
＜職員⑪＞ 

所属 都市建設部道路課 

採用年月日 平成 23年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

仕事場が本庁舎３階なので中央公園など見晴らしが良いです。 

現場に行くこともあれば、デスクワークもあり仕事に飽きがありません。 

 

・今、こんな仕事をしています 

今は河川改修に伴う橋の架け替え事業に携わっており、事業計画から地

権者との調整、工事の積算・監理まで行っています。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

事業計画段階から道路が完成するまで携わるため、道路が完成したとき

は民間会社では味わえないやりがいを感じます。また、町民からの要望

で実施した工事などは、完成後に町民より労いや感謝の言葉を頂けると、

人のために仕事をしているという充実感が得られます。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

東京都心や横浜などへの通勤時間が無くなったので、家族と夕食を一緒

に食べる時間が増え、平日でも趣味のランニングに時間を費やすことが

できるようになりました。 

 

・今後の目標 

１年間ノー残業できっちり仕事をこなすことです。 

 

・その他 

特段勉強しなくてもその時に必要な人材であれば合格できると思いま

す。とりあえずチャレンジする気持ちが大事です。 

朝夕の満員電車の通勤が無くなっただけで、日々のストレスから解放さ

れました。 

 

 

                                 

 

 

＜職員⑫＞ 

所属 都市建設部下水道課 

採用年月日 平成 2５年１０月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

入庁時に都市建設部下水道課に配属され、４年目に突入しました。気

さくな方が多く、良い雰囲気で仕事が出来ています。 

 

・今、こんな仕事をしています 

現在、公共下水道施設の新設工事の設計、積算、工事発注および現場

監督の業務を行っています。管路施設の布設工事だけではなく、管路

布設後の道路復旧工事も行います。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

工事発注業務においては、１工事１担当なので自分が設計した工事が

完成するまで携わることが出来ます。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

休日は、庭の小さな畑で栽培している野菜等を子供と一緒に世話をして

います。今年は、ミニトマトとジャガイモをメインにやっています。今

の時期は暖かくなってきているので日に日に大きくなります。 

ちなみに自宅は『パッションフルーツ』でグリーンカーテンをやってい

て、昨年は２苗で２０個くらい実がなりました。 

 

・今後の目標 

工事発注業務にも少し慣れてきたので、工事の目的や意味を考え、幅広

い視野をもって、より良い施設を造っていきたいと考えています。 

 

・その他 

職務を行う上で幅広い知識が必要となりますが、始めからすべてのこと

が出来るわけではありませんので、学ぶ姿勢を忘れないことが大切だと

考えて職務を行っております。 

 

 

 

                                 

 

 



＜職員⑬＞ 

所属 都市建設部下水道課 

採用年月日 平成 26年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

技術職職員（土木）が主として働いている職場であり、キャリア組も多

く在籍しています。 

各自担当する物件の設計や発注業務をこなすため、自分の業務管理がで

きれば比較的束縛されない部署だと思います。時には、期日に間に合わ

せるため残業を行うこともありますが…。技術職の先輩方もとても優し

く、分からないことなどは自分から質問すれば、親切丁寧に教えてくれ

ます。 

また、技術職員を含め、都市建設部の職員はみな、陽気で明るいメンバ

ーが多いので、いつもワイワイしています。そのためか、私もそうです

が、新採用職員もすぐに職場に慣れることができています。 

 

・今、こんな仕事をしています 

主に、寒川町で管理する公共下水道施設の維持・修繕工事の設計・監督

業務を行っています。その他、排水設備に関する審査及び検査を行って

います。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

近隣市（茅ヶ崎・藤沢・平塚等）に比べて、町の規模や職員数が少なく、

工事の物件数や数量は多くありませんが、その分工事の設計・監督だけ

ではなく、排水設備や開発行為など、下水道に関するいろいろな仕事内

容に携わることができるというのは、寒川で仕事をするうえでやりがい

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 

休日は、息子（長男・次男）のサッカーチームの試合の審判や練習など

の手伝いをしています。 

 

