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やさシティ、まつど。
松⼾市ってこんなところ

松⼾市は、千葉県の北⻄部に位置し、江⼾川をはさん
で東京都と埼玉県に隣接。都心から約20km圏にあり、住
みたい街として人気の吉祥寺などとほぼ同じ距離に位置
しています。
都心への近さもありながら、市内には自然や公園と

いったみどりがたくさん。また、スポーツ施設や図書館、
子育て支援施設、病院なども豊富です。
東京のお隣・松⼾市は、⾸都圏の⽣活都市として、今⽇
も進化を続けています！

子育て支援に力を入れています
松⼾市では、「子育てしやすいまち」とし

て選ばれるまちづくりを進めるため、「子ど
もを安心して出産できる医療体制の整備」
「待機児童を減らすための保育施設の充実」
などを推進しています。
この結果、「共働き子育てしやすい街ラン

キング1位」「⽇本子育て支援大賞2021」「千
葉県ベスト育児制度賞」と、三冠を獲得し、
子育て支援に優れた自治体として、非常に高
い評価を得ています。

共働き子育てしやすい街ランキング
総合編第１位
（日経DUAL)

自治体・プロジェクト部門
日本子育て支援大賞2021
（日本子育て支援協会)

2020年度
千葉県ベスト育児制度賞
（一般社団法人日本子育て制度機構)

人口
49万人
（県内3位）

面積
61.38km2

駅の数
23駅
（6路線）



自然と安らぎの空間
21世紀の森と広場

「さくらまつり」「花⽕大会」「松⼾まつり」を合わ
せて、松⼾の三大まつりと呼びます。
それぞれ、パレードやイベント、特設ステージでの演

舞など、大勢の人出で賑わいます。
活気あふれる松⼾の、人の魅⼒が存分に発揮されるイ

ベントで、市職員も配属される部署によっては出展や参
加をすることがあります。

松⼾の三⼤まつり

まだまだある！
松⼾市の魅力

「あじさい寺」として有名な本土寺や、
名産である二十世紀梨、激戦区としても
名高いラーメンなどなど、松⼾の魅⼒は
一言では語り尽くせません。

無限の可能性を秘めたまち、松⼾。
一緒に、ワクワクするまちづくりを
始めてみませんか。

都心に近いにも関わらず、松⼾はみど
り豊かなまちとしても知られています。
特に、市内中央にある「21世紀の森と広
場」は東京ドーム約11個分の広さを誇り
ます。
緑豊かな園内は、森や山や田園、芝⽣

の広場や小川など、様々な自然に触れる
ことができる「市⺠の憩いの場」となっ
ています。



受験生へのメッセージ
松⼾市の職員を目指す皆さんの中には、希望の部署ややりたいことなど、明確

な目標をお持ちの方もいれば、どのような形であれ人の役に立ちたいという思い
をお持ちの方もいるかと思います。
どの部署に配属されても、市⺠のために職員が一丸となって、より良いまちを

築き上げているので、誇りをもって働いてほしいと思います。採用試験のための
勉強は大変だと思いますが、⽇々の努⼒は無駄にはなりません。皆さんと一緒に
働ける⽇を楽しみにしています。

まつどで働くということ

子ども部保育課
丸山 亜紗子（平成31年度採用）

一般事務職

私は幼少期、松⼾市の保育所に通っており、保
育所の先⽣に大変お世話になりました。
現在は保育課管理係に配属され、仕事上で関わ

る人は保育所の先⽣がほとんどです。幼少期にお
世話になった先⽣に直接関わる機会も多く、保育
現場で起きたトラブルの解決や、保育所の要望に
応えることができた際に保育所の先⽣に感謝され
ることが大きなやりがいとなっています。

ある日のスケジュール
8：20 出勤

8：30 ～ 9:00 メールチェック

9：00 ～10:00 保育所の問合せ対応

10：00～11：00 業者打合せ

11：00 ～12：15 保育所の問合せ対応

12：15 ～13：00 昼休憩

13：00 ～15：00 県照会への回答作成

15：00 ～17：00 伝票処理

17：00 退勤

また、松⼾市は共働き子育てしやすい街ランキングで例年高評価をいただいて
おり、自分も子育てしやすいまちづくりの一端を担っていると考えると、仕事の
モチベーションも高まります。



