
技術力で
千葉市をつくる

Chiba City Staff
Recruitment

2016HER0 
HEROとは主役ではなく、人の幸せを想い
どんな困難に対しても立ち向かうことができる
普通の人間である。

2016
千葉市技術系職員募集

技術職



土木工事の設計及び監督、都市計画に係る企画及
び調整、土地区画整理事業の計画及び施工、道路施
策の企画・立案、都市交通体系の企画などの仕事

主な業務

土木

現場紹介▶御殿町３号線

現場紹介▶太陽光発電パネル

建築

現場紹介▶動物公園ライオン舎

AR

主な配属先▶都市局、建設局の各課及びそれらの事業所等

公共施設の電気設備工事の設計及び監督、清掃工
場・下水処理場等の市施設に係る電気設備の維持
管理及び整備などの仕事

主な業務

電気
主な配属先▶環境局、都市局、建設局の各課及びそれらの事業所等

平成28年春のオープンに向けて工事中。擬岩工事は
ライオン舎ならではの面白みのある工事です。

公共施設の建築工事の設計及び監督、建築確認申
請の審査及び検査、住宅施策の企画・立案などの
仕事

山を切り開いて千葉市と八街市を結ぶ幹線道路を造
成する大規模工事。まさに土木の現場です。

小学校の屋上に太陽光発電設備を設置。子どもたち
の自然エネルギーへの意識啓発を目指しています。

主な業務

主な配属先▶都市局の各課及びそれらの事業所等

AR

AR

ARで現 場の
ダイジェストを
見よう！



現場紹介▶千葉公園

公共施設の機械設備工事の設計及び監督、清掃工
場・下水処理場等の市施設に係る機械設備の維持
管理及び整備などの仕事

主な業務

機械
主な配属先▶環境局、都市局、建設局の各課及びそれらの事業所等

公園・緑地の整備や管理、緑地の保全、緑化の推進、
農業の経営支援・生産振興などの仕事

千葉市民の憩いの場「千葉公園」内、樹木の剪定、伐採
作業。日頃より自治会や地域の方と意見調整を行いな
がら、公園の問題解決に当たっています。

現場紹介▶中央雨水ポンプ場
中心市街地の雨水を排水し、浸水被害を軽減させる
役割を持つ大型ポンプ場。非常時にも対応できるよう
日常メンテナンスが重要です。

現場紹介▶環境保健研究所
ガスクロマトグラフ質量分析計を用いて水中の有機
化合物を分析。市の環境について調査研究を進めてい
ます。

主な業務

造園
主な配属先▶公園緑地部、農政部の各課及びそれらの事業所等

化学

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭等の防止
に係る規制・指導並びに調査研究などの仕事

主な業務

主な配属先▶環境局の各課及びその事業所、環境保健研究所等

AR

AR

AR

が輝く
技術系
オシゴト

ARで現場の
ダイジェストを
見よう！



技術系女子職員4人による

本音トーーク！

iPhone ／ iPad ／ Android 対応機種

技術職の現場を！
座談会の様子を！！

ARで見てみよう！

アプリケーションをダウンロードして、
動画をチェックしよう！

アプリアイコン アンドロイド・IOS共通

土木、建築、化学、造園の技術職である4人の女性職員に、
日頃の業務や職場環境について語っていただく女子座談
会を開催しました。技術職は男性の職場というイメージで
すが、実はバリバリ仕事をこなす女性職員がたくさん活躍！
さあ、どんな本音トークが聞けるのでしょう！？

アプリを
ダウンロードして

写真にかざすだけ！

AR
こ
の
ア
イ
コ
ン
！

鈴木（邦）　学生時代、研究
で千葉市の公園緑地事務
所にお世話になったことが
あり、それがきっかけで千
葉市に興味をもちました。
白石　私は千葉市が政令
指定都市というところに
強く惹かれました。実際に
他の市と比べると政令指
定都市ならではの魅力が
わかりました。
鈴木（瑞）　私は環境関係
の仕事を探した際、千葉市だったら、より市民生活に
身近な仕事ができると思い決めました。
川邉　学生から住んでいてなじみのある千葉市で「造
園」という職種があったからです。以前は全く別の仕事
をしていたのですが、「みどり」に携わる仕事に転向した
くて調べていると、公務員で「造園職」がある事を知り
ました。公務員になるなら、市民と距離が近い市町村が

