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たかねざわまちたかねざわまちたかねざわまちたかねざわまち



≪≪≪≪地理的優位性・交通利便性が高い町地理的優位性・交通利便性が高い町地理的優位性・交通利便性が高い町地理的優位性・交通利便性が高い町≫≫≫≫

・東京からおよそ100㎞の距離にあり、町の西側を国道４

号線とＪＲ東北本線が縦走し、栃木県都宇都宮市と隣接して

いる栃木県のほぼ中央に位置する町。

≪≪≪≪豊かな自然環境が自慢の美しい町豊かな自然環境が自慢の美しい町豊かな自然環境が自慢の美しい町豊かな自然環境が自慢の美しい町≫≫≫≫

・皇室の台所「宮内庁御料牧場」に象徴されるように、「高

根沢ブランド」の美味しいお米やにっこり梨など、様々な農

作物を作っている美しい風景と豊かな自然が自慢の町。

★ワンポイント★ワンポイント★ワンポイント★ワンポイント

・暮らしやすい高根沢町は、婚姻率が県内ランク婚姻率が県内ランク婚姻率が県内ランク婚姻率が県内ランク1111位位位位！

『『『『くらしくらしくらしくらし 高まる高まる高まる高まる たかねざわたかねざわたかねざわたかねざわ』』』』をキャッチフレーズに、

“暮らすなら高根沢町“と言われるようなまちづくりを目指

しています。

目指す職員像目指す職員像目指す職員像目指す職員像 新採用職員に求めるもの・・・新採用職員に求めるもの・・・新採用職員に求めるもの・・・新採用職員に求めるもの・・・

町民から信頼される職員町民から信頼される職員町民から信頼される職員町民から信頼される職員 ⇒⇒⇒⇒ 思いやりのある対応ができる人思いやりのある対応ができる人思いやりのある対応ができる人思いやりのある対応ができる人

