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本庄市に興味を持ってくださった

本庄市長の吉田信解です。

突然ですが、皆さんにとって

ような人ですか？ 

私の考える仕事ができる人

いる人です。 

様々な情報が交錯する時代

を押さえる努力が我々には求

公務員を目指す皆さんも、

考えてみてはいかがでしょうか

本庄市は、若い職員が持てる

これからの本庄市の「要」

●本庄市のデータ（平成２７年４月１日現在）

人 口 ７９，２４６人  

世帯数 ３２，９０３世帯 

面 積 ８９．６９k㎡ 

職員数 ５３３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

ってくださった皆さん、こんにちは！ 

。

さんにとって仕事ができる人とは、どの 

人とは、仕事の要点をつかんで 

時代だからこそ、「事の本質」、「要」 

求められていると考えるからです。 

、仕事が何のためにあり、「要」が何であるかをじっくり

えてみてはいかがでしょうか？ 

てる力を存分に発揮している活気に満

」となる皆さんを心よりお待ちしています

本庄市長

●本庄市の概要 
本庄市は東京から８０ｋｍ圏、埼玉県の西北に位置し

ます。地形は概ね平坦で安定

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。

（平成２７年４月１日現在）

●市長からのメッセージ

であるかをじっくり

満ちた自治体です。 

ちしています。

本庄市長

本庄市は東京から８０ｋｍ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。



●本庄市の取り組みを紹介します

【本庄市合併１０周年 と 観光元年】 

 本庄市は本年で合併１０周年を迎えます。それに伴い、 

合併１０周年記念花火大会や記念式典等の開催を予定して 

います。また、本年を「観光元年」と位置づけ、本庄市に 

ある地域資源を大きくＰＲし、観光政策に積極的に取り組 

む方針を打ち出しました。市民全員参加型の観光政策を進 

め、将来的には、海外の観光客にも訪れていただけるよう 

な「観光のまち本庄」を目指します。 

【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協力してサッカー日本代表を応援 

しています。6月には「FIFA ワールドカップカナダ 2015」 

に出場する、なでしこジャパンを応援する取り組みとして、

2010・2014 年に男子日本代表に贈呈された「必勝だるま」 

と 2011 年に世界一となった女子日本代表に贈呈された 

「必勝だるま」と「選手のサインボール」の展示を行いまし 

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。

競進社模範蚕室

アスピアこだま(児玉総合支所、児玉公

民館、児玉児童センター、塙保己一記念館)



