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若い人が活躍できる町、
会津美里町を目指して

会津美里町は、町民（人）が生き生きと暮らし、市街地・集落と豊か
な自然が調和した魅力的な環境（花）を維持し、歴史や文化を発信し
続け、町民が誇りを持てるまちづくりを目指し、「人咲き 花咲き 文
化輝く 希望あふれる未来へ」の実現に向け、これからも職員一人ひ
とりが変革を起こし、チャレンジし続けていきます。

会津美里町には、皆さんが活躍できるフィールドが広がっています。
そして、「若い人が個性と能力を最大限に発揮しながら活躍できる組
織」の実現を目指して、組織全体で若い人材の育成に取り組んでいま
す。

ぜひ、この町で「あたらしい自分」に出会い、そして、輝き、共に会
津美里町の未来を創っていきましょう。

会津美里町長 杉山 純一
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会津美里町が求める職員像

１．町民が主役であるとの認識を持った職員

２．町民に公正・公平・誠実に対応し、信頼される職員

３．広い視野と先見性を持った職員

４．自らの責任で考え、新たな課題に挑戦する職員

主事
松本 奈緒

主事
松本 彩乃

主事
舟木 智也

主事
佐々木 和生



GOOD PROJECT 01

元気づくりプロジェクト

“あいづみさとまちの活力を維持し、

持続可能なまちづくり
人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保・維持し
ます。

観光、農業、製造業の主要産業などでは、地域特性を活か
して域外から稼ぎ地域の隅々まで循環されることにより、
地域経済を強くし、安心して働けるように活気あるまちづ
くりの実現を目指します。

出会い・結婚・出産・子育ての希望をかなえ、生活面の充
実を図るとともに、町民が生涯を通じて健康で安心して暮
らし続けられる「暮らしやすさ」を追求し、地方の魅力を
育み、ひとが集う地域を構築することを目指します。

高校卒業後や大学等卒業後、地元に就職できるよう安定し
た雇用の創出や、地域外からの交流の入口を増やすため、
関係人口の創出・拡大を活発化させ、新しいひとの流れを
つくる取り組みを強化します。



GOOD PROJECT 02

環境整備プロジェクト

美しい“あいづみさとまち”に

住み続けられるまちづくり
誰もが安心して住み続けられるよう、自然環境の保全や
市街地や集落における生活環境の維持・向上を図り、快
適で安全安心な環境づくりを進めます。

町民がまちの魅力を感じて生活できるよう、本町にしか
ない文化や歴史、街並み等の地域資源を磨き上げ、新た
な魅力創出によるまちづくりを目指します。

若者の移住・定住を促す仕組みづくりや生活に必要な機
能が整った都市環境の整備等を進めます。

近年発生している大規模自然災害等に備えるため、予断
を持たずに最悪の事態を念頭に置き、災害に強いまちづ
くりを目指します。



GOOD PROJECT 03

人づくりプロジェクト

未来の“あいづみさとまち”で

活躍する人づくり
子どもたちが自らの未来を切り拓くために必要な「確か
な学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランス良く育
て、一人ひとりの個性や能力に応じたきめ細やかな教育
を行います。

郷土への誇りと愛着を醸成するため、地域の歴史や文化、
風土を踏まえた特色ある教育に力を入れていきます。

自主的にまちづくりや町民活動に取り組む人材を育成・
確保し、活動の輪を広げていくため、町民一人ひとりが
まちづくりに対する関心を高め、具体的な活動につなげ
るための情報発信や学習機会の提供など、多様な人材が
育ち、活躍できる取り組みを一層推進します。



