
令和４年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。私は本日の進行役をさせていた

だきます，京都市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。 

それでは，はじめに本日参加する職員を紹介させていただきます。 

手前から順番に 井さんです。 井さんは採用１年目で伏見区役所

地域力推進室に勤務しています。 

続いて，嶋津さんです。嶋津さんは採用４年目で環境政策局地球温

暖化対策室に勤務されています。 

続いて，髙橋さんです。髙橋さんは採用５年目で保健福祉局保健福

祉部保健福祉総務課に勤務されています。髙橋さんは行政職です

が，福祉職の人材育成を担当する部署で働いているということで，

福祉職についてお話いただきます。 

続いて，田中さんです。採用４年目で交通局企画総務部営業調査課

に勤務されています。 

続いて，寺本さんです。採用７年目で上下水道局総務部総務課に勤

務されています。 

続いて，松岡さんです。採用１年目で教育委員会事務局指導部総合

育成支援課に勤務されています。 

最後に，多田さんです。採用１０年目で係長として西京区役所洛西

支所地域力推進室に勤務されています。 

本日は，以上７名の職員の方に，京都市の仕事のやりがいなど，テ

ーマ別に伺っていきたいと思います。 

また，本日の座談会では新型コロナウイルス感染症の感染予防策と

して，マスク着用のまま進めさせていただきますので，予め御了承

ください。 

それでは，まず最初のテーマとして，京都市で働く中でのやりがい

などについてお聞きしたいと思います。 井さん，働いてみてやり

がいを感じることや逆に大変だな思われることは何かありました

か。 

  



井 

はい。私の現在の業務は，市民しんぶん伏見区版「きらり伏見」の

作成や伏見区役所のホームページや SNSの運用，また伏見区は誕生

90 周年を迎えておりまして，それを記念した連携事業も担当して

おります。 

やりがいとしましては，市民しんぶんやホームページ，SNSを見て，

たくさんの問合せがあり，多くの方に見ていただいていると嬉し

く，やりがいを感じます。また，あるイベントを開催した際に 100

名を超える応募があり，市民しんぶんや SNS等で広報したことが，

これだけ多くの応募があった要因の一つであると思うと，なおさら

嬉しく印象に残っております。 

大変だと感じることとしましては，市民しんぶんは数多くの部署と

調整を行い，多数の記事が集まります。思いの詰まった文案を限ら

れたスペースに収める必要があり，デザインや記事の配置等，試行

錯誤しながら作成しております。また，間違った情報を掲載しては

いけないので，確認作業には神経を使っております。 

進行役 
なるほど。職場の雰囲気などはいかがでしょうか。相談しやすい雰

囲気ですか。 

井 

はい。経験豊富な上司や先輩方がたくさんいらっしゃり，わからな

いことがあれば，質問や相談ができる雰囲気です。初めは分からな

いことだらけでしたが，わかりやすく丁寧に教えていただけ，仕事

に対するモチベーションも自然と上がりました。 

進行役 
ありがとうございます。 井さんは採用１年目ということですけれ

ども，同期との関わりは何かありますか。 

井 

はい。コロナ禍ですので，気軽にとはいきませんが，研修期間に仲

良くなった同じ区役所に配属された同期とは，少人数でランチに行

ったり，違う区役所に配属された同期とは，オンラインで飲み会を

したりと仲良くしていただいております。  

進行役 
はい。ありがとうございます。では次に田中さんにも聞いてみたい

と思います。やりがいや大変なこといかがでしょうか。 

  



