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令和２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 

大学卒業程度 
５月中旬 ６月下旬 ７月中旬 ８月上旬 ８月中旬 

短大卒業程度 

高校卒業程度 
７月下旬 ９月中旬 １０月中旬 １１月上旬 １２月中旬 

民間企業等経験者対象 

● 令和2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 182,200円 

高校新卒者 150,600円 

※学歴や職歴等により調整される場合があります。 

● 期末手当、勤勉手当は、年間4.5ヶ月分（令和元年 
 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 
 ～17:15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 
 所によって異なり、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（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、結婚休暇等）もあり 
 ます。 

TEL：0859（23）5344 
〒683-8686 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ください。 

 採用予定日が同一の試験は重複して申込みでき
ませんが、採用予定日が異なる試験は受験資格を
満たしていれば受験できます。 

検索 米子市職員採用 

● 年齢要件を変更し、大学卒業程度の一般事務については３５歳まで、専門職については４０歳までの方 
 が受験できるようになりました。（民間企業経験者対象については一般事務も４０歳まで受験できます。） 

● これまで７月下旬に実施していた前期試験を、大学卒業程度試験として６月下旬に実施します。９月中 
 旬から下旬に実施していた後期試験は、高校卒業程度試験に変更します。 

試験内容 

採用に関する Q&A 勤務条件 

試験を重複して申込みできますか？ 

 年齢要件などの受験資格を満たしていれば、学
歴を問わず受験できます。 

大学卒業程度の試験は大学卒業（見込み）
でないと受験できませんか？ 

 作文試験の課題を米子市ホームページで公表し
ています。 

過去の試験問題などは公表していますか。 

 最初の配属先は、本人の意欲、適正、能力を踏
まえて決定します。 
 入庁後は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、人事異動を行っています。 
 また、必ずしも希望通りになるとは限りません
が、異動等の意向申告制度があります。 

