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応援職員情報誌

R2.９.3０ Vol.4８
発行：岩手県ふるさと振興部市町村課

情報誌名
「KAKEHASHI」は、

応援職員さん同士や、
派遣元自治体と岩手
県をつなぐ架け橋と
なればとの願いを
こめています♪

釜石市
復興の状況を

写真でご紹介します。
＜写真提供：釜石市＞

東日本大震災犠牲者慰霊追悼施設
「釜石祈りのパーク」

ガントリークレーン

（大型コンテナ船への荷役
対応が可能となった施設）

釜石市民ホール「TETTO」

釜石鵜住居復興スタジアム

両石駅と両石湾



①本多 渉（ほんだ わたる）
②神奈川県相模原市
③R2.4.1～R3.3.31

④復興政策課（復興記録誌の作成、防集団地の管理、財務・庶務等）
⑤派遣となって人生で初めて大船渡に来ましたが、魚、酒、海、山と本当に魅力的で大好きな場
所です。特に瓶詰めウニは衝撃的でした。なんとか少しでもこの街の役に立ってから帰りたいと
いう思いで毎日仕事に向き合っています。
大船渡の方は真面目で温かい人ばかり（そして美女が多い！）という印象です。職場の雰囲気

も明るくて良い人ばかりで、日々新たな発見や学びをさせていただいています。今後も周囲の方
や家族への感謝を忘れずに頑張ります。

応援職員から ①氏名 ②派遣元 ③派遣期間 ④所属 ⑤一言

派遣先職員から
①氏名 ②所属 ③一言

①木下 紘輔（きのしたこうすけ）
②静岡県 ③R2.4.1～R3.3.31
④水産商工課（漁港関係工事の現場管理等）
⑤私の学生時代の趣味は、全国のローカル線を旅する
ことで、山田町には平成22年と24年に訪れたことが
ある地でした。
４月から山田町で暮らしてみて、日々発展していく

「まちの姿」に驚かされています。震災後10年目の
節目に、プライベートで２度も訪れ縁ある山田町へ派
遣されたので、少しでも町の力となれるように頑張り
たいと思います。
お休みの日は、岩手の豊かな自然を楽しみつつ、得

意な料理で岩手をしっかり「食」したいと思います!!

①定仙 康弘（じょうせんやすひろ）
②北海道池田町 ③R2.4.1～R3.3.31
④都市計画課工務係（台風災害復旧チーム）
⑤昨年10月、台風19号により甚大な被害を受けた山田町
に災害復旧のため2週間程度派遣されました。この時は短
期間であったこともあり、力になれなかったと感じていた
ところ、中長期の派遣職員を県内外の自治体に要請してい
ることを知り復興支援に再度協力したい気持ちがあったこ
ともあり、災害派遣を希望しました。
残り半年近くとなりましたが、職場の雰囲気も素晴らし

く良く、すでに期間が短いような気もしております。最後
まで微力ながら山田町の災害復旧に貢献したいと思います。

①平澤 聖也（ひらさわせいや） ②水産商工課
③「木下紘輔さんへ」
木下さん、いつもお世話になっております。
木下さんには、上司と議論している際にフォローして

もらったり、担当業務のやり方を教えてもらったりでと
ても助けられています。
木下さんが交流会を企画してくれるので、職員同士の

交流が深まり、さらに職場の雰囲気も良くなり、仕事を
しやすい環境になりました。派遣終了まで短い期間にな
りますが、これからも交流を深めましょう。

～応援職員のご紹介～

山田町

「池田町の特産品は
『十勝ワイン』です。
2019年度前期ＮＨＫ
朝の連続テレビ小説
『なつぞら』の舞台
の1つにもなりまし

た」
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山田町オランダ島海水
浴場で、少し冷たい岩
手の海を楽しみました。
（左が木下さん）

山田町のかき小
屋で食べた牡蠣
はおいしかった。
(右が木下さん)

