事務職
（市民部市民課）
業務内容と担当業務

市民課は、マイナンバー交付や
住民登録、印鑑登録など、窓口業
務が中心の仕事で、
「市役所の顔」
と呼ばれるように、多くの市民の
方と密接に関わる仕事でもありま
す。その中で私は、主に庶務を担
当しており、郵送での手続きや市
民の方からの問合せの対応などを
しています。
狭山市職員を志望した理由

私にとって狭山市は、思い入れ
のあるまちだったからです。
学生時代に汗や涙を流した部活
動の大会会場が狭山市であり、ま
た、私は以前民間企業に務めてい
た事があり、社会人のスタートも
狭山市でした。
私は、たくさんの思い出が詰ま
った狭山市で働き、何か力になり
たいと思い、狭山市役所を志望し
ました。

たくさんの方と関わり、そして
たくさんの事を経験し、人や地域
のために仕事ができていると実感
したとき、とてもやりがいを感じ
ます。

市民課は、窓口業務が中心とな
るため、市民の方と関わる機会が
多くあり、窓口での手続きや電話
対応をした際に、「ありがとう」
など感謝の言葉をいただくことが
あります。
また、課の仕事以外にも地域の
行事や活動、現在だとコロナウイ
ルス関連の仕事など、その時期に
合わせた様々なことに携わること
ができます。

仕事とプライベートの両立

市民課は、市役所の中でも来庁者
なども多く多忙な職場だと思いま
す。そのため、オン・オフの切り
入職前と後での印象の違い
替えを大事にしています。仕事が
私の知っている市役所の仕事が、
早く終わった日や休日には、趣味
ほんの一部だったことに気づかさ
や友人と遊ぶなど、楽しく過ごし
れました。今後、仕事を行ってい
ています。また、私は旅行が好き
く中で、課内だけでなく、多くの
なので、それが実現する日を楽し
職員と関わりを持ちながら、たく
みに、日々の仕事に励んでいます。
さんの事を学び、狭山市の力とな
れるような職員になりたいと思っ
志望される方に一言
ています。
狭山市が好き！人の役に立つ仕
事をしたい！と思っている方、
ぜひ一緒に市民のため、そして狭
山市をより良くするため一緒に働
きましょう！
来年皆さんと一緒に働ける日を楽
しみにしています！
1 日のスケジュール
働いている中で、おすすめできるところ

仕事のやりがい・魅力

特に自家製ジャム付きのアイスク
リームは絶品です！

コロナ禍の今、最前線に立ち市
民の方や地域のために力になるこ
とができます。
狭山市では、市民のために“今”
職員ができることを考え、仕事を
行っています。
私も入職直後、コロナウイルス
の定額給付金の事務などに関わら
せていただき、狭山市の行動力や
対応の速さを目の前にし、職員の
狭山市に対しての思いを感じまし
た。

8:30

始業

官公庁等からの
郵送請求事務、
9:00 課内庶務
（発注や
予算差引等）
郵送事務
10:30
12:00

昼休み

13:00

郵送事務
⇒発送準備

14:00
狭山市の良いところ

狭山ベリーランドがおすすめです
！
シーズンにより「いちご狩り」
や「ブルーベリー狩り」、「しい
たけ狩り」などを楽しめるほか、
オリジナル商品がたくさんあり、

15:00
16:30

課内庶務

17:15

終業・片付け
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事務職
（長寿健康部保険年金課）
業務内容と担当業務

保険年金課では国民健康保険と
後期高齢者医療保険、国民年金に
関する手続きを行っています。私
は、老後の年金だけでなく、障害
や死亡に関する年金の受給に少し
でもつながる様に、国民年金担当
としてみなさんの将来を支える仕
事をしています。納付が難しい方
へ少しでも年金受給に必要な期間
を得るために免除申請の案内や、
障害のある方へ年金制度の説明、
請求に関する相談・サポートなど
を行っています。
狭山市職員を志望した理由

