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試験区分 主な仕事

事務

戸籍・住民登録、生活保護など市民生活に密着した仕事から、都市魅力の発信、総合

計画などの市政運営に携わる仕事まで、幅広い職務に従事します。「社会福祉」区分で

合格し採用された方は、主に児童福祉施設・児童相談所、保護施設などにおける相談・

指導や生活保護などの業務に従事します。

技術

(土木)

都市計画から市街地開発まで幅広いまちづくりに携わる仕事のほか、上下水道施設や

治水施設、交通施設の維持管理、設計・施工監理などを行います。

技術

(建築)

市の公共施設についての企画・設計や建設現場での施工監理などのほか、都市計画

の策定や建築確認申請の審査など、幅広いまちづくりに携わります。

技術

(機械)

市の公共施設や上下水道施設における機械設備工事の設計・施工監理、機械設備、

地下鉄車両等の点検・整備、保守管理などを行います。

技術

(電気)

市の公共施設や上下水道施設における電気設備工事の設計・施工監理、電気・通信

設備の点検・整備、保守管理などを行います。

技術

(応用化学)

水道水・下水処理水などの水質検査・水質管理や工場排水の監視・指導、清掃工場

での環境保全対策など、環境に関わるさまざまな業務に従事します。

技術

（造園）

公園に関する工事の設計・施工監理や公園・街路樹の維持管理を行うほか、公園経

営や緑化の推進などみどりの施策に関するさまざまな業務に従事します。

学校事務
名古屋市の小・中学校や特別支援学校において、物品の購入や予算の管理、教職員

の給与の支払いに関する事務などを行っています。

薬学
薬剤師としての専門的知識を活かし、市立病院等において、調剤業務や患者への服

薬指導などに携わります。

衛生・

獣医

食品衛生監視員、環境衛生監視員、薬事監視員といった立場から店舗や関連施設

の監視指導を行うほか、動物の健康管理、畜産などの業務に従事します。

管理栄養
保健センター等において、市民の健康増進のための栄養相談を行うほか、病院や福

祉施設、学校などにおいて、献立の作成、調理指導や研修などを行います。

消防
災害に備えた地域防災力の向上や火災を未然に防止する予防業務、火災における

消火活動、傷病者に処置を行い病院搬送する救急活動等に従事します。

保育Ⅰ
保育所において、子どもが健康で安全に生活する環境を整え、健全な心身の発達を

図るとともに、多様な保育ニーズに応え、子育て支援などを行います。

保育Ⅱ
児童養護施設、乳児院等において、遊びや生活指導、学習指導を通して子どもの健

全な成長を支援するほか、障害のある子どもに指導や援助を行います。
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市の組織～あなたのしたい仕事もきっとあるはず！市の組織～あなたのしたい仕事もきっとあるはず！