地方自治体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが求め

られています。厳しい財政状況や人口減少時代において、本庄市では、魅力あるまちづくりに

取り組むため、既成概念にとらわれずに、自ら考え・行動し、市民全体のため・世

に必要な仕事を見極め、市民と共に課題に取り組む職員を求めています

地道にコツコツと取り組みながらもスピー

確実に掴めるよう、常に先見性を持ち、使いこなす感覚を求めています。

理想や夢を掲げ、どんな困難・課題にも負けずに立ち向い、明日の本庄市をつくりたい！そ

んなやる気のある皆さんの応募をお待ちしています。

●先輩職員からのメッセージ

●本庄市の求める職員像

木田 めぐみ 主事

総務部 行政管理課 

行政管理係

平成２１年度採用 一般事務 

異動歴／H21.4 市民課 

    H25.4 現所属

自ら能力の向上

  職務を的確に遂行

経営感覚と 
コスト意識 

を持ち、的確な判断や

地方自治体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが求め

す。厳しい財政状況や人口減少時代において、本庄市では、魅力あるまちづくりに

既成概念にとらわれずに、自ら考え・行動し、市民全体のため・世

に必要な仕事を見極め、市民と共に課題に取り組む職員を求めています。また、仕事に対して

地道にコツコツと取り組みながらもスピード感を忘れることなく、物事のチャンスを見定めて

確実に掴めるよう、常に先見性を持ち、使いこなす感覚を求めています。

理想や夢を掲げ、どんな困難・課題にも負けずに立ち向い、明日の本庄市をつくりたい！そ

んなやる気のある皆さんの応募をお待ちしています。

●先輩職員からのメッセージ

Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 私の所属する行政管理係では、条例や規則の制定・

改廃をする際の審査を行う法規事務、情報公開や個人情

報保護に関する事務等を行っています。

今後、地方分権が進むことで、法規審査事務の担う

役割は更に大きくなると考えられます。この、時代変

化に対応していくために、迅速かつ正確な法規審査が

出来るよう日々業務に励んでいます。

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 入庁後、４年間所属した市民課では、婚姻などの届

出受付や住民票などの証明書発行業務を行いました。

窓口業務を通して、さまざまな場面に立ち会い、市役

所の仕事は、市民の方々の生活に直結しているというこ

とを身を持って学びました。直接市民の方々のご意見や

お悩みを聞くこともあり、市役所が果たさなければなら

ない役割の大きさを感じました。

Ｑ 受験生のみなさんへ

Ａ 市役所の仕事は幅が広く多岐に渡るため、市役所に

は自分の可能性を広げることができる環境があります。

その分、身につけなければならない知識や能力も多いで

すが、新しいことを学ぶことは自分の成長にもつながり

ます。自分次第で、限りなく成長の出来る環境だと思い

ます。将来なりたい自分を描き、強い意志を持ってきて

ください。 

一緒に働ける日を楽しみにしています。

主事

市民の視点に立ち、
協働によるまちづくり

を推進する

向上に努め、

遂行する

や行動ができる 

社会の変化に迅速に対応

新たな課題にも 

果敢に取り

求 め る 

職 員 像

地方自治体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが求め

す。厳しい財政状況や人口減少時代において、本庄市では、魅力あるまちづくりに

既成概念にとらわれずに、自ら考え・行動し、市民全体のため・世のために真

。また、仕事に対して

ド感を忘れることなく、物事のチャンスを見定めて

理想や夢を掲げ、どんな困難・課題にも負けずに立ち向い、明日の本庄市をつくりたい！そ

私の所属する行政管理係では、条例や規則の制定・

する際の審査を行う法規事務、情報公開や個人情

報保護に関する事務等を行っています。

今後、地方分権が進むことで、法規審査事務の担う

役割は更に大きくなると考えられます。この、時代変

化に対応していくために、迅速かつ正確な法規審査が

出来るよう日々業務に励んでいます。

入庁後、４年間所属した市民課では、婚姻などの届

出受付や住民票などの証明書発行業務を行いました。

窓口業務を通して、さまざまな場面に立ち会い、市役

所の仕事は、市民の方々の生活に直結しているというこ

接市民の方々のご意見や

お悩みを聞くこともあり、市役所が果たさなければなら

市役所の仕事は幅が広く多岐に渡るため、市役所に

は自分の可能性を広げることができる環境があります。

その分、身につけなければならない知識や能力も多いで

