


いなしきエール便・第 3 号　3

【稲敷市人口問題プロジェクトチーム】（平成 24年度採用職員）
私たちが稲敷の “いま ”をご紹介します！
大竹佑貴、久保木沙織、松田和彦、平田圭、墳崎圭希、若林卓、椎名優、坂本大輝、八重樫葵

フレー、
フレー、

稲
い な び

と

敷人！

“ いなしきエール便第３号 ”をお届けします。
稲敷市では、稲敷を離れがんばる方々を、同じふるさとをもつ仲間＝『稲敷人（い
なびと）』と位置づけ応援しています。この “いなしきエール便 ”は、稲敷を離
れがんばっている方々や、これから稲敷を離れ新しい生活を始める方々などに、
稲敷の情報をお届けするふるさとからのお便りです。
今回のエール便は、市役所の新人職員（平成 24年度採用）９名が、実際に見て、

稲敷市長　田口 久克

稲 敷 は あ な た の 応 援 団 ！

聞いて、感じた、思い思いの今の稲敷の姿を紹介してい
ます。忙しい日々の生活のなか、ときには立ち止まって
このエール便を読んで、少しでもふるさと稲敷のやさし
さ、温かさを思いだしていただければ幸いです。そして、
ときには稲敷に帰って来て、その魅力に直に触れてみて
ください。
ふるさと稲敷は、がんばるあなたをいつでも応援してい
ます。
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私たちの新しい農業スタイル
〜農業を仕事に選んだ人たち〜

稲敷市で働く若者を取材しました。１つめは「ア
グリクリエイト」の方々。斎藤公雄さんが代表を
務めるこの会社は、環境保全型農業に情熱を注ぎ、
有機栽培の推進、生ゴミのリサイクルシステムの
開発・提供と、その事業は多岐に渡ります。ベト
ナムへの有機栽培のノウハウの教育活動など国際
的な活動も行っています。

※写真（左上）：門脇さん、（右下）：佐藤さん

「まず地元で仕事を探してみてもいいと思います！」

「稲敷は農業やるのにいい場所ですよ！」

—この仕事に就いたきっかけはなんです
か。
佐藤さん：「実家が農家で、自分の家で
食べる分だけは作っていたので、そこか
ら農業に興味を持ちました。でも、自分
で始めるには不安があって。まず企業で
やってる所で勉強したいなって思って、
水戸で開かれた、新・農業人フェア（※）
で紹介してもらいました。」佐藤さんは、
いずれは家の農業を継ぐことを考えてい
るそう。
門脇さん：「もともと農業や料理が好き
だったので、その間に入る立場として
この仕事をしようと思いました。」神奈
川県出身の門脇さんは、この会社への入
社をきっかけに現在は稲敷市に住んでい
る。稲敷市の印象を聞いてみた。「東京
に近い田舎かなという感じですね。稲敷
市は物流拠点にいい場所だと思います。」
—やりがい・大変なところを教えてくだ

さい。
佐藤さん：「私の仕事は事務作業や土壌
分析で、最初はメモを見ながら行ってい
たんですが、それを見ないでできるよう
になったり、最初何時間かかかったもの
を数十分で出来るようになったときなど
にやりがいを感じます。」
門脇さん：「自然相手なので、年中無休
で予定通りにいかないところです。農作
物が予定より多く出荷された時に、それ
をうまく売れた時は嬉しいですね。」門
脇さんの主な仕事は、営業。生産者から
出荷された野菜を都内の宅配業者などに
卸す仕事をしている。
—新成人や農業に興味を持っている方々
へのメッセージをお願いします。
佐藤さん：「私も初めは地元にこういう
会社があるって知らなかったので、これ
から就職するっていう新成人の方々もま
ず地元で就職を探してみてもいいと思い

ます。農業関連の仕事だと、地元に密着
している仕事だし、稲敷は車通勤するの
に道が混まないのもいいですね（笑）」
門脇さん：「何もないところから農業を
始めるのは大変なので、農業に関連のあ
る企業に就職して技術を学んだりするこ
ともできますね。後継ぎがいないという
農家さんもいます。若者の力が必要とさ
れていると思うんですよね。稲敷は農業
やるのにいい場所ですよ！」