私が住んでいる地域は畑が一面
に広がりお店や駅も遠く不便なと
ころもありますが、学生時代に自
転車で毎日通っていくうちに、畑
の作物で季節を感じ、星空の下で
風を感じながら帰ることが一つの
楽しみになっていました。最近で
は若い世代が故郷の狭山市に戻っ
てきて新しい家も並んでいます。
子供たちが大人になっても狭山に
住みたいと思ってもらえるように、
様々な角度から幅広い分野に携わ
り、生まれ育った狭山市のために、
少しでも役に立ちたいと思い狭山
市職員を志望しました。

ても時間を費やします。そんな中、
制度の説明や相談を受け「丁寧で
わかりやすかった」という言葉や、
実際に請求につながり「ありがと
う」の言葉をいただいたときは、
この仕事をやっていてよかったと
やりがいを感じます。
また、生命に関わる健康保険や
将来に備えた年金について、仕事
を通じて自分の将来や家族の生活
に必要な知識も勉強できるという
点でとても魅力的です。
入職前と後での印象の違い

入職する前は、机に向かい黙々
と仕事をするイメージをもってい
ました。実際は、窓口業務のため
とても賑やかで、市民との距離も
近いです。窓口では、税金や戸籍
など担当業務以外のことも聞かれ
ることが多々あるため、幅広い知
識と他課との連携を大切にしなが
ら日々勉強に励んでいます。
働いている中で、おすすめできるところ

アクティブな職員が多いところ
です。昨年は有志の活動で、のべ
30 人の職員が協力してイルミネ
ーションを作成し、狭山市を盛り
上げるとともに、今まで話したこ
とがなかった先輩方との関わりが
増えました。最近では、同期と運
動ができるサークルを立ち上げ、
先輩や後輩も関係なく仕事終わり
に一緒に汗を流しています。他に
も趣味や部活動に打ち込んでいる
職員が多く、オンとオフがしっか
りとしていることで楽しく仕事が
できています。

仕事のやりがい・魅力

狭山市の良いところ

窓口で受けている障害年金の請
求については、審査があり確認事
項が多いため、請求者も職員もと

小さいころから家族とよく行っ
ている七夕まつりです。お祭りの
最後には花火があがり、祖父や祖

母も一緒に連れて毎年見に行って
いました。歩いて橋からみる花火
は絶景です。
仕事とプライベートの両立

休日は、大学時代の友人達と集
まりダンスの練習をしてリフレッ
シュしています。仕事をしている
現在でも、ダンスの公演を行うな
ど活動を続けています。プライベ
ートを充実させることで、仕事へ
のモチベーションもあがり、仕事
でのオンとオフの切り替えがうま
くなりました。また、友人達は職
業や年齢も多種多様なので、様々
な情報を得ることができ自分の視
野を広げられるよう意識してアン
テナを張っています。
志望される方に一言

狭山市では個性豊かな職員が、
みなさんを待っています。自分を
信じて今できることを全力で取り
組んでみてください。一緒に仕事
ができる日を楽しみにしています。
1 日のスケジュール

8:30

始業

メール確認

9:00

前日受付した届出の確認
作業

10:00

窓口・電話対応

11:00

日本年金機構から届い
た帳票の処理

12:00

昼休み

13:00

窓口対応

14:00

所沢年金事務所へ電話で
問い合わせ・相談

15:00

障害年金の相談

16:00

窓口受付分のデータ入力

17:00

メール確認

17:15

窓口片付け

終業

事務職
（総務部総務課）
業務内容と担当業務

業務内容：情報公開に関する業
務、文書管理業務、市議会対応業
務、郵便業務、統計調査業務、条
例・規則等に関する業務。
担当業務：統計調査業務、「統
計さやま」の作成業務。
狭山市職員を志望した理由

生まれ育った狭山市で、人口が
年々減少していく中、お年寄りか
ら子供までが住みやすく、多様性
に富んだ環境を形成し、移住した
くなるような街づくりをしたいと
思ったからです。

