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八王子市の職員募集に

エントリーをお考えの皆さんへ

豊かな自然と長い歴史に育まれた八王子市。

東京の中にあっても、高尾山をはじめとした自然や大きな川、広い空を近くに感じられる一方で、

都市のにぎわいや東西南北のアクセスに優れた、多様な暮らし方ができるまちです。

私たちの仕事は、

様々な考え方や暮らし方、夢を持った市民の皆さんが

「自分らしくあるいていける」まちをつくること。

私たちと一緒に、「あなたのみちを、あるけるまち。八王子」を実現してみませんか。

八王子を元気にする合言葉 「ブランドメッセージ」
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八王子市は、東京都心から西へ約40キロメートル、新宿から電車で約40分の距離に位置

しています。地形はおおむね盆地状で、北・西・南は海抜200ｍから800ｍほどの丘陵・

山地地帯に囲まれ、東は関東平野に続いています。

大正6年に、東京市（現在の23区）についで都内で2番目の市

となり、平成29年には市制100周年を迎えました．

様々な企業が立地する都内有数の産業集積地であるだけでな

く、ミシュランガイドで三ツ星を獲得した高尾山などの豊かな自

然や、国内有数の21大学立地など、多様な魅力が詰まったま

ちです。

平成27年4月には、東京都初の中核市となり、多摩地区のリー

ディングシティとして発展を続けています。

「モアイ像」＝「八王子」＝「砂丘」？

およそ58万人（577,513人）平成27年国勢調査より

鳥取県の人口（約55.2万人）と近い。
もちろん、都内１位です。

人口

面積

源流都市八王子

市境を流れる多摩川・秋川を除く、16河川すべての源流が市内で確認できます。 50万都市でほとんどの川の源流があるまちは、
世界的にも珍しいとか。 最初の一滴が立派な川に成長していく物語がいくつも見られるのは、自然に恵まれたまちならでは。

１8６．３８k㎡
だいたい南米チリの
イースター島と同じくらい。
都内では２番目の広さです。

髙尾山薬王院

八王子車人形 日本三大並木の一つ「甲州街道イチョウ並木」８０万人の人出でにぎわう「八王子まつり」高月地区の田園

■宅地

■農用地

■水面・河川・水路

■森林

■原野

八王子市ってどんなまち？

都会にないもの 田舎にないもの ここにある
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多摩ニュータウン地区「長池公園」八王子駅前

