
 

 

 

２月８日（土）、山口きらら博記念公園にお

いて、第46回団結駅伝大会を開催しました。山

口・県庁支部あわせて144チームのエントリー

があり、そのうち山口支部からは13チームが参

加しました。 

今年度は、久しぶりに児童相談部(中央児相)

の参加が、また、オープンではひとづくり財団

から３チームもの参加があり、山口支部として

も大会がより一層盛り上がりました。 

天候にも恵まれ、ドーム観客席や沿道からの

声援を受けた選手はタスキを繋いで、全チーム

がケガなく完走することができました。 

裏面に各賞一覧と激走の様子(写真)を掲載し

て い ま す 。 ま た 、 大 会 成 績 表 を 山 口 県 職 労 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.ykensyokuro.jp/）の「組合員向け情報」に掲載しています。

ユーザー名およびパスワードは支部書記局へお問い合わせください。 

 

 

 

青年部は２月15日(土)に、交流学

習バスツアーを実施しました。本イベ

ントは、より多くの組合員に参加して

もらえるようにと、青年部員とその家

族を対象としており、今年度は約20

人が参加し福岡県へ向かいました。 

往路に行ったクイズ大会では、①組合・制度に関する知識問題、②山口

県についての常識問題、③頭を使うなぞなぞ問題、の３分野から全20問が

出題され、４チーム対抗で得点数を競いました。「今年度から始まったイ

ンフルエンザ予防接種

の助成金額」や、「男

性職員の育児休暇取得可能期間」などの知っておきたい

制度問題や、「今年度の新規採用職員のうち組合に加入

した人数は何人？」など、多岐にわたる設問で、バス内

は大いに盛り上がりました。                           

一行は、「ホテル日航」でランチビュッフェを堪能し

た後、「マリノアシティ」にて買い物を満喫し、組合員

同士の親睦が深まった一日となりました。
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取組報告 

分会独自要求書 

手交＆回答 

 昨年10月から今年１月にかけ、

2019 年度分会独自要求書の作成

（見直し・追加等）を各分会で行い

ました。 

26分会中、15分会が独自要求書

を作成、所属長へ手交し、全分会の

所属長より回答を受け取ることが

できました。 

分会の切実な要求を所属長に確

実に申し入れるため、各分会の要求

を支部要求書へ反映させ、引き続

き、山口地域連絡協議会へ働きかけ

を行っていきます。 

一般（山口支部抜粋／全113チーム）

順位 総合タイム 職場名 チーム名

13 48:47 山口健康福祉センター 健福A

31 53:33 山口県税事務所 山口県税A

44 56:03 農林総合技術センター 農試A

45 56:16 山口農水　森林部 山口農水　森林

46 56:26 福祉総合相談支援センター児童相談部 福祉C児相A

62 1:00:20 環境保健センター 環保C

84 1:03:43 山口農水　農村整備部 山口農水　農整

90 1:04:44 山口健康福祉センター 健福B

93 1:05:21 農林総合技術センター 農試B

99 1:05:52 山口県税事務所 山口県税B

オープン（山口支部抜粋／全31チーム）
順位 総合タイム 職場名 チーム名

4 54:23 ひとづくり財団 ひとづくり#人材育成

28 1:07:28 ひとづくり財団 ひとづくり#松下村塾

31 1:14:51 ひとづくり財団 ひとづくり#秋穂二島

クイズ大会で盛り上がるバス内 

〈裏面有＿駅伝大会各賞一覧／青年部ボウリング大会〉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★優秀賞

１位 厚政ＲＣ青龍　 　（４５分３７秒） ６位

２位 住宅Ａ　　　　 　　（４５分３９秒） ７位

３位 港湾課Ａ　　　　　（４５分５２秒） ８位

４位 農林水・大吟醸　（４６分１６秒） ９位

５位 人事課Ａ　　　　　（４６分３２秒） １０位

★第４６回大会賞

４６位 福祉Ｃ児相Ａ      （５６分２６秒） １００位

★特別賞（チーム）

オープン１位 教政Ａ               （４５分２４秒） オープン７位

★優秀賞

区間 １位

１区
(4.00㎞)

吉田　尚斗（港湾課Ａ）
１２分５９秒

２区
(2.56㎞)

徳重　雅樹（新産・企立Ａ）
８分３９秒

３区
(2.56㎞)

中谷　亘希（住宅Ａ）
８分４８秒

４区
(1.44㎞)

