
平成２９年度 広報について 

 

① 新規利用団体の獲得に向けて 

 今年度は岩手県・青森県内の高等学校５校、岩手県内の専門学校１１校を直接訪問し，

勉強合宿・部活動等での利用について広報活動を行いました。 

 また，岩手県・青森県の東日本大震災被災地域の教育長及び教育事務所長等を訪問し，

現在の状況や課題について情報交換を行い，併せて被災地域の青少年教育施設に対するニ

ーズを調査しました。 

また，青森・岩手・宮城・秋田県の生涯学習・社会教育関係担当職員会議及び研修会等

において，当施設の利用及び事業の説明を行ったほか，盛岡市ＰＴＡ連合会や岩手県青少

年育成県民会議等の場において，当施設のＰＲと「体験の風をおこそう」運動等の説明を

行っています。 

 

② 近隣の自治体等との連携について 

滝沢市の「産業まつり」，岩手産業文化センター（アピオ）で開催された「ＩＢＣまつ

り」，盛岡農業高等学校開催された「盛農祭」に当施設の体験ブースを出展し，当施設の

ＰＲ活動を行うとともに，「体験の風をおこそう」運動，「早ね早おき朝ごはん」運動等の

パネルを設置し，同運動の普及・啓発を行いました。 

 

③ 公立の社会教育施設との連携について 

岩手県立県北青少年の家で開催された「ステラパルまつり」，岩手県立県南青少年の家

で開催された「みどりのキャンパス・ふれあいフェスティバル」，及び岩手県内の県立３

施設合同で開催された「親子でチャレンジ」に出展し，当施設の広報を行うともに，機構

の取組みに関するパネルを設置し普及・啓発を行っています。 

 

④ テレビ等による広報 

   ＩＢＣ岩手放送において，「体験の風をおこそう」運動のＰＲと，国立岩手山交流の家

と岩手県立青少年交流の家３施設及び盛岡市区界高原少年自然の家のテレビコマーシャ

ルを放映しました。 

   また，ＩＢＣ岩手放送のニュース番組「ニュースエコー」で，当交流の家での活動の

様子やスポーツ雪合戦やそりあそびなどの冬の活動プログラムを取り上げていただき，

約５分間にわたり放送されました。 

 

④  印刷物（活動資料集）等による広報 

   幼稚園から小学校を対象の『「南部曲り家」活用した活動資料集』、中学校を対象とし  

た「中学校におすすめの活動資料集」，企業・団体等を対象としたパンフレットを作成・

配布し，利用者の各階層に合わせた資料を用い広報活動を行ないました。 

   また，旅行会社からの情報収集を行い，北海道新幹線の開業により北海道中学校の修   

学旅行等での来県が増えている旨の情報を得たことから，北海道の学校（主に札幌周辺）

に対しても資料を送付し，新たな利用者の獲得に努めました。 

 



  

⑥ 地元自治体との連携について 

滝沢市との連携により，滝沢市の広報に合わせて当所のニュースレターを全世帯（約

22,500 世帯）に配布及び回覧しました。 

 

⑦ 岩手県国際リニアコライダー推進協議会との連携 

   岩手の産学官民連携し設立された「岩手県国際リニアコライダー（ILC）推進協議会」  

と連携し，同協議会が次世代の科学技術人材の育成を推進するため将来を担う子ども達  

に先端科学に触れる機会を提供することを目的して開催した「岩手サイエンスシンポジ

ウム（いわてまるごと科学館）」に出展し，科学体験を提供し，併せて当施設のＰＲを行

いました。 

 

⑧ イオンモールへの体験ブースの出展について 

   当施設のＰＲと利用者の獲得を目的として，イオンモール盛岡南に体験ブースの出展

し，多数の来場者に当施設のＰＲ活動を行いました。 

 

⑨ 企業・団体等と連携した広報について 

   盛岡青年会議所と連携し，同会議所主催の第２回 JC カップ U-11 盛岡フェスティバ

ル 少年少女サッカー盛岡フェスティバルに当施設の体験ブースを出展し，当施設のＰ

Ｒ活動を行うとともに，「体験の風をおこそう」運動，「早ね早おき朝ごはん」運動等の

パネルを設置し，同運動の普及・啓発を行いました。 

   また，企業・団体等を対象としたパンフレットを作成し，岩手県内の商工会議所・青

年会議所・商工会・工業クラブ等の経済団体を訪問し，当交流の家のＰＲを行なってい

ます。 

 

⑩ 地域ぐるみで体験の風をおこそう」運動推進事業での広報 

   みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会と連携し，青森・岩手・秋田県の主

要公民館や青少年教育関係団体を直接訪問しました。 

   また，青森県青森市・秋田県秋田市・岩手県盛岡市に於いて「子どもゆめ基金」の説

明会を開催し，「体験の風をおこそう」運動及び当交流の家の利用について説明を行いま

した。 



  