organization

会津美里役場の組織
農業委員会 農業委員会事務局

遊休農地対策、農業者年金、農業

委員会運営に関すること

教育委員会
教育長

こども教育課
教育全般、学校教育、奨学資金、

認定こども園に関すること

生涯学習課
生涯学習、社会教育、文化財の保

護・保存継承、社会体育、スポー

ツ振興に関すること

議会 議会事務局 議会全般、議会運営に関すること

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
選挙全般、選挙管理委員会運営に

関すること町長 副町長

総務課
（本郷・新鶴支所）

自治区長、職員採用、入札制度、普通財産の管

理、消防・防災に関すること

政策財政課 総合計画、行政評価、公共交通、統計、男女平

等、広報、財政、人口減少対策に関すること

出納室 現金出納、物品出納に関すること

町民税務課
住民票・戸籍、生活環境（ごみ、リサイ

クル）、住民税、軽自動車税、固定資産

税、納税に関すること

健康ふくし課
感染症対策、高齢者福祉、福祉介護、障がい者

福祉、児童福祉、健康増進、国保、国民年金、

生活保護に関すること

産業振興課
農業振興、新規就農、担い手育成、鳥獣対策、

林業振興、農林道管理、商工・観光振興、企業

誘致、中小企業支援に関すること

建設水道課

（水道事業）

道路・河川管理、都市計画、町営住宅、特定空

家、公共上下水道に関すること

会津美里町
人口（R４.1.1現在）

19,３５８人
7,３０９世帯



NEW STAFF INTRODUCTION ０１

新規採用職員紹介
行政職（一般事務）

陽田 和丈
ＹＯＵＤＡ Ｋａｚｕｔｏｍｏ

総務課防災情報係
2021年度入庁

志望動機 仕事のやりがい
会津美里町役場職員を

目指す方へ
応援メッセージ

私は、高校も大学も会津
に進学しました。
私の同級生のほとんどが
県外に進学、就職してし
まっているので、若い人
たちが一人でも多く地元
に帰って来てもらいたい
と思い、故郷のために役
に立てればと思い、役場
職員を目指しました。

職員が仕事をしやすい環
境を整えることが仕事な
ので、通常業務にやりが
いを感じています。また、
セキュリティ対策にも万
全を期す必要があり、倫
理性を高く求められる難
しさがありますが、様々
な部署の職員と関われる
ことや、直接感謝される
機会があることはとても
嬉しく感じます。

会津美里町には、頼りに
なる先輩や心優しい住民
の方々が多くいます。会
津美里町職員になって、
一緒に会津美里町を盛り
上げていきましょう！



NEW STAFF INTRODUCTION ０２

新規採用職員紹介
行政職（一般事務）

佐々木 和生
ＳＡＳＡＫＩ Ｋａｚｕｋｉ

建設水道課管理係
2021年度入庁

志望動機
担当業務と
仕事のやりがい

会津美里町役場職員を
目指す人へ

応援メッセージ

私の祖父母の家が会津美
里町にあり（生まれてか
ら数ヶ月はそこにいまし
た。）、小さい頃はよく
訪れていました。そして、
祖父母が作った作物を食
べて育ちました。
会津美里町で作る美味し
い作物を未来にのこした
い、会津美里町の農業を
振興したい、会津美里町
で働きたいと思いました。

主に、町営住宅の修繕・
管理を担当しています。
住人の方から不具合が
あったときに業者を手配
したり、維持に必要な業
務の委託契約事務を行っ
たりしています。
そのため、困っている住
民からの連絡を受け、そ
れを解決したときに感謝
の言葉をいただいたとき
は、仕事の達成感ややり
がいを感じます。

公務員の仕事は多岐にわ
たり、やりがいを感じな
がら働くことができます。
また、本町の人事部署で
は様々な研修を開催して
くれるので能力開発もで
きます。そして何より、
福利厚生も整っているの
で、ワークライフバラン
スの充実により仕事への
モチベーションも高まり、
仕事に取り組むことがで
きます。



NEW STAFF INTRODUCTION ０３

新規採用職員紹介
行政職（一般事務）

松本 綾乃
ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ Ａｙａｎｏ

政策財政課財政係
2021年度入庁

志望動機 仕事のやりがい
会津美里町役場職員を

目指す方に
応援メッセージ

私は地元である会津の短
大へ進学しました。短大
のゼミや講義で会津の良
さを改めて学んだことで、
就職しても会津に密着し
て働きたいと思ったとき
に、祖父の実家があり小
さな頃から訪れていた会
津美里町が浮かびました。
そして、思い出深い会津
美里町をより住みやすい
町にしたいと思い、志望
しました。

