
職員同士

仲がいい！

庁舎が

キレイ！

クラブ活動が
盛ん！

令和3年（2021年）4月採用

有休が

取りやすい！

プライベートも
充実！

新人も

活躍できる！

優しい先輩が

多い！

相談しやすい

環境！

現場が

近い！

採用募集
就職希望先はもう決めた？

みよ
し市
役所
は

どう
かな
？

職員互助会の

内容が充実！市民の声が

届きやすい！

ガ イ ド

所市 役
みよし
いいじゃ

ん！



音楽座
スキー・

スノボ部

市役所庁舎が明るくてきれい！

みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち

市民が、自らできる役割を担い、みんな

でまちづくりを進めていきます。

まちには活気があふれ、子どもから高

齢者まで誰もが健康で明るく生き生き

と、輝く「笑顔」で暮らすことのできる

魅力あるまちを目指します。

誰もが「住みやすいまち」からずっと

「住み続けたいまち」と思える持続的

に発展するまちを目指します。

前向き力

笑顔であいさつができ、

人の話を聞くことが

できる

素直で前向きな人

1
行動力

自分の考えや意志を持ち、

諦めずに物事に取り組む

ことができる

自ら考え行動できる人

2

協調力

目標に向かって組織的に

動くことができる

仲間と協調できる人

3

おおよそ主任主査（係長級）になるまでの期間は、幅広い経験をし、

本人の希望（自己申告）と職場の意見を尊重し、3年から5年程度で異

動するジョブローテーションを実施しています。

充実した

社会人生活

のために…

ジョブローテーション 例）市民課 → 財政課 → 都市計画課

主事 主査
主任
主査 副主幹 課長 次長 部長

自己啓発支援

能力の開発・向上となる、講

座受講や通信教育などに対

し支援制度があります。

1
職場研修
（OJT）の実施

上司や同僚と仕事の進め方や

組織目標について話し合いや

すい体制となっています。

2 職場外研修

日常の業務から一時的に離れ

て実施する職場外研修に積極

的に派遣します。

3
人事評価制度
の活用

人事評価制度と給与制度を連

携させ、評価の結果が次年度

の昇給や賞与に反映されます。

4

他にも、野球、サッカー、ゴルフ、テニス、ソフトバレーボール、

フィッシング、自転車などたくさんのクラブがあります。

業務時間外を有効活用し、年齢や性別を超えた職員同士の

つながりがどんどん広がっています。

新設クラブ！

会員募集中!!

みんなで育む  笑顔輝く  ずっと住みたいまち

の実現に向けて

サウナ部
カヌー部

雪山、最高!!

保育園で演奏会も

やっちゃう!!

意外にも、クラブ活動が盛んです！

市役所の人って、

何だかお堅いイメージだけど…

みよし市はちょっと違うかも！？

カヌーのまち、

みよし!!

