八王子市の

先輩職員を

紹介します

現在の仕事内容を教えてください
資産税課の家屋担当の調査員として、固定資産税額に関する調
査をしています。実際にお宅に訪問して図面を描いたり、家の部材
や設備を調査します。データ入力や電話対応などの事務仕事もし
ますが、外に出ることが多い仕事です。
貴重な税金を納めていただくには、正しい評価をしなければいけ
ません。そのため固定資産評価基準や地方税法について日々勉
強をしています。

八王子市を志望した理由を教えてください
地元である八王子の魅力を多くの方々に知ってもらえる仕事
をしたいと思ったためです。また市民との距離が近いため、市
民に寄り添い仕事ができることにも魅力を感じました。
今年は市制100周年という節目の年を迎え、多くのイベントを
開催します。これらのイベントや普段の業務を通じて、市民に
「八王子に住んでよかった」と思われるまちづくりを目指してい
きたいです。

受験生の方へメッセージをお願いします
配属先によって仕事内容が全く異なるため、今まで学んできた
こととは全く異なった場面で働くことも多いです。しかし、そこで得
た知識は必ず市民のためになりますし、自分自身の成長のため
にもなります。
幅広いことを学びたい、チャレンジしたいと思う人にはぴったり
の職場です。みなさんと一緒に働けることを楽しみにしています。

芳賀

紗奈美

税務部 資産税課
8:00 出勤
〔入庁〕平成29年4月
メールチェック
8:30 朝礼、事務処理、
調査の準備
9:00 訪問調査
11:00 帰庁、データ入力、
事務処理、電話対応
12:00 昼食
13:00 訪問調査
15:00 帰庁、データ入力、
事務処理、電話対応 芳賀さんのある一日
17:15 退勤

千本松 伊織

〔入庁〕平成29年4月

学校教育部 保健給食課
現在の仕事内容を教えてください

受験生の方へメッセージをお願いします
八王子市の職員として働きたいと思った原点を大
切に、自分が職員としてどうなりたいか、八王子でな
ければならない理由を考えてみて、職員として働い
ている未来を思い描けた方はぜひ、八王子市職員を
目指してみてください。
きっと八王子市で働いていて良かったと思える日
が来るのではないかと、私はそう思います。
また、いつどんな知識が求められるか分からないの
で、分野を問わず様々なことを積極的に勉強してみ
てください。一生勉強だと思います。

私の所属する学校教育部は八王子市にある小学校７０
校、中学校３８校の児童・生徒の学校生活を支えるため
に日々、業務に取り組んでいます。
現在、私は子供たちの健康診断や学校管理下において
負傷した子供たちの保険金の払い出しなどの業務を担当
し、児童生徒等の健康の保持増進に学校と協力・連携し
ながら取り組んでいます。
まだ、日々の仕事をこなすことで精一杯ですが、街中で
元気な子供たちとすれ違う度に自分が行っている仕事の
意義とやりがいを感じることができています。

職場の様子や、同期とのつながりはどうですか
知識と経験のある先輩方は仕事への姿勢も含め、目標と
なる素晴らしい存在です。仕事に関して時間を割いて丁寧に
教えていただけますし、その分、一刻も早く成長し、与えられ
た責務を果たせる職員にならなくてはならないと感じます。
また、仕事やプライベートの悩みを相談したりできる同期は
非常に貴重な存在だと思います。尊敬できる点もあり、いつ
も刺激をもらっています。
昼食時には食堂で同期と会えますし、週末には同期と食事
や買い物、旅行などに行ってリフレッシュもできています。
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税課

八王子市の

先輩職員を

紹介します
現在の仕事内容を教えてください

文化財課では、指定文化財の保護・活用・維持
管理を主として、埋蔵文化財包蔵地内における土
木工事に伴う事前確認調査などの他に、八王子
城跡ガイダンス施設や絹の道資料館など、市内
の文化財関連施設の管理業務を行っています。
時には文化財普及活動の一環として、講座・講演
も行います。
このように、庁舎内だけでなく、現場に出て業務
を行うことが多いです。

