
令和２年度京都市職員採用ガイダンス（動画） 

「若手職員による座談会」 発言概要 

進行役 

ただいまから，座談会を始めます。私は進行役をさせていただきま

す，人事委員会事務局の梁川と申します。よろしくお願いします。 

今回の座談会の参加職員は一般事務職の行政職が５名，福祉職が１

名となっております。皆さん３月に発行する予定の京都市職員採用

案内２０２１のパンフレットに登場する職員です。 

それでは，まず本日の参加職員をご紹介します。 

こちらから順番に山田祥平さんです。山田さんは採用１年目で現

在，産業観光局地域企業イノベーション推進室で勤務されていま

す。 

続いて，古谷恵理さんです。古谷さんも採用１年目で左京区役所地

域力推進室で勤務されています。 

続いて，田中千晶さんです。田中さんは福祉職で採用され３年目，

児童福祉センターで勤務されています。 

続いて，奥村佑里子さんです。採用２年目で交通局営業推進室で勤

務されています。 

続いて，井上翔太さんです。採用４年目で上下水道局総務部総務課

で勤務されています。 

最後に，大橋早世加さんです。採用５年目で教育委員会事務局総務

部総務課で勤務されています。 

本日は，以上６名の職員の方に，京都市の仕事のやりがいなどを，

テーマ別に伺っていきたいと思います。 

そして，私も係長として２年目の職員になりまして，今日の進行役

とあわせて，係長としての仕事の魅力やキャリアアップなどについ

て，皆さんと一緒にお話ししたいと思います。 

また，本日の座談会は新型コロナウイルス対策として全員マスクを

着用して進行したいと思いますので，よろしくお願いします。 

それでは，まず最初のテーマとしまして，京都市で働くやりがいな

どについてお伺いしたいと思います。それでは古谷さんにお話しを

お伺いしたいのですが，働いてみてやりがいを感じることや大変だ

ったことはありましたか。 

  



古谷 

はい。今現在，私が担当している仕事が地域コミュニティの活性化

と左京区の魅力を発信するために地域と連携して事業を行ってい

ます。その業務のやりがいとして大きく２つありまして，まず，１

つ目が自分たちで一から事業企画や運営まで携われることができ

ることです。その業務を通じて，区民の方や事業者の方との新しい

出会いがあることが魅力だなと思います。２つ目がイベント後に参

加者の方や区民の方から「次も楽しみにしていますありがとう」と

最高の笑顔で言っていただけたことです。直接区民の方の喜ぶ姿が

みれるのは区役所ならではのやりがいだなと思っています。その反

面，大変だなと思うことは，事業実施するまでに試行錯誤する過程

です。実際に１から事業の企画ができる反面，どの方法が効果的で

あるのかと悩むことが多いです。事業は一人で行うものではないの

で，悩んだ際には上司に相談して取り組むように心がけています。 

進行役 ありがとうございます。職場は相談しやすい雰囲気ですか。 

古谷 

そうですね。上司や同僚には仕事のことから些細なことまで定期的

にコミュニケーションを取っています。普段から仕事での悩みやア

ドバイスをいただいており，初めての職場が，この職場で本当に良

かったと思っています。 

進行役 
なるほど。古谷さんは採用１年目ということですが，他の職場の同

期との関わりはいかがですか。 

古谷 

そうですね。今年の最初の研修がコロナの影響でリモートになって

しまいましたが，採用前にありました内定者懇親会から定期的に同

期とは連絡を取っていまして，今では LINE や SNS を通じて，仕事

のことやプライベートのこと，色々話をしています。 

進行役 

はい。ありがとうございます。では続いて大橋さんにお話を聞いて

みたいのですが，大橋さんは仕事のやりがいなどどのように感じて

おられますか。 

  



