
平日と休日のスケジュール

ON OFF

　実家が自営業で商売をしている
ので、いつも家にはいろんな人が
来ていました。地域の人たちや、
市の職員の方との関わりやつなが
りを大切にしている様子をずっと
見てきたので、私自身、地域に関
わる仕事にとても興味がありまし
た。また、若い頃にボーイスカウ
トの活動や、スイミングのコーチ
をした経験があり、子どもたちと
関わることもとても好きだったの
で、地域の人々、地域の子どもた
ちの役に立てる仕事がしたいと思
い、市職員を目指しました。

　現在は生涯学習課に所属し、若
者活躍事業や、施設の維持・管理・
運営などに関わっています。高校
生らを対象とした「地域活性化ス
クール事業」については、現在事
務局として動いています。この事
業は若者の「心豊かな人づくり」を
ミッションに、地域の中での若者
の居場所の提供、フィールドワー
クやワークショップなどの運営を
行うもので、さまざまな経験や体
験を通して、新たな気づきや学び
のフィールドを子どもたちに提供
していくという活動です。

　学生たちと一緒に活動をするな
かで特に気をつけているのは「大人
ぶらないこと」。子どもたちとい
つも同じ目線で、数々の経験を私
自身も共に楽しむことで、子ども
たちにとってもっと身近で、信頼
できる存在になりたいと思ってい
ます。相手はとても多感な時期の
子たちなので、声の掛け方や関わ
り方などに悩むこともありますが、
その子の人生の大切な成長過程に
微力ながら関われるのはやりがい
もありますし、同時に大きな責任
も感じています。
　昔はなかなか仕事の要領がつか
めず、残業する日もありましたが、
今はなるべく定時に帰るように心
がけています。息子が生まれてか
らは特に、平日の夜に息子と遊べ
るのは貴重な時間なので、できる
だけ計画的に仕事を片付けて、定
時には退勤するようになりました。
平日の夜はもちろん、休日にも子
どもや家族との時間がしっかり取
れているので、毎日メリハリがあっ
てとても充実しています。

子どもたちの大切な時期に関わる仕事。
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　地域活性化スクール事業など、
若者事業に関わるなかで、多くの
若者の成長を見届けてきました。
なかには「大学に合格しました」「就
職が決まりました！」などと報告
に来てくれる子もいて、とても嬉
しいですね。事業を通してその時
だけ関わるのではなく、そこで知
り合った学生が地域活動などで活
躍していることを知ると頼もしさ
も感じますし、少し先の美濃加茂
市がどんなふうになるのか、楽し
みでもあります。
　公務員という仕事は、たくさん
の人とのかけがえのない「出会い」
にあふれた仕事だと、私は思いま
す。いろいろな経験が積める場所
でもありますし、今まで全く関わっ
たことのないようなフィールドの
人と出会うきっかけも多くありま
す。やはり、人と人との関わりは
とても大切。市職員としても、一
個人としても、市民との関わりが
深まることで、それが住みやすく
愛着のあるまちにも繋がっていく

と思います。
　漠然と「公共のため」「まちのた
め」と働くよりも、地域の「あの人
のために」と顔が浮かぶ人が増え
れば増えるほど、仕事のやりがい
も高まります。私自身も、どの部
署に行ったとしても「市役所のあの

人」ではなく「市役所の山田さん」
と呼ばれるような仕事がしたいと
日々思っています。「山田さんがい
るなら…」と、市民から慕われる
ような職員になれるよう、人との
つながりを大切にしながら、自分
らしく働いていきたいと思います。

人との出会いを繰り返し、育んでいきたい。

地域活性化スクール事業では高校生たちの成長を日々実感します

時には外出先で仕事をすることも。でもその方が集中できたりもします（笑）

施設点検

昼食／昼休み

退勤

朝食

昼食（同僚宅でBBQ）

子どもとボール遊び

夕食

# 私の休日

平日の夜や休日は、息子との時間を大切にしています。
すぐに成長してしまうので、今だけの息子の姿を日々
たくさん見ておきたい。スキンシップの時間を積極的
に取りたいです。平日は帰って一緒にお風呂に入った
り、寝る前に絵本を読んだりするのが日課です。いつか、
息子とふたりで男旅をするのが夢です！
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我が子との時間を大切に

夕食

子どものお風呂・寝かしつけ

出勤・メールチェック

外出（空港で飛行機見学）

打ち合わせ

現場立ち合い

高校訪問
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子どものお風呂・寝かしつけ

絵本の読み聞かせ

子どもとおもちゃ遊び
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平日と休日のスケジュール

ON OFF

　大学は教育学部で、教師を目指
していました。大学進学を機に一
人暮らしをスタートしたとき、休
日に周辺を散歩していて「こんなお
店があるんだ」「面白い人に出会え
たな」と、住んでいるまちのこと
を知っていくのがとても楽しくて。
頭の中の白地図に楽しい情報がど
んどんプロットされていくような、
とても新鮮な感覚でした。それが
きっかけで「地元の美濃加茂も、掘
り起こせばもっと面白いことがた
くさん見つかるのでは？」と興味
が湧きました。

