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特集  平成30年度牛久市職員採用試験

うしく、みらい、つくる。

青山　峻
SHUN AOYAMA

【所属】建設部都市計画課

【入庁】平成27年

職員は、牛久市をもっと良くしたいという想いを胸に、日々さまざまな仕事をしています。

「まちづくり」という大きな仕事に携わる職員の活躍の場は多岐にわたり、自分自身がステップ

アップできる絶好の職場です。あなたもやってみたいことが見つかるかもしれません。

一緒に牛久の未来を創りましょう。

AM8:30 朝礼

AM9:00 仕事の相談

AM10:30 調査のため

近隣の公園へ

この件
なんですが…

作業の進捗は

どうですか？

ひとつでも当てはまる項目があったら、やりがいを見つけられるはず！

チャレンジ精神と自律心を備え、

最後までやり抜ける方！

人とのつながりを大切にし、仲間とともに

目標に向けて取り組める方！

「コスト意識」「スピード意識」などの経営

感覚を牛久市のために活かしたい方！

土木や建築の専門知識を活かし、「まちづく

り」という大きな仕事に関わってみたい方！

福祉・医療系の資格や経験を活かし、社会

福祉の分野で力を発揮したい方！

異文化に関心があり、語学力を活かして

「牛久市」と世界の架け橋となれる方！

キミの可能
性が
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USHIKU CITY RECRUITING

AM11:30 上司に報告

PM1:30 都市計画

策定についての会議

PM4:00 書類作成

ここの地区に

ついては…

PM1:00会議の準備

PM0:00 昼食

調査の件

ですが…

数
字
で
見
る
牛
久
市
役
所

PMPM4:4:0000 書 書類作類作成成

　まちづくりの方針を定めている都市計

画マスタープランや人口減少・少子高齢

社会においてコンパクトなまちを目指す

立地適正化計画等の計画策定を始め、都

市計画決定手続きや、牛久市の土地利用

のルールづくりをすることが主な業務で

す。また、道路や公園等の事業が円滑に進

むように、国や県との連絡調整（要望、補

助金の申請）も行っています。

　「まちができるってすごいことなんだ」

と、実感し衝撃を受けたのは高校生の

とき。ひたち野地区の整備があり何もな

かったところに「まち」ができました。そ

して、まちづくりに携わることができる

仕事があることを知り、将来の目標に。

「あのときの私が体験した衝撃を皆さん

にも体験してもらいたい」と日々思って

います。

やりたかったことが現実に！まちをつくるってすごいこと！
現在の仕事 市役所の魅力

PM5:30 退庁

職員数

男女比率

年齢別職員構成比 管理職の女性比率

（平成30年4月1日現在）

※県内の市町村平均18.9％

人355

63.4% 36.6%

約14%

約14%

約37%

約32%

約3%

19～31歳

32～39歳

40～51歳

52～59歳

60歳～

20.2%20.5%

職員数

男女比率

年齢別職員構成比率 女性管理職の比率

（平成30年4月1日現在）

人355

63.4% 36.6%

約14%

約14%

約37%

約32%

約3%

18～31歳

32～39歳

40～51歳

52～59歳

60歳～

20.2%20.5%

今後5年間で80人以上の定年退職が見込まれるため、若年層の採用を増やしていきます！
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市役所の魅力