田中 

はい。僕が携わっている業務は，市バス・地下鉄サービスの企画立

案や IC カードの利用促進業務を担当しております。特に現在は，

令和 5 年 4 月の開始を予定している IC カードによるポイントサー

ビスの導入に向けて，制度構築に取り組んでいるところです。 

業務のやりがいとしては，新しいサービスを導入するものになって

おりますので，市民の方の生活や利便性向上に直接影響するものの

ため，実現した時にとてもやりがいを感じております。最近では，

令和 3 年 3 月に民間バス事業者さんの御協力のもと右京区にある

高尾地域への市バス運賃区間の拡大が実現しており，当時は市バス

の運賃として最も高い 530円の運賃を収受していましたが，市バス

の均一運賃拡大により 230円となり，大幅な運賃値下げになったこ

とから実際に乗っておられる地域の方やお客様の声でとても便利

になったと聞いて，その時にとてもやりがいを感じました。 

業務の大変だなと思った点としては，新しいサービスを考えている

ときに，既存のサービスとの整合性がとれているかや民間バス事業

者さんの影響がどれだけあるか，お客様にとって便利なサービスに

なっているかに加えて実際に市バス・地下鉄の増客・増収に繋がっ

ているかといった点で様々な面から考えていく必要があり，とても

大変だなと感じております。 

進行役 

ありがとうございます。今，田中さんがおっしゃったようにお客様

や市民の方，地域に合った政策を考えて実行していくのは，市民と

１番距離が近い市役所で働く魅力の一つなのかなと思います。 

田中さんは交通局に所属されているということですけども，交通局

の職場の雰囲気はいかがですか。 

田中 

はい。僕が所属している営業調査課に限らず，交通局全体としてと

ても職員同士が仲良く，とても明るい職場だなと感じております。

担当業務柄，機械の話であったり，ネットワークの話があるんです

けれども，技術部門の担当者と打合せをしていく中で分からないこ

とが多々出てくるのですが，そういったときにもイヤな顔をせず，

丁寧に教えていただける点でとても良い職場だなと感じておりま

す。 

  



進行役 

ありがとうございます。 

では続いて髙橋さんにもお話を伺いたいと思います。福祉職の仕事

のやりがいや大変なことについて教えていただけますでしょうか。 

髙橋 

はい。私からは，福祉職の方から直接お話を伺った内容を一つの例

としてお伝えさせていただこうと思います。 

私がお話を伺った方は，現在，様々な課題を抱えている高齢者が安

心して暮らせるように地域の関係機関と連携しながら，高齢者を支

援するケースワーク業務を行っております。このように高齢者の方

の生活や暮らしを支援する業務を行う職員を京都市では，高齢ケー

スワーカーと呼んでいます。高齢ケースワーカーの主な業務としま

しては，高齢者に対する虐待への対応や養護老人ホームという高齢

者施設への入所措置を行っております。虐待対応では，高齢者御自

身や近隣にお住まいの方から通報があった際などに関係機関と連

携し，高齢者の方の安全確認を行ったうえで，虐待の事実があるか

どうかやその虐待がどの程度のものなのかどうかというような判

定会議を行い，その後の支援を検討することとなっております。 

やりがいとしましては，支援を要する方というのは，あらゆる課題

が混在していることも多く，支援や対応の正解が一つではないとい

うところに悩むことも多い一方で，支援を要する方や関係機関との

関係づくりであったり，本来の困り事が解決した時にみられる利用

者の方の笑顔であったりを見た時にやりがいを感じております。ま

た，一人で解決に導くのではなく，職場内や関係機関と密に連携を

とることであらゆる視点や解決方法が生まれ，支援が繋がっていく

ことにケースワーク業務の魅力があるという風に伺っております。 

大変だと感じることとしましては，支援を行う中で医療や福祉サー

ビスを拒否される方も多くおられますので，支援する側が必要だと

思っていても，その方には拒否する理由があって支援を受け入れて

もらえないこともありますので，支援を受け入れられるように関係

づくりであったりだとか，関係機関との調整に苦慮するとそういう

ところにケースワーク業務の難しさがあると聞いております。 

  