どうして千葉市役所を選びましたか？

鈴木（邦）　私は区画整理事務所で道路をつくるため
の工事、委託の発注業務をしています。初めての本格
的な工事関係の仕事では、当初、何もわからない状態
のため、大変なこともありましたが、先輩や上司のサ
ポートのおかげで、安心して仕事を進めています。
白石　建築基準法に基づき、建築物が各種法令に適
合しているかどうかを、書類審査し現場で検査する建
築確認審査業務をしています。建築行為は建築主と
周辺住民の方とのトラブルが発生し、対応に苦慮する
こともありますが、きちんと説明をすることで、納得し
ていただけた時は、やってて良かったなと思います。
鈴木（瑞）　私が所属している環境科学課は、主に市
内の河川や海、そして工場排水等の分析を行ってい
ます。日々、行政指導等を行う部署から分析用の水サ
ンプルが持ち込まれるので、早く正確な分析を行う必
要があり大変ですが、調査研究等を行うことで、市内
の環境状況をより詳しく把握し、汚染状況等を明ら
かにすることができて、やりがいがあります。
川邉　私達の仕事は、開発の提供公園の指導、遊具交
換に関する業務、市民協働で公園を管理していく制度
に関する業務など、内容が多岐にわたります。環境整
備にかかわる業務ですので、近隣住民の方や業者の
方との考え方の食い違いなど大変なこともあります

現在の仕事内容、やりがいや大変なことは？

［土木］平成18年度採用
寒川土地区画整理事務所

鈴木 邦代

土木 建築 化学 造園

良かったので、なじみのある千葉市を選びました。

が、その先には、子ども達をはじめとした公園
や緑を楽しむ方々がいると考えると元気にな
れます。

ARで現 場の
ダイジェストを
見よう！



技術職の現場を！
座談会の様子を！！

ARで見てみよう！

アプリを
ダウンロードして

写真にかざすだけ！

こ
の
ア
イ
コ
ン
！

AR

鈴木（邦）　私は区画整理事務所で道路をつくるため
の工事、委託の発注業務をしています。初めての本格
的な工事関係の仕事では、当初、何もわからない状態
のため、大変なこともありましたが、先輩や上司のサ
ポートのおかげで、安心して仕事を進めています。
白石　建築基準法に基づき、建築物が各種法令に適
合しているかどうかを、書類審査し現場で検査する建
築確認審査業務をしています。建築行為は建築主と
周辺住民の方とのトラブルが発生し、対応に苦慮する
こともありますが、きちんと説明をすることで、納得し
ていただけた時は、やってて良かったなと思います。
鈴木（瑞）　私が所属している環境科学課は、主に市
内の河川や海、そして工場排水等の分析を行ってい
ます。日々、行政指導等を行う部署から分析用の水サ
ンプルが持ち込まれるので、早く正確な分析を行う必
要があり大変ですが、調査研究等を行うことで、市内
の環境状況をより詳しく把握し、汚染状況等を明ら
かにすることができて、やりがいがあります。
川邉　私達の仕事は、開発の提供公園の指導、遊具交
換に関する業務、市民協働で公園を管理していく制度
に関する業務など、内容が多岐にわたります。環境整
備にかかわる業務ですので、近隣住民の方や業者の
方との考え方の食い違いなど大変なこともあります

