先輩職員からのメッセージ
～採用から１年経って思うこと～
（平成 30 年９月～平成 31 年４月採用職員）

事務職（平成 31 年４月採用）
①担当している仕事について教えてください。

①担当している仕事について教えてください。

①担当している仕事について教えてください。

私は商工農政課商工観光グループに配属になりました。入庁するま
では、岩倉市について詳しくは知りませんでしたが、観光グループの
仕事に携わる中で岩倉市は面積が小さい分、市民同士の関わりが深
いまちなんだと感じました。また、お祭り好きなまちだとわかり、どんど
ん岩倉市のことが好きになっていきました。岩倉市の魅力を市内だけ
ではなく、市外にも PR できるようにこれからも頑張っていきたいと思
います。

私は福祉課社会福祉グループに配属になり生活保護のケースワーカ
ーとして働いています。病気や生活環境等といった生活保護受給者
の抱えている問題を病院や施設、市役所他課、その他関係機関と協
力・連携して解決し、自立を手助けすることが主な仕事です。

生涯学習課生涯学習グループに所属しています。生涯学習課では生
涯学習サークルなどの団体に所属する方々と多くやりとりがありま
す。そういった方々の立場になって物事を考えることを心がけていま
す。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

年齢はバラバラで私が最年少ですが、上司との関係性もフラットで温
かく、困ったことがあると頼りがいのある先輩職員の方が沢山いるの
で安心して働くことができる職場です。

何か困ったことがあれば皆さん協力して助けてくれるので、日々働き
やすい職場だと感じています。

皆さん優しい方ばかりなので、新人にとっては非常に心強い職場で
す。

③岩倉市の、ここがすごい！

③岩倉市の、ここがすごい！

③岩倉市の、ここがすごい！

岩倉市の桜が凄い！
岩倉市の桜は、国内だけではなく国外にも五条川の桜は有名で毎年
多くの方が岩倉市の桜を一目見ようと訪れます。入庁前に岩倉市の
ことを知るきっかけになったのも五条川の桜を見に来たことがきっか

気さくな人が多くアットホームな市役所です！また、若い年代の職員
が多く他市町と比べてもフレッシュな市役所なので、新規職員の方達
もすぐに溶け込むことができると思います。

市民団体の活動が活発。
団体やサークルに参加している方々はとても活気があり、積極的に
様々な活動をしています。

④どんな時にやりがいを感じますか。

④どんな時にやりがいを感じますか。

④どんな時にやりがいを感じますか。

市民の方の笑顔を見たときにやりがいを感じます。入庁して初めて主
担当として岩倉市民盆踊りを担当させて頂きました。準備が凄く大変
でしたが、市民の方の笑顔を見たときに何てやりがいのある仕事なん
だと感じました。

生活に困窮している人達の不安等をくみ取り適切な支援ができた時
です。また、「相談してよかったありがとう」という声が聞けたときはより
一層頑張ろうという気持ちになります。

イベントを行った際の市民の方からの暖かいメッセージを受け取ると
きは非常にやりがいを感じます。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

私達の仕事の成果は働いている市の何十年先に繋がるとてもやりが

岩倉市役所では、一年目から多岐にわたる業務を経験でき、自身の

職員の平均年齢が若く、活気がありフレンドリーな職員ばかりですの

いのある仕事です。現在、少子高齢化社会や人口減少を背景に自治
体は多くの課題を抱えています。そうした中で、私達は自分たちのま
ちを自分たちで創造していかなければなりません。これから多くの課
題があるからこそ、その課題に対して挑戦していく必要があります。挑
戦したい！そんなガッツに溢れた方、岩倉市で一緒に頑張ってみませ
んか。

成長につながっていくのでとても働き甲斐のある職場だと思います。
少しでも岩倉市をよくしていきたいと考えている皆さんと働けることを
心より楽しみにしています。

で、とても働きやすい職場です。また、桜まつりをはじめとする市内の
イベントが多く、市民の方と接する機会が多くあります。市民と距離が
近く、職場もアットホームな岩倉市で一緒に働きましょう。

