Q.なぜ小松市役所を志望しましたか？

の業務を担えるのかと悩むこともありまし

中：私は生まれ育った小松市に貢献したい

と思い、志望しました。商店街を歩いてい

たが、周りに子育て経験のある上司がたく
さんいてアドバイスをくれたので、
この方

ても気軽に声を掛けてくれたりする人の温

たちと働けて本当に良かったとすごく感じ
ています。女性の立場で自分の意見を伝

や友人が身近にいる地元で就職しようと思

ますね。

たが、地元就職を志望しました。実家だと

問されてもうまく答えられず戸惑うことば
かりでした。そんな時に先輩たちが、資料

かさが小松にはありますね。
原：福井県の大学に通っていましたが、家族

えている姿を見ると、かっこいいなと憧れ

昨 年 度 入 庁し たピカピカの1 年 生 た ちに ︑

小 松 市 役 所で 勤 務し た1 年 を 振 り 返って

アレコレ本 音で 語っていた だ き ま し た ！

いました。
沼：私も同じで、大学は県外に通っていまし

親が相談相手になってくれたりするので、
心強いです！
田：もともと公務員を志望していて、
その中

でも地元に貢献でき、幅広い業務の中で

経験が積める小松市役所に魅力を感じた

からです。

田：手続きが複雑な業務なので、最初は質

などを用いてわかりやすく教えてくれたの

で、私もこんな先輩になりたいなと思いま

した。今は、婚姻届や出生届など、人生の

大切な節目に立ち会えるいい仕事だなと
感じています。
中：どの部署も先輩たちが優しくて、チーム

ワークもいいし、安心して働ける環境が整っ
ているよね。

原：みんな地元愛が強いんだね
（笑）

Q.実際に働いてみて、
職場の雰囲気はどうですか？
沼：私は、大学で土木系を学んでいたの
で、道路河川課という男性の割合が多い
職場に勤務しています。最初は不安だらけ
でしたが、ひとつ一つ目標を決めて、わか

らないところは先輩たちが親切に教えてく
ださったので、
この1年でやれることがたく
さん増えたと実感しています。
中：子育て経験がないので、母子保険担当

原：私は固定資産税を担当しているのです
が、税金を扱う仕事って本当に難しいと痛
感。
でも、
先輩職員たちが、嫌な顔ひとつせ
ずニコニコと笑顔で質問に答えてくれたの
で、精神的にも助けられました。私の部署
は部長も課長も女性で、みんな気さくに話

【市民課】
事務員

田中 絵理（田）
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2021年度新規採用職員
しかけて下さるので、
とても雰囲気が良いで
す。

Q.どんな時にこの仕事に就いて
良かったなと感じますか？
中：担当した方から
「ありがとう」の言葉をか

けてもらえたり、妊娠中だったママから笑顔

で「生まれたよ！」
と笑顔で声をかけてくださ
ると、嬉しいしやりがいに繋がっています。
沼：修繕後にお礼の電話を頂いたり、町内
会の方から直接電話がきて対応できた時

に、自分の仕事が誰かの役に少しでも立て
ていると実感し、
やりがいを感じます。

Q.最後に、今後の目標を教えてください！
中：自分の専門分野の知識を深め、
よりよ

い仕事ができるよう努力していきたいです。

原：たくさん知識を増やして、自分の業務に
もっと自信をもって取り組めるようになりた
いです。
沼：1年目は全て教わりながらやってきたの
で、2年目は教わったことを一人でやれるよ
う挑戦していきたいです。
田：失敗を恐れず挑戦し、小松市の皆様に
信頼されるような人間になりたいです。

【税務課】
事務員

原 良恵（原）

Q . 小 松 市 で 働くことを 選 ん だ 理 由 は？
東京都からUターン

民間からの転職

滋賀県からUターン

青森県からIターン

事務員・行政経営室

事務員・スマートシティ推進課

事務員・商工労働課

主幹・スマートシティ推進課

いずれは地元に戻ってきたいと考え
ており、区役所勤務の経験を活かせ
る小松市を志望しました。都会の役
所だと、経験年数の短い若手が大き
な仕事に関わるのは難しく、部分的
に携わる事ばかりでしたが、今は何
から何まで やらなけれ ば いけない
分、全体を見ながら仕事が進められ
るし、課長級の仕事の補助をさせて
もらえるなど、仕事の幅が大きいの
でやりがいも大きいです。何より、地
元で暮らす安心感も魅力ですね。

前職はシステムエンジニアとして働
いていましたが、
もっと利用者に近い
立 場 で 働きた いと考えてい たとこ
ろ、小松市がスマートシティ化に力を
入れていると知り、転職しました。こ
れまでのシステムを作る作業から、
どうシステムを取り入れていくかを
考える業務に変わり、日々学ぶことも
多いですが、市民の利便性が少しで
も上がり、職員の業務のスマート化
が図れればと思っています。

県外で進学・就職し、地元の良さを再
確認した事や、自分が育った環境で
結婚や子育てをしたいと考えていた
ので、Uターン就職しました。地方の
役所でも様々な仕事があり、自分の
知識や 能力が発揮できる環境が多
様にあると思います。2024 年には
北陸新幹線小松駅開業で、小松を全
国にアピール するチャンスなので、
小松の魅力を伝え、観光客や移住者
の増加、企業誘致を推進して、賑わ
いのある都市にしていきたいです。