平成２９年度訪問先一覧 

 

№ 訪問先団体名 対応者 訪問者 訪問日 

1 雫石町教育委員会 
教育長 

学校教育課長 

所長・主幹 

上村企画指導専門職 
4 月 18日 

2 雫石町教育委員会生涯学習課 事務職員 

3 雫石町商工会 
会長 

事務局長 

4 雫石町体育協会 事務局長 他 

5 滝沢市経済産業部商工観光課 
主任主査 

主任 

6 
雫石町道の駅 

「雫石あねっこ」 
総支配人 

上村企画指導専門職 4 月 20日 

7 ＪＲ雫石駅 事務職員 

8 ＳＴモータースクール 事務職員 

9 盛岡自動車学校 事務職員 

10 中央自動車学校 事務職員 

11 宮古市教育委員会 教育長 

所長・主幹 

小綿管理係主任 
4 月 24日 

12 
岩手県教育委員会事務局 

宮古教育事務所 

所長 

主任社会教育主事 

13 
青葉協同組合 

(外国人技能実習生受入団体) 
常務取締役 

14 宮古市体育協会 事務職員 

15 岩手県立大学宮古短期大学部 事務職員 

16 国立宮古海上技術短期大学校 事務職員 

17 宮古市商工会議所 事務職員 

18 
岩手県教育委員会事務局 

盛岡教育事務所 

所長 

企画総務課長 

総務課長 

主幹・佐々木副主任企

画指導専門職・ 

小綿管理係主任 

4 月 25日 

19 岩手高等学校 野球部 課外活動担当者 

上村企画指導専門職 4 月 29日 

20 盛岡大学附属高等学校野球部 課外活動担当者 



  

№ 訪問先団体名 対応者 訪問者 訪問日 

21 陸前高田体育協会 事務職員 

所長・主幹 

上村企画指導専門職 
5 月 10日 

22 陸前高田商工会 事務職員 

23 陸前高田市教育委員会 
教育長 

各課長 

24 神田葡萄園 代表取締役 

25 
岩手県教育委員会事務局 

沿岸南部教育事務所 

所長 

主任社会教育主事 

所長・主幹 

上村企画指導専門職 
5 月 11日 

26 
協同組合南三陸企業連合 

(外国人技能実習生受入団体) 
総務課長 

27 

協同組合岩手県財務振興セン

ター(外国人技能実習生受入団

体) 

担当職員 

28 大船渡市教育委員会 教育長 

29 釜石ボーイスカウト第２団 
生涯学習コーディ

ネーター 

30 岩手県立陸中海岸青少年の家 所長 

31 
東京大学大気海洋研究所付属

国際沿岸海洋研究センター 

専門職員 

事務室長 

32 （一社）根浜 MIND 代表理事 宝来館女将 

33 盛岡大学 
学生部学生支援課

技術主事 
次長 5 月 18日 

34 岩手大学 
学務部学生支援課

課長 

35 青森県立種差少年自然の家 研修担当主任主査 

所長・主幹・佐々木副

主任企画指導専門職 
6 月 5 日 

36 八戸工業高等専門学校 

校長 

事務部長 

総務課長 

学生課長 

37 八戸市教育委員会 

教育長 

社会教育課長 

社会教育主事 

38 
八戸市 まちづくり文化スポー

ツ観光部 スポーツ振興課 
主幹・主事 

所長・主幹・佐々木副

主任企画指導専門職 
6 月 5 日 

39 八戸商工会議所 事務担当者 



  

№ 訪問先団体名 対応者 訪問者 訪問日 

40 

青森県中小企業経友会事業協

同組合（外国人技能実習生受入

団体） 

担当職員 
所長・主幹・佐々木副

主任企画指導専門職 
6 月 5 日 

41 久慈市教育委員会 
学校教育課長 

生涯学習課長 

所長・主幹・佐々木副

主任企画指導専門職 
6 月 6 日 

42 
岩手県教育委員会事務局  県

北教育事務所 
社会教育主事 

43 久慈市体育協会 担当職員 

44 久慈商工会議所 事務職員 

45 久慈市立三崎中学校 校長・副校長 

46 （株）日本旅行東北 
教育旅行営業課主

任 

所長 

田口事業推進係長 
6 月 7 日 

47 
滝沢市・ 

滝沢市教育委員会 

市長・副市長 

教育長・教育次長 

所長・主幹・鎌田主任

企画指導専門職・ 

上村企画指導専門職 

6 月 26日 

48 宮城県教育庁 

生涯学習課長 

社会教育専門監 

主任社会教育主事 

所長 6 月 29日 

49 岩手県教育委員会事務局 

生涯学習文化財総

括課長 

生涯学習担当課長 

社会教育主事 

所長 

中村企画指導専門職 
7 月 25日 

50 岩手県スポーツ振興事業団 

スポーツ振興事業

団理事長・県立陸中

海岸青少年の家所

長・県北青少年の家

所長・県南青少年の

家所長・盛岡市立区

界高原少年自然の

家所長 

所長・鎌田主任企画指

導専門職 
7 月 28日 

51 岩手県教育委員会事務局 

生涯学習文化財総

括課長・社会教育主

事 

所長 9 月 11日 

52 宮城県教育庁 
社会教育専門官 

主幹 
所長 9 月 21日 

53 秋田県立岩城少年自然の家 
指導班社会教育主

事 

田口事業推進係長 

工藤企画指導専門職 
10月 3日 



  

