
　

　

平成２８年採用
柳澤　友美／産業港湾部　観光振興室

小樽市を志望した理由は何ですか？

事務

Ｑ１

現在の業務内容を教えてくださいＱ2

小樽市の魅力を教えてくださいＱ３

Ｑ４ 働いていて実感すること

Ｑ５ 小樽市職員を目指す人へのへメッセージをお願いします

ある１日のスケジュール

大学卒業後、小樽市内の観光施設（民

間企業）にて勤務する中で小樽の魅力を

感じ、多くの人に小樽のことを知って欲

しい、小樽全体に人を呼び込める仕事が

したいと思い小樽市職員を志望しました。

小樽には就職を機に住み始めましたが、

とても住みやすく、小樽の街に愛着が湧

き、ずっと住みたいと考えています。

観光振興室に所属し、観光情報のお問合せへの対応や、観光振興室の庶務用務、また

フィルムコミッションを担当しています。

フィルムコミッションでは、小樽での映画やテレビ番組撮影の相談にのったり、計画

を立てるお手伝いをしています。撮影当日は、滞りなく撮影が行われるよう、ロケに同

行したり、放送前にはHP等で周知するなどの用務を行っています。

景観が綺麗であること、また、イベントが多く、小樽ならではの食べ物に出会えるこ

とも魅力の一つだと思います。

想像していたよりも、自分の頭で考えることが多く、自分の意思が必要であると感じ

ます。業務内容が多岐にわたるため、いかに効率良く業務を進めるかを常に考えていま

すし、ロケ現場では急な撮影の相談があることも多く、至急の対応が必要になることも

多いです。

社会人を経験してから受験したので、そこから思う事は、今までの経験を積んだ今

現在の自分が、小樽市で何をしたいのか、何ができるのかを考えることが大切だと思

います。一緒に働けることを楽しみにしています！

小樽の魅力を伝えます!

時間

8:50

11:00

12:15

13:00

13:30

16:00

17:20

ロケ打ち合わせ、ロケハン（フィルムコミッション）

HPやSNSの編集、
小樽ロケ番組のお知らせなど情報配信
（フィルムコミッション）

退庁

回覧、届いた郵便物の書類整理（庶務）

業務内容など

出勤、メールチェック

請求書等書類の処理（庶務）

撮影に関する問合せ回答、
各撮影地へ相談、申請（フィルムコミッション）

休憩



　

　

平成２７年採用
飯田　和寛／福祉部　生活支援第２課

小樽市を志望した理由は何ですか？

社会

福祉士

Ｑ１

現在の業務内容を教えてくださいＱ2

活かせる前職の経験・スキルＱ３

Ｑ４ 働いていて実感すること

Ｑ５
小樽市職員を目指す人への

メッセージをお願いします

ある１日のスケジュール

小樽市は、観光都市として魅力的であ

り、歴史深い街なので、何度も足を運ん

でいるうちに、小樽市に住んでみたいと

思うようになりました。小樽市に住むの

なら小樽市の街づくりに貢献したいと思

い、小樽市役所を志望しました。

福祉部生活支援第２課でケースワーカーを

しています。ケースワーカーの主な業務は、

生活保護を受給している世帯の生活支援です。

世帯の生活上の課題に助言等を行い、生活が

継続できるよう支援しています。その他に、

生活保護を申請した世帯の調査を行い、生活

保護開始に至るまでの支援もしています。必

要時には、不正受給の調査等を行うこともあ

ります。

社会福祉士の資格を持っていて、医療・福

祉等の相談業務の経験のある方は、前職のス

キルをケースワーカーとして十分に活かせる

と思います。ケースワーカーの仕事は、市職

員等でなければできないことなので、是非、

採用試験に応募してほしいです。

生活支援している世帯は、世帯構成により

様々な課題をかかえています。ケースワー

カーは、各世帯ごとに必要な支援を精査しな

がら、助言・支援していくこととなります。

難しいことですが、やりがいがある仕事だと

思っています。

生活支援第１課・第２課は、５０名以上の大

所帯で頼りになる上司・先輩方がたくさんいま

す。気軽に相談ができて、安心して仕事ができ

る職場環境です。来春から一緒に仕事ができる

ことを楽しみにしています。

市民の生活を援助するケースワーカー!!

