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～戸田で輝く君が見たい～

Action!
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市民ニーズの多様化への対応や都市部特有の地域課題などを解決するため、自治体経営は

変革を求められています。市民との距離が近い市役所では、これまで以上に、市民に寄り

添い、そして市民と一緒にまちづくりを進めていく視点が重要になります。

また、まちづくりは、これまで積み重ねてきた歴史や文化の上に、そこに住まう人々の意志

が重なることで新たな魅力が生まれます。戸田市の未来を市民と一緒に築き上げることが

私たち戸田市職員の仕事です。

戸田市では、幅広い視野を持ち、何事も前向きにチャレンジすることで、じぶんと戸田市

の未来に向けて、自他ともに変革できる職員を求めています。

じぶんと戸田市の未来のため、
新たなステージへ

人口   138,238人（29.6.1現在）

世帯数   63,789世帯（29.6.1現在）

面積   18.17㎢

市制施行   昭和41年10月1日

職員数   901人（29.4.1現在）
　　　（特別職・再任用短時間職員を除く）

戸田市データ
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22年連続県内1位の若さ

40.2歳戸田市民平均年齢

全国10位（持続可能な都市のランキング）

県内1位サステナブル度調査

全国8位（日本経済新聞社）

県内1位経営革新度調査

全国16位（東洋経済新報社）

県内2位住みよさランキング「快適度」

全国7位（東洋経済新報社）

県内1位財政健全度

全国7位（平成27年度国政調査結果）

県内1位人口増加率

課題もあります… 犯罪発生率県内72市区町村中　ワースト9位 公共施設の老朽化 待機児童数の増加

オリンピック東京大会の舞台となった
「戸田ボートコース」。市民は、戸田市な
らではのスポーツ「ボート」に慣れ親しむ
とともに、全日本選手権など迫力満点
の競技風景に熱い声援を送ります。

ボートのまち「とだ」
昨年約50万人が訪れた「戸田橋花火大
会」は戸田市の大きな地域資源の一つで
す。戸田市の認知度を高めるものであり
ますが、何より、そこに住まう人々のま
ちへの愛着が育まれる大切なものです。

地域資源とシティセールス
「戸田ヶ原」の自然再生や、水辺や緑地
をつなぎ、生き物を呼び込む「水と緑の
ネットワーク形成プロジェクト」が評価
され、生物多様性に優れた自治体ラン
キングで1位に選ばれました。

首都に隣接オアシス都市

戸田市では「自治基本条例」を定めたこ
とにより、これまで以上に自治を推進し
ていきます。市民、議会、行政が認め
合い、助け合い、協力し合うことにより
理想のまちを実現します。

協働によるまちづくり
おもてなしの心に出会える通りなどを
テーマに、市民と地域の特徴を活かし
た景観づくりを推進している「市役所南
通り沿道景観づくり推進地区」。沿道の
公園からは音楽が聞こえてきます。

美しいおしゃれなまち並み
戸田市は、荒川の氾濫により度々浸水被
害を受けてきました。切迫性が高い首都
直下地震では、大きな被害が予測される
ため、災害から市民を守るための地域防
災力の強化に努めています。

地域防災力の強化

もっとつくりたい、戸田市のイイトコ

ずっと残したい、戸田市のイイトコ

昭和６０年に埼京線が開通し、それまで広がって
いた田畑が住宅地へと変貌してきました。北戸田
駅前の30年前と今のように、市内を計画的により
安全で快適な空間へと整備をしていきます。

進化し続けるまち「戸田市」

平成26
年7月1日

施行

電線の地
下埋設を

実施

第64回
戸田橋花

火大会

平成29
年8月5

日㈯開催
予定
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練

平成29
年9月2
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施予定
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性に優れ

た
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全国1位
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こんなこと
やってます！

