


～昭島市の未来に向けて～
「住んでみたい 住み続けたい 訪れてみたい」
昭島のまちづくりを皆さんとともに

昭島市では、市民の皆様が昭島をふるさととして

思い「住み続けたい」と思われるまちづくりを基本

とし、更には「住んでみたい」「訪れてみたい」

「生業をしてみたい、生業をし続けたい」と思える

まちづくりを進め、市民の皆様に「昭島大好き」と

言って頂ける、多様性と意外性のある楽しいまちを

目指しております。

また、職員は、最大の「宝」であり、「財産」であると考えております。そのため、

新たな社会の変革に対応し、時代の要請に応えられる職員として、市民の皆様にとっ

て「宝」となり、地方自治を実現する上で「財産」となりうる人財への取り組みを目

指して、私と一緒になって現場主義を貫き、元気で笑顔があふれ、目指すまちづくり

を積極的に進めていく人財を求めています。

市民の皆様が「昭島大好き」と言っていただけるまちづくりを推進するためには、

その思いで職務を遂行する職員の存在が必要不可欠です。

意欲にあふれ、昭島を大好きになってくれる皆さんのチャレンジを期待しています。

昭島市長 臼井 伸介

市の木／モクセイ

市の花／ツツジ



昭島市の特徴の一部を紹介します。

昭島市は、都心から西に約35km、東京都のほぼ中央に位置し、東・北は立川市、西は

福生市、南は八王子市・日野市に接しています。面積17.34㎢、人口は約113,000人を
数え、多摩地区の中核的な都市として順調な発展を続けています。

昭島市の水道水は、事業開始から一貫して地下

水のみを水源とした深層地下水100％の水です。

現在、東京都の区市町村で、地下水（深層地下

水）のみを水源としている自治体は昭島市だけと

なっています。

大変良好な水質のため、ミネラルウォーターと

変わらぬおいしさで、この水を求めて市外から移

住してくる方もいるほどです。また、用水や湧水

も豊富で、水道だけでなく景観も「水のまち」に

相応しいといえます。

水のまち、あきしま

拝島大師だるま市

あきしま
郷土芸能まつり

昭島市民くじら祭

拝島日吉神社の榊祭

昭島市産業まつり
農業特産品共進会
昭島ブランド・
フードグランプリ

昭島の主なイベントカレンダー

昭和３６年８月にＪＲ八高線多摩川鉄橋のそばから、全長１３．

５ｍのクジラの化石が発掘されました。

化石は、約２００万年前の地層から出土したとされ、クジラの

全骨格がほぼ完全な形で発掘されたのは、当時世界でも初めての

ことと注目を集め、今日に至るまで「アキシマクジラ」として市

のシンボル的な存在となり、まちのいたるところで見られます。

平成３０年１月１日にこれまで研究をしていただいていた群馬

県立自然史博物館の研究者が日本古生物学会より論文を発表し、

新種として学名も昭島市にちなみ「 Eschrichtius akishimaensis 

（エスクリクティウス アキシマエンシス）」と命名されました。

令和２年に開設した、市民図書館や郷土資料室のほか教育と児

童福祉関連などさまざまな施設を集約した「アキシマエンシス」

（教育福祉総合センター）には原寸大の化石のレプリカが飾られ、

より市民に親しまれる存在となっています。

昭島とクジラ

ちかっぱー



心ゆきかう あきしま（明るい地域社会の形成）
コミュニティの活性化や地域ネットワークの充実をはかり、ユニバーサル社会や地域情報化の

実現に努め、安全・安心なまちづくりを推進します。

【市民総合交流拠点施設（市民交流センター）整備】
災害対策などの複合的な機能を持つ市民交流拠点を整備するため、基本設計

を令和３～４年度に実施します。

ともに支え合う あきしま（健康と福祉の充実）
市民が健康で自立し、互いに支えあいながら、安心して暮らしていける、

すべての人に優しく、子育てのしやすいまちづくりを推進します。

【新型コロナウイルス感染症緊急対策】
感染拡大を防止し、市民の安全・安心を確保するため、

PCR検査センターの運営などを行います。

未来を育む あきしま（教育・文化・スポーツの充実）
教育の充実をはかり、生涯学習やスポーツ、文化・芸術の活性化に努め、子どもた

ちの健やかな成長を支えるまちづくりを推進します。

【GIGAスクール構想事業】
児童・生徒に１人１台の端末を配置し、通信ネットワークを整備

します。また、学校にICT（情報通信技術）支援員を配置します。

環境をつなぐ あきしま（循環型社会の形成）
昭島の豊かな水と緑の保全・再生をはかり、地域環境の向上と循環型社会の形成

に努め、地球にやさしいまちづくりを推進します。

【立川基地跡地昭島地区緑道整備工事】
緑豊かな住環境を実現するため、市道昭島６号沿いに緑道を整備

します。

基盤を築く あきしま（快適な都市空間の整備）
都市基盤や都市機能の充実をはかり、環境や防災、都市景観に配慮した、

快適で魅力あるまちづくりを推進します。

【ブロック塀等安全対策促進】
地震などの災害時の倒壊による被害を防ぐため、ブロック

塀などの撤去費や木塀の設置費を補助します。

躍動する あきしま（産業の活性化）
産業の振興に努め、人が集い、賑わいにあふれ、安心して働き、暮らしていける、魅力

と活力のある元気なまちづくりを推進します。

【創業支援】
市内で創業する方を支援するため、相談窓口を設置するほか、立川市や

福生市との合同セミナーを開催します。

今年度の
主な事業

今年度の
主な事業
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都市整備部建設課 平 野 雄 大 【土木技術】 （平成２１年度入庁）

