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報道機関への情報提供（2020/12/10） 県北広域振興局 

高校生、保護者及びＵターン経験者とのトークセッション 

“あなたの知らないＵターンの世界”の開催について 

（経営企画部産業振興室）  

 

若者の地元就業を促進するため、Ｕターンについての理解を深め、Ｕターンに対する意識付け

を行うことを目的として、高校生（進学予定者）及び保護者を対象にＵターン経験者とのトーク

セッションを開催します。Ｕターン経験者が営むお店を会場として行うトークセッションは、“初

めての試み”です。 

 

１ 開催日時 ※トークセッションは２回開催 

  （１回目）令和２年 12月 22日（火）18時～19時 

  （２回目）令和３年 １月 22日（金）同上 

２ 場所 

  NANAMARUNI COFFEE（ナナマルニコーヒー）（久慈市二十八日町２-21） 

３ 主催 

  県北広域振興局 

４ 対象 

  久慈管内の高校生（進学予定者）及び保護者 

５ 定員 

  １回当たり 15名程度 

６ 講師 

  （１回目）NANAMARUNI COFFEE 代表 嵯峨 恒宏（さが つねひろ） 氏 

  （２回目）NANAMARUNI COFFEE 代表 嵯峨 恒宏 氏 

       シューズセンターたかぎ 店長 髙木 康弘（たかぎ やすひろ） 氏 

７ 内容 

  トークセッションタイトル：あなたの知らないＵターンの世界 

  県北地域は、進学・就職等により８割超の若者が管外へ流出しており、進路の選択には、保

護者の意向が大きく影響することなどから、Ｕターン経験者の体験談を聴く機会を通じて、“Ｕ

ターン”、“地元で働く”ことについて、本人や保護者に考えていただく機会とします。 

また、“起業”や“事業を継ぐ”ということについても触れていただきます。 

 

※ 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 

特命参事兼産業振興室長 酒井 

電話：0194-53-4981 内線 205 



高校生、保護者及びＵターン経験者とのトークセッション実施要領 

 

１ 目的 

   若者の地元就業を促進するため、高校生（進学予定者）及び保護者を対象にＵターン

経験者とのトークセッションの機会を設け、Ｕターンについての理解を深め、Ｕターン

に対する意識付けを行うことを目的とする。 

 

２ 主催 

岩手県県北広域振興局 

 

３ 対象 

   久慈管内の高校生（進学予定者）及び保護者 

 

４ 定員 

１回当たり 15 名程度 

 

５ 開催日時 

  （１回目）令和２年 12 月 22 日（火）18 時～19 時 

  （２回目）令和３年 １月 22 日（金）同上 

 

６ 場所 

  NANAMARUNI COFFEE（ナナマルニコーヒー）（久慈市二十八日町２-21） 

 

７ 内容 

  あなたの知らないＵターンの世界 

  講師 

（１回目）NANAMARUNI COFFEE 代表 嵯峨 恒宏（さが つねひろ） 氏 

（２回目）NANAMARUNI COFFEE 代表 嵯峨 恒宏 氏 

     シューズセンターたかぎ 店長 髙木 康弘（たかぎ やすひろ）氏 

 

   県北地域は、進学・就職等により８割超の若者が管外へ流出している。 

進路の選択には、保護者の意向が大きく影響することなどから、Ｕターン経験者

の体験談を聴く機会を通じて、“Ｕターン”、“地元で働く”ことについて、本人や保

護者に考えていただく機会とする。また、“起業”や“事業を継ぐ”ということにつ

いても触れていただく。 

 

８ その他 

 ・事前申込とし、定員を超える場合は人数を調整する。 

 ・検温、消毒など、新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で実施する。 

 



Ｕターン推奨事業について 

 

【要旨】 

 標記事業は、若者の地元就業を促進するため、高校生（進学予定者）及び保護者を対象にＵタ

ーン経験者とのトークセッションの機会を設け、Ｕターンについての理解を深め、Ｕターンに対

する意識付けを行うことを目的として実施します。 

 

１ 事業内容                                  

  

