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みよし市

と も に 働 き

と も に 歩 み

み よ し を 育 む



みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち

将来像

基本目標

自然環境 快適

安全安心 魅力

人育て 生き生き

みんなで育む  笑顔輝く  ずっと住みたいまち

「みよし市」は、都市近郊にあり、立地条件に恵まれ、豊かな

自然や快適な住環境が保たれたまちです。

自動車関連産業をはじめとする数多くの企業の進出により、

安定した財政基盤を確立し、その財政基盤を生かし、これまで

市民ニーズに応えるため、活気あふれる都市を目指して、さま

ざまなまちづくりの取り組みを行ってきました。それにより市

民の多くがバランスのとれた「住みやすいまち」と評価するま

ちへと成長しました。

この「住みやすいまち」を将来に向けてさらに発展させ、自

主自立した持続可能なまちづくりを目指します。

みよし市のまちづくり

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。

安心して子どもを産み育て、

誰もが豊かな心を育むまち

①安心して子どもを産み、育てられる環境にしよう

②心豊かな子どもを育てよう

③文化に親しみ、交流が盛んなまちにしよう

健康で生き生きと暮らせるまち

①豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう

②生涯にわたって健康に暮らせるようにしよう

安全で安心して

暮らせるまち

①地域で支え合い、災害に強いまち

をつくろう

②交通事故や犯罪のないまちを

つくろう

自然環境を守り

未来へつなぐまち

①緑を守り育て、まちを美しく

しよう

②環境にやさしいまちにしよう

快適で暮らし

やすいまち

①生活の基盤が整ったまちを

つくろう

②便利で快適な住環境をつく

ろう

③多様な世代の定住・移住を

促進しよう

魅力と活力が

あふれるまち

①工業のさらなる成長を支えよう

②まちのにぎわいや魅力を生み出

そう

③地域の農業と多面的機能を持つ

農地を守り次代につなげよう
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前向き力 行動力 協調力

みよし市の

求める人材

笑顔であいさつができ、人の話を聞くこ

とができる

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

目標に向かって組織的に動くことができる

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。

例）市民課　→　財政課　→　都市計画課

自己啓発支援 職場研修（OJT）の実施

職場外研修 人事評価制度の活用

自己啓発は、能力の開発・向上の基礎であり、その基本は職員

一人ひとりの自覚とやる気です。講座受講や通信教育などに対し

支援制度があります。

職場において、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。新規採用職員が早期に職場

環境に適応し、能力を発揮できるよう、職場全体で育成していく

態勢を整えるためのトレーナー制度があります。

日常の業務から一時的に離れて実施する職場外研修は、自治大

学校、市町村アカデミー、愛知県市町村振興協会研修センター等

が実施する研修に積極的に派遣します。

市の運営方針による組織目標を踏まえ、毎年度職員個人の職務

目標を設定し、年度末には目標の振り返り評価と能力・態度評価

を行っています。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る仕組みになっています。

職員は、まちづくりへの高い意

欲と能力を持ち、自主的かつ主体

的に創意工夫して業務を行うこと

が重要です。

キャリアパス

素直で前向きな人 自ら考え行動できる人 仲間と協調できる人

ジョブローテーション
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ひとを育む ４つの取組み

まちを育む ３つの「力」



愛知大学、愛知医科大学、愛知学院大学、愛知学泉大学、愛知教育大学、愛知県立大学、愛知

工業大学、愛知淑徳大学、桜花学園大学、岡崎女子大学、鹿屋体育大学、金城学院大学、岐阜

大学、神戸大学、札幌医科大学、静岡大学、信州大学、椙山女学園大学、中京大学、中部大学、

東海学園大学、同志社大学、名古屋大学、名古屋市立大学、名古屋外国語大学、名古屋学芸大

学、名古屋経済大学、名古屋工業大学、名古屋女子大学、南山大学、日本大学、日本赤十字豊

田看護大学、日本福祉大学、藤田保健衛生大学、三重大学、名城大学、立命館大学　等

愛知学泉大学短期大学、岡崎女

子短期大学、名古屋女子大学短

期大学部、名古屋短期大学、名

古屋柳城短期大学、豊田工業高

等専門学校、名古屋こども専門

学校　等

充実した福利厚生と安心の業務体制

▼大学 ▼短期大学／高専・専門学校

採用実績校

●年次休暇 20日／年

●夏季休暇   5日／年

●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

●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）

つづいていく

未来のために

●平成31年度初任給見込み

　行政職（事務職）の地域手当を含む月額

給　　料

大学卒

205,920円／月

短大・専門卒

180,620円／月

年間4.45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 ●平成31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



