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I C H I K AWA 
C I T Y
『市川市をより良くしたい』というキミの熱い想いが
住み続けたいと思える魅力あるまちになる

近年、価値観やライフスタイルの多様化により、地方自治体が果たす
べき役割はますます増えています。

人口約49万人の市川市も、様々な市民ニーズに応えるため、限られ
た財源の中で効率的で効果的な市政運営を行うことが日々求められて
います。

市川市をより魅力のある住み続けたいと思えるまちにするためには、
『市川市をより良くしたい』という職員の熱い想いが不可欠です。 

そのような想いを持つ皆さんに是非ともチャレンジしていただきたい
と思います。



Renewal 新第1庁舎
JR本八幡駅から徒歩5分の
本庁舎があった場所に、新庁
舎を建設中です。令和2年度
の完成を予定しており、第2
庁舎と合わせて2箇所に機能
を集約させます。

Chance いちかわ未来創造会議
産学官の連携を通じ、先進的
技術や斬新な発想に基づく
既存技術の組み合わせ等の
活用により、便利で暮らしや
すいまちの実現を図ります。
市川市は、都市課題解決の
リーディングカンパニーを目
指します。

New ICHIKAWA × LINE
“全国初”LINE Payで各種税金
や料金の支払いをキャッシュレ
スで決済できるようにしたほか、
住民票をスマートフォンで簡単
に申請できるようにしました。こ
の他にも、市民の利便性の向上
を図るため、様々な新しい市民
サービスを提供していきます。

Challenge プロジェクトチーム
20代～30代の若手職員が
集まり、様々なプロジェクト
チームを結成して新しい取り
組みを進めています。例えば、
令和2年度に完成予定の新
庁舎のレイアウトは、若手職
員が意見を出し合い、形作っ
ています。
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A b o u t  u s
市川市は千葉県北西部に位置し、江戸川を隔てて東京都と隣

接しています。
都心から20キロメートル圏内にあり、総武線、京成本線、都営

新宿線、東京メトロ東西線、北総線、武蔵野線、京葉線といった7
路線16駅の鉄道網が発達し、文教・住宅都市として発展してきま
した。

さらに、広域交通網として京葉道路、湾岸道路、国道14号など
の幹線道路が東西方向に通っており、昨年には市域を南北につな
ぐ東京外かく環状道路が建設されました。

北部は大野・大町の台地を中心に梨栽培などの農業が盛んで、
屋敷林や斜面林など緑豊かな土地が形成されています。

中央部は、古くからの住宅地が多く、京成本線に沿った菅野、八
幡の一帯には市の木である黒松が点在し、代表的な低層住宅地
の景観を形成しています。

東京湾に面した臨海部は、湾岸道路を中心に物流の拠点や工
業地帯が広がっています。



人によって生活環境や体の状態
は違うので、『どうしたら皆さん
の気持ちに寄り添えるのか？』『そ
の人らしく健康な生活を送るには
何が必要なのか？』と、日々悩
みながら奮闘しています。
子育てをするお父さんやお母さん
にとって出産や育児は嬉しい反
面、大変なこともたくさんありま

す。そんな時に保健師の事を思い出してほしいと思います。また、働く世代
やシニア世代の皆さんも、健康に関することで困っていることや不安なことが
少しでもあれば、健康支援課までご相談ください。

地震が起きたり気象警報が出た
際は、休日・夜間を問わず市役所
に集まり、関係機関等から情報収
集をして、必要に応じて市民のみ
なさんへ被害状況や避難情報な
どを発信しています。
平成27年９月関東・東北豪雨の
際に、市川市でも大雨が続き、一
部の地域に対して避難勧告等の

情報を発信したのですが、的確なタイミングで避難情報を発信することがで
き、人的被害をおさえられたときは、ほっとしました。
大きな災害が発生すると、その時はテレビなどの情報に触れて危機意識を
持って頂けますが、日が経ってしまうと、意識が薄れてしまいます。
被害を最小限におさえるためには、市民のみなさん一人一人が、常日頃から防
災について考え、備蓄し、避難場所を調べるなどすることが何よりも大切です。
残念ながら自然災害の発生は防げませんが、少しでも被害を減らせるよう、私
たち職員も引き続き一生懸命取り組んで参ります。

主に担当しているのが、老朽化
した舗装や側溝の改修工事にお
ける調査・設計・監督です。舗
装補修による危険除去や振動等
の解消、古くなった側溝の取替
えなど、市民の皆さまの生活環
境の改善に努めています。
道路に関するご相談は、生活に
密着しているため切実なものが