すが、新しいことを学ぶことは自分の成長にもつながり

ます。自分次第で、限りなく成長の出来る環境だと思い

ます。将来なりたい自分を描き、強い意志を持ってきて

一緒に働ける日を楽しみにしています。

、

によるまちづくり

する

対応し、 

り組む



Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 収納課では納付された税金の管理や納税の呼びか

け、差押え等の徴収業務を行っています。

私が所属している管理係では、銀行やコンビニで納

められた収納情報の取込、口座振替、税額より多く納

められた方への還付作業が主な仕事です。間違えの無

いよう、日々緊張感を持って業務に臨んでいます。

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 本庄市は外国人の方が多く住んでいます。税金は、

外国人にも日本人同様に課税されます。収納課から発

送する通知は現在全て日本語のため、還付の通知が届

いても、還付の意味が分からなく、通知書の金額を払

わなくてはいけないのかと不安そうに来庁された方が

いました。私も外国語は全くできませんので、日本語

交じりのつたない英語で身振り手振りを交えながら説

明をしました。理解して頂き、笑顔で帰られたのが印

象に残っています。 

Ｑ 受験生のみなさんへ 

Ａ 市役所に勤めるようになり、驚いたのが多岐に渡る

市の業務と職員の意識の高さです。全ての業務は市民

の生活をより良くするという点で共通しており、職員

一人ひとりが本庄市の為を考えて働いていると感じま

す。その中に身を置けることは大変刺激になり、私も

頑張らねばという気持にさせてくれます。このような

環境で、一緒に本庄市の為に働いてみませんか？

赤坂 仁 主事

保健部 介護いきがい課 

いきがい係 

平成２４年度採用 一般事務

異動歴／H24.4 現所属

Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 介護いきがい課は高齢者への福祉サービス窓口と

して、高齢者及びその家族の方への様々な支援を行っ

ています。所属するいきがい係で、私は老人クラブ連

合会の事務局を担当しています。スポーツ大会や教養

講座等のイベントを通して、高齢者の方々がいきがい

を持って元気に生活ができるようサポートをしていま

す。 

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 老人クラブ連合会の仕事は、市民の方との協力が非

常に大切です。よりよいイベントとするために会議を

重ね、互いに意見を出し合いながら

その中で、事業が成功し「次も楽しみにしているよ。」

と声をかけていただいた時の事は、今でも印象に残っ

ています。市民の方の生活に直接関わり、人との繋が

りの中で仕事ができることが、醍醐味であるとともに

大変貴重な経験となっています。

Ｑ 受験生のみなさんへ

Ａ 市役所の業務は、市民生活に密接に関わる非常に責

任あるものです。また、業務は多岐に渡り、さまざま

な経験をつむことができます。そのなかで本庄市のた

め、市民のためにどういった仕事がしたいか、どのよ

うな職員になりたいかイメージしてみてください。

魅力ある本庄市を目指し、一緒に仕事ができる日を

楽しみにしています。 

は納付された税金の管理や納税の呼びか

け、差押え等の徴収業務を行っています。

私が所属している管理係では、銀行やコンビニで納

められた収納情報の取込、口座振替、税額より多く納

められた方への還付作業が主な仕事です。間違えの無

いよう、日々緊張感を持って業務に臨んでいます。

本庄市は外国人の方が多く住んでいます。税金は、

外国人にも日本人同様に課税されます。収納課から発

送する通知は現在全て日本語のため、還付の通知が届

いても、還付の意味が分からなく、通知書の金額を払

安そうに来庁された方が

いました。私も外国語は全くできませんので、日本語

交じりのつたない英語で身振り手振りを交えながら説

明をしました。理解して頂き、笑顔で帰られたのが印

市役所に勤めるようになり、驚いたのが多岐に渡る

市の業務と職員の意識の高さです。全ての業務は市民

の生活をより良くするという点で共通しており、職員

一人ひとりが本庄市の為を考えて働いていると感じま

す。その中に身を置けることは大変刺激になり、私も

頑張らねばという気持にさせてくれます。このような

に本庄市の為に働いてみませんか？

大澤 久美子
総務部 収納課

管理係

平成２４年度採用

異動歴／H24.4

介護いきがい課は高齢者への福祉サービス窓口と

して、高齢者及びその家族の方への様々な支援を行っ

ています。所属するいきがい係で、私は老人クラブ連

合会の事務局を担当しています。スポーツ大会や教養

