
★寒川町役場で働く職員を紹介します★ 

～１０年後、２０年後の寒川町を一緒に作りませんか～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



＜職員①＞  

所属 健康子ども部健康・スポーツ課 

採用年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

・わたしの部署はこんなところです 

健康子ども部の健康・スポーツ課に所属しています。担当はスポーツ推

進担当です。とてもフレンドリーな人が多く、毎日和気あいあいとした

雰囲気で仕事を行っています。職員総出で行うイベントもあり、明るく

活発な職場です。 

 

・今、こんな仕事をしています 

１人でも多くの町民がスポーツに親しめるようなイベントを企画・運営

しています。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

課に所属して２年目となりますが、イベントの参加者数が１年目よりも

２年目の方が多かったときは、やってよかったなと思います。また、チ

ャレンジデ－など職員総出で行うイベントで、職員全員が一つの目標に

向かって団結する感覚を味わえるのも魅力の一つです。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

釣り好きなので、週末は友人と釣りに出かけます。先日は、富士五湖の

精進湖にブラックバスを釣りに行ってきました。その日は私だけボウズ

(何も釣れない)でしたので、次回リベンジに行きます。 

 

・今後の目標 

最近子ども（娘）が生まれたので、イクメンパパを目指します！ 

                                 

＜職員②＞ 

所属 都市建設部都市計画課 

採用年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

都市計画課は本庁舎の３階にあるため、窓からの眺めはとても良いです。

男女比は男性 11 名・女性 1 名ですが、和気あいあいとした雰囲気で

す。家庭を持たれている方も多く、休みも取りやすいので家族やプライ

ベートの時間を大切にできます。 

 

・今、こんな仕事をしています 

寒川町で運行しているコミュニティバスや路線バス、ＪＲ相模線に関す

る業務を扱っています。移動支援が必要な方の移動手段の確保や交通不

便地域の解消のため、他市町や事業者と調整するなど、様々な検討を行

っています。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

寒川町は人口約４万８千人、面積約１３㎢とコンパクトなまちですが、

だからこそ町民の声が自分にしっかりと届きます。良いこともそうでな

いことも相手と向き合って仕事ができるのは、他にはない寒川町でこそ

のやりがいだと思います。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

お酒を飲むのが好きなので友人と飲みに行くことが多いです。サイクリ

ングやツーリングもしたりします。スポーツ観戦も好きで、特にＢリー

グ（バスケットボール）の試合はよく行きます。他にもダーツやジムな

ども好きなので、平日休日問わず楽しく過ごしています。 

 

・今後の目標 

今はまだ自分の仕事で精一杯ですが、今後は多くの知識を蓄え、広い視

野で町を捉えて、しっかりとしたビジョンで町の将来を見据えていける

ような職員になりたいと思っております。 

 

・受験者へのメッセージ 

わたしは転職をして入庁しましたが、同期には高卒や大卒の人もおり、

幅広い年齢層でとても仲良く過ごしています。また、役場の職員は 350

名程度のため、みなさんと顔で繋がれる距離間で、とても温かい職場で

す。周囲の市町と比べて小さな町ですが、その分発展のポテンシャルを

大いに秘めています。一緒に寒川町を良くしていきましょう。 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 



＜職員③＞ 

所属 福祉部保険年金課 

採用年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

寒川町に住んでいる方、お勤め先の社会保険に加入されていない方・

75歳以上の方が、ご自身の負担費用を少なく医療機関へかかれるよう

にしています。 

 

・今、こんな仕事をしています 

寒川町の保険に加入されている方の医療費を、どの項目でどれだけ負担

したかを集計する仕事をしています。この集計は、国や県から補助金を

交付してもらうための申請に使用します。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

いろいろな方がいらっしゃるので、状況によって必要な対応も変わりま

す。お客様に喜んでいただける対応ができると嬉しいです。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

寝ることです。中央公園のベンチの上があたたかくて気持ち良いです。 

 

・今後の目標 

まだまだスムーズに仕事が進まないので、できるだけ早く毎回の流れや

補助金の動きを理解していきたいです。 

 

・その他 

親切な方がとても多い職場です。住民の方と係わる業務が多いので、人

と話すのが好きな方には楽しいお仕事だと思います。 

                                 

 

＜職員④＞ 

所属 総務部収納課 

採用年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

収納課は現在女性職員が多く、堅いイメージを持たれるような業務内容

ですが、やわらかく明るい雰囲気の職場です。収納課はもともと税務課

だったこともあり、税務課職員と連携をとりながら日々の業務に取り組

んでいます。 

 