(1) 高校生、保護者及びＵターン経験者とのトークセッション 

   ア 実施回数及び時間 

    （１回目）令和２年 12月 22日（火）18時～19時 

    （２回目）令和３年 １月 22日（金）同上 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 対象 

      久慈管内の高校生（進学予定者）及び保護者 

   ウ 定員 

１回当たり 15名程度 

   エ 場所 

     NANAMARUNI COFFEE（ナナマルニコーヒー）（久慈市二十八日町２-21） 

   オ 講師 

     （１回目）NANAMARUNI COFFEE 代表 嵯峨 恒宏（さが つねひろ）氏 

     （２回目）NANAMARUNI COFFEE 代表 嵯峨 恒宏 氏 

          シューズセンターたかぎ 店長 髙木 康弘（たかぎ やすひろ）氏 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師略歴 

 NANAMARUNI COFFEE 代表 嵯峨 恒宏 氏 

県立久慈高等学校 卒業 

仙台の（スタイリスト等養成）専門学校へ進学。卒業後、仙台のアパレル店に勤務。 

平成 29年、仙台市から久慈市にＵターン。 

平成 30年５月、「NANAMARUNI COFFEE」をオープン。 

 

 シューズセンターたかぎ 店長 髙木 康弘 氏 

 県立久慈高等学校山形校 卒業 

 仙台の（ビジネス系）専門学校へ進学。卒業後、盛岡の石油関連会社に勤務。 

 平成 29年、盛岡市から久慈市にＵターン。シューズセンターたかぎ３代目店長となる。 

 シューズセンターたかぎは、1919（大正８）年創業。今年、創業 101年目。 

タイムスケジュール（案） 

会場集合：17時 45分（ドリンクオーダー、準備） 

趣旨説明：17時 45分～50分（５分） 

参加者自己紹介：17時 50分～55分（５分） 

講師紹介、トークセッション開始：18時 

終了：19時 

※１ トークセッションはドリンク（参加者負担）を片手にリラックスした雰囲気で行いたい。 

※２ 講話後、質疑応答という形式は取らず、講話中に、講師と参加者が随時質疑応答、意見交

換しながら進める形式としたい。 

※学校関係者、久慈市雇用担当者

の参加も想定。 



カ 内容 

  県北地域は、進学・就職等により８割超の若者が管外へ流出している。 

進路の選択には、保護者の意向が大きく影響することなどから、Ｕターン経験者の

体験談を聴く機会を通じて、“Ｕターン”、“地元で働く”ことについて、本人や保護者

に考えていただく機会とする。また、“起業”や“事業を継ぐ”ということについても

触れていただく。 

例）Ｕターンの契機、Ｕターン後の生活、気持ちの変化、今後取り組みたいこと等 

 

２ 実施方法                                       
  

  本事業について、別添チラシ等により各高校へ周知し参加者を募集する。 



Day ：【1回目】2020.12.22（火）

【2回目】2021. 1. 22（金）

Time：18:00～19:00

Place：NANAMARUNI

COFFEE（702）

私がこのまち
を選んだ理由

地元には就職先がない！
就職するなら絶対、都会！

…と考えている皆さん
にぜひ触れてほしい。
“あなたの知らない
Ｕターンの世界”

あ
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い
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の

世

界Coffeeでも飲みながら
いかがですか？

主催：岩手県県北広域振興局

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV2uu3g9nkAhWVad4KHWSxBGMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.sozailab.jp/sozai/detail/5189/&psig=AOvVaw2XiRNkULJTZjwvD1lm0kI9&ust=1568849788241316


 

【あなたの知らないＵターン 

の世界】参加申込書 

 申込期限：令和２年 12月 10日（木） 

開催日時： 

【1】令和２年 12月 22日（火） 

【2】令和３年 １月 22日（金） 

   18：00開始～19：00終了 

   ※17：45までに会場集合 

                                                   

 

【お問合せ・お申込み先】 

岩手県県北広域振興局 

経営企画部産業振興室 

担当：晴山（はれやま） 

ＦＡＸ：0194-53-1720 
ＴＥＬ：0194-53-4981 
E-mail：BK0001@pref.iwate.jp 

 

下記の参加申込書に御記入の上、電話、ＦＡＸ 又は メールでお申込みください。 
トークセッションイベントは２回開催します。参加希望日どちらかに○を付けてくださ
い。 

参加希望日  
【１回目】 
令和２年 12月 22日（火） 

 
【２回目】 
 令和３年１月 22日（金） 

学校名・学年  

氏 名  

氏 名 

※保護者のかたが一緒に参加される場合は、お名前をご記入ください。 

 
 

電話番号  

E-mail  

備 考 

※何かご不明な点等ございましたら、ご記入ください。折り返しご連絡
差し上げます。 
 
 
 
 