どのような仕事をしていますか？

都市計画道路の新設に関する業務を担当しています。新たに道路を造るに

は、設計段階から様々な協議・調整が必要になるので、それらを円滑に進め

られるよう、広い視野をもって業務に取り組んでいます。工事の発注では、

現場での測量から設計・積算、監督までを行います。日々の業務は、設計等

のデスクワークとフィールドワークが半々です。

市役所で働く技術職としての仕事の魅力は何ですか？

「仕事の成果が目に見えること」です。市民生活を支える社会基盤を整備するため、計画から完成まで

幅広く業務に携わっています。設計や工事中には、多くの課題に直面しますが、無事に竣工を迎えたときの

達成感は非常に大きく、私たちの仕事が市民生活に密接に関わっていることを実感しながら仕事ができるの

が魅力です。責任や苦労も多いですが、市民の方に顔を覚えてもらい、声を掛けていただけたときは嬉しい

ですね。

先輩職員からメッセージ

これまでに学んだ知識と、これから仕事を通して覚えていく知識を踏まえ、業務に取り組むことが大切です。

常に目的意識と向上心を持って行動できると良いと思います。また、色々な方と接するので、土木的な知識

だけでなく、コミュニケーション能力も重要です。上司や先輩は、親身になって相談に乗ってくれますし、

若手の土木職も多いので、すぐに職場に馴染めると思います。“より良い昭島のまちづくり”を目指し、ぜ

ひ一緒に頑張りましょう。

生涯学習部社会教育課 黒 河 ま い 【一般事務】 （平成2９年度入庁）

どのような仕事をしていますか？

市の文化財や、令和２年にオープンしたアキシマエンシス内の郷土資料室

に関する仕事をしています。また、成人式の企画や当日の進行も担当していま

す。書類作成などのデスクワークもありますが、文化財の修理や調査のため外

に出かけたり、昭島市内で化石が発見されたアキシマクジラをPRするため、

イベントにブースを出展したりすることも多くあります。

印象に残っている仕事は？

アキシマクジラのPRに関する仕事です。市内外からアキシマクジラを活用

したさまざまな提案をいただくことが増え、化石という郷土資料の枠を超えて

アキシマクジラが浸透していると実感しています。

先輩職員からメッセージ

市役所の仕事の魅力はさまざまな分野から市民の方々の生活を支えられることです。私はアキシマクジラに

興味をもち、受験しました。昭島市に少しでも興味があれば受験してみてください。お待ちしています！



市民部課税課 林 田 絢 子 【一般事務】 （平成13年度入庁）

どのような仕事をしていますか？

市・都民税、法人市民税、軽自動車税の賦課や課税・非課税証明書の発行

等を行っています。市民の方々に納めていただく税金ですので、公正かつ適

正な課税を心がけています。係の中で私は、市税の調定に関することのほか、

伝票作成や、課内庶務に関する業務を担当しています。細かい数字を扱うの

で、緊張感をもって事務に取り組んでいます。

仕事と家庭を両立する上で心掛けていることは？

職場と家庭、それぞれ限られた時間で優先順位を考えながら物事を進めていかなければならないため、

家庭を持つ前に比べ、効率的な時間の使い方を意識するようになりました。仕事と家庭を両立できるのは、