市役所の魅力

市役所の魅力

市役所の魅力

　コミュニティバスの運行管理や国の有

償運送などの公共交通に関係することが

主な業務です。誰もが利用しやすい公共

交通を目指し、日々仕事をしています。

今後は、ひたち野うしく地区でのコミュ

ニティバスの運行を計画しています。ま

た、子どもたち向けのバスの乗り方教室

も開催し、子どもたちに公共交通の使い

方や利便性を伝えています。

　私は環境政策課内の新エネルギー対策

室に勤務し、市としての地球温暖化対策

に対する取り組みが主な業務です。昨年

度は環境保全のための「牛久市環境基本

計画」を策定しました。今は実施計画を

作成しています。また、市民の皆さんと

直接、接するところでは節電キャンぺー

ンや、みどりのカーテンコンテストの実

施を担当しています。

　昨年度までは保健センターで保健師

として成人の健康づくりや母子保健に携

わっていました。今年度からこども家庭

課に異動し、児童福祉の面で保健師と

して業務にあたっています。主な仕事は

家族からの子育てなどの相談に応じるこ

と。家族と一緒に考え、他機関との連携

を図り、前向きに子育てできるようにサ

ポートしています。

　市内の公立幼稚園、小中学校の施設の

維持管理が主な業務。子どもたちが安心

して学校生活を送れるように先生方と連

携を図り、施設の建設や修繕などを行い、

教育環境の充実を目指しています。そし

て現在は、平成 31年度の牛久第一幼稚

園と、平成 32年度のひたち野うしく中

学校のそれぞれの開園・開校の準備を進

めています。

　牛久市では移動手段として車を利用す

る方が多いと思いますが、公共交通機関を

利用する方も増えています。利用者が増え

ると要望も増えます。その要望を実現させ

「ありがとう、外出が楽になったよ」といっ

た声を聴くと自分の仕事が形になったこと

を実感し、やりがいを感じます。牛久市が

住みよいまち、公共交通の視点からも選ん

でもらえるまちにしたいと思います。

　市の業務は多岐に渡り、また職員の経

歴もさまざま。私は前職を退職後、結婚、

出産を経て市役所に再就職をしました。

牛久市役所は年齢、前歴の有無に関わら

ず、受け入れてくれる…そんな職場です。

私のように子育てしながら働いている方

も多く、お互い助け合いながら仕事がで

きるので家庭と仕事の両立も図ることが

できるのも市役所のよいところです。

　私の前職は看護師。患者さんと接する

中で「人が病気になる前に何かできるこ

とはないか」と考えていました。そのと

き、学生時代の実習で保健師の方々が市

民の健康づくりに力を注いでいたことを

思い出し、保健師になろうと思いました。

ここでは、市民の皆さんの心と体が健康

になるお手伝いができます。皆さんの笑

顔が私のやりがいです。

　さまざまな分野の仕事を経験できるこ

とが魅力。私の前配属先はシステム管理

課。そこで培ったスキルは現所属でも活

かすことができ、異動の度にスキルアッ

プできるのも市役所という組織の醍醐味

だと思っています。また、市役所には幅

広い年齢層の職員がいます。それは英知

の結集となり、よりよい仕事ができるこ

とに繋がります。

皆さんの「ありがとう」が一番うれしい

どんな人でも温かく迎えてくれる職場です

心と体の健康が私の願い。家族に寄り添っていきたい

分野の違う仕事ができる、スキルアップができる

特集  平成30年度牛久市職員採用試験

現在の仕事

現在の仕事

現在の仕事

現在の仕事

先輩職員 I N T E R V I E W

山口 大輝
DAIKI YAMAGUCHI

【所属】経営企画部政策企画課

【入庁】平成26年

川口 美亜
MIA KAWAGUCHI

【所属】保健福祉部こども家庭課

【入庁】平成12年

井道 めぐみ
MEGUMI IDO

【所属】環境経済部環境政策課

【入庁】平成27年

野口 治
OSAMU NOGUCHI

【所属】教育委員会教育総務課

【入庁】平成6年
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特集  平成30年度牛久市職員採用試験

募集職種
（試験区分）

採用予定

人数 受験資格（全ての要件を満たす方） 第一次試験の内容

A
事務
（上級）

13名
程度

◎平成元年4月2日以降に生まれた方　◎学校教育法による大学(短期大学を

除く)を卒業、または平成31年3月31日までに卒業見込みの方

【教養試験・専門試験】

大学卒業程度

B

事務
（上級・福祉）

※主に福祉関連

　業務に従事

◎平成元年4月2日以降に生まれた方　◎以下のいずれかに該当する方

①「社会福祉士」の資格を有する方、または平成31年3月31日までに取得見込み

の方　②「精神保健福祉士」の資格を有する方、または平成31年3月31日までに

取得見込みの方　③学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業、または

平成31年3月31日までに卒業見込みで、かつ「社会福祉主事任用資格」を有する

方、または平成31年3月31日までに取得見込みの方

【教養試験】大学卒業程度

【専門試験】福祉に係る分野

C
事務

（中級・公務員経験者)

◎昭和58年4月2日以降に生まれた方　◎学校教育法による高等学校を卒業し、

かつ平成31年4月1日現在で官公庁等
※
の職務経験が通算して3年以上ある方

【社会人基礎試験】

学歴程度は問いません

D
事務
（初級)

◎平成6年4月2日以降に生まれた方　◎学校教育法による高等学校を卒業（四

年制大学卒業の方は除く）、または平成31年3月31日までに卒業見込みの方（四

年制大学卒業見込みの方は除く）

【教養試験】高校卒業程度

E
事務

（初級・障がい者)

