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2019年度試験日程  ※日程等は変更する可能性があります。受験案内、ホームページ等でご確認ください。 

試験区分 
受験案
内配布
時期 

第１次試験 第２次試験 第３次試験 
最  終 
合格発表 

日程 内容 日程 内容 日程 内容 

９月採用 
大学卒業程度 ４月 

中旬 
５／１９
（日） 

・基礎力試験 
・適性検査 
・作文試験 

※ 作文試験 
は１次試験合
格者のみ採点 

６月 
中旬 

人物試験 

（保育士の
場合は実技
試験あり。） 

７月 
上旬 

人物試験 

７月 
中旬 大学卒業以外 

前 期 
大学卒業程度 ５月 

下旬 
７／２８
（日） 

８月 
下旬 

９月 
下旬 

１０月
上旬 大学卒業以外 

後 期 
大学卒業程度 

７月 
下旬 

９／２２ 
（日） 

１０月
下旬 

１１月
下旬 

１２月
上旬 

大学卒業以外 

民間企業
等経験者
対  象 

大学卒業程度 

大学卒業以外 

勤務条件 

＞＞給料・手当 

● 平成31年4月現在の初任給は次の通りですが、給与改
定等により変更になる場合があります。 

大学新卒者 180,700円 

短期大学新卒者 158,300円 

高校新卒者 148,600円 

※学歴や職歴等により一定の額が加算される場合があります。 

● ボーナス（期末手当、勤勉手当）は、年間4.45ヶ月 
 分（平成30年度実績）が支給されます。（採用初年度 
 については、採用される月によって支給額が異なりま 
 す。 

● 扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当等が 
 条件に応じて支給されます。 

＞＞勤務時間・休暇 

● 勤務時間は、原則として、月曜日から金曜日の8:30 
 から17:15までで、１日7時間45分、週38時間45分の勤 
 務です。ただし、職種、勤務場所によって異なる場合 
 があります。 

● 休日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29 
 日から1月3日まで）です。ただし、職種、勤務場所に 
 よって異なるため、平日に代わりの休みを取る場合が 
 あります。 

● 年次有給休暇は、年20日（採用1年目は4月採用の場 
 合、年15日）で、繰越制度もあります。このほかに、 
 病気休暇や特別休暇（夏季休暇、結婚休暇、出産休暇、 
 忌引休暇等）もあります。 

米子市総務部職員課 TEL：0859（23）5344 

米子市加茂町一丁目１番地 （市役所本庁舎３階） 

 詳しい情報、 最新の情報はホームページで 
ご確認下さい。 

＞＞人事異動 

● 本人の意欲、適正、能力を踏まえて配属を決定しま 
 す。様々な業務を経験し、幅広い視野を持つことがで 
 きるよう、一般的に3～5年で人事異動を行うジョブロ 
 ーテーションを基本としています。 

＞＞昇任 

● 基本的な昇任モデルは次のとおりです。 

＞＞研修 

● 新規採用職員研修 
  社会人・市職員としての自覚や、市の仕事の全体像 
 や基本制度を理解し、必要な基礎的知識を学びます。 

● 階層別研修 
  職員の庁内でのキャリアに合わせて、必要なスキル 
 や意識の向上を目的とした研修を行います。 

● 能力開発・向上研修 
  次代を担う人材の育成と職員の資質向上のため、職 
 員自身の長期的なビジョンに基づき、計画的に自らが 
 選択した研修を受講する制度があります。 

＞＞派遣・交流 

● 鳥取県との人事交流のほか、財団法人等の団体や被 
 災団体などにも職員を派遣しており、幅広い職場で本 
 市の職員が活躍しています。 

検索 米子市職員採用 
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ご確認 
下さい 

● 第１次試験は基礎的・常識的な能力を検証する「基礎力試験（高校卒業程度）」を実施します。 
 一般的に言われている公務員試験対策は必要ありません。公務員試験に向けた準備をしていない民間企業 
 志望者でも受験しやすくなっています。 