進行役 

ありがとうございます。今，大変なケースもあるというふうにおっ

しゃったのですが，対応していく中で不安に感じたりすることもあ

るんでしょうか。 

髙橋 

はい。私がお話を伺ったのは，入庁１年目の福祉職の職員だったの

ですが，入庁１年目で分からないことや不安もいっぱいある中で，

先輩職員が丁寧に支援の仕方を教えてくれたり，普段から特に何も

ないような声かけをしてもらったりだとかでちょっと気晴らしを

してくれたり，安心して業務を行えているようにしてもらっている

と聞いています。悩んだ時や困った時はもちろん，日頃から相談し

やすい雰囲気の良い環境で働けていると聞いております。 

進行役 

ありがとうございます。皆さん困った時は先輩や上司の方に相談し

ながら業務を進められているということですけれども，上司の立場

からもお話を聞いてみたいと思います。多田係長は部下との関係づ

くりや良い職場づくりのために何か工夫されていることはありま

すでしょうか。 

多田係長 

はい。私のいる洛西支所の地域力推進室は小さな職場ですので，業

務の面でも係員さんのケアといった面でも雰囲気づくりというの

はとても大事かなと考えています。工夫といえるほどのことでもな

いですけども，心がけていることとしましては普段から係員さんと

積極的にコミュニケーションとるようにしています。私が係員だっ

た時にもですね，困ったときに上司と喋りにくいとか上司に意見を

聞けないということがすごいストレスになった経験がございます

ので，そういったことは特に気を付けています。係員さんから逆に

つまらないことですけど聞いてくださいとか言われるとすごく嬉

しいです。 

  



進行役 

なるほど。業務に取り組む上では，本当に信頼関係を築いていくと

いうことが大切なのかなというふうに思うのですけども，多田係長

の仕事でのやりがいはどんなことがありますでしょうか。 

多田係長 

はい。私の現在の仕事はですね，洛西支所（区役所）の人事，労務，

経理，庁舎管理又は選挙事務，統計（国勢調査）でありますとか，

各課の担当にならない業務全般が私の業務になってきますので，業

務範囲は多岐にわたるものになってます。 

やりがいとしては，私の仕事は今申しました通り内部調整が多いの

で，なかなか私自身がこういうことを勝ち取ってきたとか成果を挙

げたということはなかなか感じづらい業務ではあるんですけれど

も，私の仕事が組織全体に与える影響は大きいのかなと思ってます

ので，私のパフォーマンスが組織全体に大きく影響することが面白

みであり，やりがいかなと思っています。 

進行役 

ありがとうございます。 

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魅力や京都市職員を目指し

た理由などについてお伺いしたいと思うのですが，松岡さんは採用

１年目ということなんですけども，京都市職員を目指された理由や

実際に働いてみてどんな感想をお持ちでしょうか。 

松岡 

はい。僕は京都の大学で歴史学を専攻していたので，暇さえあれば，

まちを散策し，京都の歴史を肌で感じ続けられることが出来た６年

間を過ごしました。この経験から京都がこれからも歴史を積み重ね

ていく姿をそばで見て，さらに自分がその積重ねの一員になりたい

なと思って志望しました。 

京都市教育委員会の職員となってからは，業務上学校に訪問するこ

とが多く外勤の際には，歴史のある学校に行くことが出来ます。そ

の際は，非常にワクワクしながら外勤に行っています。 

進行役 

ありがとうございます。本当に京都市は世界遺産をはじめとする歴

史・文化資産がたくさんありまして，観光するだけでは気づくこと

のできない日常の京都市に触れられるというのも京都市で働く魅

力の一つなのかなと思います。 

では，続きまして，嶋津さんにも聞いてみたいと思いますが，いか

がでしょうか。 

  