最初の配属先や入庁後の異動は希望するこ
とができますか。 

米子市総務部職員課 

給料・手当 

！注意！ 新型コロナウィルス感染症の流行拡大の状況により、試験日程等が変更となる可能性があります。 
     最新の情報は米子市ホームページでご確認ください。 



どの部署でも、市民や同僚から  
  信頼される職員になりたい 

なぜ米子市職員に？ 

 明るくフランクな人が多いと思いま

す。 仕事の進め方等を相談すると、

アドバイスや協力をしてもらえる環境

なので、上司にも先輩にも相談しやす

い雰囲気です。 

ずっと住み続けたい。また住みたい。 
  そう思ってもらえる魅力ある米子にしたい 

自分の仕事を振り返ったとき 
 人に誇れるような仕事をしたい 

障がいがあってもなくても、誰もが安全に 
  暮らしていける米子市になってほしい 

１日に１つでも多く、子どもたちの 
  笑顔を引き出せる保育士でいたい 

 前職で島根県から広島県に転勤と

なり、そのタイミングで地元で働き

たいという思いが強くなりました。 

 米子市は民間経験者対象として県

外からの転職者を募集していること

を知り、多様な人材を受け入れるこ

とに魅力に感じ、受験しました。 

業務内容 

 私が所属する商工振興担当は、市

内の事業者の支援を行っていて、私

は主に金融支援を担当しています。 

 窓口に相談に来られるのは個人の

方よりも、商工団体や民間事業者の

方が多いです。 

 毎日決まった業務だけでなく、新

たな業務が発生することもあります。

まだまだ知識不足だと感じる場面も

あり、日々奮闘中です。 

仕事のやりがい 

 前職ではパソコン処理や電話対応が

ほとんどで、直接お客様と接する機会

がなかったので、今の仕事で様々な業

界の方と出会えることに刺激を受けて

います。 

 令和元年度は、空き店舗に出店者を

募集する事業を担当させてもらい、１

つの事業を運営し実行することの難し

さを感じました。でも、「市の事業で

あれば安心」と信頼されていることを

感じることもあり、そんな事業に携わ

れていることを嬉しく思っています。 

職場の雰囲気 

 市民に住み続けたいと思われ、進学や

就職で県外に住む米子出身者やそうでな

い方にも住みたいと思われる魅力あるま

ちづくりをしたいです！ 

 高校卒業するまで米子で過ごし、

大学進学を機に東京に出ました。 

 就職活動中は自治体職員と教員で

悩んでいたので、公務員試験と並行

して教員採用試験とタイの日本人学

校の試験を受験しました。 

 しかし、大学生活で県外の人と関

わるなかで、生まれ育った米子の良

さに気づかされ、市役所職員として

米子を盛り上げたいと思い、米子市

職員として働くことを決めました。 

業務内容 

 生活保護を受給されている方の生

活保護費の支給の決定を行っていま

す。また、生活保護を受給されてい

る方との面談や家庭訪問を通して、

幅広い相談に応じ、自立を支援する

業務を担当しています。 

仕事のやりがい 

 市民に関わることによって、生活状況

を変えるきっかけにつながったり、就労

するなどの自立に向けて一歩踏み出す姿

を見たりしたとき、大きなやりがいを感

じます。 

職員としての夢 

なぜ米子市職員に？ 

 職員同士の仲が良く、働きやすい職場

です。業務上、医療や介護、障がい者福

祉など幅広い知識が求められますが、

困ったことや分からないことがあっても

相談しやすく、とても心強いです。 

職場の雰囲気 

 自分の仕事を振り返ったときに、人に

誇れるような仕事をしたいです。 

 仕事もプライベートも充実させた

いと思っていたので、基本的に土日

が休める公務員を志望していました。

その公務員の中で、できるなら自分

に関わりがあるところで働き、貢献

したいと思ったので、米子市を志望

しました。 

業務内容 

 主に下水道整備事業に伴う、下水

道管の設置工事の設計や現場監督を

担当しています。 

仕事のやりがい 

 自分が担当していた工事が完成し

たときの達成感や市民の方に感謝の

言葉をもらった時、次も頑張ろうと

思います。 

職員としての夢 

なぜ米子市職員に？ 

 先輩や上司の方も優しく、職員同士の

コミュニケーションがきちんと取れてい

るため、報告や相談などもしやすい雰囲

気のいい職場です。 

 また、市役所の野球部に入っていて、

所属が違う先輩職員とも交流ができてい

ます。 

職場の雰囲気 

 公務員志望だったので募集があるまで

は特に何もしていませんでした。 

 一般企業よりも募集が後だったので他

の企業などを受けたりはしていませんで

した。 

就職活動 

 “楽しい”、“もっと遊びたい“、子ど

もたちがそう思えるよう、気持ちに寄り添

い、１日に１つでも多く、子どもたちの笑

顔を引き出せる保育士でいたいです。 

 都会の生活に憧れて神戸の大学に進

学したものの、帰省する度に「やっぱ

り地元はいいな～。」と感じ、地元で

働きたい気持ちがより強くなり、米子

市で保育士になることを決めました。 

業務内容 

 ３歳児クラスの担任と、誕生会など

行事を担当し企画や司会をしています。 

仕事のやりがい 

 日々の生活の中や運動会、発表会といっ

た大きな行事を終えた後、保護者に「子ど

もの成長を感じました。」「こんなことま

でできるようになっていておどろきまし

た。」という声を聞かせてもらった時。成

長を共に喜び合える瞬間は最高です！！ 

職員としての夢 

なぜ米子市職員に？ 

 とても明るく元気のいい職場です。行事

等での職員の出し物はいつも全力！ 

子どもたちと全力で遊ぶ保育士ばかりで、

いつも笑い声が飛び交っています。 

職場の雰囲気  神戸の大学へ通っていたため、神戸

市の保育士を目指す学生達と筆記試験

の対策をしました。２次試験の実技や

面接試験の対策は先生に協力してもら

い、指導をしてもらいました。 

 米子市1本にしぼり、特に実技試験

は力を入れて取り組みました。 

就職活動 

なぜ米子市職員に？ 

 障がいがあってもなくても誰もが安

全に暮らしていける米子市になってほ

しいです。バリアフリーであったりイ

ンクルーシブ教育であったり、まだま

だ改善の余地が沢山ありますが、実現

したらいいなと思っています。 

 女性として結婚、出産をしても、定年

まで働けると思ったからです。 

育児と仕事の両立 

 これには家族の協力が絶対条件ですが、

職場においては子供を授かるまでいかに

自己研鑽を重ねていけるか、周りの人か

らの信頼を得ておく事が出来るかが重要

だと思います。 

 子どもが小さいうちは、病気や行事等

で仕事を他の人に代わってもらう事が必

ずあります。その時に快く代わってもら

えるよう現在も自己研鑽に努めています。 

業務内容 

 主に市有建物の建築や修繕の設計及

び工事監理をしています。 

自分が描く米子の未来 

職場の雰囲気 

 勤務中は緊張感がありますが、疑問や

相談をしっかりと受け止めてくれる頼も

しい同僚や上司に囲まれ、過ごしやすい

職場です。飲み会も盛り上がります！ 

仕事のやりがい 

 工事が完了し、実際に施設を利用さ

れる方から「前に比べて使いやすく

なった。」、「綺麗にしてもらえて良

かった。」と言っていただき、自分の

仕事が誰かの役に立っているんだと思

えた時にやりがいを感じます。 

 米子は長く住む人からも、県外から

転勤などで米子に住むことになった人

からも気に入られるまちです。 

 これは、自然も商業施設も充実して

いるというハード面と、もともと「山

陰の商都」として発展した歴史から、

外から来た人を快く受け入れる気質の

人が多いというソフト面の両面からく

るものです。 

 実際に、米子市役所の職員も県外の

出身者が多く在籍しています。 

職員の出身地はさまざま 

部署を越えた連携が 
  市民サービスの向上につながる 

気になる職員の実態 職員同士の交流 

 

 ３２.３％ （平成3１年４月時点） 

 

 １０年 約253,000円 

 ２０年 約360,000円 

 （平成3１年４月時点） 

経験年数別平均給料額 

管理職の女性割合 

 

 １２日と６時間（令和元年実績） 

年次有給休暇取得率  

 ４０％（平成30年度実績） 

男性育児休業取得率 

職員の年代別割合 

 市役所は課をまたいだ業務や、定期的な人事異動があるため、

多くの職員と関わり合いながら仕事を行っています。 

 そのため、近年は職員の交流を目的としたイベントを実施して

います。平成３０年度は部対抗のボウリング大会、令和元年度は

部対抗の運動会を実施しました。 


