
多賀城市役所
職員募集パンフレット

We are looking for bright and motivated personnel 



職 種 採用人数 申込期間 1次 試験 2次 試験

行 政 10名 程度

土 木

保 健 師

社 会 福 祉

研 究 員 （ 文 化 財 ）

研 究 員 （ 文 化 財 ）

保 育 士 8月中旬～ 9月中旬 － 10月 中旬

初級 事 務 7／ 3～ 8／ 7 9／ 17 11月 上旬

8月 下旬～
9月上旬

上級

実務
経験

6／ １～ 6／ 16 7／ ２３

若干名

Employment Information

１

Point Ⅰ

専門試験なし！

土木、保健師を除きます
民間企業との併願がしやすくなっています

Point Ⅰ

詳細はコチラ↓

H29採用試験情報



Tagajo Strong Point

Point Ⅱ

Point Ⅱ

2

７７％
ここ最近では、採用者の

が市外にお住まいだった方です

北海道、青森県、千葉県、神奈川県など
にお住まいだった方も採用しています

仙台市

仙台市

宮
城
県

多賀城市多賀城市

仙台駅から １２ｋｍ

車で ２０分
電車で ２０分
自転車で ５０分
徒歩で １７０分

仙台に近い！



若者が輝いている！

Tagajo Strong Point

3

Point Ⅲ

見てます！ １５０の目で。
職員採用試験の二次試験は
一緒に働く仲間を求めてベテランから
若手まで現役の市役所職員が携わります

その人数 75 45４人 Point Ⅲ

２０代の職員割合
２０．９％（９５／４５４）

若者が企画実施の写真女子WSの模様！



TAGAJO       
SPECIAL 多賀城市の特徴的な ３つの施策

TAGAJO       

SPECIAL
多賀城市の特徴的な ３つの施策
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東北随一の文化交流拠点 創造

未来を“TAGAYASU”

文化『culture』の語源は、ラテン語『colere（耕す）』
「文化」とは「社会にまかれた種」

「人々の内に秘めた可能性の種」を育てることともいえる

そして、文化に触れる方法の一つが私たちの身近にある「本」
食、音楽、芸術、風土、歴史…

「本」は新たな「文化」との出会いをもたらし、触発し、
さらに未知の文化へと誘ってくれる

東北随一の文化交流拠点の核となる多賀城市立図書館の開館
日常の中で、新たな多賀城の文化が生まれ続ける5



えがおがすき

おかあさんがすき

こどもとかかわるのがすき

たがじょうがすき

こどものわらうこえがすき

たがじょうがすき

たがじょうで たのしく そだつ プロジェクト

こどもがすき
こそだてがすき

子どもも、子育てするひとも、それを支える人も、
いろいろなことを 楽しんでほしい という願いをこめて。
子どもも、子育てするひとも、それを支える人も、

いろいろなことを 楽しんでほしい という願いをこめて。 6



さんみらい多賀城・復興団地 整備

マイナス（東日本大震災）
それはプラス（創造的復興）のはじまり・・・

製造業拠点

×
防災減災拠点

×
雇用創出拠点

津波復興拠点整備加速中！

マイナス（東日本大震災）
それはプラス（創造的復興）のはじまり・・・

製造業拠点

×
防災減災拠点

×
雇用創出拠点

津波復興拠点整備加速中！7



多賀城市役所の先輩たち

We are waiting for you ! 多賀城市役所の先輩たち

We are waiting for you ! 8



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

多賀城跡（政庁跡）（特別史跡・日本遺産）
奈良時代から約３００年、陸奥の国府と鎮守府が置かれた東北地方の政治、文化、軍事の中心
地。約９００メートル四方の中央には、政務や儀式を行う政庁がありました。特別史跡・日本遺産に
指定され、奈良の平城京跡、福岡の大宰府跡とともに日本三大史跡とされています。

９



市民文化創造局は、文化プログラム（歴史文化資源を活用
した文化芸術事業群）を実施し、文化芸術のチカラで多賀城
の魅力を一層磨き上げていく事業を展開していく部署です。
その一環として、平成３０年春、東大寺の大仏さまへ塗るた
めの黄金を献上したご縁で、東大寺展とそれに関わる文化プ
ログラムを開催する予定となっております。東大寺展は東北で
初めての開催となります。
古からのご縁をもとに、東北地方の創造的復興を目指して
おりますので、是非、一緒に進めていきましょう！