結婚で石川県への移住が決まり、ど
の市町で暮らそうかと考えた時に、
駅や空港など交通の利便性が高く、
ビジネスや観光の往来も盛んな小松
市を選択しました。実際に住んでみ
て、皆さんふるさと愛が強く、伝統を
重んじる性格ですが、新しいことへ
の好奇心も旺盛な人が多い印象で
す。私たち家族を温かく受け入れて
くれ たように、誰もが「 住 んで み た
と感じるような街
い、 訪れてみたい」
づくりに貢献していきたいです。
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【道路河川課】
技術員

沼 和佳奈（沼）

【いきいき健康課】
技術員

河上 智紀

寺田 昂平

千葉 清二

中川 優生（中）

Q . この 仕 事 で やりが い を 感じる 時 は？
自分の成長
を実感できたとき。

まずやってみよう！の精神。

女性管理職に
女性管理職
インタビュー！
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40代で課長に。
小松市は、意欲や素質を備えた女性職員
を積極的に管理職に起用し、その結果、
全国的に見ても女性管理職登用率が高
いです。私自身、若い時から自分のキャリ
アプランについて考えることが多く、チャ
ンスがあればすぐにでも管理職に挑戦し

ひとりの女性として応援できること。
結婚・出産・育児を経ても、
キャリアを積ん
で管理職に就いている女性職員はたくさ
んいます。
仕事は後からでも挽回できるの
で、自分の人生の中で大事な時期は、そ
のことに没頭して下さい。
まずは男女問わ
ずどんなことでも挑戦し、
第一歩を踏み出
すこと！私もひとりの女性として、上司とし
て、
小松市で働きたいと考えている方たち
を全力でサポートしていきたいです。

元気になった患者さんの
小松弁が聞けたとき。

自分が施した
処置で命が
救われたとき。

事務員・生涯学習課
（未来型図書館づくり推進チーム）

主査・人事育成課付
（北陸地方整備局:出向）

看護師・小松市民病院看護部

消防士・消防本部 中消防署

小松市が新たに取り組んでいる
「未
来型図書館」構想を担当しています
が、ワークショップ や 意見交換会な
ど、市民の方と一緒に想いを共有し
ながら作り上げていくプロセスがと
ても面白いしやりがいを感じます。
ま
た、チラシなどの広報物を作成する
ことも多く、最 初 は 苦 手 だったこと
が、経験を重ねたことで「誓ちゃんの
つくるチラシは明るくて好き」と言っ
てくださる方もいて、皆さんの温かい
言葉が励みになっています。

私は、農林水産系の土地改良事業や
林業事業に携わっています。規模が
大きい工事を担当する場合、補助金
や 交 付 金で執 行 することが 多 いの
で、国や県との調整など大変な面も
ありますが、その分完成した時のや
りがいも大きいです。道路や上下水
道などのインフラを整備し、小松市
がもっと住みやすい街になれば、人
口増加やさらなる発展にも繋がると
思うので、地域の方達との対話を交
えながら取り組んでいきたいです。

県外に進学していましたが、自分を
育ててくれた街や人に貢献できたら
と思い、地元で働くことを志望しまし
た。患者さんの背景や今の状態を把
握しながら、一人ひとりに合わ せた
看護は大変ですが、元気になった患
者さんが慣れ親しんだ小松弁で話し
かけてくださると、張り詰めていた気
持ちが楽になるし、モチベーションも
上がります。
「この人に看護してもら
えてよかった」と思ってもらえるよう
な看護師になれるよう頑張ります！

消防署で消防官として勤めながら、
事故や火災・災害時に救急隊員とし
て出動し、人命救助にあたっていま
す。男性に比べ、現場では体力や筋
力面で苦労することもありますが、自
分にできることを積極的に探し、一
人でも多くの命を救うことに貢献し
たいです。また、救命救急士の資格
を活かし、通報があった電話で救急
指導を行って、患者さんや家族の不
安を少しでも取り除いてあげられた
らと思っています。

中山 誓

現 場の第一線で 活 躍 す る

交流推進部長 山本 ゆかり

ないといけません。
それも見据え、入庁し
てすぐは総務課や人事課などを希望し、
基本的な事をたくさん学びました。
さらに
ジョブローテーションの中で、様々な経験
も積みました。
どの部署に異動しても、必
ず人や事象で繋がることが多いので、得
られるものはたくさんあります。
それがい
ずれ自分の財産となって、
きっと返ってき
ます。

女 性 部 長 を クロー ズアップ！

【行政職】

神で取り組んでいる上司の方が多いなと
感じました。守らないといけないルールは
ありますが、
その範囲内で自分で考えて動
くという経験が積める懐の深さも、小松市
のいいところだと思います。

たいと考えていました。
なぜなら、想いを
カタチにできるからです。
やはり自分が思
い描いている小松市の未来を実現する
には、様々なことを決定できる立場になら

focus

新卒で小松市役所にお世話になって、は
や 30 数年になりますが、当時はコミュニ
ケーション力が活かせる仕事に就きたい
と言う理由で入庁を志望していました。最
初についた直属の女性の上司が、厳しくも
やさしく、仕事の楽しさを教えて下さったこ
とが今の自分をつくっていると言っても過
言ではありません。入庁して間もない頃か
らイベントの責任者を経験したりと当時か
ら、小松市は「まずやってみよう！」
という精

「便利になった！」
という声をもらったとき。

南 善導

山上 慈子

中野 千里
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