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希望とやる気
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その力を発揮

２０１４
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ませんか？ 

本庄市です。 

本庄市職員募集



こんにちは！本庄市長の吉田信解です。

今、このパンフレットを手にとってくださった

興味をもち、共に働きたいと思ってもらえるよう、私の取り組みを紹介し

ます。 

私の信条は、職員との対話。新たに職員となった皆さんと

合える新採用職員特別研修を実施しています。今年度の研修で私は、「新

採用職員の皆さんへ ～市長からのエール～」と題し、本庄市の魅力、市

長のスケジュール、市長の仕事、本庄市職員に期待することなどについ

語りました。私は、希望とやる気に満ち溢れた本庄市の将来を担う皆さんに

の思いを語ることができ、入庁して間もない

の時間をとても大切にしています。私はこの研修を行うたびに

 本庄市は、若い職員が持てる力を

に頑張ってくれる皆さんをお待ちしています。

来年の特別研修でお会いしましょう。

本庄市は東京から８０ｋｍ圏、埼玉県の西北に位置

地形は概ね平坦で安定した地盤を有していますが、南西部

は５００ｍ級の山々が連なる山間地となっています。自然災

害は少なく、気候は夏に雨量が多く、冬に少ない東日本型気

候であり、水と緑豊かな自然環境に恵まれたところです。

 人 口 ７９，６１７人  

 世帯数 ３２，６０３世帯 

 面 積 ８９．７１k㎡ 

 職員数 ５３８人 

 主要な交通網 

鉄 道 

ＪＲ上越新幹線 本庄早稲田駅

ＪＲ高崎線 本庄駅 

ＪＲ八高線 児玉駅 

道 路 

関越自動車道 本庄児玉ＩＣ

国道１７号、２５４号、４６２号

●市長からのメッセージ

●本庄市の概要 

●本庄市のデータ（平成２６年４月１日現在）

こんにちは！本庄市長の吉田信解です。

今、このパンフレットを手にとってくださったあなたが本庄市にさらに 

興味をもち、共に働きたいと思ってもらえるよう、私の取り組みを紹介し

私の信条は、職員との対話。新たに職員となった皆さんとは、直接語り 

特別研修を実施しています。今年度の研修で私は、「新

～市長からのエール～」と題し、本庄市の魅力、市

長のスケジュール、市長の仕事、本庄市職員に期待することなどについて 

語りました。私は、希望とやる気に満ち溢れた本庄市の将来を担う皆さんに対して、市長としての自ら

の思いを語ることができ、入庁して間もない若い職員の皆さんからの貴重な意見を聞くことができるこ

の時間をとても大切にしています。私はこの研修を行うたびに、更なるやる気が湧いてきます。

持てる力を存分に発揮している活気に満ちた自治体です。本庄市のために一緒

に頑張ってくれる皆さんをお待ちしています。

来年の特別研修でお会いしましょう。

圏、埼玉県の西北に位置します。 

地形は概ね平坦で安定した地盤を有していますが、南西部

級の山々が連なる山間地となっています。自然災

害は少なく、気候は夏に雨量が多く、冬に少ない東日本型気

候であり、水と緑豊かな自然環境に恵まれたところです。

本庄早稲田駅

本庄児玉ＩＣ

国道１７号、２５４号、４６２号

●市長からのメッセージ

本庄市長

（平成２６年４月１日現在）

対して、市長としての自ら

若い職員の皆さんからの貴重な意見を聞くことができるこ

、更なるやる気が湧いてきます。

発揮している活気に満ちた自治体です。本庄市のために一緒

本庄市長



●本庄市の取り組みを紹介します

【埼玉エコタウン 本庄】 

市の全域で再生可能エネルギーを中心とした 

創エネや徹底した省エネ等の環境共生都市づく 

りを進める「埼玉エコタウンプロジェクト」。 

産学官民が連携し、再生可能エネルギーを活用 

したシステムの構築を目指します。平成 26年 

度は、追尾式太陽光発電システムを設置するほ 

か、新たなエコタウンイベントを実施します。

【世界に誇れる歴史と文化財】

 世界遺産に登録された「富岡製糸場と絹産業遺産