相手の考えや気持ちをくみ取れる人相手の考えや気持ちをくみ取れる人相手の考えや気持ちをくみ取れる人相手の考えや気持ちをくみ取れる人

町民と協力し、仕事を進町民と協力し、仕事を進町民と協力し、仕事を進町民と協力し、仕事を進

められる職員められる職員められる職員められる職員

⇒⇒⇒⇒ チームワークを大切にできる人チームワークを大切にできる人チームワークを大切にできる人チームワークを大切にできる人

柔軟性のある人柔軟性のある人柔軟性のある人柔軟性のある人

前向きな考えの人前向きな考えの人前向きな考えの人前向きな考えの人

役割を認識し、主体的に役割を認識し、主体的に役割を認識し、主体的に役割を認識し、主体的に

取組む職員取組む職員取組む職員取組む職員

⇒⇒⇒⇒ 自ら学び、自ら考え、仕事に熱意を自ら学び、自ら考え、仕事に熱意を自ら学び、自ら考え、仕事に熱意を自ら学び、自ら考え、仕事に熱意をもっもっもっもっ

てててて取組める人取組める人取組める人取組める人



高根沢町役場の概要高根沢町役場の概要高根沢町役場の概要高根沢町役場の概要

（
平成 30 年 4月 1日 現在 ）

学 校 教 育 課 学校教育係 学校支援係 施設管理係

商工観光係

保険年金係

収納対策係

管理係 地籍・用地係

農村振興係 産業政策係

区画整理係

　　組　　織　　組　　織　　組　　織　　組　　織

にじいろ保育園

のびのび保育園

健康づくり係

公民館・文化係

監 査 委 員 事 務 局

（選挙管理委員会）

農業委員会事務局

町 議 会

農 業 委 員 会

監 査 委 員

教 育 委 員 会

こ ど も み ら い 課

生 涯 学 習 課

議 会 事 務 局

副　町　長

産 業 課

会 計 課

農業政策係

町 長

計画・調整係 道路建設係

建設整備係 業務管理係

総 務 課

企 画 課

地 域 安 全 課

住 民 課

税 務 課

総合窓口係

行政係 人事係 管財係

環境係 リサイクル係

企画調整係 財政係 広報・情報係

上 下 水 道 課

戸籍係

住民税係 資産税係 諸税係

高齢者・介護係
障害者係 社会福祉係

課　等　名 係　　　　　　名

生涯学習係 スポーツ係 施設管理係

庶務係

監査係

議会係

営農支援係

会計係

保育係 養育支援係

消防防災係 地域安全係

秘書公聴係

健 康 福 祉 課

環 境 課

都 市 整 備 課

契約係

級別職員数の状況（級別職員数の状況（級別職員数の状況（級別職員数の状況（平成平成平成平成30303030年年年年4444月月月月1111日現在）日現在）日現在）日現在）