講座等のイベントを通して、高齢者の方々がいきがい

を持って元気に生活ができるようサポートをしていま

老人クラブ連合会の仕事は、市民の方との協力が非

常に大切です。よりよいイベントとするために会議を

重ね、互いに意見を出し合いながら進行していきます。

その中で、事業が成功し「次も楽しみにしているよ。」

と声をかけていただいた時の事は、今でも印象に残っ

ています。市民の方の生活に直接関わり、人との繋が

りの中で仕事ができることが、醍醐味であるとともに

大変貴重な経験となっています。

市役所の業務は、市民生活に密接に関わる非常に責

任あるものです。また、業務は多岐に渡り、さまざま

な経験をつむことができます。そのなかで本庄市のた

め、市民のためにどういった仕事がしたいか、どのよ

うな職員になりたいかイメージしてみてください。

力ある本庄市を目指し、一緒に仕事ができる日を

久美子 主事

年度採用 一般事務 

現所属 



Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 農業振興係では、農業経営の育成支援や鳥獣被害防

止などの業務を行っています。私は、鳥獣・畜産関係

を担当しており、主に有害鳥獣による農作物被害の防

止対策などに努めています。市内の猟友会と

有害鳥獣の捕獲委託や研修会のほか、実際に現場にお

もむき電気柵の設置などを行います。こうした地域一

体となって行う事業を通じ、本庄市の農業発展の一端

を担えることにやりがいを感じます。

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 平成２６年２月に発生した大雪により、本庄市にお

いても農業用ハウスに甚大な被害が発生しました。現

在も雪害に係る補助事業を継続して行っています。生

活の基盤を失った農家の方の不安を少しでも緩和でき

るように、農家の方に寄り添った接客や正確な事務を

日々心掛けています。 

Ｑ 受験生のみなさんへ

Ａ 市の業務は多岐に渡り、その全てが市民の生活を支

えています。そして、困ったときに市民が頼りにする

のが市役所であると考えてください。その中で、私は

「市民が誇れる本庄市をつくる」という思いを入庁時

に描きました。皆さんもぜひ、どんな本庄市にしたい

か、どんな職員になりたいか思い描いてみてください。

その強い思いで、他にはない本庄市を一緒につくって

いきましょう。 

木村 貴之 主任

教育委員会事務局 生涯学習課

生涯学習係

平成２０年度採用 一般事務 

異動歴／H20.4 建設課 

    H24.4 現所属 

農業振興係では、農業経営の育成支援や鳥獣被害防

止などの業務を行っています。私は、鳥獣・畜産関係

を担当しており、主に有害鳥獣による農作物被害の防

止対策などに努めています。市内の猟友会と連携し、

有害鳥獣の捕獲委託や研修会のほか、実際に現場にお

もむき電気柵の設置などを行います。こうした地域一

体となって行う事業を通じ、本庄市の農業発展の一端

を担えることにやりがいを感じます。

平成２６年２月に発生した大雪により、本庄市にお

いても農業用ハウスに甚大な被害が発生しました。現

在も雪害に係る補助事業を継続して行っています。生

活の基盤を失った農家の方の不安を少しでも緩和でき

るように、農家の方に寄り添った接客や正確な事務を

務は多岐に渡り、その全てが市民の生活を支

えています。そして、困ったときに市民が頼りにする

のが市役所であると考えてください。その中で、私は

「市民が誇れる本庄市をつくる」という思いを入庁時

に描きました。皆さんもぜひ、どんな本庄市にしたい

か、どんな職員になりたいか思い描いてみてください。

その強い思いで、他にはない本庄市を一緒につくって

Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 生涯学習とは人々が生涯に行うあらゆる学習を意

味します。生涯学習課では子どもから高齢者まで幅広

い年齢層を対象に市民総合大学や公民館活動といっ

た広範多岐にわたる学習機会を提供しています。

私は市民総合大学の担当としてさまざまな分野の

専門家を講師に招き、講座の企画・運営を行っていま

す。市民の要望を的確に捉え、満足していただける講

座を企画することを念頭に置き業務を行っています。

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 市役所は数年に一度異動があります。私が採用後

４年間所属した建設課では境界査定という仕事を担

当していました。現所属と比較すると、

する市民も全く異なります。異動当初は、全てが一か

らのスタートで戸惑いもありましたが、初心に帰り、

多くの知識を得られ、視野が広がったと実感していま

す。

Ｑ 受験生のみなさんへ