市民も職員もいい人ばかりですし、 仕事とプライベートの両立
休暇も取りやすく仕事しやすい環
公私混同しないようオンオフの
境だと改めて感じました。
切り替え（働くときは働く、休む
仕事のやりがい・魅力
時は休む）をして、家に仕事を持
働いている中で、
おすすめできるところ
ち帰らないこと。
統計調査業務は、統計調査を通
多様な働き方実践企業において
じて、
調査員や様々な人と関わり、
いろいろな知識や経験を積める点 最高ランク「プラチナ+」を取得し 志望される方に一言
ている点
で魅力がありますし、国勢調査な
狭山市を共により良いまちにし
どの大きな調査を終えた時にはや 狭山市の良いところ
ましょう。
りがいを感じます。
智光山公園こども動物園。ペン
ギンやカピバラなど小動物が多く 1 日のスケジュール
入職前と後での印象の違い
点在し、モルモットとの触れ合い
8:30 始業
印象は特に変わりないですが、 や動物たちへのえさやりなど、子
9:00 メールチェック
改めて働きやすさを感じます。 供だけではなく大人も楽しめる場
9:30 郵便業務
所だと思います。

11:00 統計調査対応
12:00 昼休み
13:00 メールチェック
13:30 資料作成
14:30 郵便業務
15:00 統計調査対応
16:00 郵便業務
16:30 資料作成
17:15 終業
※撮影のため、マスクを外して撮影しています

事務職
（総務部市民税課）
業務内容と担当業務

入職前と後での印象の違い

市民税課では、個人住民税の課
税と賦課を行っています。確定申
告書・住民税申告書・給与支払報
告書・年金支払報告書等の計算、
課税にあたって必要な調査も行っ
ています。また、確定申告時期に
は、市役所で確定申告の受付も行
っています。その中で私は特別徴
収担当として、課税事務に従事し
ています。

市民税課配属が決まった際には、
住民税の課税という専門性の高い
仕事をこなすプレッシャーがかか
る仕事だと感じていました。仕事
内容は複雑多岐にわたりますが、
課長をはじめとして、皆さんとて
も良い方ばかりで、働きやすい環
境でした。相互に助け合って知識
の研鑽に努めており、新たに配属
となった方でも働きやすい環境だ
と思います。

狭山市職員を志望した理由

少しでも人のためになる仕事を
したいと思ったのがきっかけです。
狭山市役所を選んだのは、県内で
も有数の工業地帯を有しているた
め、前職での経験を活かしつつ自
分自身の望む働き方が出来るので
はないかと思いました。

市民税課はもちろん、所属の課
以外の職員の方々も大変温かく接
してくださるので、市役所全体で
働きやすい環境が出来上がってい
ると感じています。

当に良かったなと感じています。
仕事をする上で一番大切なことは
環境だと思っています。どんな人
と一緒に仕事をするかで大きく変
わっていきます。良い環境を上司・
先輩方に作ってもらっているので、
私も皆さんと一緒に働くことにな
ったら、同じような環境を作れる
先輩になりたいと思います。一緒
に仕事が出来ることを楽しみにし
ています。

狭山市の良いところ

1 日のスケジュール

働いている中で、おすすめできるところ

景観が綺麗な場所が市内にたく
さんあります。入曽の茶畑、入間
川の河川敷、稲荷山公園、智光山
公園等の自然豊かな場所が沢山あ
ります。一方で都心へのアクセス
も悪くないため、生活しやすい環
境であると感じます。
仕事とプライベートの両立
仕事のやりがい・魅力

当初賦課までの約半年間ある繁
忙期を市民税課一丸となって乗り
越えていくことに達成感を感じま
した。徐々に知識をつけていった
ことで、市民の方々からの問い合
わせや確定申告の受付等、自分自
身の成長を感じることが出来まし
た。加えて、上司・先輩方が良い
雰囲気を作ってくれたため、とて
も良い環境で仕事が出来ました。