多くありますが、自分で設計した工事により問題が解消され、皆さまに喜ん
でいただけると大変うれしく思います。
市で管理する道路は約 940kmあり、老朽化の著しい舗装や側溝も多く、ご
不便をお掛けしておりますが、皆さまが安全に安心してご利用いただける道
路になるよう、我々、道路安全課一同一生懸命に努めて参りますので、ご理
解ご協力いただければ幸いです。

特に思い出に残っているのは、利
用者さんと一緒に作った縫製作
品を販売会に出したときの、利用
者さんと地域の方との交流です。
作品を手に取ってもらい、「いつも
楽しみにしているのよ」等、嬉しい
お言葉をいただいた時には、利用
者さんと一緒に喜んでいます。
生まれ育った町で、利用者さんが

自分らしく生活できるように、これからもお力添えしていきたいです。また、販売
会や公園清掃、ウォーキング等、外に出る時には、地域の方 と々の交流を大切
にして、障がいへの理解を深め、社会参加を推進し、みんなで優しい街いちか
わを目指していきたいと思います。

私の担当業務は施設の運転整備
計画を立て、維持管理を行うこ
とです。ごみは季節によって家
庭からの排出量や内容物が変わ
るため、燃焼状態をモニターで
監視し運転計画を立てています。
また、ごみを焼却した際に発生
する有害物質を適正に処理し無
害化するなど、環境や電気に関

する各種法令を遵守して業務にあたっています。
最もやりがいを感じたのは、台風で被害を受けた他市の災害ごみを受け入れ
できたときです。市川市は市民のみなさんの協力により、ごみの分別が進ん
だことで焼却炉の処理能力に余裕ができました。この余力を生かし、災害ご
みを受け入れることで被災地の皆様の力になることができたと思います。
市川市にはクリーンセンターが１か所しかなく、当施設が事故などにより停止
してしまうと街にごみが溢れてしまいます。そうならないよう、日頃から責任
感を持って業務にあたっています。

市川市の農業を魅力あるものに
していくため、日頃から農家の方
と意見交換し、農業施設整備へ
の支援などを行っています。
市では市民の方を対象に、種まき
から収穫までの一連の農作業を
行ってもらう体験事業を行ってお
り、今年は落花生を栽培しまし
た。梅雨明け後の炎天下の中で

草取り作業をするなどして手塩に掛けて育て、立派に落花生が実りました。収
穫の際、市民の皆さんの嬉しそうな顔を見て、こちらも嬉しくなるとともに大変
やりがいを感じました。
市川市は都市化が進んでおり、農業のイメージはあまりないかもしれませんが
梨の生産量は県内でトップクラスであるなど、農業も盛んです。また、都市化が
進んでいるからこそ、農業者と消費者の距離が近いという利点があります。ぜ
ひ、道の駅や農家の直売所などで市川市産の新鮮な農産物を味わって頂きた
いと思います。

イベントやギャラリートーク、依
頼を受けた講演会など、お客さ
まの前でお話しさせていただく機
会も多く、できる限り楽しんでも
らえるよう日々準備を重ねます。
そうした際にお客さまから「来て
よかった」という言葉をいただく
と、とても嬉しいです。
当館の名前、「市川市文学ミュー

ジアム」には「「文学」にとらわれない、様 な々分野を取りこんでお客様を楽
しませたい」という思いが込められています。これまでもサラリーマン漫画展、
永井荷風展、櫛とかんざしの物語展など幅広い世代に向けた展覧会を行っ
てきました。これからもたくさんの方に親しんでいただける館を目指すべく、
文学館に勤務する職員として、広く文化振興につとめ、薫り豊かな文化と芸
術の街づくりに向けて、一生懸命取り組んでまいります。

文化財保存のために必要な関係
機関への各種申請や、文化財の
維持管理等に係る補助金交付と
いった文化財に関する様々な手
続きや、経年劣化や災害等から
文化財を守るため現地を確認・
調査し、関係者と連携して対策を
考え保存修理を行ったりします。
鎌倉時代の文化財を江戸時代

以来となる本格修理した際に、人の手による数々の修理跡を見ることができま
した。700年を超える時のなかで、人々の守り伝えたいという変わらぬ思いを感
じることができ、歴史に支えられた仕事であると実感して嬉しくなりました。
業務上文化財の知識以外にも、各種法律、測量、登記、税務等広範な知識を
求められ大変な面もありますが、文化財をしっかりと守っていくことで、幅広い
世代のみなさんに文化財の魅力を知っていただきたいと思います。先人達の
過去を未来の市民へとつなげていくためにも「今」を大切にする気持ちで仕事
に取り組んでまいります。