※ 定員は１回当たり 15 名です。定員を超えた場合は、人数を調整させていただきますのでご了承く

ださい。 

※ 新型コロナウイルス感染防止のため、当日、体調がすぐれない場合などは、参加をご遠慮いただき

ます。また、当日は、マスクの着用にご協力をお願いします。 

※ 御記入いただいた個人情報については、適切に管理し、本事業の今後の運営のために使用します。 
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報道機関への情報提供（2020/12/10） 県北広域振興局 

令和２年度第２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２年 12月 18日（金）13時 30分から 16時 00分まで 

    

３ 開催場所 

二戸ロイヤルパレス（二戸市福岡長峰３５） 

 

４ 委員 

  15名（別紙のとおり） 

 

５ 会議内容 

 （前半）議事「令和３年度の県北広域振興局の主な取組について」 

（後半）意見交換「人材育成（担い手）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長  細越 健志  

電話：0194-53-4981 内線 315  



県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2020/12/10） 県北広域振興局 

県政懇談会「いわて幸せ作戦会議 in九戸」の開催について              

                           （二戸地域振興センター）  

 令和２年度県政懇談会として、「食でつながるカシオペア連邦」をテーマに、下記のとおり

開催しますので当日の取材につきまして、よろしくお願いいたします。 

この懇談会は、「ふるさと振興」を主要テーマに、知事が直接、二戸で地域の活性化等に取

り組んでいる方々の声を聴き、意見交換を行うものです。 

１ 開催日時 

令和２年 12月 16日（水）午前 10時 30分～11時 50分 

 

２ 開催場所 

九戸村公民館２階 HOZホール（岩手県九戸郡九戸村大字伊保内 10-11-6） 

 

３ 内 容    

「食でつながるカシオペア連邦」をテーマに、二戸管内の様々な分野で活性化等に取り 

組んでいる方々と知事との意見交換会 

 

４ 出席者（予定） ※ 敬称略 

  今村
いまむら

 有
ゆう

希
き

  （二戸市 滴生舎・塗師） 

  大村
おおむら

 友
ゆ

美子
み こ

 （軽米町 まるこパン工房コパン代表） 

  岩渕
いわぶち

 綾子
あ や こ

  （九戸村 カフェこちゃや店主） 

   峠
とうげ

 友
ゆ

香
か

   （一戸町 特定非営利活動法人いちのへ文化・芸術ＮＰＯ職員） 

  荒内
あらうち

 雅美
ま さ み

  （一戸町 一戸町地域おこし協力隊） 

 

    県側：知事、県北広域振興局副局長、政策企画部長 

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、取材の際はマスクの着用をお願いいたします。 

また、腕章を着用する等、報道機関であることを明らかにされるようお願いいたします。 

 
担当：二戸地域振興センター地域振興課  

課長兼交流連携特命課長：清川、担当：田澤 

電話：0195-23-9205  内線 209 



 

県北広域振興局 
 

報道機関への情報提供（2020/12/11） 県北広域振興局 

  技能五輪全国大会金賞受賞者等の報告会の開催について 

（県立二戸高等技術専門校）  

 
 

 23 歳以下の技能者の日本一を競う第 45 回技能五輪全国大会で、見事、厚生労働

大臣賞・金賞を受賞した多田知弘選手（㈲日沢建設、平成元年度専門校修了）ほか、

銅賞に入賞した専門校修了生 2 名の技能五輪全国大会報告会を、12 月 23 日（水）

午後 3時 45分から、専門校体育館で開催しますので、取材をお願いします。 

 

１ 日時 

12月 23日（水）午後 3時 45分 

 

２ 会場 

  二戸高等技術専門校体育館 

 

３ 報告会で報告する選手 

  厚生労働大臣賞・金賞 

      多田 知弘 選手 （㈲日沢建設、令和元年度専門校修了） 

  銅賞  佐々木僚介 選手 （㈲杢創舎、平成 30年度専門校修了） 

  銅賞  新谷 龍太 選手 （㈲東山建設、令和元年度専門校修了） 

 

【 参考情報 】 

  3 選手が所属する二戸職業訓練協会では、他職種の技能五輪全国大会入賞選手

とともに知事表敬や関係市町の長表敬を計画しています。 

 ○ 知事表敬    12月 22日（火）午後 4時 

            （多田選手、佐々木選手、新谷選手ほか全国大会入賞者） 

 ○ 二戸市長表敬  12月 23日（水）午後 3時 

                    （多田選手、佐々木選手、新谷選手） 

 ○ 田子町長表敬  12月 16日（水）午前 10時 30分 （多田選手） 

 ○ 岩泉町長表敬  12月 17日（木）午後 1時 30分 （佐々木選手） 

 ○ 一戸町長表敬  12月 21日（月）午前 10時   （新谷選手） 

 