鈴木（邦）　職場の人や友人達と食事や飲みに
行ったりして気分をリフレッシュしています。
最近はちょっと健康に気をつかいホットヨガ
をはじめました。
白石　近所の喫茶店で読書したり、たまに勉
強したりして、気分転換しています。
鈴木（瑞）　私は旅行好きなので、たまに長期
のお休みをいただいて海外旅行に行きます。
この前はハワイに行って全てを忘れて楽しん
できました（笑）。ビーチも良いですが、パン
ケーキなどの食べ歩きが最高です。甘い物が
好きなので・・・（汗）。
川邉　今の職場は帰りが遅くなることもあり
ますが、好きなカフェに行ってコーヒーを飲み
ながら本を読んだり音楽を聴いてリフレッ
シュしています。休みの日は、お散歩をしたり
美術館に行ったりして、趣味の時間を過ごして
います。あと「食は心身をつくる」と言いますの
で、自炊をするよう心がけています。好きな器
を使うのも楽しいですよ♪ときどき職場の先
輩方に、潮干狩りなどのお誘いを頂いて楽し
むこともあります。

休みやアフター５の過ごし方は？

鈴木（邦）　育休が家庭の状況によって、個別
に対応しやすいようになっていますし、福利厚
生は充実している方だと思います。
白石　建築職でい
えば、民間に勤め
る友人達よりも、
自分の時間を多く
持てていると思い
ます。この間、課長
が「イクボス」を推
してました（笑）。
鈴木（瑞）　休みも
取りやすく、休み
の種類もいろいろ
ありますしね。
川邉　市長の意向もあり、とても休みは取り
やすい職場だと思います。

福利厚生やワークライフバランスについて

鈴木（邦）　今は職場に女性は私1人です。周り
の方がやさしい～♪逆に申し訳なく思ってしま

鈴木（邦）　仕事は続けていきたいと思ってい
ます。健康に気を付けながら、いろいろな仕事
を経験していきたいです。
白石　私は上司に恵まれて仕事をしてきまし
た。建築職では、女性管理職は現在いません
が、将来の目標は結婚して育児をしながらも管
理職になって、女性の目線もプラスしてもっと働
きやすい職場を作れればと思います。
鈴木（瑞）　技術職に限らず、子育てをしなが
ら仕事をバリバリしている人に憧れています。

10年後、20年後のキャリアプラン等

鈴木（邦）　土木職の仕事は、道路をつくると
いうハード的な業務だけではなく、ソフト的な
計画やまちづくりに携わる仕事などもあり、自
分が思っているよりも幅広くいろいろな仕事
を経験できると思います。また、事務職の方が
メインの職場に異動する機会もあります。
白石　キャリアアップを目指す女性も、ワーク
ライフバランスを充実させたい女性も、もちろ
んどちらともかなえたい女性にもやる気次第
で道は拓けていると思いますので、ぜひ一緒
に働きましょう。
鈴木（瑞）　女性職員も大分増えてきていて、
職場環境は良いと思います。男女関係なく幅
広い仕事ができる環境です。
川邉　実際、造園
職の先輩には、千
葉市を代表して国
土交通省で２年の
係長職を経験し
て、千葉市に戻っ
て活躍している女
性職員がいます。
造園職で国に出
向したのは2人目
です。活躍するの
に男女は関係あり
ません。自分のがんばり次第です。公園や緑地
のあり方は、そろそろ見直す時期にきており、
やるべきことはたくさんあります。是非千葉市
で、自分の力を試してみてください。

女性で技術職を目指す人へのメッセージ

が、その先には、子ども達をはじめとした公園
や緑を楽しむ方々がいると考えると元気にな
れます。

そういう方を目標としていきたいです。
川邉　結婚、子育てをしながら仕事を続けてい
る先輩方のように、仕事をしながらも家庭を大
切にしていけるよう、両立したいと考えています。

女性が少ない（多い）職場ならではの「良い点、
悩み」は？

います（笑）。女性の多い職場では、仕事だけで
なくプライベートのいろいろな話しをざっくば
らんにできて楽しかったです。
白石　建築には女性が4人います。職場では大
事にされている気がします。女性では運ぶの
に大変な、重い荷物はお願いしています（笑）。
鈴木（瑞）　大事に
されていますが、極
端に少ないところで
は気を遣わせてし
まっていると感じる
ことがあります。
川邉　造園職の女
性職員は現在は
20数名おり、造園
職の約3分の1を占
めていて、これから
もっと女性の割合
が高まると思います。もちろん現場での力仕
事など平等というと難しい場面もあるかもし
れませんが、男性も女性も関係なく仕事をこな
していく必要がありますし、先輩方もそうして
きたと聞いています。あえて女性が少ない職
場でよかったことを挙げるならば、、バレンタ
インのお返しが豪華になることです（笑）。