周囲の人のサポートはもちろん、育児休業や育児時間の制度が利用できているおかげです。そのことにいつ

も感謝しながら、仕事と家庭のバランスを保って、生き生きと働いていけたらと思っています。

先輩職員からメッセージ

市役所の仕事の魅力は、部署を異動するごとに様々な分野の仕事に関われること、そして、その度に市役所

の中だけでなく、関係機関等において人脈が広がることです。市民の方々の暮らしを支え、魅力あるまちづ

くりを担う市役所の仕事は、やりがいや誇りを感じることも多いと思います。皆さん一緒に昭島市で働いて

みませんか。

企画部企画政策課 重 松 研 二 【建築技術】 （令和元年度入庁）

どのような仕事をしていますか？

市有建築物の設計監理が主な業務で概ね４つに分類されます。

①計画・調査（基本設計、工法の検討、各種調査など）

②設計・積算（実施設計、工事費精査、設計図書のまとめなど）

③監督員業務（設計図書と現場の照合、仕様書との適合確認、工程確認や

安全管理など）

④維持管理（持続的に建物の維持管理に携わる）

民間企業との違いは？

個人的な見解ですが、最も大きな違いは利益追求の有無です。民間企業は「利益を得るための建築」で、

あくまで建築が主体で街区が構成されています。一方、市役所は「ひと（利用者）主体のまちづくりに建築

が携わる」ことだと考えます。私は民間企業である程度の経験を積み上げてきたときに、建築に対する考え

方に変化があり、ひと主体のまちづくりがしたいという志を持ち、昭島市に来ました。予算の範囲で事業を

進める必要があるほか、対価がすぐに目に見える訳ではありませんが、中長期的な視点で昭島がより良くな

るために、建築に力を注ぐことが一番の醍醐味だと感じています。

先輩職員からメッセージ

私の思い描くまちづくり像は「ひとがまちを育て、まちがひとを育てる」ことだと考えています。人にはそ

れぞれ、ものづくりに対して様々な考え方や情熱があると思います。各々の思いを理解し合い共有して、一

緒に市民の方々の為のまちづくりをしませんか。



インターネット上の動画共有サイト「YouTube」に、
昭島市の公式動画チャンネルを開設しています。
パソコンやスマートフォンからぜひご覧ください！

保健福祉部健康課 櫻 井 暁 子 【保健師】 （平成28年度入庁）

どのような仕事をしていますか？

行政で働く保健師は、住民の方々が健康的な生活を送れるように、病気を

予防することが大切な役割です。その中でも、私が今いる部署は、「子育て

世代包括支援センター」という妊婦さんから小学校に上がるまでのお子さん

や、そのご家族を対象に健康をサポートする仕事をしています。具体的には、

母子健康手帳交付時の妊婦さんとの面談や、乳幼児健診を行ったり、赤ちゃ

んの生まれたご家庭を訪問したりしています。様々な健康相談を受ける中で、

保健師だけでは解決できなことも多くあり、他の専門職や機関との協力や連携も重要な仕事です。

保健師として大切にしていることは？

一番大切にしていることはコミュニケーションです。訪問先で出会う地域の方々との挨拶をはじめ、職

場内でのコミュニケーション、家族とのコミュニケーションを大切にしています。

先輩職員からメッセージ

私の働く職場は、毎日明るい笑い声や会話が飛び交う居心地の良い職場です。私たち保健師は、市民の方々

