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人　口／男性399,974人　女性402,818人　
世帯数／341,314世帯
面　積／1,558.06 km² （岐阜県高山市に次いで2番目）

浜松市の人口と面積

（令和元年12月1日時点）H
Z
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「浜松 ≒ ぎゅっとJAPAN」

浜松市は明治44年7月に誕生して以来、「やらまいか精神」あふれた先人
のたゆまぬ努力によって、活力ある産業を基盤として政令指定都市にまで
成長を遂げました。平成の最後には全国20の政令指定都市の中で「幸福
度ランキング第1位」「健康寿命第1位」という輝かしい成績を残すことがで
きました。
そして、令和の新時代が幕を開け、本格的な人口減少社会に加え、AIや
IoTの進化など、急激な社会環境の変化に直面しています。自治体として、
持続可能な形で発展し続けるためには、いち早く変化に対応し、イノベー
ションによる解決を図っていかなければなりません。新たな時代がスタート
した今こそ、日本をリードする課題解決型の先進都市としての自覚と気概
を持って、オール浜松でチャレンジを積み重ね、揺るぎない未来を創造して
いきたいと考えています。
このガイドを通して、これからの浜松を担う若手職員の姿をご覧いただくと
ともに、皆さんの未来を重ね、思いを馳せてみてください。

浜松市長 鈴木康友

多様なスタイルで叶う、理想のライフ
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都会暮らしの便利さがあり、田舎ののどかさもある。
起業やものづくりのエネルギーにあふれ、
地域はお互いを思いやる心でつながり、
お母さん、子ども、お年寄りにも、やさしい。
日本をぎゅっと濃縮したような素敵なまち、
それが浜松です。

日本三大人工美林の一つである「天竜美林」は、持続可能な森林
経営の証として、国際機関から全国の市町村で最大規模の
「FSC森林認証」を取得しており、天竜材（FSC認証材）は、東京
五輪関連施設にも積極的に活用されています。   

天竜川は、長野県から愛知県、静岡県を経て太平洋へ注ぐ
一級河川。その豊かな恵みは、市民の暮らしや産業発展を支える
とともに、古くから流域の交流が盛んに行われ、県境を越えた「三
遠南信」広域圏を形成しています。

浜名湖は、外海と通じた汽水湖であり、401種
の魚類をはじめ、全国一の多様な生物が生息し
ています。美しい景観に加え、マリンスポーツや
サイクリングが盛んで、浜松市を代表する観光
スポットになっています。   

静岡県の御前崎から愛知県の伊良湖岬までの約110㎞、このうち
浜松市エリアは、中田島砂丘を中心に美しい砂浜が広がり、ウミ
ガメの産卵地としても有名です。巨大地震の津波に備えて延長
17.5㎞に及ぶ防潮堤を整備しています。毎年5月には浜松まつり
の凧揚げで賑わいます。
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政令指定都市「幸福度」ランキング No.1
浜松市は財政健全度や合計特殊出生率が1位など、基本的ポテンシャルが高いことに
加え、古くからものづくり産業の集積など、安定した雇用環境も有しているなどの要因
から、幸福度ランキングで政令指定都市20市中1位となりました。
※日本総合研究所発表 2018年版「政令指定都市幸福度ランキング」より

住みやすいまち

全国でも
高水準！！

浜松市は

魅力溢れるまち こんなとこだよ　HAMAMATSU

浜名湖を中心とした観光地域づくりのブランドコンセプトです。

平成から令和へ
持続可能なまちづくりへの挑戦

2018年版
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主な業務の内容

主な業務の内容

主な業務の内容

主な業務の内容

土木

建築

電気

機械

化学

薬剤師

獣医師

保健師

看護師

歯科衛生士

学校栄養士

臨床心理士

行政

社会福祉士

学校事務

消防士

救急救命士

精神保健
福祉士

幼稚園教諭・
保育士

戸籍、住民登録、国保、年金などの窓口業務をはじめ、企画、税務、
福祉、都市計画など、施策の企画立案から実施まで、市政運営全般

ケースワークや相談、福祉施策の企画立案から実施などの業務

市立小・中学校での事務処理など、児童生徒の直接的指導を
伴わない学校運営業務

道路や橋梁、河川、上下水道などの公共インフラの土木工事の
設計や監理、維持管理などの業務

庁舎、学校などの公共施設の設計や工事監理、建築確認申請
の審査・検査などの業務

庁舎、学校などの公共施設の付帯電気設備の設計や工事監理、
施設の電気設備の維持管理などの業務

廃棄物処理関連施設や上下水道施設などの機械設備の設計
や工事監理、維持管理などの業務

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの防止に係る規制、
指導、調査研究などの業務

食品衛生、環境衛生などにおける試験、検査、薬事などの業務

食品衛生や食肉検査、動物の保護、管理などの業務

保健指導や相談、健康教育などの業務

佐久間病院、夜間救急室での看護業務

歯科衛生指導や相談などの業務

市立小・中学校、学校給食センターでの給食の献立作成や
食育推進などの業務

児童・保護者に対する心理判定やカウンセリングなどの業務

精神保健福祉に関する相談、支援や施策の企画立案から実
施などの業務

市立幼稚園・保育園での園児の保育、一時保護児童の観察・
指導などの業務

消火活動、救急・救助活動、火災予防などの業務

救急活動のほか、消火活動、救助活動、火災予防などの業務

熱き血のイレブン！！
輝く先輩たち 1 1

4

積み重なる魅力、
　やりがいのある仕事
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ごみ減量推進課では市民の皆様にご協力いただきながら、ごみの
減量・資源化を図るため、リサイクル活動の推進や啓発活動を
行っています。私は主に啓発活動に携わり、各種イベントや
自治会・学校での説明会を実施して、ごみ減量についての理解を
深めてもらえるよう努めています。入庁2年目に新規事業として
提案した、食品ロスを削減するための「エコレシピコンテスト事業」
が採用され、3年目には担当となり事業を進めてきました。当初は
応募が少なかったのですが、高校や自治会などを訪問し積極的
にPRやアプローチをした結果、徐々に多くの応募作品が集まる
ようになりました。新規事業をゼロから立ち上げる大変さ、難しさ
はありますが、自分が企画立案した事業を自らが中心となって実現
できた達成感は大きく、とても良い経験になりました。現在はコン
テストの入賞作品を中心に、エコレシピ集として発行するための
作業に取り組んでいます。今後はこれまでの事業をただ継続する
のではなく、問題点を見つけ改善し、また新しいことにも挑戦して
いく、行動力や創造力のある職員になりたいと思っています。

若手職員でも新規事業の
立案から実行まで任せてもらえる環境

物腰やわらかな接客と的確な業務遂行で、周囲から信頼を得
ています。入庁3年目にして、自ら提案して事業化した努力はお
見事！さらなるチャレンジを応援しています。

公務員は型にはまった業務・前例踏襲というイメー
ジがあるかもしれませんが、新しいことを生み出
し、実行することも求められています。学生の皆さ
んにはチャレンジ精神を持って、いろいろなことに
挑戦していってほしいと思います。
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昼　食協働センターで
ごみ減量の説明

メールの確認、
届いた書類の
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ポスター・チラシ・冊子
など広報資料の作成