けでしたので、私にとって桜はとても印象深い存在です。

保育職（平成 31 年４月採用）
①担当している仕事について教えてください。

①担当している仕事について教えてください。

①担当している仕事について教えてください。

保育園で保育士として働いています。０～５歳までの子どもたちを預
かっています。クラス担任をもち、子どもたちと元気に過ごしていま
す。一日一日に同じ日はなく、毎日が新鮮でわからないこともたくさん
出てきます。前の日までに自分で確認しておきますが実際にやってみ
るとまたわからないことが出てきます。そんな時は、その場で聞いた
り、周りの先生が先回りして教えてくださったりして助けてもらいながら
仕事をしています。

私自身が通っていた保育園で、保育士として働いています。０～５歳
児の子どもたちがいて、私は、３・４・５歳児のクラス担任をしていま
す。子どもたちの発達を理解し保育につなげるために、園内で学習を
したり研修も参加しています。

私は、南部保育園の２歳児（きりんぐみ）担当です。保育士は、事務や
環境設定、製作の準備、保護者対応など、子どもたちの保育以外の
仕事がたくさんあると実感しています。また、乳児は特に保育士の連
携が大切です。担任間で子どもの成長の見通しをもって、今どのよう
に保育をしていくのかということを話し合い、実践していくことを心がけ
ています。子どもの安全を土台に、子どもたちが日々楽しく園生活を
送れるように手助けができたらいいなと思います。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

年の近い先輩がいるので、休憩中に楽しく話し、相談したいときは相
談ができます。また、ベテランの先生にもご指導していただいたり、お
いしい差し入れをいただいたりします。

とても明るく、パワフルな先生方です。ベテランの方が多いので、色々
なことを教えてくださいます。みんなで子どもたちを見守ろうと連携して
います。

職員同士の仲が良く、保育や子どものことだけでなくプライベートの話
もできるような、明るい雰囲気です。悩み事や困ったことがあれば、相
談できる先生もいます。良い意味で縦の関係の壁も薄く、気軽に話が
できます。とてもアットホームだと思います。

③岩倉市の、ここがすごい！

③岩倉市の、ここがすごい！

③岩倉市の、ここがすごい！

園庭があり、季節ごとに色々な生き物が観察できる！トンボ、バッタ、
ヤモリなど…子どもたちは大喜びです。住宅街やマンションに住んで
いる子どもにとって生き物に触れあえる場所はとても貴重です。積極

保育園に畑があり、自分たちで育てた野菜を収穫できます。とれたて
の野菜を給食に入れてもらったり、家庭に持ち帰って食べる経験がで
きることがすごいと思います。また、公園や神社が身近にあり、子ども

小さい市なので、他の保育園の先生とも関わることができる機会が多
くあり、自分の園だけでなく他園の様子も知ることができます。同期と
支え合いながら仕事をしています。また、研修などで他職業の方と関

的に虫取りをして、じっくり観察しています。捕まえた後は、自然に返
すところも大切なポイントです。

たちとお散歩をしたり遊ぶ環境が整っています。

わる機会もあるため、保育士以外の仕事も知ることができ、広い視点
を持って働くことができると感じています。職員同士の距離感もよく、
楽しく働くことができています。

④どんな時にやりがいを感じますか。

④どんな時にやりがいを感じますか。

④どんな時にやりがいを感じますか。

保育士ですので、常に子どもとかかわっています。子どもを相手に仕
事をしていますが、子どもたちを預けて仕事へ行っているのは保護者
の方です。私たちは目の前の子どもたちはもちろんですが、その後ろ
にいる子どもを預ける保護者の皆さんが安心して子どもを預け、仕事
へ行けるようにと考えています。保護者の方に今日の子どもの様子

子どもたちの笑顔が見られた時や、成長を感じた時にやりがいを感じ
ます。どうしたら子どもたちが楽しく過ごせるか考え、うまくいかないと
きもありますが、「次はこうしよう！」と反省を活かせるのも毎日子ども
たちと一緒に過ごしているからこそできることと思います。

一番は、子どもから「〇〇先生大好き」と言われる時です。子どもと関
わっていると悩むこともたくさんありますが、日々丁寧に関わってきて
良かったと感じます。また、子どもができるようになったことを目の前
で見て、一緒に喜びを味わえる時もとてもやりがいを感じます。子ども
にとっての大きな一歩を間近で見れるため、保育士になって良かった