文化のチカラ 未来へ継承！

鈴木 孝行
総務部市民文化創造局 局長補佐
（平成５年入庁 文化財研究員）

◆経歴
入庁から14年間埋蔵文化財の発掘調査
を担当。平成20年度から、歴史的風致維持
向上計画の策定を担当し、あらためて、本
市の魅力の原点は、歴史であると再認識し
ました。平成28年度には、商工観光課で観
光振興業務を担当し、本市の魅力ある観光
資源の発信などを担当しました。

◆最近気になること

昨年から、自分なりの“多賀城”を発信す
るということで、個人的にインスタグラムを始
めました。
多賀城を撮影した写真で「いいね！」をた
くさんいただけると、とてもうれしくなる今日こ
の頃です。

１０



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

東北歴史博物館
東北地方全域を視野に入れた歴史系博物館で、旧石器時代から現代までの歴史
を中心とした展示、映像上映を行っている施設です。この施設を会場として、平成３０
年４月には、（仮称）東大寺展が開催されます。１１



民間ではできないおもしろい仕事。それが行政です。

逢坂 果絵
建設部都市計画課 主査
（平成１２年入庁 行政職）

◆経歴
社会福祉課→こども福祉課→市民課→
税務課→農政課(農業委員会兼務）

市民と関わる福祉、窓口関係。
農家と関わる農政。
いろいろな業務を経験し、今年さらに全く
別ジャンル、都市計画課へ。

◆最近気になること

都市計画課ではどんな仕事ができるのか、

ピカピカの１年生なのでドキドキ、ワクワクし
ています（ちなみに娘も新1年生なんです。）。

１２

民間企業と連携して行う仕事・民間企業でもできる仕事もあり
ますが、戸籍や税金は行政ならではの仕事です。
「おぎゃー」と産声をあげたら、出生届を提出します。
仕事をして収入を得たら税金を払います。家を建てても税金
を払います。
生涯の幕を閉じるときには死亡届を提出します。
児童手当や給付金を支払うのも行政の仕事です。
民間企業ではこのような仕事はできません。
「ありがとう」と言ってもらえる仕事ばかりではありませんし、お叱
りを受けることもあります。
でも人は誰もが必ず行政サービスを受けるのです。
私たちの仕事は必ず誰かのお役に立つことができるはずなん
です。
それを仕事にできるなんておもしろいと思いませんか？
よりよい行政サービスを提供するためにはどうすればいいか、
一緒に考え行動しましょう。元気でやる気のある方、お待ちして
います。



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

多賀城市文化センター
1,120人収容の大ホール。国内外で評価の高い音響が自慢です。オーケストラピッ
ト・残響可変装置等の設備により、超一流のクラシック演奏から演劇まで、幅広く使用
できるホールとなっています（最大残響時間 2.24sec）。１３



まちの活力。それは子どもたちの笑顔から！

地域の皆さんで子どもたちを育てようとす
る姿があります。
そして、まちには子どもたちの笑顔が溢れ
ています。こんなまちって素敵だと思いませ
んか？
生涯学習課は、市民が心豊かに生きる知
恵を学ぶ「学びの場」を創出すること。また、
子どもたちが安全に暮らしていけるよう、学
校・家庭・地域が連携して教育環境を整え
ていくという協働教育事業などを担当してい
ます。
協働教育事業では、地域の皆さんに見守
られながら、放課後の子どもたちの自主的な
学習やスポーツ、様々な体験などを楽しむ「
放課後子ども教室」があります。今では参加
していた子どもたちが成人になり、今度はス
タッフとして手伝いにきてくれるようになりまし
た。地域スタッフは、子どもたちの成長に“喜
び”と“やりがい”を感じています。
また、地域の皆さんの経験や知識を学校
教育に活かしていく取組を行っています。こ
の活動により子どもたちの教育環境が充実し
、地域の皆さんの生きがいづくりにつながり、
学校を核としたコミュニティづくりにつながっ
ています。
子どもたちのイキイキとした笑顔と活動を
サポートする地域住民の笑顔を広げる仕事
を一緒にやりませんか！

鈴木 久美子
教育委員会事務局生涯学習課
課長補佐兼生涯学習係長
（平成２年入庁 行政職）

◆経歴
生涯学習課は４年目になります。
主な業務は社会教育、社会体育、協働
教育、青少年健全育成事業など広範囲に
わたります。
それに加え、今年はインターハイや総合
文化祭運営業務も担当します。

