  

 ６月 16 日のプレスリリースにてお知らせしましたこのことについて、８月３日（月）の一

戸町からの要望の実施時刻「14時 00分～」を、「13時 00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（2020/６/24） 県北広域振興局 

令和２年度の「市町村要望」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、今年度も、「市町村要望」について、次のとおり対応する予定です。 

 

◆ 要望対応日（予定） 

≪久慈地域≫ 

市町村 日時 会 場 

野田村 ７月７日（火）10時 00分～ 
野田村生涯学習センター  

多目的ホール 

洋野町 ７月 28日（火）13時 30分～ 洋野町役場種市庁舎 ４階 大会議室 

久慈市 ７月 31日（金）15時 30分～ 久慈市役所 ３階大会議室  

普代村 ８月 25日（火）13時 30分～ 普代村役場 ３階 大会議室 

  

≪二戸地域≫ 

市町村 日時 会 場 

軽米町 ７月 14日（火）13時 00分～ 軽米町役場 ３階 大会議室 

九戸村 ７月 16日（木）14時 00分～ 九戸村公民館 ２階 開発ホール 

二戸市 ７月 22日（水）13時 30分～ 岩手県二戸地区合同庁舎 大会議室 

一戸町 ８月３日（月）13時 00分～ 一戸町コミュニティセンター 

 

※ 会場及び開始時刻は、変更になることがあります。 

 

 

◆ 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長  細越 健志  

電話：0194-53-4981 内線 315  

 ６月 22日のプレスリリースにてお知らせしましたこのことについて、７月 14日（火）の軽

米町からの要望の実施時刻「13時 30分～」を、「13時 00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（2020/6/25） 県北広域振興局 

「2020フレッシャーズ・カフェ」の開催について 

（経営企画部産業振興室）  

 

県北広域振興局では、この春、久慈地域の高校を卒業し、地域内の事業所に就職した

新規学卒者の職業意識の向上及び早期離職の防止を図るため、「2020フレッシャーズ・カ

フェ」を令和２年７月３日（金）に開催いたします。 

１ 開催日時 

 令和２年７月３日（金） 15:30～19:00 （受付開始は 15：15から） 

２ 会場 
  ロイヤルパークカワサキ（久慈市長内町27-27-1） 

３ 主催等 
・ 主催 県北広域振興局 
・ 共催 久慈公共職業安定所､ジョブカフェ久慈、久慈市、洋野町、野田村、普代村 
・ 後援 久慈雇用開発協会 
・ 協力 ジョブカフェいわて[岩手労働局：若年者地域連携事業]  

４ 内容 
⑴ 目的 

   久慈地域の事業所に就職した新規（高校）学卒者を対象として、職業意識の向上
及び早期離職防止を図る。 

⑵ 内容 
ア コミュニケーション能力向上セミナー 

講師 ジョブカフェいわて キャリアカウンセラー 
イ 交流会 

それぞれの仕事、職場環境における現状等について、新規学卒者、教諭と語
り合うことで、悩みやその克服方法等を共有し、社会人としてのあり方、仕事
に対する取り組み方などを考える。 

 
５ 参加予定者数 
  約 40名 

 

  

担当：経営企画部産業振興室長 酒井 

電話：0194-53-4981 内線 205 



記者懇談会資料（2020/6/25） 県北広域振興局 

「安定的な雇用の確保等に関する関係団体への要請活動」の実施について 

（二戸地域振興センター） 

 

 令和３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日に開始されたことから、「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、別添実施要領により、管内市町村、二戸公共職業安定所及び

県立高等学校と連携し、商工団体に対する要請活動を行います。 

 つきましては、当日の取材について御配慮くださいますようお願いいたします。 

 

１ 日 時 

  令和２年６月 25日（木）14時 00分から 14時 20分まで 

 

２ 場 所 

  二戸市商工会（〒028-6101 二戸市福岡字横丁 24） 

 

３ 要請者 

  二戸市（副市長：大 沢  治） 

  二戸公共職業安定所（所長：秋 元  修） 

  岩手県立高等学校長協会就職対策委員（岩手県立福岡工業高等学校長：池 田 明 宏） 

  県北広域振興局（副局長：松 本  淳） 

 

４ 対応者（予定） 

  二戸市商工会  生 内 雄 二  会 長 

 

５ 要請内容 

 （１）新規学卒者の採用枠の確保 

 （２）安定的な雇用の確保 

 （３）多様な人材の雇用の場の確保 

 （４）女性の活躍促進に向けた雇用環境の確保 

 （５）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：二戸地域振興センター  

地域振興課長 清川 

電話：0195-23-9205  内線 202 



安定的な雇用の確保等に関する関係団体への要請活動実施要領 

令和２年６月 二戸地域振興センター 

 

１ 趣 旨                                              

  今般の新型コロナウイルス感染症拡大により、国内経済は自粛や休業に伴う消費の落

込みから、特に中小企業・小規模事業者にとっては事業存続に関わる事態が生じ、雇用

の維持が危惧される状況にある。 

  二戸地域においては、有効求人倍率が１倍台を維持しているものの、今後の状況の悪

化が心配されているところである。 

  一方で、雇用の維持・確保は本県の経済の回復と震災からの復興に資するものであり、

県民生活の向上のためには、長期・安定的な雇用の確保が不可欠である。 

  また、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

あり、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、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、管

内関係機関と連携し、商工団体等に対する要請活動を行うものである。 

 

２ 要請内容                                             

 (1) 新規学卒者の採用枠の確保 

   経済を取り巻く環境は急激に悪化している状況でありますが、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。 