時間

8：50

9：00

10：00

12：15

13：00

15：00

17：20

事務処理等

退庁

業務内容など

出勤

訪問調査

新規調査

休憩

相談業務等



　

　

平成２５年採用
日下　健二／建設部　建築住宅課

小樽市を志望した理由は何ですか？

建築

Ｑ１

現在の業務内容を教えてくださいＱ2

活かせる前職のスキル・資格Ｑ３

Ｑ４ 働いていて実感すること

Ｑ５ 小樽市職員を目指す人への

メッセージをお願いします

ある１日のスケジュール

小樽市には、歴史的建造物が数多く残され

ていて、歴史や文化を今に伝え、小樽らしい

街並みを形成しています。また、運河周辺以

外にも様々な特徴ある景観があります。そん

な小樽に建築の立場から関わる仕事をしたい

と思い志望しました。

建設部建築住宅課では、主に建物の設計

及び現場監理を行っています。具体的には、

小樽市で発注する学校・市営住宅・保育所

などの建築物の設計・積算・発注を行い、

現場では設計通りに工事が進んでいるか監

理し、打合せを行いながら、問題なく建物

が竣工するように監督しています。

前職では建築設計・現場監理の仕事をし

ていましたが、その経験は現在の仕事に

も活かせていると思います。

職場では様々な部署の方々と、現場では専門

業者の方々を相手に仕事をするため、建築の

専門的な知識以外にも、幅広い能力が必要と

されます。そのため毎日新しく知ることも増

え、大変なことが多いですが、同じだけやり

がいを感じることが出来ます。また周りの先

輩方に助けていただきながら楽しく仕事をさ

せていただいて、毎日充実しています。

新卒の方も、社会人経験のある方も、

職場には、高校を卒業したばかりの新

入職員から、経験豊かで親切な先輩ま

で数多くの同僚がいます。小樽の魅力

ある街づくりを皆様と一緒に働けるこ

とを楽しみに待っています。

魅力ある小樽をつくる建築士!!

時間

8:50

11:00

12:15

13:00

13:30

15:00

18:30

19:00 退庁

業務内容など

出勤、事務作業

打合せ

休憩

現場へ移動

定例打合せ

現場監理、施工図、計画書確認

庁舎へ移動



　

　

平成２９年採用
及川　春佳／建設部　まちづくり推進課

この仕事を選んだ理由は何ですか？

土木

Ｑ１

現在の業務内容を教えてくださいＱ2

学生時代の勉強や専攻をどう活かしているかＱ３

Ｑ４ 働いていて実感すること

ある１日のスケジュール

ものづくりの仕事がしたいと考えたとき、

利用者である市民の声を直接聞くことが出

来るのは自治体だと思いました。

また、観光地の仕事にも魅力を感じてい

て、特に小樽市は歴史も古く、夏にはたく

さんの観光客が訪れる華やかなイメージが

ありました。

公務員は異動も多く、多様な土木の業務

に携わることができると聞いているので楽

しみにしています。

まちづくり推進課では、都市景観の形成及び保全、歴史的建造物に関することのほか、

ふるさと納税のひとつである「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金」を活

用したまちづくりを進める取り組みや、バリアフリー化などの市街地整備に関わる業務、

土地の取引に関する届出の手続き等も行っています。その中で私は主に、土地の取引に

関する届出手続きや「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金」に関する事務

の担当をしています。

仕事で測量をする機会があり、トータルステーションの扱い方について学生時代の資料

を見て復習しました。また、学生時代にエクセルやワードの使い方を覚えていてよかっ

たと感じる場面が多くあります。

人に物事を説明し理解してもらうことの難しさを改めて実感しています。電話での問い

合わせに対する説明や、先輩職員に質問するときに自分の業務についてや、わからない

部分を説明するという場面が多々ありますので、わかりやすく簡潔に説明できるように

意識しています。

小樽期待の土木女子☆日々勉強中です!!