①瀬川 智一
（せがわ ともかず）
②都市計画課
③「定仙康弘さんへ」
定仙さんには、道路や河川の災害復旧事業を主とし

た工事を担当していただいております。
チーム６名のうち、工事担当技師は定仙さんを含め

た他市町村からの応援技師４名のみの少数編成ですが、
労を惜しまず身を粉にして奔走していただき頭の下が
る思いでいます。
慣れない土地で被害状況の情報量も不十分な中、人

一倍の尽力で業務に携わっていただいており大変心強
く、私も定仙さんに倣って頑張りますので、今後とも
ご支援のほどよろしくお願いします。

木下さん 平澤さん

「十勝ワイン
一口メモ」を、
Ｐ3に掲載
しています。



～十勝ワイン一口メモ～

十勝ワインは、地元に自生する「山ブドウ」に注目しブドウ栽培に挑戦、昭
和38年（1963年）全国で初めての自治体経営ワイナリーとして誕生しました。

現在では、国内外で高く評価され、町ではワインを中心に音・味・香るまち
づくりを展開しています。
醸造所であるブドウ・ブドウ酒研究所は「ワイン城」と呼ばれ、優しく、分か

りやすく、ワインの知識を提供する施設として「五感に訴える観光」をテーマ
に魅力をアップし、十勝に来たらぜひ行ってみたい場所のひとつです。

酸味が強い本物
志向の十勝ワイン

ワイン城

ワインゼリー
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①本多 渉（ほんだ わたる）
②神奈川県相模原市
③R2.4.1～R3.3.31

④復興政策課（復興記録誌の作成、防集団地の管理、財務・庶務等）
⑤派遣となって人生で初めて大船渡に来ましたが、魚、酒、海、山と本当に魅力的で大好きな場
所です。特に瓶詰めウニは衝撃的でした。なんとか少しでもこの街の役に立ってから帰りたいと
いう思いで毎日仕事に向き合っています。
大船渡の方は真面目で温かい人ばかり（そして美女が多い！）という印象です。職場の雰囲気

も明るくて良い人ばかりで、日々新たな発見や学びをさせていただいています。今後も周囲の方
や家族への感謝を忘れずに頑張ります。

応援職員から ①氏名 ②派遣元 ③派遣期間 ④所属 ⑤一言

①山村 健大（やまむらたけひろ） ②愛知県東海市
③ R2.4.1～R3.3.31 ④復興推進本部都市整備推進室
（区画整理業務）
⑤４月に愛知県東海市から派遣となり、早くも半年が過
ぎました。職員の方々に温かく迎えていただき、充実し
た日々を過ごしています。残り半年、少しでも復興の力
になれるよう頑張りたいと思います。
私、実は大の釣り好きのため、愛車のオデッセイに釣

り道具パンパンに詰め込んでやってきました(笑)。今では
「復興推進本部漁業組合」という同好会まで立ち上げて
いただき、釜石を満喫しております。
目標：アイナメ(アブラメ)55ｃｍ！

派遣先職員から
①氏名 ②所属 ③一言

～応援職員のご紹介～

釜石市

①木下 友貴（きのしたゆうき）
②愛知県東海市

③R2.4.1～R3.3.31 ④教育委員会事務局学校教育課
⑤初めての教育委員会ということもあり、年度当初は
先生やALT（外国語指導助手）の方々の飛び交う言葉
に理解が追い付かず、異国に来た感覚で仕事をしてお
りましたが、皆さんが温かく接してくださったお陰で、
毎日楽しく自由に過ごさせていただいています。
私生活においては、観光地にはなかなか行けないで

すが、釜石市内のローカルな飲食店に魅了され、体重
が心配になるほど堪能しております。
残りの期間も、公私ともに岩手を満喫していきたい

と思います。
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①金﨑 紘輔（かねざきこうすけ）
②復興推進本部都市整備推進室
③「山村健大さんへ」
山村さんには釜石駅から約3.5㎞南側の平田地区

において施行中の区画整理事業の工事を担当してい
ただいています。平田地区の工事完了、今年度中の
換地処分の公告に向けて工程調整等を頑張ってくれ
ています。
山村さんの派遣元である東海市からは震災直後か

