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応援職員情報誌

R2.10.30 Vol.49

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♪

山田町
復興の状況を

写真でご紹介します。
＜写真提供：山田町＞

新生やまだ商店街

陸中山田駅

山田町ふれあいセンター「はぴね」（図書館）

町営山田中央団地

陸中山田駅周辺



～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

応援職員から

市川さん、宮田さん、四戸さん、堺さん

これから、
岩手山に登
ります！

応援職員情報誌 R2.10.30 Vol.49

⑤大槌町はお魚がとても美味しい場所です。
今では当たり前ですが、赴任当初は早朝

と深夜の海を眺めるという経験が無かった
ため、とても新鮮でした。
また、私の部署は8割が派遣職員なため、

大槌町のことだけではなく、東京、大阪、
宮崎等、様々な地域のことも知ることがで
き、毎日がプチ地域間交流です。

1年間の期間ですが、微力ながら大槌町
のために頑張っていきたいと思います。よ
ろしくお願いします！

①市川 翔之亮
（いちかわ しょうのすけ）

②静岡県 ③R2.4.1～R3.3.31 
④環境整備課管理班（公営住宅の管理業務）

①宮田 真吾（みやたしんご） ②東京都千代田区
③R2.4.1～R3.3.31 ④環境整備課管理班（道路占用事務等）
⑤大槌町への派遣は前から希望しており、今回念願叶って来ること
ができました。
職務内容はこれまで経験のない分野で専門性もありますが、周り

の方に助けられながら奮闘しています。
今年は多方面で新型コロナの影響があり、町の一大イベントであ

る大槌まつりも中止でしたが、それでも伝統芸能の虎舞や神楽を見
ることができました。また、職場の方に誘っていただきゴルフやバ
ドミントンを始めたり、皆で釣りに行ったり、地元の方のご厚意で
大槌の山海で採れた松茸や海の幸をご馳走になったり、充実した楽
しい日々を過ごしています。

①四戸 直紀（しのへなおき） ②環境整備課管理班
③「宮田真吾さん、市川翔之亮さん、堺俊朗さんへ」
東日本大震災から10年を迎える中、本年度も応援職員の派遣を

いただき心から感謝申し上げます。
当課にも宮田さん、市川さん、堺さんが着任し、主に復興事業

で整備された、災害公営住宅や公園、道路、街路灯などの維持管
理業務を担っていただき、町民からの様々な依頼にも丁寧かつ迅
速に対応いただいており、大変心強く感じています。
これから、岩手の寒い季節を迎えますが、体調管理、車の運転

に注意いただき、残りの派遣期間を有意義に過ごしていただきた
いと思います。

町道の補修
作業のお手
伝いをさせ
ていただき
ました。

平泉の中尊寺金色堂の観光

盛
岡
で

サ
バ
イ
バ
ル
ゲ
ー
ム
に
参
加

①堺 俊朗（さかいしゅんろう）
②岩手県矢巾町 ③R2.4.1～R3.3.31 
④環境整備課管理班（街路灯・河川管理等）

⑤「辞令は突然に」大槌町との邂逅を果た
しました。
震災当時高校１年生だった私は、まさか

９年後にこの地に住むとは夢にも思ってい
なかったでしょう。
町営の災害公営住宅は昨年度全て完成し

ましたが、既存住宅を含め将来の維持管理
等、課題が山積しています。復興のその先
にあるのはどんな大槌なのか。その答えを
探し求めるため、引き続き微力を尽くして
まいります。
休みは大槌で始めたゴルフに行ったり、

ドライブに繰り出したり、鉄道やＢＲＴに
乗ったり、三密には気を付けつつ広い東北
を巡っています。

魹ケ崎灯台
本州最東端の碑



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

～応援職員のご紹介～

大船渡市
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①佐藤 千春（さとうちはる ）
②岩手県奥州市

