
 

 

 

 

 

 

 

 

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～ 
（令和４年４月採用職員） 

 

 

 

 

 

 

 



 

【事務職】  配属先：協働安全課防災安全グループ  【事務職】  配属先：商工農政課商工観光グループ  【事務職】  配属先：福祉課社会福祉グループ 

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。 

私は入庁して交通安全、防犯関係の仕事を担当しています。今までの

人生で、携わったことは全くなく、業務はすべてが初めての連続でし

た。最初は仕事に慣れることを目標に日々を過ごしていましたが、先

輩職員の方々に助けていただきながら、市民の方に信頼される職員を

目指しています。 

  

 

私は、商工農政課に配属になりました。まだ、大きなイベントの担当で

はなく、小さな講座の担当をしています。何か月も前から打合せ等を

し、準備を進めていくので、その流れを考えて前もって動くことがより重

要です。まだ、効率よくできていませんが、周りの先輩方を見習って出

来るようになりたいと思っています。 
 

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。お金がない、仕事がない、重い病気にかか

っているなど、生活に困っている人の問題を、病院や施設、庁内の関

係部署と協力・連携して解決していき、その人が一日でも早く自立でき

るよう手助けする仕事です。市民の明日以降の生活や命に直結する

責任重大な仕事ではありますが、その分市民とより密接に繋がることが

できるので、とてもやりがいがあります。  

 

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。 

職報告や相談がしやすく、仕事を教えていただく際に、冗談やご自身

の失敗談を話してくださり、非常に働きやすい環境です。 

 

先輩に聞きやすい雰囲気です。困ったことやわからないこと、不安に

思ったことなどがあった時は、すぐに先輩に相談ができるので、一人で

解決できず悩むことがありません。     
 

課内のケースワーカーは若い年齢の人が多く、日々情報共有をしなが

ら業務を行っているので、とても風通しがよく温かい雰囲気です。業務

の中で先輩方のアドバイスや経験談をたくさん聞くことができ、自分の

仕事の進め方や取り組み方を早くから見つけることができ、日々成長

を実感しながら仕事ができています。    

     

③ 岩倉市の、ここがすごい！  ③岩倉市の、ここがすごい！  ④ 岩倉市の、ここがすごい！ 

コンパクトな自治体であるため、なにか問題が発生した場合はすぐに

駆け付けることができる点が大きなメリットです。市役所は岩倉駅近く

にあるため、市民の方も気軽に来庁できる点が魅力です。 
 

岩倉市はいろいろな事業をやっていて、職員も元気だと思います。そ

んな岩倉市を PRする大使がすごい！い～わくんがかわいい！正直

に言って、入る前はい～わくんに全く興味がありませんでしたし、ゆる

キャラがあまり好きではありませんでした。ですが、仕事でい～わくんと

関わると動きが想像以上にかわいい！機敏！他市のゆるキャラと会う

こともありますが、い～わくんが一番顔がかわいくて、動きも元気だと思

います！    

 

人もまちも、とにかくアットホームなところです！業務で市内へ訪問に

行く際、市民の方から『住みやすい』『人が温かい』といった言葉を耳

にすることが多くあり、とても嬉しい気持ちになります。市役所内も若い

年代の職員が多く、他市町と比べて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。 

⑤ 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。  ⑥ どんな時にやりがいを感じますか。 

多くの人と関われることにやりがいを感じます。仕事柄、外に出て業務

を行うことが多いため、多くの人と出会いの機会があります。出会った

人との関わりが自身の人格形成に非常に役に立っていると思います。  

イベント・講座が無事終わった時と講座のアンケートに、ためになった

などの感想が多いとやりがいを感じます。 

仕事が終わったときに、机の上が片付いていると今日も一日頑張った

という気持ちと、明日からも頑張れるという気持ちになります。 
 

生活に困窮している人に対して伝えたアドバイスや支援が、その人の

問題解決や生活改善に繋がったときにとてもやりがいを感じます。特

に、『～さんでよかった』と直接声を聞けたときは、とても嬉しい気持ち

になり、またより一層知識や経験を積んで、生活困窮している人の自

立に繋がる施策を考えていこうとモチベーションが上がります。 

 