みよし市のまちづくり

みよし市が求めている人材は…

ひとを育む ４つの取組み

将来像



みよし市役所職
員の日々

ホントはどうなの？

◆この仕事のやりがいは？

夏まつりは準備段階の業務が多く忙し

いこともありますが、まつり当日に会

場に来た人たちが楽しんでいる姿を見

て、頑張ってよかったなと感じました。

◆どんな仕事をしてるの？

市内の産業振興と観光に関わり、「みよ

しの夏まつり」の運営を担当していま

す。多くの職員に協力してもらいなが

ら、まつりの準備を進めています。
◆受験希望者へメッセージ

試験は人物重視で、勉強が得意でなく

てもありのままの自分をさらけ出すこ

とで自分をアピールすることができ

ます。明るく、ときに厳しく、メリハリ

のあるこの職場でぜひ一緒に働きま

しょう！

◆休日は何してる？

アスリートを目指すために、サッカー

をして体を動かしています。出かける

ことが好きなので、思い付きで神戸や

京都へ出かけたり、デートをすること

も大好きです。

◆受験希望者へメッセージ

公務員は堅いというイメージ

があると思いますが、民間企業

を経験した自分自身から見る

と自由なところもたくさんあ

ります。前向きな意欲がある方

はぜひ、みよし市職員として一

緒に働きましょう！

◆休日は何してる？

家族で買い物や公園に出かけるなど、

家族との時間を大切にしています。デ

スクワークばかりの仕事なので、外に

出ることがリフレッシュになります。

◆受験希望者へメッセージ

保育士の仕事は子どもの命を

預かる責任のある仕事ですが、

子どもたちの笑顔にいつも癒

され、日々成長する姿を間近で

感じ、感動する毎日です。皆さ

んもぜひみよし市で一緒に働

きましょう！

◆休日は何してる？

友人と食事やショッピングに

行き、リフレッシュしています。

心も体も休ませることでまた

明日から頑張ろうという気持

ちになれます。
◆受験希望者へメッセージ

入庁してすぐに即戦力として働くこと

ができ、若いうちからいろいろな経験

を積むことができます。困難な課題も

ありますが、共に働く仲間と乗り越え

ることは励みにもなり、自分自身を成

長させてくれます。皆さんと一緒に働

けることを楽しみにしています。

◆休日は何してる？

旅行が趣味で、様々なところに行って

います。同期の仲間たちとの旅行は特

に楽しいです!!

