輝く先輩職員たち
０１：入庁１年目職員による座談会
平成２６年度入庁の同期職員４名に、採用１年目を振り返って、 今の率直な思いを語ってもらいました！

玉島支所市民課

環境政策課

公園緑地課

下水施設課

佐藤 嘉朗 【事務】

脇本 優子 【事務】

末岡 佑梨 【土木】

熊野 守 【電気】

主 に 年 金 業 務 を担 当 し ており 、
国民年金の加入の手続きや保
険料の免除、学生納付特例等
の 受付 を行っ ていま す 。窓口 で
は、市民の方の様々なご要望に
お応えできるよう、臨機応変に対
応することを心がけています。

自然環境の保護・保全を担当
しています。生物多様性保全
の啓発や市民団体の支援、希
少 生物 の保 護や 外来生 物 へ
の対応をするため、生き物が
生息する野外に出かけたり、
情報をいただいた市民の方の
お宅に伺ったりしています。

都市公園の整備業務を担当し
ています 。地元住 民の方と協
議を重ねて公園の設計を行い、
工事発注後は工事の監督員
として、工事が設計書通りに
施工されているか 、現場状況
の確認・調整を行っています。

下水施設課は、主に下水処理
場やポンプ場内の設備の設計・
施工監理を行う部署です。電気
技術職として、ポンプ場の新設
や非常用発電機設置に伴う、
電気設備の設計や 工事の施工
監理等を行っています。