群」。本庄市の「競進社模範蚕室」・「旧本庄商業銀行

煉瓦倉庫」・「高窓の里」も絹産業遺産群として文化

的価値の高いものです。現在、伊勢崎市や深谷市と

連携して絹産業遺産群の輪を広げ、地域活性化の起

爆剤にできるよう新しい観光ルートの開拓に全力で

取り組んでいます。

【日本サッカーを応援する自治体連盟に加盟】 

本庄市は、「日本サッカーを応援する自治体連盟」に   

加盟し、日本サッカー協会とタイアップしてサッカー   

日本代表を応援しています。６月にはＦＩＦＡワール   

ドカップ２０１４ブラジル大会を盛り上げるために、   

「日本神社の必勝だるまの展示」と「本庄市少年サッカ    

ー大会」の２つのイベントを開催し、多くの市民にサッ   

カー日本代表へ応援を呼びかけました。

【公共施設再編への取り組み】

市の公共施設は、建築後３０年を経過する建造物

等が数多く存在するため、老朽化等により設備機器

の更新や施設の修繕が急激に増えています。現在の

公共施設をすべて維持することは困難であるため、

公共施設の今後のあり方を検討し、時代の変化と市

民ニーズに対応できる公共施設の再編に取り組ん

でいます。
（仮称）市民プラザ跡地複合施設

競進社模範蚕室



・自ら能力の向上に努め、職務を的確に遂行する

・市民の視点に立ち、協働によるまちづくりを推進する 

・経営感覚とコスト意識を持ち、的確な判断や行動ができる

・社会の変化に迅速に対応し、新たな課題にも果敢に取り組む

本庄市では、毎年、市長がその年の方向性を示すキーワードを新年のあいさつで発表しています。今

年のキーワードは、「健やかに」です。健やかという言葉は、かつては「すくやか」あるいは「すくよ

か」と言い、嘘偽りのない生真面目さや正直さ、つまり「真摯」な姿勢といった意味も込められている

そうです。 

また、健やかという言葉は、個人の心身のみならず、あらゆる事柄に適用できるキーワードです。行

政に携わる職員、職場、組織、市役所が全て健やかであり、行政のすべての事業が、本庄市や本庄市民

にとって健やかな未来を創るための礎となるよう、市長をはじめ、市職員が「健やかに」をモットーと

して職務に取り組んでいます。

●先輩職員からのメッセージ

Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 「公共施設再配置計画」の策定を行っています。本

庄市が将来的に維持可能な施設規模を検討し、最適な施

設配置や効率的な運営の方法等について、今後の方針を

定めます。計画を策定するため、ワークショップの開催、

各施設所管課との調整などが主な業務です。市の計画づ

くりという今まで経験したことのない大きな業務です

が、将来の本庄市をより良くするための計画策定に携わ

れることにとてもやりがいを感じています。 

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 福祉課では、民生委員・児童委員協議会など多くの

団体の皆さんと仕事をさせていただきました。災害時に

おける災害弱者の避難支援の制度や非行防止の啓発活

動など、ボランティア活動として市民の皆さんに協力し

ていただくことで成り立つものがあることを知り、市民

との協働の大切さを学びました。

Ｑ 受験生のみなさんへ

Ａ 市役所の仕事には様々な業務があります。採用され

ても希望の仕事に直接係わることができないかもしれ

ませんが、全ての業務は本庄市をより良くするという点

で共通しています。また仕事を進めていく中で、自分自

身の視野が広がり、常に自分の成長を実感しながら仕事

に取り組むことができます。本庄市職員を目指す意欲あ

ふれる皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。 

●本庄市の求める職員像 

飯島 雄大 主事 
企画財政部 企画課 

施設調整係

平成２１年度採用 一般事務 

異動歴／H21.4 福祉課 

    H23.4 社会福祉課 

    H25.4 現所属

合 同

説明会

出席予定

●今年のキーワード「健やかに」



Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 障害福祉課では、障害者の福祉サービス提供の窓口

として、障害者手帳の交付や医療費の助成などを行っ

ています。私は、主に車いすや義足などの補装具、杖

や紙おむつなどの日常生活用具を給付する業務を担当

しています。時には医療機関や施設、学校等多くの関

係者に協力していただくこともあります。障害者や家

族の生活にも密接に関わり、様々な角度から支援を行

います。

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 窓口対応では、なかなか説明を理解してもらえなか

ったり、スムーズに対応ができなかったりすることも

あります。また、どのように支援していけばよいか悩

むことが毎日のようにあります。しかし、一つひとつ

丁寧に対応し、悩みを持つ人の生活を少しでも解決す

る支援ができたときは、達成感を感じ自信になります。 

Ｑ 受験生のみなさんへ

Ａ 市の窓口担当の職員は、毎日多くの人と接します。

そのため、応対する職員の一つひとつの対応が本庄市

のイメージにも繋がっていきます。市職員にはどのよ

うな場面でも誠実で真摯な対応ができる人材が求めら

れています。本庄市がより市民の皆さんにとって住み

やすいまちになるよう一緒に仕事をしましょう。

Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 固定資産税は、土地家屋などを所有している人に課

税される税金です。私は、資産税家屋係として、家屋

の所有者の変更などの処理、現地調査、新築家屋の調

査を行っています。新築家屋の調査では、直接市民の

お宅を訪問し、家屋の調査を行います。固定資産税は

市民からの申告ではなく、市が税額を決定するため、

公平・公正な課税でなければなりません。そのため、

緊張感を持って、日々業務に励んでいます。

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 配属されるまで、固定資産税の知識はまったくな

く、まずは言葉や内容を理解することから始まりまし

た。市民生活を支える歳入の根幹となる税金に関する

業務に携わっているため、市民から厳しい意見をいた

だいくこともありますが、難しい事案の場合はみんな

で解決しています。上司や先輩と共に自信をもって業

務に取り組める環境・チームワークが重要であると実

感しています。

Ｑ 受験生のみなさんへ 

Ａ 市役所の業務は多岐にわたるため、様々な経験を積

むことができます。それぞれの業務が市民生活に関わ

る責任のある仕事です。大変なことも多いですが、や

りがいのある仕事です。本庄市をより良く、住みやす

いまちにしていきたいと考えている人と一緒に仕事が

できる日を楽しみにしています。

金井 夏美 主事 
福祉部 障害福祉課 

援護係

平成２５年度採用 一般事務 

異動歴／H25.4 現所属 

根岸 由佳 主事 
総務部 課税課 

資産税家屋係

平成２３年度採用 一般事務 

異動歴／H23.4 現所属 



Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 県と共同でエコタウン実現のための事業を推進する

「埼玉エコタウンプロジェクト」。私は、市内の施設に

再生可能エネルギーや省エネルギー設備を設置する工

事の企画や調整と補助金申請の業務を担当していま

す。再生可能エネルギーの分野は、技術革新が日進月

歩で進んでいますが、常に５年先、１０年先を見据え

て事業を考えなくてはなりません。難しさもあります

が、とてもやりがいのある仕事です。 

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 省エネルギー化の改修の補助金を申請した事業者

には、工事の前後を比較して消費エネルギーの削減量

の報告をお願いしています。工事前に比べて大きく削

減できた報告を受けた時は、本庄市全体の消費エネル

ギーの削減につながるのでとてもうれしいです。 

Ｑ 受験生のみなさんへ

Ａ 皆さんはまだ市の職員ではありませんが、だからこ