私たち

市政情報・文書担当は、日常業務の中

で発生する行政文書や市民の皆様

の個人情報の適切な管理に努め

るとともに、市民に広く意見を求

めるパブリック・コメントの実施を

通じて、開かれた市政を推進して

います。

法制担当は、市の様々な業務を行

う上での根拠となる条例、規則な

どの制定改廃に係る審査及び指導を

行っています。

人権担当は、一人ひとりの人権が尊重

された、差別のない、暮らしやすい地

域社会の実現を目指しています。

庶務課は、市民と直接やり取りする機会

は少ないですが、市民サービスの基盤

を支えています。

水道施設課は、市民の皆様に常に安全できれ

いな水を供給すること、そしてこれを将来に

わたり持続していくことを最大の目標としてい

ます。主な業務内容として、浄水場の運転や

水質の管理、老朽化した管路や施設の更新工

事、配水管のルート変更や新設の工事、給水

引き込み工事の審査、水道メーターの定期交

換、漏水や出水不良、濁り水などへの突発的な

対応などがあり、課内で分担して行っています。

今日では、災害に強い水道を整備していくことが

重要視されており、管路や施設の耐震化や浸水時

にも稼働可能な配水設備の構築なども進めてい

ます。

防犯くらし交通課には、４つの担当があります。

防犯担当：犯罪のないまちづくりのために、防犯

パトロールの実施や市民向けの防犯メールを配

信する等、地域・警察と連携した防犯対策を行っ

ています。

相談担当：生活に係る様々な悩みを無料で相談で

きる窓口を開設しています。

消費生活センター担当：暮らしに役立つ情報の提供や消

費者被害を未然に防止するための相談、消費生活展

等を行っています。

交通担当：交通安全教室や啓発活動等の交通安全対策

を行っています。また、コミュニティバスの運行管理、放置

自転車対策等も行っています。

市民のみなさんが安全で安心して生活ができるよう幅広い業

務を行っている部署です。

土地区画整理事業は、地

権者から土地を提供して

もらい、道路や公園を新

たに整備することでよりよ

いまちをつくっていく事業で

す。当事務所では、地権者の移

転場所である仮換地の設計、移

転先への補償交渉、道路築造

等の設計から工事監理まで多

岐にわたり業務を行っていま

す。地権者や関連業者等との

調整において、大変なことも

ありますが、まちが目に見え

る形で整備され、綺麗になっ

ていく姿をみることができ、未来あるまちづくり

を実感できるやりがいある仕事です。業務を通

じて、自身のスキルアップも図ることができ、大

変意義のある重要な仕事だと感じています。

庶務課
（事務）

水道施設課
（技術（土木））

防犯くらし交通課
（事務）

土地区画整理事務所
（技術（土木））

縁の下の力持ち！

みなさんの安心・安全なくらしを支えています！

戸田市の未来を切り拓いていく仕事です

安全できれいな水の

安定供給を目指しています

Action!
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市職員に
聞いてみました！

こんなこと
やってます！

保険年金課では、国民健康保険、後

期高齢者医療制度、国民年金の業務を

4担当で行っています。国民健康保険

と後期高齢者医療制度の業務では、保

険証の発行や保健税・保険料の賦課、

特定健康診査を実施しており、国民

年金の業務では、第1号被保険者への

加入や年金請求などを実施しています。

どれも市民の方が健康でよりよく生活す

るために必要な、とてもやりがいのある仕事

です！また、国民健康保険制度は平成30年度から広域

化し、埼玉県と共同運営となるなど制度が大きく変わ

ります。皆さんもぜひ私たちとともに、この制度の大改

正を乗り越えませんか！

こども家庭課は、児童手当やこど

も医療費助成など、子どもたちの健

やかな成長を支援する『医療・手当担当』、

子育て中の親子の交流やリフレッシュを

図るサービスの提供や乳児期から子育て

期までの子育て相談に応じ、子育て不安

の解消を図る『子育て支援担当』の２つの

担当から構成されています。

戸田市は平均年齢が県内で一番若く、子