Interview

道路を安全に使えるよう道
路破損箇所の緊急補修、
カーブミラーや道路照明灯
の設置、舗装や側溝の改修な
ど様々な事業を行っていま
す。

道路交通部 道路安全課

土木  金田　篤

地震や台風などによる災害
から市民のみなさんを守るた
め、市川市地域防災計画など
を作成し、安全対策や関係部
署との調整を行っています。

危機管理室 危機管理課

事務  佐藤　正章

障がいのある方の身辺のお
手伝いや、作業や創作活動、
余暇活動の促し、社会での
ルールやマナーの伝達など、
生活を支援する仕事です。

福祉部 障がい者施設課

生活指導員  臼倉　桃子

クリーンセンターでは、回収
したごみを燃やした際に発生
する熱でボイラーやタービン
を運転し、発電した電気の売
却や熱の供給を行っていま
す。

環境部 クリーンセンター

機械  古川　悟史
いちかわ都市農業振興プラ
ンに基づき、市川市の農産物
のPRや公設市民農園の管理
及び民設市民農園への開設
支援などを行っています。

経済部 農業振興課

事務  岩田　祐輔

多くの文人墨客に愛されてき
た市川市の魅力を広く伝える
ため、ゆかりの作品や作家を
取り上げたイベントの企画運
営、図録の制作、書籍等の調
査研究などを行っています。

文化スポーツ部 文化振興課 文学ミュージアム

事務  柳澤　真美子
市内には絵画・建造物等の有
形文化財、祭事等の無形文
化財、貝塚等の史跡など数多
くの文化財があり、これらの
文化財を守り後世へ伝えて
いく仕事に携わっています。

生涯学習部 考古博物館

事務  上田　健二

赤ちゃんからお年寄りまで、
市民の皆さんがいつまでも健
康に暮らせるように、家庭訪
問や健康相談などをとおして
健康のサポートをする仕事で
す。

保健部 保健センター 健康支援課

保健師  新妻　愛



職員の男女割合
平成31年4月1日現在

女性管理職の割合
平成31年4月1日現在

配偶者分娩休暇 又は
男性の育児参加休暇の取得率

平成30年度実績

市内に住む職員の割合
平成31年4月1日現在

女性の育児休業取得率
平成30年度実績

09 部 長
部の統括者

組織統率 市長の方針を受け、部の基本方針を明示するとともに、目標を設定し達成に向けて部を統率する。
政策決定 部の政策（新規事業、事業廃止）について、的確かつ迅速に意思決定を行う。
人材育成 部の人材育成の方針と人事管理の枠組みの決定。

08 次 長

部門の政策立案者
政策立案 部長の意思決定を補佐するために、部門に関する情報の収集と分析、提案を行う。
 部の内部調整（組織、予算、人事、議会）。
部内調整 部相互の連絡、協力、調整。
組織間連携 庁内の統一的取り組みへの対応（危機管理、行財政改革、広報など）。
人材育成 部内の人材育成に関する取り組みへの対応（部内研修、接遇向上、適正な業務遂行など）。

困難業務の推進責任者
リーダーシップ 複数名で業務を担当する際のリーダー役を担い、成果を出すための組織運営を行う。
業務遂行 担当業務の目標達成に向けた実施計画の立案及び実施のほか、関連業務との調整を行う。
業務改善 担当業務及び関連業務の課題（企画問題）を見出し、改善・改革に取り組み、組織的な対応策を提案する。
人材育成 リーダーとして、職員同士が学びあう良好な職場風土づくりに取り組むとともに、後輩職員の指導育成

とサポートを行う。

07 課 長

所属の統括者
組織統率 所属の基本方針を明示するとともに事業目標を設定し、達成に向けて所属を統率する。
組織間連携 所属相互の連絡、協力、調整。
意思決定 所属事項について的確かつ迅速に意思決定を行う。
人材育成 所属の人材育成の方針を決定し、部下の能力適性を的確に把握した上で適切に業務を割り当て、職