⑦ 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。  ⑧ 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。 

コロナ禍における生活様式の変化に伴い、市役所の業務も変化し、利

用しやすいものに変わっていかなければなりません。市役所という組

織の一員となって、困難な時代を一緒に支え合いながら働いてくれる

方を待っています！  

私は入庁前、とても不安で初日が怖かったですが、入庁すると、先輩

方のサポートもあり、無事１年すごすことができました。今では、入庁前

の不安はないです。体験したことがないことに、不安を感じて、一歩踏

み出さないのはもったいないです。不安があっても、少しでもやってみ

たいという気持ちがあれば、挑戦してみることをお勧めします！  

 

岩倉市は小さな町であり、職員も他市町に比べて多くありません。その

ため、一年目や若いうちから様々な業務を経験でき、また自分の意見

や提案、実際に行った業務がかたちになるチャンスが多くあります。岩

倉市をどこにも負けない魅力あるまちにしていきたい！自分の経験や

能力を存分に活かしたい！そんな強い想いと志をもった皆さんと一緒

に働けることを楽しみにしています。    

  

 



 

【事務職】  配属先：生涯学習課生涯学習グループ  【事務職】  配属先：行政課行政グループ  【技術職】  配属先：都市整備課計画営繕グループ 

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、４月から生涯学習課生涯学習グループに配属されました。 

生涯学習グループの主な仕事の内容は、生涯学習、家庭・青少年教

育、文化財、芸術、文化、音楽の振興です。 

その中で私は現在、岩倉市ジュニアオーケストラや二十歳のつどい、

生涯学習課内の庶務を担当しています。  

 

行政課で主に庁舎の管理をしています。設備の修繕にあたり業者との

連携は多いですが、市民対応は少なく、一般的なイメージの市役所業

務とは異なる総務的な仕事をしています。業者の方と密に連絡を取る

ことによって、庁舎管理に不備がないように心がけています。 

   

 

私は建設部都市整備課に配属になりました。仕事内容は民間住宅の

耐震診断や耐震改修、屋外広告物に関する事務について担当してお

ります。耐震診断や耐震改修は市民の住宅の耐震化を促すことがで

きるので、とてもやりがいがあります。   

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。 

落ち着いた雰囲気です。普段は個人個人が黙々とそれぞれの仕事に

取り組んでいますが、大きなイベントがあるときには、グループや課全

体で協力しあって業務にあたります。  
 

穏やかな雰囲気で誠実な方が多く、仕事もしやすい環境です。 

        

         

        

 

良い上司、先輩に恵まれており、難しい相談内容については親身にな

って一緒に解決方法を考えてくれます。    

     

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！ 

五条川の桜はさくら名所 100選にも選ばれるほど有名でとても綺麗で

す。日中も、夜桜のライトアップのなかでも、素晴らしい風景が見られま

す。桜まつりが開催される期間は、いつも市内外から大勢の方が集ま

ります。       

 

桜まつりやふれ愛まつりなどのイベントが多く、賑やかな市で、職員も

イベントの企画・運営に力を入れています。また、桜も有名で県外から

も見に来る方も多くいます。     

    

       

 

コンパクトな市なので、現場確認が必要な時でもすぐに現場に行くこと

ができます。 

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。 

現在担当しているジュニアオーケストラや二十歳のつどいでは、多くの

観客が来る演奏会や、数百名の対象者が参加する式典を行います。

無事にそれらを終えられたとき、ホッとするのと同時にやりがいも感じま

す。 

        

 

１年目で市役所の業務について、わからないことだらけのなか日々仕

事をしていますが、担当する業務が無事に完了した時にやりがいを感

じます。       

市民の方から、感謝の言葉を頂いたときにやりがいを感じます。市民

に対して説明する際は専門用語や難しい言葉を使わず、分かりやす

い言葉を心掛けています。     

    