育て世帯も多いため、子育て支援に特に

力を入れています。その大切な役割を担っ

ているのがこども家庭課です。子どもた

ちの輝く笑顔のため、子育てを応援する

とてもやりがいのある職場です。

入札検査課は２つの担当で構成されて

います。

『入札担当』は市が必要とする物品の

購入、工事や業務委託などの発注

先を公平公正に選定します。

『検査担当』は道路や公共建物など

の工事の進捗に伴い、契約のとお

りに品質が確保されているかを検査

します。

検査担当における技師としての仕事

内容ですが、道路の工事では、作業内

容はもちろん、付近を通る利用者全体

の安全も考慮して指導を行います。ま

た、公園などの工事では、利用する子

供達が怪我をしないように、遊具の裏

の裏まで直接手で触って品質を確認し

ます。大変やりがいのある仕事ですよ。

環境課は、再生可能エネルギーの普及など

の政策的事業や公害対策、また、一

般廃棄物に関する事業など幅広い

事業を行っており、市民の生活に

密着した仕事が多くあります。環

境政策担当では、環境フェアな

どイベント関連の事業、温暖化

対策事業である太陽光パネル設

置費補助、緑のカーテン事業として

のゴーヤ苗配布など、環境に配慮し

た事業を行っています。多様な業務

があり、目の前の仕事をこなす

だけでも大変ですが、その分達

成感もあります。

　これからも市民の皆様が快

適に暮らしていけるよう、さら

に環境にやさしいまちをめざし、

職務に取り組んでいきます。

やかな成長を支援する『医療・手当担当』、

子育て中の親子の交流やリフレッシュを

図るサービスの提供や乳児期から子育て

期までの子育て相談に応じ、子育て不安

の解消を図る『子育て支援担当』の２つの

担当から構成されています。

戸田市は平均年齢が県内で一番若く、子

育て世帯も多いため、子育て支援に特に

力を入れています。その大切な役割を担っ

ているのがこども家庭課です。子どもた

ちの輝く笑顔のため、子育てを応援する

とてもやりがいのある職場です。

環境課は、再生可能エネルギーの普及など

置費補助、緑のカーテン事業として

のゴーヤ苗配布など、環境に配慮し

た事業を行っています。多様な業務

に環境にやさしいまちをめざし、

入札検査課は２つの担当で構成されて

います。

『入札担当』は市が必要とする物品の

購入、工事や業務委託などの発注

内容ですが、道路の工事では、作業内

容はもちろん、付近を通る利用者全体

の安全も考慮して指導を行います。ま

保険年金課では、国民健康保険、後

期高齢者医療制度、国民年金の業務を

4担当で行っています。国民健康保険

と後期高齢者医療制度の業務では、保

険証の発行や保健税・保険料の賦課、

るために必要な、とてもやりがいのある仕事

こども家庭課
（事務）

入札検査課
（技術（建築））

環境課
（事務）

保険年金課
（事務）

地域全体で子育て中の

パパ・ママを応援します！

市民の財産や安全を、

影で支えています！

これからも自然環境に配慮し、戸田市の未来を創ります！

保険年金課で医療や年金制度を支えましょう！
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8:10 ▶ 出勤

8:30 ▶ スケジュール、メール確認
今日１日のスケジュールの確認とメールのチェックを行い
ます。

9:00 ▶ 各機関からの通知・照会への回答
国、県及び庁内からの通知・照会に対して、過去のデータ
や市の計画・状況等を確認して回答します。

10:00 ▶ 学校での打ち合わせ
改修工事が予定されている学校で、学校長・教頭に改修工
事の概要等を説明し、学校側の意見を聞き取ります。

12:00 ▶ 昼食
休憩スペースで同期とお弁当を食べながら日々の話をし、
午後に向けてリフレッシュします。

13:00 ▶ 会議への参加
小中一貫校設立準備委員会に参加します。私は会議録の作
成を担当しているため、発言者の言葉を録音してメモを取
ります。

15:00 ▶ 会議録の作成
先ほどの会議で録音・メモしたデータを基に、会議録を作
成します。発言者の言葉の真意を理解し、話し言葉から書
き言葉に変換して会議録に記入します。