 Ａ 「仕事」は「学習」です。私たちが経験し身につ

けたものはすべて学習であり、人間は学習によって形

成されているといえます。市役所は多岐にわたる分野

の集合体であり、他では味わえない様々な経験が得ら

れる場所です。「ひとづくりはまちづくり

意欲溢れる皆さんの成長が本庄市の活性化につなが

ります。一緒に成長していきましょう。

佐藤 勇斗
経済環境部 農政課

農業振興係

平成２５年度採用

異動歴／H25.4

生涯に行うあらゆる学習を意

味します。生涯学習課では子どもから高齢者まで幅広

い年齢層を対象に市民総合大学や公民館活動といっ

た広範多岐にわたる学習機会を提供しています。

私は市民総合大学の担当としてさまざまな分野の

専門家を講師に招き、講座の企画・運営を行っていま

す。市民の要望を的確に捉え、満足していただける講

座を企画することを念頭に置き業務を行っています。

市役所は数年に一度異動があります。私が採用後

４年間所属した建設課では境界査定という仕事を担

当していました。現所属と比較すると、業務内容や接

する市民も全く異なります。異動当初は、全てが一か

らのスタートで戸惑いもありましたが、初心に帰り、

多くの知識を得られ、視野が広がったと実感していま

「仕事」は「学習」です。私たちが経験し身につ

けたものはすべて学習であり、人間は学習によって形

成されているといえます。市役所は多岐にわたる分野

あり、他では味わえない様々な経験が得ら

まちづくり」であり、

意欲溢れる皆さんの成長が本庄市の活性化につなが

ります。一緒に成長していきましょう。

勇斗 主事

農政課

年度採用 一般事務 

H25.4 現所属



Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 私は３歳児クラスの担任をしています。歌をうた

ったり、元気に体を動かしたりして、日々成長してい

く子どもたちと共に充実した毎日を送っています。こ

の時期の子どもたちは社会性が芽生え、子ども同士の

コミュニケーションも増えてきます。それだけに難し

さもありますが、子どもたちの成長を毎日実感できる

喜びと感動があります。

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 定期的に行う運動会や生活発表会などの園内行事

です。まずはどのようなことをするのかを考え、子ど

もたちと毎日少しずつ練習に励みます。子どもたちの

頑張る姿や少しずつ上達していく姿には毎年感動し

ますが、特に本番での堂々とした姿には心動かされま

す。体力、気力共に必要な仕事ですが、子どもたちの

笑顔や保護者の方から温かい言葉を頂いたときには、

本当にこの仕事をしていてよかったと思います。

Ｑ 受験生のみなさんへ 

Ａ 保育士は未来を担う子どもたちを育てる大切な仕

事をしています。故に、大変なこともたくさんありま

す。しかし、それ以上に子どもたちからパワーをもら

い自分自身が成長できる、とてもやりがいのある仕事

だと思います。毎日が、笑ったり・泣いたりの学びの

場であるからこそ、「今」という貴重な時間に出会え

る喜びを感じてみませんか？ 

大島 直 技師

都市整備部 建設課  

道路整備係

平成２４年度採用 土木技師 

異動歴／H24.4 現所属 

私は３歳児クラスの担任をしています。歌をうた

ったり、元気に体を動かしたりして、日々成長してい

く子どもたちと共に充実した毎日を送っています。こ

の時期の子どもたちは社会性が芽生え、子ども同士の

コミュニケーションも増えてきます。それだけに難し

さもありますが、子どもたちの成長を毎日実感できる

定期的に行う運動会や生活発表会などの園内行事

です。まずはどのようなことをするのかを考え、子ど

もたちと毎日少しずつ練習に励みます。子どもたちの

頑張る姿や少しずつ上達していく姿には毎年感動し

ますが、特に本番での堂々とした姿には心動かされま

気力共に必要な仕事ですが、子どもたちの

言葉を頂いたときには、

本当にこの仕事をしていてよかったと思います。

保育士は未来を担う子どもたちを育てる大切な仕

事をしています。故に、大変なこともたくさんありま

。しかし、それ以上に子どもたちからパワーをもら

い自分自身が成長できる、とてもやりがいのある仕事

だと思います。毎日が、笑ったり・泣いたりの学びの

場であるからこそ、「今」という貴重な時間に出会え

Ｑ 現在の仕事の内容 

Ａ 道路整備係では、道路改良工事と橋梁修繕工事を

行っています。道路改良とは道路混雑解消のための道

路拡幅工事やバリアフリー工事を行います

とは老朽化した橋の長寿命化のための補修工事を行

います。道路の利用状況や地元の方々の意見から将来

を見据えた計画を立て、利用者が安全に安心して利用

してもらえるように考えながら仕事を行っています。