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。 

岩倉市はコンパクトな市のため、市民と市職員との距離がとても近い自

治体だと思います。市役所に来庁される方も、イベントで関わる方も、

いつも親しげに声をかけてくださいます。この方たちのために働いてい

ると思うと、これからも仕事を頑張ろうという気持ちになれます。  
 

岩倉市役所には、岩倉市を良くしたいと考えている職員がたくさんいる

素敵な職場です。小規模な自治体で職員も多くはないですが、それ

だけに一人一人の力が発揮できる職場でやりがいも感じられると思い

ます。一緒に岩倉市役所で頑張りましょう。   

      

     

 

岩倉市はコンパクトな市だからこそ、人と人の繋がりを多く感じることが

できます。また、仕事内容は様々な分野を経験することができるので、

常に学びの姿勢がとても大切だと感じています。皆さんと一緒に仕事

ができる日を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【技術職】  配属先：維持管理課維持グループ  【技術職】  配属先：都市整備課整備グループ  【保育職】  配属先：子育て支援課南部保育園 

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。 

私は維持管理課に所属しています。私の課では、市民の方が安心・

安全に暮らせるよう道路や都市公園などの公共施設を管理していま

す。私は道路と橋梁を担当しており、桜で有名な五条川にかかる橋の

点検や工事、岩倉市の東西南北に広がる岩倉市道の補修や工事を

担当しています。 
 

私は都市整備課で主に工事に関する仕事を行っています。ひび割れ

たり、アスファルトが剥がれて穴が開いた舗装の修繕を行ったり、ふた

が無く危険な側溝の入れ替えなど、市民の皆様が安心して道路を利

用できるように整備を行っています。 
 

私は保育園で２歳児の担任をしています。子どもとのかかわりの中で

は思うようにいかないことばかりで悩むこともたくさんありますが、まずは

子どもの気持ちを受け止めること、そしてなぜ子どもがその行動をした

のか考えるようにしています。また、乳児は複数担任なので、職員同士

のコミュニケーションがとても大切です。職員間でたくさん話し合いをし

てどんな保育をしたいのか、担任同士で知らなかったということがない

ように子どものことや保護者対応なども小さなことでもすべて共有する

ようにしています。 

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。 

比較的年齢の近い職員が多く、相談しやすい雰囲気を感じています。 

緊急時（大雨対応や事故対応）には、課・部全体で連携し、迅速に対

応できていると感じます。 
 

上司の方や先輩の方は非常にフレンドリーで優しい方ばかりなので、

困ったときや悩んだときにも相談しやすい環境です。また、先輩方は

様々な専門知識を持っているので、経験のないことで困ったときには

先輩に相談することで非常にスムーズに仕事を行うことができます。   

自分のクラスだけでなく、園全体で子どもたちを見守ろうとしてくださる

先生方が多く、色々な先生が助けてくださるのでとても働きやすいで

す。また、休憩中なども子どもの可愛い姿や面白い姿を伝えあってい

る先生がたくさんいて温かい雰囲気の職場です。クラスは複数担任な

のですが、わからないことはなんでも聞きやすく、相談もしやすい環境

を作ってくださる先生方で、担任同士で協力して楽しく保育することが

出来ています。 

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！ 

コンパクトな市であるため、すぐに知り合いが出来ます。 

すぐに向かいたい場所に移動することが出来ます。 

     

  

 

岩倉市は面積的には小さなまちなので、地名やその場所が覚えやす

いのが良いところです。市民の方とお話しする際には、場所について

理解することは必須といえるので、ここでつまずかなかったことは非常

に大きいです。  

 

岩倉市には７つの園がありますが、園が違っても先生方のつながりが

強く、仲がとてもいいことに驚きました。何年かごとに異動はあります

が、どの園に行っても知っている先生がいてくださるような安心感があ

ります。また、保育士だけでなく、市役所の同期などもとても仲がいい

ので、横のつながりも強く心強いなと感じます。 

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。 

破損箇所が修理され、生活の利便性を取り戻したことを実感した時

に、やりがいを感じます。側溝の水が正常に流れていたり、道路の段

差が解消されていることを確認できたりしたときにやりがいを感じていま

す。 

 