16:00 ▶ 課内での意見調整・方針の確認
現在進めている事業の進捗状況と、これからの方針につい
て、課内で打ち合わせを行います。課内において共通認識
を持つことで、仕事を的確に進めることができます。

17:30 ▶ 退庁
帰宅後、趣味の料理をして気分転換し、明日へのパワーを
充電します。

教育総務課

平井　亘 主事
平成27年度採用

Daily Schedule

戸田市の教育環境の整備に関わる仕事をしていま
す。主な担当業務は、小中一貫校設立に向けた準
備委員会の運営、学校施設整備に係る国庫補助金
の申請、ＩＣＴ教育機器の導入、市内在住の学生
への奨学資金の貸与などです。

現在の仕事について、魅力、やりがいなど教えてください。Q1

教育総務課の仕事は多岐にわたり、学校現場で先生方と調整をするな

ど、柔軟な対応力が求められます。覚えなければならないことも多く、

大変なこともありますが、学校で児童生徒の皆さんが元気に過ごして

いる姿を見ると、皆さんの未来のためにもっと頑張れなければと感じ

ます。

今までの仕事で印象に残っていることや
大変だったことを教えてください。

Q2

昨年度、保護者と地域住民の方々に対して開催した、小中一貫校の設

立に関する説明会では、私自身が想像していたより、保護者と地域住

民の方々が数多く出席され、賛否両論様々な御意見が寄せられたこと

がとても印象的で、市民の方々の教育に対する関心の高さを改めて実

感いたしました。また、説明会に向けて先輩や関係各課と協力しなが

ら準備を進めたことで、チームワークの大切さを学びました。

受験生のみなさんへメッセージをお願いします。Q3

一言で市役所の仕事といっても、配属される課や担当によって行う業

務は異なりますが、「市民のために」という原点のもと、連携して業務

を推進しております。行政ニーズも多様化しており、市役所に求められ

る仕事も増えていますが、原点を忘れずに謙虚な姿勢で仕事をしてい

けば、周囲も協力してくれます。一緒に働ける日を楽しみにしています。

職場には幅広い年代の職員がおり、
皆で協力しながら業務を推進して
おります。また、わからないこと
や心配なことがあれば、先輩や上
司に気軽に相談できる明るい雰囲
気のため、とても仕事がしやすい
環境だと感じています。

職場の雰囲気は？

事務

教育現場の支えとなるには
「チームワーク」が不可欠です

ARARAR

ARARAR ARアプリ「COCOAR2」で 左のマークが付いている写真を映すと、
先輩職員からのメッセージ動画がご覧いただけます。
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8:10 ▶ 出勤

8:30 ▶ 市民からの問合せ・窓口対応
電話や来庁された市民からの課税内容の質問に対して回答
しています。

10:00 ▶ パート職員への指示出し
一緒に業務を支えてくださるパート職員の方へその日に
やっていただきたい業務をお伝えします。

12:00 ▶ 昼食
同期と一緒に雑談をしながら、食事をしてリフレッシュ。

13:00 ▶ 発送物の確認
その日に発送する予定の通知等の発送物のチェックをします。

15:00 ▶ 事業所への問合せ
特別徴収をしている事業所からの提出書類に不備や不明点
があれば問合せをします。

16:00 ▶ 課税資料の入力確認
課税資料のシステムへの入力や入力が正しくされているか
の確認をします。

18:00 ▶ 退庁
時間が合えば、開館時間を延長している美術館に行き、仕
事で凝り固まった頭をリセットしています。

税務課

菅家 智代 主事
平成27年度採用

Daily Schedule

個人住民税の課税担当にいます。その中でも、個
人の住民税を給与天引きにより会社などの事業所
から納めていただく特別徴収を担当しています。
会社や個人から提出された課税資料を基にして税
額を計算し、公平・公正な課税に努めています。

平均年齢が若い職場です。若くても
難易度の高い仕事をどんどん任され
ます。分からないことがあっても教
えてくれたり、一緒に解決策を考え
てくださる先輩方ばかりなので、安
心して仕事ができます。自分の意欲
次第で大きく成長できる職場です。