・今後の目標 

下水道課での維持・修繕工事を担当しているのが、私一人なのですが他

市町からも信頼をいただけるよう日々努力していきたいと思います。プ

ライベートな交流も含めて…。 

・その他 

自分は、前職からの転職組である事や、技術職としてのキャリアがあっ

たことから、自分の知識や経験談を踏まえ、寒川町に入ったら今までの

経験値をどのように活用できるかを面接で語らせていただきました。 

技術職に関しては、近隣市からも一目置かれる技術職員が多く、レベル

の高い環境で日々従事できるので、非常に良い環境だと思います。 

 

                                 

 

続いては、続いては、続いては、続いては、「「「「技術職（建築）技術職（建築）技術職（建築）技術職（建築）」」」」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⑭＞ 

所属 総務部施設再編課 

採用年月日 平成 23年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

施設再編課は発足したばかりで、まだまだ未知なところはありますが、

これからが楽しみな課だと思います。 

 

・今、こんな仕事をしています 

建築工事における工事等発注の為の設計書作成、及び発注後の工事監理

等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 

1 つの工事等が完成するまでには様々な苦労はありますが、形になった

ときは達成感があり、やりがいを感じる時でもあります。（また、それ

が成長の糧になると考えています） 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

休日等は（まだ子供が小さいので）家族と過ごすことがほとんどです。 

 

・今後の目標 

専門的な職種なので、初めての人でも仕事がし易い環境作りが出来れば

と考えています。 

 

 

 



・その他 

以前は主に建築現場の管理をやっていましたが、そういったものが活か

される職場だと思います。公共施設の改修などに興味があり、設計や管

理などをやってみたいと思う方にはおすすめです。 

 

                                 

 

＜職員⑮＞ 

所属 都市建設部都市計画課 

採用年月日 平成 25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、全員で 12 名と人数が多く賑やかな職場です。 

20代から 50代まで年齢層も幅広いので、先輩、後輩からいろいろな

話が聞けます。 

 

・今、こんな仕事をしています 

寒川町のまちづくりの計画である寒川町都市マスタープランの改定の

仕事などをしています。寒川町のまちづくりを進める上での理念・考え

方などについて町民の皆さんからの意見を聞きながら計画を作ってい

ます。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

公務員の仕事は、民間の会社と違って、利益を生み出すことが目的の仕

事ではありませんので少し特殊な感じもあります。仕事を進める上で目

標や問題意識をもって働かないとやりがいが生まれてこないかもしれ

ませんが、これは民間の仕事でも同じ事だと思います。 

寒川町は、人口は 4 万８千人程度いますが、面積は約 13ｋ㎡なので、

とてもコンパクトな町で、仕事をしていく上でとても町と関わりを持ち

やすいスケール感なのではないかなと思います。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

土日は子どもが小さいので家族と過ごす時間が多いです。妻の実家が新

潟県なので、毎月 1 回は遊びに行ったりしています。 

平日は、仕事が終わってから都心部へ飲み行くことも時々あります。 

・今後の目標 

幅広い視野を持って仕事をしていきたいと思っています。 

 

・その他 

ぜひ、職員になりましたら、一度は、寒川町で暮らしながら、寒川町役

場での仕事を満喫してもらいたいです。 

                                 

 

＜職員 ⑯＞ 

所属 総務部施設再編課 

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 

施設再編課は、今年度発足したばかりの新しい課で、計画担当と管財担

当の 2 つの担当があります。 

私が所属している管財担当では、町職員が業務で庁舎外に出かける際

に使用する公用車等の管理や、庁舎内の会議室等の管理、庁舎内にあ

った落とし物の管理、町長等の運転業務、工事の設計･積算･監督等を

行っています。 

その中でも私が担当している業務は、他の課等から依頼のあった施設

等の新設･修繕の工事資料を作成したり、実際に現場へ行って業者の方

が作業しているところを見て確認したりします。 

 