協働センターなど
他部署との調整
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終  業

環境部ごみ減量推進課
平成29年度入庁
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〈主な配属先〉
■ 市長事務部局の各部　■ 区役所
■ 上下水道部　■ 各行政委員会
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中消防署の消防救助グループに所属して、主に火災の
消火や救急支援を行う「災害対応」、消防車両や消火栓、
防火水槽などの維持管理を行う「警防業務」、建物の防火
上の安全性や消防用設備の設置などを検査、指導する
「予防業務」の3業務に従事しています。消防士の職に
就いて3年目になりますが、最も心に残っているのは、心肺
停止状態の方に、救急隊が到着するまでの間、胸骨圧迫の
処置をしたことです。その後、その方が無事だったと聞いて、
ほっと安心すると同時に、人命救助を補助することができた
喜びを実感しました。今後は救急業務も身につけるべく、
消防学校の専科教育で学び、救急隊員としての知識や
技術を習得して、活動の場を広げたいと思っています。この
仕事に就いて良かったと感じるのは、現場活動や訓練指導
をした時に、市民の皆様から「ありがとう」と声を掛けられる
ことです。今後も知識、技術、体力の向上に努めて、常に
「ありがとう」と感謝される職員であり続けたいと思います。

Q.現在の部署ではどのような業務をしていますか？
中尾　教育委員会の指導課は、小・中学校の教育課程、学習指導
や教育相談などの業務を行っています。その中でも私の所属する
グループは、業務を円滑に進めるため、調整を図りながら「のびゆく
浜松」などの印刷物の発注や、学校の支援員に対する支払い業務
などをしています。
玉置　中区役所の区民生活課に所属しています。住民票を必要と
する市民の皆様にとても身近な部署です。私は住民記録グループに
いて、主に市民の皆様からいただいた届出書の内容をチェック・入力
し、正確に住所などを記録する仕事をしています。
大隅　私は防災全般に関する業務を行う危機管理課に所属して
います。中でも協定締結といって、例えば防災用品の販売会社と、
「災害時における生活物資の供給協力」というような協定を、事前に
結ぶ仕事が主です。

Q.市役所に就職した理由、また就職して良かったことは何ですか？
大隅　先ほど玉置さんが「市民に身近な部署」と話していましたが、
まさにその通りです。国や県も考えましたが、市役所は市民の皆様との
距離が近く、実際に防災の啓発をしたり、災害時に避難を促したり、
市民の皆様のために働いていることが実感できています。大学時代に
三重県の御浜町で土砂災害の研究をしていて、その研究成果を生か
せることも魅力です。
玉置　私は和歌山県美浜町出身です。ミハマ違いですね（笑）。大学
進学で浜松に来て、気候が美浜町と似ていたり、人がやさしかったり、
とても住みやすい街なので、地元に帰らず、いろいろな部署で働けると
思って、浜松市役所に就職を決めました。市役所に就職して良かった
ことは、同期が多いので悩みなどを共有できる機会がたくさんあること
です。
中尾　玉置さん同様、いろいろな仕事を経験できる市役所職員を志望
しました。学生時代は教育学部で、浜松市内の学校で教育実習を行
い、免許も取得したので、今の仕事に生かすことができています。
私のグループは私以外全員女性です。お母さんやお姉さんがたくさんい
るような温かい職場で、やさしく指導していただけることがとても良かった
と感じています。
Q.指導員制度についてどう感じていますか？
玉置　配属前は困った時に誰に聞けばよいかわからないので不安
でしたが、その不安が指導員制度のおかげで解消されました。日々の
業務のことはもとより、社会人としての基本的なマナーまで教えても
らえるので大変勉強になっています。
中尾　入庁2年目の先輩が指導員なので、何でも聞きやすく、なお
かつ、説明は懇切丁寧です。いつもやさしくフレンドリーでありながら、
さりげなくサポートしてくれます。
大隅　私の指導員は入庁20年目のベテラン職員で、業務のことも

あこがれの消防士になって3年。
今後は救急隊としての活動も

若手ではありますが、安心してグループの仕事を任せることが
できる頼もしい職員です。今後は、救急科への派遣も決まって
おり、新しい分野での活躍を期待します。

消防士を目指す皆さん。消防士はいかなる困難な状況にも立ち向
かわなければならないので、強い体と心を磨いておいてください。
私も学生時代に筋トレやランニングをして体力づくりに励んできた
ことが、今の仕事に役立っていますから。

消防局中消防署
平成29年度入庁

武市 穣

Takeichi
Yutaka

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

上司からのコメント

次世代の

新規採用職員座談会（平成31年度入庁）

市民の皆様と関わりながら
取り組む仕事にやりがい

課内のこともすべて熟知されていて、私に目の前のことだけでなく、
全体像も教えてもらえることが魅力です。新規採用職員にとって指
導員制度は、とても心強い制度だと思います。
Q.休日やアフター5はどんな風に過ごしていますか？
中尾　ノー残業デーが週に1日あり、仕事帰りにお酒を飲みに行くこ
とが多いです。同期で集まることも多く、いろいろな話ができてとても
楽しいです。最近、車を購入したので、この前の休日は大学時代の
仲間に会いに、静岡市まで出掛けました。
大隅　思った以上に時間にゆとりがあり、ボルダリングやテニス、筋
トレなどの趣味を楽しんでいます。ギターを弾いたり、読書をしたりする
こともあります。
玉置　福利厚生制度に、レジャー施設や映画館の割引があるの
で、それをうまく利用してお得に楽しんでいます。スーパー銭湯や温泉
施設で身体をゆっくり休める時もあります。
Q.これからの目標を聞かせてください。
大隅　どんな部署のどんな仕事にも対応できる職員になりたいで
す。そのために自己啓発本や、業務に関わる専門分野の本を読ん
で、日々学んでいます。なりたい自分を明確にして、それに向かって行
動する姿勢を今後も変わらず持ち続けたいです。
玉置　市民の皆様から「ありがとう」をたくさん言われる職員を目指し
たいです。家庭を持ちつつ仕事も頑張っている女性の先輩方が大
勢いらっしゃるので、これからもここ浜松市役所でずっと働き続けた
いと思っています。
中尾　就職活動中に人事委員会の職員にやさしく接してもらった
経験で、人事にも興味がありますし、いろいろな仕事に携わって、それ
ぞれの部署でスキルを磨き、それを糧に成長していきたいと思います。
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防火水槽などの維持管理を行う「警防業務」、建物の防火
上の安全性や消防用設備の設置などを検査、指導する
「予防業務」の3業務に従事しています。消防士の職に
就いて3年目になりますが、最も心に残っているのは、心肺
停止状態の方に、救急隊が到着するまでの間、胸骨圧迫の
処置をしたことです。その後、その方が無事だったと聞いて、
ほっと安心すると同時に、人命救助を補助することができた
喜びを実感しました。今後は救急業務も身につけるべく、
消防学校の専科教育で学び、救急隊員としての知識や
技術を習得して、活動の場を広げたいと思っています。この
仕事に就いて良かったと感じるのは、現場活動や訓練指導
をした時に、市民の皆様から「ありがとう」と声を掛けられる
ことです。今後も知識、技術、体力の向上に努めて、常に
「ありがとう」と感謝される職員であり続けたいと思います。

Q.現在の部署ではどのような業務をしていますか？
中尾　教育委員会の指導課は、小・中学校の教育課程、学習指導
や教育相談などの業務を行っています。その中でも私の所属する
グループは、業務を円滑に進めるため、調整を図りながら「のびゆく
浜松」などの印刷物の発注や、学校の支援員に対する支払い業務
などをしています。
玉置　中区役所の区民生活課に所属しています。住民票を必要と
する市民の皆様にとても身近な部署です。私は住民記録グループに
いて、主に市民の皆様からいただいた届出書の内容をチェック・入力
し、正確に住所などを記録する仕事をしています。
大隅　私は防災全般に関する業務を行う危機管理課に所属して
います。中でも協定締結といって、例えば防災用品の販売会社と、
「災害時における生活物資の供給協力」というような協定を、事前に
結ぶ仕事が主です。