・今、こんな仕事をしています 

税や保険料、保育料の徴収事務を主に行っています。また証明書の発行

も行っているため 6月は窓口業務も多くなります。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

成果が数字として見えてくるため、はっきりとした目標を立てやすく、

常にやりがいを持って日々の業務に取り組んでいます。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

平日はたまに友人と会うくらいであまり外出せず自宅でのんびりして

いることが多いです。その分、土日はほぼどちらも予定がなくとも必ず

外へ出たくなるので、映画を観に行ったり買い物したりしています。 

 

・今後の目標 

仕事もプライベートも前向きに明るく充実させたいです。 

                                 

 

＜職員⑤＞ 

所属 町民部町民窓口課 

採用年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

町民窓口課の町民相談担当という部署にいて町民相談室という部屋の

中で様々な業務を行っています。 

 

・今、こんな仕事をしています 

私が主に担当している業務は、消費生活相談事業と自殺対策事業です。  

消費生活相談事業は、毎週月曜日と木曜日に消費生活相談があるので、

そのことに関する事務や会議への出席であったり、町民向け消費生活講

座を開催して消費者トラブルを未然に防ぐ取組をしたりしています。 

自殺対策事業は、9 月の自殺対策予防週間と 3 月の自殺対策予防月間

に主に懸垂幕の掲示などを行っており、とりわけ 9 月の自殺予防週間

 

 

 



では、寒川 3 駅（寒川駅・宮山駅・倉見駅）において街頭キャンペー

ンを実施し、普及啓発に努めています。また、保健所など関係機関とも

連携し、ゲートキーパー養成研修という見守り・サポートをする側の人

たちを対象とした研修も行っております。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

町民の方から「ありがとう」と感謝の言葉を頂いたときや、笑顔になっ

てもらえた時は嬉しいですし、今後の励みにもなります。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

私は、学生時代より応援しているアーティストのコンサートへ行き、リ

フレッシュしています。 

また、高校時代の部活動の仲間とは非常に仲が良いので一緒にご飯へ行

き、たわいない会話を楽しんでいます。 

 

・今後の目標 

小学生から高校生まで続けていた剣道を久しぶりにやりたいと思いま

す。 

 

・その他 

職場は私の上司を始め、非常に親切な方々ばかりなので毎日働きやすい

です。皆さんと働ける日を楽しみにしています！ 

                                 

 

＜職員⑥＞  

所属 健康子ども部保育・青少年課 

採用年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

入庁して２年目ですが、私自身も驚くくらい何年も働いているような雰

囲気で毎日過ごしています。個々の仕事も必ず２人以上が理解しており、

担当者不在の時でも対応することが出来ているので、お休みも取りやす

い雰囲気です。 

 

・今、こんな仕事をしています 

主に保育所関係の仕事をしています。保育所に入所する児童等の決定や

入所申込書の受付、通園している間の相談を受けるなど様々な業務を行

ってます。窓口業務が多く、直接町民の皆さんの生の声を聞くことがで

き、日々勉強になります。 

  

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

職員の人数があまり多くないからこそ「保育の仕事」を理解し、携わる

ことが出来ています。これは私の所属している部署に限らずだと思いま

す。自分が毎日行っている業務が、現在の寒川町の抱えている問題の解

消に少しでも繋がっている、と日々勉強しながらも感じることが出来て

います。 

  

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

休日はほとんど野球観戦に行っています。好きなアーティストのコンサ

ートに行くことも多いです。 

 

・今後の目標 

夢に近いですが野球の本場「アメリカ」でイチロー選手を観たいです。 

 

・その他 

私は寒川町で働き始めて２年目なので、正直未だに日々余裕がありませ

ん。仕事をしていて大変だと感じることもたくさんありますが、寒川を

受験して良かったと思っております。私は寒川町民ではないので受験期

には実際に足を運んで調べましたが、実際に働いてまだまだ知らないこ

とだらけです。入庁してから学べることもたくさんあり、何より自分の

ためになっていると感じています。皆さんと働ける日を楽しみにお待ち

しています。 

                                 

 

＜職員⑦＞  

所属 福祉部保険年金課 

採用年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

年金担当をしています。窓口や電話でなど、町民の方と接する機会が多

いところです。 

 

 



・今、こんな仕事をしています 

課に配属されて２年目になります。年金に関しての手続き（国民年金の

加入や喪失、加入者の住所の変更や氏名の変更等）、相談、また、庶務

などをしています。先輩たち皆さんとても優しいので、いつも楽しくや

らせていただいています。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

先輩や上司の方、皆さん優しい方が多く雰囲気もとても明るいので、楽

しく仕事ができると思います。ここでの仕事は町民に対して大きく影響

することがあります。その分、責任をもって臨むことで、仕事にやりが

いを感じて働くことができると思います。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

最近はよくショッピングにいっています。洋服や靴、それに時計や鞄な

どの小物が好きで、ショッピング好きの友人とよく見に行っています。 

また、音楽が好きなので、友人とカラオケやライブに行ったりします。 

他に映画も好きなので映画館に観に行ったりＤＶＤを借りて家で鑑賞

したりもします。 

 