◆この仕事のやりがいは？

市民の方が戸籍を扱う機会は少ないた

め、不安を抱えて来庁される方がほと

んどです。わかりやすく親しみやすい

話し方を心掛け、最後に「ありがとう」

と言われた時が一番のやりがいです。

◆どんな仕事をしてるの？

住民票や戸籍謄本、印鑑証明書などの

証明発行、出生や婚姻などの戸籍届出

事務を行っています。現在は戸籍担当

で、戸籍の調査、審査、受理の手続きを

しています。

◆この仕事のやりがいは？

税の知識は専門的なものであり、学び

が多いです。反面、複雑化した税制度

を市民の方に理解していただく難し

さもあります。わかりやすさを意識し

て対応し、「よくわかった」「理解でき

た」と納得の言葉をいただけた時は嬉

しさを感じます。

◆この仕事のやりがいは？

子どもたちの成長を間近に感じ、

保護者ともその喜びを共有できる

ことにやりがいを感じています。

笑った、歩いた、喋ったなど、子ど

もたちの初めてに立ち会えた時は

とても嬉しいです。

◆どんな仕事をしてるの？

個人住民税の課税業務を担当してい

ます。年明けから６月までの賦課決定

までは繁忙期になり、確定申告の相談

も含め業務は多岐に渡るため、全体の

進捗管理が重要です。働き方改革で業

務の効率化にも力を入れています。ユニークで

個性的な職員が多く、

明るく楽しい職場です。

気軽に恋愛相談も

できます！

困ったことが

あってもすぐに気づいて

もらえ、一人で問題を

抱えずに何でも聞くこと

ができる職場です。

とにかく良く顔が

見える職場です。第一子

誕生後に１か月の育児休

業を取得し、子育てと

仕事の両立もしやす

い環境です。

産業課 

兼光祥希  
（2018年度採用）

税務課

小野良太  
（2012年度 採用）

市民課

阿部佐矢香
（2016年度 採用）

◆どんな仕事をしてるの？

保育園で０歳児の担任をしていま

す。遊びや生活を通して子どもと

の信頼関係を築き、心身の健康や

発達をサポートしています。１日

の終わりには保護者に子どもの様

子を伝え、コミュニケーションを

取っています。

すみれ保育園 

原 美裕  
（2019年度 採用）

明るく和やかな

雰囲気です。上司や先輩

に相談しやすく、些細なこと

でも一緒に考えてくれるの

で、自分らしく保育するこ

とができます。
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――市役所に入ろうと思ったきっか

けから教えてください

森　僕は市外の大学に通ってたんで

すけど、お世話になった地元の人た

ちの役に立ちたいという思いがあっ

て、利益優先の民間企業ではなく、

市役所に決めました。今は市の方針

を決める舵取り役の企画政策課にい

ます。

飯田　学生時代から土木の勉強をし

ていて、建設関係の仕事に就きたい

と思ってました。民間業者は依頼さ

れての仕事だけど、市役所なら市民

の声をストレートに反映できるとこ

ろが決め手になりました。道路河川

課で技師として採用され、道路の舗

装修理や側溝を新しく入れる業務を

してます。ちなみに就職試験前は、

めっちゃみよし市に通いました。テ

スト勉強するために、わざわざサン

ライブに行ったり（笑）。

山﨑　私は市役所に入る前に民間で

働いていたんです。誰のために何の

仕事をするのか明確にして働きたい

と思って市役所に転職しました。税

務課で市県民税と自動車税の担当を

しています。

のことで精一杯。幅広い視点で物事

を見られるようになって、道路のデ

ザインにも自分の意志を反映でき

るようになりたいな。

夏目　環境課としてはゴミが削減

できれば一番いいのかな。不法投棄

もポイ捨ても多いので。

飯田　エアコンの室外機、洗濯機、

自転車、トイレの便座…。なんでも

捨てられてるもんね。

夏目　プラスチック、雑誌はリサイ

クルステーションに資源ゴミとし

て出せばリサイクルができます。リ

サイクル率も上げていきたいですね。

森　金額にすると2,000万円くらい

になってるんでしょ。

夏目　そう。捨てたらゴミだったけ

ど、リサイクルしたからそれだけの

お金になってる。『そのお金で、こ

ういう事業始めました』まで言える

ようになるのが理想かな。リサイク

ルでポイントがたまって、市内のお

店で使える商品券に交換できるって

いう仕組みができるといいけど。

山﨑　それいいじゃない。

夏目　いろいろ難しくないかなぁ。

森　だったら、まずみよし市が実現

して、ニュースで取り上げてもらお

うよ。市長も喜ぶんじゃない？ 僕

らの世代の力で実現しよう！

――入庁前後でみよし市役所の印象

は変わりましたか

森　決まった業務を淡々とやってい

くだけかと思ってましたが、実際は

ぜんぜん違うんですね。企画政策課

でシティプロモーション事業という

のをやっているんですが、グランパ

スとコラボしたり、『赤ちゃんが乗

っています』ステッカーにみよしの

ロゴを付けたり、自由な発想で仕事

できてます。ステッカーは5月に僕

が考えた企画で、2020年度の予算

に入りました。

夏目　環境課も同じだ。現場に行く

ことがホント多いよね。

山﨑　私も市役所の仕事の幅広さに

ビックリしてます。課によって全然

違うことをやってますよね。あと庁

舎内がめちゃめちゃ明るい。

飯田　課ごとに部屋が仕切られてい

ないもんね。窓が大きくて自然光が

入ってくるし。

――みよし市役所は職員同士、仲が

いい印象です

森　同期でバーベキューやUSJに行

ったよね。入庁前から同期で会う機

会があって、仲良くなった状態で4

月を迎えられたのはよかったです。

心配事があったらすぐ相談に乗って

もらえるし。

山﨑　いろんな課に同期がいるから、

そこを糸口に話ができるよね。

森　1 ～ 3年目の職員で飲む機会も

年に何回かあって、若手の先輩と仲

良くなれるんです。その先輩を通じ

て、そのまた先輩と話すので、どん