地元にもいい就職先があるかも。探してみよう！興味があればまずはやってみよう！

※新・農業人フェアとは…
これから農業を始めたい人、農業を
行う企業など農業に関わる仕事をし
たい人を応援するイベントです。興
味があったら調べてみよう。

新・農業人フェア 検索

佐藤さんがこの仕事
に出会うきっかけ
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私は幼少期の記憶で 1 番印象に残っていたのが幼稚園
に通っていた頃で、卒園してからも幼稚園に遊びに行っ
ていました。例えば、小学校にあがると「あの先生は怖
かった」等の記憶があるのですが、幼稚園の先生はとに
かく優しかったという記憶しかなくて、私もあんな優し
い先生になりたいなと思って志しました。

都内だと核家族が多いと思うのですが、稲敷市はおじい
ちゃん、おばあちゃんと住んでいる子どもが割と多いで
す。共働きの家族だと仕事から帰ってきてそれからバラ
ンスの良い食事を作って食べさせるというのは難しい場
合もあるかなと思うのですが、そんなときにおじいちゃ
ん、おばあちゃんがご飯を作ってくれて助かっているお
父さん、お母さんもいるのではないでしょうか。

私は 4 歳児のクラスを担任しています。4 歳児からは
給食や掃除、ベット敷きの当番活動も始まるのですが、
私がルールを決めるのではなく、子どもの意見を聞きな
がらみんなで話し合ってルールを作っています。そんな
ところが難しいですが、やりがいを感じます。

子ども達が先生好きと言ってくれるところとか、朝笑顔
でかけよって来てくれるところがすごく嬉しいです。
運動会の練習を本格的に始めて、怒ってばっかりだった
んですけど、本番で子どもがピシャとやってて、泣く子
も少なくて子ども達の成長を感じていると、やっててす
ごく楽しいなと思います。

鈴木先生篠田先生

遠藤先生
田仲先生

子ども達が「先生好き !」と言ってくれると励みになり
ます

この仕事を志したきっかけは？

子ども達と遊んだり、おしゃべりをしたりするのが楽し
いです。

稲敷市の特徴ってありますか？

この仕事のやりがいは何ですか ?

子どもと遊んでいる時が1番楽しいです

どんどんできるようになっていく子ども達の姿を見る
と、すごく楽しいなと感じます

楽しかったと思えることはなんですか？

あこがれの教育者へ
～皆で作ろう稲敷市～
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首都圏中央連絡自動車道

稲敷
ＩＣ

小野川

利根
川

横
利
根
川

霞ヶ浦
デートにも

観光にも

阿弥陀寺　寝釈迦
金色に輝く寝釈迦は毎月 8 日公開。毎
年 6 月 8 日に花祭りが開催されます。

大日苑
和と洋の雰囲気が
織り交ざった美し
い建物。ドラマ撮
影にもよく使われ
ます。

大杉神社
日本唯一の夢結び大明神。異国のお城の
ようなきらびやかな装飾は圧巻！

ダイヤモンド富士
澄んだ空気のおかげか、稲敷市からダイ
ヤモンド富士を眺めることができます。

横利根閘門ふれあい公園
自ら船で閘門を渡ることができます。
4 月には桜が満開！

航空写真
稲敷を空から眺めるとこんな感じ！

興禅寺
春におすすめ！
興禅寺と桜と池が素
晴らしいです！

カエルの楽園
　堂前自然公園

水車がシンボルの美しい公園。春は
桜がきれいです。

空からみると…かわいい天狗
が。ここはどこでしょう？
答えは 9 ページ。

8 ページの答えは、市営阿波住宅付
近の阿波水辺公園です。
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茨城　　　　にとって
いなしきとは？

私たちは筑波大学の学生や市民団体の方々と共に『稲敷お弁当プロジェクト』を進めています！
稲敷市郷土料理のレシピを市民全体で共有し若い世代に伝えること、そして稲敷市における「食
を通したまちづくり」を進めていくことを目的にプロジェクトが立ち上がりました。“ 稲敷ら
しい味 ” を求めて、現在レシピを企画中です♪