時間

8:50

9:00

9:50

12:15

13:00

14:00

15:00

17:20

国土利用計画法の届出等の事務処理

退庁

会議の資料や議事録作成など

現地確認に関する報告書作成

休憩

業務内容など

出勤、メール・スケジュール確認

ふるさとまちづくり協働事業の現地確認（外勤）

「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基
金」の入金処理



　

　

平成２９年採用
三田村　陽子／福祉部　奥沢保育所

この仕事を選んだ理由は何ですか？Ｑ１

やりがいを感じるのはどんなときですか？Ｑ2

職場の雰囲気を教えてください。Ｑ３

Ｑ４ 小樽市職員を目指す人へのへメッセージをお願いします

ある１日のスケジュール

私は０歳児を担当しています。一人ひとりの発達過程や個人差が大きい年齢ですので、

寝返りができる瞬間や歩き始める時などを共に過ごすことができる驚きと感激の毎日で

す。

また、泣くことが表現方法の０歳児が安心した時やうれしい時に見せる純粋な可愛い

笑顔はこの仕事をしていて良かったと幸せな気持ちにさせてくれます。

保育士は子どもに真剣に向き合い愛情を

そそぎながら、成長を間近で見守ること

のできる素晴らしい職業です。

小樽市の保育所では研修が多く行われ、

地域子育て事業も充実しています。良い

仕事環境が整っている小樽市で保育士と

して生涯働きたいと思いました。

チームプレーや助け合う意識が高く、些細な事に気付いて温かく優しい言葉をかけ合

う、和やかでとても雰囲気が良い職場です。

保育の質の向上や子どもたちが楽しめるようにと、保育計画を追及している先輩職員

から学ばせてもらい、自分自身が成長できるよう頑張れる職場でもあります。

保育士の仕事は未来を担う子どもたちの成長に関われる、やりがいのある仕事です。

困った時やつまずいた時にアドバイスしてくださる心優しい先輩職員もたくさんいます。

みなさん、小樽市の保育士として保育士の元気の源『子どもたちの笑顔』を一緒に咲

かせていきましょう。

こどもたちの笑顔を咲かせます♡
保育士

時間

8:50

～9:00

9:00～

11:20

12:20

13:00

15:00

15:30～

17:20

児童受入れ

業務内容など

出勤（正常番）、
早出職員からの引継ぎ、健康視診

午前の活動（戸外遊び、室内遊び）

休憩

午睡の寝かしつけ、呼吸確認

日誌・連絡ノートの記入、事務作業

おやつ

午後の活動

遅出職員に引継ぎ、退庁



　

　

平成２８年採用
福島　雄大／消防署　花園出張所

消防士を志望した理由は何ですか？

消防士

Ｑ１

現在の業務内容を教えてくださいＱ2

職場の雰囲気を教えてくださいＱ３

Ｑ４ 小樽市職員を目指す人へのへメッセージをお願いします

ある１日の

スケジュール

東日本大震災が起きた際、テレビで懸

命な救助活動を行っている消防士の姿を

目の当たりにし憧れを感じました。

私自身もボランティアで東北に行きま

したが、そこでは何もできない自分の無

力さを感じました。

そして、消防士という職業に就けば、

自分にも人命救助ができると考え、消防

士になろうと決意しました。

出張所に配属され、24時間交代勤務をしています。火災や事故、自然災害など多種多

様な事案に出動します。出動以外の時間は、出動に備えて消防資機材の点検や管理、又

どんな災害にも対応できるよう訓練を行っています。

この他、私たちは火災予防のための防火査察、火災予防広報活動等があり業務は多岐

に渡り、それらの業務をこなすためには、多くの技術や知識の習得が必要になります。

いつでも出動できるよう常に張り詰めた状況でいると思われがちですがそうではなく、

やるときはやる、休むときは休む等、ＯＮとＯＦＦがはっきりしていてメリハリのある

職場です。休みの日には職場のサッカーチームで体を動かしたり、良好な人間関係を築

くことができています。

消防には市民の生命、身体及び財産を守るという目的があります。危険と隣り合わせ

であり、時には辛いこともありますが市民を守りたいという熱意があれば活躍できます。

あなたの熱意を採用試験にぶつけてください。一緒に小樽を守るために頑張りましょう。

市民を守る熱いハートの消防士!!

時間

8:50

10:00

12:15～
13:00

13:30

15:00

17:20～
18:05

18:30

23:00

8:50 交代、勤務終了

事務処理、体力練成訓練等

仮眠

休憩

タンク隊訓練

休憩

保育園にて避難訓練

事業所にて査察

点呼、勤務開始

業務内容など




