
 

 

 

まちづくり部 まちづくり推進課 

行政職 採用３年目  西海枝 雅和 

 

【仕事内容】 

 私は、まちづくり推進課でスマートインターチェ

ンジの設置や国道 138 号新屋拡幅にかかわる仕事を

しています。主な業務として、NEXCO 中日本や山

梨県等、関係機関との連絡調整を行っています。 

 

【やりがい】 

平成 30 年４月 15 日（日）に富士吉田西桂スマー

ト ICが開通（東京方面）したことにより、市民の方々

の生活環境の向上を感じているところです。携わっ

た時間はごくわずかですが、非常に多くの人たちと

協力し、その成果が目に見える形で現れることにや

りがいを感じています。 

 

【未来の後輩へのメッセージ】 

市役所はデスクワークのみの固いイメージがある

と思いますが、庁外へ出て市民の皆さんや事業者さ

ん、関係機関の方々と関わることも多々あります。 

また、定期的な人事異動により多種多様な部署に

配属されることで、富士吉田市にかかわる多くのこ

とについて深く学ぶことができます。 

富士吉田市を住みやすく、より良いまちにしてい

くために、皆さんと一緒に働けることを楽しみにし

ています。 

 

  

若手職員からのメッセージ 



 

 

 

教育委員会 学校教育課 

行政職 採用１年目  萱沼 菜々子 

 

【自己紹介】 

 今年度、行政職で富士吉田市役所に採用されまし

た。3月までは県外の大学に通う学生でしたので、社

会人としてスタートしたばかりです。 

 学生だった私が知りたかったことを思い起こして、

今回お伝えできればと思っています。あの頃の気持

ちに戻って綴りますので、最後まで読んでくだされ

ば幸いです。 

 

【現在の仕事内容】 

 現在、教育委員会学校教育課に所属し、いくつかあ

るセクションの中で、教育総務担当の業務をしてい

ます。教職員に関わる支払い事務や、県などから送ら

れてくる数多くの書類を整理したりなど、今は仕事

に追われる毎日を送っていますが、常に頭の中を整

理して、優先順位を考えながら仕事をこなすのが重

要な事だと最近わかってきました。一方で、教職員の

方々と接する機会も多く、幅広い内容の業務です。 

 自分が関わった仕事において、それを行う意味や

やり方を理解し進めていくうちに教育現場に貢献し

ているという実感が多々あります。そんなとき達成

感とやりがいを感じます。 

 

 

【これまでの経験を活かせたこと】 

 私は、大学では日本史を専攻し、自分の興味のある

事柄を納得のいくまで調査し、ゼミ生同士で意見を

交わし、発表を経て論理が通る結論を出すというよ

うなことを 4 年間で学んできました。今思うと、自

分の興味あることを、とことん追い求められた大学

時代の経験は本当に貴重であり、自分を成長させて

きたように思います。公務員志望の皆さんは、職に就

く前に何をしておくべきなのか焦ることもあるので

はないでしょうか。しかし、多くの職においてそうで

あるように、大学時代で学んできたことが直接的に

現在の仕事に結びつくことは難しいと思います。 

 今、働いてみて思うことは、特別な技術よりも、わ

からないことは聞く姿勢、そして次にはできるよう

に、と粘り強く頑張る姿勢が大切なのではないかと

思います。わからないことを一から丁寧に教えてく

ださる上司や先輩に支えられ、コミュニケーション

の重要性を日々感じています。 

 

 

 

【未来の後輩へのメッセージ】 

 すでに、富士吉田市役所で働きたいと決めている

方、まだ迷っている方など、様々だと思います。私が

このメッセージで伝えられることは、本当に少しの

ことかもしれませんが、富士吉田市役所の業務は、市

民の皆さんのお役に立てていると感じる、やりがい

のあるものです。富士吉田市のために力になりたい

という気持ちがある方は是非挑戦してください。そ

の気持ちはとてつもない戦力になると思います。 

一緒に富士吉田市を盛り上げていきましょう。  

若手職員からのメッセージ 



 

 

 

産業観光部 農林課 

行政職 採用２年目  長田 奈士 

 

 

【仕事内容】 

私が所属している農林課では、富士吉田市の農林

業をより推進していくための仕事をしています。業

務の内容は幅広く、市内の農林業に関するサポート

全てに携わっています。その中でも私は主に市内で

活躍する農家さん及びこれから農業を始めたいと考

えている方々の支援を行っています。具体的な業務

内容には以下の 4つがあります。 

 

１）農家さんの経営が安定、発展するための営農に対

する補助金等による支援 

２）農家さんが安心して耕作できるように農作物を

鹿や猪から守る鳥獣害被害防止対策 

３）耕作する田んぼに適切に水が供給されるように

農業用水路の管理 

４）農業体験等を通じて市内外に富士吉田市の農業

の魅力を広く伝える取り組み 

 