会津美里町のふるさと納
税に関係する業務を担当
しています。
返礼品を送った寄附者の
方から、「とても美味し
かったです！」とお礼を
いただくことがあります。
もちろん私自身が作った
わけではないですが、会
津美里町の返礼品を喜ん
でいただけるととても嬉
しい気持ちになります。

役場職員は様々な視点、
角度から会津美里町の魅
力を発信しています。
まだ発見されていない会
津美里町の魅力を見つけ
て、一緒に会津美里町を
より素敵な町へしてみま
せんか？
私たちが勤務する役場庁
舎と公民館・図書館等の
機能を備えた「じげんプ
ラザ」はとてもきれいで
す。様々なイベントが開
催され、賑やかで楽しい
です！



NEW STAFF INTRODUCTION ０４

新規採用職員紹介
資格免許職
（保育教諭）

山口 幸恵
ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ Ｙｕｋｉｅ

本郷こども園
2021年度入庁

役場職員になってみて 仕事のやりがい
会津美里町役場職員を

目指す方に
応援メッセージ

地域の方、職員の方等、
温かい方々が多いです。
また、地域の伝統や風習
を大切にしている素敵な
町だと感じています。

保育教諭として、本郷こ
ども園で５歳児クラスの
担任をしています。
子どもたちの成長を間近
で見ることができ、保護
者の方々と一緒に子ども
たちの成長を喜び合える
ことが、この仕事の魅力
であり、やりがいです。
ぜひ、保育士と幼稚園教
諭の資格取得を目指して
いる方は、会津美里町立
認定こども園の保育教諭
がお勧めです！

会津美里町は、町内すべ
てが認定こども園です。
乳児から就学前の子ども
たちに、教育と保育
の一体的と子育て支援の
充実に力を入れています。
元気で明るい私たち保育
教諭と一緒に、会津美里
町の子どもたちの笑顔と
パワー、そして成長を
同時に共感し、自分自身
も成長することができる
職場です。



VOICE 0１

職員紹介
行政職（一般事務）

舟木 智也
ＦＵＮＡＫＩ Tomoya

産業振興課 商工観光係
2020年度入庁

現在の業務 仕事のやりがい
実際に入庁して

役場職員のイメージは

主に企業支援や工業団地
管理、雇用促進に関する
業務を担当しています。
事業者に対して優遇措置
の認定や補助制度の紹介
を行うなど、事業者の
方々に寄り添いながら町
の活性化が図られるよう
に常に意識しています。
特に最近では、コロナウ
イルスにより多くの事業
者が大きなダメージを受
けているなか、企業や個
人事業者への支援は重要
な業務です。

どんな業務でも、町づく
りに関わるものですので、
一つの業務をやりきった
ときは達成感を感じます。
また、住民の方々に感謝
の言葉をいただいた際に
も達成感を感じますし、
日々のモチベーションに
繋がります。

役場の業務内容はどうし
ても「堅苦しい」イメー
ジがありました。ですが、
実際に働いてみると、上
司や先輩の方々は柔軟な
思考をもって町づくりに
取り組んでいてそのイ
メージは覆りました。法
令に基づき業務を行うの
はもちろんですが、その
うえで、臨機応変な対応
力が大切だと感じました。



VOICE 02

職員紹介
行政職（一般事務）

阿部 遥香
ＡＢＥ Haruka

町民税務課 固定資産税係
2020年度入庁

現在の業務 職場の雰囲気
会津美里町役場職員を

目指す人へ
応援メッセージ

家屋や土地の所有者に課
税される固定資産税の課
税を担当しています。私
は土地の評価を中心に課
税台帳の整備や、住民か
らの問い合わせに対応し
ています。業務を通じて
税金について学ぶことが
できるので大変勉強にな
ります。

仕事で分からないことが
あった時、上司や先輩に
相談しやすい雰囲気があ
りますので、安心して仕
事に取り組めます。
そして、同年代の職員も
多いので、仕事の相談も
気軽にできて、働きやす
い職場です！