■倉敷市の職員になったきっかけは？

脇本

私は、ギャップだらけでし

脇本 公務員になりたいと思ったきっかけは、高校生の頃で、当時、

たよ。事務職なのでデスクワーク

母と窓口に行った時に、若い女性の職員さんの対応が丁寧で、その

を想像していたんですが、入庁初

うえ仕事をする手さばきがすごくテキパキしてて…、純粋にかっこ

日から スーツとパンプスで山を登

いい！と思って、その姿に憧れました。

り、真冬の日には、川で貴重な魚

佐藤 私は、大学で県外に出て、サービス業の会社にいったん就職

を保護したりと、なかなかハード

していました。でも、地元の倉敷に帰って働きたいと思うようにな

なことも多かったですね (笑)。

り、人と接する仕事が好きだったので、より多くの人に接すること

末岡 外に出る機会が多いのは私

ができる市の職員の仕事に魅力を感じました。

も驚きました。入庁前は、市役所

熊野 私も、入庁前は電機メーカーで働いていたんですが、もっと

の技師は、職場での仕事がほとんどだと聞いていたんですが、けっ

身近に感じてもらえて、人の生活を豊かにするような仕事がしたい

こう外に出ることが多いんだなと。もちろん現場も行きますし、現

と思って、それなら市の職員だなと。あと、倉敷市を選んだ一番の

場以外でも、公園をつくる時などは、地元の町内会の方が集まった

理由は、倉敷が好きだったからです。

ところに説明に出かけたりもします。いろいろな方と接する機会が

末岡 そこは大事ですよね。私も、就職するとなると、ずっと自分

あって、充実した毎日を送っていますよ。

が暮らしていくまちになるので、住みたいまちを選んだら倉敷だっ

熊野 私が入庁前に思っていた、市役所の電気技術職の仕事は、学

たという感じです。倉敷は、文化や産業などたくさんの魅力がある

校とか図書館の電気関係だったんですが、下水施設課という、思っ

まちですし、大学で緑化について勉強していたので、倉敷に公園を

てもなかった部署に配属されたので、最初はどういう仕事をするの

つくったり、緑あふれるまちづくりに携わりたい！と思って志望し

か、正直全くイメージがわかなかったです。下水処理場の施設は、

ました。

直接目にすることがない部分ですが、仕事をするうちに、多くの市
民の方の生活を支えている施設に携われているという実感がでてき

■入庁前後でのギャップは？

て、やりがいを感じています。

佐藤 自分の希望どおりの市民課に配属されたんですが、イメージ
通りだったかというとそうでもなくて、仕事内容の幅広さにびっく

■職場の雰囲気／同期とのつながり

りしました。支所の市民課って、本当にたくさんの手続きを受け付

熊野 私の職場は、若い職員が多くて一致団結している感じでとて

けていて、いろいろな制度もあるし、覚えるのが大変です。

もいい雰囲気です。あと、誰に聞いても優しく教えてくれるので、

-1-

ありがたいなと。みんなの職場はどんな雰囲気？

もあって、そういうときは、もっと勉強して、お客様に満足してい

末岡 男性ばかりで、同年代も少ない職場なので、最初は不安だっ

いただけるような対応ができるように頑張らないといけないな、と

たけど、みなさんとても優しいんですよ。本当の娘のように接して

思います。

くれたりと…、あと、周りの人が忙しいと、自分の担当でなくても、

脇本 私の仕事は、自然保護なので、すぐにカタチとして結果が見

積極的に声をかけて手伝ったりと、助け合う雰囲気がありますよ。

えるものばかりではないですが、倉敷の未来のための仕事に関わっ

佐藤 市民課は、逆に女性が多く

ていることにやりがいを感じています。また、市民の方からの問い

て、男性は肩身がせまいかなと思

合わせに対して、調べて納得していただけるとうれしいですね。ち

っていたけど、全然そんなことも

なみに、自然保護に関する子ども向けパンフレットも作ったんです

なく、もうすっかり馴染んでます。

が、知識だけでなくセンスもいる仕事もあるんだなと…これはけっ

みなさんいつも気にかけてくれて

こう大変でした。

いるし、困っていたらすぐ助けて

■この一年を振り返って、成長したと思えるところ

くれます。あと、みんなが同じよ

佐藤 最初の頃は、ミスを怖がってしまって、何回も確認したりと、

うに窓口対応をしているので、誰

１件の証明書を交付することも時間がかかっていたんですが、係長

にでも聞ける安心感があります。

から、丁寧にすることも大事だけど、お客様を待たせているという

脇本 私の部署は、事務職が少なくて、技師の方がほとんどなんで

ことも意識するようにと、アドバイスをいただいて、丁寧かつ迅速

すよ。係によって全然仕事内容が違うし、業務の幅が広いので、す

に対応することの大切さを学びました。今では、迅速に対応できる

ぐに対応できないこともありますが、先輩や上司がいつも温かく見

ようになってきました。

守ってくれてアドバイスしてくれるので、本当に感謝です。

脇本 私はこの一年で、本当にいろいろな経験をさせてもらいまし

同期とも、定期的に飲み会があったりと、みんな仲良くて、恵まれ

た。デスクワークだけでなくて、外での作業、イベントの司会から

た環境だな、と思っています。

子どもたちの引率まで…いつもやるしかない、という感じの連続で、

熊野 この前は、同期のみんなで運動公園に行って球技大会の練習

なんとか乗り越えてきました。おかげで、けっこう度胸がついてき

もしたよね。技師の同期とは、職場が近いので、いつもお昼を一緒