嶋津 

はい。私は，京都市内の大学と高校に通いまして，京都市の魅力に

惹かれるようになってきました。また，大学２回生の時に，スウェ

ーデンに留学していた時も日本の京都の大学から来たと伝えたら，

一回行ってみたかったんだよねとすごく興味を持ってもらえるよ

うなことも多くって，京都市の国際的な知名度の高さをすごく感じ

ました。 

実際にその知名度の高さから，現在の業務でも国際会議とか国際イ

ベントで登壇や参加をする機会を頂くことも多くって，日本国内だ

けではなくて国際的にも注目される仕事に携われることが出来る

というのが京都市で働く魅力の一つかなと感じています。 

進行役 

ありがとうございます。本当に京都市は世界からも注目を受ける都

市でして，その都市に関わる仕事が出来るというのも京都市で働く

魅力の一つなのかなと思います。 

では，もう一方聞いてみたいと思います。寺本さんにお尋ねします

が，京都市で働いてみて良かったなと思われる点は何かあります

か。 

寺本 

はい。私はもともと安定した職業である公務員を目指していたんで

すけれども，子どもの頃から京都市という歴史ある大きな都市に憧

れがありまして，大学入学時に京都市内で一人暮らしを始めたこと

をきっかけに京都市職員を目指すことにしました。 

今は，京都市職員として働くことで，大きな京都市というまちの生

活を支える一員になっていると感じています。特に，私が所属して

いる上下水道局では，水道や下水道という市民生活に直結したもの

を扱っていますので，市民の皆さんの生活基盤を支える大切な事業

を担っていると感じています。 

  



進行役 

ありがとうございます。市民生活の基盤を支えるという大切な仕事

に関われるというのも市役所で働く魅力の一つだと思います。 

また，寺本さんは育児と仕事を両立されていると伺っているんです

けども，京都市は育児と仕事両立しやすい環境にありますでしょう

か。  

寺本 

はい。とても両立しやすい環境だなと私は実感しております。今，

所属している職場でも担当する業務を無理のない範囲で割り当て

てもらっていますし，子どもの体調不良など急なお休みに関して

も，上司も快く承認していただいています。最近，私は育児と仕事

の両立をするために周囲に頼ることが大切だと感じています。無理

してどこかにしわ寄せがくるよりも自分が出来ることを精一杯頑

張って，出来ないことは周りに助けてもらうように努めています。 

進行役 

ありがとうございます。京都市はもちろん公務員ということもあり

ますので，福利厚生が整っていたり，柔軟な働き方が出来る職場な

のかなと思います。 

では続いてのテーマに移りたいと思います。次はですね，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。嶋津さんにお尋ねします，今後どんな職員を目指していきたい

ですか。 

嶋津 

はい。私は現在，地球温暖化対策室というところで京都市の取組を

世界に発信する業務を担当しています。今後は，今の業務経験や海

外で暮らした経験，留学に行っていた経験などをいかして京都市の

国際化の推進に繋がるような仕事に携わりたいなと思っています。

どんな人にとっても住み心地が良いような多様性の認められる地

域づくりに関わって，今よりももっと魅力的な京都市と出来るよう

に貢献したいなと思っています。 

  



進行役 

ありがとうございます。では続いて，田中さんにもお話をお伺いし

たいんですけれども，将来どんな職員になっていたいと思われます

か。 

田中 

はい。コロナ禍以降，テレワークなどの新しい生活様式の定着によ

り，市バスとか地下鉄の公共交通機関を取り巻く環境や社会全体が

大きく変化している中で，前例にとらわれない新しい制度を生み出

せるような企画力や発想力を身に付けていきたいと考えておりま

す。私の業務担当である IC カードの利用促進などのデジタル化の

流れに乗り遅れないよう，新しい技術に関する情報収集であった

り，あとは身近な部分であれば，自分自身のパソコンスキルをどん

どん磨き上げていって業務の効率化をしていったりとか，市民の皆

様の利便性向上に繋がるような取組をどんどん進んでやっていき

たいなと考えております。 

進行役 

ありがとうございます。 

では，もう一方お伺いしたいと思います。寺本さんはいかがでしょ

うか。 

寺本 

はい。直近の目標にはなりますが，今後，後輩の指導が出来るよう

になれたらなと思っております。これまで私は，直属の後輩がいな

かったので，後輩を指導する機会がなかったんですけれども，人材

育成を通して，人への物事の伝え方を考えたり，業務に対する知識

をさらに深めたりすることが出来ると考えています。また，人材育

成能力を身に付けて，いつか係内をまとめられるような立場になれ

ればなと思っています。 

  