Q.市役所に就職した理由、また就職して良かったことは何ですか？
大隅　先ほど玉置さんが「市民に身近な部署」と話していましたが、
まさにその通りです。国や県も考えましたが、市役所は市民の皆様との
距離が近く、実際に防災の啓発をしたり、災害時に避難を促したり、
市民の皆様のために働いていることが実感できています。大学時代に
三重県の御浜町で土砂災害の研究をしていて、その研究成果を生か
せることも魅力です。
玉置　私は和歌山県美浜町出身です。ミハマ違いですね（笑）。大学
進学で浜松に来て、気候が美浜町と似ていたり、人がやさしかったり、
とても住みやすい街なので、地元に帰らず、いろいろな部署で働けると
思って、浜松市役所に就職を決めました。市役所に就職して良かった
ことは、同期が多いので悩みなどを共有できる機会がたくさんあること
です。
中尾　玉置さん同様、いろいろな仕事を経験できる市役所職員を志望
しました。学生時代は教育学部で、浜松市内の学校で教育実習を行
い、免許も取得したので、今の仕事に生かすことができています。
私のグループは私以外全員女性です。お母さんやお姉さんがたくさんい
るような温かい職場で、やさしく指導していただけることがとても良かった
と感じています。
Q.指導員制度についてどう感じていますか？
玉置　配属前は困った時に誰に聞けばよいかわからないので不安
でしたが、その不安が指導員制度のおかげで解消されました。日々の
業務のことはもとより、社会人としての基本的なマナーまで教えても
らえるので大変勉強になっています。
中尾　入庁2年目の先輩が指導員なので、何でも聞きやすく、なお
かつ、説明は懇切丁寧です。いつもやさしくフレンドリーでありながら、
さりげなくサポートしてくれます。
大隅　私の指導員は入庁20年目のベテラン職員で、業務のことも

あこがれの消防士になって3年。
今後は救急隊としての活動も

若手ではありますが、安心してグループの仕事を任せることが
できる頼もしい職員です。今後は、救急科への派遣も決まって
おり、新しい分野での活躍を期待します。

消防士を目指す皆さん。消防士はいかなる困難な状況にも立ち向
かわなければならないので、強い体と心を磨いておいてください。
私も学生時代に筋トレやランニングをして体力づくりに励んできた
ことが、今の仕事に役立っていますから。
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課内のこともすべて熟知されていて、私に目の前のことだけでなく、
全体像も教えてもらえることが魅力です。新規採用職員にとって指
導員制度は、とても心強い制度だと思います。
Q.休日やアフター5はどんな風に過ごしていますか？
中尾　ノー残業デーが週に1日あり、仕事帰りにお酒を飲みに行くこ
とが多いです。同期で集まることも多く、いろいろな話ができてとても
楽しいです。最近、車を購入したので、この前の休日は大学時代の
仲間に会いに、静岡市まで出掛けました。
大隅　思った以上に時間にゆとりがあり、ボルダリングやテニス、筋
トレなどの趣味を楽しんでいます。ギターを弾いたり、読書をしたりする
こともあります。
玉置　福利厚生制度に、レジャー施設や映画館の割引があるの
で、それをうまく利用してお得に楽しんでいます。スーパー銭湯や温泉
施設で身体をゆっくり休める時もあります。
Q.これからの目標を聞かせてください。
大隅　どんな部署のどんな仕事にも対応できる職員になりたいで
す。そのために自己啓発本や、業務に関わる専門分野の本を読ん
で、日々学んでいます。なりたい自分を明確にして、それに向かって行
動する姿勢を今後も変わらず持ち続けたいです。
玉置　市民の皆様から「ありがとう」をたくさん言われる職員を目指し
たいです。家庭を持ちつつ仕事も頑張っている女性の先輩方が大
勢いらっしゃるので、これからもここ浜松市役所でずっと働き続けた
いと思っています。
中尾　就職活動中に人事委員会の職員にやさしく接してもらった
経験で、人事にも興味がありますし、いろいろな仕事に携わって、それ
ぞれの部署でスキルを磨き、それを糧に成長していきたいと思います。

Fresh talk !! ●
中
区
・
区
民
生
活
課

玉
置 

明
子

●
教
育
委
員
会

　学
校
教
育
部 

指
導
課

中
尾 

元

●
危
機
管
理
監 

危
機
管
理
課

大
隅 

駿

〈主な配属先〉
■ 消防局　■ 消防署　■ 出張所

消 防 士

Osumi
Shun

Tamaki
Meiko

Nakao
Gen



08 09

5
メインとなる業務は、狭い道路の拡幅整備
事業です。道路を拡げる主な目的は、消防車や
救急車などの緊急車両が通行できるようにする
ためです。車両が侵入できないと、災害時の
活動に支障をきたす場合があるので、安全で
良好な居住環境を守るためにも十分な道幅の
確保が望まれます。道路の中心から2m後退
した敷地部分を寄付していただくことで、市が
道路として整備する事業を行っています。土地
の調査・測量から工事完了までの道路整備
に携わる中で、建築だけでなく土木建築に関
するノウハウも得ることができ、幅広い知識が
蓄えられます。また、相談業務にもあたって
おり、所有する土地のことでトラブルや困りごと
の相談を受けた際、解決に導いて感謝された時
はやりがいを感じました。窓口に相談に来られ
るのは、市民の方から建築の専門の方まで
様々なので、それぞれに合った対応ができる
よう心掛けています。今後はより安全・快適な
建築物やまちづくりに携わりたいと思っ
ています。そのためにも積極的な自己
啓発に努め、スキルアップを図りた
いと考えています。

建築の知識をもとに、様々なスキルを
身につけながら成長できる仕事

市の建築職員として、学んだ知識を生かし、共に浜松
市を安全で住みやすい都市にするようまちづくりに
貢献してほしいです。市役所は縦にも横にも多くの人
たちとつながりを持てるのが魅力です。

こども家庭部児童相談所
平成28年度入庁

岩堀 稔里

Yamanaka Shota

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに
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何事にも熱心で前向きに仕事をしています。また、コミュニケーション能力も高く、先輩から
の信頼も厚い職員です。将来は変化を先取りし、市民の目線で考え、積極的に行動する職
員として活躍することを期待します。

上司からのコメント

都市整備部建築行政課
平成27年度入庁

山中 翔太4
道路工事が設計書どおりに行われ、それが法令
や基準に適合するかを監督する業務を担当して
います。また、管内で建設中の橋の広報を作成し、
地域の方々に工事の進捗状況を発信する業務
も行っています。入庁1年目となる昨年度は、
台風による道路災害の現場を初めて目の当たり
にし、衝撃を受けると同時に、地域の方々の
ためにも1日も早く復旧して通行できるように
しなければならないと強く思いました。この
業務は工法の決定から工事が無事に
完了するまでを通じて多くの知識を得る
ことができます。また、市民の皆様が
必要とする道路を復旧するというやり
がいも感じることができます。私は
佐久間町出身で自分が生まれ育っ
た地域が管内になりますが、この
管内を巡回していると、いつもどこ
かで通行止めが発生し、その道が通れないこと
で住民の方々がどれほど困るのか、ということを
実感します。多くの知識を得るためには、やはり実
際の現場を見ることが重要です。今後も積極
的に現場に出て経験を積み、適切かつ効率
的に業務を進められるよう努めていきたいです。

“現場第一主義”をモットーに、
インフラ整備を通じて地域に貢献

業務は多岐にわたりますが、経験豊富な先輩方が丁
寧に指導してくださるので安心です。市民の皆様の
安全・安心で快適な生活を支える土木技術者として、
一緒に成長していただける方をお待ちしています。

Awata Kyotaro

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

理解できないことを一生懸命調べ、仕事を覚えようとする努力家です。広報の作成につい
ても秀でたセンスを持っています。これからも土木技術者として技術の研鑽を図り、大きく成
長してください。