みよし市のイメージ

三好いいじゃんまつりをはじめとするお

祭りや市全体での体育大会などの行事があ

り、地域のつながりを大切にしています。

また、災害も少なく、安心して過ごせるま

ちだと思います。

市役所の業務は非常に多岐に渡り、覚えることが多く大変

ですが、その分少しずつ成長を実感することができます。私

は、民間企業から市役所へ転職し、プライベートでも結婚を

経て、生活が大きく変わりましたが、職場の方は優しく温か

い方ばかりで、安心して楽しく働ける環境です。皆さんと一

緒に働けることを楽しみにしています。

現在の仕事紹介

総務課の業務には、庁舎管理、表彰事務、公用車の維持管

理、情報公開や条例規則改正などがあります。私は主に表彰

事務や選挙事務に携わっています。表彰に係る経歴調書の作

成や選挙人名簿の調整は、市民の方の大切な個人情報に触れ

る業務ですので慎重に行うよう心がけています。

仕事のやりがい、うれしかったこと、苦労したことなど

年に一度、市政発展に尽力された方に表彰等を行う文化の日記念式典を開催しています。

顕彰対象者の選考から案内状の発送、記念品の調達、会場設営など準備が大変でしたが、多

くの方にご協力いただいたおかげで当日はトラブルなく無事に開催することができ、大きな

達成感を得ることができました。また、市民の方のさまざまな問い合わせに対応させていた

だくこともあります。自分が相手の役に立ち、喜んでもらえたときには、とても嬉しい気持

ちになります。

　一日の仕事の流れ

・明るくて元気がいい

・電話や窓口での対応が親切で丁寧

・責任感が強く、てきぱき仕事をこなしている

\ 先輩社員から見た当人 /

受験希望者へメッセージ

８:15

８:20

８:30

９:00

10:30 

12:00

13:00

14:00

15:00

16:45

17:15

18:00

出勤　公印預かり

朝礼

メール確認、警備より鍵返却

申請書類確認、審査

課内文書確認、文書処理、 

電話対応

昼休憩

支払い調書の作成、文書処理

メール確認、電話対応

会議資料作成

警備へ鍵の引渡し

公印返却、終礼、帰庁準備

退庁

先輩職員 メッセージ

地域のつながりを大切にして

安心して過ごせるまち

三宅　望  総務課 （2018 年度 採用）



みよし市のイメージ

小さい市ですが、お祭りや花火大会など

盛り上がる行事がたくさんあり、豊かな自

然と快適な環境が整ったまちです。

勉強が苦手だからと諦めるのではなく、人物重視の試験で

すのでコミュニケーションに自信がある人は自分の良さを伝

えるチャンスだと思います。課や部を問わず仲が良く、雰囲

気の良い職場ですので、入庁後も充実した生活が送れると思

います。誇れるみよし市を一緒に作っていきましょう。

現在の仕事紹介

福祉課では主に、窓口や電話で福祉に関する相談を受けて

います。障がいのある方に関しての障がい者手帳の発行や、

生活に困った方の生活保護の相談など、相談者によって状況

が異なるため、さまざまな機関と協力しながら、より良い支

援ができるよう日々努力しています。

仕事のやりがい、うれしかったこと、苦労したことなど

福祉課の窓口に来られる方は、日常生活に何か困りごとがある方がほとんどです。その方

たちの相談に耳を傾け、少しでも役に立てることはとてもやりがいを感じます。「ありがとう」

と言われるととても嬉しく感じ、これからももっと頑張ろうという気持ちになります。難し

い相談があったり、毎回完全に期待に応えられているわけではないかもしれませんが、毎日

やりがいを感じられる仕事です。

一日の仕事の流れ

・明るくていつも前向き

・人付き合いが上手で、同期や先輩からの信頼が厚い

・市民の方にきちんと丁寧に対応できる

\ 先輩社員から見た当人 /

受験希望者へメッセージ

先輩職員 メッセージ

少しでも役に立てる

ことはとてもやりがいを

感じます
加藤　光樹  福祉課 （2018 年度 採用）
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８:30