まちの中心を流れる「浅川」

南大沢のショッピングモール

ＴＡＫＡＯ５９９ミュージアム

世界一の登山者数を誇る「高尾山」

八王子駅前（八王子夢駅伝）エスフォルタアリーナ八王子（市民体育館）



八王子には、歩いたり調べたりして初めて分かる、ディープな

歴史や魅力がたくさんあります。決して「分かりやすく」

残っているとはいえませんが、とても面白いまち

だと思います。多くの方との関わりによって、

地域の魅力をストーリーとして

つなげていくことに、八王子なら

ではの醍醐味を感じています。

日本一ゴミの少ないまち

住民協働による未来の「地域づくり」

職員一人あたりの人口の多さは、都内Ｎｏ．１の八王子市。 ニュータウン、大学、商業・工業エリアや田

園地帯までそろっていて、課題の多様性もＴＯＰクラスです。

令和２年度に新設された「未来デザイン室」では、中学校区を単位とした、地域の課題解決に向けて取り

組みを開始しました。市民の皆さんとともに、それぞれの地域の未来の姿を描いていきます。

日本遺産認定をきっかけに八王子の魅力を向上

ごみを減らし

資源化をはかる

職員から

地域ごとの

課題解決に向けて

歴史・文化と

地域資源を

結び付ける

職員から

職員から

未来デザイン室

地域づくり担当主幹

野田 明美

都市戦略部

都市戦略課

草間 亜樹

資源循環部

ごみ減量対策課

前川 健一

八王子市の施策紹介

「日本遺産」とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリーを国が認定す

る制度で、日本全国で１０４のストーリーが「日本遺産」として認定されています。令和2年、八王子市の

ストーリー『霊気満山 高尾山～人々の祈りが紡ぐ桑都物語～』が、東京都ではじめて認定されました。

このストーリーは、養蚕や織物が盛んだったことから「桑都」と称された八王子の発展の歴史を、霊山・

高尾山への人々の祈りをテーマにしてつづられています。このストーリーを柱に八王子の魅力を国内

外に向け発信することで、市民が誇りをもち、多くの人が訪れるまちにしていきます。

ごみ減量に向けたアイデアを反映できることと、市民からの

反応を直に受けられることが醍醐味です。

最近は、市内大学との協働により、発展

途上国での国際支援にも携わることが

でき、この仕事の奥深さを

改めて感じています。

平成29年度から2年連続で、本市は人口50万人以上の都市における一人一日当たりのごみ排出量が

少ない都市ランキング1位となりました（環境省発表）。

本市は、全国30万人以上の都市で初となるごみの有料化を平成16年に開始して以来、市民・事業者と

ともにごみの減量を推進しています。この成果は海外でも高い評価を受け、平成29年度から３年間、ミク

ロネシア連邦のごみ問題解決にむけて、「ＪＩＣＡ草の根技術協力事業」のもとで職員を現地へ派遣するな

ど、蓄積したノウハウの活用を国際的にも図っています。
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それぞれの地域にある魅力や困りごとなどを一緒に考え、地域をつくっていく。