まちづくりに興味があり、市民の方と協働して何かをやってみた
いと思ったのが最初のきっかけです。その中で稲敷市の豊かな自
然や食材をいかしたお弁当を作ってみたいと思いました。そして
1 年間の成果として、3 月に開催される雛まつりのイベントでお
弁当を作り、配布したいと考えています。お弁当をきっかけに、
今後も稲敷市と関わりを持ち、稲敷市の PR や人口問題に活用し
ていければと思っています。 ２０１３年　江戸崎の雛まつりにて披露予定　こうご期待！

お弁当づくりのきっかけ

稲四季弁当〜春の巻〜

完成予定イラスト
ブルーベリー牛乳寒天
レンコンの挟み揚げ
筑前煮
カボチャサラダ　etc...

筑波大生

ただいま製作中！

市職員と筑波大生の打ち合わせ
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２０１２年８月３日、アピタ佐原東店が
再オープンしました。東日本大震災に
よって、一時は閉鎖にまで追い込まれた
同店。そこから再開に至るまでの、過程
と原動力について今回取材しました。

震災当時の様子と現在のアピタについて
教えてください。
私その日休みだったんですよ。一度自宅
に帰ってからすぐに店に向かいました。
その時店内は非常に荒れていて、まだ余
震も続いていました。人命に問題はあり
ませんでしたが、天井から物が落ちたり
した状況を考えると不安を覚えました
ね。次の日の夕方に本部スタッフと安全
確認をして、その翌日からの営業を決め
まして、店頭でカップ麺や水といった、
すぐに使えるものを販売しました。
震災後は撤退のうわさも相当流れました
が、うちの社長の「ここがなくなると近
隣の人にとって不便である」という社
会的責任のスタンスから再建しました。
オープン前に、いいことがつながるお店

にしようということで、「イイこと、つ
ながる」という、うちの会社のキャッチ
コピーのポスターを作りました。
再建にあたって今までは高齢者にむけた
商売をしてきましたが、現在はファミ
リー世代に配慮したテナントにも入って
いただいて、土日は若い人も増えました
ね。

新成人にむけてメッセージをお願いしま
す！
あのような震災の後でも、前を向いて仕
事をしている人は多いです。厳しい時代
ですが、やっぱり自分のやりたいことを
やるのがいいのかなと。視野を広げて、
いろんなことにチャレンジしてほしいで
すね。

合言葉は「イイこと、つながる」
　　　　　　　～地域に愛されるお店づくり～

アピタ佐原東店店長　横山さんと人口問
題プロジェクトチーム（久保木・大竹）

そして…
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圏央道は、都心から半径 40〜 60kmに位置する高規格幹線道路です。首都圏の道路交通
を改革する圏央道について常総国道事務所の木村さんに取材させていただきました。

常総国道事務所　建設監督官
木村佳夫さん

未来ある若者たちへ
　　　圏央道から夢をのせて

稲敷を活性化すること、それが今なにより重要な課題となっています。
圏央道はそのための「道」となっていくでしょう。そして、

その道の続きを創る、稲敷の宝は――

圏央道が出来てどう変わりますか？
首都圏の道路交通の円滑化、災害等の緊急時の輸
送路確保、沿線の地域づくりの活性化が圏央道の
もつ役割です。常総国道事務所では、猿島岩井
IC（仮称）〜大栄 JCT（仮称）間を担当しており、
早期供用に向けがんばっています。

震災の影響は？
工事には大きな影響はなかったですね。圏央道は
阪神淡路大震災クラスを想定した造りになってい
ますので、十分な耐震構造になっています。工事
中は震度 4 以上のときは、パトロールを行い異
状がないか点検しています。そのため地震時は夜
中でもかまわず電話が鳴り、それは少し大変でし
たね。

新成人の方にメッセージをお願いします！
ご成人おめでとうございます。間もなく圏央道が
完成します。皆様のふるさと稲敷市を通る圏央道。
ぜひご利用ください！

圏央道を取材して…
果てしなく続く圏央道をみて、人のもつ力の凄さ
を改めて感じました。ただその上を走るだけでな
く、機会があればぜひ「圏央道」をじっくり見て
ください。下から見上げる圏央道も圧巻ですよ！