上司からのコメント

土木部天竜土木整備事務所
平成30年度入庁

粟田 恭太朗 7
動物園の獣医師として、主に飼育動物の健康
管理を業務としています。具体的には、動物
たちの健康状態の観察、血液や糞便の定期
検査、傷病動物の診察・治療などです。また、
遠足や校外学習で来園した子どもたちに、
動物の命の素晴らしさや大切さを伝える「いのち
の教育事業」も行っています。例えば、動物園
で働く獣医師の話をしたり、DVDや標本などを
活用した教育プログラムを担当しています。
子どもたちから「良かった！」「楽しかった！」と声を
聞けた時には、仕事の喜びや充実感を味わう
ことができます。動物園の飼育動物はほとんど
が野生動物種であり、また高齢の動物も多い
ため、病気の治療が困難な場合が多いです。
特に、動物に麻酔をかける際は、薬の種類や
量、麻酔深度のモニタリング、さらには職員の
安全にも配慮が必要です。そのため、順調に
回復して元気に動き回る姿を見た時は、ほっと
すると同時に獣医師として命を預かる責任の
重さを実感します。今後はもっと経験を重ね、
獣医療の知識や技術を身につけるとともに、
来園する皆様に喜んでいただける動物園に
していきたいです。

ケガや病気が治った動物たちの元気な姿を見ることが、
大きな喜びとエネルギーの源

動物園の獣医師は、動物たちの命を預かる責任ある
仕事ですが同時に感動も多い仕事です。勉学などで忙し
いとは思いますが、新しいことに挑戦する姿勢を忘れ
ず、ぜひ様々なことに興味を持って取り組んでください。

Yamashita Aozora

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

山下さんはいつも明るく冷静で、主体的に業務に取り組む姿勢が素晴らしいと思います。動物園の
獣医師は、飼育動物の診療を主な業務としています。様々な動物がいる中で、対応に苦労することも
多いと思いますが、動物たちが健やかに過ごせるよう知識や技術を少しずつ身につけていってください。

上司からのコメント

都市整備部動物園
平成31年度入庁

山下 青空6
児童相談所は子どもの養育に関する様々な
相談を受ける機関です。その中でも私はケース
ワーカーといって、子どもが安心して生活できる
環境を目指して、主に保護者や関係機関
（学校、医療機関等）とのやりとりを行う仕事を
しています。対応は基本的にチームで行い、
子どもや保護者と話をして集めた情報を所内
で分析、評価し、その子どもが安心して暮ら
せる方法を家族と一緒に考えていきます。時に
は受け入れてもらえない家庭もあり、難しさを
感じますが、上司や先輩のアドバイスを受けな
がら、また、関係機関と連携をとりながら進めて
います。支援をする中で、子どもの成長を感じる
時はやはりうれしいです。課題をすぐに解決
することは困難ですが、少しでも良い傾向が
見られた時が仕事のやりがいになっています。
今後は社会福祉士としての専門性を高めて、
その場で臨機応変に対応できるようになりたい
ですし、福祉以外にも視野を広げ、支援者と
して幅の広い人間になりたいと思っています。

子どもの成長を感じる時、課題に少しでも
良い傾向が見られた時にやりがい

どんな経験も、支援者として働く上での糧に
なります。学生の間にいろいろな経験をして、
ぜひそれを市役所で生かしてください。

Nozue Kana

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

子どもには最高の笑顔で、その保護者や関係機関には凛とした姿勢で、そんな姿がとても
頼もしく誇らしいです。浜松の子どもたちの幸せのために、今日も頑張りましょう！

上司からのコメント

こども家庭部児童相談所
平成30年度入庁

野末 佳那〈主な配属先〉
■ 都市整備部　■ 財務部

建　築
〈主な配属先〉

■ 土木部　■ 都市整備部
■ 上下水道部　■ 産業部

土　木
〈主な配属先〉

■ 健康福祉部　■ 産業部
■ 都市整備部

獣 医 師
〈主な配属先〉

■ 健康福祉部　■ 区役所
■ こども家庭部（児童相談所）

社会福祉士
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5
メインとなる業務は、狭い道路の拡幅整備
事業です。道路を拡げる主な目的は、消防車や
救急車などの緊急車両が通行できるようにする
ためです。車両が侵入できないと、災害時の
活動に支障をきたす場合があるので、安全で
良好な居住環境を守るためにも十分な道幅の
確保が望まれます。道路の中心から2m後退
した敷地部分を寄付していただくことで、市が
道路として整備する事業を行っています。土地
の調査・測量から工事完了までの道路整備
に携わる中で、建築だけでなく土木建築に関
するノウハウも得ることができ、幅広い知識が
蓄えられます。また、相談業務にもあたって
おり、所有する土地のことでトラブルや困りごと
の相談を受けた際、解決に導いて感謝された時
はやりがいを感じました。窓口に相談に来られ
るのは、市民の方から建築の専門の方まで
様々なので、それぞれに合った対応ができる
よう心掛けています。今後はより安全・快適な
建築物やまちづくりに携わりたいと思っ
ています。そのためにも積極的な自己
啓発に努め、スキルアップを図りた
いと考えています。

建築の知識をもとに、様々なスキルを
身につけながら成長できる仕事

市の建築職員として、学んだ知識を生かし、共に浜松
市を安全で住みやすい都市にするようまちづくりに
貢献してほしいです。市役所は縦にも横にも多くの人
たちとつながりを持てるのが魅力です。

こども家庭部児童相談所
平成28年度入庁

岩堀 稔里

Yamanaka Shota

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

何事にも熱心で前向きに仕事をしています。また、コミュニケーション能力も高く、先輩から
の信頼も厚い職員です。将来は変化を先取りし、市民の目線で考え、積極的に行動する職
員として活躍することを期待します。

上司からのコメント

都市整備部建築行政課
平成27年度入庁

山中 翔太4
道路工事が設計書どおりに行われ、それが法令
や基準に適合するかを監督する業務を担当して
います。また、管内で建設中の橋の広報を作成し、
地域の方々に工事の進捗状況を発信する業務
も行っています。入庁1年目となる昨年度は、
台風による道路災害の現場を初めて目の当たり
にし、衝撃を受けると同時に、地域の方々の
ためにも1日も早く復旧して通行できるように
しなければならないと強く思いました。この
業務は工法の決定から工事が無事に
完了するまでを通じて多くの知識を得る
ことができます。また、市民の皆様が
必要とする道路を復旧するというやり
がいも感じることができます。私は
佐久間町出身で自分が生まれ育っ
た地域が管内になりますが、この
管内を巡回していると、いつもどこ
かで通行止めが発生し、その道が通れないこと
で住民の方々がどれほど困るのか、ということを
実感します。多くの知識を得るためには、やはり実
際の現場を見ることが重要です。今後も積極
的に現場に出て経験を積み、適切かつ効率
的に業務を進められるよう努めていきたいです。

“現場第一主義”をモットーに、
インフラ整備を通じて地域に貢献

業務は多岐にわたりますが、経験豊富な先輩方が丁
寧に指導してくださるので安心です。市民の皆様の
安全・安心で快適な生活を支える土木技術者として、
一緒に成長していただける方をお待ちしています。

Awata Kyotaro

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

理解できないことを一生懸命調べ、仕事を覚えようとする努力家です。広報の作成につい
ても秀でたセンスを持っています。これからも土木技術者として技術の研鑽を図り、大きく成
長してください。