市民税課では、繁忙期とそれ以
外の時期が明確に分かれているの
で、自然とメリハリを持った生活
が出来ます。また、課として残業
時間削減に取り組んでいるため、
無駄な残業はせず、決められた時
間内に集中して取り組んでいるた
め、プライベートの時間も捻出す
ることが出来ました。

窓口準備・始業・
ミーティング
9:00 電話・窓口対応、
個人住民税の計算・処理
8:30

11:00

郵送物の確認

11:30

電話・窓口対応、
個人住民税の計算・処理

12:00

昼休み

13:00

電話・窓口対応、
個人住民税の計算・処理

電子送信で届いた資料
確認
15:30 電話・窓口対応、個人
住民税の計算・処理
15:00

志望される方に一言

私は狭山市役所に就職をして本
17:15

片付け

終業

技術職（土木）
（都市建設部開発審査課）
業務内容と担当業務

狭山市内での宅地開発等に関す
る相談や、許可申請等の書類審査
を行っております。
狭山市職員を志望した理由

狭山市駅西口の市街地再開発事
業を身近に見てきた事が一番のき
っかけです。住んでいる人が誇り
に思うようなまちづくりに携わり
たいと思うようになりました。ま
た、大学で学んだ土木工学の知識
と民間企業での経験を活かせるの
ではと考え志望しました。以前働
いていた不動産会社では勤務時間
が長時間にわたり、休日の取得が
困難であり、家庭のために時間を
使うことが出来ない状況だったた
め、ライフワークバランスを満た
すことが出来る可能性のある職場
であったことも志望動機のひとつ
です。

仕事のやりがい・魅力

許可申請においては常に適正な
判断をすることが求められます。
一つとして同じ土地、同じ案件は
なく、マニュアル化が中々できな
い仕事です。そのため、案件ごと
に法律等の解釈を検討し結論を出
す必要があるため、責任が重いで
すが、適切な運用を行うことで、
魅力のある狭山市のまちづくりの
一躍を担えているという自負を持
って業務に取り組めています。
人数の少ない課ですので、一人

一人がしっかりと意見を持ってい
かないと仕事を進めることが出来
ず、主体的に動くことが求められ
ます。また、様々な情報から判断
するため課内調整はもちろん、関
係課との調整能力が高められる職
場です。
仕事とプライベートの両立
入職前と後での印象の違い

しっかりと働きしっかりと休む
入職前には住民票や戸籍謄本の ことを意識しております。だらだ
取得で市役所に訪問する程度でし らと仕事をすることで、残業が増
たので、市民の方とのやり取りが えたり、休日出勤せざるを得ない
主となる事を想定していたのです 状況になってしまっては休みの日
が、現在の職場では土地家屋調査 も完全にリラックスして過ごすこ
士の方や不動産屋さん等の方が主 とができなくなります。この日の
たるお客様であったことです。ま 何時までにこの仕事を終わらす等、
た、書類の許可を行う業務特性上、 自らの仕事に期限をつけててきぱ
親身になりすぎる事が弊害となっ き行う事で、休日の充実度が上が
てしまう恐れがあり、お客様との っていると考えます。
距離感や接し方には気を使って業
志望される方に一言
務に取り組んでおります。
狭山市は緑豊かな魅力のたくさ
働いている中で、おすすめできるところ
んある街です。狭山市に入職され
狭山市は狭山茶をはじめとする たら、大変な事もあると思います
農業、2 つの大きな工業団地や入 が、一緒に頑張りましょう。
間基地を抱えており、他の自治体
にはない魅力がたくさんあると思 1 日のスケジュール
います。本市で働く事で上述の魅
8:30 出勤
力をより活かすチャンスがある事
9:00 メールチェック、
です。職員の人柄がよいところも
本市で働く上でのメリットだと考
ミーティング、
えます。
電話・窓口対応など
狭山市の良いところ

稲荷山公園といえば西武池袋線
稲荷山公園駅前の大きな公園を思
い浮かべる事と思いますが、ほど
近くに同一名称の公園があります。
その公園は小さな公園ですが、展
望台になっており、狭山市内の夜
景が一望できます。仕事終わりの
時間にふらっと立ち寄ったりでき
るおすすめのスポットです。