 (2) 安定的な雇用の確保 

   新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ地域経済の回復と震災からの復

興にとって、雇用の維持・確保は極めて重要であるという認識のもと、雇用調整助成

金の特例措置等を最大限に活用し、安定的な雇用の確保に努めて頂くとともに、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。 

 (3) 多様な人材の雇用の場の確保 

   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場

の確保に努められたいこと。また、就職氷河期世代については今後３年間に集中的に

支援を行っていくことから、積極的な取組みに努められたいこと。 

 (4) 女性の活躍促進に向けた雇用環境の確保 

   女性が仕事を通じた様々な経験や成長、経済的な自立、社会との関わり等を得るこ

とができるようにするために、働くことを希望する女性が、その希望に応じた働き方

を実現できるような雇用環境の整備に努められたいこと。 

 (5) 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、各職場において、在宅勤務などテレワークの導入・実

践や時差出勤の奨励を通じて人と人との接触を低減する取組を推進するとともに、長

時間労働を是正するなど、労働環境の改善に向けた積極的な取組に努められたいこと。 

 

３ 要請活動日時・要請先・要請者                                

  別紙のとおり 



（別紙）

月　日 時　間 要請先
要請者

（以下の機関の長又はその代理者）
備　考

14:00～14:20
二戸市商工会

（二戸市福岡字横丁24）

二戸市
二戸公共職業安定所
岩手県立高等学校長協会就職対策委員
県北広域振興局

取材対応

15:10～15:30
九戸村商工会

（九戸村大字伊保内11-47-1）

九戸村
二戸公共職業安定所
岩手県立高等学校長協会就職対策委員
県北広域振興局

６月26日（金） 11:30～11:50
二戸職業訓練協会

（二戸市米沢字荒谷76-2）

二戸市
二戸公共職業安定所
岩手県立高等学校長協会就職対策委員
県北広域振興局

13:00～13:20
一戸町商工会

（一戸町一戸字砂森119-3）

一戸町
二戸公共職業安定所
岩手県立高等学校長協会就職対策委員
県北広域振興局

14:00～14:20
軽米町商工会

（軽米町大字軽米4-47）

軽米町
二戸公共職業安定所
岩手県立高等学校長協会就職対策委員
県北広域振興局

令和２年度「安定的な雇用の確保等に関する関係団体への要請活動」日程表

６月29日（月）

６月25日（木）



県北広域振興局 
 

 

報道機関への情報提供（2020/６/19） 
県北広域振興局 

「コロナに負けるなカシオペア連邦 -応援の花を咲かせよう-」 

メッセージボードの設置について 

      （二戸地域振興センター） 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、二戸地域においても、県民への感染の不安や行

動の制限・自粛はもとより、飲食業、観光・旅館業をはじめとするあらゆる産業がコロナ

禍の影響を受けているところです。 

これからの二戸地域を活気づけるため、来庁された方々からメッセージを募り、その決

意・思いを表明・公開するためのメッセージボードボードを設置いたします。 

あわせて、以下の通り設置式を開催しますので、是非取材くださいますようよろしくお

願いいたします。 

 

１ 日 時 

  令和２年６月 23日（火） 13時 45分から 

  ※局長日程の都合で若干前後する場合があります。 

 

２ 場 所 

  二戸地区合同庁舎１階 西側玄関横 

 

３ 開催内容  

 (1) 開  会 

 (2) 趣旨説明 

 (3) メッセージカード貼り付け／記念撮影  

   ※対応者：高橋局長、松本副局長（二戸駐在）、他、二戸地域振興センター職員 

 (4) 閉  会 

 

※設置内容の詳細は別添「設置要領」をご覧ください。 

 

４ 主 催 

  二戸地域振興センター 

 

 

担当：二戸地域振興センター 

地域振興課長 清川、主事 久慈花奈 

電話：0195-23-9205  内線 218 



「コロナに負けるなカシオペア連邦 －応援の花を咲かせよう－」 

メッセージボード設置要領 

 

１ 目 的 

  新型コロナウイルスの感染拡大により、二戸地域においても、県民への感染

の不安や行動の制限・自粛はもとより、飲食業、観光・旅館業をはじめとする

あらゆる産業がコロナ禍の影響を受けている。 

これまでの県民の方々の慎重かつ冷静な行動を心掛けて頂いていることにつ

いて感謝と敬意を表するとともに、これからの二戸地域を活気づけるため、来庁

された方々から「コロナに負けない」、「コロナ禍から立ち上がる」メッセージを

募り、その決意・思いを表明・公開するボードを設置するもの。 

 

２ メッセージボードの設置期間 

令和２年６月 23 日（火）13 時 45 分から、花（メッセージ）が満開になるまで 

  ※あわせて設置式を開催。 

（出席者：高橋局長、松本副局長（二戸駐在）、他、二戸地域振興センター職員） 

 

３ 設置場所 

  二戸地区合同庁舎１階 西側玄関横 

  

４ 内 容 

 (1) 二戸地区合同庁舎に来庁された方から、「コロナ禍」に対する決意、思いを

メッセージとして広く募集する。 

 (2) ボードに模造紙とペン、花びらの形のメッセージカード（または付箋）を

用意し、来庁者に自由にメッセージを記載・貼り付けしてもらう。 

 (3) 来庁者が持参・作成したメッセージカード・付箋等の使用も可能とする。 

  

５ 注意事項 

(1) 個人等の情報や中傷・批判などモラルに反する記入があった場合は管理者   

が撤去することとする。 

 (2) 記入されたメッセージ等は、報道機関等を通じ公表される場合がある。 

 (3) 催事内容の管理は、二戸地域振興センターが行うものとする。  

 

６ 主 催 

  二戸地域振興センター 



７ レイアウト（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

コロナに負けるな  カシオペア連邦 

－応援の花を咲かせよう－ 
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