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 1・2級 3級

計

職位 主事 主任主事 主査 係長 課長補佐 課長 参事 技能労務職

職員数 31人 26人 34人 46人 24人 13人 4人 0人 3人 181人

構成比 17.1% 14.4% 18.8% 25.4% 13.3% 7.2% 2.2% 0.0% 1.7% 100%



【諸手当について【諸手当について【諸手当について【諸手当について】】】】

通勤手当、扶養手当、期末・勤勉手当（ボーナス）、時間外勤務手当、住居手当等が支給

されます。

【勤務時間・休暇等について【勤務時間・休暇等について【勤務時間・休暇等について【勤務時間・休暇等について】】】】

◆勤務時間：午前8時30分～午後5時15分まで

◆休 日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始（12月29日～翌年1月3日まで）

◆休 暇：年次有給休暇（年間20日）のほか、夏季休暇・結婚休暇・出産休暇・子の

看護休暇・育児休業など、条例に定められた様々な休暇制度があります。

高 校 卒 短 大 卒 大 学 卒

147,100円 156,800円 168,600円

【初任給について】【初任給について】【初任給について】【初任給について】

採用となった方の初任給は、学歴及び経歴等を考慮のうえ、初任給が決定されます。

（平成30年4月1日現在）

１次試験＞＞＞

教養試験・適応性検査

２次試験＞＞＞

論文試験・面接試験



過去の職員採用試験の実施状況

単位：人

年度 職種

1次募集 2次募集 採用者数

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 計 内女性数

平成26年度 一般事務 36 3 54 3

7 4

（H27.4.1採用） 管理栄養士 5 1 - -

平成27年度 一般事務 37 4 34 2

9 6（H28.4.1採用） 保健師 - - 4 2

保育士 4 1 - -

平成28年度 一般事務Ａ 37 6 44 2

9 5（H29.4.1採用） 一般事務Ｂ （身体障がい者対象） 1 0 - -

保育士 2 1 - -

平成29年度 一般事務Ａ 28 4 43 1

6 4（H30.4.1採用） 一般事務Ｂ （身体障がい者対象） 0 0 - -

保育士 4 1 - -

平成３１年度採用の職種・採用予定人員および受験資格

職種 採用予定人員 受験資格

一般事務Ａ ５名程度

平成１年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方で、高等

学校卒業程度の学力を有する方

一般事務Ｂ

（身体障害者対象）

１名程度

昭和54年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方で、高

等学校卒業程度の学力を有し、次の要件をすべて満たす方

(1)身体障害者手帳の交付を受けている方

(2)自力により通勤でき、介助者なしに一般事務職として職務遂行が可

能な方

(3)活字印刷の文による出題に対応できる方

一般事務Ｃ

（社会人経験者対象）

３名程度

昭和54年４月２日から平成１年４月１日までに生まれた方で、高等

学校卒業程度の学力を有し、民間企業等における職務経験が、平成30

年７月17日現在で５年以上ある方

※「民間企業等における職務経験」には、会社員、自営業者、公務員

等としての経験が該当し、NPO法人等の経験も含まれます。なお、

「５年以上」とは、それぞれの企業・団体等で１年以上継続して勤務

し、これらの経験が通算で５年以上であることを要します（同時期に

複数の企業・団体等に勤務していた場合には、いずれか一方の勤務経

験のみを職務経験とします。）。

保健師 １名程度

平成１年４月２日以降に生まれた方で、すでに保健師の免許を有す

るか平成31年３月31日までに取得見込みの方

保育士 １名程度

平成１年４月２日以降に生まれた方で、すでに保育士の資格を有す

るか平成31年３月31日までに取得見込みの方



平成３平成３平成３平成３００００年度採用職員からの年度採用職員からの年度採用職員からの年度採用職員からの

メッセージメッセージメッセージメッセージ

平成３平成３平成３平成３００００年度採用となった先輩職員から、年度採用となった先輩職員から、年度採用となった先輩職員から、年度採用となった先輩職員から、

皆さんへのメッセージを紹介します。皆さんへのメッセージを紹介します。皆さんへのメッセージを紹介します。皆さんへのメッセージを紹介します。

働きやすい環境で私達と一緒に働きやすい環境で私達と一緒に働きやすい環境で私達と一緒に働きやすい環境で私達と一緒に

働こう！働こう！働こう！働こう！

鹿鹿鹿鹿 野野野野 真真真真 優優優優 主主主主 事事事事

産産産産 業業業業 課課課課

働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？

私私私私のののの仕事仕事仕事仕事