担当した工事が大きな事故や災害もなく完了し、きれいになった道路

を見たときにやりがいを感じます。また、きれいになった道路を通行し

た市民の方から直接お礼を言われることもあり、その際は特にやりがい

を感じます。  

 

朝、出勤して自分のクラスに入ると「せんせいおはよう！」と駆け寄って

きてくれる子どもの顔を見たときや、子どもの成長を実感したとき、そし

て何よりも子どもたちの可愛くて素直で真っ直ぐな言動を一番近くでみ

られ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。 

岩倉市の特徴の１つとして、コンパクトな市であることが挙げられます

が、庁舎だけでなく、外部施設を含めてもコンパクトなつくりになってい

るため、相談しやすい環境づくりがなされています。チームワークに長

けている自治体で働きたい方はぜひ、私達とともに岩倉市を盛り上げ

ていきましょう。  

 

岩倉市は周辺の市の中では小さな規模であり、職員の数も多くはあり

ませんので、直属の上長との距離感も近く担当者レベルでも自分の意

見を述べやすい環境にあると思います。なので、新鮮で斬新な考えを

持った皆さんの意見がとても重要になってきます。ぜひ一緒に岩倉市

をよいまちにしていきましょう！ 
 

入庁したばかりは同期と仲良くなれるかとても不安でした。でも、１年目

はたくさんの研修があり、そのおかげでとても心強い存在が出来まし

た。保育士は園が７つあり、バラバラに配属されるので同じ園には同期

は一人もいませんでしたが、他園の保育士との交流の機会で同期と顔

を合わせて話をすることで頑張ろうとするモチベーションにもなりまし

た。同期だけでなく、園の先生方も困ったことやわからないことは何で

も聞くことですぐに助けてくれる方ばかりなので安心して色々なことに

挑戦していってください。 

 

 



 

【保育職】  配属先：子育て支援課西部保育園  【保育職】  配属先：子育て支援課下寺保育園  【保育職】  配属先：子育て支援課東部保育園 

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、２歳児クラスの担任をしています。２歳

児クラスの担任ですが、登園時や降園時等、他のクラスの子どもたちと

保育する機会もたくさんあります。一人ひとりの子どもの声をしっかりと

聞くことが出来るように心掛けています。 

 

私は下寺保育園に配属になりました。現在幼児の延長保育を担当し

ていますが、日中は事務や園の清掃、環境整備、保育補助などたくさ

んの仕事があり、臨機応変に動くことが大変だと感じています。保育士

同士の連携がとても大切であるため、その都度子どもの様子や連絡事

項などの共有を忘れず行うように心掛けて働いています。  

 私は保育園で 1歳児の担任をしています。入園当初は毎日泣いて

いた子も保育士と信頼関係を築き、1年たった今では自分の感情を

素直にぶつけてくれるようになりました。毎日、成長していく子どもた

ちの姿を 1番近くで見られる保育士の仕事はとてもやりがいのある仕

事で、子どもたちの笑顔は自分の活力になります。 

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。  ③ 職場の雰囲気はどのような感じですか。 

 すごく働きやすく、アットホームな職場です。入庁したばかりの時は、

分からないことも分からない状況で、戸惑ってばかりでした。そんな私

に気づいて先輩の方からすぐに声をかけてくださったりする等、すごく

支えていただいています。とても優しい先生方なので、困ったときはと

ても相談しやすい環境です。また、研修等で私の所属している西部保

育園の先生方だけでなく他の保育園の先生方にも会う機会も多いの

ですが、他園の先生方も私の保育での悩みを親身になって聞いてく

ださり、優しく接してくださいます。すごく働きやすい岩倉市の保育士

になれて良かったと心から感じています。 

 