 
 

 

 

担

当 

県立二戸高等技術専門校 
校長  熱海 芳廣、 校長補佐  阿部 恵一 
Tel: 0195-23-2227 / Fax: 0195-23-9081 

 



令和２年 12月８日  
 

 県政記者クラブ 各位 
 

岩手県ふるさと振興部県北・沿岸振興室  
 
 

令和２年度現地県北振興会議の開催について 
 

県では、県北地域の将来像について県幹部職員と地域振興関係者とが意見交換を行う現地
県北振興会議を 12月 16日（水）に二戸市で開催しますので、当日の取材について、御協力
方よろしくお願いします。 
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、出席者の約半数は県庁からのオンライ

ン参加となります。 
記 

１ 開催趣旨 

県北・沿岸振興本部の第４期（令和元年度～令和４年度）基本方針及び取組方向に基づ

き、県北圏域の産業振興と交流人口の拡大を図るため、県幹部職員が現地に入り、県北圏

域の現状や課題を共有し、より効果的な取組を推進していくことを目的として、現地県北

振興会議を開催するもの。 

２ 開催日・場所 
令和２年 12月 16日（水）13時 30分～15時  
岩手県二戸地区合同庁舎 １階 大会議室（二戸市石切所荷渡６−３） 

３ 出席者 
 (1) 県側（現地８名、オンライン９名） 

達増知事、保副知事、菊池副知事、関係部局長等 
※菊池副知事及び部局長等８名はオンライン参加。 

 (2) 意見交換の相手方（３名）※五十音順 

    小山田紳也 氏（株式会社東亜エレクトロニクス 代表取締役／一戸町） 

   高橋 寿一 氏（株式会社一戸夢ファーム 農業担い手育成指導部長／一戸町）  

   戸来 守和 氏（一般社団法人カシオペア青年会議所 理事長／二戸市） 

４ 実施内容 
 (1) テーマ 

   「北いわての未来を担う産業人材の育成の推進」 
 (2) 主な流れ 
  ア 知事挨拶 

  イ 県から「北いわて産業・社会革新ゾーンプロジェクト」の取組状況等を説明 
  ウ 意見交換 
  エ 知事・副知事の総括コメント 
 
 

当日、取材される場合は、12月 15日（火）までに下記担当まで御一報くださいますよう
お願いいたします。 

 

 

【担当：県北・沿岸振興室 県北振興課長 本多牧人、主任主査 小川信子 電話 019-629-5211】 



担当：経営企画部企画推進課 細越課長 

電話：0194-66-9671 内線 315 
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報道機関への情報提供（2020/12/18） 県北広域振興局 

『いわて女性活躍認定企業等』認定書交付式の実施について 

（経営企画部）  

県北広域振興局では、アパレルや食産業など女性就労者の比率が高い特徴を踏まえ、

女性の就労環境や子育て環境の整備を促進するため、『いわて女性活躍企業等認定制

度』の活用・認定を通じて、女性の就労環境や子育て環境の整備を推進していくこと

としております。 

この度、久慈市の株式会社藤森測量設計が『いわて女性活躍認定企業等』に認定さ

れたことから、以下のとおり認定書交付式を行います。 

 

○『いわて女性活躍認定企業等』認定書交付式 

１ 日時 令和２年 12月 22日（火）13:30～14:00 ※終了時刻は予定 

２ 場所 久慈地区合同庁舎 ５階 第３会議室（久慈市八日町１－１） 

３ 内容 認定書交付、写真撮影、懇談等 

◆ いわて女性活躍企業等認定制度（概要） 

(1) 目的 

女性の活躍推進に積極的に取り組む県内企業等を知事が認定し、その取組を広く公表することに 

より、企業等の自主的な取組の促進を図り、県内企業等における女性活躍の一層の促進を図る。 

(2) 対象 

岩手県に本社又は主たる事業所を置く企業、個人、法人及び団体。 

(3) 認定企業数 

 令和２年 12 月７日現在 197 社（うち、県北管内：29 社） 
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令和２年度環境業務セミナーの開催について 