・今、こんな仕事をしています 

今実際に工事は行っていませんが、今年度工事する予定の工事の設計･

積算をしています。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

自分の携わった工事や設計等が無事終了したときにすごくやりがいを

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 

平日は、仕事で分からなかった用語を調べたり、建築の知識を深めるた

めに勉強したりしています。 

休日は、ゴロゴロ寝て過ごす日が多いですが、好きなアーティストのラ

イブ DVDを見たり、裁縫をしたり、テレビを録画してたまってしまっ

たものを消化･編集したりしています。 

  



夏の時期は所属している地元の囃子保存会に行って、子どもたちに太鼓

や笛を教えたり、思いっきり太鼓を叩いて日頃のストレス発散をしたり

しています。 

 

・今後の目標 

今後、まず２級建築士がとれるようにもっと建築の勉強をしていきたい

です。また、私の趣味で伝統のある地元の祭り囃子を、もっと子どもた

ちに教えていければいいなと思っています。 

 

・その他 

寒川町に就職する前は、工業高校の建築科に通っていました。高校の授

業では CADや製図、建築法規やレベル･トランシットを使った測量を

するなど、専門的な勉強をしていました。 

また、資格取得にも積極的に取り組み CAD3級、危険物丙種、玉掛け、

ガス溶接、フォークリフト、小型建設機械、製図認定試験等と多くの資

格を取得しました。今の業務で取得した資格全ては活かせていませんが、

工事の設計資料を作成する上で CAD を使用するので活用できている

資格もあります。資格は就職試験の際に自分を安心させてくれる心強い

味方な上、いい意味で緊張感に慣れることも出来るので、多くの資格取

得に挑戦するのもいいと思います。 

周りの先輩方も優しく、とても暖かい職場です。 

是非一緒に働きましょう♪ 

                                 

 

続いては、続いては、続いては、続いては、「「「「保健師保健師保健師保健師」」」」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⑰＞ 

所属 健康子ども部子育て支援課 

採用年月日 平成２５年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

子どもの健康や、発達、また、お母さん、お父さんの育児について日々

皆で話し合いながら、町民の方へサポートができるように動いています。

専門職が多い職場ですが、上司の方も皆の意見を聞いて下さり、職員同

士、尊重し合いながら働くことができる場です。 

 

・今、こんな仕事をしています 

乳幼児の健康について、また育児相談を受ける業務、健診業務、教室な

どで新しい知識をお伝えすること、他職種と連携、コーディネートする

こと、家庭訪問などがあります。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

保健師として、現在は母子保健を担当しております。町民の方と共に考

え、時には一緒に辛さも共有し、共に喜ぶこともできる、すばらしい仕

事だと感じています。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

できるだけ子どもと関わる時間を取れるようにしています。子どもの学

童の役員や、地域の子供会の役員の仕事なども行っています。また、子

どもと一緒に親子で空手を習っています。 

 

・今後の目標 

仕事のスキルアップと、育児、家事と仕事の両立をこなしながら、自分

自身のリフレッシュタイムも作っていくことです。 

 

・その他 

実際に寒川町にいらして頂き、景色や住民の方の活動のご様子を見て頂

ければと思います。 

また、保健師という仕事として考えると、寒川町は、住民の数、町の広

さ等、地区保健活動を行いやすく、住民の方と近い距離で接することが

できる場だと思います。ぜひ、ご一緒にお仕事しましょう。お待ちして

おります。 

                                 

 

＜職員⑱＞ 

所属 健康子ども部健康・スポーツ課 

採用年月日 平成 2７年 4 月 1 日 

 

 

・わたしの部署はこんなところです 

所属している健康づくり担当は、専門職も多く、女性の多い職場です。

 

 



子育てしながら仕事をしていて、子どもの体調不良の時などは同僚に迷

惑をかけてしまうこともありますが、｢母親の代わりはいないから｣と、

暖かく支えてもらっています。 

 