◆最近気になること

業務が増え、心も身体も悲鳴を上げなが
ら過ごしていますが、係のメンバーの“若さ”
と“勢い”とそして“笑顔”に毎日助けられて
います。
メンバーに感謝し日々前進です！

１４



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

多賀城碑（重要文化財・国名勝・日本遺産）
数多くの文人、偉人の心を捉える風景。歌枕でも有名な古碑が、覆屋の中にたた
ずみます。松尾芭蕉は、一千年以上も変わらぬ姿のこの碑と対面し、「泪（なみだ）も
落つるばかり也」と感動の文章を『おくのほそ道』にしたためています。１５



持続可能な市民サービス提供のために！

こんな職員に
私はなりたい！

やってて良かった～! 私の仕事は…
採用された

あのときのおもい…

松本 晃一
市長公室（財政経営担当） 主事
（平成２４年入庁 行政職）

◆経歴

生活保護受給者の自立へ向け、民生委
員や関係部署等との連携を図りながら、求
人情報の提供や適職就労に係る助言、療
養生活の援助に携わってきました。

◆最近気になること

人事異動に伴い、今年度私の部署は職
員の男女比がほぼ１：１になりました。まだまだ
管理職は少ないですが、“女性活躍”の下
地は既に整っている職場だと思います。

現在は財政の仕事
に携わっていますが、
多くの知識、経験を積
み重ね視野の広い職
員になりたいです。

財政の仕組みを直ぐ
に理解することは難し
い。だからこそ、一つ
でも身についたと実感
できたときは嬉しい。

古代米の米粉を使
用した餅が入る「多賀
城やかもち鍋」がお薦
めです。豊富な出汁
が効いてて美味しい。

研修で出会った近
隣自治体職員との情
報交換により、意外と
知らなかったことや見
落としていたことなど、
「気づき」がありました｡

予算編成や決算統
計のほか、地方債によ
る資金の借入や償還
の手続きなどが主な
仕事です。

自分自身の力を人
のために役立てたいと
夢見て入庁しました。

初めての人事異動
でやってきた財政。周
りが話す財政用語は
まるで外国語。コトバ
ガツウジナイ・・・・。

民間企業に勤めなが
ら、限られた時間の中
で準備する必要があっ
たため、筆記試験は得
意科目に絞りました。

一人で完結できる仕
事は無いので、周りの
先輩と仲良く、明るく、
前向きに仕事ができる
ことが大切だと思いま
す。

多賀城のオススメ！

あのとき、つらかった…

私のやりがい
それは…

私の受験対策！
新たな仲間に
期待すること！

１６



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

せんとくん＆たがもん（多賀城ゆかりのキャラクター）
７２４年（奈良時代）生まれで、ゲートボールが趣味の多賀城市観光協会キャラクターの

「たがもん」（右）。友好都市奈良市がある奈良県のマスコットキャラクターの「せんとくん」
（左）。多賀城と奈良、多賀城と東大寺のご縁により、貴重なツーショットをいただきました。

