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掛川市は、日本列島のほぼ中央に位置し、恵まれた自然と
広域交通体系を持つ、ほどよく田舎、ほどよく都会のバラン
スがとれたまちです。
掛川市では、昭和 54 年に全国に先駆け「生涯学習都市宣
言」を行い、現在も多くの市民に「報徳の精神」と「生涯学
習の理念」が根付いています。また、現在進めている第２次
掛川市総合計画では、市民誰もが等しくまちづくりに参加で
きる「協働のまちづくり」を基本理念に掲げ、市民主体のま
ちづくりを進めています。
この「協働のまちづくり」を推進し、掛川市をさらに発展
させていくためには、「市民の幸せのために働く」ことに強
いモチベーションを持って取り組むことができる人材が必要
です。

市役所とは文字どおり「市民の役に立つ所」であり、市民生活や地域社会に関するあらゆる分
野が市役所という組織の中にあります。市民や地域社会の声に耳を傾け、様々な方と連携した協
働のまちづくりを進めていくのが掛川市行政です。
また、職員には、自分の足や目、肌で感じること、行動することを基本に、仕事の一つひとつ
が市民の幸せに繋がっていることを認識し、仕事に誇りを持って臨んで欲しいと考えています。
その気持ちと姿勢がよりよいまちづくりの躍動力となるものと確信しています。
失敗を恐れず、新しい仕事や困難な業務に立ち向かうことが出来る方に是非御応募いただき、
一緒に「希望が見えるまち・誰もが住みたくなるまち掛川」をつくっていきたいと思います。
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掛川市の将来像

～希望が見えるまち・誰もが住みたくなるまち掛川～

「希望が見えるまち」とは、いつでも、誰でも、何回でも、自分の夢や目標に向かって、主
体的に行動することができる土壌のあるまちを意味しています。「誰もが住みたくなるま
ち」とは“ここはいいまちだ”と心豊かに住まう人がいて、人や環境や暮らしの中に“住ん
でみたい”と思わせる魅力があるまちを意味しています。
「希望」は未来に向かう原動力です。人々が希望をもって活躍するためには、豊かな環境が
整うことが必要です。活躍する市民が増えることで、地域の活性化に繋がります。こどもや
若者が夢や希望を抱けるようなまちづくりを目指します。

掛川市の目指す「３つの日本一」
教育・文化

環境

～心豊かな人づくり～

～住み続けたいまちづくり～

健康・子育て
～健やかなくらしづくり～

掛川市の重点施策
① 掛川への新しい人の動きをつくる
よろこ

きた

近き者 説 べば、遠き者来らん（論語）」のとおり、住んでいる人が良いと思え
るまちづくりを推進することで、掛川へのひとの動きをつくります。
地域の文化を活かして魅力の向上を図るとともに、にぎわいの創出や利便性
の向上を図るとともに、この取組を活かして、観光誘客による交流人口拡大の
施策、定住促進のためのシティプロモーションの施策を推進していきます。

②掛川にしごとをつくり安心して働けるようにする
企業誘致等による就労の場の拡大、イノベーション支援等による新たな産業の創
出に取り組むとともに、ＴＰＰを踏まえ、「攻め」と「守り」の両面の姿勢で地域
産業力の向上を図り、若者から高齢者まで、あるいは女性や障がい者、移住希望者
等、全ての掛川市民が、希望する就業の場で安心して働ける環境づくりを目指しま
す。
また、この環境づくりを促進するために、就労希望者をサポートする掛川独自の
仕組みづくりを進めます。

③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
家庭、地域、園・学校、企業それぞれの子育て力・教育力を高め、地域の宝である
子どもを共に育てる体制と環境を整えることで、市民総ぐるみで心豊かでたくましい
子どもを育成します。
また、これらの取組を子育て負担の軽減と子育てしやすい環境づくりに繋げ、結婚
・出産・育児に希望を持つことができる地域づくりを進めます。

④明日の掛川をつくり、豊かで潤いのある安心な暮らしを守る
防災・減災への対応、環境に配慮した市域の形成等、必要な社会基盤整備を進める
とともに、健康づくりや地域の課題を地域で解決できる連携体制や仕組みづくりを進
める等、ハード・ソフトの両面から、安心な暮らしができるまちづくりを推進し、継
続的に住み続けたいまちを目指します。
また、これらの実現のために、行財政改革にも着手し、持続可能なまちづくりを推
進します。