市

長

副

市

長

市の公金を管理するとともに、支出内容の審査や支払手続き、
決算書の作成等を行っています会 計 室

市の防災施策を統括し、災害に強く安心して暮らせる安全なま
ちづくりに取り組んでいます防 災 危 機 管 理 局

市 及び副市 の秘書、市 記者会見や市公式ウェブサイト、
広報なごやなどによる広報の仕事をしています市  室

市政の総合的な企画・調整や、職員の働きやすい環境整備を
行っています総 務 局

市全体の予算、資金や資産の管理、契約、市税に関する仕事を
しています財 政 局

地域や産業の振興、 活の安定・向上など、市  活の基盤や
市 の安 ・安全を える仕事をしています市  経 済 局

市の魅力の向上・発信及び観光客・MICEの誘致、国際交流、文
化振興、歴史まちづくりに関する仕事をしています観 光 文 化 交 流 局

環境首都なごやを目指し、環境保全施策・公害防止対策の推進
や廃棄物の減量・処理に関する仕事をしています環 境 局

社会福祉・社会保障・保健衛生に関する施策を所管し、健康で
安 ・安全な市  活を 援する仕事をしています健 康 福 祉 局

子どもや子育て家庭の支援、 少年の自立支援など、生まれる
前から 少年期にいたるまでの施策や事業を っています ど も  少 年 局

まちづくりの計画をつくったり、市街地の開発や整備を行う仕
事をしています住 宅 都 市 局

まちを支える「みち・みず・みどり」の整備・維持管理・有効
活用等を行っています緑 政 土 木 局

生活、福祉、保健などの行政サービスの提供や地域の特性に応
じたまちづくりに関する仕事をしています区 役 所

 災予防、消 、救急業務など、名古屋市 の安 ・安全を守
る仕事をしています消 防 局

上下水道施設の維持管理や水道料金等の徴収など、安全な水を
供給し、豊かな水環境を創造する仕事をしています上 下 水 道 局

市バス・地下鉄事業の一体的な運営により、安全を第一に、安
心・快適でより便利な交通サービスの提供に取り組んでいます交 通 局

市 が安心して良質かつ適切な医療を受けられるよう、市立病
院を運営しています病 院 局

会 計 管 理 者

市の事業が、公正に、効率的に行われているかチェックを行う
監査委員の仕事を補助しています

監 査 事 務 局

職員の採用試験や昇任試験、給与勧告など、職員の任用や勤務
条件の充実に関わる仕事をしています

人 事 委 員 会 事 務 局

子どもから大人までを対象とした教育施策に取り組んでいます教 育 委 員 会 事 務 局

農地等の利用の最適化を推進するなど、本市の農業生産力の増
進・農業経営の合理化を図る仕事をしています

農 業 委 員 会 事 務 局

各種選挙の管理執行や啓発事業の企画・実施など、選挙に関す
る仕事をしています

選挙管理委員会事務局

監 査 委 員

人 事 委 員 会

教 育 委 員 会

農 業 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

本会議及び委員会の運営、議員提出議案の立案補助、各種調査

及び議会の広報など、議会に関する仕事をしています
市 会 事 務 局市 会



先輩からあなたへ先輩からあなたへ

事 務事 務

とある一日の

スケジュール

※ 記載内容は、平成30年10月現在のものです。

実施する試験区分は年度によって異なります。実施区分、採用予定者数等は、必ず試験案内をご確認ください5

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

名古屋市の仕事はとても幅広く、
それまで存在すら知らなかったよ
うな職場に配属されることも多い
かと思います。 惑うこともある
と思いますが、新しい興味や、隠
された自分の能力に出会うチャン
スでもあります。世界を広げたい
人にはぴったりの職業なのではな
いでしょうか。

（職歴）

平成28年４  

観光文化交流局

文化振興室

平成29年４  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

私たちMICE推進室の業務は、MICE（企業会議（Meeting：ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）、
研修・報奨旅行（Incentive：ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ）、国際会議（Convention：ｺﾝﾍﾞﾝ
ｼｮﾝ）、見本市・イベント（Exhibition/Event：ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝ/ｲﾍﾞﾝﾄ）など多く
の集客交流が見込まれるビジネスイベントの総称）の誘致及び国際展示
場・会議場の管理運営です。普段やりとりをするのは 般市 の では
なく関係団体や事業者で、ルーチンワークよりは随時持ち上がる新しい
案件を処理することが多いです。マニュアルや過去の事例が無く判断に
困ることもたくさんありますが、上司に相談したり、情報を集めて自分
なりに考えたりしながら解決していくのはとても良い経験になります。

一日のスケジュール

08:45 業務開始

09:00 ≪事務作業≫

他所属からの照会の処理や、

来年度の予算要求にかかる

資料作成等

12:00 昼休憩（1時間）

13:00 午後の業務開始

≪出張≫

半年後に開催されるMICE主

催者向け説明会について、

関係団体との打ち合わせ

17:30 業務終了

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

（職歴）

平成24年４  

中区まちづくり推進室

平成27年４  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

南海トラフ巨大地震などの災害時に、被害を最小限
にするため、様々な業務に取り組んでいます。具体的
には、避難所や津波避難ビルなどの指定業務や地域に
よる防災計画の作成支援など、地域防災力向上に関す
る事業の企画・調整を行っています。

防災は、命に関わるとても重要な分野であることか
ら、市 の皆様の期待も きく、その分やりがいのあ
る仕事です。また、他の部署と連携して進める仕事も
多いので、一つの仕事が完了したときには、達成感を
感じます。

一日のスケジュール

08:45 業務開始

《事務作業・電話対応》

資料作成、電話での問い合

わせ対応

10:00 《市関係部局と打合せ》

津波避難ビル指定に関する

打合わせ

12:00 昼休憩（１時間）

13:00 午後の業務開始

《現地確認》

広域避難場所案内板の状

況確認

16:00 《事務作業》

市公式ウェブサイトの更新
作業

名古屋市職員の
仕事は、多岐に渡
り、新たな出会い
や挑戦がたくさん
あります。

より良い名古屋
市を目指し、一緒
に楽しく仕事をし
ませんか？

事務（行政一般） 平成２４年度採用

防災危機管理局地域防災室地域防災係

主事 福田 啓一

事務（法律） 平成２8年度採用

観光文化交流局観光交流部MICE推進室MICE推進係

主事 駒田 智子



■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

私たちの仕事は全て市   
一人のためにあります。人口２
３０万人を抱える政令指定都市、
名古屋。この大きなフィールド
で一緒に誇れる仕事をしてみま
せんか。

（職歴）

平成20年４  

健康福祉局職員課

平成23年４  

中村保健所保健予防課

平成27年４  

健康福祉局障害者支援課

平成30年４  現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

私の仕事は 活に困窮している市 の  を助けることです。病
気や障害、犯罪被害など様々な理由で支援を必要としている人がい
ます。生活保護のケースワーカーとともに、区役所での面談や家庭
訪問を通して課題を見つけ出し、日常生活の相談や就労支援等を
行っています。

「自分で働いたお金でタバコが買えました。」作業所に通うこと
ができた障害を持つ方が私に話してくれたことです。自分が行った
支援で誰かの可能性を広げることができた時にやりがいを感じます。

一日のスケジュール

08:45 業務開始

10:00 子育てイベントに参加

12:00 昼休憩（１時間）

13:00 来所面接

子ども発達、子どもの

育て方についての相談

15:00 家庭訪問

親の怒鳴り声がすると

連絡を受けた家庭への

訪問

16:30 事務作業

面接記録、家庭訪問

記録の記入

17:30 業務終了

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

子育て支援をしていくには、
職員一人の力では限界があり
ます。これから名古屋市を受
験しようとしてくれる人にも、
職員になってもらい、子育て
支援の仲間になってもらえた
らと思います。

（職歴）

平成19年4  

子ども 少年局児童福祉
センターみどり学園

平成22年4  
同局 部児童相談所

平成25年4  
同局 部児童相談所
（中川区役所兼務福祉司）

平成30年5月 現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

区役所は、市 の にとって 近な場所であり、市 の と直接かかわる
仕事をする職場です。私は、区役所で子どもの相談全般の仕事をしています。
その中でも、私は児童相談所で仕事をした経験を生かし、特に、子どもの泣
き声がするとか、心配な家庭がある等の連絡が入ると、家庭訪問をします。
その後、子育て支援の関係者とよりよい支援や対応策について検討を重ねて
います。