大橋 

はい。私は地域や学校の実態にあった施策を考えられることができ

ることが地方公務員の魅力であると感じおります。 

自分が携わった業務が子どもたちの成長や学校教育活動，学校運営

につながっているなと実感できるときに，やりがいを感じます。 

現在の仕事は教育行政の基本計画などを決定する教育委員会会議

の運営や，局内全体のとりまとめを担当していますが，京都市の教

育政策などを全体的に把握できることに面白さを感じております。 

一方，１人ひとりの考えや意見を調整し，１つの方向性にまとめて

いくことが難しいと感じることがあります。 

進行役 

ありがとうございます。地域に見合った政策を考えるということ

は，市民に近い京都市の仕事の魅力の１つだと思います。 

大橋さんは教育委員会事務局に所属ということですが，職場の雰囲

気などはいかがですか。 

大橋 

はい。仕事でわからないことや困ったことがあっても，気兼ねなく

上司であったり同僚に相談できる雰囲気です。教育委員会事務局に

は学校で教員として働いておられた先生方がいらっしゃいますの

で，活気にあふれる職場であると感じております。 

進行役 

はい。ありがとうございます。 

では続いて田中さんにもお話を聞いてみたいと思いますが，福祉職

の仕事のやりがいや大変に感じることなど教えていただけますで

しょうか。 

  



田中 

はい。私は児童虐待への対応を行っています。虐待が疑われるよう

な連絡が入った際に，虐待の事実関係を確認したり，保護者の方に

助言したりすることをメインに行っています。困りを抱えておられ

る保護者の方に話をして，自分の声が届いたときにすごくやりがい

を感じています。配属されたばかりの頃は，どのように声をかけて

よいのかわからず，話を聞くことしかできなかったのですが，身近

な上司や先輩の対応を見る中で学び，今では少しずつですが，助言

もできるようになったかなと感じています。また関係機関と連携す

ることも多いので，区役所の保健師さんや生活保護のケースワーカ

ーの方など，様々な方と関わりを持てることもこの仕事の魅力の１

つかなと思っています。 

大変だなと感じる点については，虐待というのはすごく背景が複雑

であったりとか根深いものが多いので，対応に困るケースというの

が，かなり多いかなと感じています。虐待というものは，対応して

すぐに結果が出ることではないですし，答えがある業務ではないの

で，そのあたりがすごく大変だなと感じる点です。 

進行役 
なるほど。大変なケースもあると伺ったのですが，そういった場合

にはどのように対応されていますか。 

田中 

児童や家庭に大きな変化をもたらす責任のある業務ですので，日頃

から上司と情報共有したりとか，相談をしながら業務をすすめてい

るところです。また，福祉職の同期と会って，話したりして，大変

な仕事の内容であったりとか困っていることを共有することで，元

気をもらいまして，業務にいかせられたらと思うことも多いです。 

進行役 

ありがとうございます。皆さん困った時には上司と相談して業務を

すすめているということですが，私も今係長なのですが，上司の立

場としても，部下が相談しやすい関係づくりがすごく大切だと思っ

ていまして，なので仕事以外の時にも，プライベートの話やたわい

のない雑談したり，積極的にコミュニケーションを取るように心が

けています。 

恐らくみなさんの職場も同様に，上司と部下，同僚たちと積極的に

コミュニケーションをとって，風通しの良い職場づくりをそれぞれ

の職場でされているのではないかなと思います。 

  



進行役 

では次のテーマに移りたいと思います。 

次は公務員，特に京都市職員として働くことの目指した理由，市職

員の魅力について，お伺いと思います。では，山田さんにお伺いし

ますが，山田さんは採用１年目ということですが，実際に働いてみ

ていかがでしょうか。 

山田 

はい。私は前職で東京勤務を経験しまして，そこで「京都から来ま

した」と言いますと，皆さんから京都っていいところですよねと言

っていただけて，京都というブランドに驚いた経験があります。京

都は世界に誇れる都市だと思っておりますし，そこで働くこと，世

界に発信できることは，すごく私のなかでやりがいに感じていると

ころです。 

私は現在の仕事で商店街の振興に取り組んでいますが，自分の関わ

った事業がメディア，テレビ，新聞に取り上げられた時に，非常に

やりがいを感じています。 

進行役 

ありがとうございます。今おっしゃったとおり，京都というまちは

日本だけでなく世界から注目されているまちなので，そういったま

ちのために働けるということは大きな魅力の１つなのかなと思い

ます。 

では，もう１人，お話を伺います。奥村さんにお話を聞きたいので

すが，実際に京都市で働いてみていかがでしょうか。 

  