進行役 

ありがとうございます。では，多田係長にもお話をお伺いしたいん

ですけれども，係長になられて自分自身何か変化などはありました

でしょうか。 

多田係長 

はい。先ほど言いました洛西支所は小さな組織ですので，私自身，

まだ半分以上プレイヤーでやってるところがございますので，変わ

ったところ，変わってないところ，たくさんありますが，変わった

ところで言いますと係員の時は自分の仕事をどううまくやるかと

いうところを考えていたら良かったんですけども，係長になりまし

たら，それに加えて係全体の進捗ですとか，また係員さんのケアで

すとか，そういったことも考えるようになったのが難しさかなと思

っています。一方で係員さんとかに頼られたりするととても嬉しい

ので，そういった面白みもございます。係長といいましても上司が

いますし，仕事は組織でやるものかなと思っていますので，どうか

皆さんも係長を目指していただいたらいいのかなと思います。私も

これから年齢を上げるにつれて，業務の質を引き続き上げていきた

いなと思っています。 

進行役 

ありがとうございます。では，次のテーマに移りたいと思います。

次はですね，受験を考えていらっしゃる皆さんにとっては一番気に

なるポイントかもしれませんが，皆さんの受験対策についてお伺い

したいと思います。 

まず， 井さんにお尋ねするんですけども， 井さんは京都方式で

合格されたということなんですけれども，面接試験を受けるにあっ

たて大切にされていたことは何かありますか。 

  



井 

はい。私は大学時代に取り組んだ部活動を中心に話しました。自分

のこれだけは誰にも負けない経験を面接官に伝えるために，様々な

角度から意見をもらいたくて，大学の就活支援の方やゼミの先生は

もちろん両親や友達にも見てもらい，どんな質問が来ても簡潔に，

論理的に答えられるよう練習を繰り返し行いました。 

進行役 

ありがとうございます。同じく松岡さんも京都方式で合格されてい

るんですけども，面接試験の対策はどのようにされていましたでし

ょうか。 

松岡 

志望動機といった面接試験の定番のお題については，とことん深堀

りされても良いように準備をしました。そのおかげで自己理解が深

まり，試験当日は自信を持って臨むことが出来ました。面接試験と

いっても面接官との会話だと思いますので，コミュニケーションを

楽しむ，面接官に楽しんでもらう気持ちを忘れないようにすれば良

いと思います。 

進行役 

ありがとうございます。 

では，筆記試験の対策についても聞いてみたいと思います。田中さ

んは筆記試験の対策はどのようにされていましたでしょうか。 

田中 

はい。僕は大学の 3回生の春頃から公務員予備校に通い始めて，本

格的に勉強を始めたのは，同じ年の秋頃からになっています。私は，

大学の頃は外国語を専攻していたので，実際に公務試験で必要とな

る法律とか経済の知識とかは全くない中でゼロから勉強を始めま

した。最初の方は，予備校の授業とか参考書を繰り返し聞いたり，

読んだりしていき，実際に試験が近づくにつれて市販の公務員の過

去問題集であったりとか，あとは京都市のホームページに上がって

いる過去問題を見て，問題に慣れていくような勉強をしていまし

た。 

  