ら継続的な職員派遣をしていただき感謝してもしき
れません。
趣味の釣りについて初心者にもわかりやすく教え

てくれるので、山村さんを慕って職場内で釣りが流
行っています。派遣元に帰っても釜石の
様子を見に釣りに来てください！

家
族
で
釣
り
＆
キ
ャ
ン
プ

（
根
浜
海
岸
で
）

釣ったイナダ
（鰤の幼魚）とそ
の時のルアー

金﨑さん,山村さん



①本多 渉（ほんだ わたる）
②神奈川県相模原市
③R2.4.1～R3.3.31

④復興政策課（復興記録誌の作成、防集団地の管理、財務・庶務等）
⑤派遣となって人生で初めて大船渡に来ましたが、魚、酒、海、山と本当に魅力的で大好きな
場所です。特に瓶詰めウニは衝撃的でした。なんとか少しでもこの街の役に立ってから帰りた
いという思いで毎日仕事に向き合っています。
大船渡の方は真面目で温かい人ばかり（そして美女が多い！）という印象です。職場の雰囲

気も明るくて良い人ばかりで、日々新たな発見や学びをさせていただいています。今後も周囲
の方や家族への感謝を忘れずに頑張ります。

陸前高田市①
～応援職員のご紹介～

応援職員から
①氏名 ②派遣元 ③派遣期間 ④所属 ⑤一言

①氏名 ②所属 ③一言
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①熊谷 剛（くまがいたけし）
②地域振興部観光交流課
③「渡邉裕次郎さんへ」
渡邉さんには、気仙大工左官

伝承館等の観光施設、三陸ジオ
パーク、おもてなしグルメ等、
担当業務が多岐にわたる中、課
題解決や新しい取り組みにご尽
力いただいております。
どんな業務でも１２０％の結果を出してくれる渡邉さ

んは本当に心強く、いつも感謝しております。
不慣れな環境での生活にご苦労されていることと思い

ますが、まずは健康第一に、今後も陸前高田市の観光振
興へお力添えをお願いします。

①渡邉 裕次郎
（わたなべ ゆうじろう）

②愛知県名古屋市 ③R2.4.1～R3.3.31
④地域振興部観光交流課（観光振興）
⑤陸前高田市に来て、半年が経ち、初めての土地での生活
で驚くことが多くありました。春は風の強さに、夏は快適
な夜に。そして今は、秋の紅葉を楽しみにしつつ、冬の厳
しさに恐れおののいています。
狛犬探訪が趣味で、陸前高田市で推しに出会えました。

津波の甚大な被害を受けた寺社を訪れた際は、被災地にい
ることを再認識しました。
観光分野の業務は初めてで、明るい雰囲気の職場で多く

の方に助けられながら、日々勉強させてもらっています。
残り半年となりましたが、少しでも陸前高田市のお役に立
てるよう頑張っていきたいと思います。

①菅野 一博（かんのかずひろ） ②岩手県盛岡市
③ R2.4.1～R3.3.31 ④地域振興部スポーツ交
流推進室（スポーツイベントの企画・運営等）
⑤４月から盛岡市より参りました。現在、スポーツ
イベントの企画・運営やスポーツ関連施設の管理等
に従事しております。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、多くの

イベントが中止または規模の縮小を余儀なくされて
しまいましたが、できる限りのことをしたいと日々
業務に取り組んでいます。
またプライベートでも、少しずつですが日々活気

を取り戻しつつある陸前高田で、海の幸や地酒など
地元ならではのものをより楽しみたいと思います。

①小泉 剛志
（こいずみ たかし）
②地域振興部
スポーツ交流推進室

③「菅野一博さんへ」
菅野さんには今年の４月

から盛岡市より赴任いただ
き、スポーツイベント関係
の業務を中心にご尽力いた
だいているところです。
今年は新型コロナウイルスの感染拡大により、スポー

ツイベントの実施には非常に厳しい環境の中、イベント
開催に向け試行錯誤いただいており、ご負担もおかけし
ておりますが、業務に対するその姿勢は本当に頼もしい
限りです。
難しい状況ではありますが、今後もお力添えをいただ