建設部下水道整備課
岡田 尚也（令和2年度採用）

技術職（土木）

私は、学⽣時代から土⽊⼯学を学び、⺠間
企業で4年間土⽊の仕事に従事してきました。
その中で培ってきた土⽊技術を市役所で市⺠
の方達に発揮していきたいと考え、市役所に
転職しました。

ある日のスケジュール
8：15 出勤

8：30 ～ 9:00 メールチェック

9：00 ～12:15 図面作成・積算

12：15 ～13：00 昼休憩

13：00 ～14：00 図面作成・積算

14：00 ～16：00 現地確認

16：00 ～18：00 書類整理

18：00 退勤

受験生へのメッセージ
市役所の業務は、市⺠の方々ととても距離が近いです。その為、市⺠の方の

色んな声が聴けます。
自分が求められていることは何か考え、常に市⺠の方に役に立つ存在である

ことが大切だと考えています。
松⼾市をよりよい街にしたいという方は是非、一緒に働きましょう。

下水道の整備は、道路の下に布設するため人々の目にはなかなか映らない仕事
です。しかし、下水道は川や海の環境改善や、浸水の防除、公共用水域の水質保
全と人々の⽣活にとって欠かせない存在です。その為、下水道の整備を通して、
市⺠の方々の安全で豊かな⽣活を根底で支えているというとてもやりがいのある
仕事です。
松⼾市を志望した理由としては、松⼾市は共働きのしやすい環境であり、子ど

ものいる私にはとても働きやすい環境であったからです。職場の雰囲気はとても
よく、風通しの良い環境となっています。
事故や災害が発⽣した際は、休みの⽇でも出勤して対応することがありますが、

基本的には土⽇祝が休みです。また、年休も計画的にとることができるため、
ワークライフバランスはとてもいいです。

まつどで働くということ



受験生へのメッセージ
市役所での業務は窓口対応等で幅広い知識を求められることがありますが、

⽇々の業務の中で学ぶことがたくさんあり、知識を得ることができます。
福祉の分野も高齢・障害・子ども等幅広くありますが、どの分野でも市⺠の

方々と関わること、新たな学びがあることは同じだと思います。社会福祉士とし
ての知識を活かし、より良い松⼾市に向けて一緒に働きましょう。

まつどで働くということ

総合政策部地域共生課
小川 ⼤介（平成29年度採用）

社会福祉士

前職は介護士として都内の老人福祉施設に勤務
していましたが、社会福祉士の資格を活かし、よ
り専門的に、視野を広く、地域に暮らす方々の⽣
活に関わることができると思い市役所での勤務を
志望しました。
私の出⽣地でもある松⼾で市⺠の方々とのつながりを大切にし、より安心した

⽣活が送れる支援が届けられるよう尽⼒したいと思いました。
地域共⽣社会とは、とても幅広い視点で地域や福祉に目を向ける必要がありま

すが、定期的に課内会議を実施しており、課内でも相談、検討を行い、一緒に考
えていくという体制が取られているのでとても働きやすいと思います。同じ社会
福祉士の資格を持った職員もいますので、お互いに情報を共有し、進捗状況の確
認をするなど、気軽に相談することもできています。

ある日のスケジュール
8：10 出勤

8：30 ～ 8:40 朝のミーティング

8：40 ～ 9:00 メールチェック

9：00 ～11:00 午後の会議資料準備

11：00 ～12:15 Twitter、HP更新

12：15 ～13：00 昼休憩

13：30～15：30 担当地区での居場所づくり会議

16：00 ～17：30 議事録作成

17：30 退勤



受験生へのメッセージ
保健師は専門知識を持つだけでなく、様々な人と関わり、その経験を通じて一

社会人としてだけではなく、人としても成⻑することができる職業だと思います。
また、市⺠の方々の健康保持、増進のために取り組むやりがいのある仕事でも

あります。仕事をしている中で悩むことも多くありますが、上司や先輩方が声を
かけてくださり、支えてくださる温かい職場です。ぜひ、みなさんと一緒に働け
ることを心待ちにしています。

まつどで働くということ

子ども部子ども家庭相談課⺟子保健担当室
山田 有佳里（平成31年度採用）

保健師

私は以前看護師としてリハビリテーション病院
に勤めていました。リハビリに励まれ、元気に退
院されていく患者様を見送るうちに、退院された
後の地域での⽣活に関心を持つようになりました。
私自⾝幼い頃から松⼾市に住んでいたため、