3名
程度

◎平成元年4月2日以降に生まれた方　◎学校教育法による高等学校を卒業、

または平成31年3月31日までに卒業見込みの方　◎介護者なしに事務職とし

ての職務の遂行が可能な方　◎身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳のいずれかの交付を受けている方（第1次試験日までに交付される見込

みがある方を含む）　◎通常の勤務時間（原則として週38時間45分、1日7時間

45分）に対応できる方　◎活字印刷文による出題（出題文字は拡大も可能）及

び口頭試問または筆談等による面接に対応できる方

【教養試験】高校卒業程度

F
土木
（上級)

4名
程度

◎昭和58年4月2日以降に生まれた方　◎学校教育法による大学、高等専門学

校（短期大学を除く）の土木の専門課程を修了し卒業した方、または平成31年3

月31日までに土木の専門課程を修了し卒業見込みの方

【教養試験・専門試験】

大学卒業程度

G
土木
（初級)

（初級・経験者）

◎昭和58年4月2日以降に生まれた方　◎以下のいずれかに該当する方

①学校教育法による高等学校、短期大学、専門学校の土木の専門課程を修了し

卒業した方（四年制大学及び高等専門学校の卒業者は除く）、または平成31年3

月31日までに土木の専門課程を修了し卒業見込みの方（四年制大学及び高等

専門学校卒業見込みの方は除く）　②官公庁等
※
や民間企業等において、道路、

下水道等の研究開発・設計施工・維持管理業務等に関する実務経験が平成31年

4月1日時点で3年以上ある方

【教養試験・専門試験】

高校卒業程度

H
建築
（上級)

2名
程度

◎昭和58年4月2日以降に生まれた方　◎学校教育法による大学、高等専門学

校（短期大学を除く）の建築の専門課程を修了し卒業した方、または平成31年3

月31日までに建築の専門課程を修了し卒業見込みの方

【教養試験・専門試験】

大学卒業程度

I

建築
（初級)

（初級・経験者）

◎昭和58年4月2日以降に生まれた方　◎以下のいずれかに該当する方

①学校教育法による高等学校、短期大学、専門学校の建築の専門課程を修了し

卒業した方（四年制大学及び高等専門学校の卒業者は除く）、または平成31年3

月31日までに建築の専門課程を修了し卒業見込みの方（四年制大学及び高等

専門学校卒業見込みの方は除く）　②「二級建築士」以上または「木造建築士」

の資格を有する方　③官公庁等
※
や民間企業等において、建築に関する実務経

験が平成31年4月1日時点で3年以上ある方

【教養試験・専門試験】

高校卒業程度

J
保健師
（上級)

1名
程度

◎平成元年4月2日以降に生まれた方　◎学校教育法による大学(短期大学を

除く)を卒業、または平成31年3月31日までに卒業見込みの方　◎「保健師」の

資格を有する方、または平成31年3月31日までに取得見込みの方

【教養試験】大学卒業程度

【専門試験】保健師に係る分野

【初任給】 大卒179,200円以上、高卒147,100円以上（学歴・職歴等加算別途あり）

【勤務時間】 1日7時間45分／午前8時30分～午後5時15分まで（休憩時間60分）

【週休日／休日】 土曜日および日曜日／祝日および年末年始（12月29日～1月3日）

【休暇】 年次休暇、特別休暇（結婚、出産、忌引等）、夏季休暇、療養休暇、介護休暇、育児休暇

【諸手当】 扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、期末勤勉手当等

【福利厚生】 茨城県市町村職員共済組合（年金、健康保険、保健事業）

【期末手当・ボーナス】 年間支給月数4.4月（平成30年度予定）

試験案内・申込書は、市ホ

ームページ（http://www.

city.ushiku.lg.jp/）または

「牛久市職員採用で検索」

からダウンロードできま

す。また、人事課（3階）で

も配布しています。

※…官公庁等とは、国、地方公共団体、独立行政法人、地方公営企業、広域連合、一部事務組合をいい、職務（実務）経験は、1週間の勤務時間数

　　が30時間以上の勤務が該当します。　◆地方公務員法第16条（欠格条項）に該当する方は、全ての職種について受験できません。

勤務条件

採用試験の流れ

試験案内・

申込書は

こちらから

申込日　平成30年8月1日（水）～17日（金）　第1次試験日　平成30年9月16日（日）

（平成30年4月1日現在）

※勤務時間および週休日等については、　配属先により異なる場合があります。

申込開始
第一次試験

筆記試験
（教養・専門試験、

社会人基礎試験）

第二次試験

実技・面接試験
（適性検査・

自己PRシート）

第三次試験
面接試験

内定 採用

8月 9月 10月 11月 1月 4月
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