12:00 昼休み
13:00 開発工事完了検査
15:00 業者との開発許可に関す
る打ち合わせ
16:00 窓口対応
17:15 終業

技術職（建築技術）
（都市建設部都市計画課）
業務内容と担当業務

都市計画課の入曽駅周辺整備担
当に所属しています。入曽駅周辺
整備担当では、入曽駅前の交通機
能の充実・安全性の向上や駅周辺
の回遊性促進、入間小学校跡地に
民間活力を活かし地域の活性化を
図るため、入曽駅周辺整備を行っ
ています。その中で私は、駅前広
場や道路の工事に関係する設計・
発注から工事監理、東西自由通路・
橋上駅舎に関係する打合せなどを
行っています。
狭山市職員を志望した理由

私は狭山市近くの高校に通って
おり、狭山市で遊ぶ機会が多くあ
りました。その際に、入間川七夕
まつりや入間航空祭など人々が活
き活きとしている印象がありまし
た。さらに就職活動を通して狭山
市のことを調べていく中で、入曽
駅周辺整備事業のことを知り、前
職（民間企業で現場監督をしてい
ました）を活かしてまちづくりに
携わりたいと思い、
志望しました。

ますが、モノづくりに携われるの
は、技術職としての特権です！
入職前と後での印象の違い

入職前はデスクワークと現場業
務の割合については、現場の割合
が８割ほどあると思っていました
が、上半期は工事発注業務や打合
せなどのデスクワークが大半を占
めます。下半期には、上半期に発
注した工事の進捗状況の確認や調
整、検査などで現場に出る機会が
増えるといった形で、工事の発注
状況によってデスクワークと現場
業務の割合が変わってきます。

仕事のやりがい・魅力

計画から携わり、工事が完成し
た際に達成感を感じることができ、
完成したものが形として残り、実
際に市民の方々に使用してもらえ
ることが魅力です。実際に使う人
たちのことを想像し、どうしたら
より良いものになるか、各課との
協議や調整など大変な部分はあり

志望される方に一言

コロナ禍での就職活動で大変だ
と思いますが、頑張ってくださ
い！
1 日のスケジュール

8:30
9:00

コロナ禍における特別定額給付
金の早期給付やワクチン接種予約
支援など市民のためを思い、迅速
に業務を実行できる組織力です。

10:30
12:00

昼休み

13:00

狭山市の良いところ

14:30

事務処理(決裁確認・修正
等)・電話・窓口対応
工事お知らせ配布

16:00

設計打合せの課内報告

16:30

打合せ資料作成

17:15

終業

智光山公園、稲荷山公園、堀兼・
上赤坂公園などといった緑豊かな
公園がたくさんあるところ。
仕事とプライベートの両立
週末にはスポーツをするなど、

9:30

始業 ミーティング・
メールチェック
業者に電話・メール送付
前日の協議記録や資料の
作成
業者との設計打合せ

働いている中で、おすすめできるところ

※撮影のため、マスクを外して
撮影しています

趣味の時間を持つようにしていま
す。また、ノー残業デーには趣味
のボルダリングや卓球で体を動か
すことで、仕事への活力に変えて
います。

保育士
（福祉こども部保育幼稚園課笹井保育所）
が強かったのですが、三年間働き、
３歳児担任(保育業務、
指導計画 年齢やその子に合わせた保育の進
やおたより作成、日誌や連絡帳等 め方や考え方の難しさを感じてい
ます。楽しいだけじゃなく、その
の事務)
保育から子どもがどんなことを学
び、成長出来るかを考えることが
狭山市職員を志望した理由
自然の多い狭山市で育ち、
学び、 大切だと感じています。
経験してきたことを保育士として
働いている中で、おすすめできるところ
活かし少しでも恩返しができたら
保育士なので、市役所の方々と
と思い志望しました。
の関わりが少ないのですが、市役
所内にスポーツサークルなどがあ
仕事のやりがい・魅力
子どもの成長を身近で感じ、一 る為、仕事終わりや休日に一緒に
緒に喜びを分かち合うことが出来 体を動かしてリフレッシュするこ
ることです。何かが出来るように とが出来ます。
業務内容と担当業務