職場の雰囲気は？

事務

「知識の厚み」が結果につながる
そこにやりがいを感じます

ARARAR

①AppStoreまたはGooglePlayにて「COCOAR2」をインストールします。
②アプリを起動後、マークの付いている画像をカメラにかざしてください。

現在の仕事について、魅力、やりがいなど教えてください。Q1

課税に関する知識は複雑で幅広いので身に付けるのは大変ですが、法

律に基づいて課税をしているので、正解が明確である点にやりがいを感

じます。また、同じ担当の方々と協力して進めなければならない仕事な

ので、担当全体で頑張って締日を迎えられたときには大きな達成感が

あります。

今までの仕事で印象に残っていることや
大変だったことを教えてください。

Q2

平成27年度の制度改正により、多くの事業所から問い合わせをいただ

きました。中には、制度に後ろ向きなご意見もありましたが、制度の

趣旨を丁寧に説明することでご理解いただきました。相手にとって難し

いこと、今まで知らなかったことに対しては不安を持たれることもあり

ますが、根拠を示しつつ丁寧に説明すればご納得いただけるのだと実

感しました。それ以後は、相手の疑問点を汲んで、どうすれば理解して

もらえるかを意識して説明するよう心がけています。

受験生のみなさんへメッセージをお願いします。Q3

今は将来に対して色々な選択肢があって悩みが尽きないかと思いますが、

必ず道は開けます。誰かの役に立ちたい、という気持ちがあるなら、公

務員も選択肢の一つに考えてみてください。戸田市のため、市民のため

に働きたい、という熱意のある方と一緒に働けることを期待しています。
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8:10 ▶ 出勤
各自及び担当内スケジュールを確認し、１日の流れを把握
します。

9:00 ▶ 窓口業務を含む内業
窓口や電話による市民からの道路照明灯や道路の舗装に関
するお問い合わせや要望の受付、業者からの申請の受理を
行います。

10:00 ▶ 現場確認
市民から受付けた連絡を基に、現地で状況を確認及び可能
な範囲で簡易的な対応を行います。

11:30 ▶ 担当内で打合せ
現場確認を行った箇所を上司に報告し、修繕の方法等を検
討します。

12:00 ▶ 昼食
同僚や先輩方とお弁当を食べ、午後の業務に向けて準備し
ます。

13:30 ▶ 市民との立会い
道路境界確認業務における、市民への官民境界の説明をし
ます。

14:30 ▶ 業者と打合せ
道路補修工事の施工方法や日程を確認します。

15:30 ▶ 設計書等の資料作成
道路施設の修繕実施にかかる設計書や案内図を作成します。

16:30 ▶ 報告書の確認
委託業務を受注した業者から提出された報告書を確認します。

17:45 ▶ 退庁
翌日のスケジュールを確認し、家に帰り、体調を整えるため、
しっかりと休息を取ります。

道路河川課

中川 大輔 技師
平成26年度採用

Daily Schedule

私の所属する道路河川課は、道路や河川等の整備、
維持管理が主な仕事です。それぞれの施設を適切に
管理するために、市民の方から寄せられた要望に
沿った整備や破損等の修繕、業者からの申請を照査
をしています。

担当ごとに様々な業務があり、若
い職員が多く所属し、担当問わず
お互いに助け合い、活気のある職
場です。また、困ったことがあれ
ば経験豊富な先輩方に、気軽に相
談にできたり、適切な指摘やアド
バイスをいただけます。