これらの職務は地域住民の方々と一体となって取

り組みます。そしてそれは富士吉田市の農業をより

発展させ、地域に美味しいお米や野菜をお届けする

ことにつながるものです。 

 

 

【未来の後輩へのメッセージ】 

農林課での業

務は皆さんが日

常で口にするお

米や野菜を作っ

ている農家さん

と接していくこ

とが多くなりま

す。ときには農業

体験や市内で行

われる農業まつ

り等のイベント

を協力して行うこともあり、それらの活動を通じて

農業の大変さや魅力を改めて知ることでき、これま

で以上に食へのありがたみを感じることができます。 

 

私は隣町である山中湖村出身ということもあり、

まだまだ富士吉田市についてわからないことだらけ

です。しかし、市役所の多岐にわたる業務にかかわる

ことで、これまで知らなかった市内の魅力を再発見

することができ、日々が勉強となり自身の成長を感

じる毎日です。 

富士吉田市をより良いまちとしていくために、皆

さんと一緒に働けることを楽しみにしています。 

 

若手職員からのメッセージ 



 

 

 

都市基盤部 上下水道工務課 

行政職（民間枠） 採用１年目  朝比奈 大輔 

 

【仕事内容】 

 私が所属する上下水道工務課は、安心安全で快適

な給水サービスの提供及び計画的な公共下水道の整

備を目指し、上下水道の管理や整備等を行っていま

す。 

 現在の主な業務は、下水道工事に伴う計画・設計・

見積の作成、工事の進捗状況確認等の監督業務を行

っています。 

 

 

 

【前職での経験】 

 今年の 4 月より市職員として従事していますが、

前職は金融機関で融資・渉外担当として営業活動を

していました。主として法人個人の取引先新規開拓

を行っており、多くのお客さまと交渉してきました。 

 現在、私は技術課(上下水道工務課)に属しているた

め、一見畑違いかと思うかもしれません。しかし、請

負業者との交渉や、計画から工事完成までのスケジ

ュールを組み立てていく場面で、前職で培った経験

が活かせていると感じています。 

 

【魅力・やりがい】 

 公共下水道整備に伴う計画から設計・施工、工事完

成後の維持管理まで一連の業務に携わることができ

ます。幅広い業務になるため、学生時代に学んだ知識

を生かし、また自己研鑽に努め、日々の業務に取り組

んでいけることに魅力を感じています。そして、実際

に工事が完成した時には、とても大きな達成感があ

ります。 

 

 

【未来の後輩へのメッセージ】 

市役所の仕事は多肢にわたっていますので、これ

までの経験が大きく活きてくると思います。その中

で、民間企業での経験は決して無駄では無かったと

感じています。また、私のような転職組を、職員の皆

さまは温かい目で見守ってくださいますので、とて

も働きやすい環境です。 

民間企業にお勤めの方は、少ない時間の中で採用

試験の準備が大変かと思います。ここを乗り越え、一

緒に富士吉田市のために汗を流しましょう。皆さま

と仕事ができる日を楽しみにしています。 

 

若手職員からのメッセージ 



 

 

 

総務部 税務課  

行政職 採用３年目  三浦 真生 

 

【仕事内容】 

 税務課は市民税担当と固定資産税担当に分かれて

おり、私は市民税担当をしています。市民税担当とし

て扱う税目は、市県民税、法人税、軽自動車税、国民

健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、た

ばこ税など様々な種類の市税等を扱います。私たち

税務課は日々市民の方と接しながら正確で公正・公

平な賦課事務に取り組んでいます。 

 

【やりがい・魅力】 

 税務課では税金についての知識が豊富になります。

私は、税金を納めなければならないことは憲法に明

記されていて国民の義務であることは知っていまし

た。しかし、その税金を賦課する税率や期間、賦課期

日等の仕組みについて、法律や条例を学んだり、調べ

たりしたことはありませんでした。私たち税務課の

職員の職務は、すべて法令等に基づいているので公

正・公平な賦課事務が出来ていることを知りました。

また、普段は市税を扱いますが、確定申告時には、そ

の相談を受け付け、所得税にも触れたりします。そし

て、税金は行政サービスを行う上で必要不可欠なも

のです。今後、どこの部署に配属されても、税につい

て詳しく知ることが出来るのはとても貴重な経験で

あり、この税務課で得た知識が活かせると思います。 

 

【これまでに苦労した点】 

 責任の大きさを実感しました。アルバイトのとき

にも責任感がなかった訳ではないですが、やはり職

員では自分の行う仕事への責任感が違います。特に

税務課では、所得から税額を決定します。それにより

保険料や保育園料の段階が決まるなど様々なところ

へ影響があるため、緊張感があります。また市民の方

と直接接することが出来る部署ですが、税金につい

て理解していただくことはやはり大変です。そのた

め、私自身が税について正しく深く理解し、上手に説

明できるように日々勉強しています。 

 