③R2.4.1～R3.3.31 ④会計課（支出伝票審査）
⑤復興事業も終盤を迎えた中、同じ岩手に住む自治体職員
として少しでもお役に立てればと思い、海釣り、登山、獅
子躍りなどでご縁のある大船渡市に派遣を希望しました。
担当業務は支出伝票の審査。10年ぶりの仕事でなかな

か勘が戻りませんでしたが、職場の皆さんから温かいサ
ポートをいただきながら出納閉鎖を乗り切り、早いもので
半年が経過しました。
約60kmの日々の帰宅途中、車窓から見る街並みに復興

が進んだ様子を実感する一方で、新型コロナウイルスの影
響で、飲食を通じての応援があまりできていないことや、
職員の皆さんとの交流が少ないことが残念に感じられます。
本当にお役に立てているか少々不安ではありますが、今

後も引き続き業務に励みながら、私的な応援にも努めてい
きたいと思っています。

①榊 修平（さかきしゅうへい）
②岩手県盛岡市
③R2.4.1～R3.3.31 ④生活福祉部市民環境課環境衛
生係（地球温暖化対策関係、一般廃棄物関係など）
⑤４月に盛岡市から派遣され、あっという間に半年が
経過しました。
派遣元ではいわゆる「ごみ」に関する業務を行って

おりましたが、こちらでは地球温暖化対策なども含め
た、環境全般の業務を担当しています。
最初の頃は慣れない環境に疲れがたまることもあり

ましたが、職場の皆様の温かさに支えられ、業務をこ
なすことができています。
残りの期間も、いろいろなことを学びつつ、大船渡

を楽しみながら過ごしていきたいです。

赤崎グラ
ウンドで
サッカー
少年団の
指導もし
ています。

①小松 幸恵（こまつさちえ）
②会計課 ③「佐藤千春さんへ」
奥州市の自宅から毎日の通勤、本当にお疲れ様です。

机を向かい合わせて、早６ヶ月。佐藤さんには、女性ば
かりの会計課で、ただ一人の男性として審査事務を担当
頂き、豊富な知識と経験を活かし、迅速かつ正確な審査
を行って頂いております。
職員の支出事務相談にも親切丁寧に対応頂き、新型コ

ロナ対策事業等イレギュラーな支払いが多い中、大変心
強く、頼りにしております。
新型コロナの影響で、大船渡らしさを味わって頂く機

会がなく、とても心苦しく思っておりました。課内で三
密を避けた企画を考
えていますし、賑や
かな職場ですので、
最後まで一緒に楽し
みながら過ごして頂
ければと思っており
ます。最後に派遣元
の奥州市とご家族の
皆様に心から感謝申
し上げます。

①松村 千佳子（まつむらちかこ）
②生活福祉部市民環境課 ③「榊修平さんへ」
榊さんには今年度より環境衛生係の業務を担当していた

だいております。
派遣元の盛岡市の方でも廃棄物業務を担当されており、

知識、経験ともに十分であることから即戦力としてご活躍
いただいております。さらに多岐に渡る他の業務について
もご対応いただき、改めて感謝申し上げます。
不慣れな土地での一人暮らしはご苦労も多いと思います

が、健康に留意いただき、今後もお力添えをお願いいたし
ます。
最後になりますが、派遣元自治体様におかれましては、

震災以降、多くの職員の皆様を派遣いただき心より感謝申
し上げます。

松村さん 榊さん佐藤さん

小松さん

10/25開催
奥州市江
刺・金津流
梁川獅子躍
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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

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土居 隆昌（どいたかあき） ②岐阜県岐阜市
③R2.4.1～R3.3.31 
④総務企画部税務課資産税係（家屋担当）
⑤以前から被災地復興の力になりたいと考えていたた
め派遣職員を志望いたしました。
多くの市民と接する中で、未曽有の大震災から復興

にむけて力強く歩む、その姿に勇気をいただいており
ます。
休日には趣味であるロードバイクで三陸の海岸線を

駆け、また、職場の仲間と共に初めての船釣りに挑戦
するなど、今しかできない貴重な経験をさせていただ
いております。
今後も皆さまの力になれるよう頑張ってまいります。