職場の雰囲気は？

技術
（土木）

生活の基盤を守り続ける
「誇りを感じる」仕事です

ARARAR

ARARAR ARアプリ「COCOAR2」で 左のマークが付いている写真を映すと、
先輩職員からのメッセージ動画がご覧いただけます。

現在の仕事について、魅力、やりがいなど教えてください。Q1

市民の方が安心・安全な生活が送れるように舗装の補修工事や計画に

沿った拡幅工事等によって、道路や橋梁、河川等の整備をしています。

工事期間は様々ですが、現場の状況が日々変化していくのを目の当た

りにするので、目に見えて成果を実感できることが魅力的です。

今までの仕事で印象に残っていることや
大変だったことを教えてください。

Q2

道路工事は現場ごとに施工方法があり、実施に当たっては、近隣の市

民や会社の方の協力が不可欠です。ある舗装補修工事で、周辺に複数

の施設が混在している現場で、工事実施に向けて工事の受注業者と共

にあいさつ、日程調整を行っていましたが、周辺の方の希望に沿った

日程では、調整がうまくいかず、工事が実施できずにいました。何度

も受注業者と施工方法を検討し、周辺の方に工事説明や日程調整を繰

り返し行い、やっと工事を実施することができました。そして、工事が

着々と進み、完成した時は達成感と充実感がありました。

受験生のみなさんへメッセージをお願いします。Q3

技術職は、計画づくり、設計・工事、維持管理といった様々な業務の中で、

職員や業者、中には市民と関わる事業もあり、多くの人と関わりをもっ

てまちづくりに携わっていきます。戸田市のよりよいまちづくりをするた

めに力を注ぎたい方と一緒に仕事できる日を楽しみにしています。
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7:40 ▶ 出勤
大交替以降の出場に備え、使用資機材等の準備を整えます。

8:30 ▶ 大交替
前日の出場報告や車両の点検、体操を行い、その日の業務
が始まります。

9:00 ▶ はしご車架梯訓練
35メートル級のはしご車架梯訓練を実施します。

12:15 ▶ 昼食
出場に備えながら食事をします。
食事中でも指令がかかれば出場します。

13:00 ▶ 消防訓練指導
市民の方に、消火・避難・通報訓練を指導しに出向します。

15:00 ▶ 想定訓練
毎回異なる現場を想定し、消火・救助・救急の訓練を実施
します。

20:00 ▶ 夕食
昼食同様、出場に備えながら食事をします。

0:00 ▶ 仮眠
仮眠中であっても、指令がかかれば出場します。

6:00 ▶ 起床
起床後、消防車両清掃、事務処理等を実施し、大交替に備
えます。

8:30 ▶ 大交替
次の勤務隊に昨日の出場報告等を行い、勤務が終わります。

消防第１課

山本　翔 消防士
平成26年度採用

Daily Schedule

　現在、消防隊に所属しています。業務は、火災
出場以外にも、救急支援出場、立入検査、警防調
査等があります。多種多様な災害に対して常に対
応できるよう様々な現場を想定し、日々訓練に励
んでいます。

勤務時間が24時間あるので、時
には厳しく、時には笑い話などを
して、めりはりをつけて働いてま
す。訓練以外でも自主練や筋トレ
などを先輩方と一緒に行い、コ
ミュニケーションが多い働きやす
い職場環境となっています。

職場の雰囲気は？

消防

緊迫した現場で必要になるのは
「仲間との信頼関係」です

ARARAR

①AppStoreまたはGooglePlayにて「COCOAR2」をインストールします。
②アプリを起動後、マークの付いている画像をカメラにかざしてください。

現在の仕事について、魅力、やりがいなど教えてください。Q1

火災等現場活動は、緊張と焦りの中、的確で迅速な対応が求められま

す。出動の際は今でも緊張をします。現場で冷静に活動するために日

頃から様々な現場を想定し、冷静沈着な行動を心がけています。要救

助者を無事に救出できた時は、何よりもやりがいを感じます。

今までの仕事で印象に残っていることや
大変だったことを教えてください。

Q2

私が初めて延焼火災に出場した時のことです。先輩と放水活動をして

いたところ、煙が建物内一面に充満し、約１メートル先にいた先輩の姿

も、煙で見えづらい状況になりました。その時に先輩が私の身体を叩

いて、「大丈夫か」「大丈夫なら行くぞ」と、力強い声をかけてくださり

私の不安を取り除いてくれました。その後も、消火救助活動を継続実

施し、要救助者を救出して、無事に鎮火に至ることができました。視

界不良の状況で恐怖心がありましたが、声掛けによって安心感が生ま

れることを学んだ、とても印象に残った活動でした。

受験生のみなさんへメッセージをお願いします。Q3

私は戸田市出身で、市民の方はもちろん家族や友人を災害から守りた

いという気持ちから受験を決めました。、辛い現場もあり決して楽な仕

事ではありませんが、この職ならではの達成感や充実感が得られます。

市民の生命・身体・財産を守るために一緒に頑張りましょう。
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項目 内容 対象者