たかなと思います。

に食べたりしてるけど、たまにお互いの仕事の失敗談も話したりし

末岡 私は、自分の仕事に対する姿勢が変わってきたと思います。

てるよ。これからも、仕事のこととかたくさん話して、高め合って

初めは、先輩に言われたことをやるのが精いっぱいだったけど、次

いきたいと思う。

第に、何をしたらいいかを考えて動けるようになってきました。

脇本 そうだね、同期と仕事の話を聞いたりすると、いろんな部署

熊野 私も同じで、初めは分から

の情報交換ができたり、時には悩みを分かちあったりもできるし、

ないことだらけで、とりあえず何

これから先も良い関係でいようね。

でも先輩に聞いていたんですが、

末岡 ほんと、この同期で良かった (^ ^) 今後もよろしく(笑)。

最近では、前の資料をもとに自分

■仕事のやりがいを感じるとき／大変だったことは？

なりに考えた答えを出して、それ

熊野 モノをつくる仕事なので、自分が設計した設備などが出来上

が正しいか先輩に相談できるよう

がっていく様子をみると、モチベーションが上がります。工期があ

になったところは成長したなと思

るので、どうしても今日中に確認しないといけない、ということも

います。

あって、そんなときは夜中まで細かい確認をしていくので、大変な
ときもありますが。その分、出来上がったときは充実した気持ちに

■こんな後輩を待っています！

なり、次の仕事への意欲もわきます。

佐藤 市役所の仕事は、どこの部署でも人と話す機会が多いです。

末岡 すごく分かります。やっぱ

人とコミュニケーションをとることが好きで、人と接する仕事がし

り、自分の仕事がカタチになった

たい、と思っている方に絶対おすすめです。

のを見るとやりがいを感じますね。

脇本 どの部署に配属されても、市民の方の暮らしを良くすること

私が初めて設計をした公園の防球

につながるやりがいのある仕事です。どんな環境でも、自らの成長

ネットが設置されて、近所の方か

につなげることができるバイタリティのある方を待っています。

ら「これがあれば助かるわ」と言

末岡 自分が携わった仕事がまちの一部として未来に残っていくの

ってもらえたときは何ともいえな

で、倉敷が好き、倉敷を良くしていきたい！という強い気持ちがあ

い充実感を感じました。

る方にぜひ来てほしいです。

佐藤 私も、窓口で対応した方に

熊野 倉敷市には、働きながら資格をとったり向上心の強い先輩職

「ありがとう。」と言ってもらえるときが一番うれしいです。まだ

員がいっぱいいます。入庁後も常に向上心をもって、学び続けられ

まだ自分の知識不足で、お客様をお待たせしてしまったりすること

る人をお待ちしています。一緒に切磋琢磨していきましょう！
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０２：ジョブローテーション制度によるステップアップ
倉敷市では、多様な部署を経験することで、幅広い知識と視野を身につけることを目的に、ジョブローテーション制度（P.6参照）を採用して
います。２人の先輩職員（事務職・技術職）の経歴を紹介します。

■ステップ１：生活文化部市民課窓口係

～行政サービス向上を目標に～

市民課では、窓口で住所異動の受付、住民票や戸籍などの証明書の交付事務を担当していま
した。毎日多くの方が様々な手続きに来られますので、正確に事務をすることはもちろん、必
要な手続をスムーズかつ気持ちよく提供するにはどうしたらよいか、という行政サービスの向
上を目標に頑張りました。そのために、お客様と会話をしながら、どういった手続きが求めら
れているかを判断する力を養い、窓口応対のスキルがレベルアップしたと思います。

■ステップ２：税務部資産税課管理係

～市税の重要性が分かる仕事～

最初の異動で、固定資産税（土地や建物等にかかる税金で、市税の１つ）の課税を行う資産
税課に配属され、市の収入の約半分を占めている市税の重要性について学びました。
資産税課には、実際に現地に行って土地や建物の調査をする係もありますが、私は納税義務
者を確定する事務などを担当していました。住所や戸籍に関する知識があったことで、新しい

保健福祉推進課

寺岡 郁恵

【事務職】

＜経歴＞
（ステップ１）
平成14年4月 生活文化部市民課

仕事にも早く慣れ、前の部署での経験が異なる部署でも活きてくることを実感しました。

（ステップ２）
平成19年4月 税務部資産税課

■ステップ３：保健福祉推進課 ～施策の企画・調整を学ぶ～

（ステップ３）
平成25年4月 保健福祉推進課

今の部署では、これまでの分野と全く異なり、保健福祉施策の企画や調整をしています。
例えば、市では、様々な部署が子どもや高齢者などの福祉サービスを担当していますが、そ
れらを地域福祉の視点から見直し、地域での支え合い・助け合いの大切さを広めるために、

■次のステップへ

「倉敷市地域福祉計画」という計画をまとめる仕事もしています。本当にたくさんの部署が関

”魅力あるまちづくり”の一端を担えるよう、

係する計画なので、多くの部署と連携しながら１つの計画を作っています。難しさを感じるこ

これまで得た様々な知識や経験を活かしなが

とも多いですが、日々学びながら仕事をする楽しさがあります。

ら、さらなるステップアップを目指します。

＜経歴＞
（ステップ１）平成16年4月 建築部公共建築課
（ステップ２）平成23年4月 建築部建築指導課
（ステップ３）平成25年4月 国土交通省へ派遣
→平成26年4月 建築部住宅課