①菊地 美幸（きくちみゆき）
②総務企画部税務課 ③「土居隆昌さんへ」
土居さんは、仕事の丁寧さはもちろん、いつも礼儀

正しく、滑舌のよい話し方が印象的で、見習わなくて
はと思っています。
また、見習えませんが、休日の自転車での移動距離

にはいつも驚かされます。
今年はイベントが少なく制約もありますが、三陸の

四季折々の景色や、味覚を堪能し、釜石ならではの経
験をして楽しんでいただけると嬉しいです。
土居さんを釜石へ送り出してくださった、職場の皆

さまやご家族に心から感謝申し上げます。

イナダを釣り
上げました！

応援職員情報誌 R2.10.30 Vol.49

①佐藤 浩彦（さとうひろひこ） ②岩手県遠野市
③R2.4.1～R3.3.31 ④総務企画部税務課市民税係
⑤３月下旬、釜石市への派遣について打診があった時に
は驚きましたが、以前埋蔵文化財のお手伝いとして釜石
市派遣の際に経験した暖かい記憶があったので、「は
い」と即答しました。
現在は税務課で軽自動車税を担当させて頂いています。

税務課の皆さんは気遣いが過ぎるほど優しく接してくれ
て感謝しまくり千代子状態です。（「島倉千代子」のお
やじギャグ( ´艸｀)）
釜石に自分がいる役割を思考しつつ、時々失敗しなが

らもそれなりに日々の仕事と向き合っています。

①小林 拓也（こばやし たくや）
②岩手県盛岡市

③R2.4.1～R3.3.31   ④総合政策課統計係（国勢調査）
⑤皆さま、国勢調査の回答はしていただけましたでしょ
うか（宣伝）。釜石市では国勢調査業務を行っています。
新しい環境での業務にコロナウイルスの流行が重なり、

不安ばかりのスタートでしたが、優しい職場の皆様のお
かげで無事に業務を進めることができています。
震災から10年が経過した釜石の実情をデータとして残

す重要な調査となるので、責任感を持って取り組んでい
きたいと思います。

一関市から須川高原
への登り。
きっ、キツイ、、、

小林さん

菊地さん 土居さん

統計係国勢
調査担当の
みなさんと。



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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陸前高田市

①小野寺 香（おのでら かおり）
②岩手県奥州市 ③R2.4.1～R3.3.31

④建設部都市計画課下水道係
⑤長年の勤務経験を活かしつつ見聞を広めたいと思い、派遣を希望し
ました。
陸前高田市は、山や新しい街並みなど美しい風景が印象的だと感じ

ました。また、初対面でも、昔からの知り合いのような親近感を覚え
る人が多いです。上司・同僚・隣人・知人など、出会ったすべての人
に恵まれたおかげで、安心で充実した毎日を過ごしております。
現在一人暮らしを満喫しておりますが、寝坊と孤独死はしないよう

気をつけたいと思います。

①佐藤 雄大（さとうゆうだい） ②岩手県一関市
③R2.4.1～R3.3.31   ④市民協働部市民課（登録係）
⑤採用されてから初めての異動が陸前高田市役所でした。派遣元と同
様に市民課の所属になります。
職場の雰囲気はとても良く、すぐに馴染むことができ、派遣元と同

様に事務を行えております。市民課業務は４年目になりますので、自
分が今まで経験してきたことが少しでも役に立てば幸いです。
今年度も残り半分を切りましたが、今まで以上に業務に励んで参り

ますのでよろしくお願いいたします。

派遣後に手に入れ
た地元作家さん方
のＣＤとハンドメ
イド作品。
お気に入りです。

①中川 健司（なかがわけんじ）
②市民協働部市民課
③「佐藤雄大さんへ」
佐藤さんには、本年４月から市民課に赴

任していただいておりますが、これまで窓
口担当課で活躍されていた経験や仕事に対
する真摯な姿勢、市民の方への丁寧な対応
で、赴任してすぐに当課の大きな力となっ
ております。
また、その明るく朗らかな性格で職場の