パワーアップ研修（階層別）
接遇・クレーム対応能力、企画立案能力、文書作成能力、コーチング、
マネジメント能力など、階層別に必要な能力を強化

新規採用職員
2・3・5年目
新任管理職など

チャレンジ研修（希望型）
会計、データ分析、エクセル、ワード、整理力向上、女性のキャリアデザインなど
各種能力の強化

公募制

特別研修 手話、人権問題、環境などその他の基礎能力の強化 指名制

派遣研修 各種研修機関、民間企業への派遣 公募制

自己啓発支援
教養講座（人材育成に関する講演など）、ｅラーニング、通信教育の活用
自主研究グループの活動支援

全職員

メンタリング制度
社会経験を積んだ職員が「メンター（助言者）」となり、仕事の進め方や人間関係の構築、
キャリアデザインなどについて所属の違う「メンティー（相談者）」に助言する制度

副主幹職以下

実施されている職員研修制度

新規採用職員のみなさんは、大きな希望と抱負を持っ

ていると同時に、初めて経験する未知の世界に対する

不安を抱えていると思います。

その不安を解消することで、一日も早く職場に適応し、

能力を発揮していただくために、配属先で半年間、先

輩職員がマンツーマンでサポートします。

先輩職員と一定期間の目標を相談の上、決定

先輩職員や職場の職員がマニュアルや手順書
をもとに仕事の進め方をサポート、必要な実
務知識や手続き等もサポート

一定期間経過後、先輩職員と目標を振り返り、
次の目標を設定し、ステップアップ

サポートの流れ入 庁 し て か ら 抱 え る 不 安 を 解 消!!

トレーニングフレッシュ

戸田市人材育成基本方針では、求める職員像を「気づき、支え、つないでゆく職員」と掲げ、よ
り戦略的な人材育成を行っています。また、単に「職員のための研修」という意識にとどまらず、
今後の市民満足度向上のための「先行投資」と捉え、現場の実態に即した研修を実施しています。

学びを活かし創造する組織へ
職員研修制度
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戸田市行政組織図
（平成29年度） 危機管理監 危機管理防災課