自分の住んでいる街が幅広い世代の方々にとって
住みやすい街になるよう貢献したいと考え、松⼾市への⼊庁を志望しました。
市内には保健福祉センターが3箇所あり、お子様やそのご家族が健やかな⽣活

を送ることができるようサポートをしています。保健師は地区担当制で担当地区
を受け持っており、妊婦さんやお子様のいるご家庭を自転車で訪問したり、電話
相談を受けたりしています。

ある日のスケジュール
8：15 出勤

8：30 ～ 9:00 ミーティング、メールチェック

9：15 ～11:00 家庭訪問

11：30 ～12：15 訪問記録作成

12：15 ～13：00 昼休憩

13：00 ～14：00 面談

14：00 ～17：00 担当するご家庭への電話・記録作成

17：00～18：00 事務作業

18：00 退勤



消防局中央消防署（※令和3年度時点）

鳴海 祐哉（平成29年度採用）

消防職

私は⻘森県出⾝で、大学も松⼾市とは関わ
りのないところだったので、松⼾市とは縁も
ゆかりもない状態で受験しました。
それでも松⼾市を受験しようと思ったのは、

松⼾市の職員の方が大学まで説明に来ていた
だいたのが大きかったです。
また、私自⾝の体⼒を活かして人を助ける

消防を目指していたことと、将来的には家族
が

ある日のスケジュール ～消防隊の場合～
7：50  出勤
8：00 ～ 8：30 申送り、個人資機材入替え
8：30 ～ 8：45 大交替、資機材点検
8：45 ～ 9：00 ミーティング
9：00 ～10：00 担当事務

10：00 ～12：15 訓練
12：15 ～13：00 昼休憩
13：00 ～14：00 ミーティング、担当事務
14：00 ～15：30 地水利点検
15：30 ～16：45 訓練
16：45 ～17：00 日夕点検及び庁舎清掃
17：00 ～18：15 休憩（夕食）
18：15 ～23：00 ミーティング、担当事務
23：00 ～ 5：30 休憩（仮眠）

5：30 ～ 6：30 担当事務
6：30 ～ 8：00 車両清掃等
8：00 ～ 8：30 申し送り
8：30 大交替、退勤

※ 休憩時間も含めて、災害指令が流れたら最優先で現場
へ出場となります。

受験生へのメッセージ
消防の業務は辛く苦しいこともあり

ます。それでも私たちがやらなければ
ならない場面はなくなりません。
「人のために何かやりたい」「助け

たい」という思いのある方々と一緒に
務められることを楽しみにしています。

を作り、子どもも欲しいと思っていたので、子育てしやすい街として有名な松⼾
市を志望しました。
現在は、松⼾市中央消防署の消防隊として、様々な災害活動や市⺠協⼒などを

行っています。他にも救急隊と救急現場で連携活動をすることもありますし、⽕
災の原因調査なども行います。
災害がない時には、⽕災等を未然に防ぐための業務として、建物の立ち⼊り検

査や防⽕・救急指導なども行っています。また、私は消防車を運転する機関員に
も任命されているので、災害に限らず消防車を走行させる時にはメインで運転し、
現場まで安全・確実に到着できるよう努めています。

まつどで働くということ



松⼾市では、「職員の子どもたちの健やかな育成に
向けた仕事と子育ての両立支援」及び「地域における
子育て支援対策の遂行」を目的に、仕事と子育ての
両立の推進に向けて、「事業主」としての次世代育成、
子育て支援施策も展開しています。

職員の子育ても

妊娠期 産休期

女性

男性

育児期

母体保護時間

ママパパ学級
参加支援

産前・産後休暇
（１日１時間まで） （出産前後各8週）

妻の分娩休暇

男性（子）の育児休暇

【男女共通】
育児休業
部分休業

子の看護休暇

産休前は業務量の配分や周囲からの細
かなフォローにより働きやすい環境を
作っていただきました。

復帰した現在も、退社時間になると
「お子さんのお迎えの時間だよ」と上
司や同僚から気に掛けてもらっていま
す。職場や家族の協⼒がないと両立が
できないので、いつも感謝の気持ちを
忘れないようにしています。