なった時は、自分のことのように
嬉しく思います。子どもたちが楽
しいと感じるものを、一緒に楽し
みながら遊んだり学んだり出来る
ところも魅力の一つです。でも、
やはり一番は、「先生大好き！」
と可愛い笑顔で言われると何でも
頑張れてしまいます。
入職前と後での印象の違い

入職前は、沢山遊んで子どもた
ちと仲良く過ごしたいという思い

狭山市の良いところ

冬になると入間川でシラサギの
群れを見ることがあります。シラ
サギは『幸運に恵まれる』と言わ
れているそうです。入間川の橋か
らシラサギを見かけると幸せな気
持ちになります。

るようにしています。好きな音楽
を流しドライブをすることで気分
転換をしています。
志望される方に一言

分からないことや心配なことが
あれば、いつでも話を聞きます。
一緒に笑顔で楽しく働きましょう。

※撮影のため、マスクを外して
撮影しています
1 日のスケジュール

8:30

子どもの受け入れ、指導計
画に基づいた保育の実施
＊子どもの姿・天候等に
合わせた活動

仕事とプライベートの両立

休日に仕事を持ち込まないよう
に、少しでも悩みや不安がある時
は、すぐに先輩に相談し解決でき

11:30

＊食事

13:00

＊午睡

13:30

交代で 45 分間休憩/
事務処理/打合せ等

14:30

＊起床

15:00

＊おやつ

15:30

＊室内・戸外遊び

16:30

17:00

残留保育への引継ぎ、事
務処理、明日の保育準備
終礼で情報共有後(怪我等
の報告、翌日の確認等)、
終業

保育士
（福祉こども部保育幼稚園課笹井保育所）
業務内容と担当業務

笹井保育所で保育士として５歳
児担任をしています。年間カリキ
ュラムに基づきながら、子どもの
姿に合わせた保育をしています。
おたより作成や日誌連絡帳等の事
務もあります。

様々な経験をする場所だと思って
いました。実際働いてみると子ど
もと一緒に経験をすることで自分
自身も保育士として成長が出来る
場所であることが分かりました。

志望される方に一言

狭山の子どもたちの笑顔のため
に、一緒に働けることを楽しみに
しています。

働いている中で、おすすめできるところ

自然が多い中で保育が出来るこ
とです。季節の草花、虫等自然に
高校生の時に市内にある公園で、 触れる機会が多く散歩で利用でき
楽しそうに保育所の子どもたちが る公園が多いことも魅力です。
遊んでいる姿を見て、自然が多い
狭山市で保育をしたいと思い志望 狭山市の良いところ
しました。
河川敷や橋の上からの景色です。
狭山市職員を志望した理由

仕事のやりがい・魅力

保育の中で悩むこともあります
が、子どもたちの笑顔や成長が感
じられたときが一番やりがいを感
じます。保護者と一緒に自分のこ
とのように喜び合えるととても嬉
しく思います。また、朝から子ど
もたちが可愛い笑顔で「せんせい」
と言われることも魅力の一つです。
入職前と後での印象の違い

入職前、保育所は子どもたちが

朝日や夕日、富士山が河川敷、橋
の上から見えたときは
幸せな気持ちになります。

1 日のスケジュール

8:30

仕事とプライベートの両立

両立が出来るように、退勤をし
たら気持ちを切り替えるようにし
ています。好きな音楽を聴きなが
らドライブしたり、ライブ DVD を
鑑賞したり好きなことをしてモチ
ベーションが上がるように日々意
識しています。