ステップ３
■国で学んだことを今の仕事に活かす

ステップ２
建築部住宅課

高谷 哲夫 【建築技術職】
ステップ１
■採用当時を振り返って
最初に配属となった公共建築課の仕事は、

国土交通省では、住宅総合整備課で公営

■２つ目の職場で学んだこと
建築指導課の仕事は、建築確認などの審査

住宅をはじめとする公的賃貸住宅について
の仕事をしました。この１年間で学んだ

業務だけでなく、住宅の耐震化の補助、危険

「住宅政策はツールであり、住まい確保の

な状態になっている建物に対する指導など多

支援という目的のために運用するもの」と

岐にわたっています。

いう考え方を、今の住宅課で活かしながら

私は指導係に配属されたのですが、公共建

仕事をしています。

建築技術職ばかりの職場でみんな仲が良く、

築課の時と大きく違ったところは、公共の建

■これからの自分

分からないことがあっても先輩から丁寧に教

物ではなく民間の建物に対する仕事なので、

えてもらえました。

当然、窓口に来られる方のほとんどが市民の

公共施設、民間建物、住宅という、ハード

大地震に備えて、多くの建物の耐震化が進

方になった、というところです。専門用語に

の違いはあっても、そこにはいつもそれを

められると、次第に仕事量が増えてきて、大

頼らない分かりやすい説明を心がけ、自分の

使われる市民の方がいて、市民の方と接し

変な時もありました。しかし、最初の丁寧な

理解も深まったと思います。

てきたんだということが感じられるように

指導のおかげで、仕事に対する自信がつき、

■成長を感じるとき

なってきました。

公共施設の設計・工事監理をすることでした。

今まで経験した部署を振り返ってみると、

採用当時は、教えてもらうばかりだった自

建築技術職として働くフィールドはハー

分が、次第に教える側になり、当時の先輩に

ド面ですが、その先には、使う／住む人が

プライベートでも、職場の先輩方や同期の

一歩近づけたようなうれしさがありました。

いることを常に意識して、今後も、より良

仲間と積極的に交流したりと、今の人間関係

それと同時に、自分も良き手本、頼れる先輩

い倉敷にしていくための仕事をどんどんし

のモトになっています。

にならないと、と身が引き締まりました。

ていきたいです。

計画的に仕事をすすめる力もつけることがで
きたと思います。
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０３：工業都市の第一線で

商工労働部商工課水島港振興室
室長

古賀 直彦

＜経歴＞ 平成 3 年4月
平成 7 年4月
平成 8 年4月
平成15年4月

【事務職】

市民部市民課
水道局業務部水島営業所
水道局業務部庶務課
市長公室国際課
（平成18年度より主任）

平成20年4月 福祉部生活福祉課主任
平成20年8月 市長公室秘書課主任
平成24年4月 現職

■今、工業都市の第一線で
現在、商工課水島港振興室という職場で、水島コンビナートの振興や、国際拠点港湾である水島港の利用促進、また企業誘致に関する、
市における窓口として仕事をしています。
倉敷市は、美観地区を代表とする観光都市としてよく知られていますが、日本有数の規模を誇る水島コンビナートを有する工業都市でも
あり、倉敷市の製造品出荷額等は、全国市町村のトップクラス（平成24年工業統計調査では、全国第5位）です。
私は中学生の時、父の転勤で倉敷市に引っ越して来ました。その当時、倉敷市について知っていることは「水島コンビナートという大き
な工業地帯があるまち」ということだけでしたが、今はその市の根幹を支えるコンビナートの発展に重要な役割を担う職場で働いているこ
とを感慨深く思うとともに、業務の重要性に使命感を持ち、日々の仕事に取り組んでいます。

■企業誘致による水島港の発展
倉敷市の玉島地区は、古くは備中松山藩の港町として栄えた歴史のある地区ですが、その沖合に造られた総面積約245ヘクタールを誇る
玉島ハーバーアイランドは、水島港の一部に位置し、国際物流の重要拠点として注目を集めています。
この玉島ハーバーアイランドは、岡山県が整備した人工島になりますが、企業誘致の際には、地元自治体の窓口責任者として県の担当者
と連携し、企業との協議、折衝にあたることになります。
平成26年秋には、ＪＡ西日本くみあい飼料(株)、(株)Ｊ-オイルミルズ、全農サイロ(株)の企業誘致が実現し、穀物輸入から食品や飼料等
の生産にいたる食料コンビナートの構築が予定されており、今後の水島港や地域経済のさらなる発展に大きな期待が寄せられています。
水島港と国内屈指のコンビナートである水島コンビナートが、グローバル化や国際社会での厳しい競争に勝ち残るためには、立地企業の
操業環境の整備をはじめ、企業誘致等によるさらなる発展が必要です。日本を代表する企業や、国や県の方々と係わる現在の仕事に大きな
働きがいを感じていますし、係わる皆さんの仕事に対する姿勢から、大きな刺激を受けています。

■入庁からこれまでを振り返って
入庁してみて、まず、市役所には本当にいろいろな仕事があるのだな、と実感しました。最初の職場の市民課は、住民票を発行するなど、
イメージ通りの「市役所」でしたが、その後の水島営業所では主に現場での仕事が中心でした。２つ目の職場までで、市民の方にサービス
を提供するという市職員としての基本を学びました。
その後の異動では、水道局の庶務課で企業会計の経理に携わり、国際課では姉妹都市・友好都市との交流事業、在住外国人の方との仕事
を通じ、倉敷市という存在をグローバルな視点で捉えることができたように思います。
また秘書課では、市が行政運営のため意思決定を行うプロセスを知る機会を得ることができ、大変勉強になりました。