きながら、一緒に頑張りましょう。

派遣先職員から

陸前高田市竹駒神
社の狛犬です。
昔の風情が残って
いるので、味わい
があります。

楽天イーグルス奇跡の一本松球場
（高田松原運動公園）

ソフトテニ
スもします。



①本多 渉（ほんだ わたる）
②神奈川県相模原市
③R2.4.1～R3.3.31

④復興政策課（復興記録誌の作成、防集団地の管理、財
務・庶務等）
⑤派遣となって人生で初めて大船渡に来ましたが、魚、
酒、海、山と本当に魅力的で大好きな場所です。特に瓶
詰めウニは衝撃的でした。なんとか少しでもこの街の役
に立ってから帰りたいという思いで毎日仕事に向き合っ
ています。
大船渡の方は真面目で温かい人ばかり（そして美女が

多い！）という印象です。職場の雰囲気も明るくて良い
人ばかりで、日々新たな発見や学びをさせていただいて
います。今後も周囲の方や家族への感謝を忘れずに頑張
ります。

陸前高田市②
～応援職員のご紹介～

応援職員から

①氏名 ②派遣元 ③派遣期間 ④所属 ⑤一言 ①氏名 ②所属 ③一言

派遣先職員から
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①中山 竜一
（なかやま

りゅういち）
②地域振興部農林課
③「加藤大志郎さんへ」
加藤さんには、４月から一関市より赴任

いただき、農業用施設の維持管理や多面的
機能支払交付金制度などにご尽力いただい
ております。
農政分野は初めてということで、慣れな

いところもあったと思いますが、加藤さん
はとても勉強熱心で、農家からの相談も親
身になって対応されており、農政係にとっ
てなくてはならない存在です。
健康に気を付けていただきながら、今後

も陸前高田市の農業の発展にお力添えをお
願いいたします。

①加藤 大志郎（かとうたいしろう）
②岩手県一関市 ③R2.4.1～R3.3.31
④地域振興部農林課（農政係）

⑤同じ岩手県内にいながら、これまで沿岸部にはあまり縁が無く、見
分を広めつつ、被災地の力になりたいと思い、派遣を希望しました。
農林課農政係での仕事は初めて担当する分野で、覚えることがたく

さんありますが、先輩方が親身になって相談に乗ってくださるため、
リラックスして仕事に臨めています。
今後も勉強させていただきながら、少しでも陸前高田市のお役に立

てるよう、努めてまいります。

バンドが趣味で、
聞くのも演奏する
のも好きです。
新型コロナが落ち
着いたらライブに
行きたい！

仕事や環境にも
だいぶ慣れてき
ました。

①佐々木 孝成（ささきたかなり） ②岩手県盛岡市
③ R2.4.1～R3.3.31 
④福祉部保健福祉課（生活保護、高齢福祉ほか）
⑤陸前高田市に来て半年が経過しました。この半年間は本当にあっ
という間でした。派遣元と異なる業務もあり不慣れなこともありま
すが、周りの職員に助けていただき本当に感謝しています。また、
職場の雰囲気はあたたかく、快適に業務に従事できています。
地元の職員や派遣職員との交流を深めることを楽しみにしていま