９:00

10:00 

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

15:30

16:00

17:15

17:30

出勤、業務準備

朝礼

庁内通知、メール、課内文書の確認

窓口対応（障がい者手帳申請受付）

公達確認、郵送受取り、郵送

業務処理

窓口対応（障がい者手帳事務処理）

昼休憩

窓口対応（手当申請受付）

郵送業務処理

郵便発送

窓口対応（手当申請事務処理）

調査回答作成

終礼、帰庁準備

退庁



みよし市のイメージ

挨拶がとても活発なイメージです。保育

園ではもちろん、市役所で職員の方とすれ

違った時にも挨拶を必ずし合う環境です。

子どもの命を預かる仕事のため責任は大きいですが、その

分子どもの成長を身近に感じることができるのでとても素敵

な仕事です。私自身、働く前まで不安な気持ちでいっぱいで

したが、職場の雰囲気がとても良く、新人である私をいつも

気にかけてくださる先生方がたくさんいて、とても働きやす

い環境の中で仕事をしています。

現在の仕事紹介

保育園で１歳児の担任をしています。朝の受け入れから保

護者が迎えに来るまで、子どもが安心して生活できるように、

子ども一人ひとりの発達に合った声かけを意識しながら保育

をしています。遊びや活動だけでなく、食事や睡眠、排泄の

援助も行い、生活リズムを身につけるサポートをしています。

仕事のやりがい、うれしかったこと、苦労したことなど

子どもたちの成長がわかると仕事のやりがいを感じます。昨日までできなかったことがで

きるようになったり、自分でやってみようとする姿がでてきた時はとても嬉しくなります。

保護者に子どもの成長を伝えることで一緒に喜びを共有したり感謝されると保育士になって

良かったという気持ちになります。

一日の仕事の流れ

・素直で明るく、誰からも好かれる

・大らかで子供たちに優しい先生

・積極的にみんなの輪に入って楽しむことができる

\ 先輩社員から見た当人 /

受験希望者へメッセージ

先輩職員 メッセージ

感謝されると保育士に

なって良かったという

気持ちになります
加藤 日向子  すみれ保育園 （2018 年度 採用）
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18:30

19:00

（早番出勤）

出勤、朝礼、園児の健康観察、

保護者との連絡事項確認、室

内遊び

おやつ

朝の会

戸外遊び

室内遊び

給食

午睡（お昼寝）、部屋掃除

おやつ

自由遊び

園児降園

指導計画作成、保育室の環境

設定 

週番の日は保育に入り子ども

と一緒に戸外や室内で遊ぶ

退園

（遅番退園）



2020年度　みよし市職員採用試験実施予定

人物重視の試験

　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。

　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。したがって、公務員試験対策の勉

強をしていなくても十分受験できます。

受験資格（事務職）
学歴：大卒、短期大学等を卒業又は2019年度に卒業見込みの人

年齢：1992年4月2日以降に生まれた人

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

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

0561-32-8351 0561-32-2165

みよし市役所５階　人事課の窓口でお渡しします。

2020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。

公務員試験対策は不要

ホームページから

ダウンロードする

人事課の窓口で

受け取る

※「短期大学等」には、高等専門学校及び専修学校の専門課程を含みます（「専修学校の専門課程」とは、文部科学大臣により専門士の称号

を付与される課程のことをいいます）。

※障がい者手帳（身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳）の交付を受けている人の受験が可能です。受験に際し、配慮

を求めることがあれば、申込時にご相談ください。

※外国籍の方で、永住者又は特別永住者の在留資格のない方は受験できません。また、外国籍の方は、採用後の任用については一部制限が

あります。

※受験資格の有無、提出書類の記載事項に不正があったときは、合格を取り消す場合があります。

愛知県みよし市役所　人事課
人事課
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用

採用の流れ

試験案内の入手  次のいずれかの方法で入手してください。