磯磯磯磯 田田田田 柚柚柚柚 香香香香 主主主主 事事事事

住住住住 民民民民 課課課課
私私私私の仕事の仕事の仕事の仕事

働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？

大田原大田原大田原大田原 唱唱唱唱 哲哲哲哲 主主主主 事事事事

税税税税 務務務務 課課課課

私は総合窓口を担当し

ており、住民票等の証明書

の発行や住所異動に関す

る事務の仕事をしています。

窓口は多くの住民の方と

接する機会が多いので、笑

顔で元気な挨拶をしていま

す。

仕事を覚え始めたので

学ぶこともたくさんあり、毎

日楽しく働いています！

窓口に来る住民の方に笑顔で接する先輩方を見ていると

「私も頑張ろう！」と思えます。そのようなやる気が溢れる雰囲

気でとても働きやすいです。

私私私私のののの仕事仕事仕事仕事

働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？

私は皆さんの土地や

家屋に関する事務作業や

証明書発行などの窓口業

務を行っており、日々、皆

さんの質問や疑問点に正

確に答えることができるよ

うに心がけています。

そのために、税の仕組

みや課税の基準について

学んでいくことが大切だと

考えています。

先輩方は皆優しく、業務で不明点があっても親身になって

指導してくださいます。そのほか、業務外でもスポーツなどの

交流もあり、楽しく働けています。

私は町内の活性化のた

めに、主に観光に係る事業

を行っています。

多くの方に高根沢町に訪

れてもらえるよう、ガイド

ブックやイベント等で町の

PRをすることも業務の一部

です。

町内外の情報をいち早く

キャッチする必要があり、

日々学びながらも楽しく仕

事をしています。

知識が豊富で親しみやすい先輩や上司に恵まれ、分から

ないこともすぐに聞くことができる環境です。また、公私ともに

充実した日々を送ることもできます。



新新新新 田田田田 千千千千 紗紗紗紗 主主主主 事事事事

にじいろにじいろにじいろにじいろ保育園保育園保育園保育園
私私私私の仕事の仕事の仕事の仕事

働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？

助助助助 川川川川 駿之介駿之介駿之介駿之介 主主主主 事事事事

都市整備課都市整備課都市整備課都市整備課
私私私私のののの仕事仕事仕事仕事

働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？

小小小小 野野野野 あゆあゆあゆあゆ美美美美 主主主主 事事事事

こどもみらい課こどもみらい課こどもみらい課こどもみらい課
私私私私のののの仕事仕事仕事仕事

モモモモ モモモモ タタタタ ンンンン 課長課長課長課長

番外編：番外編：番外編：番外編：ぶろぐぶろぐぶろぐぶろぐ課課課課
私私私私の仕事の仕事の仕事の仕事

ちょっと一息・・・ちょっと一息・・・ちょっと一息・・・ちょっと一息・・・

私は“ぶろぐ課”の課長

のモモタン。

“ぶろぐ課”は、町職員た

ちが住民の方にお知らせし

たいことや、町の出来事を

発信しているページなの。

課長だから、職員にどん

どん情報を発信していくよう

に呼びかけているのよ。

「元気あっぷむら」のさくらの花から生まれた私は、大好きな

“とちおとめ”と“にっこりなし”の高根沢ジェラートを食べに「元

気あっぷむら」に行くのが楽しみ♡

働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？働きやすい職場？

私は道路建設係を担当

しています。

道路の新設（新たな道

路をつくる）、整備（通行し

やすく舗装する）、修繕

（破損した路面を直す）が

主な仕事です。

また、小中学生の通学

路の安全確保のために、

カラー舗装を行ったり、災

害時には緊急出動するこ

ともあります。

庁内外において他者と関わる機会が非常に多いため、自己

犠牲の精神を持ち、なおかつ対話能力に優れた方にとっては、

働きやすい職場だと思います。

私は養育支援係で、児童

手当や医療費助成制度の

担当をしています。

子育てをする方が安心し

て生活できるよう、医療費

や児童手当の面でサポー

トする仕事です。

現在子育てをしている方、

子育てを予定している方な

ど、住民の方一人一人へ

のきめ細やかな対応を心

がけています。

役場には様々な年代の職員が働いているので、入庁して1年

目でも年の近い職員がたくさんいて、ちょっとした疑問や不安

なども相談しやすいです。

私は保育園で２歳児の担

任をしております。

絵本の読み聞かせをした

り、手遊びや歌を歌ったり

して子ども達が毎日楽しく、

安心して過ごせるよう保育

を行っています。

子ども達の命を預かる責

任の大きな仕事ですが、同

時に身近に子ども達の成

長を感じられる素敵な仕事

です。

頼もしい先輩方がたくさんおり、またとても相談しやすい環境

であるため、悩みながらも様々なアドバイスを受けて日々充実

した保育を行うことができています。