その一つひとつの取り組みを市全体へと広げ、 「誰もがいつまでもここに住み

続けたい」 と感じられる地域づくりを目指しています。

地域が描く未来のまちの姿や、その実現に向けての取り組み

など、地域の声に直接触れることができるこの仕事にやりが

いを感じています。



教えて、先輩！(行政職) 先輩職員たちが八王子市の仕事を紹介します。

前職で培ったおもてなしの心を活かして

税務部 納税課
石坂 博輝 〔令和2年４月入庁〕

以前勤めていた会社を退職し、この春に入庁しました。前職

はホテルマン。初めての転職で戸惑いもありましたが、丁寧に

仕事を教えてくれる上司や先輩方に囲まれ、いきいきと仕事

ができています。

納税課は、さまざまな事情を抱えた方が窓口に相談に訪れ

る職場。前職で培ったおもてなしの心を活かせればと、相手の

話をよく聴き、親身に対応することを心がけています。

転 職 産業振興部 観光課
木村 泉紀 〔平成26年4月入庁〕

観光課での担当業務は、八王子花火大会、夕やけ小やけ

ふれあいの里の管理、滝山城跡の観光ＰＲなどです。

最近は、外国の方に向けた発信にも力を入れています。昨

年はYouTubeなどで観光スポットの紹介をしたり、外国人モ

ニターに市内の観光地を巡ってもらい、モデルコースを作りま

した。新型コロナウイルス感染症の収束後には、以前のように

たくさんの方が八王子を訪れてくれたら嬉しいですね。

伝えたい！生まれ育ったまちの魅力

公文書管理が私の主な業務で、市の文書事務の基を示す

仕事です。公文書管理課の業務は、公文書管理、情報公開・個

人情報保護制度、包括外部監査など、取り扱う業務内容は専

門的な知識を要するものが多いので、緊張感を持って仕事に

取り組んでいます。

文書事務については、間違えないことが当たり前なので、責

任も感じますが、やりがいも感じています。日々勉強しながら

ではありますが、職員の見本となるように心がけています。

総務部 公文書管理課
安川 雄大 〔平成２７年4月入庁〕

間違えないことが当たり前の仕事

市内
出身

福祉部 高齢者いきいき課
大内 夏奈 〔令和２年4月入庁〕

私は、高齢者計画・第8期介護保険事業計画の策定や高齢

者集合住宅の管理運営などを担当しています。また、電話での

問合せ対応や窓口での案内も行っています。

問合せがあった際には、市民の方一人ひとりに合わせて丁

寧に接することを心がけています。また、間違いがあってはい

けないので、不明な場合はすぐに答えず、必ず内容を上司に確

認してもらってから答えるようにしています。

隣席の先輩職員が、分からないことがあっても一から丁寧に

教えてくれるので、安心して働くことができています。

一人ひとりに合わせて丁寧に接する

新人
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職員にききました

仕事のやりがいやワクワク感は、職員にとっての一番のビタミン剤！

それは、自分の仕事が市民のしあわせにつながったときの副産物です。

ちょっと覗いてみませんか。

仕事の「やりがい」・「ワクワクする瞬間」

「あなたに対応してもらってよかった」と言われたとき。

相手が自分でも気づいていないニーズに気づき、それを提案できたとき。

相手の期待を越えられたと感じる。

電話で対応したお客様に、

丁寧な説明で分かりやすかったと言われたとき

自身が苦労して設置した施設等を
市民の方が使ってくれているのを
見るとき。

自分の名前を指名してもらうとき。

相手に寄り添ったサービスを行い、ファンになってもらえるよう仕事している。

職場や利害関係者それぞれの

理念や考え方が一致し、

同じ方向性で行動できた時

これまでやったことの
ない事業が始まるとき。

部下がいきいきと仕事に臨む姿
が見える時

一人ではできないことが、

仲間や部下・上司に支えられ

ながらでも、できたこと。

大変な仕事であっても、

チームの皆が役割を果たそうと協力し合って努力しているとき。

市民の方や行政職員などから、本心や

まちへの熱い思いを

聞けたとき。

まちの皆さんに安心を

生活安全部 防災課
中山 翔太 〔平成３０年度入庁〕

防災課の仕事は市民の皆さんの命にかかわるもの。いざとい

う時に素早く的確な対応ができるよう、日頃から準備には力を入

れています。イベントなどでの啓発活動はもちろん、市民の皆さ

んのもとに出向いて防災に関する相談に乗ることも。

最近ではSNSなどを活用した情報発信の役割も大きくなって

おり、広い視野をもって業務に取り組むことが必要だと実感して

います。

地震や台風などの緊急時には、夜通し警戒にあたることも。ま

ちを守る仕事には誇りを感じますね。

教えて、先輩！(行政職) 先輩職員たちが八王子市の仕事を紹介します。

医療保険部 新型コロナウイルス感染症対策
地域医療体制整備チーム
山北 晴奈 〔平成３０年度入庁〕

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による地域医療体制の崩壊

を防ぐため、この4月に発足した「新型コロナウイルス感染症対策地域

医療体制整備チーム」。私はその一員として働いています。

都と市医師会との共同運営により実現した多摩地域初の宿泊施設

での軽症者受け入れや、医師会の皆さんと連携して開設したPCR外

来など…めまぐるしく変化する状況下で感じたのは、市民の皆さんの

健康と生活を必死に守ろうとする人々の頑張りでした。

コロナ禍で感じた私たちの役目
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今年度は1歳児クラス10名を担当しています。かわいい子