場研修計画に基づき取り組みを実施する。

06 主 幹

グループの統括者
組織統率 所属長を補佐し、所属の方針や担当事業の目標設定に参画するとともに、目標達成に向けてグループ

を統率する。
事業管理 担当事業の実施計画の立案及び遂行管理をするとともに、課題を把握し改善・改革に必要な組織内

外の調整を行う。
人材育成 部下の能力適性を適格に把握し、人事評価制度を活用して計画的に指導育成を行う。

接遇向上、適正な業務遂行など、部下指導を通じて直接的に対応する。

管

　理

　職

業務の推進責任者
業務遂行 担当業務の目標達成に向けた実施計画の立案及び実施。
業務改善 先進事例等の情報収集を行うとともに担当業務の課題を見出し、改善に取り組み、組織的な対応策

を提案する。
人材育成 後輩職員の業務遂行状況等に気を配りながら、直接的な指導育成及びサポートを行う。

01 主 事
１年目～

02 主任主事
４年目～

業務の推進者
業務遂行 目標達成に向けて担当業務を適切かつ円滑に遂行する。
業務改善 担当業務の問題点を発見しその解決に取り組む。
人材育成 後輩職員の指導育成及びサポートを行う。

03 主 任
８年目～

04 主 査
12年目～

05 副主幹
14年目～

一
　般

　職

経

　営

　層

管理職への昇任選考試験

男 性

53.5%

女 性

46.5%

平均時間外勤務

11.0時間/月
平成30年度実績

職員数

3151人
平成31年4月1日現在

平均年齢

42.97歳
平成31年4月1日現在

平均休暇取得日数

11.5日 / 20日
平成30年度実績

20.8%

94.5%

44.5%

100%

Staff  Date ワークライフバランスCarrer  Path 職位ごとの役割と必要な能力

CAREER
平成13年　市川市 入庁
　　　　　 財政部 固定資産税課
平成16年　総務省の関係機関への派遣
平成17年　財政部 固定資産税課
平成19年　こども部 保育課
平成25年　財政部 財政課
平成31年　管理職（主幹）に昇任

MESSAGE
市役所の業務は、多種多岐にわたります
が、多くの業務を経験することができます。
それぞれ全く違う業務だからこそ、色々な
視点での考え方を身につけることができま
す。その業務のひとつひとつが、市民の生
活に繋がっていて、やりがいのある業務ば
かりです。一緒に、市川市を盛り上げてい
きましょう。

財政部  財政課

主幹  山崎　裕幸（41歳）

市民部 市民課

主査  尾本　菜々子
育休
取得しました！

育休取得時に担当していた業務
市民課にて戸籍届出に関する窓口や
電話応対業務

育児休業を取得するに当たり、上司や同僚はどのような反応でしたか。
妊娠中の体調不良の際には、上司や同僚たちが、休むよう声をかけてくれたり、窓口業務
を交代してくれました。そのおかげで、産休まで大きなトラブルなく勤務を続けることがで
きました。

復帰後の感想や仕事と育児の両立で感じたことを教えて下さい。
子育て中の同僚が多く、子供の体調不良による急なお休みの際など、お互いにサポートし
合える職場です。１年ほど育児休業を取得しましたが、安心して復帰することができまし
た。毎日仕事と子育てでバタバタしながらも、恵まれた職場のおかげで充実した日々を過
ごせています。