受験生の方へメッセージをお願いします

柴田

恭典

〔入庁〕平成28年4月

生涯学習スポーツ部 文化財課
八王子市で働く魅力を教えてください
八王子市は市域が広く、地域によって多様な特色もあります。そのた
め様々な人やもの、文化と出会うことができます。このような多彩な経
験ができる場所は、なかなか無いと思うので、大きな魅力です。
また、市民の方々も郷土愛にあふれており、その熱意に負けないよう
に我々職員も、情熱をもって市をよりよくするために、日々業務に取り組
んでいます。

天野

郁香

〔職種〕保育士 〔入庁〕平成28年4月

子ども家庭部 保育幼稚園課
現在の仕事内容を教えてください
現在は３歳児クラスの担任をしています。集団生
活の中で、それぞれ性格や発達が異なる子どもた
ち一人ひとりに合った保育ができるよう意識して
日々取り組んでいます。
業務には、日々の記録、年間や月間の指導計画
作成、経過記録などの事務もあります。
また、保護者支援も行っています。個人面談や懇
談会だけでなく、日々の送迎時の会話で関係性を
築いていくことも重要なものであると感じています。

私は八王子出身ではなく、地域のこ
とや業務についてもまだわからないこ
とばかりです。しかし、職場では頼りに
なる上司や先輩方にアドバイスがもら
えたり、仲間たちと気軽に相談できる
ため、とても働きやすい環境だと思い
ます。
今年、八王子市は市制１００周年を
迎えます。受験生の皆さん、これから
の１００年に向け、一緒に八王子市を
盛り上げていきましょう。
7:30 受け入れ（早番）
自由遊び
9:30 片付け
9:50 集会
10:00 戸外遊び、散歩等
11:10 給食
12:15 着替え
絵本、紙芝居
12:40 午睡
15:00 起床
着替え
15:30 おやつ
16:15 戸外遊び
19:00 最終降園（延長番）

保育園の
ある一日

職場の様子や、同期とのつながりはどうですか
最初は分からなくて当然という思いからどんなに些細なことでも丁寧に教えて下さる方ばかりです。そうした方々に支
えられて、分からないながらも少しでも成長したいという思いで仕事に臨むことができているのだと思います。
出先の職場のため同期と会う機会はほとんどありませんが、定期的に全体で集まったり休日に遊んだりと職種関係な
く仲が良いです。同期の頑張っている姿に刺激を受けることも多く、仕事をする上でかけがえのない存在です。

働いていて良かったと感じることを教えてください
子どもたちの様々な表情を見ながら一緒に過ごせることが何よりも楽しく、一人ひとりの姿にいつも癒され元気をも
らっています。日々保育を行う中で大変なことや悩むこともありますが、子どもたちが楽しそうに笑顔で過ごしている様
子を見るととても嬉しいです。その笑顔のために頑張ろうという思いになると同時に、働いていて良かったと感じる瞬間
でもあります。
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八王子市の

先輩職員を

紹介します

現在の仕事内容を教えてください
私は大横保健福祉センターで保健師として、乳幼児から
高齢者まで幅広い年齢層の方々の健康を支えています。
母子に対しては家庭訪問や健康診査、面接相談やその他
事業を通じて子どもの発育・発達を支援するとともに、家
族の思いに寄り添いながら妊娠期から子育て期まで長期
的なサポートをしています。また、成人や高齢者を対象に、
生活習慣病の予防や健康教育、介護予防の支援を行って
います。

職場の様子や、同期とのつながりはどうですか
保健福祉センターには、保健師だけでなく栄養士、歯
科衛生士、心理相談員、事務職など様々な職員が所属
しています。温かい雰囲気の職場で、仕事で悩んだり
迷ったりしたときは先輩方が親身になって相談に乗って
くださり、助言や指導をいただき日々学ばせていただい
ています。出先の職場ですが同期もおり、また同期同士
で集まることも多いので悩みや学びを共有することがで
きています。

鹿田 はるな
医療保険部
大横保健福祉センター
〔職種〕保健師
〔入庁〕平成28年4月

8:30 出勤
電話相談、面接相談
10:00 あかちゃん訪問
12:00 昼食
13:00 乳幼児健康診査
16:00 事務処理
17:15 退勤

鹿田さんのある一日

働いていて良かったと感じることを教えてください

行政保健師は地域社会全体を対象に活動できるため、自分の生まれ育った八王子市の職員の一員として、市民の健
康づくりや健康なまちづくりに直接携われることに誇りを感じます。また、市役所には様々な部署があり、多くの職種が
連携して仕事をしているので、自分の視野を広げることができ、とてもやりがいを感じます。