その検討した 援をすることによって、市 の の表情が変わっていく姿
を見たり、問題が解決したりすると嬉しく、日々やりがいを感じています。

一日のスケジュール

08:45 業務開始

《決裁・部下の進捗確

認》

11:00 《処遇困難ケース等診

断会議》

12:00昼休憩（1時間）

13:00 《事務処理・部下の相談

対応》

15:00 《家庭訪問》

17:30 業務終了

一日のスケジュール

08:45 業務開始

09:00 《打合せの準備》

10:00 《関係部署との打合せ》

税務事務の改善に関する打合せ

12:00 昼休憩（1時間）

13:00 《事務作業》

打合せでの意見の取りまとめなど

15:00 《事業者との打合せ》

税務システムに係る打合せ

17:30 業務終了

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

事務職の仕事は幅広
く、様々なことに挑戦
することができます。

未来の名古屋市職員
の皆さん！名古屋市と
ともに 分  を成 
させてみませんか？

（職歴）

平成22年4  

財政局ささしま市税事務所
徴収課

平成25年4  

同局税務部市 税課

平成28年4  

同局税務部税制課

平成30年4  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

市税の賦課・徴収などの税務事務を改善し、その事務
を支える税務システムの再構築に結び付けていくことが
私の仕事です。他の税務職員や事業者と打合せを繰り返
し、課題や解決策などの調整を行っています。

 年の積み重ねで作り上げてきたものを 新すること
は簡単なことではありません。しかし、私の仕事が今後
の税務事務の土台になると思うと、非常にやりがいを感
じます。
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一日のスケジュール

8:45 業務開始

《会議》

関係事業者との協議に向け

た課内会議

10:00 《資料作成》

関係事業者との協議や内

部説明のための資料作成

12:00 昼休憩（１時間）

13:00 午後の業務開始

《出張》

駅前広場の再整備に関す

る関係事業者との協議

16:00《現地調査》

駅前広場の再整備に関す

る駅周辺の現地調査

技術（建築）

技術（土木）

7

一日のスケジュール

08:45 業務開始

《出張：現場立会》

コンクリート打設時の品

質確認

12:00 昼休憩（１時間）

13:00 午後の業務開始

《会議》

施工業者との工程進捗

状況打合せ

14:30 《設計業務》
事務室内で設計

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

私達の仕事には道
路、河川、上下水、
他にもまちづくりの
計画など、「土木」
とひとことでは言い
尽くせない世界が広
がっています。

一緒に名古屋の街
を描きましょう！

（職歴）

平成19年４  

   事務所

平成21年４  

同局用地部測量課

平成22年４  

同局道路建設部

道路建設課橋梁係

平成29年4  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

橋梁係では、予期される大規模地震発生時に重要な役割を担
うべく、河川などによって分断された地域を繋ぐ橋梁を架設す
る事業を行っています。主な業務としては設計、工事監督のほ
か、河川管理者や、ガス・電気といった占用企業など関係機関
との調整を行っています。

私達の仕事は『どのようなモノを作るのか』といった構想か
ら、『構想をカタチにする』工事までに通して携わることがで
きます。難問に悩むことも多いですが、出来上がった構造物を
目にした時には胸が熱くなりますね。

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

建築技師の仕事は、
都市計画、 間開発の
支援、市営住宅や学校
の整備など、様々な視
点から名古屋のまちづ
くりに携わることがで
きます。

皆さん一緒に名古屋
をより良いまちにして
いきましょう！

（職歴）

平成26年4  
住宅都市局
都心まちづくり課

平成30年4  
現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

2027年のリニア中央新幹線の開業を見据え、名古屋駅周
辺において、世界都市に相応しいまちづくりを推進するた
めに、様々なプロジェクトに取り組んでいます。特に現在
は、名古屋駅の駅前広場を、利便性が高く快適で魅力ある
空間へと再整備することを検討しており、関係者等と協議
や調整を進めています。

しかし、解決しなければならない課題は多く、すぐに目
に見えて結果が出る仕事ではないですが、将来の名古屋の
まちづくりの一翼を担うことができるので、大変やりがい
があり、誇りを持てる仕事であると感じています。

技術（土木） 平成１９年度採用

緑政土木局道路建設部
道路建設課主査（事業調整）

可児 誠

技術（建築）

平成２6年度採用

住宅都市局リニア関連都心開発部
リニア関連・名駅周辺開発推進課
リニア関連整備係
技師

丹羽 一仁



技術（機械）

とある一日の

スケジュール

技術（電気）

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

進化するごみ処理を
担うメカニックとして、
我々と共に働いてみま
せんか？

皆さんの知識と技術
が名古屋の発展に貢献
することを期待してお
ります。

（職歴）

平成25年4  

環境局施設部大江破砕工場

（整備係）

平成28年4  

同局施設部南陽工場（整備係）

平成30年4  

同局施設部工場課計画係

（計画係、新工場建設推進担当）

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

ごみ焼却工場の設備維持管理が私の仕事です。担当
の設備が安定して稼働するよう、整備工事や補修工事
を設計します。工事の際には、監督員として現場と業
者さんとの間の調整を行います。

我々の工場は複雑で規模が大きい一方、非常に繊細
で、慎重に扱う必要があります。難解な設備の仕組み
に悩み苦しんだこともありましたが、徐々に理解をし
ていくことで解きほぐれていき、それらが仕事に結果
として表れたときにやりがいを感じます。