上司からのコメント

土木部天竜土木整備事務所
平成30年度入庁

粟田 恭太朗 7
動物園の獣医師として、主に飼育動物の健康
管理を業務としています。具体的には、動物
たちの健康状態の観察、血液や糞便の定期
検査、傷病動物の診察・治療などです。また、
遠足や校外学習で来園した子どもたちに、
動物の命の素晴らしさや大切さを伝える「いのち
の教育事業」も行っています。例えば、動物園
で働く獣医師の話をしたり、DVDや標本などを
活用した教育プログラムを担当しています。
子どもたちから「良かった！」「楽しかった！」と声を
聞けた時には、仕事の喜びや充実感を味わう
ことができます。動物園の飼育動物はほとんど
が野生動物種であり、また高齢の動物も多い
ため、病気の治療が困難な場合が多いです。
特に、動物に麻酔をかける際は、薬の種類や
量、麻酔深度のモニタリング、さらには職員の
安全にも配慮が必要です。そのため、順調に
回復して元気に動き回る姿を見た時は、ほっと
すると同時に獣医師として命を預かる責任の
重さを実感します。今後はもっと経験を重ね、
獣医療の知識や技術を身につけるとともに、
来園する皆様に喜んでいただける動物園に
していきたいです。

ケガや病気が治った動物たちの元気な姿を見ることが、
大きな喜びとエネルギーの源

動物園の獣医師は、動物たちの命を預かる責任ある
仕事ですが同時に感動も多い仕事です。勉学などで忙し
いとは思いますが、新しいことに挑戦する姿勢を忘れ
ず、ぜひ様々なことに興味を持って取り組んでください。

Yamashita Aozora

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

山下さんはいつも明るく冷静で、主体的に業務に取り組む姿勢が素晴らしいと思います。動物園の
獣医師は、飼育動物の診療を主な業務としています。様々な動物がいる中で、対応に苦労することも
多いと思いますが、動物たちが健やかに過ごせるよう知識や技術を少しずつ身につけていってください。

上司からのコメント

都市整備部動物園
平成31年度入庁

山下 青空6
児童相談所は子どもの養育に関する様々な
相談を受ける機関です。その中でも私はケース
ワーカーといって、子どもが安心して生活できる
環境を目指して、主に保護者や関係機関
（学校、医療機関等）とのやりとりを行う仕事を
しています。対応は基本的にチームで行い、
子どもや保護者と話をして集めた情報を所内
で分析、評価し、その子どもが安心して暮ら
せる方法を家族と一緒に考えていきます。時に
は受け入れてもらえない家庭もあり、難しさを
感じますが、上司や先輩のアドバイスを受けな
がら、また、関係機関と連携をとりながら進めて
います。支援をする中で、子どもの成長を感じる
時はやはりうれしいです。課題をすぐに解決
することは困難ですが、少しでも良い傾向が
見られた時が仕事のやりがいになっています。
今後は社会福祉士としての専門性を高めて、
その場で臨機応変に対応できるようになりたい
ですし、福祉以外にも視野を広げ、支援者と
して幅の広い人間になりたいと思っています。

子どもの成長を感じる時、課題に少しでも
良い傾向が見られた時にやりがい

どんな経験も、支援者として働く上での糧に
なります。学生の間にいろいろな経験をして、
ぜひそれを市役所で生かしてください。

Nozue Kana

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

子どもには最高の笑顔で、その保護者や関係機関には凛とした姿勢で、そんな姿がとても
頼もしく誇らしいです。浜松の子どもたちの幸せのために、今日も頑張りましょう！

上司からのコメント

こども家庭部児童相談所
平成30年度入庁

野末 佳那〈主な配属先〉
■ 都市整備部　■ 財務部

建　築
〈主な配属先〉

■ 土木部　■ 都市整備部
■ 上下水道部　■ 産業部

土　木
〈主な配属先〉

■ 健康福祉部　■ 産業部
■ 都市整備部

獣 医 師
〈主な配属先〉

■ 健康福祉部　■ 区役所
■ こども家庭部（児童相談所）

社会福祉士
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9
学校給食の管理と食に関する指導が主な業務
です。給食の管理としては献立作りや食材の
発注、調理員の指導、給食室や配膳の衛生
管理、それらに関わる経費の管理などです。
子どもたちがおいしく楽しく食事ができるように、
季節の行事に合わせたメニューや日本各地の
郷土料理、海外の料理など、様々な献立を取り
入れています。他にも地元浜松の旬の食材を
使ったふるさと給食の日も設けています。食に
関する指導としては、給食の時間に各クラスを
回って栄養や朝食の大切さについて話をした
り、家庭科や学級活動の時間に食育の授業を
行ったりしています。今年度から栄養教諭に
なったので、より教育的な指導が必要となりまし
た。そして子どもたちの「給食を残さず食べたい」
「苦手な食べ物にも挑戦したい」などの前向きな
声が聞けることや、日々成長した姿を見られる
ことにやりがいを感じます。これからも食の大切
さや健康について、子どもたちがもっともっと
興味を持てる仕掛けを考えていきたいと思って
います。子どもたちが大好きな給食の時間がより
楽しくなるよう、献立や給食室前の掲示物にも
いろいろなアイデアで工夫していきたいです。

食は人が生きていくために欠かせないものです。その食に関する
ことで子どもたちと接することができる学校栄養士という職は、
やりがいがあると同時にとても大切な仕事です。子ども好きな人、
食べ物が好きな人はぜひ、学校栄養士を目指してほしいです。

こども家庭部児童相談所
平成28年度入庁

岩堀 稔里

Matsuda Shiori 

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

年齢は若いですが使命感を持ち、職務を遂行しています。給食室の衛生管理はもちろん、食
の指導に関しても積極的に関わり、栄養教諭としての自覚が感じられます。近年子どもたちの
食生活を巡って多くの課題が挙げられています。経験を積み重ねながらも常に新しい情報を
収集し、世界一安全安心な学校給食のために、尽力してほしいと思います。

上司からのコメント

浜松市立富塚西小学校
平成28年度入庁

松田 詩織8
学校事務職員としての現在の業務は、学年費
や給食費といった学校徴収金、就学援助、
教職員の給与計算等の事務のほか、公費や私
費会計の管理等、経理事務を中心に多岐に
わたります。また、ここは8部会学校事務セン
ターという天竜区の学校事務を総括する部署
も兼務しているので、その二つの事務処理を
2人の先輩方と3人で分担しながら行ってい
ます。昨年度まで勤務していたのは全校児童
30人ほどの小規模な学校で、児童との距離が
近く、機会をとらえ、子どもたちと接したり、授業
を見せてもらったりしていました。理科の実
験器具を購入した際もその活用に興味があ
り、授業を参観させてもらったのですが、児童の
様子から器具の購入が有益だったと実感し、
子どもの成長を支える学校職員の一員である
という充実感・満足感を得ることができました。
今年度からは学校事務センターの業務にも携
わることとなり、それは事務職員としてのスキル
アップに最適だと考えています。学校運営
の一翼を担い、区内小中学校の事務に少し
でも役立つ存在となるよう精進していきたいと
思います。

子どもたちの声が響く活気ある場所「学校」。そこでの
事務は子どもの成長を支援する魅力に溢れています。
あなたもぜひ教員や事務職員等、皆で作り上げる
「チーム学校」の一員となって働いてみませんか。

