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～派遣職員の方々の紹介～～派遣職員の方々の紹介～
市の復興に全国から応援いただいています市の復興に全国から応援いただいています市の復興に全国から応援いただいています

　東日本大震災からの復興を進めるため、全国21の自
治体から47人の職員を派遣していただいています。
　さまざまな復旧・復興業務でご活躍されている派遣
職員の皆さんをご紹介します。（平成26年4月14日現在）

ひさまつ　　ゆう じ

久松　雄二さん（税務課）
①兵庫県
②市税徴収業務
③塩竈の良い所を実感しながら、復興に役
立ちたいと思います。よろしくお願いします。

せき の　　  かつひと

関野　勝仁さん（税務課）
①長野県須坂市
②固定資産税の課税業務
③微力ではありますが、塩竈市の皆さまの
お役に立てるよう頑張ります。　

ふじまる　　ゆうぞう

藤丸　雄三さん（税務課）
①復興庁
②固定資産税の課税業務
③民間企業のノウハウを生かして、復興進
ちょくを早めることに貢献したいです。

あきやま　　　  みのる

秋山　　稔さん（税務課）
①兵庫県
②固定資産税の課税業務
③2年目になりますので、昨年以上に仕事に精
進したいと思います。よろしくお願いします。

おおしま　　としひこ

大島　俊彦さん（生活福祉課）
①富山県魚津市
②仮設住宅・被災者支援業務
③1日も早い復興のため、お役にたてるよ
う頑張ります。

よし  だ　　 ゆきひと

吉田　幸仁さん（生活福祉課）
①兵庫県
②生活保護の査察指導員業務
③貧困が広がっている中、生活保護の受給
が速やかにできるよう経験を生かしたい。

①派遣元自治体　②業務内容　③メッセージ

  ち   ば　　 なお み

千葉　直美さん（生活福祉課）
①復興庁
②仮設住宅・被災者支援業務
③少しでも市民の皆さまの復興のお手伝い
ができるよう心掛けて業務を行います。
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すず  き　　 まさひこ