奥村 

はい。私は前職で旅行会社に勤めておりまして，基本的には京都以

外の観光地をお客様にご案内する立場だったのですが，私は京都出

身でもありますので，これからは京都の魅力を発信する側として，

京都にお客様を受け入れる立場になりたいと思って，京都市職員を

志望しました。先ほどの話にもありましたとおり，実際京都は世界

の人気都市ランキングでも１位に選ばれておりますので，そういっ

た世界から注目されている京都に携わった仕事ができるというこ

とは私の誇りでもあります。 

また，今の私の業務内容は，京都市営地下鉄の駅構内にある店舗，

例えば四条駅ですと北改札を降りるとパン屋さんやお花屋さん，ド

ラッグストア，アパレルショップが並んでいますが，それらの店舗

の運営管理をしておりまして，なかでも私の担当は販売促進業務で

すので，例えば店舗の PR ポスターを作ったり，交通局の公式ＳＮ

Ｓの更新，イベントの企画立案から実施まで担当しており，比較的

民間企業に近い仕事をしております。このように京都市には様々な

仕事があるので，そういったことも京都市職員の魅力ではないかな

と思います。 

進行役 

ありがとうございます。今おっしゃったとおり，交通局のお仕事は

比較的民間企業に近いような仕事が多いので，他の部署と違った魅

力がありますね。 

ではもう一人お話を聞いてみたいと思います。井上さんにお伺いし

ますが，井上さんは京都市で働いてみて何か良かった点等はありま

すでしょうか。 

井上 

はい。実際に働いてみて良かった点として，休暇を上司も積極的に

取りますので，職員も休暇を取りやすいという素晴らしい環境とい

うところです。この他にも事務職員は３年目から５年目で人事異動

が多いので，こういった点からも様々な経験ができるというところ

も魅力的だと思っています。 

進行役 

ありがとうございます。人事異動で様々な仕事を経験できることは

市役所の仕事の魅力の１つだと思いますし，また休暇取得しやすい

ことは，長く働き続けるうえではとても大切なことだと思います。 

  