試験内容 

● 試験区分を大学卒業者と大学卒業者以外の方に分けて実施します。 

● 大学卒業程度区分の年齢要件を33歳まで（９月採用試験は34歳まで）に拡大します。 

人事制度・研修 



  やっぱりよなごっていいよね。 
               を次の世代に 

数 字 で 👀 見 る 👀 米 子 市 職 員 

どんな仕事も行きつく先は「市民のために。」 

 児童養護施設の保育士になることを考えていた彼女

が、米子市役所の職員となるきっかけとなったのは大

学の卒業研究。県内の全市町村に保育行政についてイ

ンタビューをしたことで、行政という立場で政策的に

保育に携われることに魅力を感じた。 

 

 今は固定資産税課で市民の資産評価業務を行ってい

る。市役所の中でも縁の下の力持ちのような業務だと

話すが、『税部門の業務があるから、行政が成り立っ

ている。』という先輩や上司からの言葉がモチベー

ションになっている。「私たちの仕事が最終的に市民

に還元されていると考えると、市の職員になってよ

かったと思います。」と話してくれた。 

 

 若手職員が多くいる固定資産税課では先輩としての

立場も求められる。「先輩方が丁寧に教育してくだ

さったことを、後輩に還元していきたい。」オフでは

若手職員で飲み会などの交流をすることもしばしばだ。 

 「 大学時代に描いていた未来とは大きく変わりまし

た。」そう言いながら、穏やかに笑う彼女の市役所の

キャリアは始まったばかり。「今後は、今まで以上に

市民と密接に関わる部署で市民サービスを提供した

い。」彼女は次のステージを見据えている。 

社会貢献を実感できる場所。 

 学生時代に「まちづくり」という響きに魅かれ、土木工学を学んだ。一つひ

とつの工事が積み重なり、初めてまちづくりができる。就職してそのことを実

感した。 

 入庁後配属された課で、住民とのコミュニケーション、法令の読み方など、

市役所の業務の基礎となる経験を積んだ。現在の部署では、工事現場での判断

や災害時の対応など、臨機応変な対応が求められる。「現場の方と密にコミュ

ニケーションをとって現場感覚を養っています。」という。 

 市役所の仕事は幅広く、イベントがあると部門の垣根を超えた職員の交流が

ある。太田は「土木職員としての社会貢献だけでなく、様々な分野で米子市に

携わる仲間と同じ組織で働けることが最大の魅力です。」と教えてくれた。 

  

 そんな彼女に職員としての夢を聞いた。「新しい道路を造りたい。でもそれ

は個人的な夢。税金で公共工事をする以上、自分の夢より、米子市の道路や公

共施設を使用される方が、安心安全に暮らせる環境を提供していくことが使

命。」と語ってくれた。 

 市民の想いと彼女の夢が重なった時に、彼女の技術者としての夢は叶う。 

職員数                  895人 

管理職の女性割合              27.6% 

職員の女性割合         44.9% 

一般事務 35.7% 技術職 8.6% 保育士 94.2% 

年次有給休暇消化率       66.3% 

                                     （13日2時間） 

入庁10年後の定着率          96.4% 男性の育児休業取得率      15.4% 

 高専を卒業後、地元の民間企業に就職した徳田。米子

勤務を経て、転勤のため東京で約２年間働いた。「若

かったので東京の生活は楽しかったです。でも仕事は忙

しかった。」帰宅時間が深夜になることもしばしばだっ

たという。そんなとき、米子で仕事も私生活も充実させ

ていた同級生に影響を受け、転職を決めた。 

 

