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鹿沼市職員を 

目指している皆様へ 

令和元年５月 鹿沼市人事課作成 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  
 私の主な仕事は、固定資産税についての
調査や窓口で課税についての説明をする
ことです。  

 課税の説明は専門用語が多く、そのまま
だと市民の方に中々理解してもらえませ
ん。採用当初は上手に説明できないこと
もありました。  

 分かりやすい言葉で誠意を持って説明し、
納得いただけた時には大きな達成感を得
られます。  

 

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 私は市外出身なので、鹿沼市の土地勘が
ありませんでしたが、先輩方が道順など
を丁寧に教えてくれたので、すぐに鹿沼
市の地理に詳しくなることができました。  

 先輩方はどなたも優しく、丁寧に指導し
てくださいます。市外出身でも何も心配
する必要はありません。  

 一緒に楽しくがんばりましょう！  

 

財務部 税務課 資産税係 

一般事務 坂本 未央 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 生活課市民生活係では、斎場や墓地の管
理、市民相談の対応を行っています。  

 窓口には様々な悩みを抱えた方が相談に
いらっしゃいます。相談内容の難しさや、
相手が求めていることの理解が難しいこ
ともありますが、周りの先輩方に助けて
いただいています。業務の幅が広い分、
大変なこともありますが様々な経験がで
き、自分の知識が増えることがやりがい
につながっています。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 私は専門学校を卒業して鹿沼市役所に入
庁しました。入庁当初は社会人1年目で
あるということや幅広い業務をこなすこ
とへの不安がありましたが、先輩方に支
えられここまで来ることが出来ています。
鹿沼市役所職員は皆さん優しい人ばかり
です。そんな職場で、やりがいのある仕
事をしてみませんか。  

 皆さんと一緒に働けることを楽しみにし
ています。  

市民部 生活課 市民生活係 

一般事務 今泉 友香理 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 私は生活保護の業務を担当しています。
業務内容は対象世帯の生活状況把握のた
めの訪問や保護費の計算等を行っていま
す。生活保護は最後のセーフティネット
とも例えられる制度であり、税金で運用
し真に生活に困っている市民の方の生活
を保障する重要な業務です。  

 生活保護受給者の方から感謝されること
や、自立に繋ぐことができたときは自分
のことのようにうれしく思いやりがいを
感じることができます。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 私は一度県外で民間企業を経て市役所に
就職しました。今は生まれ育った鹿沼市
のために仕事をできることにとてもうれ
しく思っています。鹿沼市のために一緒
に働けることを楽しみにしています！  

保健福祉部 厚生課 保護係 

一般事務 江連 拓冶 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 児童手当や児童扶養手当の支給、こども
・妊産婦・ひとり親家庭に対する医療費
の助成等を行っています。窓口応対では、
その人に応じた手続きがスムーズかつ適
切に行えるよう努めています。各種相談
にも対応できるよう日々勉強を重ねてい
るところです。  

 職場内には、赤ちゃんの泣き声や子ども
の元気な声が響き、これからの未来を担
う子どもたちのために働くことにやりが
いを感じています。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 私は、サッカー選手として５年、社会人
経験も経て鹿沼市役所に入庁しました。
市役所の仕事は多種多様で幅広い知識が
必要とされますが、自分の仕事に真摯に
向き合い、周りの職員と協力しながら１
つ１つ丁寧に取り組んでいくことが重要
だと思います。  

 今まで培ってきたものは必ず活かされる
はずです。その力を鹿沼市役所で市民の
ために共に発揮してみませんか。  

こども未来部 子育て支援課 こども給付係 

一般事務（自己アピール） 笠井 香織 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 私は、現在1歳児クラスの担任をしてい
ます。安全に保育ができるよう、先輩方
と連携を取りながら保育をしています。  

 責任のある仕事ですが、少しずつ子ども
たちができることが増えていき、成長を
近くで感じられることにやりがいを感じ
ています。これからも保育をする中でた
くさんの経験を積みながら、私も子ども
たちと一緒に成長していきたいと思って
います。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 入庁当初の私は、社会人としても保育士
としても初めてのことばかりで、分から
ないことがたくさんありました。しかし、
先輩方にたくさんのことを教えていただ
きながら、温かい環境の中で保育をして
います。  