［建築］平成23年度採用
建築審査課

白石 惠

［造園］平成25年度採用
公園管理課

川邉 歩

［化学］平成22年度採用
環境科学課

鈴木 瑞穂

女子本音トークはまだまだ続く・・・



◆

◆

◆

被災地で活躍する千葉市の技術系職員
Special Topic

　現在は東日本大震災により被害を受けた中心市街地の復興
を目指し、民間再開発事業に係る組合指導及び補助金の交付
業務を担当しています。再開発事業は、幅広い関係者と連携し
て進める必要があるため、それぞれが同じ方向を向いていける
ように課題を解決していくには、大変な労力を必要とします。
　しかしながら、多くの人が関与するからこそ、様々な知見が得
られ日々やりがいを感じています。被災地では全国の自治体等
から多くの派遣職員が復興支援に従事しているので、円滑な業
務遂行のためのノウハウを吸収し、千葉市に戻った時には、その
経験を活かし、一層千葉市のまちづくりに役立てたいと考えて
います。

特 集

24時間自動応答

◆採用試験テレホンサービス
主に、身体障害者採用選考に関する情報等を案内しています。

TEL043-245-5983

定例会議

Chiba City Staff
Recruitment

2016HER0 技術職

〈お問い合わせ先〉千葉市人事委員会事務局

TEL043-245-5870
※このパンフレットに掲載の内容は、一部を除き平成28年2月現在のものです。  

平成28年度 試験日程
受付期間 第一次試験 第二次試験配布開始日

上　級 5月12日（木）

〈一次合格発表〉

●筆記試験
6月26日（日）
●面談試験
7月上旬～中旬

7月中旬～下旬

7月8日（金）

技　   　術

技術（土木）
ほか

昭和６３年４月２日～
平成７年４月１日生まれの人

 

主な受験資格

 5月13日（金）
～26日（木）

 5月13日（金）
～23日（月）

受 験 案 内

〈電子申請〉

〈郵　　送〉

8月  1日（月）
～12日（金）

8月1日（月）
～9日（火）

〈電子申請〉

〈郵　　送〉

〈試験日〉

〈最終合格発表〉

7月下旬～
　　8月下旬

8月下旬～
　　9月上旬

〈試験日〉

〈一次合格発表〉

筆記試験
9月25日（日）

10月下旬

〈試験日〉

〈最終合格発表〉

10月下旬～
　　11月中旬

11月下旬～
　　12月上旬

〈試験日〉
職
務
経
験
者

民
間
企
業
等

※平成7年4月2日以降に生まれた人で、
平成29年3月31日までに大学（短期大学
を除く）を卒業（見込み）の人も受験可

職種により、年齢・職務経験の
内容等に関する要件があります。

石巻市 復興事業部 市街地再開発整備課
2015年4月1日～2016年3月31日

派遣先

MASAHITO NAKAJIMA

〈平成24年度採用〉都市局建築部 住宅整備課 技師

中島 誠仁

政令指定都市である千葉市は、幅広い業務領域のなかで多く
の経験を得ることができるので、やりがいがあります。皆さん
と一緒に働ける日を楽しみにしています。

みなさんへのメッセージ

下記内容（試験実施職種を含む。）は予定であり、変更になる場合があります。
各試験の詳細については、必ず職員募集ホームページ（４月中旬～）や受験案内をご確認ください。

千葉市職員募集ホームページ
採用試験及び職員募集に関する最新情報を掲載しています。
□パソコン・スマートフォン

千葉市職員募集 検索

採用試験に関する情報はもちろん、職員へのインタビュー、
職場紹介等も掲載しています。

◆

◆

city.chiba.jp/go/boshu/

千葉市職員募集facebookページ
◀QRコードはこちら

◀QRコードはこちら
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