や面白エピソードなどを伝え、一緒に笑いあえた時にやりがいを感じ
ます。

と思います。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

今、期待や不安など色々な気持ちを抱いているかと思います。しかし
ながら、利用者である市民の方にとっては、一職員であることに変わ
りはありません。まずは、笑顔、丁寧な対応など自分のできることを一
つ一つやっていきましょう。誠実な態度が市民の皆さんに伝わると、
今後の仕事をする際の自信、信頼につながっていくと思います。周り

採用試験に合格した喜びと新しい環境で働くことの不安があるかと思
います。１年目は、市職員としての研修がたくさんあり、人として社会
人として学ばせてもらえることばかりです。学ばせてもらえる環境に感
謝し、一つひとつの仕事を覚えて一緒に楽しみましょう！

育ってきた岩倉市で、保育士として貢献できていることを嬉しく思って
います。また、当時お世話になった先生方と、今は同じ保育士として
働けていることをとても誇りに思います。このような繋がりがあるの
も、岩倉市が小さい市であるからこそだと思います。市民の方々との
良い意味での距離の近さを感じることができるのが、岩倉市の良いと

の先輩も一年目だった時が必ずあります。困ったときは声を掛け合い
ながら一緒に頑張りましょう！

ころであると感じています。まわりの信頼できる職員の方々のおかげ
で、今とても充実した日々を送ることができています。ぜひ一緒に働き
ましょう！

①担当している仕事について教えてください。

①担当している仕事について教えてください。

①担当している仕事について教えてください。

私は西部保育園に配属になりました。自分自身が保育士として、きち

私は現在、保育園で２歳児の担任をしています。子どもたちが安全に

私は仙奈保育園で２歳児クラスの担任で、１３人の子どもたちを保育

んと子どものことを保育していけるのか、保護者の方への対応はでき
るのか不安な気持ちでいっぱいでした。はじめは分からないことばか
りですが、分からないことがあったらそのままにせず、同僚や上司に
確認するようにしています。保護者の方に対しては、毎日の挨拶は基
本として、子どもの少しの成長も伝え、信頼関係を築けるように心が
けています。

楽しく生活できるように、周りの先生方と連携をとりながら日々の保育
を行っています。日中の活動や製作など２歳の発達に合わせたもの
を行うように意識しており、また毎日違った表情を見せる子どもたちの
姿に日々驚きと楽しさを感じながら仕事をしています。

しています。子どもたちの保育時間は家庭によって異なり、早く来る子
は７時 30 分から、遅く帰る子は１９時まで保育をしています。担当の
クラスの仕事は子どもたちと遊ぶのはもちろんですが、子どもたちの
食事の指導、着脱や排泄の援助、保育室の環境整備、書類仕事など
があります。子どもたちは発達に個人差があるので、子ども一人ひと
りに合わせた保育をするように心掛けています。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

職員全体で子ども一人一人のことを見守って育てていこうという雰囲

明るい方が多い職場です。私自身周りの先輩保育士に相談をしたり

どの先生方もとても温かくとても働きやすい環境です。疑問に思った

気があります。他園に比べて職員数は少ないですが、少ないからこそ
職員同士の団結力も強いように思います。

話を聞いてもらうことが多く、助けられています。仕事中は同じ学年を
担当をしている先生と関わることが多いのですが、休憩中には他の学
年の先生たちとも雑談をして盛り上がることがあります。また年齢層
が幅広いので、保育に関するアドバイスをたくさんいただいています。

こと、不安なことを相談すると親身に話を聞きアドバイスをしてください
ます。

③岩倉市の、ここがすごい！

③岩倉市の、ここがすごい！

③岩倉市の、ここがすごい！

コンパクトではありますが、アットホームな市役所の雰囲気だったり、
私の園では年齢の異なる子どもたち同士の関わりがたくさん見られた
り、コンパクトならではの良さがあると思っています。岩倉市で働くよう
になってから、岩倉市のことを誇りに思うようになったし、岩倉市のこ