どもたちに毎日触れて仕事ができることが何よりもやりがい

につながっています。

言葉を覚え始めた子に「先生」と呼んでもらえた時はとても

嬉しかったですし、一生懸命考えて用意した活動を子どもた

ちが楽しんでくれたときも充実した気持ちになります。

子どもの主体性を大事にし、一人一人が大切な存在である

ことが実感できるような関わりを意識して、毎日が楽しいと感

じられる保育を心掛けています。

子ども家庭部 保育幼稚園課
浦島 彩音 〔平成30年4月入庁〕

まちなみ景観課の業務は、都市景観の形成に関するもの、

屋外広告物の許可及び違反屋外広告物の簡易除却等に関

するもの、地区まちづくりの推進に関するものなどがあります。

私は、主に都市景観の形成に関するものと、屋外広告物の

許可申請に関する実務を担当しています。

現在、市内の景観重点地区における景観づくりを、地元の

方々と一緒に考えており、この事業を通じて市民の方にまち

の景観をもっと身近に感じてもらえたら嬉しいです。

まちなみ整備部まちなみ景観課
森木絵里奈 〔平成2７年4月入庁〕

保育士

市民とともにすすめる景観づくり 毎日が楽しいと感じられる保育を

道路交通部 補修センター
平本 和希 〔平成３０年4月入庁〕

補修センターは、道路・水路・橋りょうやそれに付随する施設等

の維持補修が主な仕事です。私は、道路維持担当で、電話対応も

行いますが、舗装や排水施設等の補修のうち、業者に委託する必

要がある案件については、工事の計画・設計、業者への発注、現

場の管理・監督、精算までの一連の作業を行っています。

市民のライフラインを支える仕事を担っており、道路の修繕をす

ることで市民の方に喜んでもらえることにやりがいを感じます。

また、工事の際に市民の方と直接コミュニケーションを取ってい

ると、その地区周辺の歴史を知ることができるのも今の仕事の魅

力だと思っています。

市民のライフラインを支える

土 木

教えて、先輩！(専門職) 先輩職員たちが八王子市の仕事を紹介します。

小学校勤務の栄養士の主な仕事は、給食管理業務と食育指導

です。大和田小学校では学童農園を実施しており、ジャガイモや

ダイコン等の野菜を育てています。そのため、子どもたちは自分

で収穫した野菜を給食で食べることができます。また、授業で野

菜の皮むき体験を行い、その野菜を給食で提供しています。

毎日安全・安心でおいしい給食を提供することはもちろんです

が、八王子産の農産物の魅力を子どもたちだけでなく多くの人

にも知ってもらいたいと思っています。

学校教育部 大和田小学校
髙崎 信子 〔平成３１年4月入庁〕

苦手をなくし、おいしい給食を

栄養士

建 築
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都市の要素と、自然豊かな田舎の要素を併せ持つことは、大きな魅力です。
都市機能を維持しながら、豊かな自然を残し、さらに増やしていけたら最高だと思います。