Ｑ 印象に残っていること 

Ａ 道路工事は多くの関係する機関の専門家と協力し

ながら仕事を行います。関係機関の方と互いに信頼し

て仕事を行うためには、それ相応の準備をしなくては

なりません。そのためには、関係書籍を調べ、現地確

認を行います。事業者と請負者の立場や利用者と地元

住民の立場に立って何が必要であるか、どこまで

られているかが重要なことであるといつも実感して

います。

Ｑ 受験生のみなさんへ

Ａ 本庄市役所はサポートがしっかりした職場だと思

います。共通の目的のために、助け合いながらチーム

として仕事を行う環境があります。一つの目標に向か

って、チーム一丸となり仕事をすることは充実

り、また楽しいことです。辛いことや難しいこともあ

りますが、それを一つずつ解決することで新たな目標

を見つけることができます。本庄市役所は絶対におす

すめの職場です。

紫藤 彩華
福祉部 子育て

久美塚保育所

平成２６年度採用

異動歴／H26.4

道路整備係では、道路改良工事と橋梁修繕工事を

行っています。道路改良とは道路混雑解消のための道

路拡幅工事やバリアフリー工事を行います。橋梁修繕

とは老朽化した橋の長寿命化のための補修工事を行

います。道路の利用状況や地元の方々の意見から将来

を見据えた計画を立て、利用者が安全に安心して利用

してもらえるように考えながら仕事を行っています。

道路工事は多くの関係する機関の専門家と協力し

ながら仕事を行います。関係機関の方と互いに信頼し

て仕事を行うためには、それ相応の準備をしなくては

なりません。そのためには、関係書籍を調べ、現地確

認を行います。事業者と請負者の立場や利用者と地元

住民の立場に立って何が必要であるか、どこまで考え

られているかが重要なことであるといつも実感して

本庄市役所はサポートがしっかりした職場だと思

います。共通の目的のために、助け合いながらチーム

として仕事を行う環境があります。一つの目標に向か

って、チーム一丸となり仕事をすることは充実感もあ

楽しいことです。辛いことや難しいこともあ

りますが、それを一つずつ解決することで新たな目標

を見つけることができます。本庄市役所は絶対におす

彩華 保育士

て支援課  

年度採用 保育士 

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

 上下 水道部

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        上下水 道部

【第１次試験日】 平成２７年９月２０

【受 付 期 間】 平成２７年８月６日（木）～８

本庄市役所 総務部

〒367-8501 本庄市本庄

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

●過去の試験実施状況

●問合せ先

●本庄市行政組織図（平成２７年度）

●今年の試験スケジュール

大学卒 82
短大卒 4
高校卒 8

4
大学卒 7
短大卒 1
高校卒 2

14

一般事務(身障)

技術(土木)

保育士

一般事務

平成26年度

職種 区分 受験者数
    最終
 合格者数

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、商工観光課、農政課

建設課、都市計画課、建築開発課、営繕住宅課、

下水道課

総務課、市民福祉課、環境産業課

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２７年９月２０日（日） 

平成２７年８月６日（木）～８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/

※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２７年度）

●今年の試験スケジュール

一般事務 大学卒 78
1

大学卒 1
短大卒 1
高校卒 1
大学卒 1
短大卒 1

18

技術(土木)

技術(建築)

保育士

一般事務(身障)

平成25年度

職種 区分 受験者数

12 6.8
0 ―
1 8.0
1 4.0
3 2.3
0 ―
0 ―
4 3.5

    最終
 合格者数

倍率

秘書広報課、企画課、産業開発室、財政課、情報システム課

建設課、都市計画課、建築開発課、営繕住宅課、市街地整備課

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

※受験者数が１人以上の職種・区分を掲載しています。

78 17 4.6
1 0 ―
1 0 ―
1 0 ―
1 1 1.0
1 1 1.0
1 0 ―
18 4 4.5

平成25年度

受験者数
    最終
 合格者数

倍率