どん広がっていきます。

夏目　昨日、先輩とスノーボード行

ってきました。

飯田　先輩と買い物？ それはそれ

ですごい（笑）。

夏目　部活動も活発だよね。フット

サル、写真、野球、ソフトバレー、

テニス、サウナ…。年代も課も問わ

ず集まって…。

飯田　私もまったく運動できないけ

ど、フットサルに行くんです。みん

な歓迎してくれます。

森　他の市町村との交流も多いよね。

夏目　周辺の市のゴミ担当と『ゴミ

会議』もやりました。他の市がどう

してるか聞けて参考になります。

――今後がんばっていきたいこと

を教えてください

森　やっぱり市の活性化ですね。市

長も『コンパクトな街』って言って

いて、ちょうどいい規模の住みやす

い街。そして子どもが元気よく育つ

街にしたいなと。今も人口は増加し

てますが、さらに人が集まってくる

魅力的な街にできれば。

飯田　私の業務は目に見える形で

残るんですよね。『これ、私が設計

した』っていうのが、市内にいっぱ

いあるんです。初めてやった工事は

一生忘れないと思います。側溝にフ

タをかけるだけの工事で、今なら一

瞬でできるんだけど、最初はすっご

く苦労したんですよ。工事が休日だ

ったんだけど、気になって見に行っ

ちゃいました。でも今はまだ目の前

森 雄大

企画政策課

夏目 勇飛

環境課

飯田真帆

道路河川課

山﨑寛未

税務課

2019年度は19人が採用されたみよし市役所。

その新人たちの中から4人が集結。

入庁前の市役所の印象やこれからの展望など若手ならではの

率直な意見を語ってもらった

若手座
談会

現

役
職員
のホンネ

wak
atez

adan
kai

僕 は イ ン タ ー ン

シ ッ プ に 参 加 し て、

先輩の雰囲気が良かったの

で、ぜひお世話になりたいなと思

いました。今はゴミとし尿を担当し

ています。不法投棄でゴミ集積所が

荒れないよう管理したり、収集

業者や地元の方と連携してキ

レイな街づくりを目指してい

ます。

入庁前は『住民票を

発行してるところ』ってい

うのが市役所のイメージ。私

みたいな技術職でも事務仕事

ばかりだと思ってました。

実際は現場に出向くこ

とが多くて、1日1回は

外出しています。

税務課に入るまで税金

のことをまったく知らなく

て、お問い合わせの電話もぜ

んぜん答えられず、迷惑を掛け

てたんです。これからはしっ

かり知識を付けて、多くの人

に窓口で『ありがとう』っ

て言ってもらえるよう

になりたいです。

僕も休みの日に先輩と

買い物も行くよ。



面接に重点を置き、人物重視の試験を行います。面接や

適性検査では、コミュニケーション能力や柔軟性、意欲

の有無などを把握することで、市の求める人材として、

採用後に職場で活躍できるかどうかを確認します。

■人物重視の試験

教養試験を行わず、基礎能力検査を実施します。基礎能

力検査は、言語や論理など実社会で必要とされる基礎的

な能力を測るもので、常識的な内容は除き、公務員試験

特有の人文科学や自然科学などの分野は含まれません。

■公務員試験対策は不要

■採用の流れ

令和2年（2020年）度　みよし市職員採用試験実施について

４月

試験案内

配布

４月・５月

受験申込 ６月

第１次

試験

７月 上旬

第２次

試験
７月 下旬

第３次

試験

８月

最終結果

合格発表
２月

採用予定者

説明会

4月1日

採用

試験案内の入手 

令和３年4月採用の採用募集職種、募集人数、試験日時などの詳細は、決定後に公表します。

ホームページから

ダウンロードする

http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/shokuin/saiyou.html

人事課の窓口で受け取る
みよし市役所５階　

人事課の窓口でお渡しします。

愛知県みよし市役所　人事課
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/shokuin/index.html

充実した福利厚生と安心の業務体制

●年次休暇 20日／年　●夏季休暇  5日／年

●特別休暇（結婚、忌引、産前・産後休暇など）

●病気休暇（病気を理由とする休暇）

●育児休業：子どもが満3歳になるまで

●介護休暇：6か月以内の必要と認めれらる期間

●自己啓発等休業：大学等課程の履修のためや国際貢献活

動のための期間

●配偶者同行休業：配偶者が外国で勤務する場合に同行す

るための期間

■休暇制度

有給休暇

無給休暇

令和２年度初任給見込み　■給　　料

大学卒▶207,570円／月　短大・専門卒▶182,490円／月
※行政職（事務職）の地域手当を含む月額

年間4.5か月分／給料＋地域手当＋（扶養手当）
※扶養手当算入は期末手当のみ

■賞　　与 令和２年度見込み

年1回：4月　勤務成績に応じて実施

■昇　　給

●通勤手当：通勤距離により支給

●住居手当：借家の場合に支給

●扶養手当：配偶者月額6,500円、 子月額10,000円

●その他支給要件に応じて支給します。
※上記のほか、諸手当として特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの支給用件に応じて支給
されます。

■諸 手 当

愛知県市町村職員共済組合

■健康保険

完全週休2日制／土曜日、日曜日（勤務地により異なる場合有）、祝日、年末年始

休日休暇

次のいずれかの方法で入手してください。

大卒、短期大学等を卒業又は令和2年度に卒業見込みの人 平成5年4月2日以降に生まれた人学歴 年齢

所在地： 〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50 

Tel. 0561-32-8351　 Fax.0561-32-2165

安心して

働ける職場

です！

（令和元年度の場合）

■受験資格（事務職）