働き始めたばかりのとき
は仕事内容や環境に不安
がありましたが、先輩方
や上司は優しく親切な人
が多いですし、有給休暇
も取得しやすいため仕事
以外の時間も充実させる
ことができます。
また、実際に仕事をして
業務を通じてやりがいを
感じることが多い仕事だ
と感じています。会津美
里町役場で一緒に働きま
しょう！



VOICE 03

職員紹介
専門職（土木技師）

大林 哲平
ＯＢＡＹＡＳＨＩ Teｐpei

建設水道課建設係
2016年度入庁

土木技師を目指した
きっかけと入庁後の感想

現在の業務とやりがい
土木技師を目指す方へ
応援メッセージ

私は町外出身ですが、自
分の経験を活かし、町民
の生活を支える道路整備
事業に携わりたいという
気持ちが強く、それを発
揮するためには民間企業
ではなく、公共性や公益
性が高い自治体の土木技
師を目指しました。
入庁当初は、業務の進め
方や町内の地名が分から
ないことが多々あり、大
変な部分もありましたが、
上司や先輩方に丁寧に教
えていただき、滞りなく
遂行することができてい
ます。

現在は、町道の道路整備
事業の設計・積算、発注
業務と管理業務を担当し
ています。
また、豪雪地ならではの
防雪柵設置事業の担当も
しています。
土木技師として、道路が
整備され町民の方から
「きれいな道路ができた。
便利になった。」と喜び
の言葉をかけられる時に
やりがいを感じます。

町のインフラを支える重
要な仕事に携われるとて
もやりがいがある仕事で
す。会津美里町の土木技
師として、町民が暮らし
やすい町づくりのために、
あなたにしかないスキル
を発揮してみませんか。



VOICE ０４

職員紹介
専門職（保育教諭）

小林 瑠那
ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ Runa

新鶴こども園
2019年度入庁

保育教諭を目指したきっ
かけと入庁後の感想

現在の業務とやりがい 職場の雰囲気

学生の頃に会津美里町に
訪れた際、住民の方の優
しさや温かさを感じ、こ
の町で働きたいと思いま
した。
公務員として、保育教諭
として地域の方と関わる
機会が多くありますが、
保護者や地域の方々がと
ても温かく、住みやすく
子育てがしやすい町であ
ると改めて感じました。

保育教諭として新鶴こど
も園で５歳児クラスの担
任をしています。
子ども達の成長をそばで
見守ることができ、頑
張ってきたことができる
ようになった喜びを保護
者と共に分かち合うこと
ができ、成長を感じた瞬
間がとてもやりがいを感
じます。

何事にも熱心に指導して
くださる上司や先輩がい
ます。
また、担任の保育者同士
で連携を図りながら、ア
イディアや情報交換をす
ることができ、毎日刺激
を受けています。
職場の雰囲気は、色々な
ことを気軽に相談するこ
とができたり、たわいも
ない会話で盛り上がった
りすることができる活気
ある職場です。



VOICE ０５

職員紹介
専門職（栄養士）

柴田 彩乃
ＳＨＩＢＡＴＡ Ayano

健康ふくし課健康増進係
2020年度入庁

会津美里町役場職員を
目指したきっかけ

仕事のやりがい 役場職員になってみて

学生の時に参加したイン
ターンシップで、保健師
の皆さんが町民の方の心
配なことや不安なことに
対して真摯に向き合って
保健指導をされていた姿
に感銘を受けました。
この体験を通して、会津
美里町の保健師の皆さん
と一緒に、栄養士として
町民の健康増進のために
働きたいと考えました。

特定保健指導などで、食
事や調理などの工夫につ
いてご提案させていただ
いた際など、町民の方の
お悩みを少しでも軽くす
ることが出来た時にやり
がいを感じます。
幅広い年齢層の方々とお
話をする機会が多いこと
も魅力です。

栄養指導などで町民の皆
さんとお話してみると、
大学で勉強してきたこと
以上に学ぶことが多いな
と実感しています。
まだまだ勉強が必要です
が、たくさんの方にアド
バイスをいただきながら
日々業務に取り組んでい
ます。