政策秘書室 戸田市政策研究所

総務部 庶務課、  経営企画課、  人事課、  情報政策統計課

財務部 財政課、  資産管理課、  入札検査課、  税務課、  収納推進課

市民生活部 市民課、  協働推進課、  防犯くらし交通課、  文化スポーツ課

環境経済部 経済政策課、  環境課、　みどり公園課

福祉部 福祉総務課、  生活支援課、  障害福祉課、  長寿介護課、  保険年金課、  福祉保健センター

こども青少年部 こども家庭課、  保育幼稚園課、  児童青少年課、　待機児童緊急対策室

都市整備部 都市計画課、  まちづくり推進課、  道路河川課、  土地区画整理事務所

市民医療センター 総務課、  診療室、  介護老人保健施設

会計管理者 会計課

消防本部 総務課、  予防課、  警防課

消防署 消防第１課、  消防第２課、  消防第3課

議会事務局

教育委員会事務局 教育総務課、  学務課、  教育政策室、　学校給食課、　生涯学習課、　図書館・郷土博物館

行政委員会事務局

消防

議会

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

公平委員会

固定資産評価審査委員会

水道・下水道事業管理者

市 長 副市長

上下水道部 上下水道経営課、  水道施設課、  下水道施設課

戸田市では、日常の業務とは別に、市政を取り

巻く様々な課題に関することや行政についての

理解を深めるために、自主的に研究や研修を行

う職員のグループがあります。それらのグループに対し、図書や資料の購入、指導者等に対する謝礼、会

議室や備品の使用等、様々なサポートをしています。それぞれ参加している職員同士、熱い想いや夢を語

ったり、ときには意見をぶつけあったりすることで、高いモチベーションを維持しています。

新しい会の立ち上げも大歓迎♪そんな「あなた」のチャレンジお待ちしています！

「なるほどわかったロープの会」 「戸田ゼミ」

自主勉強会

自ら学 び、
自ら動く

自主研究グループ 庁内自主勉強会

知識・人の横のつながりを促すことを目的に、若手職員
が、会の立ち上げ・企画運営を行う自主研究グループ「な
るほどわかったロープの会」が活動しています。

昨年度は育児休業をテーマに座談会を行
い、職員間の情報共有を図りました。

戸田市では、こうした仕事ではなく
自主的に研究及び研修を行う職員
グループの活動を助成しています。

「戸田ゼミ」は、若手の有志職員で構成する自主勉強会で
す。平成20年度から活動を開始し、10年目になります。
戸田ゼミは、業務時間終了後に月1回程度開催しており、

参加者の学びたい内容を中心に勉強して
います。人口減少社会に勝ち抜くた

めには、職員一人ひとりの政策形成
能力の向上が必要です。皆さんも、
ぜひ一緒に勉強してみませんか？

こども家庭課  久保　恵 主任
平成21年度入庁

保険年金課  中島 大輝 主事補
平成28年度入庁

戸田ゼミのメンバー
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過去の試験実施状況
平成28年度

職　種 受験者数（人） 最終合格者数（人） 倍　率
事　務 119 17 7.0
技　術 20 4 5.0
保育士 22 2 11.0
看護師 3 2 1.5
消　防 131 7 18.7

平成27年度
職　種 受験者数（人） 最終合格者数（人） 倍　率
事　務 123 9 13.7
技　術 11 3 3.7
保育士 18 2 9.0
看護師 1 1 1.0
消　防 29 5 5.8

福利厚生 各種の給付・貸付等……・職員やその扶養家族が病気の場合、医療給付が受けられます。
　　　　　　　　　　　・結婚、出産、災害等の場合も給付が受けられます。
　　　　　　　　　　　・住宅の新築、生活物資の購入等資金を必要とするときは、貸付が受けられます。
　　　　　　　　　　　・採用後は共済組合に加入し、将来年金の給付を受けられます。

健康管理 定期健康診断や健康相談、ストレスチェック等を実施しています。

勤務条件 （平成29年4月1日現在）

⑴勤務時間……原則として午前８時30分から午後５時15分まで
　　　　　　　（うち60分休憩時間あり）

⑵休　　日……土曜日、日曜日及び祝日並びに
　　　　　　　12月29日から翌年１月３日

⑶休　　暇……年度20日の年次有給休暇、疾病等の場合に与えら
れる病気休暇、夏季の特別休暇、育児のための育
児休業等があります。

※配属課所によっては、上記⑴⑵と異なった勤務時間、休日が適
用（変則勤務等）になる場合もあります。また、看護師、消防は
夜間勤務があり、上記の勤務体系とは異なります。

⑷給　　与
①初任給（地域手当を含む）

②諸手当：期末・勤勉（賞与）、扶養、通勤、住居、超過勤
務等の手当が支給要件に応じて支給されます。

職　　種 最終学歴 月額（円） 備　　考

事　務
技　術
保育士

大学卒 203,280 ・初任給は、職務経
験等の経歴に応じ
て加算される場合
があります。

・採用されるまでに
給与改定等があっ
た場合は、その定
めるところにより
ます。

短大卒 184,360

高校卒 171,380

看護師 短大3卒 215,490

消　防

大学卒 210,870

短大卒 196,020

高校卒 177,870

戸田市　総務部　人事課　人事担当
〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1-18-1
☎048-441-1800（内線511）
URL：  http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/153/
E-mail： saiyo@city.toda.saitama.jp
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