 一緒に保育園で働ける日を楽しみにして
います。  

こども未来部 こじか保育園 

保育士 根上 梨紗 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 産業誘致推進室では、鹿沼市内への企業
誘致に関する業務や新たに企業が立地す
るための産業団地の整備に関する業務を
行っております。市役所は内勤のイメー
ジでしたが、企業や県庁に訪問すること
も多く、外回りもあります。  

 鹿沼市内に企業が立地することは、新た
な雇用創出や、人口減少の克服、地域経
済の発展に繋がるので、やりがいを感じ
ます。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 私は、一度鹿沼を離れましたが、7年ぶ
りに戻ってきました。家族がいるこの鹿
沼を持続的に発展させたいとの想いで仕
事をしていますが、人口減少等の課題は
一朝一夕では解決できません。働き方改
革等が始まり、時代が変化し、課題も複
雑化していく中で旧態依然としてはいら
れません。ぜひ、皆さんの新しい視野や
柔軟な考えを教えて下さい。一緒に「変
化」を生みだし、楽しみましょう。  

経済部 産業誘致推進室 

一般事務 関 栄徳 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 林政課森林保全係では、山を中心とした
業務に携わっています。主な担当は、森
林整備に重要な林道の管理を行っていま
す。調査のために険しい山を歩いたり、
自然災害で倒木が発生した際には緊急に
現場に行き、自らの手で撤去することも
あります。  

 自分の目で現場を見て測量・設計したも
のが形になるということに責任感を感じ
るとともに、鹿沼市の産業を支えている
ということにやりがいを感じています。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  
 土木技師として、工事関係の業務が中心
ですが、それ以外の仕事も多く本当に幅
広い職業です。なので、これまで経験し
たことがない事に戸惑いはありましたが、
様々な経験ができ自分自身の成長にも繋
がります。  

 とにかく鹿沼市で働きたい気持ちがあれ
ば、その気持ちを全面に出して頑張って
ください。  

経済部 林政課 森林保全係 

土木技師 日向野 晃徳 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  
 環境保全係では、自然環境だけでなく生
活環境を含む幅広い環境問題に向き合う
仕事をしています。その中でも私は、放
射能対策に関する仕事を担当しており、
鹿沼市内全域の空間放射線量の測定や農
作物などに含まれる放射性物質の測定を
行っています。市民が安心して暮らせる
環境づくりに貢献できている点にやりが
いを感じています。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 私は事務職で採用されましたが、事務仕
事だけでなく測定業務や現場訪問など事
務職にとどまらない幅広い仕事をしてい
ます。入庁し、さまざまな仕事を経験で
きたことで、鹿沼市の魅力を再発見する
ことができましたし、私の見聞も広がり
ました。鹿沼市役所は、日々自分を成長
させることができる職場です。鹿沼市で
一緒に働ける日を心待ちにしています。  

環境部 環境課 環境保全係 

一般事務 宇賀神 千穂 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 私は廃棄物対策係に所属しており主な業
務は、燃やすごみ用の指定袋の製造管理、
ごみの分別の周知等の対応を行っていま
す。  

 ごみの分別は難しい所もありますが、市
民の皆様にとって分かり易いと思って頂
ける対応を心掛け、業務に励んでいます。  

 指定袋の製造管理では自分の業務が形と
して残る事にやりがいを感じるとともに、
生活に直結するため責任の重さを感じて
います。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  
 優しく、丁寧に指導をしてくださる先輩方
に恵まれ、１年経験することができました。  

 市役所の業務は多岐に渡り、他部署の方々
と仕事をする機会があります。１年経験し
た中で、相手を思いやる気持ち、互いに信
頼しあう事が大切であると学びました。  

 相手の事を思いやり、鹿沼市のために働き
たい！より良くしたい！と思っている皆様
と仕事が出来る日をお持ちしています。  

環境部 廃棄物対策課 廃棄物対策係 

一般事務 篠原 崇宏 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 産業振興係では、鹿沼そばの振興やかぬ
ま和牛の振興に取り組んでおります。そ
ば天国やかぬま和牛まつりは、鹿沼市で
も目玉イベントとなっており、イベント
準備は大変ですが、お客様の笑顔を見る
と非常にやりがいを感じます。  

 また、業務の中でたくさんの人と接する
機会が多いため、鹿沼市のために頑張ろ
うという気持ちを強く感じます。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 市役所の仕事は多岐にわたり、専門性の
高い知識を求められるため、最初は不安
な気持ちでいっぱいでした。しかし、先
輩方が親切丁寧にご指導してくださるた
め、安心して業務に取り組むことができ
ます。  