仕事紹介

～職員の声～

土木技術
都市政策課／平成 30 年度採用

【こんな仕事をしています】
私は、主に２つの仕事をしています。
１つ目は、土地利用に関する業務です。掛
川市では、土地利用事業を行う場合、災害防
止や、良好な自然を確保することを目的に、
要綱に基づき審査・指導を行っています。
２つ目は、都市景観の形成に関する業務で
す。美しく魅力的なまち「掛川」の実現に向
けて、地域の特性と調和した良好な景観形成
ができるよう、市民の皆様の御理解と御協力
を得ながら業務を行っています。
仕事をするにあたり、共通して言えること
は、「現場に行く事の大切さ」です。書類で
は分からないことが多いため、実際に現場に
出向き、自分の目で確かめることで、新たな
発見や理解を深める事に繋がります。

【これから採用試験へ臨む方へ】
市役所の仕事は、全てが市民の生活に関わっている為、市民の意見を聞くことが何よりも大切で
す。実際にその意見を反映し実現させることが出来るのが、市役所の職員にしか出来ないことであ
り、一番のやりがいであると感じています。責任が伴う仕事ですが、上司・先輩からアドバイスを
貰ったり、一緒に考えて進めることができ、安心して仕事が出来ます。
掛川市に興味がある方、様々な仕事に挑戦してみたい方、掛川市をより良くしたいと思っている
方は、是非採用試験に挑戦してください。

保健師
健康医療課／平成 30 年度採用

【こんな仕事をしています】
私は、成人健康相談と家庭訪問を担当してい
ますが、どちらの業務も保健指導を行う機会が
多く、幅広い知識が必要になります。
同じ健康課題を抱えた方であっても、どのよ
うなアプローチが適しているかは人それぞれで
あり、その人にとって必要な情報は何か、どの
ような思いを抱えているのかなど、個人に寄り
添った関わりをしていく事が、健康づくりに繋
がっていくと感じています。
また、成人に関する業務だけでなく、母子保
健事業や地区の健康講座など、幅広い世代に関
わる事で、より広い視野を持って地域を見る事
ができ、保健師としての知識と技術を身につけ
るのに適した環境であると感じています。

【これから採用試験へ臨む方へ】
保健師は、地域全体の健康づくりに関わり、生活に密接に関わり合っていく仕事です。すぐには
結果が出ない事も多く、対象も幅広いため、必要な知識には際限が無いと感じます。しかし、だか
らこそじっくりと課題に向き合い、自分を高めていける仕事だと思います。
また、私自身、掛川市の出身ではなく、最初はわからない事だらけでしたが、市民の方々と関わ
る中で、掛川市への愛着が生まれ、この地域で保健師として働くことに大きなやりがいを感じなが
ら業務に取り組んでいます。
「掛川市に貢献したい」「保健師としての技術を磨きたい」という方は、是非、採用試験に挑戦し
てください。

１

受験資格・採用予定人員・応募要件

(1)受験資格
①全体の奉仕者たる市職員として、意欲をもって取り組む姿勢のある方
②試験当日に、確実に受験できる方に限ります。
③応募は、１人１職種に限ります。
④資格・学歴要件取得期限は、令和２年３月末日です。
⑤障がい等があり、試験会場において配慮が必要な場合は、「申込書 兼 履歴書」の該当箇所に
記入してください。
(2)採用予定人員・応募要件
職種
予定人数
土木技術
建築技術
若干名

年齢要件

【Ａ 大学卒業程度／
短期大学卒業程度／
高等学校卒業程度】
平成４年４月２日
以降に生まれた方

資格要件
土木専門課程の修了者
（見込み含む）
(注 1)建築士資格取得者
（見込み含む）

【Ｂ 職務経験者】
昭和 54 年４月２日
以降に生まれた方

保健師

保健師資格取得者
（見込み含む）

学歴要件
大学、短期大学もしくは
高等学校を卒業した方
（見込み含む）

大学、短期大学を卒業し
た方（見込み含む）

(注 1)建築技術：次の①､②のいずれかを満たしていること
①２級建築士以上の受験資格を得るための専門課程を修了した方、又は修了見込みの方
②１級建築士の資格をお持ちの方、または既に２級建築士の資格を取得済みの方で、１級建築
士の資格をこれから取得しようとする方

(3)受験資格のない方
次のいずれかに該当する方については、受験することができません。
①日本国籍を有しない方
②地方公務員法第 16 条（欠格条項）の各号のいずれかに該当する方
ア) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな
るまでの方
イ) 掛川市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方
ウ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破
壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方

