
詳しくは、試験申込書と同時に配布する「生駒市職員採用試験のお知らせ」をご覧ください。
また、市ホームページにも「生駒市職員採用試験のお知らせ」と同じ内容を掲載しています。

◎問い合わせ、採用試験申込書の請求＝生駒市職員任用試験委員会（生駒市役所職員課内、
〒630-0288 奈良県生駒市東新町8-38、☎0743-74-1111、内線243）

◦平成23年度 生駒市職員募集
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行財政改革

加納 明　平成22年度採用
　●企画政策課

「総合計画の進行管理を
担当しています。各課と
調整を繰り返して、資料
が完成したときは充実感
があります。仕事を通し
てたくさんの出会いがあ
ることが嬉しいですね」

環　境

都市基盤整備 子育て・教育

みんなの夢を

カタチにする仕事

前田 高志　平成22年度採用

●中保育園保育士

「子ども達の気持ちを尊
重して、一人一人に応じ
た関わりを心がけていま
す。保育士は毎日、子ど
も達から元 気をもらえ
て、成長を見ることがで
きる素敵な仕事です」

安岡 愛理　平成23年度採用
●環境事業課

「生駒市は、市民や事業
者と協働で環境政策に取
り組んでいることに魅力
を感じて志望しました。
私も市が『環境Ｎｏ.１自
治体』になるように努力し
たいと思っています」

三木 かほり　平成22年度採用
　●建築課

「建築確認申請の書類審
査や長期優良住宅の認
定をしています。法律の
解釈は難しいですが、街
ができていく様子や市の
成長を実感できる魅力的
な仕事です」



　　ここには情熱を注げる仕事がある。求めるのはあなたの向上心と行動力。

生駒市

平成24年度 生駒市職員募集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは市ホームページの職員採用試験のページをご覧ください。　　　　　

フェイスブックやツイッターにも注目してください。　
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生駒市は関西トップクラス自治体

●経営革新度ランキング関西4位

●住み良さランキング関西7位

●サステナブル度調査関西6位

問い合わせ・採用試験申込書の請求▶生駒市職員任用試験委員会（生駒市役所職員課内、〒630-0288 奈良県生駒市東新町8-38、☎0743-74-1111、内線243）



一般
事務

消防

市民サービスに直結する市の財源、税。
責任とやりがいのある仕事ができる

市民の命、身体、財産を
全力で守りたい

先輩職員が市役所の業務を紹介します！

一般
事務

住みよいまちづくりのために
市内外へ生駒をPR

技術
（土木）

豊かな緑と笑顔が集う公園を
守り、発展させていきたい

ある1日のタイムスケジュール
  8：30　スケジュールなどを課内打ち合わせ
  9：00　 問い合わせメールのチェック
10：00　 印刷業者と「広報いこま」の仕上がり

を最終確認
12：00　 昼休み 同期や先輩とランチに
13：00　 担当記事の取材に行ってきます
14：00　 このチラシ作製。興味を持ってもらえ

るようにデザインを
16：30　 節電対策の臨時記者会見に出席。明日

の新聞に掲載されるかドキドキ
17：15　 終業 原稿の締め切りが近くなると残

業することも

ある1日のタイムスケジュール
  8：30　 朝礼後、メールをチェック
  9：00　 伝票の処理や、県庁、法務局からの

書類を整理
11：00　 窓口業務。丁寧な対応を心がけて

います
12：00　 昼休み
13：00　 土地評価を決めるための現地調査

に行ってきます！
16：00　 電話応対や窓口業務
17：15　 終業 今日はサッカー部の練習です

  8：30　 朝礼後、入札関連の書類整理
10：00　 公園内の樹木の伐開業務のため、業者の立ち会い
11：00　 市民から公園内の藤棚にケムシが発生しているという連

絡が。急いで現場に駆け付け確認（後日、薬を撒きました）
12：00　 昼休み 同期とワイワイ食べています
13：00　 先輩に教わりながら公園の図面を専用ソフトで作成
15：30　 市民から園内灯がついていないという連絡を受け現場に。

球切れしていたので業者に修理を依頼
17：15　 作業を記録し終業

広報広聴課
山本 綾香　平成22年度採用

各担当課からの情報を集約し、市民の
皆さんや報道機関に分かりやすくタイ
ムリーに情報提供することが私の仕
事です。どうすれば市民の皆さんの
理解や協力を得ることができるか試
行錯誤する毎日です。「今月の広報良
かったよ」と声をかけていただいたり、
講座やイベントへの参加人数などで
手ごたえを感じるときもあります。ダ
イレクトな反応がある分、非常にやり
がいのある魅力的な仕事です。