 

 

【未来の後輩へのメッセージ】 

 私は今年で３年目となりますが、同じ部署でも毎

年少しずつ体制や法律も変わるため、学ぶことが多

くとても大変です。しかし、その分とてもやりがいが

あります。また、困ったときには職場の上司や先輩方

がとても優しく、仕事面以外でも相談に応じてくれ

ます。また、税務課以外でも市では多数のイベントが

あり、多くの人との出会いがあります。 

入庁前は、民間企業へ就職しようか悩んだ時期も

ありましたが、今は富士吉田市役所で働けることに

大変やりがいや誇らしさを感じます。民間企業でし

かできないことももちろんあると思いますが、富士

吉田市役所でしか出来ないことも数多くあります。 

これから皆さんと一緒に、富士吉田市役所で働け

ることを楽しみにしています。 

若手職員からのメッセージ 



 

 

 

都市基盤部 道路公園課 

土木職 採用４年目  長田 健太郎 

【現在の仕事内容】 

 私は現在、市道の道路整備、維持管理に係る仕事に

従事しています。主な業務として市が発注する道路

工事の設計・積算・監督業務や市道が適切に機能する

ように維持管理、修繕作業を行っています。 

 

【仕事のやりがい】 

道路整備、維持管理は快適な市民生活を送るため

には欠かせません。地域の利便性の向上、安全対策を

図るなど内容は様々です。そのなかで担当する工事

の計画から完成までの業務に携われること、完成後

には市民の方々の生活の一部となることに、とても

やりがいを感じます。 

 

 

【ある一日の業務】 

8：30  始業 

スケジュールの確認、打合せ準備等 

9：00  打合せ 

施工業者と担当工事についての打合せや、 

コンサルタント業者と、新たに行う整備や 

既存の施設の改修計画などの打合せを行い 

ます。 

11：00 文書作成・窓口対応 

業務に係る資料、申請書の作成、郵送準備等 

を行います。 

12：00 昼食 

自席や飲食スペースでお弁当を食べます。 

同僚とお店に食べに行くこともあります。 

13：00 設計・積算業務 

測量成果を元に工事の設計、積算を行いま 

す。 

16：00 現場立会い・道路修繕作業 

担当工事の段階確認を現場にて行います。 

また、道路の簡易的な修繕や危険箇所の調 

査を行います。 

17：15 掃除を行い、帰宅します。 

 

 

【未来の後輩へのメッセージ】 

 地域の様々な課題を共有し、市民との距離が近い

市役所だからこそ、市民が求める行政サービスを的

確に提供できると思います。富士吉田市がより暮ら

しやすいまちになるよう、一緒にがんばりましょう。 

  

若手職員からのメッセージ 



 

 

 

市民生活部子育て支援課第３保育園 

保育士 採用１年目  宮下 怜奈 

 

【やりがい・おもしろさ】 

入園当初は、お母さんから離れるのが嫌で、泣いて

いた子たちが、保育士の顔を覚えて泣きやんだり、手

を伸ばしてきてくれるようになりました。 

少しずつ園にも慣れ、子どもたち一人一人の素敵

な笑顔を毎日見ることができ、とてもやりがいを感

じます。また、入園した時には出来なかったことが少

しずつ出来るようになり、確実に日々成長している

姿を間近で見られ、自分自身への大きな励みとなっ

ています。子どもたちにとって、楽しさや嬉しさを保

護者の方々と共に喜び合えることが、とても幸せな

ことである感じます。 

 

【心がけていること】 

・子どもたちとの関わりを大切にし、楽しむ 

保育士がすること一つ一つが意味をもち、言動・行動

が子どもたちに与える影響は大きいと思います。保

育士が手本となりながら、子どもたちと一緒に楽し

み、関わりを大事に、大切にしながら信頼関係を築い

ていきたいです。 

 

・家庭と保育園の情報を共有すること 

家庭と保育園がお互いに情報共有することが重要で

あると考えています。家庭での様子や保育園での様

子を伝え合いながら、コミュニケーションを大切に

することで、保護者との信頼関係を築くことができ

ると思います。こどもたちが楽しく元気に過ごせる

環境づくりをしていきたいと思います。 

 