■市の発展のために力を尽くす
市役所の仕事は幅広く、困難なことも多いですが、一人では解決できない仕事や
課題を、同僚や他の部署の職員等と連携して取り組むこと、事務職、技術職、先輩、
後輩など、さまざまな立場の職員がそれぞれの専門性を持ち寄ってレベルの高い仕
事を成し遂げられることが、市役所で働く醍醐味と言えます。
また、こうした様々な仕事を経験する中で、気づかなかった自分の適性や能力を
知り、成長することができる職場だと思います。
皆さんが、それぞれの個性と得意分野を生かして新しい仕事に積極的にチャレン
ジし、自分の可能性をどんどん広げていけば、倉敷市はますます元気なまちになっ
玉島ハーバーアイランド

ていくと思います。
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求める人材と職種紹介
職員は、めざすまちづくりの姿を実現する原動力となります。
倉敷市では、“市民満足度向上”のため、使命感、責任感、誇りをもって、働く職員を求めています。
また、様々な職種の職員が活躍する場を設けています。

求める人材
私たちは、倉敷市に住む市民の皆様と共に住みや
すく、学びやすく、働きやすく、そして、何より
もいきいきと輝いて生きていけるまちづくりに取
り組んでいます。
そんなまちづくりの実現の原動力になる市の職員
に求めるのは、次の３つを兼ね備えた人です。

快適で住み続けたいまちづくり
めざす職員像
・市民の視点で考え、行政のプロフェッショナルとしての
自覚を持って行動する職員
・前例にとらわれず積極的に業務を改善する職員

求める人材

①
使命感を持ち、
向上心の強い人

・目標達成に向けてあきらめずに職務を遂行する職員
・知識・技能の向上や情報収集に努め、業務に活用する職員

②

③

協調性のある
温かい人

環境の変化に
対応でき、
意欲ある人

・現場と対話を重視して誠実・公正に対応する職員
・何事も協力しながら、チームとして業務を遂行する職員

人材育成

多彩な職種
※ ここで紹介する職種は、毎年採用があるとは限りません。
※ 各試験の実施の有無、採用予定人数などは、必ず受験案内でご確認ください。

事務

土木

建築

行政運営全般に関わり、幅広
く様々な業務に携わる仕事で
す。

市民生活の基盤となる社会資
本の設計・施工監理、維持管
理を担当します。

公共建築物の設計・施工監理、
既存建築物の耐震化事業など、
建築行政全般にわたる業務を
行います。

電気

機械

化学

公共建築物を新改築する際に、
建築部門と一体で電気設備工
事に関する計画、設計、施工
監理などを行います。

保健師
母子保健、成人・老人保健、
精神保健、結核・感染症対策、
難病対策など地域における保
健活動を行います。

公共建築物の設備工事に関す
る調査、設計、施工監理など
の業務や施設の機械設備の制
御、維持管理を行います。

環境保全活動の推進、産業廃
棄物処理業等の指導監督など、
環境に関わる様々な業務に従
事します。

栄養士

看護師

地域住民を食の面からサポー
トし、疾病予防や健康増進に
貢献する業務に従事します。

児島市民病院等において、医
師や医療技術職などと協力し
ながら患者の介護や診療の補
助などの業務に従事します。

消防

保育士

幼稚園教諭

主に火災現場や事故現場など
の第一線で消火や救急・救助
等の活動に従事します。

公立保育園等において、児童
の保育、子育て支援および生
活指導等に従事します。

公立幼稚園等において、３歳
から６歳までの間の幼児を預
かり、その後の教育の基礎を
つくる仕事です。
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人材育成と人事評価
倉敷市は、人材育成基本方針に基づき、人材育成に取り組んでいます。
能力・業績主義に基づく人事評価制度を導入することにより、
職員の意欲、能力を活かし、職員自らがキャリアデザインを描く環境を整備します。

人材育成
人事異動は、キャリア形成の観点から、
職員が幅広い経験をし、能力を高める適
材適所の人員配置を実施しています。
市の組織力を高め、市民満足度の向上に
つなげていくことを目指します。