小さい市だからこそ、周りの人との関わりが深いところがいいところで
あり、すごいところだと思います。市の職員、市民の皆さんが一体とな
って行う市民体育祭などの行事はとても盛り上がります。市の行事や
祭りは、岩倉市のアットホームな雰囲気を感じることのできる重要な

小さな市だからこそ、人との関わりが深くみんな仲がいいと感じていま
す。顔見知りの人も増え、会話をするのも楽しいです。そしてやはり、
五条川の桜です。毎年きれいに咲く桜はとてもきれいで素晴らしいで
す。五条川の桜を見ると心があたたまります。

とがもっと好きになりました。

要素です。

④どんな時にやりがいを感じますか。

④どんな時にやりがいを感じますか。

④どんな時にやりがいを感じますか。

子どもの成長を感じられたとき。昨日できなかったことが次の日には
できるようになっていることもあるので、子どもたちの成長にはいつも
驚かされてばかりです。

子どもたちが今までできなかったことができるようになったときに、喜
びとやりがいを感じます。私自身うまくいかないことや失敗もあります
が、子どもたちのできるようになった姿や笑顔を見るとまた頑張ろうと
いう気持ちになります。 また、保護者の方と子どもの成長を喜び合う
ことがやりがいの一つになっています。

日々の子どもたちの成長や、保護者の方からの感謝の言葉です。子
どもたちは毎日少しずつ成長しています。初めは歩くことさえままなら
なかった子も今では、排泄や着脱身の回りのこともできるようになって
きました。保護者の方からの感謝の言葉もとても嬉しいです。また、子
どもたちと一緒に笑ったり喜んだりすることができることにやりがいを
感じています。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

保育士不足は深刻化しているのに、保育への要望は増えるばかりで
す。現場で働く私たち保育士も、何が子どもにとって最善なのか考え
ながら日々を過ごしています。子どもに何かを伝えていくこと、教えて
いくことは決して簡単なことではありません。ですが、私たちの仕事は
決してなくてはならない。保育士は、今を一生懸命に生きている子ど
もたちに夢と大きな希望をプレゼントできる、そんな素敵な仕事です。
これからの未来を担う子どもたちの成長を一緒に見ていきません
か？

岩倉市は小さいからこそアットホームな職場です。距離が近いからこ
そ話がしやすく、私自身多くの方たちに助けられています。大変なこと
もありますがそれ以上にやりがいや楽しさを感じています。これから
一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。

今、子どもが減り少子化と言われていますが保育園の需要は確実に
増えています。子どもたちが毎日楽しく、より安全に保育園で過ごすこ
とができるように保育士同士で連携し、日々工夫しながら保育してい
ます。保育園はとても明るく日々笑顔が絶えない職場が多いです。ま
た、子どもたちの成長を近くで見ることができやりがいを感じることが
できます。一緒にここで頑張ってみませんか？

①担当している仕事について教えてください。

①担当している仕事について教えてください。

①担当している仕事について教えてください。

私は南部保育園で幼児の異年齢クラスの担任をしています。3 歳か

私は子育て支援課中部保育園に配属になりました。入庁する前は他

私は、子育て支援課保育園へ配属となりました。保育では、食べる・

ら５歳までの子が同じクラスで過ごしており、年上の子が年下の子を
気にかけたり、刺激を受けたりする姿を毎日感じながら過ごしていま
す。保護者の方とも話をしながら子どものできるようになった姿を共有
し、共に子どもを育てていくことを心がけて職務に臨んでいます。子ど
もたちの思いを受け止めながら保育をしていくことは大変なこともあり
ますが、日々やりがいを感じています。

市の保育園、飲食業を経験しました。今までの経験を踏まえながら、
岩倉の保育を学びたいという姿勢を大切に保育に努めています。今
は異年齢児（3～5 歳児）の担任をしています。職員同士の連携を密
にし、子どもが毎日楽しく過ごしながら成長できる環境を整えていま
す。また異年齢ならではの関わり（「年上の子への憧れ」「年下の子へ
の優しさ」）を大切にクラス運営を行っています。