【未来の後輩へのメッセージ】 

実際に働き始め、現場の保育の難しさを感じていま

す。分からないことが多く、こういう時はどうすれば

良いのだろう、この時はこうした方が良かったかも

しれない、などと悩み、考える毎日です。 

しかし、先輩方が声をかけてくださり助けてくれま

す。一緒に担任を組ませていただいている二人の先

輩方には、様々なことを教えていただいています。 

また、他の先輩方も気にかけてくれて、温かく見守っ

てくださいます。保育のことだけでなく、社会人とし

て大切なことも教えてくださり、私も先輩方のよう

な保育士に近づけるよう頑張りたいと思います。子

どもたちの成長を間近で感じられ、その成長の喜び

や感動を味わえる、そんな素敵な職場で皆さんと一

緒に働ける日を楽しみにしています。 

 

若手職員からのメッセージ 



 

 

 

都市基盤部 建築住宅課 

建築職 採用５年目  舟窪 伸太朗 

 

【仕事内容】 

私は建築住宅課の建築営繕担当の仕事をしていま

す。 

主な仕事は、富士吉田市が所有・管理する建築物の

新築・改修や修繕に係る設計、工事監理等の業務を行

っています。大規模施設については、設計・工事監理

を外部委託し、施設担当者と外部委託者とのコーデ

ィネーターとなり、設計・工事をまとめています。 

営繕担当の中でも、建築担当・電気設備担当・機械

設備担当に分かれており、私は建築担当をしていま

す。 

 

【やりがい】 

設計から工事まで一貫して担当となり携わるため、

完成するまでには様々な苦労がありますが、工事が

完成したときには今までの苦労を忘れるくらいの達

成感があります。多くの人に長く利用してもらえる

公共施設の新築・改修に携わることは、とてもやりが

いのある仕事だと思います。 

また、様々な用途や規模の建築物に携われるのも、

この仕事の魅力のひとつだと思います。印象に残っ

ているのは、私は富士吉田市出身なので、自分の通っ

ていた学校の改修工事の担当になったときは嬉しか

ったです。学校に限らず、思い入れのある施設の改修

工事に携わり、より良いもの・使いやすいものにしよ

うと考えることは、建築職でしか味わえない経験だ

と思いました。 

 

【ある一日の仕事紹介】 

8:00  出勤 

メールとスケジュールの確認 

8:30  始業・朝礼 

9:00  設計業務 

工事の設計書の作成、必要があれば設計事務

所との打合せや現地の確認を行う 

12:00 昼休憩 

13:00 工事定例会議 

工事現場にて請負業者・工事監理者と打合せ 

15:00 事務処理 

施工業者から提出された書類・図面の確認等 

17:15 終業 

 

【未来の後輩へのメッセージ】 

 建築職の仕事は、建築物の営繕業務だけでなく、建

築指導や開発に関わることなど、幅広い知識を求め

られることもあります。それぞれの業務で専門性を

求められますが、その分、知識や経験を得られ、仕事

に対するやりがいも多いです。 

皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。 

  

若手職員からのメッセージ 



 

 

 

市民生活部 健康長寿課 

保健師 採用６年目  渡邉 慶人 

 

 

【仕事内容】 

私は健康長寿課で保健師として働いて 2 年目とな

ります。 

現在は、成人担当で特定健診の受付、特定健診の結

果を返す時に、保健指導をすることが主な仕事です。

また、乳幼児健診等の母子の事業にも出務すること

もあります。 

当市では、保健師は地区担当制で担当業務をしな

がら、自分の地区担当の子どもからお年寄りまでの

健康の維持向上のサポートをしていきます。 

 

【実際に働いてみて感じたこと】 

専門職の保健師といっても、富士吉田市の職員と

して、事務仕事も多くあります。事務仕事を効率化し

て、専門職しかできない業務の時間をつくっていか

なければいけません。 

また、健診のデー

タ等をパソコンで

集計し、分析してい

く必要があり、excel

の関数を勉強しな

がら仕事をしてい

ます。 

【１週間の業務スケジュール】 

月曜日  すこやか教室 

火曜日  特定健診結果報告会 

水曜日  4ヶ月健診 

木曜日  1歳児健診 

金曜日  3歳児健診 

 

 

 

 

【未来の後輩へのメッセージ】 

私は保健師志望でしたが、臨床経験も役に立つの

ではと感じたので、富士吉田市立病院で看護師とし

て勤務し、保健師となりました。病院で働いていた時

は、病気になる前に予防していくことの大切さを改

めて感じていました。しかし、保健師として業務して

いると、自分の思いは伝わらず、未病状態の方に行動

変容してもらうことの大変さを痛感しています。 

公衆衛生は、時代の変化と共に、求められるものも

変化し、多岐にわたる課題がたくさんあり、やりがい

があります。また、難しいケース対応や、事業の運営

等で悩むこともあります。そんな時には、頼りになる

先輩や上司に相談し、助言をいただけるので、とても

働きやい雰囲気です。 

富士吉田市民が健康で QOL を高められる影役者

になれるように、一緒に頑張りましょう。 
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