鈴木　正彦さん（建設部）
①宮城県
②建設行政全体の管理統括
③“為せば成る”をモットーに、復興実感
に向け、「挑戦」の年にします。

おく の　　  みつ や

奥野　満也さん（水産振興課）
①兵庫県
②農地災害復旧関連業務
③自分の経験を生かすことができれば幸い
です。

  み たに　 こうたろう

三谷光太郎さん（定住促進課）
①岡山県倉敷市
②建築住宅に関する営繕業務
③復興が少しでも前進するよう、微力を尽
くし頑張ります。

やまうち　 　   りょう

山内　　亮さん（定住促進課）
①沖縄県南城市
②災害公営住宅入居関係業務
③１日も早く環境に慣れ、市民の皆さまの
お力になれるよう頑張ります。

いわ  ね　 　 やす お

岩根　保男さん（土木課）
①宮城県
②舗装工事の設計、積算、監督業務
③１日も早く復興できるよう尽力したいと
思います。

やまぐち　 　しん じ

山口　晋弐さん（下水道課）
①宮城県
②災害で不能になったポンプ場の修理工事
③思うようにできず歯痒い思いをしていま
すが、一生懸命にやりたいと思います。

ほん だ　 　 こういち

本田　公一さん（下水道課）
①宮城県
②災害復旧工事の積算・起工・現場監督
③仕事にも慣れてきたので、復興に向けて
スピードを上げて頑張ります。

さいとう　   やすとし

齋藤　𣳾壽さん（下水道課）
①宮城県
②下水道の災害復旧、設計、積算、現場監督
③任期まであと2年、少しでもお役に立て
るよう頑張ります。

よこやま　   たかいち

横山　貴一さん（下水道課）
①富山県射水市
②災害復旧工事の積算・起工・現場監督
③少しでも皆さまのお役に立てればと思い
ます。

まえざわ　   しょうじ

前澤　昭司さん（下水道課）
①兵庫県
②災害復旧工事の積算・起工・現場監督
③私の経験が少しでもお役に立てればと思
っています。

  さ とう　　ゆきひろ

佐藤　幸弘さん（定住促進課）
①宮城県
②宅地防災対策支援業務
③強じんな街づくり目指してお手伝いいた
します。

たましろ　   たつ や

玉城　達也さん（定住促進課）
①沖縄県糸満市
②災害公営住宅入居関係業務
③業務に粛々と取り組んでまいりますので、
どうぞよろしくお願いします。

ほし　         たけとし

星　　𠀋利さん（土木課）
①宮城県
②災害復旧工事の積算・起工・現場監督
③1日も早い復興のため、頑張ります。

なかがわ      　 つかさ

中川　　司さん（下水道課）
①宮城県
②災害復旧工事の積算、起工、現場監督
③塩竈市の復興のために全力を尽くし頑張
ります。

えんどう      かず  え

遠藤　一栄さん（下水道課）
①宮城県
②災害復旧工事の積算・起工・現場監督
③塩竈市の復興のため2年間頑張ります。

さかきばら      なお  と

榊原　直人さん（下水道課）
①愛知県碧南市
②災害復旧工事の設計・積算・施工管理
③精いっぱい頑張りますので、よろしくお
願いします。

おおやま      まさたか

大山　匡貴さん（下水道課）
①色麻町
②災害復旧工事の積算・起工・現場監督
③早期の復旧に尽力できればと思います。

にしがき      せつ  お

西垣　節夫さん（下水道課）
①兵庫県養父市
②災害復旧工事の積算、起工、現場監督
③昨年に引き続き、復興業務を頑張りたい
と思います。

さくらい　　　 さとし

櫻井　　哲さん（商工港湾課）
①復興庁
②産業振興関連業務
③塩釜高校のグリークラブ出身で、40年ぶりに戻ってき
ました。経済産業省での経験を発揮できればと思います。

よしかわ　   とくいち

吉川　德一さん（定住促進課）
①兵庫県
②災害復旧工事（建築物）の設計、積算、監理
③塩竈市に派遣され2年目となりました。
さらに復興が推進するよう頑張ります。



うす  い　　 のぶ お

碓井　信雄さん（復興推進課）
①宮城県
②用地補償業務
③老骨にむち打って、復興のために頑張り
ます。

いず  み　　 あき ら

和泉　彰良さん（復興推進課）
①兵庫県
②用地補償業務
③1日も早い復興を願って頑張ります。

 お   の　　　　 ひろし

小野　　浩さん（復興推進課）
①千葉県千葉市
②復興交付金総務事務
③人生二勝一敗

あとむら　　としかず

後村　祀和さん（復興推進課）
①宮城県
②漁業集落防災機能強化事業
③早く復興できるよう頑張っています。

やまぐち　　ただひろ

山口　忠広さん（復興推進課）
①神奈川県横浜市
②漁港施設災害復旧事業
③島の復旧のため精いっぱい頑張ります。

はしづめせい じ  ろう

橋爪誠二郎さん（復興推進課）
①長野県岡谷市
②港町地区の復興整備事業
③塩竈市の復興に変化が出てくるよう一生
懸命頑張ります。

えんどう　　　  とおる

遠藤　　徹さん（復興推進課）
①岐阜県各務原市
②藤倉地区区画整理業務
③1日も早く復興のお役に立てるよう頑張
ります。

  さ とう　　かつひこ

佐藤　勝彦さん（復興推進課）
①宮城県
②災害公営住宅整備事業
③派遣されて半年が経過し、業務が本格化
してきているので頑張りたいです。

 か    み 　　としひろ

嘉見　俊宏さん（生涯学習課）
①愛知県みよし市
②文化財の調査
③派遣されて半年が経ちました。今年はさ
らに復興に貢献できるよう頑張ります。

やまなか 　  ひろ こ

山中　大子さん（学校教育課）
①復興庁
②教科指導を通した子どもたちの心身の復興支援
③子供たちが安心して楽しく学校に通える
よう頑張ります。

きたむら　　としひで

北村　俊英さん（復興推進課）
①長野県長野市
②用地補償業務
③地域に密着した移転促進を行っていきた
いです。

はしもと　　たけ し

橋本　健史さん（復興推進課）
①福井県越前市
②用地補償業務
③少しでも早く、役に立てるよう頑張りま
す。

かたぎり　　　  りょう

片桐　　諒さん（復興推進課）
①山形県村山市
②用地補償業務
③皆さまに納得してもらえるような仕事が
したいです。よろしくお願いします。

 ふくだ　　 かずひろ

福田　一弘さん（復興推進課）
①宮城県
②集団移転業務
③微力ながら一生懸命頑張ります。

からさわ　   りゅうじ

柄澤　隆司さん（復興推進課）
①長野県岡谷市
②災害公営住宅整備事業
③少しでも事業が前進するように一生懸命
頑張りたいと思います。

  わ   だ　        まさる

和田　　大さん（復興推進課）
①長野県長野市
②北浜地区区画整理業務
③皆さんのお役に立てるよう、頑張りたい
と思います。

しょうじ　   けん じ

庄子　健二さん（復興推進課）
①宮城県
②災害公営住宅整備事業
③やっと全体像がつかめてきたので、スピ
ードアップできるような仕事がしたいです。

うえ の　     よしろう

上野　芳朗さん（復興推進課）
①福井県福井市
②魚市場整備事業
③1日も早い復興のため頑張ります。公私
ともによろしくお願いします。

ある み     　なおひと

有見　直仁さん（生涯学習課）
①宮城県
②塩竈学まちづくり事業、ジュニア・リーダーの育成
③早く仕事を覚え、塩竈市の皆さんのため
に頑張りたいです。
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きん  の            ただし

金野　　正さん（復興推進課）
①宮城県
②用地補償業務
③復興が加速するよう頑張ります。