したが、コロナの影響もあり飲みに行けないのが残念です。
半年が過ぎ、終わりが見えてきましたが、残りの期間も陸前高田

市の復興に貢献できるように頑張りたいです。

①馬場 勝基
（ばば かつもと）
②福祉部保健福祉課
③「佐々木孝成さんへ」
佐々木さんとはこの４月から一緒に仕

事をさせていただいておりますが、爽や
かで元気よく、また真摯に仕事に取り組
む姿勢を頼もしく感じています。
また、複雑な相談業務をスムーズにこ

なすだけでなく、相談者等への対応も丁
寧で分かりやすく、見習うべきことがた
くさんあります。
慣れない土地での一人暮らしが続きま

すが、健康には留意され、今後もお力添
えをお願いいたします。

保健福祉課
福祉係の
みなさんと

佐々木さん



～応援職員のご紹介～

①氏名 ②派遣元 ③派遣期間 ④所属 ⑤一言

①氏名 ②所属 ③一言
派遣先職員から
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大槌町

①小原 将貴（おばらまさき）
②岩手県北上市 ③R2.4.1～R3.3.31 
④税務会計課課税班（個人住民税）

①留場 開大（とめばかい）
②岩手県花巻市 ③H31.4.1～R3.3.31 
④税務会計課課税班（固定資産税 土地担当）

①遠藤 慎治（えんどうしんじ） ②岩手県盛岡市
③R2.4.1～R3.3.31 ④税務会計課収納班（収納）
⑤大槌町に派遣が決まり、新しい環境でやっていけるか不
安でしたが、職場の方々はみな優しく、これまで経験した
ことのない業務があっても安心して聞くことができ、日々
の仕事に打ち込めています。大槌町でたくさんのことを経
験し今後に生かしていきたいと思います。

私生活では、海が近いことから海釣りをはじめました。
まだ見ぬ大物を狙って休日は海に通っています。

①伊藤 幸人（いとうゆきと） ②税務会計課
③「留場開大さん、小原将貴さん、遠藤慎治さんへ」
当課には今年度６名の派遣職員が在籍しており、派遣元で培った

経験を活かし、課税業務や収納業務を担当いただくとともに、町民
からの問合せや証明書の発行など窓口業務にも親切丁寧に対応いた
だいております。
コロナ禍ということもあり、派遣元への帰庁等がかなわない職員

もおりますが、自身の体調管理や日々の３密等にご注意いただきな
がら、派遣期間を有意義に満喫いただきたいと思っております。
派遣元自治体様には、震災から９年が経過しましたが、その間、

多くの職員を派遣いただきましたことに心より感謝申し上げます。
今、コロナ対策や災害対応等で苦慮されている自治体様も多いこ

とと思いますが、一歩一歩、問題解決に向けて共に頑張っていきま
しょう。

応援職員から

⑤税務会計課の固定資産
税担当として現在2年目
となります。
派遣当初は、未経験の

業務ということもあり、
応援職員として力になれ
ているか不安な部分があ
りましたが、周りの皆さ
んのフォローのおかげで
特に大きな問題もなく業
務を進めることができた
と思っています。
また、その居心地の良

さから2年目の派遣も希
望させていただきました。
派遣期間が終了しても

釣りなどをしにちょく
ちょく遊びに来たいと思
います。

⑤以前より様々な経験をし
たいという思いがあり、念
願叶って大槌町へ派遣され
ることとなりました。
今まで経験してきた業務

でも場所が変われば新たな
発見があり、難しいと感じ
ることもありますが、職員
の皆さんの優しさに支えら
れ充実した日々を過ごして
います。
趣味のランニングで大槌

町を散策していますが、海
沿いのコースは特にもお気
に入りです。
残りの期間、大槌町の美

味しいものをいっぱい食べ
て、仕事もプライベートも
全力で駆け抜けたいと思い
ます。

10/24～25の
奥羽横断駅伝
は今年で60回
目！私も出場
予定です。

税務会計課の課長と6名の派遣職員

伊藤さん

遠藤さん小原さん留場さん

応援職員情報誌 R2.9.30 Vol.4８

現場の調査
中に、珍し
いニワトリ
に遭遇しま
した。
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Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ②市町村課に来ている
県内市町村研修生より