子どものことを一番に考え、子どもといつでも笑顔でかかわっている

先生ばかりで、いつも明るい雰囲気です。行事や真剣にやらなければ

いけない時などはメリハリをつけ、その都度伝えており、子どもも理解を

して先生のお話をきちんと聞いている子ばかりです。また子どもたちも

先生方のことが大好きで、遊んでいても何か話していても「先生だ！」

と声をかけてくれる子たちがたくさんいます。そんないい雰囲気の保育

園に勤めることができてよかったなと思うことができています。  

 子どもたちの可愛いエピソードやおもしろエピソード、こんなことが

できるようになった！など、保育士同士で共有しながら連携を深めて

いける職場です。笑顔が絶えない先生ばかりで、毎日楽しく仕事が

出来ています。一人では出来ない仕事なので、お互いに足りないと

ころを補っていける職場だと感じています。 

③岩倉市の、ここがすごい！  ③岩倉市の、ここがすごい！  ④ 岩倉市の、ここがすごい！ 

岩倉市のいいところは、自然豊かなところです。やはり一番の目玉は

「日本のさくら名所 100選」にも選ばれる五条川の桜だと思っていま

す。春になると五条川がピンクに色づくのを見ると、私の心まで明るくし

てくれます。また、人と人の距離感が近いのも岩倉市のすごいところだ

と思います。保育園でお散歩に出かけると、たくさんの市民の方が笑

顔で挨拶してくれます。子どもたちも、市全体で子どもの成長を見守っ

てくれる雰囲気があり、素敵だと感じています。 

 

自然が豊かなところ。虫や植物もたくさんいて、子どもたちも楽しく毎日

遊ぶことができています。私も入庁する前まで虫が苦手でしたが、子ど

もとたくさん触れることで少しずつですが好きになることができました。

また、岩倉市の職員の方は市役所ですれ違うと必ず挨拶をしてくださ

るため、とても温かい雰囲気だと感じています。 

 岩倉市の保育園は保護者として利用したことがありましたが、大勢の

子どもたちを見て大変だと感じるぐらいでした。 

しかし、一緒に職場で働いてみると経験豊富な先生方ばかりで、保

育の引き出しの多さにびっくりしました。どの先生も子どもたちのため

を 1 番に考える保育士ばかりで、子どもたちが毎日楽しく過ごせる工

夫が保育園にはたくさんです！ 

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。  ⑤ どんな時にやりがいを感じますか。 

子どもたちの成長を身近で見られることが私の保育士として働く中で

のやりがいです。子どもたちは日々成長しています。大きな成長から

小さな成長まで気づくことが出来るのは、毎日過ごす保育士と保護者

だからこその特権です。出来た瞬間もとても嬉しいですが、そのことを

他の保育士や保護者と共有するときにもまた喜びを感じることが出来

ます。また、子どもたちからの声をすぐに聞くことができることも仕事を

頑張るきっかけになっています。４月から信頼関係を築く中で「先生だ

いすき」と言ってくれたり、楽しそうにあそぶ姿や笑顔が毎日見られたり

するのでとても充実しています。  

 

子どもたちに「先生ありがとう、大好き」と素直に言葉にしていってもら

えた時。自分のことを延長の先生であることを認めてくれて、「今日先

生何組～？」や「今日ってお外行ける？」などを子どもたちのほうから

話しかけてくれた時。また、子どもが楽しく笑顔で遊んでいるのを一緒

に共有したり、一緒になって遊び気づいたら保育者である自分も楽し

く遊んでいたりする時。 

 子どもの成長を感じた時です。 

子どもたちの初めてや出来るようになったことを間近で見られて、子

どもや他の保育士と一緒になって喜べるというのは保育士として幸せ

だと感じ、仕事への活力となります。 

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。  ⑥ 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。 

新しい環境に行くのは不安でいっぱいだと思いますが、岩倉市には優

しい先輩がたくさんいるので大丈夫です。また同期とも交流ができる機

会が多く、しっかりと関係を築いていけます。みなさんと一緒にかわい

い子どもたちの笑顔を見られることを楽しみにしています。 

 