一日のスケジュール

08:30 業務開始

係内ミーティング

打合せ

本日行う設備保守工事について業者と

話し合う

09:00 資料作成

今年度行う担当工事の設計書を作成

11:00 工事進捗の確認

本日行っている工事の遅れ、施工ミス

がないか確認

12:00 昼休憩（４５分）

12:45 資料作成

今年度行う担当工事の設計書を作成

15:00 工事完了確認

本日行った工事の試運転確認に立ち

会う

17:00 業務終了

技術（機械） 平成２５年度採用

環境局施設部工場課計画係

技師 小泉 祥之

一日のスケジュール

08:45 業務開始

《現場調査》

改修工事の設計を行う

ため、地下鉄駅等の既

設設備の状況調査や新

設するケーブルの配線

ルート等の確認

12:00 昼休憩（１時間）

13:00 午後の業務開始

《電気設備図面作成》

現場調査をもとに工事

発注用図面の作成

16:00 《工事費の積算》

作成した発注用図面や

見積書等をもとに工事

費を積算

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

電気は製造業をはじ
め多くの業種の求人が
あり、進路に悩んでい
る方も多いと思います。
名古屋市には数多くの
施設があり、色々な設
備に携わる仕事があり
ます。今まで勉強して
きたことをぜひ名古屋
市で活かしてください。

（職歴）

平成22年4月 

交通局電気事務所

平成25年4  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

地下鉄の駅は現在耐震化工事を順次行っており、それ
に伴う駅の配電設備や照明設備、自火報設備等の改修工
事の設計積算業務を行っています。採用当初には電気事
務所に配属され、転てつ器やＡＴＣ装置といった鉄道信
号設備の保守管理業務にも携わりました。

自分で設計した設備の更新が行われ、始発電車が無事
に動いているのを見届けるときは、安心するとともに、
とてもうれしい瞬間です。利用者へのサービス向上に役
立てていることが実感でき、やりがいを感じています。

技術（電気） 平成２２年度採用

交通局技術本部車両電気部

電気課計画係 技師 若原 健二



技術（応用化学）

とある一日の

スケジュール

とある一日の

スケジュール

技術（造園）

一日のスケジュール

08:45 業務開始

《事務作業・分析準備》

メールチェック、データ

整理、分析機器の調

整

11:00 《試料準備》

水処理センターの試料

到着、試料の前処理

12:00 昼休憩（１時間）

13:00 午後の業務開始

午前に引き続き前処理

14:00 《分析開始①》

分析機器による分析

15:00 《分析開始②》

手分析、片付け、翌日

の準備
17:30 業務終了

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

名古屋市には、応用
化学の職員が活躍して
いる職場が多くありま
す。

皆さんも自分の専門
を活かしながら様々な
仕事に挑戦してみませ
んか？

（職歴）

平成22年4  

上下水道局水質管理課

平成25年4  

同局鍋屋上野浄水場

平成28年4  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

水処理センターで処理されている下水処理水の水質試
験を担当しています。下水処理水が法令で定められた基
準に適合していることを確認するとともに、試験結果か
ら水処理の状態を把握しています。試験結果によっては、
水処理センターの職員と連携し調査を行い、水処理の改
善に寄与しています。

日々分析機器を調整し試行錯誤しながら正確に水質試
験を行うことは、奥深く面白みがあります。また、自分
が出した試験結果が、水処理センターの運転条件を決め
る参考とされ、ひいては名古屋市の水環境の向上につな
がるため、責任は重いですが非常にやりがいを感じます。

一日のスケジュール

08:45 業務開始

《不具合箇所の情報収

集＆把握》

巡回警備委託等の報

告書確認

公園巡視員からの報

告書確認要望の電話

対応 等

12:00 昼休憩（1時間）

13:00 午後の業務開始

《出張：不具合箇所の

現地確認》

調査及び対策の検討

15:30 《事業者と打合せ》

直営で対処できない不

具合を解消するための
調整＆指示

17:30 業務終了

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

造園職は“みど
り”に関する仕事に
携わる機会は多く
あると思います。
維持管理以外にも、
公園緑地の整備や
有効活用など関わ
り方は様々です。
是非一緒にやりま
せんか？

（職歴）

平成24年4  

緑政土木局

緑地部緑地維持課

平成28年4月 

同局天白土木事務所

維持係

平成30年4  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

土木事務所では、公園や街路樹の修繕・維持管理等を担当しています。

地域住 の皆さんが安 ・安全に公園・街路樹を楽しんで頂けるよう、樹 
の剪定・刈込、除草、ゴミ拾いなどの委託発注及び監督、また通報により判明
した各種施設の不具合解消など臨機の対応を行っています。

樹木の枯枝除去や水飲みの破損部品の交換などの現場対応を行った際に「あ
りがとう」と声をかけて頂いた際には嬉しいですし、子どもたちが元気よく公
園の遊具や広場で遊んでいる姿を見るとやりがいを感じます。

技術（造園）

平成２４年度採用

緑政土木局緑地部緑地事業課

整備係 技師 島崎 康彦

技術（応用化学）平成２２年度採用

上下水道局技術本部施設部
水質管理課水質管理第二係

技師 滝本 直啓
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消 防

10

一日のスケジュール

08:45 業務開始・大交代

始業点検(消防車両や積

載された資機材の点検)

09:30 通告(当日の業務確認)

10:00 訓練(災害現場を想定

した訓練を実施)

12:00 昼休憩（1時間）

13:00 訓練及び管内調査等

17:30 午後の業務終了

(食事休憩あり)

18:30 通告

(次当番の編成・業務確

認)