「わがまち」を紹介してもらう
コーナーです。まだ知らなかった

岩手の情報満載です♪

応援職員情報誌 R2.9.30 Vol.4８8

葛巻町では毎年10月上旬にJRバス葛巻駅構内で「全
日本薪積み選手権大会」が開催されます。
「全日本薪積み選手権大会」は今年で13回目を数えま
すが、薪を格子状に積み、どれだけ高く積み上げられる
かを競う「個人の部」と、決められたテーマからイメージさ
れる作品を作り上げ、作品の通気性、安定性、アート性を
競う「団体の部」で開催されます。
「個人の部」では、薪の形状を確認しながらバランスよく
積み上げ、制限時間5分の終了時点の高さを計測して審
査を行います。中には2メートルを越えて積上げる選手が
登場する等ハイレベルな戦いが繰り広げられます。
「団体の部」では、制限時間12分で趣向を凝らした作品
が数多く制作されますが、パッと見て何を作ったか分かる
作品から、作品紹介のアナウンスを聞かないと分からな
いユニークな作品など様々な作品が並びます。
大会会場には町内飲食店の出店や、様々な催し物も併
せて開催しておりますので、是非会場にお越しいただけれ
ばと思います。
※今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で規模を
縮小して、10月中旬に開催予定です。

葛巻町からの研修生 Ｍ 氏

全日本薪積み選手権大会（葛巻町)

団体の部 完成作品

個人の部 計測の様子

同時開催の「薪積み・薪作りコンテスト」の作品

町役場で初めて作成した薪棚

昨年の作品から
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発行元連絡先 岩手県ふるさと振興部
市町村課 調整担当

mail：FA0052@pref.iwate.jp

または FA0052@pref.iwate.lg.jp

TEL：019-629-5236

★応援職員相談窓口のご案内★

応援職員の皆様が慣れない環境の中で
可能な限り円滑な業務遂行を行い、

より良い執務・生活環境を確保できるよう、
常時受付する相談窓口を設置しています。

お気軽にご相談ください。
mail：FA0052@pref.iwate.jp 

またはFA0052@pref.iwate.lg.jp

TEL：019-629-5236
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市町村課職員のTweet
コーナー。応援職員さんへの
アドバイスあり、季節の話題

や岩手の紹介あり、
ゆる～いタッチで様々な
情報をご提供します。

夏の暑さも少しずつ和らぎ、過ごしやすい気候になってきており、
秋が手の届くところまで近づいてきているなと思う今日この頃です。
皆様は今年の秋はどんな秋にする予定でしょうか。
芸術の秋、食欲の秋、読書の秋など様々ありますが、私はスポー
ツの秋です。今年はなかなか体を動かすことができなかったので、
ランニングシューズも新調し、周りとの距離を確保しながら、体を
動かそうと計画しています。
コロナウイルスの影響で気分も沈んでしまいがちですが、皆様も
秋の予定を考え、これからの楽しみを増やしながら、前を向いて生
活していきましょう！

宮古市出身 市町村課 Ｋ氏

＜岩手県に関わる映画や本＞

最近は「３密」が気になって県内移動も憚られ、休みの日は専ら映画か読書。特にも県内を舞台にした作品には興味を惹かれ
ます。
２時間ドラマ枠が各テレビ局で乱立していた頃には、本県が舞台となる作品があっても、重要な証拠は著名な観光地にばかり
残っていて、風光明媚な観光地で犯人が自供して終わるようなパターンが多くみられました。（犯人も観光地ばかり巡っていて
は足が付くんじゃないかと思いますが・・・。）
しかし近年は、都内で撮影できそうなシーンでも、県内ロケ地を効果的に使って撮影されている例が見受けられます。
・映画「影裏」では、米内川での釣りのシーンがあるほか、主人公が消えた友人の兄から話を聞くシーンでは、盛岡市津志田
のゴルフ練習場にある喫茶店が使用されました。（以前に練習場を利用しましたが、利用者の休憩スペースのような、いか
にも「付属の喫茶店」という感じです。）
・映画「終わった人」では、主人公夫婦が歩く世田谷区の公園という設定で、高松の池が使用されました。
このような撮影が増えたのは、岩手を舞台にした作品が文学賞の候補に挙がり、岩手県出身の作家や映画監督が活躍するなど、
岩手県をよく知る作り手の活躍が増えてきたからでしょうか。
そういえば、岩手県出身の司法修習生が書いたメフィスト賞受賞ミステリが７月に出版されたようで、岩手県を舞台にした作
品ではないようですが、個人的に注目しています。

北上市出身 市町村課 Ｉ氏

＜○○の秋？＞

新調したランニングシューズ

岩手山と高松の池（冬） 岩手山と高松の池（秋）
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