進行役 

では続いての話題に移りたいと思います。将来的なビジョン・キャ

リアアップについてお話を聞いてみたいと思います。大橋さんにお

話をお伺いしたいのですが，大橋さんは今後どんな職員になってい

きたいと思っていますか。 

大橋 

私は相手の立場に立って考え，行動できる職員になりたいと思って

おります。そのために様々な立場の人と対話し，可能な範囲で自分

で経験することが大切だと考えております。幅広い業務を経験し

て，多くの知識を得て，あらゆる視点・角度から俯瞰的に事業・施

策を考えられるようになっていきたいと考えております。 

進行役 
ありがとうございます。ではもう 1 人，井上さんにも聞いてみたい

と思います。井上さんはどんな職員になりたいですか。 

井上 

私は現在，上下水道局の広報の仕事をしています。広報担当として

市民の皆様に対して，上下水道事業をどういう風に効果的に広報す

る手法を，様々な観点から考えています。ここで培った企画力であ

ったり，局内外との調整力をいかして，他の事業のイベントなどの

仕事にも携わりたいと思っています。他にも，後進の育成などにも

興味がありますので，そういった仕事にも将来的に携わりたいと思

っています。 

進行役 

ありがとうございます。 

私自身も係長になり部下がいますが，係長になってみて感じる責任

は大きくなったのかなと思っています。ただ責任が大きくなったと

思う反面，自分の仕事の裁量も大きくなるので，事業を中心となっ

て推進していけることが，係長になって大きなやりがいを感じるポ

イントにもなりますので，ぜひ京都市職員になられた場合にはどん

どんキャリアアップ，ステップアップを目指していただきたいと思

います。 

進行役 

では，次の話題に移ります。次は受験を考えている皆さんには，特

に気になるところかと思いますが，採用試験の受験対策について聞

いてみたいと思います。まず，筆記試験について聞いてみたいので

すが，山田さんは，筆記試験の対策はどのようされていましたか。 

  