市民の八王子愛の強さ
地元愛、誇りがここまで強い地域は
なかなかないです。

人口規模、財政規模が大きく、多様な側面があり、

様々な課題に挑戦できる市役所だと思う

工夫を凝らした取り組みを実施し、全国に発信することで、他の自治体

を引っ張っていけるような役割を担える可能性があるところ。

「市民の苦情を受けるのが仕事」と

考えていた私に、「その苦情がなく

なるようにすることが仕事」だとア

ドバイスをいただいた。そんな素敵

な上司がいること。

八王子市は、長い歴史、豊かな緑、特色

のある企業の立地等様々な特徴、資源

がある。また、山間部、中心市街地、

ニュータウン地区など、多様な街の姿を

持っている。その多様性を活かして、八

王子の魅力をアピールしたり、事業を

考えたりできる。

職員数も多いので共通意識を持つことが難しいが、見方を変えれば、多様な人材が

いることで、シナジーやイノベーションを生み出す環境があると思う。

大きな市なので、多種多様な
仕事があるため、次はどんな仕
事ができるかの楽しみがある。

国や都への派遣研修制度があること。より広い視野で仕事ができます。
最新の情報を得られるとともに、八王子市を客観的に見ることができました。

職員にききました

八王子市で働く醍醐味

何でもある、大きなまち八王子。

そんなまちで働く職員たちは、どんなプライドを持っているのでしょうか？

八王子で働いていて良かった、と思う「キラリと光るひとこと」です。

比較的大きな工事を担当することができ、

責任の大きな仕事ができる。
他自治体から「八王子ではどのように
対応していますか」などと、多摩地域
の代表のように見られること

中核市ならではのスピード感とやりがいを実感

中核市とは、政令指定都市とならぶ大都市制度の一つ。指定要件は人口が20万人以上で、都道府県から一部の権限を委譲さ

れた都市で、事務の効率化やスピードアップが図れます。八王子市は、平成27年に東京都ではじめての中核市となりました。

介護施設の指定に関する事務を担当していますが、中核市になって格段に、利用者の声を受け止め対応できるスピードが早くなりました。

これまで指導監督を担っていた東京都は、限られた人数で全自治体を監督していて、利用者からも施設からも顔の見えない遠い存在でした。

中核市移行により、利用者からの相談で契約違反や虐待が疑われる場合には、すぐに聞き取りや現地調査ができるようになりました。施設と

利用者にとって身近な市だからこそ、それぞれの言い分を聞きながら、市民にとってベストのサービスを提供していけるようになりました。

また、地域の介護サービスを整備していく上で、需要と供給バランスを調整できる指定の権限が移譲されたことは、大きなアドバンテージ

です。これによって、描いたシナリオに合わせたサービスが提供されるよう、事業者を誘導していく道が開けました。

新型コロナウィルスへの対応でも、一斉休校の決定により子育て中の施設職員が出勤できず、定められた職員数に届かないとの報告が入り

ました。上司が弾力的な対応を判断し、休業を認める通知を出したところ、「国よりも

早く対応をしてくれた」と施設からお褒めの言葉をいただきました。国は後追いで、

八王子市と同じ対応をしました。

指定権者である権限と合わせて、実態をよく知ることが、よりよい仕事へとつながる

のだと思いました。なりたちや基準や制度を知らないとどこまでやっていいのかわからず、

知識のインプットが大変ですが、中核市八王子ならではのやりがいを感じています。

面積も人口も大きな市、まとまらないところ、まとまるはずがないとこ

ろ、まとまる必要もないし、できない。個性が豊かなところが素晴らしい。

行政も個性豊かな対応が必要なところ。

教えて、先輩！ 先輩職員たちが八王子市の仕事を紹介します。

‐７‐

「みちＢＯＯＫ」より



3
2

1

組織の力を向上させる職員

市民の信頼に応える職員

自 ら を 高 め る 職 員

研修制度

１.新規採用職員研修

目指す職員像

八王子市では、職員個人や組織の成長を促すため、通常業務に必要なスキルを学ぶ研修

の他に様々な研修を実施し、誰もが働きやすい活力ある職場づくりを目指しています。

「八王子市人財育成プラン」において、目指すべき職員像やそのための基本姿勢などを

定めています。

新規採用職員は、入庁後・配属前に、同期と共に本研修を受講します。研修内では同期との親交を深めながら、職務上必要な基礎

知識を学び、公務員としての自覚と意識を醸成します。

八王子市の人財育成

福祉体験パラスポーツ体験 (ボッチャ)