江波　渉（農林水・大吟醸）
４分４６秒

５区
(2.56㎞)

出田　悠介（港湾課Ａ）
９分０７秒

特別賞
宮本　崇徳（教育政策）

５区 ： ８分５６秒

１区
(4.00㎞)

藤本　麻子（環政ﾐﾗｸﾙ☆ｻｲｸｰﾙ）
１７分１３秒

２区
(2.56㎞)

東屋　雅子（けんちくＡ）
１０分３６秒

３区
(2.56㎞)

宮川　理恵（人事課Ｃ）
１０分３１秒

４区
(1.44㎞)

池田　裕美（監理課Ａ　精鋭たち）
５分４２秒

５区
(2.56㎞)

新庄　里絵（秘書課）
１１分４４秒

特別賞 （該当なし）

    

４６位

１００位

★第４６回大会賞　（各区間の第46位と100位の方に授与）

１区：堤　良平（政策企画課Ａ）、２区：藤井　翔（環保Ｃ）、３区：該当者なし、
４区：田中　秀典（砂男）、５区：篠原　弘樹（給与厚生課Ｂ）

１区：井上　貴之（都市計画課Ｂ）、２区：大村　斉（こ政　Ｂ）、３区：梅本　さゆみ（情企Ｂ）、
４区：中村　有希（畜産振興Ａ）、清水　奈珠（住宅Ｃ）、５区：福田　拓生（農林水・特選）

原田　真衣（障害あいさぽＢ）
１３分４８秒

（該当なし） （該当なし）

原田　才子（技術管理課Ｃ）
４区 ： ６分４６秒

木村　晃司（農林水・大吟醸）
９分１１秒

女
性

大熊　綾（中山間）
１８分５０秒

都濃　久美子（統計チームＢ）
２０分３２秒

杉山　由美子（医務保険★観光列車）
１１分４７秒

金子　朋子（健福Ｂ）
１２分３６秒

原田　紗世（農林水・本醸造）
１１分３３秒

川地　翔子（農整Ｂ）
１１分４８秒

個　人

２位 ３位

教政Ｅ               （５８分４０秒）

男
性

金子　誠一（障害あいさぽＡ）
１３分０５秒

盛重　賢造（住宅Ａ）
１３分１２秒

木村　俊雄（医務保険★特急）
８分４１秒

藤井　康弘（人事課Ａ）
８分４８秒

チーム

防災Ａ　　　　　  　（４６分５７秒）

医務保険★特急 （４７分０７秒）

障害あいさぽＡ　 （４７分２３秒）

新産・企立Ａ　　　（４７分２５秒）

財政課Ａ　　　　　 （４８分１２秒）

武居　美紗子（住宅Ｂ）
１２分１８秒

藤田　菜摘（会計管理局Ｂ）
大谷　愛（健福Ａ）

６分４８秒

溝部　日出子（市町課３）
２区 ： １１分０９秒

中原　留美（観光隊）
６分１０秒

事業団        （１時間５分５７秒）

倉本　泰正（人事課Ａ）
後藤　将史（農林水・大吟醸）

９分０１秒

水野　雅弘（新産・企立Ａ）
８分５５秒

村田　一紘（厚政ＲＣ青龍）
４分４８秒

村岡　利優（人事課Ａ）
４分５４秒

高橋　和也（障害あいさぽＡ）
９分０９秒

※特別賞(個人)   オープン参加チームのメンバーのうち、組合員・準組合員・福利厚生会員・臨時職員で、
かつ、各区間の３位以内に相当する成績を収めた者に授与する賞。

農技センター 

森林部 

第 46 回団結駅伝大会 ～優秀賞、大会賞、特別賞、個人賞～ 

 

 

   

記録 2020 年 1 月 16 日（木）  

青青青年年年部部部ボボボウウウリリリンンングググ大大大会会会   

 青年部組合員同士の交流を目的としたボウリング大会を開催

し、23 人の青年部組合員が参加しました。ゲームは６グループに

分かれてのチーム戦とし、２ゲーム行いました。 

結果は、全員の２ゲームトータルスコア(平均)が 113 だった［平

川、佐野、吉田、田邊］チームが優勝しました。 

 

 

 

児相部 

山口支部勢健闘！チーム大会賞は児相部に！！   …山口支部 

 

県税 

農村整備部 

ひとづくり財団 

環保センター 

健福 