財務部固定資産税課
桜井 千乃
（平成23年度採用、一般事務職）

育休の取得については、
所属部署より全面的な
サポートを頂き、
不安なく取得出来ました。

育休を取得したことで、
育児についての理解も
より深まり、職場復帰後も
仕事と育児の両立を
スムーズに行うことが
出来たと思います。

応援します！

子ども部幼児教育課
樗木 政裕
（平成22年度採用、一般事務職）



・受験案内書配布期間 5月31⽇（⽕）まで、市ホームページ又は直接人事課で配布
（土・⽇曜⽇を除く）

・申込方法 5月31⽇（消印有効）までに郵送で人事課へ提出
・試験⽇等 6月19⽇（⽇）市立松⼾高等学校他
・受験資格 ①平成4年4月2⽇以降に⽣まれた人

②昭和47年4月2⽇以降に⽣まれた人・通常の勤務時間に勤務することが
できる人で、次のアからエのいずれかに該当する人
ア⾝体障害者福祉法第15条に定める⾝体障害者手帳の交付を受けて
いる人

イ都道府県知事又は政令指定都市市⻑が発行する療育手帳の交付を受
けている人

ウ児童相談所等により知的障害者であると判定された人
エ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障
害者保健福祉手帳の交付を受けている人

③昭和38年4月2⽇から平成4年4月1⽇までの間に⽣まれた人

市の職員を募集します！

試験区分 募集人数 受験資格 その他の受験資格

行
政
職

上
級

自己推薦
採用

(事務職)
3人程度

①

大学を卒業又は令和4年度卒業見込みで、スポー
ツ・文化芸術・学術の分野において顕著な実績・
成果を収めた人、学業・研究等において特に成績
優秀な人

事務職 30人程度 大学を卒業又は令和4年度卒業見込みの人

土⽊ 5人程度
大学を卒業又は令和4年度卒業見込みでそれぞれ
の専門の過程を修了（見込み）していること

建築 5人程度
電気 2人程度
機械 2人程度

障害者
(事務職) 3人程度 ②

大学を卒業又は令和4年度卒業見込みの人

初
級

高等学校又はこれと同等と認める学校等を卒業又
は令和４年度卒業見込みの人

社会福祉士 5人程度
① それぞれの資格を有するか又は令和5年3月末まで

に取得見込みの人保健師 5人程度

行
政
職

学芸員・文化財 1人程度
①
又は
③

大学・大学院において考古学、歴史学又は文化財
学の専攻で、卒業・修士課程を修了した人（①）
又は修了し、資格免許に関する職務経験が令和4
年5月14⽇現在で、直近10年中3年以上ある人
（③）
※採用は令和4年10月1⽇を予定しています。



松⼾市が求める人材・職員像について教えてください。

「わかりやすい説明ができ、様々な場面で話し合いを行う上で必要なノウハウ
をもった職員」や「新しい公共経営を担えるマネジメント能力をもった職員」
を求めています！
市⺠の方から自治体に求められるご要望はさまざまであり、市⺠サービスにお
ける課題は⽇々複雑化、高度化しています。

簡単ではない多くの課題を解決するために、優秀な人材の採用や、職員向け研
修の開催、職場内での⽇々の研鑽を行うことで、求める職員像に近づけるよう
努めています。

仕事についていけるか不安です。何かサポートはありますか？

松⼾市ではトレーナー制度を設けており、新人職員一人一人に年齢や階級が近
い先輩職員がつき、困ったことや分からないことがあった際にフォローできる
体制をとっています！

また、ジョブローテーションとして原則10年以内に3つの部門を経験していた
だくことで、多角的な視点・知識を得て、多くの経験、柔軟な考えを持った人
材を育成することを目指しています。

現在は⺠間企業に在籍していますが、受験は可能ですか？

受験資格を満たす方は、どなたでも受験可能です！
たとえば、事務職を希望する場合、「平成4年4月2⽇以降」に⽣まれた「大学
を卒業又は令和4年度卒業見込み」の方であれば、⺠間企業に在籍していても
受験可能です！

なお、「平成4年4月1⽇以前」⽣まれの方についても、⺠間企業等での職務経
験が一定期間以上ある場合は、夏以降に募集する「⺠間企業等職務経験者」を
対象とする採用試験にお申込みいただけます。
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