現在の仕事内容を教えてください

山川

建築審査課では、主に建築物の確認申請の審査及
び検査に関する業務や、建築確認に係る相談、指導
等に関する業務を行っています。
確認申請の審査では、大規模な建築物に対する法
律の適合性についても審査を行うため、建物の安全
性を確保するための責任が伴うと共に、手ごたえの
ある仕事であると感じています。
確認申請に係る相談では、一般市民の方々からの
相談もありますので、平易な表現を用いた説明から
専門用語を駆使した解説まで、幅広いコミュニケー
ション能力が求められる職場であると感じています。

一海

まちなみ整備部建築審査課

八王子市で働く魅力を教えてください

〔職種〕建築〔入庁〕平成28年4月
受験生の方へメッセージをお願いします
私は民間の会社から転職して市役所に入庁しましたが、特に転
職される方に対しては、前職で培った専門知識の活用や、既存の
業務に対する新しい視点の導入が期待されていると思います。
市役所には様々な部署があり、その仕事は多岐に渡ります。個
人的にやりたい仕事を明確に持つことは大切なことですが、より
重要なことは、どのような仕事に従事しても自らの才能と能力を発
揮することであると思います。
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八王子市は中核市に移行し、まちづくり等に
対する行政権限が強化されたため、今後、より
主体的な仕事が求められる機会が多くなり、活
力のある職場で働くことができると思います。
また、八王子市は面積が大きく、都市化した
地域から畑や牧場のある地域まで、様々な環
境のある街です。市役所の脇には川が流れて
おり、自然が多く残る風土で仕事をすることが
できます。

談

八王子市の

先輩職員を

紹介します

現在の仕事内容を教えてください
私は建築課の電気担当として、八王子市の所有している
建物の工事の設計・監督をしています。工事内容は様々で
すが、現場で施工業者と調整を行いながら工事を進めてい
ます。
日々勉強の毎日ですが、使う人のことを考えながら設計や
工事監督ができるのでやりがいがあります。

職場の様子や、同期とのつながりはどうですか
建築課は建築担当、機械・電気設備担当に分かれて
います。各担当は設計や工事を進めるにあたって密に
連絡を取り合い、様々な意見交換をしながら完成へと向
かっていきます。
さらに、工事を進める上で、他の部署と相談や調整を
しなければいけないことがあります。その際、多くの同
期が様々な部署に居るので、直接相談に乗ってもらっ
たり、担当者に取り次いでもらえたりすることで仕事を円
滑に進めることができます。

田中 竜太朗
財務部建築課
〔職種〕電気
〔入庁〕平成27年4月

田中さんの
ある一日

受験生の方へメッセージをお願いします

8:30
10:00
12:00
13:00
14:00
17:15

現場A
現場B
昼休み
関係部署との調整
設計図作成
終業

八王子市は他市に比べると面積が非常に広く、山間部からビルが立ち並ぶ市街地まであります。そのため地
域の課題や状況が大きく異なり、街づくりや建築に関して様々な知識が要求されます。しかし、知識は後からでも
習得は可能です。必要となるのは、知識を習得しようとする積極的な意欲です。
積極的な意欲のある方、一緒に仕事ができることを心待ちにしています。

現在の仕事内容を教えてください
小学校の栄養士として、給食管理業務のほか、
給食時間や授業で食に関する指導を行っています。
現在、八王子市では3種類の統一献立を使用して
いますが、学校行事や授業に合わせて、料理の変
更や献立の組み換えを行い、学校独自の献立を作
成しています。また、食物アレルギーの対応も重要
な仕事の1つで、日々調理員や教職員と連携し、安
全・安心でおいしい給食を提供できるよう努めてい
ます。