入庁してすぐはわからないことが多いと思います。いろんな先輩方と連

携を取って仕事をすることで、毎日楽しく仕事をすることができていま

す。岩倉市の保育士として働き始めてから、毎日「楽しかった」という気

持ちで終わることができているのは良い環境で働くことができているか

らだと感じています。ぜひ一緒に働きましょう！ 

 新しい職場に不安や緊張があると思います。私も自分に務まるのか

仕事が始まるまで不安でいっぱいでした。 

しかし、子どもたちのたくさんの笑顔でそんな不安はあっという間にか

き消され、毎日子どもの成長を楽しみに仕事に行くようになりました。 

子どもと信頼関係を築き、毎日一緒に成長していきましょう！ 



 

 

【保育職】  配属先：子育て支援課仙奈保育園  【保育士】  配属先：子育て支援課中部保育園  【保健師】  配属先：健康課健康支援グループ 

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２歳児の担任をしています。保育士として働き始めて一年目

で担任を任されることに不安はありましたが、３人の複数担任だったの

で、わからないことは教えてもらい、支えてもらいながら１年頑張ること

ができました。イヤイヤ期の２歳児を保育するのは大変なことではあり

ますが、子どもの気持ちを一番に考えることを大切にして保育してきま

した。子どもができなかったことができるようになった瞬間など、成長を

感じられるとやりがいを感じます。 

 

岩倉市立中部保育園で１歳児 13人の担任をしています。１歳児はま

だ自分の思いを言葉にするのが難しいことから、仕草や表情、目線な

どから子どもの思いを汲み取って代弁し、気持ちに寄り添うことを繰り

返し丁寧に行うことを大切にしています。 
 

・新型コロナワクチン接種事業：接種券発行、接種証明書発行、接種

日予約等 

・母子保健事業：母子手帳発行、母子の健康相談、こどもの発達相

談、育児相談、新生児訪問等 

・成人保健事業：健康相談、生活習慣病予防指導、地区保健活動、

健康教育等 

私の主担当は成人保健ですが、母子の健診や相談事業にも参加して

います。たくさんのことを学ぶ機会が持ててやりがいを感じています。 

⑦ 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。 

とてもアットホームで暖かい雰囲気の中、働かせていただいています。

失敗してもアドバイスをくれたり、優しい言葉をかけてくれたりする先輩

もいて、とても働きやすい環境だと思います。  

 

温かく話しやすい雰囲気で、様々な年代がいることから何気ない日

常の会話も楽しいです。休憩中も子どものかわいかったエピソードを

よく話しては盛り上がったりする等、職員間で子どもの姿を共有するこ

とを大事にしています。 

 

優しい先輩しかいないので、わからないことを気兼ねなく聞くことがで

きます。職場の明るい雰囲気が大好きです。毎日楽しく仕事ができて

います。 

⑧ 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！ 

保育園では異年齢保育を展開している点です。年齢の違う子ども同

士が関わって遊んだり生活していく中で、思いやりの心を持ったり、年

上の子に憧れてできることが増えたり、お互いに刺激し合って成長して

いくことができることが素晴らしい点であると思います。  

いい意味でコンパクトな市なので、市内なら自転車でどこへでも行くこ

とができ、自動車を持たない分貯金ができます。また、外国人が多い

市でもあるので、多国籍な料理を楽しむことができる点も気に入って

います。本格的なトルコ料理や、なかなか手に入らないスパイスが揃

っているお店など、いろんなお店を散策するのも楽しいですよ。 

 

市民が住みやすいまちづくりを常に考えているところです。例えば、コ

ロナによる生活支援で水道代の料金を安くしたり、価格高騰による生

活支援で全世帯のおこめ券の配布を行ったりなど、私自身岩倉市職

員なのでこういった市民の目線に立ったサービスが多いと感じていま

す。名物の名古屋コーチンは身が引き締まっていてとてもおいしいで

す。岩倉市に働くようになってから、名古屋コーチンが好きになりまし

た。 

⑨ 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。 

子どもの成長を実感できた時です。２歳児の担任をしていく中で、靴

下や靴を自分で履けなかった子が一年間かけて教え、履けるようにな

った時にやりがいを感じました。子どもの成長を一番近くで見ることが

できることが保育士の特権であり、やりがいであると感じました。 

 