 入庁後、建築住宅課で市立の学校や保育園などの電気

設備工事の設計と施工管理を担当した。そこで、なかよ

し学級の建物を新築する事業に携わった彼は、「ゼロか

ら自分たちで設計や施工管理をしました。１年かけて完

成したので、実際に子ども達が入っていく姿を見た時は

少し感動しました。」と照れながら教えてくれた。 

 現在は下水道の中央ポンプ場で施設維持管理業務を

行っている。修繕が必要となったものを外注せずに自身

で対処できたとき、前職で培った経験が生かせていると

実感する。 

 また、楽しく仕事ができているという彼に理由を尋ね

たら、「業務改善について若手職員が意見しても、柔軟

に取り入れる雰囲気がある。後輩や先輩に恵まれていま

す。」と答えてくれた。 

 仕事や私生活、どちらかに比重を置く人もいるが、彼

にとってはどちらも大事。前職での経験を糧に、行政職

員として更に現場経験を積む。そして、建築物に欠かす

ことのできない電気設備のエキスパートを目指す。 

仕事とプライベートのどちらも充実させる。 

22歳未満 12％ 

24歳～26歳未満 20％ 

22歳～ 
 24歳未満 
  30％ 

28歳以上 
22％ 

26歳～ 
 28歳未満 
  16％ 

入庁者の
出身地 

入庁時の
年齢 

多岐にわたる市役所の仕事のなかに貫く揺るぎないもの。 

それは仕事を通して米子の発展に貢献できるということ。 

私たちはこれを誇りに市民の福祉増進に向き合っています。 

米子市 
49％ 

中・四国 
（鳥取県除く） 

12％ 

その他 10％ 

鳥取県 
（米子市除く） 

29％ 

 採用後、大和保育園に配属となり、２年目には

民営化する法人と共同で保育を経験した。そこで

は、米子市立保育園として大切にしていた、子ど

もたちを心身ともに健やかに育てる理念を移管先

法人に引き継いだ。 

 

 保育士としての１日は、もちろん保育業務が中

心。保育業務を行う傍ら、それぞれの保育士が誕

生日会やクリスマスなどの行事を担当し、企画か

ら運営まで行うという。「発想力や創造力がある

人が向いていると思いますが、私は苦手な方です。

他の先生にアイディアをもらいながら助けても

らっています。」と彼女は控えめに話した。 

 みんなで知恵を絞って１つのことを作っていく

のが楽しい。そんな保育士同士の仲の良さを感じ

た。 

保育士を目指して。 

 彼女は非常勤保育士として働くなか、育児をし

ながら公務員試験に合格した強者。正職員となっ

てからも出産を経験し、育児休業を取得した。 

 「子育てをしていてうまくいかない時、保護者

の気持ちが分かる。育児をしている経験によって、

より保護者に寄り添えるんです。」という。 

 大切にしているのは、「保育園を家庭の次に安

心して過ごせる環境にすること。子どもたちと

笑っていられる保育士でありたいです。」と語っ

てくれた。その想いが安心して過ごせる保育園を

つくりあげていくのだ。 

子ども達と一緒に笑っていられる 

 子どもの誕生を機に、自身の出身地、下関市でなく、妻の地元の米子市に移住することを決めた。

大阪で開催された鳥取県移住イベントに参加。鳥取県の企業の話を聞いたり、米子市の職員と話し

たりするうちに、お客さんと距離が近い市役所の仕事に魅かれた。 

 愛知県で研究職として働いていた彼は、「消費者の顔が見えづらかったので、人の役に立ってい

ると実感できる仕事をしてみたかった」と言う。実際に、「今の仕事は対市民。間違いが許されな

いので、プレッシャーを感じることもありますが、やりがいも感じます。」と話してくれた。 

 

 １年目で山の日の記念イベント業務に携わり、他部署の職員に協力を仰ぎながら無事終えること

ができた。また、興味のあった自然エネルギーに関連する業務も担当している。 

 職場の人に誘われると、飲み会だけでなく、バトミントンや吹奏楽の練習に顔を出すなど、フッ

トワークの軽さも彼の魅力一つだ。オフは新米パパとして家族の時間を大切にしている。そしてオ

ンは新米行政職員として市民と近い立場で新たな人生を歩んでいる。 

仕事も子育ても新天地よなごで。 