フィールドワークグループワーク 懇親会 （市長とともに）

‐８‐

・担当業務と役割を理解し、責任を持って業務に取り組む

・未来を見据えて課題を発見し行動する

・新たな知識等を積極的に取り入れる

・職員同士認め合い、成長に繋げる

・地域への理解や愛着を一層深める

・公平公正に業務を行う

・使命感や倫理観を持って行動する

・協創力を身につける

・目的やコストを意識し、業務を改善する

・役割を適切に担い、職員同士で連携補完する

・組織の目標を共有し、協力して業務に取り組む

・知識やノウハウ等を組織に蓄積・継承し、活用する

座学

令和元年度までの研修の様子



2.自己啓発研修

職員の自己啓発に対する取り組みを支援するため、通信教育受講料や大学院入学経費、資格取得経費、自主研究グループ

活動費等の助成を行っています。

3.夜間自主研修

さらなる自身の成長を望む職員向けに、職務時間外に自主参加研修を実施しています。研修内容は、社会状況や職員の要望

などを取り入れて企画します。

昨年度の夜間自主研修の様子

4.プロジェクト型研修

日常業務の枠を超えて、様々な職場からメンバーを公募し、八王子市全体の課題に対してアプローチする研修を実施しています。

■若手職員による「行政事業イノベーションプロジェクト」

若手職員で構成する組織横断型のプロジェクトチームを立ち上げ、これまでのやり方にとらわれない若手ならではの発想力に

より、今の時代に合っているかの観点で既存事業の検証を行い、市長への具体的な改善提案を行いました。その成果を予算

などに反映し、市民サービスの向上を図ることを目指しています。

■民間企業との共同研修

平成30年度に実施した本研修では、25～30歳の若手職員が、大手民間企業の若手社員とチームを結成し、「官民協働によ

るスポーツ気運の醸成」をテーマに、民間企業と市役所のそれぞれの強みを生かして、オリンピックに向けたスポーツ気運を

どのように醸成していくのか検討しました。

ブレインストーミング 視察 発表の一幕

八王子市の人財育成

ブレインストーミング 先進自治体視察 市長提案

‐９‐

令和元年度の様子



1． 採用について （詳しくは市のHPでご確認ください）

採用Q&A

Ｑ：職員採用試験受験から採用までのスケジュールについて教えてください

受験 ⇒ 合格（通知発送） ⇒ 採用候補者名簿登載 ⇒ 採用決定（通知発送）⇒ 採用 のスケジュールです。

なお、令和２年度のスケジュールは以下のとおりです。令和３年度のスケジュールについては決まり次第HP等で公開します。

Ｑ：試験に合格しても、採用されないことはありますか？

最終合格者は、高得点順に採用候補者名簿（原則1年間有効）に登載され、欠員の状況に応じて順次採用されます。

名簿の有効期間内において、欠員の発生が最終合格者数より少ない場合は、採用されない可能性もあります。

ただし、これまでは合格者全員が採用されています。（合格を辞退した場合を除く）

申込

8月1日
～16日

インターネット
で申込

第一次試験

・ 教養試験
（Web方式）

・ 論文試験
（メールで事前提出）

9月4日～7日

合格発表：9月17日

第二次試験

・ 口述試験＊

・ 専門試験＊

（該当の方のみ）

＊市役所会議室等で実施

9月22日
～27日

合格発表：10月5日

第三次試験

・適性検査＊

（Web方式）

・グループワーク＊

＊市役所会議室等で実施

10月10日
～17日

合格発表：10月23日

第四次試験

・ 口述試験＊

＊市役所会議室等で実施

10月31日
～11月5日

合格発表：11月18日

名簿登載・採用

令和3年4月1日
から採用（原則）

採用後は、1週間程度
の新規採用職員研修が
あります。
その後、各課に配属さ
れます。

受験申込から採用までの流れ

Ｑ：大学卒業程度とは、大学を卒業しないと受験できませんか？
本市では原則として学歴は不問です。 それぞれの試験区分の受験資格を満たしていればどなたでも受験できます。

Ｑ：市内在住ではないのですが、住所や年齢、性別などによる有利・不利はありますか？
採用試験では、住所・年齢・性別・出身校・学歴・職歴などによって有利・不利になることはありません。

Ｑ：令和２年度に行われた採用試験の合格者はどのくらいですか？
令和２年に実施した試験の主な結果は下表のとおりです。その他の試験や過去の試験の結果については、市のＨＰで公開しています。
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試験区分 申込者数
第一次試験 第二次試験 第三次試験 第四次試験