そ市民の目線で市役所を見つめることができると思い

ます。自分はなぜ職員になりたいと思うのか、改めて

自分の「思い」を見つめ直して、いつまでも忘れない

でください。その「思い」は、いつかきっと皆さんの

力になってくれるはずです。皆さんと一緒に仕事がで

きる日を楽しみにしています。

Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 私の主な仕事は、下水道管渠築造工事の設計業務

と工事監理です。下水道の本管を設置する工事では、

図面と数量の精査や積算を行い、工事を始める前に施

工場所の沿道の住民や土地の所有者に工事の説明会

を行います。工事中は住民の安全に配慮し、工事が設

計どおりに完成するよう現場監理を行います。また小

さな工事では、現地の測量を行い、図面の作成、積算

などすべてを行う場合もあります。 

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 昨年、広域消防本部新庁舎用の下水道整備工事に

携わりました。既設の下水道管から管を延長し、新庁

舎内にマンホールポンプを設置するまでの工事です。

同時に新庁舎建設工事があったため、定期的に工程調

整を図りながら工事を進めました。同一敷地内で建設

工事と調整を行いながら施工を行うのは初めてで、と

ても緊張しました。

Ｑ 受験生のみなさんへ

 Ａ 現場に出て市民の皆さんと話をすると、新たな発

見や気づきがたくさんあります。仕事を行っていく上

で、市民とのコミュニケーションを図ることもとても

大切なことだと思います。安全安心で快適な本庄市の

まちづくりのため、皆さんもぜひ一緒に仕事をしてみ

ませんか？

合  同

説明会

出席予定

萩原 晴香 技師 
都市整備部 下水道課 

工務係

平成２４年度採用 土木 

異動歴／H24.4 現所属 

小浦方 康司 主事 
経済環境部 エコタウン推進室

エコタウン推進係

平成２４年度採用 一般事務 

異動歴／H24.4 環境推進課 

    H25.4 現所属 



Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 私は、本庄市体育協会の事務局として、協会の会

議の連絡・資料の作成、また協会主催の大会、イベン

ト等の運営に携わっています。本庄市体育協会は、「体

育スポーツを普及、奨励することによって、市民の体

力向上に努め、健康で明るい市民生活の発展を図るこ

と」を目的とし、市民がスポーツに親しみ、健康的な

生活を送るためのサポートをしています。

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 「第１８回本庄早稲田の杜クロスカントリー＆ハ

ーフマラソン大会」の開催のために、関係団体や市民

ボランティアなど多くの皆さんからご協力をいただ

きました。これまで自分ひとりが頑張れば何とかなる

と思っていたこともありましたが、身をもってチーム

ワークの大切さを感じました。

Ｑ 受験生のみなさんへ 

Ａ 採用試験合格は大きな目標だと思いますが、ぜひ、

その先のビジョンを描いてください。なぜ本庄市の職

員になろうと決めたのかがより鮮明になり、いき詰ま

ったときに前に進む力になるはずです。市役所の仕事

は多岐にわたりますが、「本庄市のため」「市民のため」

という熱い思いは、全職員に共通するものだと思いま

す。皆さんもぜひ、本庄市に対する熱い思いを見つけ

てください。

Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 水道工事の書類審査や水道管が漏水した場合の修

繕対応、その他利用者からの問い合わせへの対応など

を行っています。水道は市民生活に欠かせないもので

すので、非常に責任とやりがいを感じています。特に

漏水への対応は、利用者になるべく迷惑を掛けないよ

うにスピードが必要なため、気が抜けません。水は一

時たりとも欠かすことのできない大切なものという

思いのもと仕事に励んでいます。