・今、こんな仕事をしています 

大人の方の健康に関する仕事をしています。予防接種やがん検診など、

病気の予防・早期発見のための事業や、健康診査の結果を元にした保健

指導をしています。 

地域のボランティアさんと一緒に運動の普及啓発事業なども行ってい

ます。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

寒川町に就職して一番すごいと感じたのは、住民と近いことです。前述

のようにボランティアさんと活動することも多いのですが、イベントの

協力をお願いすると、より良くするための意見を出してくれたり、お願

いした以上に広報活動してくれたり、地域の方と一緒に何かを作り上げ

ていけることに、魅力を感じています。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

昨年飼い始めた猫に夢中です。同期には絶賛親バカ継続中だねぇと評さ

れています（笑） 

平日は仕事に家事に育児にと、おしりに火がつきっぱなしの生活なので、

休日猫をじゃらすのが何よりの癒やしです。子ども達の試合観戦に行く

ことも多いです。 

 

・今後の目標 

就職して３年目。今の仕事は訪問に出る機会が多くないので、もっと寒

川を開拓していきたいです。 

 

・その他 

人口規模に見合った職員数のため、一人の職員が抱える業務の範囲が広

くて大変な部分もありますが、横の職員の顔も見えるという点では、と

ても働きやすいと思います。一緒にお仕事できる方、お待ちしています。 

 

 

                                 

＜職員⑲＞ 

所属 健康子ども部健康・スポーツ課 

採用年月日 平成 2７年 4 月 1 日 

 

・わたしの部署はこんなところです 

健康・スポーツ課は、全ての町民の健康づくりを様々な関係機関と協力

し合いながら行っています。珍しく、同期が 4 人、同じ課に所属して

います。 

 

・今、こんな仕事をしています 

成人の健康づくりに関係することです。時期的に、６月から最盛期を迎

えるがん検診の準備や関係各所との調整を着々と進めています。健康づ

くりの教室では、町民の方々と一緒に、試行錯誤しながら励んでいます。 

 

・仕事のやりがい・魅力はありますか 

魅力は、小さな町の限られた職員数であるが故に、浅く広く、事業を担

当できることです。1 つに行き詰まっても、他の業務からヒントを得る

こともあります。最短コースのスペシャリストにはなれませんが、気付

いたらジェネラリストになれる環境がある職場だと思います。 

行政組織の一員として仕事をする以上、ままならないこともありますが、

その中でやるべきこと、できることを日々やっています。 

 

・仕事以外の時間はどのように過ごしていますか 

イベント救護のボランティア団体に登録しており、都内を中心にマラソ

ン大会などが開催される際には、看護師として活動に参加しています。

時には、年休を使って、がっつりイベントの運営に関わることも。仕事

とは違った視点で出会う人、経験はいつも新鮮で、一町民感覚を思い起

こさせてくれます。 

平日の夜は、職場の同僚と飲み会に行くこともあります。歳の近い遠い

は関係なく、様々な年代の方とご一緒させていただいています。今年の

私の誕生日には、職場の先輩たちと、我が家で年齢幅ウン十歳の女子会

を開催し、ケーキでお祝いしていただきました！ 

 

 

 

  



・今後の目標 

入職 3 年目で、壮大なことはあまりイメージしきれないというのが本

音です。ただ、ほんのちょっとだけ、私の世代は町保健師がいない、「空

白の世代」だと感じています。頼りになる先輩保健師のお姉様方も、い

つかはいなくなってしまいます。一緒に支え合って、仕事ができる仲間

が増えてほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他 

周囲の有名都市に押されて、やや素朴な印象の寒川町ですが、この町の

人々が何よりのアピールポイントだと思います。困った時には、職場の

仲間だけでなく、町民が一緒に、悩み、策を練り、助けてくれます。 

 

 

 

皆さんのご応募、 

お待ちしてま～

～す！！ 

平成２９年７月 