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 受験者数 合格者数

Ａ行政（大卒程度） 2,131 1,607 459 406 299 271 135 119 79 

Ｂ社会福祉 38 26 3 3 3 3 2 2 1 

Ｃ土木 29 21 7 5 4 3 1 1 1 

Ｄ建築 17 15 8 6 5 5 4 4 4 

Ｅ機械 11 6 2 2 2 1 1 1 0 

Ｆ保育士 60 57 5 5 4 4 3 2 2 

Ｇ栄養士 57 42 10 9 9 7 6 6 6 

計 2,343 1,774 494 436 326 294 152 135 93 



Ｑ：産前産後休暇・育児休業制度について教えてください

原則として産前産後休暇は出産日をはさんでそれぞれ8週間取得できます。

育児休業（男女とも取得できます。）は産後休暇終了後から子が3歳に達するまでの期間に取得できます。

Ｑ：福利厚生制度はどうなっていますか？

【健康管理のために】

全職員を対象に健康診断を最低年1回実施するほか、一定の年齢の者を対象にした検診も行っています。

【いざというときに備えて】

職員が公務中に怪我をしたり、出勤・退勤途中で事故にあった場合に、その身体的な損害を補償する制度があります。

他にも、積立年金、医療保険、財形貯蓄、共済組合積立貯金などがあります。

【結婚・出産・傷病などのときに】

結婚・出産祝金の支給、職員やその家族の病気・怪我などに伴う医療保険制度、職員の退職･障害･死亡に対する年金の

給付などがあります。

【余暇の活用について】

共済組合の契約保養所・地方公務員共済組合の宿泊施設の利用、 スポーツ観戦や観劇などへの割引等があります。

Ｑ：勤務時間・休日・休暇はどうなっていますか？

勤務時間は原則として午前8時30分から午後5時15分です。（時間をシフトして勤務する職場もあります。）

休日は原則として土日・祝日・年末年始です。（配属先によって異なる場合があります。） なお、業務によっては休日出勤、

時間外勤務がある場合もあります。

年次有給休暇は原則として年間20日付与され、別に夏休み休暇が5日あります。また、子ども看護休暇、ボランティア休暇、

配偶者出産休暇、ドナー休暇、療養休暇、結婚休暇などの各種休暇もあります。

２. 配属・待遇等について

Ｑ：給料について教えてください。また民間企業での職務経験等はどう扱われますか？

初任給は、皆さんそれぞれの卒業時年齢や学歴・職歴等によって算出されます。

【一般行政職】採用時大学4卒22歳の場合：月額211,260円 （令和２年４月１日現在、地域手当（15％）含む）

また、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等の手当制度があります。ボーナスは、年2回あわせて4.6か月分（令和元

年実績）支給されます。

Ｑ：昇任について教えてください

一般行政職の基本的な昇任・昇格制度は、下図のとおりです。

ちなみに、令和元年度中の八王子市
年間平均有給休暇取得日数は、15.1日！

Ｑ：希望の配属先があるのですが、自分で決めることはできますか？ （司書資格があるので図書館希望等）

本市では、勤務場所等を限定した採用は行っておりません。

配属先の希望を伝える機会はありますが、配属は本人の適性に応じて決定します。

Ｑ：人事異動について教えてください

人事異動は、定期的に行っています。異動先の決定にあたっては、所属長を通して本人に意向調査を行い、本人の能力・適性・実績等

を考慮します。なお、新規採用から一定の期間は、人財育成の視点から様々な業務を経験し、自己の適性の発見や幅広い視野を持つ

ことができるように配慮して人事異動を行います。

採用Q&A

主事 主任 主査 課長 部長

主任職
昇任選考

主査職
昇任選考

課長職
昇任選考

部長職
昇任選考

27歳以上
主事職5年以上
(前歴加算あり)