Sawai Toshihiro 

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

〈主な配属先〉
■ 市立小・中学校

学校事務

爽やかな笑顔が印象的です。先輩2人にかわいがられて（いい意味です）、テキパキと仕事
をこなしています。事務センターの主力としての活躍を期待しています。

上司からのコメント

浜松市立二俣小学校
（8部会学校事務センター）
平成27年度入庁

澤井 俊広 11
私は現在３歳児の保育を担当してい
ます。日々子どもたちの笑顔に囲ま
れ、成長を保護者の方 と々喜び合え
ることに幸せを感じています。業務の
中では、排泄・衣服の着脱・食事・睡
眠などを見届け援助しながら、体調や
情緒の変化を把握し、個々に応じた対応をして
います。子どもたちの日々のしぐさを見逃さず、ど
んなところを育てていくか、目的を持って接するよ
う心掛けています。また、子どもたちの元気な姿
や素直な心に癒されたり、パワーをもらったりし
て、私自身も子どもたちと一緒に成長できる仕事
だと実感しています。先日行われた生活発表会
では、子どもたちの力をうまく引き出せるか不安で
したが、先輩方のサポートのおかげで無事成功
し、充実感を味わうことができました。保育園の子
どもたちは、乳幼児期という人格形成の基礎を
つくる大切な時期の大半を保育士と過ごします。
子どもたちにとってかけがえのない時間をともに
過ごしていることを十分に意識し、先輩方の姿を
見て学び、試行錯誤しながら保育に携わる中
で、気づく目・感じる心を養い、「自分なりの保育」
を見出していくことがこれからの大きな目標です。

保育に関する勉強はもちろん大切ですが、学生時代しかできない
ことにたくさんチャレンジしてください。私は趣味の旅行を楽しん
でいました。社会人になってからも時間を見つけて各地に出かけ
ますが、長期の旅行はやはり学生である今がチャンスです。

Shibata Ayumi 

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

こども家庭部幼児教育・保育課
三ヶ日保育園
平成30年度入庁

柴田 歩美10
私は入庁以前に看護師をしていたのですが、
病気になる前の予防や健康づくりの大切さを
実感し、新生児から高齢者まですべての方が
健康に過ごせるよう地域に密着して支援できる
保健師として働くことを選びました。現在は
妊婦・新生児・乳児・幼児を対象とした健康
診査や訪問、電話相談などの母子保健を主に
担当しています。核家族化の進行やプライ
バシー意識の高まりで地域とのつながりが弱く
なり、子育てで孤立する母親が増加しています。
母親になりたてで不安な時期にも関わらず、
相談する相手が身近にいないのが現状です。
そうした母親からの相談には、不安な気持ち
に寄り添いながら、問題の解決策を一緒に
少しずつ考えていくようにしています。最初は
涙を流しながら話をされていた母親の表情に、
笑顔が見られる時、保健師としてのやりがい
を感じます。地域で過ごす方の笑顔が少しで
も増えるように、正しい知識と安心感を与えられ
る保健師になりたいです。そのためにも日々勉
強が大切です。専門職としての自己研鑽に努め
ていきたいと思います。

専門職として最新の正しい情報を勉強し続ける
ことが必要な仕事ですが、職場の先輩が丁寧に
指導してくれますので安心してください。一緒
に仕事ができることを楽しみにしています。

Hamajima Chiaki 

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

相手の気持ちに寄り添い、優しい口調で語りかけているため、相談者も安心して相談して
います。後輩への気配りもばっちりです。今後も相談者目線、寄り添い支援に磨きを
かけてください。

上司からのコメント

南区・健康づくり課
平成28年度入庁

濱島 千晃

いつも給食を「おいしい」と言ってくれる、
子どもたちの笑顔を励みに

天竜区の事務センターとして、
事務全般業務に役立つ存在に

常に向上心を持ち、子どもたちと一緒に
楽しみながら成長していきたい

看護師からの転身。私が本当に
やりたかったのは保健師だと実感！

〈主な配属先〉
■ 市立小・中学校、学校給食センター

学校栄養士
〈主な配属先〉

■ こども家庭部
　（幼稚園、保育園、児童相談所）

幼稚園教諭・
保育士

〈主な配属先〉
■ 健康福祉部　■ こども家庭部
■ 区役所

保 健 師

明るく笑顔がとても素敵です。個人差の激しい3歳児に真摯に向き合い、行事や日々の業務をこなす
頑張り屋でもあります。3歳児の担任を2年のキャリアで行うのは容易ではありません。しかし、それを
感じさせないバイタリティと誠実な姿勢は、一人ひとりの子どもに寄り添うことが出来る保育士と
確信し、期待しています。今後も楽しく丁寧に、子どもたちと日 を々過ごしてほしいと願っています。

上司からのコメント
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9
学校給食の管理と食に関する指導が主な業務
です。給食の管理としては献立作りや食材の
発注、調理員の指導、給食室や配膳の衛生
管理、それらに関わる経費の管理などです。
子どもたちがおいしく楽しく食事ができるように、
季節の行事に合わせたメニューや日本各地の
郷土料理、海外の料理など、様々な献立を取り
入れています。他にも地元浜松の旬の食材を
使ったふるさと給食の日も設けています。食に
関する指導としては、給食の時間に各クラスを
回って栄養や朝食の大切さについて話をした
り、家庭科や学級活動の時間に食育の授業を
行ったりしています。今年度から栄養教諭に
なったので、より教育的な指導が必要となりまし
た。そして子どもたちの「給食を残さず食べたい」
「苦手な食べ物にも挑戦したい」などの前向きな
声が聞けることや、日々成長した姿を見られる
ことにやりがいを感じます。これからも食の大切
さや健康について、子どもたちがもっともっと
興味を持てる仕掛けを考えていきたいと思って
います。子どもたちが大好きな給食の時間がより
楽しくなるよう、献立や給食室前の掲示物にも
いろいろなアイデアで工夫していきたいです。

食は人が生きていくために欠かせないものです。その食に関する
ことで子どもたちと接することができる学校栄養士という職は、
やりがいがあると同時にとても大切な仕事です。子ども好きな人、
食べ物が好きな人はぜひ、学校栄養士を目指してほしいです。

こども家庭部児童相談所
平成28年度入庁

岩堀 稔里

Matsuda Shiori 

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

年齢は若いですが使命感を持ち、職務を遂行しています。給食室の衛生管理はもちろん、食
の指導に関しても積極的に関わり、栄養教諭としての自覚が感じられます。近年子どもたちの
食生活を巡って多くの課題が挙げられています。経験を積み重ねながらも常に新しい情報を
収集し、世界一安全安心な学校給食のために、尽力してほしいと思います。

上司からのコメント

浜松市立富塚西小学校
平成28年度入庁

松田 詩織8
学校事務職員としての現在の業務は、学年費
や給食費といった学校徴収金、就学援助、
教職員の給与計算等の事務のほか、公費や私
費会計の管理等、経理事務を中心に多岐に
わたります。また、ここは8部会学校事務セン
ターという天竜区の学校事務を総括する部署
も兼務しているので、その二つの事務処理を
2人の先輩方と3人で分担しながら行ってい
ます。昨年度まで勤務していたのは全校児童
30人ほどの小規模な学校で、児童との距離が
近く、機会をとらえ、子どもたちと接したり、授業
を見せてもらったりしていました。理科の実
験器具を購入した際もその活用に興味があ
り、授業を参観させてもらったのですが、児童の
様子から器具の購入が有益だったと実感し、
子どもの成長を支える学校職員の一員である
という充実感・満足感を得ることができました。
今年度からは学校事務センターの業務にも携
わることとなり、それは事務職員としてのスキル
アップに最適だと考えています。学校運営
の一翼を担い、区内小中学校の事務に少し
でも役立つ存在となるよう精進していきたいと
思います。

子どもたちの声が響く活気ある場所「学校」。そこでの
事務は子どもの成長を支援する魅力に溢れています。
あなたもぜひ教員や事務職員等、皆で作り上げる
「チーム学校」の一員となって働いてみませんか。