子どもがどうしたらもっと楽しく過ごせるかを常に考え実行しているの

ですが、もちろんすべてがうまくいくはず無く、毎日が試行錯誤の繰り

返しです。でも、自分なりにその子のことを必死に考えた結果、子ども

と通じ合える瞬間が必ずあります。そんな時に感じるやりがいや喜び

が仕事のモチベーションにつながっています。 

 

利用者さんに感謝の言葉を言われた時です。名前を覚えてもらえた時

なども嬉しいです。 

⑩ 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。 

コンパクトな市ということもあり、市民との距離や職員同士の距離も近

く、アットホームな雰囲気の中で働くことができます。保育園では異年

齢保育を展開しており、他の市にはない特色があります。暖かい雰囲

気の中で働きたい人、異年齢保育に興味がある人、一緒に頑張って

みませんか？ 
 

保育士は、日々子どもの姿から学びがあり、一日のうち少なくとも一回

は必ず子どもと一緒に大笑いする出来事がある、そんな素敵な仕事

です。そしてゴールの無い仕事でもあります。だからこそ楽しく、やり

がいを感じる瞬間がたくさんあります。一緒に保育を通して日本の未

来を作りましょう！ 

  

 

職場の先輩は困った時に優しくアドバイスをしてくれますし、上司は的

確な助言をくれ、背中を後押ししてくれます。一緒に悩んで相談できる

同期もいました。このような環境に恵まれていたため、今日まで仕事を

続けることができました。介護問題、少子高齢化問題と様々な健康福

祉課題がある中、保健師として地域にいる方々が健康になるために行

う相談事業や健診事業、訪問事業等はとても意義のあるものだと考え

ています。地域の健康づくりに貢献したい！そんな気持ちを持った

方、一緒に頑張りましょう。 

 



 

【保健師】  配属先：健康課健康支援グループ  【保健師】  配属先：健康課健康支援グループ 

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。 

私は健康課に配属になり、保健師として働いています。配属になるまで、

あまり保健師の仕事について知りませんでした。市民の方と直接接する機

会が多いことは把握していましたが、窓口業務やたくさんの健診など、想

像以上に市民の方と接することが多かったです。また、そのイメージだけ

でなく、公務員としての事務作業もたくさんありました。礼儀や言葉使いな

ど気を付けることはもちろん、来所して満足して帰っていただけるように意

識しています。 

 

私は健康課配属の保健師として保健センター勤務になりました。母子担当として、乳幼児の健康診断業務や子どもの成

長発達についての支援や相談に関わらせていただくことが多いです。子どもの成長発達に関して気になる子たちの数

は、私が想像していたよりもずっと多くて驚きました。認めたくない保護者の方、受け止めすぎてショックで動けない保護

者の方の気持ちに寄り添いながら、どうしたらその子に必要な支援を提供できるか、どうしたら保護者の方が前に動いて

いける力を引き出せるかを考えています。岩倉市の一保健師として、岩倉市で暮らす子どもたちとその保護者の方々に

最良の環境を提供できるように、自分は保健師として何ができるかを考えながら行動するように心がけています。 

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。 

優しく温かい先輩ばかりで働きやすい雰囲気です。何か困ったときや心配

なことがあるときには、すぐに先輩へ聞くことができる環境で、先輩や上司

の方も気にかけてくださっています。安心して仕事に取り組むことができま

す。 

 