眠る・着脱・排泄などの基本的な生活習慣が身につくよう援助したり、
様々なあそびを通して心身の発達を促しています。また、集団生活を
通して、子どもの社会性や自立心、感性を養っていけるよう援助して
います。その他、保育以外にも事務（月案、クラスだより、子どもに関
する書類）や、環境整備、保護者対応などがあります。実際現場で働
いてみて、保育以外にもこれも、あれもやるんだ！と驚きました。慣れ
るまでドタバタな毎日でしたが、日々試行錯誤しながら子どもたちと楽
しく過ごしています。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

相談や悩み事に気軽に相談に乗って下さったり、いろいろな話がしや
すい職場です。その中で自身の思いを伝えたり、先輩の先生方から
アドバイスを頂きながら日々保育をしています。一人ではなく一緒に
なって行っていく雰囲気があるので、一人で悩みを抱え込むことなく、

子どもの様子、自身の成功体験、悩みなどみんなで話し合える風通し
の良い職場です。悩みや疑問には、共感してくれたり、違うアプローチ
で考えてくれたりと、様々な意見が出し合えるため、自分を高めていく
ことが出来ます。クラス運営で壁に当たる時は、一緒に打開策を考え

職員同士の仲が良く、楽しい職場です。悩みや疑問には共感してくれ
たり、助言をしてくれたりと優しい上司、先輩方ばかりで、たくさん支え
てもらっています。

職務に臨むことが出来ています。

て、一緒に乗り越えられるように寄り添ってくれる職員がたくさんいま
す。

③岩倉市の、ここがすごい！

③岩倉市の、ここがすごい！

③岩倉市の、ここがすごい！

身体を動かして楽しむ「リズム運動」を取り入れているところです。子

体づくりに日々の保育の中で取り入れているため、子どもの姿勢や態

五条川の桜が綺麗です。散歩へ行くと子どもたちも大喜びで、桜の花

どもたちがカメや金魚、馬になりきったりと動物になりきって楽しみな
がら身体作りをしています。この動きが日々の生活の中で生かされて
いくのでとても重要な遊びになっています。

度が日々変わっていきます。”リズムあそび”を積極的に取り入れな
がら体の使い方、動かし方、危険回避の方法等あそびの中で自然に
備わっています。

びらを持って帰ってきます。また、地域の方々が声をかけてくれて、あ
たたかい市だと思います。

④どんな時にやりがいを感じますか。

④どんな時にやりがいを感じますか。

④どんな時にやりがいを感じますか。

子どもたちの「できた！」の瞬間に立ち会うことができたときにやりが
いを感じています。いつもは野菜が嫌いで食べられなかった子が「頑
張って少し食べる」と一口食べることができ、「先生！食べれたよ！」
と喜びを伝えてくれ、「頑張って食べられたね」と一緒になって喜び、
出来たことを共有しながら日々過ごしています。また、保護者の方に

”地方公務員”として保育士の仕事をすることには、毎日責務を感じて
います。しかし、より市民の方との距離が近く、市と直結しているから
こそ知り得る情報があるため、知識は豊富になります。それを保護者
の方にも分かりやすい言葉で伝えられるため、今回のコロナ禍におけ
る対応や、台風等の災害、警報への対応が迅速に対応出来ました。

一人ひとりの子どもの姿を見て、どのような経験を通してどの部分を
伸ばしてあげたいか、日々考えながら保育をしています。子どものこ
とを想って考えた保育が、成長に結びついていることと感じられるとや
りがいを感じます。上手くいかないこともありますが、直に子どもの成
長を見られるのは嬉しいです。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

日本全体で少子高齢化が進んでいる中で、子どもたちの人数も今後
減少をしていくと思います。その中で、子どもたちの「楽しい」「面白い」
と思えるような保育をしていくことが必要だと思います。子どもたちと
一緒になって遊び、楽しみながら一緒に保育士として働いていけたら

岩倉市の公立保育園では異年齢保育を実施しています。年上の子が
挑戦する姿を見て、年下の子が興味を持って「やってみよう！」と感じ
たり、年下の子が困っていたら、年上の子が「大丈夫？やってあげる
よ！」と助けてくれたり、子ども同士の素敵な姿に毎日出会えます。そ