公園管理課
銭谷 淳　平成24年度採用

市内の公園や街路樹の維持管理が
私の仕事です。生駒市はまちなかに
たくさんの緑や公園があることが魅
力の一つです。それを守り発展させ
ていく仕事なので、やりがいを感じ
ます。公園は人々の笑顔が集う場所。
市民の皆さんに、安心して楽しく過
ごしてもらえるよう、こまめに現場に
出向き、要望に応えたいですね。まだ
まだ上司や先輩に教わることばかり
ですが、1日も早く課の戦力になれる
よう頑張りたいと思っています。

消防署 予防第2係
浅田 啓佑　平成23年度採用

火災現場に出動することはもちろん、
消火栓の検査、建物の立入検査・指
導や地域の避難訓練なども担当して
います。顔を覚えてくれていた市民の
人から「頑張ってね」と声をかけられ
たときはうれしかったですね。火災の
被害を未然に防ぎ、12万人の市民の
命を全力で守ることが僕の使命です。

ある1日のタイムスケジュール

  8：30　 勤務交代。前日の業務の引き継ぎを受け、消
防車両の清掃や消防無線の点検後、小学校で
避難訓練を実施

12：00　 昼休み。食堂で先輩とモリモリ食べます
13：00　 受付勤務。代表電話の取次や出動車両の記録
15：00　 火災予防に不備があった建物の所有者や設

備業者から報告書類を受け付け、台帳を管理
17：15　 宿直する職員の夕飯に得意料理のカレーを

約20人前作り大好評
18：30　 事務処理
20：00　 サーキットトレーニングなどで体力づくり
22：00　 入浴して仮眠
  2：00　 119番通報に備え、通信指令室で勤務
  4：00　 仮眠
  6：15　 事務処理、清掃、引き継ぎ
  8：30　 勤務交代して終業 次は2日後に出勤です

ある1日のタイムスケジュール

課税課
生水 康士朗　平成23年度採用

土地・家屋の評価額の算定など、
市税である固定資産税の仕事をし
ています。計算方法が難しいので、
たくさんの市民が相談に来られま
す。わかりやすく説明し、納得して
納税してもらえるように猛勉強す
る毎日です。税金に不満を持つ市
民の方が私の説明で納得されたと
きは、やりがいを感じます。市税は
さまざまな公共サービスの財源と
なっているので、適切な対応を心が
けたいと思います。



問生駒市職員任用試験委員会（職員課内、☎0743-74-1111、内線243）

◉平成25年度職員採用試験からSPI3を導入。公務員試験対策は不要に。
◉ 生駒市は関西トップクラス。住みよさランキング 関西3位、経営革新度ランキング 関西4位、サステナブル度調査 関西6位。
◉ 安心・安全な街ランキングでは、都市型自治体の中で全国トップ。
◉Twitter、Facebookで採用情報を配信中。

生駒市職員採用試験

公務員
試験対策は

不要



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問生駒市職員任用試験委員会（人事課内 ☎0743-74-1111 内線243）

現状打破。未来に進め。
◉ 関西一魅力的な住宅都市を目指す生駒市。住みよさランキング 関西5位、経営革新度ランキング 関西3位、
　サステナブル度調査 関西6位、安心・安全な街ランキング 都市型自治体の中で全国1位
◉1次試験はSPI3。公務員試験対策は不要
◉生駒市ホームページの他、Twitter、Facebook、リクナビ2015、マイナビ2015で採用情報を配信中

生駒市職員採用試験
―未来のいこまのために君ができる仕事がある―



条例や規則で市をサポート
法制担当者として、自治体
の「法」である条例や規則の
審査などをしています。正確
でわかりやすい条文を目指し
て、自分の知識を駆使する毎
日。生駒市がまっすぐに発展
していくために全力でサポー
トしています！！

先生や生徒に喜んでもらえる
小・中学校など市の建物の営
繕に携わっています。初めて
中学校の体育館を改修した
ときは、先生や生徒の喜ぶ声
が聞けて嬉しかったです。最
善の営繕方法を課内で話し
合い、基本設計から工事の竣
工まで関われることに、やり
がいを感じています。

ライフラインの整備を担う
水道管整備の施工・管理をし
ています。図面を描いて設計
書を作成し、作業をする業者
の方と現場に出て進めていき
ます。打ち合わせや細かい確
認、問題が起こった時の対処
など、一つ一つの仕事に時間
がかかる分、達成感のある仕
事です。 

■募集職種
事務職・技術職（土木・建築・機械）
■受験資格
昭和59年4月2日以降に生まれた人
大学卒業もしくは卒業見込み
■申込方法
平成26年4月1日㈫～14日㈪の間で、市ホーム
ページの「生駒市職員採用試験」から申請
■試験スケジュール
・ 1次試験【SPI3】
　平成26年4月下旬～5月上旬
・ 2次試験【小論文・面接・専門（技術職のみ）】
　5月下旬
・ 3次試験【面接】
　6月下旬～7月上旬