（保健福祉環境部）  

 

将来環境分野に携わる人材として活躍してもらえるよう、管内高等学校の生徒を

対象とし、県内の環境分野の企業等（再生可能エネルギー事業、環境関係の行政部

門等）で働く方々を講師に招いて、仕事の内容ややりがい等を紹介するセミナーを

開催します (地域経営推進費事業)。 

 

１ 主催 

  県北広域振興局保健福祉環境部 

 

２ 日時 

  令和２年 12月 24日（木） 14：00～15：30（開場 13：30） 

 

３ 会場 

  岩手県立久慈高等学校 ３階 琥珀ホール（久慈市畑田 26-96） 

 

４ 対象者 

  岩手県立久慈高等学校 １、２年生  （126名） 

 

５ 内容 

(１) 地元森林業の未利用材を活用した木質バイオマス発電に携わる仕事について 

講師：株式会社野田バイオパワーＪＰ 総務部 総務課長 小島智一 氏 

 

(２) 三陸復興国立公園の自然環境の保全に取り組む自然保護官の仕事について 

講師：環境省 宮古自然保護官事務所 国立公園保護管理企画官 藤田和也 氏 

   

６ その他 

（１） 新型コロナウイルス感染症が管内で発生した場合は、中止となることがあり

ます。 

（２） 取材の際は、マスク着用など十分な新型コロナウイルス感染症対策をお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

担当：保健福祉環境部環境衛生課 川村 裕二 

電話：0194-66-9681  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 12月 25日  

 県政記者クラブ各位 

 

東京2020オリンピック・パラリンピック聖火事業等岩手県実行委員会 

（事務局：岩手県文化スポーツ部オリンピック・パラリンピック推進室） 

 

東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成 

いわて Share！スポミュージアムの開催について 
 

 当実行委員会では、下記のとおり、「いわてShare！スポミュージアム」を開催します。 

つきましては、「復興五輪」を理念に掲げる東京2020大会及び県内聖火リレー・聖火フェスティ

バルの実施に向けて、広く県内機運の醸成に繋がるよう、貴社媒体で取り上げて頂きますよう、御

協力をお願いします。 

 

記 

１ 目 的  「復興五輪」を理念に掲げる東京2020大会及び県内聖火リレー・聖火フェスティ 

バルに向けた、県民の高揚感の持続と興味・関心の拡大 

２ 主 催  東京2020オリンピック・パラリンピック聖火事業等岩手県実行委員会 

３ 開催日時及び会場 

開催日時 会場 

１月 17日(日)10:00～15:00 
岩手県立県北青少年の家 スケート場 

[二戸市仁左平字放森 61-35] 

１月 23日(土)10:00～17:00 

１月 24日(日)10:00～17:00 

盛岡駅ビル フェザン出会いの広場 

[盛岡市盛岡駅前通１番 44号] 

 

  ※ 上記のほか、令和３年２月上旬(県南)に同ミュージアムの開催を調整しています。（調整 

が済み次第、おって御案内いたします。） 

 

４ そ の 他  ⑴ 入場無料となっています。 

        ⑵ パラリンピック聖火トーチを展示します。どなたでもトーチと一緒に写真撮 

影を行うことができます。 

⑶ パラスポーツを体験した小学生を対象に記念ノベルティを進呈(各日先着 

100名)します。 

        ⑷ 当日の取材につきましては、事前に下記担当まで御連絡をお願いします。 

また、取材の際はマスクの着用をお願いします。 

    【担当：特命参事兼連携調整課長 高松 ／主査 菊池 内線019-629-6798】 



 

⑴ 展示イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 展示品(予定) 

 ① 岩手スポーツ年鑑 

1960年代から現在までの県スポーツ史を振り返る展示 

 ② 日本代表ユニホーム(各競技)の展示 

 ③ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会動画の上映 

 ④ 県内ホストタウン紹介パネルの展示 

 ⑤ オリンピック記録体験コーナー(走り幅跳び等) 

 ⑥ 県出身オリンピアン・パラリンピアンの競技用品の展示 

⑦ パラスポーツ競技体験 

※１/17(日)10:00～15:00 ボッチャ体験 

１/23(土)10:00～17:00 ボッチャ体験 

 １/24(日)10:00～17:00 ボッチャ体験 

 ⑧ パラリンピック聖火トーチの展示 

 

※ 展示内容は変更となる場合があります。 

 

① 

② 
③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑧ 