ＷＯＲＫ ＬＩＦＥ ＢＡＬＡＮＣＥ 01

ワーク・ライフ・バランス
行政職（一般事務）

平河内 信人
ＨＩＲＡＫＯＣＨＩ Ｍａｋｏｔｏ

総務課総務係
（選挙管理員会書記）

20 10年度入庁

育児休暇を取得して

組織として男性の育児休暇取得を後押し
してくれることと、周りの職員の理解と
協力により、育児休暇を取得しました。
育児休暇取得期間中は、家族の時間が持
てましたし、妻と協力して育児ができた
ことは、有意義な制度であります。

ＤＡＩＬＹ ＳＣＨＥＤＵＬＥ

8：15 保育園に子どもを送り出勤、メール
や共有情報のチェック

8：30 業務開始

9：00 住民の方から
の問合せ応対

10：00 自治区長との
業務打合せ

12：00 昼食・休憩

13：00 選挙管理委員会の会議資料の作成

15：00 選挙に関する報告資料の作成

17：15 業務終了

17：20 退庁、保育園に子どもを迎えに行く

充実したサポート体制

会津美里町役場では「男性職員の育児休
業取得率５０％以上」を目指しており、
男性職員の育児休業等を取得しやすい職
場環境が整備されています。
このように子育てに関する充実した体制
が整備されていますので、父として、職
員として成長できるライフスタイルに合
わせた働き方を選択できるのは、会津美
里町役場で働く魅力の一つだと思います。



ＷＯＲＫ ＬＩＦＥ ＢＡＬＡＮＣＥ ０２

ワーク・ライフ・バランス
行政職（一般事務）

薄 朋子
ＵＳＵＫＩ Ｔｏｍｏｋｏ

教育文化課 こども教育係
20 11年度入庁

育児休業を取得して

出産前は、教育文化課に在籍していました。
主に認定こども園への入所に関する業務が
多かったため、係員や課員の協力体制と、
補助員を採用するなどの調整をしてもらい
ました。周りの職員は、私の妊娠・出産を
説明すると快く引き受けてくれ、多くの人
からサポートを受けながら産休まで業務に
臨めました。

ＤＡＩＬＹ ＳＣＨＥＤＵＬＥ

8：50 子どもを保育園に送る
出勤（育児時間休暇取得）、メールやス
ケジュールをチェック

9：00 こども園入所に
関する窓口や電話応対

10：00 係内での事務打合せ

12：00 昼食・休憩

13：00 こども園入所に関する窓口や電話応対

15：00 こども園入所に関するこども園長との
事務打合せ

16：30 退庁（育児時間休暇取得）
子どもを保育園に子どもを迎えに行く

充実したサポート体制

出産休暇・育児休業を合わせて１年半ほど休
みを取得しましたが、産後、夜間１時間おきに
目が 覚める時期もあり、休みとは言えないよ
うな日々の中で、仕事に復帰するイメージは
全く持てずにいました。
同じタイミングで育休を取得している職員同
士で仕事と家庭のバランスの取り方、復職後
の働き方などの情報交換をして、少しずつ仕
事と家庭の両立と職場復帰に向けた準備がで
きました。

育児時間休暇とは

生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保
育のために必要と認められる授乳等を行うため、１
日２回それぞれ45分以内で取得できる特別休暇です。



ＣＡＲＥＥＲ ＵＰ ＳＴＡＧＥ ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ 01

管理監督職のインタビュー
行政職（一般事務）

平山 正孝
ＨＩＲＡＹＡＭＡ Ｍａｓａｔａｋａ

健康ふくし課長
1989年度入庁

若い職員に期待すること

「チャレンジする気持ちを大切に」
会津美里町は、若い職員が能力を発揮し活躍で
きるフィールドが広がっています。町民の皆様の
ために、前例踏襲ではなく、新たな取組にも積極
的にチャレンジしてほしいです。
特に、日ごろから、担当する業務での課題意識を
持って業務に取組んでほしいです。そうすること
で、相手の立場に立って物事を考えることができ、
町民の皆様に信頼される職員になることを期待
しています。これまでの主な職務経験