子どもの受け入れ、指導計
画に基づいた保育の実施
＊子どもの姿・天候等に
合わせた活動

11:30

＊食事

12:30

＊午睡

13:00

交代で 45 分間休憩/
事務処理/打合せ等

14:30

＊起床

15:00

＊おやつ

15:30

＊室内・戸外遊び

16:30

17:00

残留保育への引継ぎ、事
務処理、明日の保育準備
終礼で情報共有後(怪我等
の報告、翌日の確認等)、
終業

保健師
（長寿健康部保健センター）
業務内容と担当業務

保健センターの業務内容は、市
民の方々へ保健サービスを提供す
ることです。対象は乳幼児から高
齢者までと幅広く、母子保健・成
人保健・予防接種の役割で分かれ
ています。私は成人保健の担当で
あり、
肺検診や肝炎ウイルス検診、
特定保健指導、自殺対策を担当し
ています。また、保健師として地
区を担当しており、担当する地区
の家庭を訪問したり、育児やメン
タルヘルスなどに関する相談にも
対応しています。

が、市民の方々から「あのとき相
談にのってもらえて良かった」と
言って頂けることもあり、その時
にはとても嬉しくやりがいを感じ
ます。
入職前と後での印象の違い

保健師の仕事について、入職前
は相談事業などがメインかと思っ
ていましたが、行政職であるため
事務作業も多いということに驚き
ました。１年目から書類作成に携
わり、事務処理能力も鍛えられた
ように思います。

狭山市職員を志望した理由

働いている中で、おすすめできるところ

私は、看護師や産業保健師の経
験を経て、より日常生活に近いと
ころでヘルスケアのサポートをで
きる仕事に就きたいと思い、市町
村保健師を志しました。就職先を
探す中で、狭山市のまちづくりの
考え方に共感し、また自然豊かで
暮らしやすそうなところなどに魅
力を感じ、
狭山市を志望しました。

保健センターでは、アットホー
ムな雰囲気で先輩に相談しやすい
体制が作られています。ケースワ
ークについては、自分１人で進め
るのではなく先輩保健師に相談で
きるため、安心して対応すること
ができます。また、自分の意見も
認めてもらえた上で様々な角度か
ら助言を頂けるので、とても勉強
になり保健師としての経験を積め
ています。また、保健師としての
知識を深めるための研修にも参加
させていただくことができ、見識
を広げていくことができる環境で
す。

仕事のやりがい・魅力

私が保健師の仕事でやりがいを
感じるのは、“人の役に立てた”
と思えたときです。保健師は、妊
娠・出産したとき、こころや身体
の調子を崩してしまったときなど、
人生の大変なときに関わることが 狭山市の良いところ
多い仕事です。たまに望まれてい
美味しい飲食店が多いところで
ないのに介入しなければならない す。保健センターの近くにも美味
ときにはプレッシャーも感じます しいパン屋さんがいくつかありま
す。他にもケーキ屋やカレー屋、
ラーメン屋など美味しいお店が多
く、同僚や先輩から教えてもらっ
てテイクアウトしたりしています。
仕事とプライベートの両立

仕事の関係でたまに土曜出勤が

ありますが、週末はほとんど休め
ています。仕事はなるべく持ち帰
らず、休日は美味しいものを食べ
たり、友人と話したり、自分が好
きなことをしてリフレッシュする
ようにしています。
志望される方に一言

私は狭山市へ入職し、様々なプ
レッシャーもある中で、楽しく仕
事をしています。一緒に働いてい
る職員も子育て中の人も多く、仕
事とプライベートを両立できる職
場だと思います。皆様と一緒に働
ける日が来ることを楽しみにして
います。
1 日のスケジュール

8:30
9:30

メールの確認やシステム
関連の仕事など
新生児訪問や担当ケース
の対応、窓口や電話対応

11:00

担当事業の準備など

12:00

昼休み

13:00

16:00
17:15

保健センターで実施する
事業（例／乳幼児健診、特
定健診）の運営や管理など
乳幼児健診の記録や、発育
発達確認の電話がけ、担当
ケースの記録や報告、各関
係機関との連絡・調整など
終業