保育園の職員をはじめ、たくさんの方との出会いがあり、刺激を受け
ます。人として、保育士としての成長もでき、高め合える仲間や、いつ
でもサポートしてくれる上司や先輩がいます。皆さんと一緒に働ける
日を楽しみにしています！

と思います。悩むこともありますが、優しく話を聞いてくれる先生方ば
かりなので、一緒に頑張ってみませんか？

して、岩倉市という小さな町だからこそ、保育士同士で情報を共有し
あい、様々なことに瞬時に対応できる良い面がたくさんあります。ま
た、公立保育園ならではの市と直結した子育て支援にも関わり、やり
がいのある活動に参加することが出来ます。私たちと一緒に岩倉市
の保育園を盛り上げましょう！

もその姿を伝えていくと「頑張って食べれたのですね。おうちでも頑張
ってみますね」と言って下さり、保護者の方とも喜びを共有していま
す。

消防職（平成 30 年９月採用）

技術職（平成 30 年 10 月採用）

①担当している仕事について教えてください。

①担当している仕事について教えてください。

①担当している仕事について教えてください。

警防、救急、通信の 3 つを担当しています。

私は現在は、警防・救助担当として働いています。 警防・救助担当
は火災や救助の事案が発生したときに消防車（赤）に乗っていく隊員
のことです。

私は維持管理課に配属になり、水路や排水機場の維持管理を担当し
ています。主に、工事の設計・積算・発注・管理から災害時における
施設の稼働等、幅広く担当しています。入庁するまで、水路や排水機
場の知識が全くなく苦労しましたが、今では、今後の施設の在り方を
見据えながら業務に携わっています。今後の施設の在り方として、簡
単に答えのでるものではありませんが、市民と共に維持管理できるよ
う考えています。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

②職場の雰囲気はどのような感じですか。

わからないことがあれば丁寧に教えて頂き、いい雰囲気で業務に取り
組めています。

職場の雰囲気は、先輩方が優しく、時には厳しく指導してくださるので
とても働きやすい職場です。

職場の雰囲気は、年齢が近い職員も多いことからすごくアットホーム
な職場です。職員との距離も近いので、わからないことも素直に聞き
やすい状況ですので仕事がしやすい状況です。

③岩倉市の、ここがすごい！

③岩倉市の、ここがすごい！

③岩倉市の、ここがすごい！

コンパクトで、ベットタウンにもなり住みやすい街です。この住みやす
い街や市民を守りたいと、採用直後よりも強く感じるようになりました。

岩倉市は規模が小さいのもあり市民との距離がすごく近いのがすご
いところであり魅力でもあると思います。

岩倉市は、交通の便が良く名古屋のベットタウンと言われています
が、同時に、田舎のような温かさがあるところがすごいです。

④どんな時にやりがいを感じますか。

④どんな時にやりがいを感じますか。

④どんな時にやりがいを感じますか。

傷病者の方を運んだ際に、「ありがとう」と感謝の気持ちを言われた時

市民の方に「ありがとう。」と言われた時が一番やりがいを感じます。

市民に感謝されたときが一番やりがいを感じます。維持管理課では、

です。

緊急的な対応を多く求められ、毎日のように、道路・橋梁・水路等の
補修の問い合わせがあります。時には、職員自ら補修を行ったりもし
ます。市民からの問い合わせが多い部署ですが、その分感謝される
ことも多いため、非常にやりがいを感じています。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

⑤これから入庁してくる人へのメッセージをお願いします。

アットホームで仕事もやりやすい環境です。消防なので多少の厳しさ
等あると思いますが、みんな愛情をもって接してくれます。是非一緒
に頑張りましょう。

これから入庁して大変なことがたくさんでつらいこともあると思います
が、周りの先輩などに協力してもらいながら頑張ってください。

今、地方自治体は、人口減少や少子高齢化など多くの課題を抱えて
います。そんな中、岩倉市でも、少子高齢化に伴って、行政の負担も
大きくなってきていると思います。問題点も多く、いいことばかりではな
いですが、アットホームな環境だからこそ協力し合って乗り切れると思
っていますので、一緒に働いてみませんか？