ムードメーカーとしても欠かせない存在と
なっており、これからも一緒に楽しく頑
張っていきたいと思いますので、今後とも
よろしくお願いいたします。

①新沼 和人（にいぬまかずと）
②建設部都市計画課
③「小野寺香さんへ」
小野寺さんには、この４月から当課下水

道係に赴任いただき、集落排水事業から公
共下水道事業まで幅広く担当いただいてお
ります。
豊富な経験と知識を生かし、即戦力とし

て力を発揮していただき、小野寺さんの存
在を大変心強く感じております。
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、今後とも健康にご留
意いただきながら、一緒に頑張りましょう。



波によってなめらかに磨かれた玉砂利が浜に敷きつめられた海東日本大震災で全壊しましたが、平
成28年度より営業を再開。産直施設や防災教育施設、トンネル水槽や「さかなクン」コーナーなど、
家族みんなで海の生き物や防災について楽しく学べる施設です。岸。碁石のような形をしたこの黒く
美しい玉砂利が、碁石浜や碁石海岸の名前の由来になっています。

みちのく潮風トレイル④
久慈市・洋野町ルート（久慈駅～種市駅）

１泊２日、総距離数：約44.3㎞、所要時間：約13時間12分
※所要時間は、歩く速度や施設での滞在時間によって変わりますので、計画を立てる上での目安としてご覧ください。

久慈駅（JR八戸線・三陸鉄道：琥珀のロマンを感じる久
慈駅からいざ、スタート！）
JR八戸線と三陸鉄道北リアス線が乗り入れる久慈市

の玄関口・久慈駅がトレイルの出発地点。
JR久慈駅舎内には、琥珀を購入できるコーナーがある
のが、日本最大の産地ならでは。地図で行き先を確認し
たら、いざスタート！

ひろの水産会館 UNIQUE
震災復興のシンボルとして平成26年

にオープンした特産物センター。
館内には水産物直売所や物産展示

コーナー、軽食コーナーがあります。直
売所にはウニやホヤなどの新鮮な海の
幸が並び、物産コーナーでは南部もぐり
の潜水服展示や南部ダイバーグッズの
販売が行われるなど楽しさ満載です。

小袖海女センター
「北限の海女」で知られる小袖海岸の

海女の魅力が満載の施設。
館内には、観光案内所や海の幸の直

売所、海女の資料展示があります。夏期
は潜水実演が行われ、採ったウニをその
場で食べるイベントを開催。
また、地元のNPO団体のガイドさんが
駐車場を巡回していて、NHKの「あまちゃ
ん」のロケ地を案内してくれるサービスも
提供しています。

もぐらんぴあ水族館
東日本大震災で全壊しました

が、平成28年度より営業を再開。
産直施設や防災教育施設、ト

ンネル水槽や「さかなクン」コー
ナーなど、家族みんなで海の生
き物や防災について楽しく学べ
る施設です。

横沼展望所（波と岩礁が見せる海岸線
の美しさ）
厳島神社から森の中のトレイルを北上

し、本ルート随一の横沼展望所をめざし
ましょう。
展望台からは、岩礁の続く海岸線に波

がぶつかり合う景色に目を奪われます。
撮影ポイントとしてもおすすめです。❕注意ポイント～露頭（ろとう）ポイント～

地表が露出した海岸線を進みます。波がギ
リギリまで迫るような高潮時には、 迂回路を
利用してください。
また、浜辺を通過中に地震、大波などが発

生した場合は、線路を超える避難路が途中
2ヶ所ありますので、そこを通って高台へ避難
してください。

出典：みちのく潮風トレイルＨＰ
（http://tohoku.env.go.jp/mct/）

～特 集～
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Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ①
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♪
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久慈市山形町の平庭高原にある専用闘牛場において、わかば場所（５月）、つつじ場所（６月）、しらかば場所（８月）、もみ
じ場所（10月）と年４回開催されています。
東北地方では唯一開催されており、久慈市で育てられた牛が新潟県や沖縄県、鹿児島県徳之島等で「南部牛」として活躍してい