世の中には「日本語を話しているのに日本語が通じない、世の中の一般常識と真逆を行く、倫理規範に反しまくりの異世

界な職場」がありますが、私がいる職場はみな優しくて温かいです。日本語が日本語として普通に通じます。本当に天と

地ほどの差です。自分の手柄にするために相手をはめようとするとか、そういう職場とはまったく違います。相談すれば、

みんなアイディアを話してくれます。ここに来て良かったです。異世界転生は現実としてするものじゃないと思います。 

③岩倉市の、ここがすごい！  ③岩倉市の、ここがすごい！ 

自転車で端から端まで行けると言われているほど小さい市で、人口も少な

めです。そのため、保健センターでは、個別通知の発送などすべて手作

業で行っています。コロナの接種券発送時の一致団結感がすごいです。

他の業務でも相手の状況を把握しながら、分担をするなど業務を効率的

に実施できるようにそれぞれが意識しています。また、小さい市であり、職

員数が少ないため、1年目でも多くの職員の方を知ることができました。毎

年、関わる人を増やしていけたらと思っています。 

 

がんばれば自転車で回れる！ 市内の打ち合わせに車で片道 1時間とかかからない！（会議や打ち合わせをしに行く

場にたどり着くまでに「かかる時間」が長すぎると、虚無になります。往復時間とか考えるとさらに嫌な気持ちに） 

特急止まる！ 大都会名古屋まで特急で約 11分で着く！！ 

交通の便の利便性は、あらゆるものを凌駕します。 

名古屋まで近いということは、友人にも会いやすいし、市内で手に入れられないものも手に入るということです。つまりプラ

イベートも充実させやすいです。岩倉市すごい！！ 

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。 

市民の方からの感謝のことばや笑顔をもらえたときにやりがいを感じます。

私は、主に母子業務を担当しています。その中で、健診や事後教室など

多くの親子と関わります。様々な心配や不安を抱いている親子にマニュア

ル通りの話をするだけでなく、自分の子育て状況や経験を含めた話をし

て、保健師だけでなくより身近な存在として、アドバイスやサポートができる

よう努めています。その結果、「あなたに相談してよかった」、「保健師さん

って怖いイメージだったけど、そんなことなかったです」と言ってもらえた時

にとても嬉しく感じます。 

 

人の気持ちに寄り添う仕事です。だから、答えはこれとすぐに出るものではないです。その分悩みます。その子の将来や

家族の人生にかかわる仕事です。だから大変な分、「ありがとう」と感謝された時はたまらなく嬉しくさせてもらえる仕事で

す。健診のアンケートで、「これからもここ（岩倉市）で子育てをしたいと思いますか？」で「はい」に〇がついていたら、そ

れだけで嬉しくさせてもらえる仕事です。不安感を抱えた市民の方が「話して良かった。」とすっきりした顔で帰って行か

れる姿、泣きそうな声で電話をかけてきた保護者の方が「安心しました。」と落ち着きを取り戻してくれた声、どんどん出来

るようになっていく子どもたちの姿、たくさんのやりがいを感じます。先輩に褒められた時も、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。 

保健センターにて、高齢化に対して健康寿命をのばす様々な取り組み、

人口減少に対する一時的ではなく、持続的なサポート、「子どもを産んで

よかった」と思えるように子育てしやすいまちづくりを目指し、一緒に頑張り

ましょう。 

 

  

 

少子高齢化や人口減少などを背景に地方自治体は多くの課題を抱えています。でも、入庁したての新人に出来ることな

んて限られています。私たちもそんな解決策を考えている余裕はなかったです。毎日の業務を覚えるのに必死でした。

少しでも早く業務を覚えて、一日でも早く先輩の役に立ちたい。でも実際は毎日毎日新しいことだらけで、わけがわから

なくて怒涛の日々です。気が付いたら GW。これが去年入庁した私の感想です。だから皆さんは、そんなに肩肘張らず

に、まずはリラックスして職場や仕事に慣れていってください。無理に慣れようとしなくてもいいです。一日でも早く緊張が

とけるようになるといいなと思います。岩倉市を知って、この仕事を好きになってほしいです。そして最初に感じた違和感

や気持ちを大事にしていてください。それはきっと、これから皆さんが仕事を覚えた先で、岩倉市をより良いものへと導く

アイディアになります。一緒に働ける日を楽しみに待っています。 

 