1989年４月 入庁

2011年４月 福祉課社会福祉係長

2014年４月 総務課財政係長

2017年４月 総務課長補佐

2020年４月 政策財政課長補佐

2021年４月 健康ふくし課長

会津美里町の将来像

会津美里町は、関係人口の増加や若年層の
転出に歯止めをかけるため、子どものころ
から地域の自然や魅力に触れ「地域を誇り
に思う心」を醸成し、ふるさとへの愛着心を
育てる取り組みを進めています。
まちの将来像「まるごと いいね！会津美
里」を実現するためは、皆さんの若いチカラ
が必要不可欠です。



ＣＡＲＥＥＲ ＵＰ ＳＴＡＧＥ ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ 02

管理職のインタビュー
行政職（一般事務）

鈴木 睦子
ＳＵＺＵＫＩ Ｍｕｔｓｕｋｏ

出納室出納係
2000年度入庁

出納室の主な仕事

町民の皆さんが収められた町税などの公金
を収納したり、各課で購入した物品代金、工
事代金、補助金などの公金の支払いを行って
います。
公金の支払いに当たって、その支払い内容が
法令や条例などに違反していないか、金額に
誤りがないかなどの審査も行います。
1日の公金支払額が大きい時は、１億円を超
える時もありますが、出納室で管理している
公金は、金融機関に適正に保管するとともに、
安全かつ効率的な管理・運用を行っています。

管理職として心がけていること

係長は上司を補佐し、
同僚や部下に対して
動機づけを図りながら、
組織の目標達成に向け、
係内の業務運営をして
います。
特に係員とのコミュニ
ケーションを大切にしながら、係内業務の諸
課題等に対しては、係として「チーム」として
取り組むことで、達成感もチームで共感でき
るように努めています。

ＳＴＥＰ07

ＳＴＥＰ06 ２１年目～

ＳＴＥＰ05 18年目～

ＳＴＥＰ04 17年目～

ＳＴＥＰ03 10年目～

ＳＴＥＰ02 5年目～ 主任主査

ＳＴＥＰ01 2年目～ 主査

１年目～ 主事

主事補

2000.4 2001.7 2004.7 2009.3 2016.4 2017.4 2020.4

CAREER STEP
職歴

出納室
出納係長福祉課

社会福祉係長くらし安心課
住民戸籍係長



ＣＡＲＥＥＲ ＵＰ ＳＴＡＧＥ ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ 03

管理職のインタビュー
行政職（一般事務）

榎森 正典
ＥＮＯＭＯＲＩ Ｍａｓａｎｏｒｉ

教育文化課
こども教育係長
1994年度入庁

若い職員に期待すること

若いうちにしかできない「経験」や
「失敗」があると思います。それは
貴重な経験になり、自分を成長させ
てくれるはずです。若いうちは何事
にもチャレンジしてほしいと思いま
す。
その仕事は「誰のために」、「何の
ために」やっているのかを常に意識
することで、その仕事の目的を見失
わず着実に事務を進めることができ
ます。

管理職として心がけていること

管理職として、一人ひとり
の多様な働き方・価値観を
認め、若い職員が持つ個性
と能力を最大限に発揮でき
る職場環境をつくることで、
組織目標を達成できるよう
に心がけています。
係長になり、それまでの
「担当者の仕事」から係を
動かす「リーダーとしての仕事」にシフトするため、業
務への関わり方や物事の考え方が変わり、新たなやりが
いと職員としての成長にもつながっています。

ＳＴＥＰ07

ＳＴＥＰ06 28年目～

ＳＴＥＰ05 26年目～

ＳＴＥＰ04 25年目～

ＳＴＥＰ03 17年目～

ＳＴＥＰ02 15年目～ 主任主査

ＳＴＥＰ01 11年目～ 主査

１年目～ 副主査

主事

1994.4 2004.4 2008.1 2010.1 2018.4 2019.4 2021.4

教育文化課
こども教育係長総務課

管財契約係長まちづくり政策課
公共施設整備係長

CAREER STEP
職歴



ＣＡＲＥＥＲ ＵＰ ＳＴＡＧＥ ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ 04

管理職のインタビュー
資格免許職
（保育教諭）

主任保育教諭

萩生田 由希子
ＨＡＧＹＵＤＡ Yukiko

新鶴こども園
2000年度入庁

若い職員に期待すること

誰でも始めはできないことが当
たり前です。でも・・・大丈夫
です！優しく教えてくれる心強
い先輩達がいます！だから、
「何事もやる気をもって自分か
ら行動しましょう！」
それを若い職員の皆さんに期待
しています♪