ます。
久慈市山形町の闘牛の起源は、文献では明らかにされていないため不明ですが、久慈地域は古くから日本短角種の産地であり、

江戸時代には沿岸部で作られた塩を内陸部に運んでいました。その際に先頭にたつ牛を決めるために角突きをさせたことが闘牛の
始まりと言われています。
山形町では相撲が盛んであったことから闘牛にも前頭や関脇、大関、横綱といった番付をつけ、取組をとっています。

取組をとる闘牛の中には１トンを超える闘牛もおり、角突きをした際の迫力は満点です。また、単に角突きを行うだけでなく、
様々な技が繰り広げられるため、どの闘牛がどんな技を出して闘うのか要注目です。更に、闘牛の綱を引く勢子（せこ）と呼ばれ
る方の手綱さばきも見どころとなっています。
また、平庭高原は自然豊かな場所ですので、６月のつつじ場所では平庭高原のつつじが、10月のもみじ場所では紅葉も見ごろを

迎えており、魅力の一つとなっています。
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、わかば場所、つつじ場所、しらかば場所は中止となってしまいましたが、

今年最初で最後のもみじ場所は10月18日に開催されました。

久慈市からの研修生 Ｓ 氏

平庭闘牛大会（久慈市）

紅葉の平庭高原
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Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ②

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。

ついこの間まで半袖で過ごしていたのに、最近はすっかり朝晩寒くなってしまい
ましたね。そうなると次は雪の心配が。ちなみに盛岡の初雪の平均は11月６日だそ
うです（2019年の初雪は11月19日）。
車をお持ちの方はそろそろタイヤ交換の時期が気になる頃ではないでしょうか。

でも自分のタイヤは何シーズン目か分からなくなっていませんか？
そこで、今回はタイヤの製造年月の確認方法についてご紹介させていただきます。

タイヤの製造年月は、タイヤの側面（サイドウォール）に記載されています。どの
メーカーも記載方法は同じなのですが、アルファベットが記載されていて惑わされ
ます…。

＜魚河岸テラス＞

みなさん、「魚河岸テラス」行ったことありますか？
もはや釜石と言えばイオンだけじゃないのです！！
（と言いつつ、私も先月初めて訪れましたが…）
施設内には４つの飲食店があり、広めのイベントス

ペースもあります。２階のテラスからは釜石湾が一望で
き、天気の良い日は岸壁で釣りを楽しむ親子連れの姿も。
私のおすすめは地中海料理のお店「ＨＡＭＡＹＵＩ」

です。震災前から何度も通っていたお店ですが、なんと
いってもオーナーが美人！お母さんもこれまた美人！！
何を食べてもとにかくおいしいので、おススメです。
また、１階に併設されている「魚河岸ジェラート部」

では、藤勇の醤油や浜千鳥の梅酒を使用したジェラート
も味わえます。
休日には三陸海岸をドライブがてら、ぜひお立ち寄り

くださいね！（＾＾）

釜石市出身 選挙管理委員会 Ｋ氏

＜あなたのタイヤ、交換時期では？＞

タイヤの側面（サイドウォール）
「ＣＡＥ４７１８って？」
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勇(※)

写真のCAE4718という数字。なんだこれ？って数字ですが これがタイヤの製造年月を示す数字です。前のアルファベットはタイ
ヤを製造した工場の識別だったりするらしいので、タイヤの製造年月を確認するのはアルファベット以降の４ケタの数字になりま
す。数字を２ケタずつに分けます。

4718 ＝ 47 と 18 に分けて、前の47が週、後ろの18が西暦を表しています。

ということで2018年の47週（11月19日から11月25日）の間で製造されたタイヤという事になります。
タイヤは摩耗以外に経年劣化によるひび割れなどの危険性もあります。あまり乗らないから大丈夫と古いタイヤを使い続けるの

も注意が必要です。ご自身のタイヤを是非一度確認してみてくださいね。

矢巾町出身 市町村課 Ｋ氏

ＨＡＭＡＹＵＩ
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