№ 訪問先団体名 対応者 訪問者 訪問日 

54 大山市協和市民センター 担当職員 

田口事業推進係長 

工藤企画指導専門職 
10月 3日 

55 秋田県立農業科学館  館長･主任学芸主事 

56 仙北公民館 館長 

57 中仙公民館 副主幹・主査 

58 青森県総合社会教育センター 

副参事・教育活動支

援課課長・育成研究

課課長・総務課主

査・指定管理者チー

フマネージャー 

主幹 

上村企画指導専門職 

山崎事業推進係員 

10月 12日 

59 青森市 

社会教育課副参事 

社会教育課主事、主

事 

60 青森県教育庁 

生涯学習課地域連

携推進グループマ

ネージャー主任指

導主事 

主幹 

上村企画指導専門職 

山崎事業推進係員 

10月 13日 

61 青森県体育協会 
事務局専務理事事

務局長 

62 つがる市森田公民館 館長 

63 板柳町板柳公民館 
社会福祉協議会事

務局長・主事 

64 田舎館中央公民館 主事 

65 青森県立梵珠少年自然の家 
社会教育主事 

(副課長) 

66 上野法律ビジネス専門学校 事務職員 

藤根事業推進係主任 

佐々木事業推進係員 
11月 2日 

67 岩手リハビリテーション学院 副学院長 

68 岩手医科大学医療専門学校 事務職員 

69 
いわて公務員・医療・ビジネス

専門学校 
教員 

70 菜園調理師専門学校 

いわて公務員・医

療・ビジネス専門学

校教員 



  

№ 訪問先団体名 対応者 訪問者 訪問日 

71 盛岡社会福祉専門学校 

いわて公務員・医

療・ビジネス専門学

校教員 

藤根事業推進係主任 

佐々木事業推進係員 
11月 2日 

72 
MCL 専門学校盛岡カレッジオブ

ビジネス 
事務職員 

73 MCL盛岡医療福祉専門学校 事務職員 

74 
MCL 盛岡ペットワールド専門学

校 
事務職員 

75 MCL盛岡看護医療大学校 事務職員 

76 北日本工等専修学校 事務職員 

77 
西和賀町教育委員会 生涯学習

課 
課長代理 

中村企画指導専門職 

佐々木事業推進係員 
11月 28日 

78 北上市岩崎地区交流センター 事務長 

79 金ケ崎町子育て支援課 課長補佐 

80 平泉町教育委員会 
主査兼社会教育主

事 

81 平泉町公民館 館長 

82 あさひ幼稚園 保育士 

佐々木副主任企画指導

専門職 

上村企画指導専門職 

12月 22日 

83 大釜幼稚園 主任保育士 

84 つばめ幼稚園 保育士 

85 ふじなでしここども園 主任保育士 

86 ふうりん保育園 主任保育士 

87 大釜保育園 主任保育士 

88 大沢保育園 保育士 

89 鵜飼保育園 保育士 

90 元村保育園 保育士 

91 牧の林すずの音保育園 園長 



  

№ 訪問先団体名 対応者 訪問者 訪問日 

92 なでしこ保育園 保育士 

佐々木副主任企画指導

専門職 

上村企画指導専門職 

12月 22日 

93 南巣子保育園 園長 

94 巣子保育園 園長 

95 ハレルヤ保育園 主任保育士 

96 川前保育園 園長 

97 一本木保育園 園長 

98 柳沢保育園 主任保育士 

99 りんごの森保育園 主任保育士 

100 姥屋敷保育所 園長 

101 七ツ森保育所 園長 

102 西根保育所 園長 

103 御明神保育所 主任保育士 

104 御所保育所 主任保育士 

105 西山保育所 園長 

106 雫石保育所 園長 

107 わかば幼稚園 園長 

108 青森県立八戸北高等学校 教務担当 

田口事業推進係長 

山崎事業推進係員 
2 月 2 日 

109 青森県立八戸高等学校 教務主任 

110 青森県立八戸西高等学校 教務主任 

111 青森県立三戸高等学校 教務主任 

112 岩手県立福岡高等学校 副校長 

 

  