19:00 事務処理・訓練(自主)

23:00 夜勤(～7:00)

(５班交代制)

翌08:45 大交代・業務終了

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

消防局の職員全員が市 の
方々の安心・安全を守る使命
を持ち、互いに高め合い、足
りない部分は補い合いながら、
日々業務を行っています。

私たちと一緒に災害から市
 の 々の笑顔を守りましょ
う！

（職歴）

平成24年4  

消防学校

平成25年4  

中消防署予防課

平成28年4  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

現在は指揮調査隊の一員として火災や救助等の現場に
出動し、消防隊が円滑に活動できるよう指揮・支援を行
うとともに、火災原因等の調査を担当しています。

消防には他に救急業務や119番通報を受信する指令業
務、建物や危険物施設の安全指導等を行う予防業務など
様々な仕事があり、時には人の命に係わる場面もありま
す。そうした中で「ありがとう」と感謝の気持ちを伝え
てもらった時、消防という職に誇りとやりがいを感じま
す。

消防 平成２４年度採用

消防局中村消防署消防第二課
消防係

消防官 吉原 文子

学 校 事 務
一日のスケジュール

08:15 業務開始

《学校運営業務》

防災訓練に向け、業者と

打ち合わせ

10:00 《予算編成資料作成》

11:00 《文書収受》

学校に届く書類の確認

11:30 《給与関係事務》《昼食》

非常勤職員の任用・報酬

に係る事務

13:00 《経理事務》

施設修繕工事の契約

手続き

15:45 休憩（45分）

16:30 《備品管理》

納品対応及び倉庫の消耗

品在庫確認

16:45 業務終了■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

学校間で連携するこ
と等により、学校事務
の効率化に向けた取り
組みをしています。あ
なたの力を貸してくだ
さい！夢に向かう「な
ごやっ子」の背中を一
緒に押してみません
か？

（職歴）

平成21年４  

名古屋市立山田小学校

平成22年４  

名古屋市立新栄小学校

平成27年４  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

学校における事務は、予算計画・管理、備品管理、文
書管理、経理、給与、服務、福利厚生、税金事務、出張
旅費、就学援助など幅広く、学校事務職員はその中心的
な役割を担っています。特にお金に関わる仕事が多いで
すね。子どもたちにとっての学校、教職員にとっての職
場、どちらも支える仕事です。基本的に私たちは各学校
に一人のみ配置されているので、その苦労はありますが、
自分が調達した物品が使われている授業を見ると、教育
に貢献できたとやりがいをしみじみと感じますね。

学校事務 平成２１年度採用

教育委員会事務局
名古屋市立神の倉中学校

学校事務職員 市川 稔



衛生

11

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

衛生職では、配属
先として検査所や各
区の保健センターな
どがあり、幅広い業
務に関わることがで
きます。覚えること
が多く勉強の毎日で
すが、その分やりが
いや達成感も大きい
と思います。是非一
緒に名古屋の食の安
全を守りましょう。

（職歴）

平成26年４  

緑区緑保健所

健康安全課（食品獣疫担当）

平成29年４  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

当検査所は、名古屋市の中央卸売市場本場の
中にあり、主に市内を流通する食品の微生物検
査と食品添加物等の理化学検査を行っています。
私は微生物検査を担当しており、食品中の食中
毒起因菌等の検査をしています。その他には、
市場内の業者からの食品に関する苦情相談対応
や施設の営業許可に関する業務も行っています。
また、早朝に市場の監視を行い、食品の抜き取
り検査や食品表示の確認等も行っています。

名古屋の の安全を守り、市 の皆様に安 
して食を楽しんでいただけるよう責任とやりが
いを持って業務に取り組んでいます。

8:45 業務開始

≪検査業務≫

食品の微生物検査

11:30 ≪事務作業≫

検査記録簿の記入

12:00 昼休憩（1時間）

13:00 ≪検査業務≫

食品の微生物検査

15:00 ≪事務作業≫

検査記録簿の記入

15:30 ≪苦情相談対応≫

異物等、食品の苦情対応

食品表示に関する相談受付

17:00 ≪事務作業≫

検査成績書の作成

翌日の業務の準備確認

17:30 業務終了

一日のスケジュール

とある一日の

スケジュール

薬 学

一 日 の ス ケ ジ ュ ー ル

08:45  病棟のカンファランスに参加

入院患者の経過、治療方針等の情報収集、使

用薬剤に関する情報提供

09:30  集中治療センターでの病棟薬剤業務

処方提案、薬剤の投与量、相互作用等を確認

12:00 昼休憩（45分）

12:45 救急病棟での病棟薬剤業務

入院患者の薬歴・副作用歴・アレルギー歴の

確認、入院後の処方薬剤の確認

15:00 感染制御チームの合同カンファランスに参加

入院患者の感染症治療について打ち合わせ

16:00 薬剤管理指導業務

入院患者に服用薬剤の薬効、服用上の注意、

副作用についての説明

17:15 当直開始

救急患者の処方監査、薬剤交付

翌０8:45 業務終了

■未来の後輩へ！

東部・ 部医療セン
ターの特色の違う病院
で勤務を行うことから、
意欲次第で様々な分野
の業務に関わることが
できます。一緒に臨床
現場で活躍できる薬剤
師を目指しましょう。