平成平成平成平成２９年度採用職員からの２９年度採用職員からの２９年度採用職員からの２９年度採用職員からの

メッセージメッセージメッセージメッセージ

平成平成平成平成29292929年度年度年度年度採用となった先輩職員から、皆採用となった先輩職員から、皆採用となった先輩職員から、皆採用となった先輩職員から、皆

さんへのメッセージを紹介します。さんへのメッセージを紹介します。さんへのメッセージを紹介します。さんへのメッセージを紹介します。

ワーク（仕事）とワーク（仕事）とワーク（仕事）とワーク（仕事）と

ライフ（生活）のライフ（生活）のライフ（生活）のライフ（生活）の

バランス（調和）が大切だよ！バランス（調和）が大切だよ！バランス（調和）が大切だよ！バランス（調和）が大切だよ！

高高高高 橋橋橋橋 篤篤篤篤 司司司司 主主主主 事事事事

税税税税 務務務務 課課課課
マイ・ワークマイ・ワークマイ・ワークマイ・ワーク

マイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフ

私は町民の皆さんの所

得や資産に関する書類の

事務作業や証明書発行、車

両ナンバー交付などの窓口

業務を担当しています。

皆さんの大切な情報を取

り扱う仕事なので、正確か

つ丁寧な仕事をするように

努めています。責任も大き

いですが、だからこそ非常

にやりがいのある仕事です。

休日は町のイベントに参加したり、趣味の漫画やアニメを見て

過ごしています。また仕事の後には職員や地元地域の方と一

緒にテニスやバドミントン、バレーをして汗を流しています。

伊伊伊伊 東東東東 奈奈奈奈 央央央央 主主主主 事事事事

住住住住 民民民民 課課課課
マイ・ワークマイ・ワークマイ・ワークマイ・ワーク

マイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフ

私は後期高齢者を対象と

した健康保険の手続きや特

定健診など国民健康保険

加入者を中心とした住民の

健康増進に関わる事業を担

当しています。

「健康」は人生で大切な要

素です。窓口を通して住民

一人ひとりと接し、その人の

健康の支えとなれる仕事に

魅力を感じています。

趣味は読書や映画・音楽鑑賞というインドアですが、最近は

車の運転を練習中で、ドライブで遠出するのが私の目標です。

関西出身なので色々と町巡りしたいです。

菱菱菱菱 沼沼沼沼 千千千千 春春春春 主主主主 事事事事

住住住住 民民民民 課課課課
マイ・ワークマイ・ワークマイ・ワークマイ・ワーク

マイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフ

旅行と食べることが大好きです。休日は、おいしいものを求め

てドライブに出かけることが多いです。最近は、色々な市町の

マルシェに行っています。

私は戸籍係として、主に戸

籍関係の受付や戸籍の記

載をする事務を担当してい

ます。

正確さが求められる業務

なので緊張感もありますが、

婚姻や赤ちゃんの出生など、

皆さんの人生における大切

な節目に携われることにや

りがいを感じています。



野野野野 中中中中 優優優優 吾吾吾吾 主主主主 事事事事

生涯生涯生涯生涯学習課学習課学習課学習課
マイ・ワークマイ・ワークマイ・ワークマイ・ワーク

マイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフ

私はスポーツ係を担当し

ています。

スポーツを推進するため

の事務作業が主な仕事で

す。

参加した方々の笑顔や元

気に寄り添うポジティブな職

務はとてもやりがいがあり、

私自身も明るくさせてくれま

す。

終業後にドライブに出かけるなどメリハリのある生活を心がけ

ています。また休日には町の剣道教室に行き、地域の方とのコ

ミュニケーションを大切にしています。

淺淺淺淺 野野野野 朱朱朱朱 香香香香 主主主主 事事事事

都市整備課都市整備課都市整備課都市整備課
マイ・ワークマイ・ワークマイ・ワークマイ・ワーク

マイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフ

私は住民の方にとって、

より住みやすいまちづくりを

担当しています。土地利用

や道路・公園等を計画し、

美しい町が何年先も続くよう

に考えながら進めていきま

す。

毎日が初めての連続です

が、素敵な上司や先輩に助

けていただき、やりがいを感

じながら楽しく働いています。

私はお城巡りが大好きで、最近「日本１００名城スタンプ」を集

め始めました。今年は夏季休暇を利用して関西方面のお城巡

りと食い倒れツアーを計画中です。

落落落落 合合合合 美美美美 里里里里 主主主主 事事事事

のびのび保育園のびのび保育園のびのび保育園のびのび保育園
マイ・ワークマイ・ワークマイ・ワークマイ・ワーク

マイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフ

私は４歳児の担任をして

います。絵本や紙芝居の読

み聞かせをしたり、手遊び

や歌を歌ったりして、子ども