人材育成基本方針に基づき、職員の基本
的な資質の向上を図るとともに、職員一
人ひとりが自己のキャリアプランに応じ
た能力を育成する研修体制を確立してい
ます。

ジョブローテーション制度の採用

A課

B課

C課

３年

５年

４年

※例示
・係長級に昇格するまでに３つ程度の部署を経験
・１つの課に３～５年程度在課し、一定の経験、知識を身に付ける

研修体系
基 本 研 修
・新採用
・採用３年目
・採用６年目
・採用10年目
・副主任
・新任係長級
・新任補佐級
・新任課長級

・キャリアⅠ
（30歳代）
・キャリアⅡ
（40歳代）
・キャリアⅢ
（50歳代）

選択研修

派遣研修

クレーム対応
プレゼンテーション
メンタルヘルス
タイムマネジメント
法制執務研修
文書作成能力
説明・説得能力
政策形成能力
・
・
計30科目以上

自治大学校
全国建設研修センター
消防学校
市町村アカデミー
ＪＩＡＭ
県内の研修機関
・
・
・
・
年間900名以上を派遣

自己啓発支援（主体的に学習に取り組む職員の支援）
資格取得助成 通信教育助成 大学・大学院就学助成 放送大学受講助成

目標管理と行動評価による人事評価
職員は、年度当初に上司との面談を通
じて、担当部局のミッションを把握し
ます。目標を設定し、上司と部下が共
通認識を持ったうえで、業務に取り組
みます。

市長の市政運営方針

目 標 管 理
局、課の組織目標

個人

まちづくりの基本目標

能力・業績主義に基づく人事評価制度
が構築されており、学歴等にとらわれ
ない公平・平等な選考により、本人の
努力次第で、昇任することができま
す。また、本人の意欲、能力に応じた
キャリアデザイン形成、人事異動を構
築しています。

人事評価制度

職務役割

行動評価

自己申告制度

今後の人事異動やキャリアデザインに関する希
望などを申告する制度。

チャレンジ制度

特定の部署への異動について、自己ＰＲし、希望
を申告する制度。

庁内公募制度

特定の業務に関する担当者を募集し、職員がそ
の募集に対して、異動希望を申告する制度。
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勤務条件と福利厚生
意欲を持って、元気に働ける職場。ワークライフバランスの実現。
職員が業務に専念できる環境の充実を図っています。

新採用職員の約８割が満足している働きやすい職場
平成２６年度入庁職員のうち、事務職・技術職など約６０名に、実際に倉敷市に入庁してみての感想を
アンケート調査で聞いてみました。その結果、約８割の職員が「満足」「やや満足」と回答しました。
「やや不満」「不満」を選んだ人は１人もいませんでした。
満足している理由として、上位２つを挙げてもらったところ・・・
■ 職場の雰囲気が良い
■ 仕事にやりがいを感じる

普通
２２％

満足
３６％

満足している理由は？
やや満足
４２％

が最も多い結果となりました。

給与と休暇
職員は従事する職務、役職に応じ、給料が決
定されます。
休日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始で
すが、勤務する職場によって異なります。
休暇は、年次休暇のほか、特別休暇（結婚、
出産、忌引き、ボランティア休暇など）があ
ります。

400000
350000
300000
250000
200000
昇給：原則年1回
手当：期末・勤勉手当（年4.10か月）
扶養手当、住居手当、通勤手当など

150000
100000
50000
0

1年目

10年目

１5年目

20年目

◆一般行政職の平均給料月額（H26.4.1時点）
※大学卒で２２歳で採用された場合の額です。
※各種手当は除いた基本給の額です。

申込から採用までの流れ
①
受
験
申
込

②
第
一
次
試
験

受験案内は、職員採用ＨＰで確認
できます。申し込みは、インター
ネット、郵送、持参が可能です。

③
第
二
次
試
験

④
第
三
次
試
験

⑤
最
終
合
格
発
表

採用試験の回数は、試験区分によって異なり
ますので、詳細は受験案内でご確認ください。

⑥
採
用
通
知

⑦
書採
類用
提関
出係

⑧
採
用

最終合格発表後、合格者は採用前に事前提
出書類があります。採用の時期は原則とし
て４月１日になります。

倉敷市職員採用試験委員会
（倉敷市役所総務部人事課内）
〒710-8565 倉敷市西中新田６４０

倉敷市職員採用ホームページ

☎ (086)426-3141

採用情報を調べるなら、ここをチェック！

倉敷市

職員採用

検索

http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/jinji/saiyo
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