進行役 

ありがとうございます。今，田中さんがおっしゃったように，京都

市のホームページには試験の例題や作文試験の過去問題が掲載さ

れていますので，ぜひ，参考に見ていただければなと思います。 

田中さんは面接試験の方は，どのような対策をされていましたでし

ょうか 

田中 

はい。面接試験の対策としては，予備校の模擬面接や大学の友人と

面接練習を何度も繰り返し行い，面接に慣れていくような練習をし

ていました。面接練習を何度も繰り返していくうちに自分の意見と

か考えがまとまっていき，実際の京都市の試験の時には，自分の考

えが自分の言葉で伝えられたかなと感じております。 

進行役 

ありがとうございます。面接対策では，上手に話せなくても今まで

取り組んできたことであるとか京都市で何をしたいのかというこ

とについて自分の言葉で伝えていただくということが大切なのか

なというふうに思いました。 

また，京都市が実施する説明会で採用試験を受験するに当たって京

都市出身ではないであるとか，京都市とは今まであまりゆかりがな

かったことについて不安に思っていらっしゃる受験生の方がいら

っしゃるんですけども，松岡さんは京都市の出身ではないというこ

となんですけども，何かアドバイスなどはありますでしょうか。 

松岡 

はい。面接官はその人の出身よりも京都市に対する熱意を見ている

と思います。京都市で働きたいという気持ちを前面に押し出せば，

問題はないと思います。こんな御時世ではありますが，一度京都市

に足を運んでいただいて，京都市の魅力を探していただければなと

思います。 

進行役 

ありがとうございます。本当に京都市では，京都市のために働きた

いという熱意のある方を求めていますので，その辺りは心配される

必要はないかなと思いますし，実際松岡さんのように京都市出身で

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て一言ずつメッセージをい

ただきたいなと思います。 

それでは， 井さんから順番にお願いします。 

井 

はい。一言で京都市職員といいましても， 幅広い部署があり，そ

れぞれ異なる業務内容を経験出来，多様な知識を得ることが出来ま

す。面接対策や筆記試験勉強など大変なことも多いと思いますが，

息抜きもしつつ，頑張っていただければと思います。近い将来京都

市で皆様と一緒に働けることを楽しみにしております。 

嶋津 

私は現在，入庁 4年目になってまして，昨年度 3年目で初めての異

動を経験しました。そこでそれまでの部署とは全く違う業務内容に

なったので，戸惑いもすごくあったのですが，このような様々な業

務に関われるということも京都市で働く魅力だと思います。今どん

な仕事をしたいかはっきりとしていない方や漠然と京都市内で働

きたいなと思ってる方でも，いろんな角度から市民を支えることが

出来ますし，やりがいを持って働ける環境に出来ると思います。 

髙橋 

先ほど御紹介しました高齢ケースワーカーの業務以外にも京都市

では福祉職の職員に福祉や子育てに関する様々な業務を担ってい

ただいております。また，福祉以外にも京都市には観光や文化など

京都市ならではの多彩な取組がたくさんあります。京都市の保健福

祉行政，子育て支援行政をより良くしたいという熱い想いをお持ち

の方はもちろん，様々な分野で市職員として人の役に立ちたい，京

都市をさらに良くしたいという気持ちを強く持っている方と共に

京都市職員として働けることを心より楽しみにしております。 

田中 

かつての自分もそうだったのですが，今動画を御覧になられている

方の中にも自分が今どんな仕事に向いているのか，自分がどんな仕

事をしたいのかなどと悩んでいらっしゃる方がいらっしゃると思

います。ですが，この座談会でいろいろな方から説明があった通り，

京都市の仕事はとても幅広く，多岐にわたります。働いていく中で

自分がどんな仕事に向いているかとか自分がどんな仕事をしたい

のかが見つかっていくと思います。このコロナ禍でとても厳しい状

態ではありますが，京都市の財政も厳しく，この動画を御覧になら

れている皆様と一致団結して，この難局を乗り越えていきたいと考

えています。 

  



寺本 

現在の京都市は財政が厳しく，難しい立場にあります。市民生活の

質を低下させないために様々な努力をしていますが，これまで取り

組んできた事業を継続させるだけではなく，新たな考え方で事業に

取り組むことが必要です。そのために皆さんが持つ新たな考え方が

必要になりますので，ぜひ，京都市政の推進に一緒に取り組んでい

ただければと思います。 

松岡 

京都市は政令指定都市のため業務規模が大きいものも多く，若手職

員でも影響力の大きい仕事をすることが出来ます。ぜひ，京都市を

受験していただき，一緒に京都市を盛り上げましょう。 

多田係長 

他の職員も申していますが，京都はまち自体が大変魅力的な歴史や

文化を持っています。京都市もですね，それらをいかせるような

様々な事業を多方面に展開していますので，あなたがやりたい仕事

はきっと京都市で実現できると思います。ぜひ，京都市を受験して

いただきまして，私たちの仲間になってください。  

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。この座談会が今後のみなさ

んの参考になれば幸いです。ありがとうございました。 

 