（大竹）
今回、圏央道の上を歩いて取材させてもらったの
ですが、その大きさにビックリ！そして上からの
眺めの素晴らしさ！目の前にある筑波山の迫力に
感動しました！この圏央道の開通が「稲敷の発展、
そして皆さんの未来へ」と繋がることを信じてい
ます。（若林）
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平成24年度　成人式

平成 25 年１月 13 日、平成 24 年度稲敷市成人
式が行われ、新成人のまぶしい笑顔がはじけま
した。式典会場の江戸崎体育館には、たくさん
のなつかしい恩師の方々も駆けつけ、ちかいを
新たにした新成人の門出を祝いました。

がんばれ新成人！
成人式では立派に成長されたみなさんに再会できて、たいへんうれしく、また誇らしく思いました。
教員として私がいつも心に抱いているのは「自分はここで、今何ができるか」ということです。た
とえば部活動。「全国大会に出たい！」スポ少経験もない子どもたちの大きな夢を前にして、自分
は何ができるか。持てる力で、ただ精一杯やるだけでした。「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、
成らぬは人の為さぬなりけり」江中体育館前にある石碑の言葉を見るたびに、折れそうな心を奮い
立たせました。そして夢は目標となり、現実になりました。

「自分はここで、今何ができるか」自分、家族、愛する人、仲間そして故郷のために。人生、為せば成る！
新成人が中学３年生の時、
江戸崎中学校男子バレー
ボール部を全国大会に導く

池田芳一 先生（現在浮島小）

新利根地区

江戸崎地区① 江戸崎地区②
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イベント情報 就職等情報

1 月 成人式
2 月 江戸崎まちなか豆まき巡り／あげ餅自慢大会
3 月 江戸崎の雛まつり
4 月 チューリップまつり
5 月 あずまミルキークイーン田植祭
6 月 江戸崎かぼちゃフェア／ふな釣り大会
7 月 祇園祭（江戸崎・古渡・太田・伊佐部等）
8 月 いなしき夏まつり花火大会
9 月 あずまミルキークイーン収穫祭
10 月 大杉祭／敬老会／スポーツフェスティバル
11 月 文化祭
12 月 オオヒシクイ観察会

■ 稲敷市内の求人情報
市ホームページに市内の求人情報を掲載中。
http://www.city.inashiki.lg.jp/

■ ジョブカフェいばらき
ジョブカフェいばらきホームページで求人情報が検索できます。また、
就活イベント、セミナー等の情報や就活の相談もできます。
http://www.jobcafe-ibaraki.jp/
・就職相談（無料）
　日時：平日の午前 9 時〜午後 4 時
　場所：土浦合同庁舎（土浦市真鍋 5-17-26）
　問合：県南地区就職支援センター tel.029-825-3410
・就職出張相談（無料）
　日時：毎月第 3 水曜日の午前 10 時〜午後 3 時
　場所：稲敷合同庁舎（稲敷市江戸崎甲 541）
　問合：県南地区就職支援センター tel.029-825-3410
・新規就農相談
　稲敷地域就農支援協議会で新たに農業を始めようとする皆さん
　の就農相談を行っています。
　http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/noucenter/fukyu/inashiki/

桜川地区

東地区



− next  issue −
手続きは簡単。下記の方法でご登録ください。
次号（発行日未定）の購読をご希望の方は、Ｅメー
ル、ファックス、または官製はがきで必要事項を記
入のうえ、下記宛先へお送りください。

《必要事項》
1. 住所　2. 氏名　3. 年齢　4. 電話番号　5. 本誌の感
想、取り上げて欲しい内容、稲敷市への要望等
※個人情報につきましては、他の目的に利用するこ
とはございません。

《宛先》
〒 300-0595　茨城県稲敷市江戸崎甲 3277-1
稲敷市市長公室企画課「いなしきエール便」係
E メール yell@city.inashiki.ibaraki.jp
tel.029-892-2000（内線 2604）
fax.029-893-0388

「いなしきエール便 第 3 号」（2013 年 2 月発行）
企画・編集・発行：平成 24 年度稲敷市人口問題プ
ロジェクトチーム
問合せ：稲敷市市長公室企画課