 学業や仕事の合間の試験勉強は大変だと
思います。しかし、鹿沼市のためにお仕
事がしたいという気持ちを大切に頑張っ
てください。  

 いちご市を盛り上げていきましょう。  

経済部 産業振興課 産業振興係 

一般事務 髙久 智秀 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 公園の整備や維持管理に関する業務と、
土地区画整理事業関連諸証明や測量成果
簿閲覧・謄写申請等に関する業務を行っ
ております。  

 事務作業だけでなく、樹木伐採等現場で
の作業もあります。力仕事は大変ですが、
終わったときの達成感は計り知れません。
また、現場で公園利用者の方にお会いす
ると、自分の仕事はこの方々のための仕
事なのだと強く実感することができ、や
りがいを感じます。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  
 私は市外の出身で鹿沼市に関する知識が
ほぼゼロからスタートし、不安を抱えな
がら仕事をしていました。しかし現在は
鹿沼市のために働けることに大きな喜び
を感じながら仕事をしています。「市外
出身だから…」と受験をためらっている
方もいるかもしれませんが「鹿沼市をよ
りよくしたい」という熱い思いがあれば
心配はいりません。多くの皆様のチャレ
ンジお待ちしております！  

都市建設部 土木課 公園・区画整理係 

一般事務 田村 美咲 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  
 生涯学習係では、市民の学びの機会の提
供や地域全体で子どもを育てる仕組みづ
くりなど多岐にわたる業務を扱っていま
す。一人では解決できない課題も多く、
上司や先輩の協力やアドバイス、ときに
はその仕事にかかわっている市民からの
声を反映して納得のいく方向へ仕事を進
めていくことができたときにやりがいを
感じます。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 私は市内出身ではないため、知り合いが
少ないなか、人付き合いを上手くやって
いけるかどうかが不安でした。しかし、
実際に入庁してみると、「鹿沼のことを
よく知らないだろうから教えてあげよ
う」という気持ちで温かく接して下さる
上司・先輩が多く、自然と職場に馴染む
ことが出来ました。このように人情味の
ある職員一同が、皆さんと一緒に働ける
ことを心よりお持ちしております！  

教育委員会事務局 生涯学習課 生涯学習係 

一般事務 木嶋 美帆 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 農業委員会事務局は、農地における転用
や権利設定の許可に関する業務をはじめ、
国有農地の管理業務や農業者年金業務な
どを行っています。  

 窓口では許可申請受付の他にも農地につ
いての様々な相談を受けることがあり、
解決に導けたときや感謝の言葉を頂けた
ときはやりがいを感じます。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 市役所の仕事は想像以上に幅広く毎日勉
強の日々です。大変なことも多くありま
すがやりがいのある仕事だと思います。  

 当初は農地法の知識もほとんどなく不安
に感じることもありましたが、優しい上
司・先輩方に助けられ乗り切ることがで
きました。  

 試験勉強は大変かと思いますがお体には
気をつけてください。皆さんと一緒に働
けることを楽しみにしています。  

農業委員会事務局 農地調整係 

一般事務 前澤 保友 



現在の仕事内容や  

仕事のやりがいについて  

 消防は消火、救助、救急、防災、予防、
など様々な業務があります。安寧秩序を
保持し、社会公共の福祉の増進に資する
ことを目的とします。災害はいつどこで
起こるか予測できず、活動時に起こる不
測の事態への対応にも迅速かつ的確に対
処しなくてはいけません。そのためにも
日々の訓練を欠かさず、技術の向上を目
指し取り組んでいます。1人でも多くの
生命・身体・財産を守る仕事であり、と
てもやりがいのある仕事です。  

鹿沼市職員を  

目指している方へ  

 私は中学生の時交通事故に遭い、非常に
怖い思いをしました。その時、鹿沼消防
の救急隊の方々に助けていただき、とて
も心強く安心したのを覚えています。  

 事故以来、あの時の救急隊の方々のよう
に、将来的には町の安心安全を守り、た
くさんの人の役に立てるような消防士に
なりたいと強く思い続けてきました。あ
なたの情熱が鹿沼市を守る力になります。
私たちと一緒に安心で安全な鹿沼市にし
ていきましょう。  

消防本部 消防第１課 消防第１係 

消防吏員 池澤 佳希 



皆様の受験をお待ちしております！ 