Sawai Toshihiro 

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

〈主な配属先〉
■ 市立小・中学校

学校事務

爽やかな笑顔が印象的です。先輩2人にかわいがられて（いい意味です）、テキパキと仕事
をこなしています。事務センターの主力としての活躍を期待しています。

上司からのコメント

浜松市立二俣小学校
（8部会学校事務センター）
平成27年度入庁

澤井 俊広 11
私は現在３歳児の保育を担当してい
ます。日々子どもたちの笑顔に囲ま
れ、成長を保護者の方 と々喜び合え
ることに幸せを感じています。業務の
中では、排泄・衣服の着脱・食事・睡
眠などを見届け援助しながら、体調や
情緒の変化を把握し、個々に応じた対応をして
います。子どもたちの日々のしぐさを見逃さず、ど
んなところを育てていくか、目的を持って接するよ
う心掛けています。また、子どもたちの元気な姿
や素直な心に癒されたり、パワーをもらったりし
て、私自身も子どもたちと一緒に成長できる仕事
だと実感しています。先日行われた生活発表会
では、子どもたちの力をうまく引き出せるか不安で
したが、先輩方のサポートのおかげで無事成功
し、充実感を味わうことができました。保育園の子
どもたちは、乳幼児期という人格形成の基礎を
つくる大切な時期の大半を保育士と過ごします。
子どもたちにとってかけがえのない時間をともに
過ごしていることを十分に意識し、先輩方の姿を
見て学び、試行錯誤しながら保育に携わる中
で、気づく目・感じる心を養い、「自分なりの保育」
を見出していくことがこれからの大きな目標です。

保育に関する勉強はもちろん大切ですが、学生時代しかできない
ことにたくさんチャレンジしてください。私は趣味の旅行を楽しん
でいました。社会人になってからも時間を見つけて各地に出かけ
ますが、長期の旅行はやはり学生である今がチャンスです。

Shibata Ayumi 

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに

メッセージ

こども家庭部幼児教育・保育課
三ヶ日保育園
平成30年度入庁

柴田 歩美10
私は入庁以前に看護師をしていたのですが、
病気になる前の予防や健康づくりの大切さを
実感し、新生児から高齢者まですべての方が
健康に過ごせるよう地域に密着して支援できる
保健師として働くことを選びました。現在は
妊婦・新生児・乳児・幼児を対象とした健康
診査や訪問、電話相談などの母子保健を主に
担当しています。核家族化の進行やプライ
バシー意識の高まりで地域とのつながりが弱く
なり、子育てで孤立する母親が増加しています。
母親になりたてで不安な時期にも関わらず、
相談する相手が身近にいないのが現状です。
そうした母親からの相談には、不安な気持ち
に寄り添いながら、問題の解決策を一緒に
少しずつ考えていくようにしています。最初は
涙を流しながら話をされていた母親の表情に、
笑顔が見られる時、保健師としてのやりがい
を感じます。地域で過ごす方の笑顔が少しで
も増えるように、正しい知識と安心感を与えられ
る保健師になりたいです。そのためにも日々勉
強が大切です。専門職としての自己研鑽に努め
ていきたいと思います。

専門職として最新の正しい情報を勉強し続ける
ことが必要な仕事ですが、職場の先輩が丁寧に
指導してくれますので安心してください。一緒
に仕事ができることを楽しみにしています。

Hamajima Chiaki 

熱き血のイレブン！！

学生の皆さんに
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相手の気持ちに寄り添い、優しい口調で語りかけているため、相談者も安心して相談して
います。後輩への気配りもばっちりです。今後も相談者目線、寄り添い支援に磨きを
かけてください。

上司からのコメント

南区・健康づくり課
平成28年度入庁

濱島 千晃

いつも給食を「おいしい」と言ってくれる、
子どもたちの笑顔を励みに

天竜区の事務センターとして、
事務全般業務に役立つ存在に

常に向上心を持ち、子どもたちと一緒に
楽しみながら成長していきたい

看護師からの転身。私が本当に
やりたかったのは保健師だと実感！

〈主な配属先〉
■ 市立小・中学校、学校給食センター

学校栄養士
〈主な配属先〉

■ こども家庭部
　（幼稚園、保育園、児童相談所）

幼稚園教諭・
保育士

〈主な配属先〉
■ 健康福祉部　■ こども家庭部
■ 区役所

保 健 師

明るく笑顔がとても素敵です。個人差の激しい3歳児に真摯に向き合い、行事や日々の業務をこなす
頑張り屋でもあります。3歳児の担任を2年のキャリアで行うのは容易ではありません。しかし、それを
感じさせないバイタリティと誠実な姿勢は、一人ひとりの子どもに寄り添うことが出来る保育士と
確信し、期待しています。今後も楽しく丁寧に、子どもたちと日 を々過ごしてほしいと願っています。

上司からのコメント
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今年度から教育委員会での勤務となり、市立小中

学校の教職員の給与に関する業務に従事してい

ます。昨年度までは学校勤務でしたので、学校の

職員や保護者の対応が主でしたが、今は市内の

全教職員が対象となります。そのため責任の重さを

より強く感じますし、法令や条例、規則、勤務条件、

税に関することなど、専門的な知識も必要となり、

日々の勉強が欠かせません。中でも自分自身の成

長を感じる時は、業務量が格段に増えたことによ

り、仕事に優先順位をつけて、作業効率をいかに

高めるか、常に考えるようになったことです。さらに、

より高い視点で物事を捉えている上司や先輩方

からアドバイスをいただいたら即実践するよう

心掛けています。そのスキルをしっかり身につけて、

いずれは自分がアドバイスできる職員になりたいと

思っています。

昨年度と比べて変わったことは、担当する現場

の数が約2倍に増えたことです。土木の仕事は

現場経験が重要と言われる中で、多くの現場に

携われることは技術を高める絶好の機会だと

思います。現場は想定外のことが多く、先輩や

受注者の現場監督などにも教わりながら対応

してきました。今ではこれまでの経験を踏まえて

自分なりの考えを持った上で相談し対応する

ように心掛けています。そうすることで自分の

考えに対する評価もいただけるとともに、一人で

自信を持って対応できることも増え、自分自身

の成長を感じます。入庁3年目を迎え、1年目から

担当していた道路の拡幅工事が完成した時は

大きな達成感が得られました。今後も地域の

皆様に喜んでいただける道路整備をしていき

たいと思います。

平成8年に入庁後、3年間はアクトシティや浜松城内の茶室に関する業

務を行っていましたが、平成11年度からは法務の仕事をしています。その

後、弁護士を目指して法律を勉強し、司法試験に合格して昨年弁護士と

なりました。現在は市が当事者となる訴訟、行政不服申立てなどの争訟に

関すること、庁内の法律相談業務などを担当しています。訴訟の判決で市

の主張が認められた時や、法律相談時の助言によって市の適切な権利

行使が実現したり、法的紛争が未然に防止できた時は特にやりがいを感

じます。私が職員の皆さんに伝えたいことは、まず公務員として自分が担

当する仕事の法的根拠を確認してほし

いということです。それを知らずに仕事を

するのはスポーツ選手がルールや自分

のポジションを知らずにプレーするのと

同じくらい無謀なことです。常に自分の

権限、役割や、担当する業務の目的、要

件、効果を理解して遂行するよう心掛け

てほしいと思います。

現在取り組んでいるのは、災害医療体制の構築です。昨年度はビジ

ネスチャット（LINE WORKS）を活用して、大規模災害時に医療機関

や医療関係団体と行政との間の情報

共有・連携を行う「災害医療ネットワー

ク」を構築し、運用を開始しました。平成

30年10月の台風24号による大規模

停電では、このビジネスチャットによって

医療機関の停電状況を把握し、地域医

療の早期回復につなげることができまし

た。全国に誇れるネットワークが構築で

きていることに非常に充実感とやりがいを感じますし、これまでに積み

重ねてきた各医療機関との顔の見える関係がこのネットワークに活か

されていると思っています。若手職員には、持ち前の情報収集力を

発揮し、そこから様々なアイデアを創出、それを職場全体で共有して

一番良い方向に進めていく、そんな職場のカンフル剤になってくれる

ことを期待します。
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C a r e e r  　　　　 Interview
キャリア・インタビュー