Q&ATest

※すべての職種について、毎年採用があるとは限りません。
市民サービスを支える各職種紹介

過去の試験実施状況 （令和元年度）

受験案内入手

一次試験

４月中旬

６月下旬

受験申込

二次試験７月下旬

三次試験８月下旬

最終合格発表９月下旬

採用書類提出・
事務説明会９月～１月

採　用４月１日

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

試
験
の
概
要

項 目 概 要 （令和元年度実施内容）方 法

基礎能力検査
（ＳＰＩ）※

どのような仕事にも共通して求められる知的能力の検査
※技術（土木・建築・電気・機械・化学）は専門試験のみを行
います。

一次試験

集団討論

個別面接

二次試験

個別面接 主として人物についての評定を行います。

主として人物についての評定を行います。

専門試験※

職種に応じた専門的知識について出題します。
問題数は、事務40問、その他の職種30問。
※技術（土木・建築・電気・機械・化学）は個別面接のみとな
ります。

三次試験

各種公共施設の電気（機械）設計・工
事、運転・維持管理に携わります

《主な配属先》　環境部・街づくり部

電気・機械

様々な職場で窓口や事業運営、情報シ
ステム管理に携わります

《主な配属先》　市長部局・行政委員会

事 務

保健センターなどでの保健指導や相談
業務に携わります

《主な配属先》　保健部・こども政策部

保健師

道路・下水道などの計画や土木工事の
設計・工事に携わります

《主な配属先》　道路交通部・水と緑の部

土 木

これら以外にも、消防吏員や幼稚園教
諭、栄養士、看護師など、様々な職種が
市民サービスを支えるため、日々働いて
います。

その他職種

建築規制や公共建築設計・工事、審査・
指導に携わります

《主な配属先》　街づくり部・財政部

建 築

市川市では、
どのような人材を求めていますか。

Q.1

市川市では人材育成基本方針を定め、
「市民にやさしい市役所」を目指しております。

また、幅広い分野の業務を行うことから、
様 な々立場の方と円滑な人間関係を構築でき、

かつ目標の達成に向け主体的に考え
自律的に努力する人を求めています。

A.

人事評価制度を導入しており、
職員が仕事を通じて発揮した能力や

成果などによって、評価され、
その結果は昇給や勤勉手当にも

反映されます。

A.
概ね３～５年のローテーションで人事異動があり、

必ず希望どおりになるとは限りませんが、
自己申告書等により本人の希望や

適性などを考慮して、配属先を決定します。
また、勤務地は基本的に市川市内となります。

A.
過去の採用試験の実施状況は、下記表のとおりです。

下記表以前の実施状況については、
市川市ホームページの

「職員採用」ページをご確認ください。
最終ページ下段のＱＲコードを読み取ることで、

ホームページにアクセス可能です。

A.

居住地や年齢・学歴が
試験の合否に影響しますか。

Q.2

受験資格が満たされていれば、
居住地や年齢・学歴によって
合否に影響はありません。
年齢や学歴にとらわれず

真に優秀な人材を求めています。

A.

採用の際、前職の職務経験は
評価されますか。

Q.3

職務経験などの経歴に対する評価は、
給与に一定の基準で加算されます。
初任給の目安はそれぞれの職種の

受験案内でご確認ください。

A.

採用後、一人ひとりの努力や成果は
処遇に反映されますか。

Q.4 Q.5
これまでの採用実績について

教えてください。

Q.6
異動はありますか。

採用試験（一般行政職・大学卒業枠の例）

※令和元年度の一般行政職・大学卒業程度の試験区分の例です。
　各受験区分・職種によって試験方法は変わります。
　実際の試験内容については、最新の受験案内位を確認してください。

事務 大卒 40名程度 265名 230名 181名 40名

事務 職務経験者 数名程度 168名 155名 16名 7名

事務 クリエイティブ 数名程度 204名 187名 11名 5名

事務 高・短大卒 1名程度 19名 18名 3名 2名

土木 大卒 8名程度 21名 20名 20名 8名

土木 高・短大卒 1名程度 4名 3名 1名 0名

建築 1名程度 7名 6名 6名 1名

電気 1名程度 4名 2名 2名 1名

機械 1名程度 1名 1名 0名 0名

化学 1名程度 1名 1名 1名 1名

保健師 4名程度 25名 22名 16名 4名

栄養士 3名程度 33名 26名 14名 3名

幼稚園教諭 5名程度 39名 32名 12名 5名

獣医師 2名程度 33名 24名 8名 2名

自動車運転手 1名程度 24名 22名 5名 2名

募集職種 募集人数 応募者数 受験者数 一次合格者 最終合格者



市 川 市

50年以上の信頼と実績

千葉県公安委員会指定

公認 市 川 自 動 車 教 習 所

〒 272-0802 千葉県市川市柏井町１-1463
フリーダイヤル ： 0120 – 61 – 1112 

TEL： 047 – 339 - 1086

市川自動車教習所

http://ichikyo.co.jp/

パターン ③-1 施設・車両混合
3月23日 確定版

無料送迎バス
毎日運行中

○掲載内容については市川市役所人事課にお問い合わせください。　○掲載されている広告は情報としてご活用ください。広告内容については各広告主にお問い合わせください。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/saiyo
市川市　採用 検 索発  行 令和2年3月　市川市役所　総務部　人事課

〒272-8501  千葉県市川市八幡1丁目1番1号
℡ 047-712-8573

この採用情報誌は広告主様からの広告料で作成しております。
広告を募集中です。詳しくは下記へお問い合わせください。

市川市役所の
職員採用情報誌

心を育てる。学力を伸ばす。

 
 

    
 

・市川支店       ☏047-322-0161 

・市川市役所出張所 ☏047-334-1568 

 

対 策 不 要

公 務員試 験

2020 職員採用情報誌