の健康をサポートする仕事なので、私たち自身が心身ともに健康でなければなりません。困ったときには、

声を出すと必ず誰かがその声を拾ってくれる、そんな職場で一緒に働きませんか。

総務部契約管財課 須永 皓 斗【一般事務】 （平成31年度入庁）

どのような仕事をしていますか？

市の土地や庁舎の管理に関わる仕事をしています。デスクワークだけでなく、

庁舎の各種点検、屋上の側溝掃除なども行っていて、市民の方々に快適に市役所

をご利用いただけるよう励んでいます。

昭島市役所で働いて良かったことは？

昭島市は、高校生時代に３年間を過ごした思い出の地で、プライべートでもよ

く訪れます。仕事を通じて市についてよく知ることができてうれしいです。職場の

雰囲気も良く、困ったことなどを気軽に相談できるので、モチベーションを高く保

ちながら仕事ができています。

先輩職員からメッセージ

市役所といえば、事務処理や窓口業務のイメージがありますが、それらは市役所の業務の一部です。さまざ

まな角度からまちづくりに携わり、市民の方々と関われるのは、市役所職員ならではだと思います。大変な

こともありますが、やりがいも十分あると思います。一緒に働けることを楽しみにしています！

昭島市動画チャンネル 検索



勤務条件

問い合わせ先

昭島市役所 総務部職員課職員係
〒196-8511 東京都昭島市田中町一丁目１７番１号
☎（042）546-7284
E-mail : shokuinka@city.akishima.lg.jp
URL :  http://www.city.akishima.lg.jp/

昭島市公式キャラクター
アッキー＆アイラン

申込 選考
最終合格

（採用候補者名簿登載）

採用

内定
採用

※試験ごとに試験日程・内容が異なるため、必ず市ホームページを確認してください。

□給与・勤務条件・・・・・・・・・・・・・・・・

期末・勤勉手当及び支給要件により扶養手当、住居手当、通勤手当等が支給されます。

午前８時３０分から午後５時１５分まで

休日

※給料月額に地域手当（１５％）を加えたものです。

※金額は一例であり、個々の年齢及び経験により異なる場合があります。

※給料等の改定があった場合は、その定めるところによります。

諸手当

初任給

（令和３年４月１日現在）

土曜日・日曜日（週休２日制）、祝日、年末年始

※勤務時間・休日は、配属職場により異なる場合があります。

年次有給休暇（年間２０日）のほか、忌引、結婚休暇、産前及び産後の

休養、出産介護休暇、育児時間、育児休業、部分休業、家族介護休暇、

子の看護休暇、短期の介護休暇、介護時間、夏季休暇等があります。

勤務時間

休暇等

□採用までの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・

新卒者
民間企業等における職務経験

５年経験した場合 １０年経験した場合

Ⅰ類
（大学卒の場合）

２１１，２５５円 ２４５，９８５円 －

社会人基礎 － ２４５，９８５円 ２７６，６９０円

保健師
（大学卒の場合）

２１１，２５５円 ２４５，９８５円 ２７６，６９０円

Ⅱ類
（短大卒の場合）

１８０，６６５円 － －

Ⅲ類
（高校卒の場合）

１６７，４４０円 － －