主任職5年以上

課長
補佐

課長補佐職
昇任選考

主査職４年以上
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令和元年度の男性の取得率は50％！

57名中23名の男性が育休を取得しています。



■育児休業を取得した感想

なんといっても子どもの成長を肌で感じる

ことができたのが一番大きいです。笑うようになった、

大きい音にびっくりするようになった、目で追うようになっ

た、お腹がすくとぐずるようになった。そういった日々の成

長や変化を感じることは、仕事をしながらでは難しかった

かと思います。取得して本当に良かったと思っています。

■育児休業取得まで

産後、妻の体調が回復するまでのサポートと、育児を経

験したいと思い、出産の約半年前に育児休業取得を決め

ました。仕事の引継ぎのため、改めて担当業務を洗い出し、

スケジュールと手引きを作成しました。

念入りに準備しましたが、育休を取得することができた

のは、職場の仲間の理解とサポートがあっ

たから にほかなりません。とても感謝しています。

■育児休業中の1日

私の子どもの夜泣きは幸いにも授乳をすれば収まった

ので、妻に任せていました。逆に午前中は妻にゆっくり寝

てもらい、その間に洗濯や掃除を済ませ、子どもと遊ぶ時

間などにあてていました。妻が起きたら子どもの世話を交

代し、買い物や料理をするなど、家事と育児を分担して行

いました。

■復職後の現在

復職した現在は、定時よりも早く出勤・退勤ができる朝型勤

務を活用し、早く家に帰るようにしています。お風呂に入れたり寝るまでのあいだ

遊んだり、復職後も子どもと触れ合う機会を作れています。また、

なるべく残業せずに早く帰ることができるよう、業務の見直しや効率化を考えるよう

になりました。こういった意識の変化があったのも良い点かと思います。

■今後の予定

来年保育園への入園を予定しています。定時よりも遅く出勤し、

早く退勤することができる部分休業の制度を活用し、

子どもの送り迎えをする予定です。仕事との両立を図りながら、

少しでも長く子どもと過ごす時間を作りたいと思っています。

総務部労務課 石井 涼平
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育児休業取得者インタビュー

子どもの成長を肌で感じる幸せを実感！



未来デザイン室 主幹
志村 慶太 〔平成11年4月入庁〕

年月 異動歴

平成11年4月
入庁。清掃部管理課
施設整備係へ配属

平成13年7月 健康福祉部地域医療推進課

平成18年4月 監査事務局

平成20年4月

文部科学省
大臣官房 文教施設企画部
施設助成課へ派遣

平成21年4月 財務部 財政課

平成23年4月 主任昇任

平成26年4月 主査昇任

平成28年4月 産業振興部 産業政策課

平成30年4月 課長補佐昇任

令和2年4月
未来デザイン室主幹
（長期ビジョン担当）

最初に配属された清掃部管理課では、当時、建設中だった余熱利用施設（戸吹湯ったり

館）や、最終処分場の埋立てに関する業務を担当しました。社会人としてのマナーや、契

約、支払等の事務のノウハウを学び、先輩の電卓の早打ちに憧れた時期でした。また、上

司が地域の方々と議論を重ね、事業を進めているのを肌で感じました。

地域医療推進課では、戸吹湯ったり館の運営に加えて、東海大学医学部付属八王子病

院の誘致に関連する業務も担当しました。ちなみにこの職場で出会った上司の影響で簿

記に興味を抱き、監査事務局を希望し異動しました。監査事務局では、法令に適合してい

るか、最少の経費で最大の効果をあげているか、という意識を持ち、簿記の知識も生かし

ながら、様々な監査業務を経験しました。

文部科学省（研修派遣）では、全国の公立小・中学校の耐震化率を調査する業務を担

当しました。平成20年5月に発生した中国・四川大地震で、学校の倒壊により多くの生徒

が犠牲になったことをきっかけに日本でも法改正があり、市町村の学校耐震化工事への

国庫補助率が引き上げられました。全国の耐震化率62.3％という調査結果は、当時多く

の新聞に取り上げられ、学校の耐震化が加速するきっかけになったと記憶しています。

派遣終了後、財政課で民生費や衛生費、土木費などを担当しました。当時は分からない

ことだらけで自分の担当業務だけで手一杯だったため、業務の全体像がなかなか理解で

きず苦労しました。財政課で主査に昇任したのですが、前述の苦労した経験もあり、部下

にはよく仕事の全体像やスケジュールを共有することを心掛けていました。

産業政策課では、ＭＩＣＥ（Meeting、Incentive、Convention、Exhibition：多くの

集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称）誘致を担当しました。“八王子に

MICEを誘致するために何が必要か”、“地域一体での受入体制をどうするか”など、八王

子観光コンベンション協会や八王子商工会議所等とともに取り組みました。令和2年3月

に入り業務は一変、新型コロナウイルス感染症の影響で国のセーフティネット保証を申請

する事業者が大幅に増加し、窓口業務と審査業務に総力を挙げて取り組みました。

令和2年の4月に課長職に昇進し、新たに組織された未来デザイン室の主幹として現在

に至ります。

2040年を展望した「長期ビジョン」の策定に取り組んでいます。「長期ビジョン」は、市の最上位に位置付けられる計画です。

未来を予測することが困難な時代だからこそ、揺るぎないありたい未来の姿を市民とともに描くことが大切だと考えています。

何事も先手を打つことです。人との関わりもこちらから一歩踏み出さないと構築できないことがあります。挨拶も仕事も先

んじて動くことを意識しています。また、職場においては、同じ立場でコミュニケー

ションをとることを心掛けています。確かに上司から部下への指揮命令系統も必要

ですが、管理職になっても今までと変わらず、横のつながりを大切にしています。

私は理系学部の出身です。学生時代に学んだ数学には必ず答えがありましたが、

仕事には100％正解で終わり、ということはないと思っています。だからこそ、八王

子らしさの追求が必要です。その過程では、新鮮で、柔軟な発想が不可欠です。

皆さんがこれまで学んだこと、経験したことを生かせる機会はたくさんあります。

ぜひ一緒に、真っ白なキャンバスに八王子の未来を描きましょう。

入庁から今に至るまでの、仕事について教えてください。

今取り組んでいることは？

仕事で大切にしていることって何ですか？

エントリーをお考えの方に一言おねがいします。

ベテラン職員に聞く ： 「八王子市役所におけるキャリアアップ」
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