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 採用後、４年間生涯学習課に所属していました。

公民館の事業として多くの講座を企画しました。講座

の募集が始まる前は、いつも参加者が集まるか不安で

したが、多くの申し込みがあったときや、参加した人

から「楽しかったよ。また参加したい。」などと声を

かけてもらったときは、非常にうれしく、達成感があ

りました。

Ｑ 受験生のみなさんへ

Ａ 皆さんは、市役所でどんな仕事がしたいか、どう

いう分野でどのように市民のためになりたいか、ぜひ

一度考えてみてください。本庄市の偉人 塙保己一が

遺した「世のため、後のため」という言葉があります。

市民の皆さんが、本庄市に住んでよかったと思える後

に繋がるまちづくりのためにあなたの力を生かして

みませんか？

関根 慎一朗 主事 
水道部 水道課 

工務係

平成２２年度採用 一般事務 

異動歴／H22.4 生涯学習課 

    H26.4 現所属 

内田 宏 主事 
教育委員会事務局 体育課 

スポーツ推進係

平成２２年度採用 一般事務 

異動歴／H22.4 介護いきがい課 

    H26.4 現所属 



企画財政部

 総 務 部

 市 民生活部

 福 祉 部

市長  副市長 保 健 部

 経済環境部

 都市整備部

 児玉総合支所

 会計管理者

教育委員会 教育委員会事務局

農業委員会 農業委員会事務局

議会 議会事務局

監査委員 監査委員事務局

選挙管理委員会    選挙管理委員会事務局

公平委員会、固定資産評価審査委員会

市長        水 道 部

【第１次試験日】 平成２６年９月２１日（日）

【受 付 期 間】 平成２６年８月７日（木）～９日（土）

本庄市役所 総務部

〒367-8501 本庄市本庄

 URL http://www.city.honjo.lg.jp/

一般事務 大学卒 78
一般事務(身障) 1

大学卒 1
短大卒 1
高校卒 1
大学卒 1
短大卒 1

18

受験者数
   最終
合格者数

平成25年度

技術(土木)

技術(建築)

職種 区分

     保育士

●過去の試験実施状況

●問合せ先

●本庄市行政組織図（平成２６年度）

●今年の試験スケジュール

秘書広報課、企画課、産業開発室、財政課、情報システム課

行政管理課、課税課、収納課、債権回収対策室

  市民活動推進課、危機管理課、市民課 

社会福祉課、障害福祉課、子育て支援課 

保険課、健康推進課、介護いきがい課 

環境推進課、商工課、農政課、エコタウン推進室

建設課、都市計画課、建築開発課、営繕住宅課、下水道課、拠点整備推進

総務課、市民福祉課、環境産業課、児玉税務対策室

会計課 

教育総務課、学校教育課、生涯学習課、文化財保護課、体育課、図書館

公平委員会、固定資産評価審査委員会

水道課

平成２６年９月２１日（日）

平成２６年８月７日（木）～９日（土）

総務部 行政管理課 職員係 

本庄市本庄 3-5-3  ℡0495-25-1160 

http://www.city.honjo.lg.jp/

17 4.6
0
0
0
1 1.0
1 1.0
0
4 4.5

   最終
合格者数

倍率

大卒程度
高卒程度

一般事務(身障)
技術(土木) 大卒程度

大卒程度
高卒程度

一般事務
技術(土木)

技術(建築)

大卒程度

9月

1月

平成24年度

一般事務

職種 区分 受験者数

※受験者数が１人以上の職種・区分を掲載しています。

●本庄市行政組織図（平成２６年度）

●今年の試験スケジュール

秘書広報課、企画課、産業開発室、財政課、情報システム課

環境推進課、商工課、農政課、エコタウン推進室

建設課、都市計画課、建築開発課、営繕住宅課、下水道課、拠点整備推進課

総務課、市民福祉課、環境産業課、児玉税務対策室

教育総務課、学校教育課、生涯学習課、文化財保護課、体育課、図書館

147 15 9.8
16 3 5.3
1 0
3 1 3.0
2 1 2.0
1 0

137 16 8.6
5 2 2.5

平成24年度

   最終
合格者数

倍率受験者数

※受験者数が１人以上の職種・区分を掲載しています。