■職員採用試験説明会を開催
・  説明会では、小紫副市長から「求める人材像」などについて
　説明があります。
・ いずれも参加費無料、事前申込不要です。

とき ところ 形式・対象者

3月6日㈭
10:40～16:00

奈良県
新公会堂

・ ならジョブカフェなどが主催の
企業合同説明会にブース参加
・  大学等卒業予定者と卒業後3年
以内の求職者が対象

3月12日㈬
13:00～16:00 関西大学

・ 官公庁合同説明会にブース参加
・ 他大学の人の参加は不可

3月15日㈯
15:00～17:30

LEC梅田
駅前本校 ・  LEC受講生以外でも参加可

3月21日(金・祝)
13:00～17:30

生駒市
たけまる
ホール

・ ブースごとに、生駒市の仕事の
魅力をアピールします
・ 誰でも参加可

検索検索生駒市職員採用

企画財政部 総務課 (事務職)
佐竹 裕介　平成23年度採用

建設部 施設整備課 (建築職)
北村 勇輔　平成24年度採用

未来の
いこまのために
君ができる
仕事がある

生駒市職員を募集します！

上下水道部 工務課 (土木職)
新地 謙策　平成25年度採用

都市整備部 みどり景観課 (事務職)
山下 綾子　平成25年度採用

市民とより良い景観を生む
生駒市のまちなみがより魅力
的になるよう、景観づくりの
基本計画策定や景観に関す
る許認可事務を担当してい
ます。市民の皆さんと懇話会
で話し合ったり、上司に教え
てもらったりして、専門的な
知識を勉強し、日々成長を実
感できる仕事です。
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世界に発信できる生駒モデルを 
熱心な市民の力を借りて、市の予算ゼロで太
陽光発電所が完成しました。職場の風通しが
良く、上司の理解があったから挑戦できまし
た。環境に貢献する住みかたのモデルを世界
に向けて発信できるよう、具体的な政策を立
案し、実行しています。市民や事業者と協働
で、「生駒モデル」を作っていきたいですね。

生駒が大好きだから、仕事が楽しいんです
都会に近いのに穏やかな時間が流れる、絶妙
な田舎感。そして子どもの頃からお参りしてい
る宝山寺や、フランチャイズじゃない素敵なお
店などおすすめスポットがいっぱい。商工・観
光を担当し、そんな生駒がますます好きにな
りました。勉強を重ね、効果的にまちの魅力を
PRしていきたいと思っています。

環境モデル都市推進課(事務職)
　平成15年度採用　天野 卓

経済振興課(事務職)
　平成26年度採用　原田 りん

市民と暮らしをデザインできる
26年4月の「ベルテラスいこま」完成に合
わせて駅周辺のにぎわいづくりを市民と
考えました。まちづくりはハード面だけで
はなく、ソフト面も重要。住み良さって、住
む人の意識や人と人とのつながりで大きく
変わるんですよね。この仕事を通して多く
の人と出会い、毎日が充実しています。

当たり前の生活を支える使命
12年、上下水道一筋。蛇口をひねると水がで
てくるって当然のことのようですが、その裏で
は僕たちが一生懸命安全な水を供給していま
す。最近子どもが生まれたんですが、お風呂に
入れたときに改めてきれいな水のたいせつさを
感じました。この仕事を通じて、快適な暮らし
の根幹を支えていきたいですね。

まちと一緒に成長し続けたい
地元・生駒の美しいまち並みを守り、より良く
する仕事がしたいと思い志望しました。建築
物が法律に合っているか審査する建築確認、
生駒の未来を見据えた空き家対策を担当。ま
ちができあがっていく姿、担当した物件に暮ら
している人々の姿を見るのが好きで、私もまち
と一緒に成長し続けたいと考えています。

魅力的なまちで良いものをつくりたい
生駒は便利なのに緑豊かで魅力的。建築に
携わるなら生駒市、と他の自治体は眼中に
ありませんでした。ものづくりが好きで、趣
味は日曜大工。良いものをつくったら喜ば
れるんですよね。行政は企業よりずっと大
規模なまちづくりができる。大きな開発を
早く1人で担当できるように猛勉強中です。

都市計画課(事務職)
平成23年度採用　稲葉 淳一

建築課(建築職)
　平成22年度採用　三木 かほり

上下水道部工務課(土木職)
　平成15年度採用　立田 良雄

建築課(建築職)
　平成26年度採用　吉田 一平

生駒市は関西一魅力的な住宅都市を目指しています！
◉ 住みよさランキング 関西4位
◉ 主婦が幸せに暮らせる街ランキング 関西2位
◉ 経営革新度ランキング 関西3位
◉ 安心・安全な街ランキング
　都市型自治体の中で全国1位

各種の
外部評価
上位

◉1次試験はSPI3。公務員試験対策は不要
◉ 採用情報を配信
　 ▽生駒市ホームページ

▽Twitter

▽Facebook

▽リクナビ

公務員
試験対策
不要
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