（職歴）

平成21年４  

健康福祉局食品衛生検査所

平成24年 

病院局東部医療センター病院

薬剤科

平成24年 

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

東部医療センターでは、患者に投与される薬剤が
適切に使用されるよう、処方内容の確認や患者への
薬剤に関する指導をしています。その中で私は、救
急センター及び集中治療センターに入院している重
症患者に対する薬物療法の最適化のため、投与薬
剤・投与量・検査値等を確認し、患者の病態に応じ
た処方提案や治療効果と副作用の確認を行っていま
す。

提案した内容で治療されて効果が得られた際や副
作用を早期に発見でき重篤化を回避できた際にやり
がいを感じます。また、患者が無事退院された際に
はよかったと思えます。

薬学 平成２１年度採用

病院局西部医療センター病院薬剤科

薬剤師 長水 正也

衛生 平成２６年度採用

健康福祉局健康部食品衛生検査所

技師 中居 慎吾



管理栄養
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■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

保健センター栄養士としての
職務のみでも、非常に幅広い業
務に携わることができます。経
験豊富で優しい先輩方や、他の
職種の方と一緒に行政の栄養士
として働いてみませんか？

（職歴）

平成26年４  

名東区名東保健所

平成30年4  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

保健センターにおける乳幼児健康診査や教室等において、試食提供や
調理実習を取り入れながら栄養指導を実施、また地域のサロンに出向い
て栄養講話を行います。他にも区内給食施設の栄養改善指導を目的とし
た巡回や講習会の開催、飲食店を通した食育の推進を行っています。

乳幼児から高齢者まで幅広い世代の方に食事の指導ができること、ま
た区や名古屋市の状況に応じた食育の取り組みができることにやりがい
を感じています。経験や知識を重ね、 分  も成 していける職場で
す。

一日のスケジュール

08:45 業務開始

主催事業の準備

09:30 ≪主催事業の実施≫

離乳食教室

・試食を用いた離乳食講話

・個別相談

11:30 片付け

12:00 昼休憩（1時間）

13:00 午後の業務開始

≪給食施設巡回≫

給食施設へ巡回し、食事提

供状況について聞き取り調

査・指導等を行う

≪事務作業≫

教室や巡回の記録作成

17:30 業務終了

管理栄養 平成２６年度採用

東保健センター
保健予防課 保健感染症係

管理栄養士 樋口 展子

一日のスケジュール

08:45 朝礼・業務開始

入院動物の状態確認

前日の申送り事項確認

09:00 オオカミの手術

11:00 カンガルー診療・注射

11:30 カメ診療・

その他動物の診療

12:00 昼休憩（1時間）

13:00 午後の業務開始

13:15 ライオン健康

麻酔下で爪切り・採血

等

14:30 血液検査

15:30 省庁への申請書作成

16:30 他園との動物移動調

整

17:00 診療カルテの

入院動物の状態

業務日誌の記録

17:30 業務終了

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

名古屋市の獣医職
の業務内容は幅広く、
職場によって大きく
違います。時には獣
医の枠組みを超えた
業務携わることもあ
るため、様々な経験
を積むことができて
非常に働き甲斐があ
ります。

（職歴）

平成21年４  

現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

東山動植物園の動物の健康管理や防疫、動物の個体
情報の管理、剖検、希少動物の保全・繁殖を行ってい
ます。また、大学等と共同研究、国内外の動物園との
動物移動等の調整事務、展示物の作成、サマースクー
ル（飼育体験）の企画・運営など、幅広い業務に携わ
ります。

動物の病気の治療がうまくいったときや希少種の繁
殖に携わったときに一番やりがいを感じます。哺乳類、
鳥類、は虫類といった多種多様な動物を診療するので、
日々多くの知識や技術を勉強する努力が必要です。

獣医 平成２１年度採用

緑政土木局東山総合公園東山動物園

指導衛生係 獣医師 佐藤 康弘

獣医



保育Ⅰ

保育Ⅱ
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一日のスケジュール

08:30 業務開始

子どもの受入・視診

園庭で子どもと遊ぶ

09:30 入室 朝の会

主活動

（製作・集団あそびなど）

11:30 給食準備～片付け

12:30 室内または園庭で

子どもと遊ぶ

13:30 休憩

14:30 おやつ準備～片付け

15:15 帰りの会

15:30 保護者への引渡し

16:00 遅番職員へ引継ぎ

環境整備・記録記入

保育準備・会議 等

17:15 業務終了

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

たくさんの出会いが
私  を成 させてく
れます。子どもたちと
過ごす日々には笑いや
感動がいっぱいで、と
てもやりがいがありま
す。ぜひ、この喜びを
共有しましょう！

（職歴）

平成19年４月 

 ども 少年局

星ヶ丘保育園

平成24年４月 

同局安田保育園

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

５歳児クラスの担任をしています。子どもたちは遊びの中
で色々なことを学びますので、豊かな経験ができるように環
境を整えて保育をしています。子どもの「できた！」「見
て！」に出会える瞬間は感動的で、その発想のおもしろさに
驚かされます。そして、保育は責任が大きくたいへんなこと
もありますが、保護者の方と子どもの成 について語り、喜
びあえることはこの仕事ならではの素敵なことです。

また、子育て支援の取組みも積極的に行い、地域とのつな
がりを大切にしています。

一日のスケジュール

09:00 業務開始 夜勤者より引継ぎ

09:20 朝礼・寮内清掃

10:00 会議

11:30 昼食準備→昼食

12:00 休憩

13:00 事務作業

14:00 入所児学校迎え

15:00 翌日学校準備・入所児と散

歩・おやつ

16:45 夜勤者へ引継ぎ

17:00 事務仕事

17:35 業務終了

■未来の後輩へ！■未来の後輩へ！

職場には一緒に悩ん
でくれる同僚、優しく
アドバイスしてくれる
先輩がいます！子ども
たちの笑顔を見たり、
成 を実感できたりす
ると、とても嬉しい気
持ちになれますよ。