たちが毎日安心し、楽しく過

ごせるよう保育を行ってい

ます。

子どもたちの命を預かる

責任は大きいですが、身近

に成長を感じることができ、

やりがいに溢れた仕事です。

私の趣味はパズルをすることです。現在は世界最小のパズ

ルにはまっています。また体を動かすことが好きで、今後町の

テニスやバドミントンに参加したいです。

村村村村 田田田田 真真真真 也也也也 主主主主 事事事事

上下水道課上下水道課上下水道課上下水道課
マイ・ワークマイ・ワークマイ・ワークマイ・ワーク

マイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフ

私は水道メーターの管理

や浄化槽関連を担当してい

ます。主な仕事は事務です

が、現場にでることもあり、

様々な仕事を経験できるや

りがいのある職場です。

町外に住んでいますが、

仕事をしていくうちに町のこ

とを知ることができ、毎日新

しい発見がありとても楽しい

です。

仕事が終わったあとに役場の同期や先輩と一緒にテニスとバ

ドミントンをやっています。違う部署の先輩との交流も増え、知

り合いが増えてうれしいです。

荒荒荒荒 井井井井 悟悟悟悟 主主主主 事事事事

健康福祉課健康福祉課健康福祉課健康福祉課
マイ・ワークマイ・ワークマイ・ワークマイ・ワーク

マイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフ

私は高齢者・介護係とし

て、主に介護保険や老人ク

ラブ、戦没者に関わる業務

を担当しています。

高齢の方や介護を必要と

している方が安心して活き

活きと暮らすことができるよ

う、町の窓口として明るく元

気でわかりやすい案内を心

がけています。

息子と遊ぶことが何よりの楽しみです。どんどん出来ることが

増えていく息子に負けないよう、自分も2歳児並の吸収力で仕

事を覚えていきたいと思います。

黒黒黒黒 澤澤澤澤 郁郁郁郁 美美美美 主主主主 事事事事

産産産産 業業業業 課課課課
マイ・ワークマイ・ワークマイ・ワークマイ・ワーク

マイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフマイ・ライフ

私は農業者の方への支

援を担当しています。新しく

農業を始める人や今農業を

行っている人が高根沢町で

充実した活動ができるよう

に相談などを行っています。

さらに、児童館の子どもた

ちと枝豆を植えたり、スタッ

フとしてイベントに参加した

り、外での仕事もあります。

平日は、週１日太極拳の教室に通い、体力づくりをしています。

休日は、町内や近くの市町のイベントに遊びに行き、それぞれ

の市町の魅力を見つけています。



平成平成平成平成２８年度採用職員からの２８年度採用職員からの２８年度採用職員からの２８年度採用職員からの

メッセージメッセージメッセージメッセージ

町役場には町役場独自の魅力が町役場には町役場独自の魅力が町役場には町役場独自の魅力が町役場には町役場独自の魅力が

いっぱいあるよ。いっぱいあるよ。いっぱいあるよ。いっぱいあるよ。

石石石石 坂坂坂坂 高高高高 庸庸庸庸 主主主主 事事事事

私は町の予算編成や、国か

らの交付税、町債の借入など

財政に関わる仕事を担当して

います。財政を管理するため

には、各課の事業内容や予算

規模、経済の動向などより多

くの知識が必要となることか

ら、常にアンテナを広くはり、

学び続けることを心がけてい

ます。

若手職員のプロジェクトが始動し、積極的に活動を行

うなど、年齢に関係なく職員一人ひとりが行政を真剣に

考え、切磋琢磨できる環境が魅力です。

企企企企 画画画画 課課課課

加加加加 藤藤藤藤 愛愛愛愛 未未未未 主主主主 事事事事

住民の生活に寄り添う一番身近な存在として働ける！

職員数が少ないからこそできることがたくさんある！

いろいろな業務を経験し、レベルアップできる！

住住住住 民民民民 課課課課

私は総合窓口を担当してい

ます。住民票を発行したり、

引越しの手続きをしたりする

他にもたくさんの仕事があり

ます。住民の生活に関わる一

番身近な窓口として、元気な

挨拶と笑顔を常に心がけてい

ます。正確に、スピーディに

仕事をこなせるよう日々奮闘

中です。

阿久津阿久津阿久津阿久津 里里里里 奈奈奈奈 保健師保健師保健師保健師

私の担当する高齢者・介護

係は、高齢者の方が“最後ま

で自分らしく過ごせるように

お手伝いする”ことが仕事で

す。介護予防や認知症予防の

教室を企画・開催し、保健師

として参加者の健康相談にも

応じています。また、介護保

険の申請手続や相談など窓口

業務の仕事も行っています。

住民にとって身近な存在として働けることです。直接、

住民の声や想いを聴くことができるため、やりがいを

もって仕事に取り組むことができます。

健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉課課課課

平成平成平成平成28282828年度年度年度年度採用となった先輩職員から、皆採用となった先輩職員から、皆採用となった先輩職員から、皆採用となった先輩職員から、皆