２

試験の方法
区分

第１次試験

試験科目

適用職種

教養試験

保健師

専門試験

土木技術／建築技術

適性検査

試験日程

試験会場

10 月 20 日(日)
掛川市役所

全職種

面接試験
第２次試験

面接試験

全職種

11 月７日(木)
※第 1 次試験合格者

※第１次試験の詳細な日程は、申込み締め切り後、受験票発送時にお知らせします。
※受験票は、10 月中旬ごろの発送を予定していますが、第１次試験日の１週間前までに届かない
場合は、掛川市役所行政課までお問い合わせください。

３

申込期間／提出書類

９月２日(月)～30 日(月)
以下の書類について、掛川市役所行政課（本庁舎４階）へ提出してください。
●持参の場合：市役所開庁時間（午前８時 30 分～午後５時 15 分 ＊土日・祝日は除く）に持参
●郵送の場合：９月 30 日(月)必着
書類

注意事項
可能な限り両面印刷のうえ、手書きで記入すること
※【Ａ 大学卒業程度／短期大学卒業程度／高等学校卒業程度】、
【Ｂ 職務経験者】と様式が異なりますので、御注意ください。

① 申込書 兼 履歴書

※【Ｂ 職務経験者】とは、３年以上継続して同一の企業・団体等で
専門課程若しくは資格に関連する業務に就業・従事し、且つ前職
を退職してから１年以上経過していない方（※第１次試験日に条
件を満たしている方が対象となります。）
※ 不正記載が確認できた場合には、合格を取り消します。

② 志望動機

可能な限り両面印刷のうえ、手書きで記入すること

③ 写真２枚

・サイズ：4.5×3.5cm
・令和元年７月１日以降に撮影したもの
・裏面に「氏名」と「撮影日」を記入すること
・１枚は「申込書 兼 履歴書」に貼付し、
うち１枚は、貼付せずに同封すること

④ 長形３号封筒（返信用）

・サイズ：23.5×12cm
・表面に宛名（郵便番号・住所・氏名）を記入
・82 円切手を貼付

【注意事項】
①書類に不備があった場合及び書類の到着が申込期間を過ぎた場合は、受験資格は無いものと
して取り扱います。
②申込書提出後の職種等の変更は認めません。
③提出書類については、採用試験の合否に関わらず、一切返還しません。
④障害者手帳等の交付を受けている方は、提出書類と併せて、手帳の写し等を提出してください。

４

給与／勤務条件

等

(1) 初任給(卒業後すぐに採用された場合)
＊土木技術／建築技術／保健師
大学卒程度 187,200 円、短大卒程度 164,200 円、高校卒程度 153,000 円
※平成 31 年４月１日現在の本市給料表による。
いずれの職種も、関連する経験年数や就業年数等が換算されます。

(2) 諸手当
地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当 等
＊期末勤勉手当（賞与）は、年２回（６月／12 月）支給
(3) 昇給
年１回（４月）
(4) 人事制度
・働き方改革への取り組み（時差出勤／テレワーク）
・人事評価制度の導入（職務に対する能力や姿勢を成績評価し、処遇へ反映）

(5) 福利厚生
・各種健康診断、ストレスチェックの実施
・クラブ活動
・宿泊施設、公共施設等利用助成
・公務・通勤災害（公務中や通勤途中に負傷したり疾病にかかったりした場合の補償制度）

(6) 研修体制
自主研修、職場研修、職場外研修、階層別研修、専門研修、特別研修、派遣研修

他

※詳しくは、掛川市ホームページ（市政情報－職員採用・人事給与情報－掛川市の人事行政
の運営等の状況について）を御覧ください。
いずれの職種も、関連する経験年数や就業年数等が換算されます。

５

その他
・採用の日は、令和２年４月１日です。
・所定の資格・学歴要件を採用の日までに取得できなかった場合は、採用は取り消されます。
・採用内定後に、公務員となるべき者としてふさわしくない行為等があったと認められる場合
は、内定が取り消される場合があります。

掛川市では、消防団活動等の地域ボランティアに積極的に参加する人材を求めて
います。
提出書類の様式は、掛川市ホームページ（採用ページ）から、ダウンロードしてください。

http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/

６

試験会場案内
掛川市役所 (長谷一丁目１－１)

電話 0537-21-1133（行政課）

・ＪＲ掛川駅より天竜浜名湖鉄道に乗り換え、「掛川市役所前」で下車、徒歩２分
・ＪＲ掛川駅北口よりバス（市街地循環線）北回りで約７分、「市役所」で下車

【御来場時のお願い】
受験者用の駐車場は確保しておりませんので、できるだけ公共交通機関を利用してお越し
ください。