（職歴）

平成26年4月 現所属

■こんな仕事をしています■こんな仕事をしています

重度の知的障害を持つ子どもたちの生活の援助と指導の担当をしていま
す。子どもたちがここを出てグループホームなどに入所した時も困らない
よう身の回りのことが自分で出来るようにしたり、一緒に散歩に行ったり、
パズルをおこなったりします。言葉によるコミュニケーションを取ること
が難しい児童とコミュニケーションを取ることは難しいですが、絵カード
を使ったり、身ぶり手ぶりで頑張れば気持ちは通じ合えます。そんな時に
達成感とやりがいを感じることができます。

保育Ⅱ 平成２６年度採用

子ども青少年局あけぼの学園指導第２係

保育士 成清 吏紗

保育Ⅰ 平成１９年度採用

子ども青少年局 安田保育園

保育士 前野 裕里



第１類(大卒程度) 第２類(高卒程度) 免許資格職

事務、技術 消 防 事務、技術 消 防 保育Ⅰ・Ⅱ（注）

211,025円 216,775円 171,120円 182,160円 211,025円

■初任給の例 （給料月額に地域手当を加えたもの）

（注）大学卒の場合です。

※平成31年度の例です。

・ このほか、期末・勤勉手当４．４５月/年をはじめ、扶養手当、通勤手当、住居手当などの諸手当があります。

・ 初任給は、学校卒業後の経歴に応じて加算される場合があります。

■勤務日及び勤務時間（原則）

勤務日 月曜日から金曜日 ８時45分から17時30分まで

休 日
土曜日、日曜日、国民の祝日

年末年始（１２月２９日から１月３日まで）

休 暇 年次休暇 ２０日、夏季休暇 ５日、結婚休暇 ５日 など

■福利厚生

カフェテリア事業、健康診断、人間ドック、クラブ活動など

遠方の方には、職員寮があります。

本市には、あなたがこれまで培ってきた知識・技術を活かすことができる様々

な職場があります。

３年から７年をめどに職場をかわり、新たな経験をつむことができます。

担当者としてさまざまな仕事を経験した

後、係長試験を経てより大きな仕事にチャ

レンジできます。

ポストが上がると、見えたり触れたりでき

る世界が、より一層広がっていきます。

■配属

■昇任

担当

係長

課長
部長

局長

勤務条件、配属・昇任勤務条件、配属・昇任
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松雄 俊憲
Matsuo Toshinori

（主な職歴）

本市採用 南区保険年金課（昭59.4）

係 昇任 東京事務所主査（平7.4）

課 昇任 総務局企画部主幹（平17.4）

市 室主幹（平19.4）

総務局総務課 （平21.4）

部 昇任 総務局総合調整部 （平23.4）

健康福祉局 齢福祉部 （平25.4）

局 昇任 総務局企画調整監（平28.4）
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世界に冠たる「NAGOYA」をめざすー 失敗を恐れず、フットワークのよい人に期待 ー