H29.3.20開催 （仮称）東大寺展関連イベント
多賀城時間の旅フォトラリー まち歩き の記念写真

１７



市民の想いをカタチに！地域力の向上を目指します

横田 美帆
総務部地域コミュニティ課 主事
（平成２７年入庁 行政職）

◆経歴

男女共同参画社会の推進、国際関係業
務、統計調査、災害公営住宅のコミュニテ
ィー支援などを通して、誰もが安心して暮ら
せるまちを目指しています。

◆最近気になること

社会人になってから、運動不足からか太り
ました。何か良いダイエット方法がないか、
日々模索中です。

業務に対する正確さ
と、常に新しいことを
取り入れる柔軟性を
持った職員になりたい
です。

１人では実現できな
いことも、人が集まると
カタチになる。その過
程に携われることが嬉
しいです。

多賀城には美味しい
ケーキ屋さんがたくさ
んあります。給料日は
どこかのお店に寄り道
するのが密かな楽し
みです。

ピアノ、書道、野球部
マネージャー、空手、
英語、旅行…色々な
経験が、市民の方との
会話のきっかけになっ
ています。

災害公営住宅のコミ
ュニティづくりを担当
中です。自治会づくり
やサークル活動の支
援をしています。

正直、不安しかあり
ませんでしたが、多賀
城市は優しく面白い職
員がいっぱいで安心し
ました。

業務の内容によって
は帰るのが深夜になる
ことも！
さすがにお腹が減りま
すね…

得意な分野に集中し
て勉強。
面接では真剣＆笑
顔を使い分けてくださ
い。

まずはやってみる！
そんな行動力を持っ
た方と一緒にお仕事
がしたいです。

こんな職員に
私はなりたい！

やってて良かった～! 私の仕事は…
採用された

あのときのおもい…

多賀城のオススメ！

あのとき、つらかった…

私のやりがい
それは…

私の受験対策！
新たな仲間に
期待すること！

１８



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

多賀城の夏 TAGAJO BEER SUMMIT！
多賀城駅前をみんなが集まる場所に！市民がわくわくできるまちづくりに取り組むT・A・P多賀城。
この団体が中心となり、多賀城ビアサミットが平成２７年からスタート。市内外から3,000人もの人たち
が集うイベント。今年は、７月１４、１５、１６日に開催。みんなの笑顔と一緒に、美味しいビールで乾杯♪

１９



税の公平性を支えています！

大山 泰史
市民経済部収納課 主事
（平成２３年入庁 行政職）

◆経歴

東日本大震災の翌月から職員として主に
災害支援物資の運搬・支給をおよそ2ヶ月
間。その後は下水道課に配属され、主に下
水道施設占用の管理を担当。そして現在収
納課で日々窓口の応対や税に対しての理
解を推進する業務を担っています。

◆最近気になること

入庁してもう７年目に突入。若手職員の
顔と名前が一致しません。

どんな業務もこなして
いけるタフな職員。

後輩に対してのアド
バイス、成長を見守る
こと。

歴史・文化も魅力で
すが、一番はグルメ！

行政書士の資格取
得の勉強。
今の職場で活用でき
てます。

税金の徴収です。
採用されなかった受
験者の皆様すみませ
ん。
精一杯頑張ります。

東日本大震災の翌
月から職員となったの
で、自身の生活の安全
の確保と仕事の両立。

遊びと勉強を半々
で。そうでないとモチ
ベーションが維持で
きません。

仕事に失敗は付き
物なので失敗を恐れ
ず意欲的にチャレンジ
する方をお待ちしてい
ます！

こんな職員に
私はなりたい！

やってて良かった～! 私の仕事は…
採用された

あのときのおもい…

多賀城のオススメ！

あのとき、つらかった…

私のやりがい
それは…

私の受験対策！
新たな仲間に
期待すること！

２０



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

歴なび多賀城（歴史スポットナビゲーションアプリ）
古代の遺跡・歌人たちにまつわるスポット、松尾芭蕉の足跡などの様々な歴史遺産
を70箇所以上紹介。GPSを活用してまち歩き、歴史ウォークをサポート。観光で来ら
れた方はもちろん、市内の方も知られざる郷土の歴史を知ることができます。２１

↑歴なび多賀城
QRコード

↑おまけARで写すと
何かが現れる？



農業を次の世代へ

雨宮 真衣
市民経済部農政課 主事
（平成２５年入庁 行政職）

◆経歴

広報広聴係で主にＷｅｂサイト管理・ＣＭ
Ｓ導入を担当。苦手分野だったので先輩方
にかなり支えてもらいましたm(_ _)m感謝！！

◆最近気になること
自分のお腹周りの緩み。
総合体育館トレーニング室の筋トレに
ハマってます！！！

互いの個性を大切
に良い空気感で仕事
ができるような職員！

自分の仕事や作業
が目に見えるカタチで
相手にプラスになった
とき「よし!!!」と心の中
でガッツポーズ
。

１ みそやす
昔ながらのラーメ
ン屋の雰囲気と味が
なんとも・・・♪
2 総合体育館ジム
3時間150円!!