これがいいね！”会津美里町“の幼児教育

会津美里町の幼児教育は、
子育て支援事業や木育事
業に力を入れて取り組ん
でいます。
「安心して子育てができ
る町」を目指して様々な
取り組みをしています！

ＳＴＥＰ05

ＳＴＥＰ04 20年目～

ＳＴＥＰ03 17年目～

ＳＴＥＰ02 12年目～

ＳＴＥＰ01 9年目～ 主任保育士

1年目～ 保育士

教諭

2000.4 2008.4 2011.4 2016.4 2019.4

CAREER STEP
職歴

新鶴こども園
主任保育教諭主任教諭・

主任保育士



会津美里町人材育成基本方針の基本理念である

「町民の明日を考え行動し

未来を拓く 町職員を目指して」
組織全体で人材の育成に取り組んでいます。

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

人材育成

近年における自治体職員の果たすべき役割とそれに対
する町民の期待は従来にも増して大きくなる一方で、
世界的な新型コロナウイルスの蔓延を背景に社会情勢
が激変する時代に、新たな様式に対応し職務を的確に
処理し続けるためにも、組織として人材育成に取り組ん
でいます。

そして、職員一人ひとりが職員研修の重要性を自覚し、
能動的に研修に参加し、公務員の原点を真摯に見つめ
直し、使命と情熱、行政の担い手としてのプロ意識を
持って、職場のみならず地域や家庭においても人間的
成長を目指します。

職場研修

（On the job 
training)

自主研修

（Self 
enlightenment）

職場外研修

（Off the job 
training）

人材育成



ＥＭＰＬＯＹＭＥＮＴ ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＳ

勤務条件
勤務時間 土日、祝日、12月29日から１月３日までを除く午前８時30分から午後５時15分

初 任 給
186,500円（大学卒の場合）
153,900円（高校卒の場合）

期末・勤勉手当
（ボーナス）

給料月額等の１か月をベースに、年間4.25月分の期末・勤勉手当が支給されます（採用初
年度は、実際に勤務した期間によって異なります。）。

諸手当
通勤、住まい、家族又は勤務状況などに応じて、通勤、住居、扶養又は時間外手当などが
支給されます。

休暇
年次有給休暇20日、特別休暇（夏季休暇5日、出産、配偶者出産休暇等）などの休暇制度
があります。

福利厚生
福利制度（福島県市町村共済組合（保健給付、長期給付、福祉事業）、会津美里町職員共
助会（グループ旅行等））、厚生制度（健康診断、ストレスチェック、ＶＤＴ健診）があ
ります。

その他 職員のみで構成し活動する野球部やバレーボール部などがあります。



役場庁舎/ＡＩＺＵＭＩＳＡＴＯ WORK ＳＴＹＬＥ

新しい役場で働き 新たな自分に出会う
会津美里町役場は、2019年5月に開所しました。

役場本庁舎機能に加え、公民館や図書館機能を備えた複合文化
施設である「じげんプラザ」は、住民の多様な学びや活動、そして
にぎわいを創出し、住民の笑顔がひろがる施設です。

執務室は、ユニバーサルレイアウトやフリーアドレスの導入、さら
には庁内ネットワークの充実によるペーパーレス会議の促進など、
職場のICT環境の強化・充実に取り組んでいます。

新しい役場で働き、新たな自分に出会ってみませんか。

ＣＯＮＴＡＣＴ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

問合せ先
会津美里町総務課総務係

〒969－62９２

福島県大沼郡会津美里町字新布才地１番地

TEL．0242－55－1122

ＦＡＸ．０２４２－５５－１１９９

Ｅ－mail．somu@town.aizumisato.fukushima.jp

会津美里町公式ＨＰ
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/

職員紹介ページはこちら
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/

s001/20210225231902.html

mailto:somu@town.aizumisato.fukushima.jp