山田 

はい。筆記試験は私は自分の得意分野を伸ばすことに注力しまし

た。私は数学が元々得意であったので，数的推理や判断推理といっ

た科目で確実に得点できるように意識しました。 

作文試験については，書き始める前にまずポイントを整理しまし

て，そこから時間がない中でも伝わりやすいものに仕上げるように

心がけました。 

進行役 

ありがとうございます。ではもう 1 人聞いてみたいと思います。奥

村さんにお伺いしますが，筆記試験対策はどのようにされていまし

たか。 

奥村 

私は働きながらの試験勉強だったので，休日であったり仕事が終わ

ってから参考書を何度も解いて試験勉強していました。あとは通勤

途中や仕事の休憩の合間には YouTube に公務員の試験に関する講

義の動画が結構アップされているので，そういったものを活用しな

がら試験勉強していました。 

進行役 

ありがとうございます。 

続いて，面接試験対策についてもお伺いしたいと思います。古谷さ

んは京都方式で合格されたということですが，面接を受けるうえで

大切にされていたことはありますでしょうか。 

古谷 

はい。京都市の面接は「人物重視」であるため，いかに「自分らし

さ」を言葉や意欲的な姿勢で伝えることが大切であると思います。 

全ての範囲を網羅する必要はないと思いますが，できる限り数多く

の京都市政について調べ，それについて自分はどう思ったのか，自

分が職員だったらどのように取り組むかを考えてみることが大切

だなと思いました。 

進行役 

ありがとうございます。では，福祉職での試験対策についてもお話

を聞いてみたいと思います。田中さんにお伺いしますが，まず筆記

試験の対策はどのようにされていましたか。 

田中 

はい。筆記試験は，問題を解いてわからないところを潰していくイ

メージで勉強していました。福祉の専門科目については社会福祉士

の参考書を買いまして，それで勉強していました。 

作文試験については，過去問に自分なら，どう答えるかを考えて，

ノートにまとめていたりしていました。事前に自分の経験や自分の

考え方を，知っておいたり，思い出したりすることで本番でスムー

ズに取りかかれるのではないかなと思います。 



進行役 

ありがとうございます。今おっしゃったとおり，京都市は作文試験

は過去問題をホームページにアップしていますので，ぜひ事前に見

ていただければと思います。田中さん，では面接試験の対策はどの

ようにされていましたか。 

田中 

はい。面接対策は，まず京都市について知ることが大事なのではな

いかと思います。そして，その京都市と自分がどう繋がるのか，例

えば京都市のこういったところに共感できるや，自分の能力でこう

いったところであれば京都市に貢献できる，京都市と自分の繋がり

をアピールできることが大事ではないかと思います。また，個人的

な感想になりますが，うまく喋ることより，自分の本気さ，一生懸

命さを，どう伝えられるかがポイントになるのかな思いました。 

進行役 

ありがとうございます。今，田中さんと古谷さんもおっしゃってい

たのですが，上手に話せなくても，今までに取り組んできたことや，

京都市で何をしたいのかを，自分の言葉で伝えていただくことが大

切な事なのかなと思います。 

あと，採用試験を受験するにあたって，京都市出身ではないことを

不安に思って，質問いただくことがあるのですが，山田さんは京都

市の出身ではないと聞いていますが，何かアドバイスはありますで

しょうか。 

山田 

はい。前職の関係で京都に住んでいたことはありますが，私自身は

出身地も大学も京都ではありません。ただ，京都市出身ではないか

らといって，今まで仕事を通じて不都合に思ったことは１回もあり

ませんし，むしろ，京都市のことを業務を通じてたくさん知ること

ができるので，むしろ楽しみになっていることもあります。ですの

で，京都市出身でないからと言って，採用に不都合なことはありま

せんし，安心して受験いただきたいと思っています。 

進行役 

ありがとうございます。今おっしゃったとおり，京都市では，京都

市に対して何か熱い想いや，高い志を持った方を求めていますので

出身は関係ありませんので，ご安心いただければと思います。実際

山田さんみたいに，京都市出身ではない職員もたくさん働いていま

す。 

進行役 

それでは，最後になりますが，最後は皆さんから京都市の採用試験

の受験を考えておられる皆さんに向けたメッセージをお一人ずつ，

お願いしたいと思います。では山田さんから順番にお願いします。 

  



山田 

入庁して感じたこととしましては，本当にいろんな人が働いている

と思っております。京都市出身ではない人，民間企業で働いていた

人など，様々な人が働いていて，色々な意見に触れることができる

ので今，刺激的に感じています。 

公務員の仕事は一見地味なイメージを持たれるかもしれませんが，

これからの時代，そういった地味なイメージは払しょくしていくよ

うな，いろんな仕事をしていかないといけないと感じております。

今，京都市の職員を少しでも目指されている方と一緒に働けること

を楽しみにしております。 

古谷 

京都市は日本や海外に視野を広げて政策を掲げているため，幅広い

業務を経験できると思います。市民の方のために貢献したい方，京

都市を盛り上げたい方，民間企業を受けるが公務員も気になると思

っている方，京都市に興味を持った，きっかけは個人によって様々

だと思います。そのきっかけの入口は違っても，その興味の幅を広

げる環境が京都市にはあると思いますので，ぜひ採用試験を受けて

いただいて，ご縁があれば一緒に京都市を盛り上げていければ幸い

です。 

田中 

就職活動はすごく不安なことも多いと思うのですが，後悔が残らな

いように取り組んでいただければと思っています。皆さんと一緒に

お仕事ができることを楽しみにしています。 

奥村 

私は昔から公務員のイメージというと窓口で市民の方々に証明書

を発行したりと，そういった窓口業務のイメージが強かったのです

が，実際に入ってみて，本当に様々な業務があったことに驚きまし

た。こういった様々なことを経験できるのも京都市職員の面白さだ

と思います。皆さんとこれからの京都を創っていけることを楽しみ

にしています。 

井上 

 

京都市は伝統文化や観光産業が非常に多く，世界でも人気のある都

市です。古く歴史のある街並みなど，魅力ある京都市の支えとなる

仕事に携われて私自身嬉しく思っております。 

上下水道局の職員として，明治期に始まった琵琶湖疏水の建設工事

などの歴史を見て，今もまだ現役で稼働している施設の数々，これ

を後世に伝えていく今の仕事に誇りと楽しさを感じています。歴史

ある京都市の発展を支える京都市職員になることを私は強くお勧

めします。 

  



大橋 

恐らく，今皆さんが抱かれている京都市や公務員へのイメージは一

部分に過ぎないと思っております。実際に働いてみると想像とは違

った一面を見ること見ることができると思います。 

先ほどの話にもありましたように，国内外から注目され，独自の取

組を推進しております。だからこそ，仕事へのやりがいや働き甲斐

を感じることができと思います。 

京都市で働くことに少しでも興味があれば，採用試験を受けていた

だければと思います。 

進行役 

職員の皆さん，ありがとうございました。 

それでは，これで座談会を終了します。この座談会がみなさんの今

後の参考になれば幸いです。ありがとうございました。 

 