数カ国を旅行した経
験、行動力、体力！
学生時代に必須だっ
た昆虫実験（農政課は
動物や虫への苦手意
識が無いことが大切！)

１ 農家さんの補助・
手続きなど
２ 野生鳥獣の保護・
捕獲

などなど

多種多様な面接だ
ったので採用連絡時
に・・・
「ん？？これは面接
の続きか・・・？」

１ Ｗｅｂソースコード操
作を担当していたと
き（ｱﾅﾛｸﾞ人間なので）
２ 異なる意見の調整
役をしたとき

筆記 ： 傾向分析
＋

パターン把握
面接 ： 楽しく会話！

キャラクター！
人も業務も千差万別。
その中で人間性や得
意分野を上手に活かし
て欲しい。

こんな職員に
私はなりたい！

やってて良かった～! 私の仕事は…
採用された

あのときのおもい…

多賀城のオススメ！

あのとき、つらかった…

私のやりがい
それは…

私の受験対策！
新たな仲間に
期待すること！

２２



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

多賀城市立図書館
平成２８年３月にオープンし、平成２９年３月には多賀城市立図書館等の入館者数
が１５０万人を突破。市民をはじめとする多くの方々の文化芸術との出逢いと、人と人
との交流を促進する施設となっています。２３



地域でいきいき！健康に暮らすためのお手伝い

村上 順子
保健福祉部健康課 保健師
（平成２５年入庁 保健師）

◆経歴

病院で看護師として３年、その後他市で
任期付保健師として１年経験をした後、平成
25年4月に入庁。入庁後は母子保健担当の
保健師として勤務

◆最近気になること

事務室が１階から６階に移動になり、毎日
階段を往復しているので、万歩計をつけるよ
うになりました。めざせ１万歩で日々頑張りた
いと思います！

市民の気持ちに寄り
添い、市民の目線に立
った対応ができる職員
になりたいです。

“保健師さん”ではな
く名前で呼んでもらえ
たときは、頼りにしても
らえていることを感じ、
やりがいを感じます。

クッチーナピッコロと
いうイタリアンのお店。
こじんまりとしたお店で
すが、パスタがおいし
かったです。

自分が提案したこと
を取り上げてもらい、そ
れが形になったときは
やってて良かったなぁ
と思います。

妊婦さん、赤ちゃん、
小学校入学前までのお
子さんの心身の健康や
成長発達に関する健診
、教室、相談、訪問など
の業務を行っています。

以前は病院で看護師と
して働いており、地域で
保健師として働くことを目
標にしていたため、これ
から頑張るぞ！というやる
気でいっぱいでした。

市民から苦情を受け
たとき。理不尽なことも、
こちらのミスが原因のこ
ともありますが、その後は
とても落ち込みます。

家では勉強できない
タイプなので、図書館
やカフェで勉強してい
ました。ぜひ多賀城市
立図書館をご活用くだ
さい！

自分のやりたいことや
なりたい職員の理想像
がハッキリしていること
が仕事への活力になる
と思います！目標を持
って頑張りましょう！

こんな職員に
私はなりたい！

やってて良かった～! 私の仕事は…
採用された

あのときのおもい…

多賀城のオススメ！

あのとき、つらかった…

私のやりがい
それは…

私の受験対策！
新たな仲間に
期待すること！

２４



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

（仮称)東大寺展関連文化プログラム
平成３０年４月に東北歴史博物館において開催される（仮称）東大寺展の関連プログラム
と、多賀城市立図書館のコラボ企画として、平成２９年３月２０日に、ＭＯＮＫＥＹ ＭＡＪＩＫ
のミニライブが開催されました。今後も様々な文化プログラムが市内で開催される予定です。２５



市民の方が求める「声」を聴く仕事です！

佐々木 諒
保健福祉部国保年金課 主事
（平成２６年入庁 行政職）

◆経歴

入庁してすぐ配属された国保年金課は今
年が４年目になります。複雑な制度に鍛えら
れ、先輩方の考え方も取り入れて自分の業
務に活かせるよう精進の日々です。

◆最近気になること

最近、職員の方々をよく道端で見かけるこ
とが多く、仕事中以外であいさつしたり私服
の姿を見るとなんだか嬉しくなります！

自分の仕事にしっか
り根拠を持って自信満
々に取り組む職員。

仕事がわかると前よ
りもっと広い視野で仕
事を見れるようになる
こと。

歴史とともに歩みな
がら新しい文化を創
造できるまち！

市民の方に説明をし
たあと「わかりやすかっ
た」と言っていただけ
たとき！

医療機関で使って
いただく国民健康保
険証を交付する仕事
です。

アルバイト中に市役
所からの留守電が入
っていてドキドキでした
！

説明ができなくなると
自分の力不足を感じて
とても悔しく思います。

焦りを抑えて、冷静
にその場の状況を判
断して臨むこと！

毎日をパワフルに過
ごして多賀城市を盛り
上げていきましょう！

こんな職員に
私はなりたい！

やってて良かった～! 私の仕事は…
採用された

あのときのおもい…

多賀城のオススメ！

あのとき、つらかった…

私のやりがい
それは…

私の受験対策！
新たな仲間に
期待すること！

２６



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

多賀城跡あやめまつり
初夏の風物詩「多賀城跡あやめまつり」も今年で28回目。特別史跡「多賀城跡」の
一角のあやめ園に、650種300万本のアヤメ、ハナショウブなどが咲き誇ります。期間
中の土・日には、郷土芸能や万葉の舞、体験コーナーや野だてなども行われます。２７