経験が育む、
迷いなき方向へ。

経ちました。

市の職員ながら弁護士資格を取得し、
法律のプロとして法務部門で活躍

ビジネスチャットの強みを生かし、
災害医療ネットワークの構築・運用へ

●総務部政策法務課岡本ふみの
行政

平成  8年  4月 文化施策課（当時）
平成11年  4月 行政情報課（当時）
平成16年  4月 政策法務課
平成29年  9月 司法試験合格
平成30年12月 弁護士資格取得

平成8年度入庁
●健康福祉部健康医療課西崎 公康

薬剤師

平成  5年4月　食品衛生課（当時）
平成  7年4月　衛生試験所（当時）
平成14年4月　保健課（当時）
平成15年4月　静岡県健康福祉部医療室
　　　　　　　（1年間人事交流）
平成27年4月　健康医療課

平成5年度入庁

SPRING

AUTUMN

WINTER

SUMMER
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SDGs推進業務

SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略で、2015年に開催された国連サミットにおいて、加盟国
193か国が全会一致で採択した「持続可能な開発目標」です。17の目標と169のターゲットで構成されており、2016
年から2030年の15年間での達成を目指しています。
17の目標には、貧困、経済成長、気候変動など、21世紀の世界が抱える問題が網羅されています。そして、それらを
総合的に解決することを目指すとされており、企業や自治体などあらゆる主体の参画が必要となります。
そのため、浜松市では、SDGsの普及・啓発に努めて
います。また、企業・団体・個人による幅広い活動を推進

するため、企画課が事務局
となり2019年５月に「浜松
市S D G s 推進プラット
フォーム」を設立し、各々の
活動の活性化に向けて
取り組んでいます。

担当職員

石原 卓哉
企画調整部企画課

今年度、SDGsに関するシンポジウムを開催しましたが、登壇者や出展団体
との調整など、準備に苦労しました。しかし、当日は多くの皆様のご参加のも
と大変盛り上がり、「SDGsについてよく分かった」といった声もいただきまし
た。やりがいや喜びを感じたのはもちろん、浜松市はこれからもSDGs達成に
貢献できると実感しました。
今後、浜松市でSDGs達成に向けた取組がさらに進むよう、業務に励んで
いきたいと思います。

担当職員から一言

浜松市はブラジルのホストタウンとして、東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会のブラジル選手団オリンピック7競技・パラリンピック19競技の事前
合宿地となります。これは、オリンピック選手団162人、パラリンピック選手団397
人を受け入れるという大会史上例のない一大事業です。
本番では最高のパフォーマンスを発揮できるよう、練習会場で選手のサポートを
する市民ボランティア「トルシーダブラジル」を募集したり、ホテルや給食事業者
が参加する料理研究会を発足したりと、「オール浜松」で受け入れるための活動
を行っています。
ブラジルアスリートの練習をサポートすることで、浜松市において「スポーツを通じ
た共生社会」が大きく進展すると確信しています。

浜松市のトピックス

オリンピック・パラリンピック業務

担当職員

村田 弘貴
市民部スポーツ振興課

ブラジル選手団の受け入れに向けて、練習環境
の整備や、選手との交流イベント等の準備を進
めています。
こんなにも大勢の外国人スポーツ選手を受け入
れることは前例がなく、全て手さぐりの状態です
が、ブラジル選手に東京2020の大会で好成績
を収めていただきたいと思っています。僕自身もそ
うですが、多くの市民の皆様にとって一生に一度
の思い出となるよう日々頑張っています。

担当職員から一言

02

 浜松市の行政組織図

（平成30年12月1現在）

主な仕事内容 主な出先機関等

政策補佐官 特定の政策に係る企画立案及び調整

危機管理監 危機管理など

企画調整部 重要施策の企画、市の広報、国際化、情報化など 東京事務所

総務部 市長の秘書、人事、人材育成、法務、
行財政改革、福利厚生、文書、統計など

財務部 市の予算編成及び執行管理、市有財産の管理、
工事の検査、技術指導、契約、税務など

市民部
市民の生活安全、市民協働、地域自治、ユニバーサルデザイン、
男女共同参画、文化芸術の振興、スポーツの振興、
生涯学習、文化財の保護・活用など

くらしのセンター、図書館、博物館、美術館、
秋野不矩美術館

健康福祉部 障害者、高齢者に関する事務、介護保険
医療施策、保健衛生など

障害者更生相談所、人権啓発センター、保健所、
保健所浜北支所、精神保健福祉センター、
佐久間病院、看護専門学校、保健環境研究所、
食肉衛生検査所、夜間救急室、口腔保健医療センター

こども家庭部 次世代育成、子育て支援、青少年育成、
幼稚園・保育園の運営など

青少年育成センター、
児童相談所、幼稚園、保育園

環境部 環境保全対策、清掃業務など 清掃事業所、環境事業所

副市長
市  長 産業部

商工業振興、労働政策、企業誘致、観光交流、
シティプロモーション、農業・林業・水産業の振興、
市場の運営など

計量検査所、公営競技室（オートレース場）、
中央卸売市場、食肉地方卸売市場、
天竜森林事務所副市長

都市整備部
都市計画、交通政策、区画整理、建築審査・指導、
市営住宅の管理、公園緑地整備、公園の管理、
動物園の運営など

北部都市整備事務所、動物園、
北部住宅管理事務所、公園管理事務所

土木部 道路の計画・維持管理、河川の管理、など 土木整備事務所

区役所
（中・東・西・南・北・浜北・天竜）

戸籍、国民健康保険、国民年金、福祉の
窓口業務、区内のまちづくりなど

協働センター、ふれあいセンター、
市民サービスセンター

会計管理者 公金などの収入、支出や源泉徴収など

消防局
（消防長）

消火活動、救急・救助活動、火災予防など 消防署、出張所、消防航空隊

水道事業及び
下水道事業管理者 上下水道部 水道の供給、上下水道の建設・維持管理など 上下水道室

教育委員会（教育長） 学校教育部 学校教育に関する業務 教育センター、学校給食センター、
市立幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校

選挙管理委員会 事務局 選挙事務の管理執行、
選挙に関する啓発など

人事委員会 事務局 職員採用試験・選考の実施、
給与勧告、公平審査など

監査委員 事務局 事務事業の監査、
決算・出納検査など

農業委員会 事務局 農家に関する業務、
農業団体との連絡調整など

議  会 事務局 市議会の運営、
請願・陳情の受理など

（令和元年12月1日現在）

HAMAMATSU TOPICS
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戸籍、国民健康保険、国民年金、福祉の
窓口業務、区内のまちづくりなど

協働センター、ふれあいセンター、
市民サービスセンター

会計管理者 公金などの収入、支出や源泉徴収など

消防局
（消防長）

消火活動、救急・救助活動、火災予防など 消防署、出張所、消防航空隊

水道事業及び
下水道事業管理者 上下水道部 水道の供給、上下水道の建設・維持管理など 上下水道室

教育委員会（教育長） 学校教育部 学校教育に関する業務 教育センター、学校給食センター、
市立幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校

選挙管理委員会 事務局 選挙事務の管理執行、
選挙に関する啓発など

人事委員会 事務局 職員採用試験・選考の実施、
給与勧告、公平審査など

監査委員 事務局 事務事業の監査、
決算・出納検査など

農業委員会 事務局 農家に関する業務、
農業団体との連絡調整など

議  会 事務局 市議会の運営、
請願・陳情の受理など

（令和元年12月1日現在）
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