「これからの10年で、世界に通用するNAGOYAを創る。」

今、各局の若手職員と熱い議論を交わしています。

名古屋の強みは「圧倒的な暮らしやすさ」と「強い経済力」。これを礎に、

名古屋城天守閣木造復元を始め２０２６年のアジア競技大会の開催や翌２０２７年

の名古屋ー東京間を４０分で結ぶリニア中央新幹線の開通、子どもと親の総合支援、

女性の活躍推進など、名古屋が飛躍するビッグプロジェクトが目白押しです。

230万市 の暮らしを守りつつ国家レベルの仕事にも挑戦できる、その幅の広さ

が政令指定都市・名古屋市の魅力です。

“日本の元気を名古屋が支える”名古屋への情熱と高い志を持った若い皆さんと仕事

ができるのを、今から本当に楽しみです。

局
長

渡邉 猛
Watanabe Takeshi

課
長

未 来 の あ な た

「上司や部下に恵まれ、やりがいをもって仕事に取り組む」

採用後は道路・橋梁の建設や維持を担う部署に配属されました。

右も左もわからない中、先輩方に支えていただきながら、技術的にも多くのことを学び、また現場では地域の方と

接することで、担当者として多くの貴重な経験を積むことができました。

現在は管理職という立場で、交通安全におけるハード施策に携わっています。

人の命に係わる難しい課題もあり、仕事における責任も係 職に べれば大きく

はなります。また、交通安全施策はハード整備だけではなく、規制や啓発などと

連携することで効果が発揮されるため、関係機関との調整事も多くなりますが、

部下にも支えられ、また、相談すれば気軽に応じてくれる上司や同僚にも恵まれ、

やりがいをもって仕事に取り組んでいます

小泉 さよ子
Koizumi Sayoko

係
長

加藤 里香
Kato Rika

部
長

「市役所は、さまざまな経験ができる場所」

まわりのサポート体制があったからこそ、どの職場も居心地が良く、仕事もプライベートも楽しんできました。

貿易、産業、デザインなどの経済分野に 較的 く携わってきましたが、幅広い分野の仕事を経験できるところも、

推奨できる点です。昇任で更に職域は広がります。係 昇任では、国連の機関で勤務する

機会を得、まさに世界が広がりました。福祉やまちづくりの分野は、自身の生活にも

役立ちます。

大切にしてきたことは、当事者の主体性と、そうなんだ、と共感することです。

職員一人ひとりが、仕事を楽しむことで、持てる力を発揮してほしいと思っています。

     魅力向上 日々取 組     」

様々なメディアでの報道で一躍有名になってしまった「行きたくない街」のイメージですが、それを覆すには

どうしたらいいか、皆で意見を出し合い、人に話を聞き、頭をひねる毎日です。

街は行政だけでつくれるものではなく、企業や地域の方々、教育機関など、

いろいろな人が関わってかたちができていくものであり、その過程そのものが

シビックプライドの向上、都市への愛着や誇りを育んでいくものだと思っています。

ナゴヤのために、ぜひ一緒に働きましょう。
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（主な職歴）

本市採用 土木局建設課（平9.4）

係 昇任 港  事務所 務係 （平21.4）

緑政土木局自転車利用課主査（平24.4）

緑政  局道路維持課維持係 （平29.4）

課 昇任 緑政土木局路政部主幹（平30.4）

（主な職歴）

本市採用  区市 課（昭58.10）

係 昇任 (財)名古屋国際センター（平10.4）

（国際連合地域開発センター派遣）

課 昇任 名東区区  活部主幹（平20.4）

名東区企画経理室 （平22.4）

市 経済局産業部主幹（平24.4）

市 経済局広聴課 （平25.4）

監査事務局特別監査室 （平27.4）

部 昇任 南区区 福祉部 （平29.4）

南区保健福祉センター福祉部 

（平30.4）

（主な職歴）

本市採用 水道局天白営業所（平11.4）

係 昇任 環境局生物多様性企画室主査（平21.4）

市 経済局地域安全推進課主査（平24.4）

教育委員会事務局スポーツ振興課

市 スポーツ係 （平28.4）

観光文化交流局ナゴヤ魅力向上室

ナゴヤ魅 向上係 （平30.4）
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■自己成長ができる名古屋市はおすすめ■自己成長ができる名古屋市はおすすめ■責任感を持って仕事にあたる■責任感を持って仕事にあたる

これまでに、2人の子どもの育児休業と保育職
免を取得してきました。毎日がとても慌ただしく
過ぎていきますが、仕事の時間中は仕事に、帰宅
後は子どもとの時間に集中し切り替えることで、
限られた時間を有効に使い、どちらも充実したも
のにできると考えています。

職場では、育児経験のある上司や同僚も多く、
理解やフォローをいただきやすい環境が整ってい
ます。一方で、責任感を持って仕事にあたること
で、より両立しやすい環境を自ら作ることを心が
けています。

市役所職員の仕事は多岐に渡り、みなさんがや
りがいを感じることのできる仕事がきっとありま
す。家庭との両立を図りながら、様々なことに挑
戦してみませんか？

行政（事務） 平成１９年度採用

観光文化交流局付主査

(公財)名古屋市文化振興事業団

堀 紗代子

AR

行政（事務） 平成２２年度採用

市長室秘書課庶務係

主事 伊東 達也

育児に関する主な休暇

産 前 産後 休 暇 産前に８週間、産後に８週間の休暇があります

育 児 休 業 子どもが満３歳になるまで取得できます

部 分 休 業 子どもが小学校へ入学するまで取得できます

分べん看護職免 配偶者が出産したあと５日間取得できます

仕事と育児の両立～これが私の働き方～

※このほかにも、子どもが病気の際に取得できる休暇などがあります。

ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス

子育ては今この瞬間にしか味わうことができな
い重要なことだと思い、業務が多忙な時期でした
が、職場の理解もあり、第１子、第２子ともに約
１ヶ月の育児休暇を取得しました。子どもに寄り
添える喜びを感じるとともに、夜泣きで睡眠が取
れない中で育児や家事を行うなどの苦労も体感す
るなど、とても貴重な時間でした。この経験を職
場のワーク・ライフ・バランスの向上等に役立て
いきたいです。

本市は福祉やインフラ等、様々な業務を担って
おり、常に  成 できる職場環境であり、ワー
ク・ライフ・バランスも推進されています。仕事
とプライベートが両立できるからこそ、仕事にも
専念することができます。やりがいを感じ、自己
成 もできる名古屋市役所はおススメです。
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■基本研修

■スキルアップ研修

新規採用

２年目

３年目 中堅 主任・技能主任

係長試験合格者

新任係長 新任部長新任課長

３年目 中堅

キャリアデザイン

主任・技能主任

コミュニケーションスキル

新任係長（課長 部長）

マネジメント、部下育成

年数や役職に応じた研修（例）

職 員 の 研 修職 員 の 研 修

新規採用職員研修（1年目）

名古屋市では、市職員として必要な知識やスキルを身に付けるための研

修プログラムを用意しています。

名古屋市では、市職員として必要な知識やスキルを身に付けるための研

修プログラムを用意しています。

《4月》合同・クラス別 《5~6月》合宿 《7~12月》福祉施設 《1月》ふりかえり

ジャンプアップ研修

伝える力向上講座

折衝・調整力向上講座

タイムマネジメント講座

ＰＤＣＡサイクル実践講

座 など

派遣研修

企業派遣

ＮＰＯ団体派遣

全国市町村文化研修所

派遣

衆議院法制局派遣 など

自己啓発支援

手話講座

ＴＯＥＩＣ受験

各種通信講座

（語学、法律等） など

福祉施設で実

習を行い、人権

感覚などを身に

付けます。

ビジネス・接遇
マナーなど市職
員としての基本
を幅広く身に付

けます。

課題解決型の
グループワークを
通じ、チームワーク
の重要性などを学び
ます。

仕事に対する意識
や行動をふりかえり、
今後求められる役割
について理解を深め
ます。