市民の安全を守る道路管理！

こんな職員に
私はなりたい！

私のやりがい
それは…

多賀城のオススメ！

採用された
あのときのおもい…

あのとき、つらかった… 私の受験対策！
新たな仲間に
期待すること！

木村 静輝
建設部道路公園課 技師
（平成２８年入庁 土木職）

◆経歴

大学卒業後、民間で土木資材の営業と
して２年半程働き、多賀城市役所へ入庁し
ました。

◆最近気になること

最近は暖かくなってきたので、今着ている
冬用作業着をどのタイミングで夏用作業着
に衣替えをするか悩んでいます。周囲の状
況を確認しながらしれーっと衣替えしていき
たいです。

土木技術者として市
民の方々をはじめ、周
りから頼りにされる職
員を目指し日々頑張
っています！

市民の方々から感謝
の言葉を頂いたときに
頑張ってよかった…と、
やりがいを感じます。

美味しいラーメン屋
があります！

前職で幅広い年齢
の方と接する機会が
あったので、市民の方
々、業者、職員とのコ
ミュニケーションに活
かせました。

主に市道・公園の維
持管理を担当してい
ます。工事の積算や
工事の監督員として
円滑な施工を心掛け
ています！

公務員としての責任
感を感じると同時に、
今までの努力が報わ
れ、嬉しかったです。

現場経験が無い中
で１年目から複数の工
事の担当となったとき
は焦りと不安で心配で
したが、自信につなが
りました！

勉強が全てではない
と思うので、コミュニケ
ーション能力を鍛えれ
ば大丈夫だと思いま
す！（笑）

若手職員として一緒
に多賀城市を盛り上
げていきましょう！！

やってて良かった～! 私の仕事は…

２８



Ｔａｇａｊｏ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｓ

末の松山（国名勝・日本遺産）
恋愛をテーマに様々な歌に多く読み込まれたみちのくを代表する歌枕の地です。
今も松の木が天高くそびえ昔日の名残をとどめています。松尾芭蕉も「おくのほそ道」
紀行の中で訪れています。２９



生活に欠かせない重要な仕事でやりがいがあります！

大和田 惇貴
上水道部管理課 主事
（平成２８年入庁 行政職）

◆経歴

平成２８年４月より上水道部管理課所属。

◆最近気になること

自分の方が年上でもよく年下に間違われ
ることがあるので、もっと落ち着きと威厳が欲
しいです。

上司や先輩・部下問
わず色んな方から頼り
になると言われるような
職員になりたいです。

人から頼られたり、
感謝されることです。

史跡など歴史的なも
のもあれば、図書館の
ような新しいものもあっ
て便利で、何より住み
やすい！

挨拶やありがとうとい
った当たり前のことを自
分からすることが、必ず
自分に返ってくるので、
やってて良かったと思
います。

水道事業の運営に
必要な物品の購入や
施設の工事を行う際
の契約に関する業務
を行っています。

期待はもちろん不安
もありましたが、優しい
人ばかりですぐに職場
に慣れることができま
した。

水道管が破損し断水が
発生したときなどは昼夜問
わず現場に行くこともありま
す。
それだけ生活に欠かせ
ない業務に携わっているの

を実感します。

県外から来たので、
まずは多賀城のことを
色々調べたり実際に足
を運んだりして将来働
くことをイメージしてい
ました。

やる気とチャレンジ
精神を持った人と一
緒に仕事がしたいで
す。

こんな職員に
私はなりたい！

やってて良かった～! 私の仕事は…
採用された

あのときのおもい…

多賀城のオススメ！

あのとき、つらかった…

私のやりがい
それは…

私の受験対策！
新たな仲間に
期待すること！

３０



住所 985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

多賀城市総務部総務課人事係

電話 022-368-1141（225、226）

URL http://www.city.tagajo.miyagi.jp/jinji/shise/shokuin/saiyo.html