大森 瑞紀
鹿島小学校

職場の様子や、同期とのつながりはどうですか

〔職種〕栄養士〔入庁〕平成26年4月

小規模学校なこともあり、とてもアットホームな雰
囲気で働きやすい職場です。
学校の栄養士は一人配置ですが、支援体制がき
ちんと整っており、わからないことは先輩に電話や
メールで教えていただいています。
同期とは仕事の中で会うことはほとんどありませ
んが、たまに連絡をとりあって食事に行っています。
特に栄養士の同期や、前の職場の同期との繋がり
は強く、悩みを共有できる大切な存在です。

働いていて良かったと感じることを教えてください
やはり子どもたちからの「おいしかった！」、「完食できた
よ！」といった声と、空っぽの食缶が返ってきたときが何よ
り嬉しいです。給食を通して子供たちが苦手な食材を克服
できたときには、一緒になって喜びます。
また、これからの未来を担っていく子供たちの、成長や
健康、食生活の基盤づくりに携われることにも大きなやり
がいを感じます。
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八王子市の

先輩職員を

紹介します

現在の仕事内容を教えてください
主な業務は、新たな公園の整備やリニュー
アルをする際の設計・工事発注・現場の監督
です。
公園の設計では、現場に足を運んだり、関
係自治会と打ち合わせを行ったりすることで、
周辺の状況や市民のニーズを把握しながら、
必要な施設や遊具などを決め、その配置等を
検討します。設計に基づいて工事の設計書を
作成し、発注を行い、その現場の監督業務を
行っています。

橋詰 知尚

新人時代の思い出を教えてください
入庁して公園課に配属され、工事の発注と
現場監督を任されました。先輩に助けられな
がら発注し、工事が始まれば、現場の監督
員として一つの公園の完成に携わることが
できました。わからないことだらけの私でした
が、施工業者と積極的にコミュニケーション
を取ることで多くのことを学び、工事も無事に
完成しました。完成した公園で多くの人たち
が利用してくれているのを見た時は本当にう
れしかったです。

まちなみ整備部公園課
〔職種〕土木〔入庁〕平成26年4月

受験生の方へメッセージをお願いします
私は横浜市役所で6年間働いてから結婚を機に、妻の地
元である八王子に移住し、八王子市役所に転職しました。転
職当初は、「公務員ならどこの市町村で働いても大きな違い
はない」と考えていました。しかし、実際に八王子で働いてい
ると、多くの魅力があることに気付き、今では、八王子でまち
づくりの一端をう仕事をしていることに誇りに感じています。
ぜひ一緒に、より良い八王子をつくっていきましょう。

現在の仕事内容を教えてください
防犯課での主な担当業務は、町会・自治会へ防犯パト
ロールに必要な物品の貸出や、市内で起きた最新の不
審者情報・防犯情報のメール配信です。夏休みには、子
ども達へ防犯の意識を高めるきっかけ作りのイベントを
警察署や地域の方と連携を図りながら行います。
４月に異動したばかりで分からないことも多いですが、
早く仕事を覚えて、防犯課の戦力になれるように日々努
力しています。

信太 昌美

仕事を通じて成長を実感できた経験はありますか

生活安全部防犯課

以前の職場で、一緒に業務を担っていた経験豊富な先
輩が二週間ほど入院することになりました。課員が少なく、
とても緊張感のある職場だったので、先輩の留守を預か
る間、電話対応、窓口業務など滞りなく通常業務をこなす
ことができたときは、上司にも感謝されました。大変であっ
たけれど、安心して業務を任せてもらえたという充実感や
無事にこなすことができた達成感がありました。

〔入庁〕平成23年4月
6:00
6:30
7:30
8:30

起床
朝食
保育園送り
出勤

信太さんのある一日

事務作業、窓口業務、電話対応

12:00
13:00
16:45
17:30
19:00
20:30
22:00

昼食
午前と同様の仕事
退勤
保育園迎え
夕食
子どもの寝かしつけ
就寝

仕事と育児との両立を支援する制度や職場の雰囲気はありますか
一人目の出産で約１年間の産休育休を経て、昨年11月に復帰しました。仕事復
帰にあたって、仕事と育児が両立できるか不安でしたが、産休育休前と同じ上司・
同僚だったのでとても心強く、仕事もしやすかったです。現在は夕方30分の部分休
業を取得しています。子どもの風邪などで急に休んでしまうこともありますが、上司
や同僚の配慮や協力もあり、仕事と育児の両立ができています。
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