さんへのメッセージを紹介します。さんへのメッセージを紹介します。さんへのメッセージを紹介します。さんへのメッセージを紹介します。

仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介

町役場町役場町役場町役場の魅力の魅力の魅力の魅力

仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介

町役場町役場町役場町役場の魅力の魅力の魅力の魅力

仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介

町役場町役場町役場町役場の魅力の魅力の魅力の魅力



德德德德 田田田田 梨梨梨梨 紗紗紗紗 主主主主 事事事事

私は学校教育に関する仕事

を担当しています。学校予算

の事務や転入転校の手続きな

どのほか、教職員と連携しな

がら、子どもたちが充実した

学校生活を送ることができる

ようサポートしています。子

どもたちの笑顔や元気な姿が

私のやりがいと誇りに繋がっ

ています。

たくさんの部署があるところです。各部署が専門性に

特化しているので、町や国の制度、仕組み、取り組みに

ついて幅広く学ぶことができます。

学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課

輕輕輕輕 部部部部 麻麻麻麻 貴貴貴貴 主主主主 事事事事

仕事もプライベートも充実している職員が多く、仕

事・家庭・趣味の両立がしやすい環境だと思います。私

は仕事の後にジョギングをするのが楽しみです。

こどもみらい課こどもみらい課こどもみらい課こどもみらい課

私は保育係の担当です。保

育園の入園相談や受付、保育

料の算定といった仕事を行っ

ています。保育園や子育て支

援センター、児童館など関係

機関へ多く足を運び、現場の

声を聞き、現場の職員と協力

して子どもたちが安心して楽

しく過ごせるよう努めていま

す。

相相相相 良良良良 美美美美 希希希希 保育士保育士保育士保育士

保護者や地域とのつながりは強く、また、自然豊かな

場所でのびのび仕事ができることです。仕事や職員組合

活動を通じて事務職員との交流があることも魅力です。

にじいろにじいろにじいろにじいろ保育園保育園保育園保育園

私は保育園で３歳児の担任

をしています。読み聞かせを

して一緒に遊びながら、子ど

もたちが安心して一日を過ご

せるよう保育を行っています。

日々子どもの成長を支援でき

るよう心がけています。子ど

もの成長を肌で感じられるの

は、私にとって何よりの喜び

とやりがいです。

小小小小 堀堀堀堀 綾綾綾綾 乃乃乃乃 保健師保健師保健師保健師

私は母子保健に関する仕事

を担当しています。乳幼児健

診や家庭訪問、乳幼児対象の

各種教室を企画・開催してい

ます。住民への直接的な支援

だけでなく、関係機関との連

携・調整も健康な地域づくり

には欠かせない保健師として

の重要な役割です。

住民はもちろん、病院職員や他市町の保健師と接する

機会も多く、日々新しい出会いがあります。人と人との

つながりを強く感じながら働けることが魅力です。

健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉課課課課

穐穐穐穐 本本本本 詩詩詩詩 音音音音 主主主主 事事事事

事務系から事業系まで様々な仕事ができることです。

これまで知らなかった分野に触れることも多く、自分の

可能性や価値観を高めることができます。

都市整備課都市整備課都市整備課都市整備課

私は区画整理という事業を

担当しています。市街地の宅

地や道路、公園の整備などを

行い、住民が快適に過ごすこ

とのできるまちづくりを進め

ていく仕事です。この仕事は

何年先までも目に見える形と

して残るため、責任も大きい

のですがその分やりがいもあ

ります。

仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介

町役場町役場町役場町役場の魅力の魅力の魅力の魅力

仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介

町役場町役場町役場町役場の魅力の魅力の魅力の魅力

仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介

町役場町役場町役場町役場の魅力の魅力の魅力の魅力

仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介

町役場町役場町役場町役場の魅力の魅力の魅力の魅力

仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介仕事の紹介

町役場町役場町役場町役場の魅力の魅力の魅力の魅力



詳しくは、高根沢町ホームページ
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高根沢町、ブランド宣言。