・今後の目標 

最近旅行に行くことが好きになり、色々なところへ行ってみたいと思っ

ています。北海道にまだ行ったことがないので、次は北海道に行きたい

です。いつかは海外にも行ってみたいです。 

                                 

 

＜職員⑧＞  

所属 教育委員会学校教育課 

採用年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

学校教育課は名前のとおり町内の８小中学校に関わる仕事（転校の手続

き・給食関係・先生の関係・授業の関係など）を行っています。唯一、

小・中学校の現場で働かれていた先生（指導主事）や外国人の先生（AET）

も一緒に働いているので他課とはまた違う雰囲気があります。 

 

・今、こんな仕事をしています 

経済的に困難な家庭に対し、給食費や遠足・修学旅行でかかる費用等を

援助転校の手続きなど、学校に関する業務などを行っています。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

今は援助する仕事を主に行っているので、直接町民の方に感謝されるこ

とが多くやりがいを感じます。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

一眼レフをボーナスで購入してから、いろんな場所にいくようになりま

した。休みの日は常に持ち歩いています！ 

自宅と職場が結構離れているので（片道約１時間半）、仕事帰りに買い

物して帰るのも１つの楽しみです。 

 

・今後の目標 

仕事を始めてから改めて信頼を得ることの大切さや大変さに気づきま

した。町民の方からも、同じ役場の職員からも信頼してもらえる職員に

なりたいです。プライベートでは、一人暮らしを目指して家事ができる

ようになりたいです。 

 

・その他 

受験するにあたり、ひたすら寒川町について調べました。町のアピール

ポイント・今後の課題・町の事業などなど…。自分が何をしたいのか目

的がはっきりと見えてきて面接の際に自信がつき、緊張せずに終えまし

た。役場の方は本当にみなさん温かく、親切で明るく素敵な方ばかりで、

何かあったらすぐに助けてくれます。とても仕事しやすい環境です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

  



続いては、続いては、続いては、続いては、「「「「技術職（土木）技術職（土木）技術職（土木）技術職（土木）」」」」を紹介します！！を紹介します！！を紹介します！！を紹介します！！    

職員⑨ 

所属 都市建設部道路課 

採用年月日 平成 21 年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

主に道路の管理や整備を行っていますが、道路の破損等の苦情により現

場対応が多いです。課全員で対応を検討したり補修を行ったりするので、

自然と仲間意識が高くなります。いい意味でとてもアットホームな雰囲

気です。 

 

・今、こんな仕事をしています 

主に道路工事の設計・積算・発注・監督業務を行っています。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

自分で考え設計したものが現場で形になっていくので、ものづくりをし

ているという達成感が非常にあります。設計者としての責任は大きいで

すが、つくったものを町民が使用しているのを見たり、お礼を言われた

りするとモチベーションが上がります。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

子供が３人いるので、子守が多いです。自分の時間があれば、江の島を

目指してロードバイクで走ります。 

 

・今後の目標 

自分の業務だけでなく、部下はもちろん同僚や上司の仕事をよりサポー

トできるよう視野を広げてこなせるよう努力しています。 

 

・その他 

寒川町は茅ヶ崎市や藤沢市、海老名市の陰にかすみがちですが、地形や

交通網に恵まれており、大きなポテンシャルを秘めた町です。これから

の寒川町を一緒につくっていきましょう。 

 

                                 

 

＜職員⑩＞  

所属 拠点づくり部寒川駅周辺整備事務所 

採用年月日 平成 21 年 10月 1 日 

 

 

・わたしの部署はこんなところです 

寒川駅北口地区土地区画整理事業に関する業務を行っております。寒川

町として初めて施行する土地区画整理事業ということもあり、懸案事項

は多々ありますが、事務所職員全員で課題解決を行っています。 

 

・今、こんな仕事をしています 

土地区画整理事業の事業計画、換地計画及び換地処分に関すること、工

事の設計・監督業務、権利者との移転協議及び損失補償に関すること、

土地区画整理審議会及び評価員に関すること、土地区画整理法第 76条

の許可（施行区域内の建築行為に関すること）に関することが主な業務

となります。 

  

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

町の玄関口、中心商業地となる寒川駅北口地区の約 9.9haという、大

規模な地区の整備などに関わることができることです。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

家族との時間を大切にしています。 

 

・今後の目標 

個人のスキルアップとして、業務に係わる資格の取得をしたいと考えて

います。 

 

・その他 

当時の採用試験では、専門試験（土木）がありました。専門試験の勉強

はとても大変でしたが、勉強したことは必ず業務に活かせるので、将来

を見据えてがんばって下さい。 

 

 

                                 

 

  