　現在私は、空き家バンク事業の
運営や移住相談会といった、美濃
加茂市への移住・定住のサポート事
業をメインに担当しています。自
治会やまちづくり協議会との関わ
りや、高校生のまちづくりを支援
する「地域活性化スクール」にも携
わっています。
　移住希望者にもっと地域のこと
を好きになってもらうために、ま
ずは私自身が地元のことを知り、
魅力を発信していける人になりた
いと思っています。さらに、相手
とのコミュニケーションの中でど

んな情報が欲しいかを探りつつ、
有益な情報を提供することで興味
を持ってもらえるよう、心がけて
います。移住定住事業は、人口を
増やすことだけがゴールではあり
ません。この事業を通して、美濃
加茂をもっと面白くしたい。移住
希望者も、それを受け入れる大家
さんや地域住民も、皆にとって良
い関係性が構築できるような働き
かけがしたいと思っています。じっ
くり時間をかけながら、“未来の美
濃加茂をつくる ”という気持ちで携
わっています。
　もともとまちあるきは好きだっ
たので、休日も各地へ出かけ、食
べ歩きや散策などを楽しんでいま
す。仕事の参考にすることもあり
ますが、「仕事のため」ではなく「自
分がワクワクする、楽しいから」
という気持ちを大切にしています。
今の業務は仕事とプライベートに
大きな隔たりがなく、働くことと
暮らすこととが互いに作用しあっ
ていると感じられ、やりがいを持っ
て働けています。

「未来の美濃加茂をつくる」という気持ちで。
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　美濃加茂には、関の刃物や東濃
の陶器のような、エリアを束ねる
ような伝統産業がありません。そ
れゆえ、新しいことにチャレンジ
していく行動力や、変化や進化を
受け入れる寛容さが、まち全体に
あると感じています。
　例えば上司に対して何か提案を
しても「じゃあまずはやってみよ
う」という前向きな返事が多く、
新しい挑戦ができる土壌や気風が
あると感じています。
　市職員というのは、いろいろな
アプローチでまちに関わる仕事。
税や福祉、環境など様々な部署が
ありますが、どの部署でも「まち
のために動く」ことには変わりな
いんですよね。私は元々まちづく
りにとても興味があって、今はか
なり理想に近い働き方をさせても
らっていますが、この先部署が変
わっても、置かれた環境で「どう
やって美濃加茂を住みやすくして
いくか？」を考えるとワクワクし
ます。もしかしたら、今よりもっ

と好きなことや得意なことが見つ
かるかもしれないという期待もと
ても大きいです。
　まちとは何かと問われたら、私
は「人」だと答えます。まちの形は
区域ではなく、そこに住む人たち
の集合体のようなもの。多くの人

が、住むまちに魅力や誇りを感じ、
生涯幸せに生きていくことこそが
「まちが保たれていく」ことだと思
います。大好きな人たちが「ずっと
美濃加茂に住み続けたい」と思え
るようなきっかけを、これからも
見つけていきたいと思います。

住む人が誇りに思える、そんなまちにしたい。

市役所本庁舎から少し離れた、美濃太田駅の南にある「駅南分室」で勤務しています

移住相談会は美濃加茂や地域のことを知っていただく貴重な機会

出勤　メールチェック

県の調査回答作成

空き家の見学会

昼食／昼休み

まちづくり協議会役員会

空き家の現地確認

退勤

まちづくり協議会（月２回）

起床／朝食

テニス

昼食

まちあるき
興味のあるスポットへ

夕食（外食）

# 私の休日

休日は県内外問わず、カメラ片手に興味のあるスポッ
トへ出かけています。SNSなどで行きたい店を探し、
そこを起点にして周辺のまちあるきを楽しんでいると、
思わぬ出会いや発見があって面白いです。趣味は読書。
本は、知らなかった新しい世界を教えてくれる存在で
す。ジャンルを問わずいろいろ読みます。
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昼はまちあるき、夜は読書。

夕食

情報収集

読書
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平日と休日のスケジュール

ON OFF

　以前は、病院の内科病棟で4年間、
看護師として働いていました。糖
尿病や循環器疾患の患者さんと関
わるなかで、病を患ってから治療
をするのではなく、そもそも病気
にならないための予防に関わりた
いという思いが湧いてきて、思い
切って保健師に転職しました。学
生時代の保健所実習で、保健師の
仕事にやりがいを感じたのも大き
かったです。
　現在は成人保健係に所属し、主
に成人の方を対象にした保健指導
や健康教室、運動教室などを行っ

ています。病気の予防の話や、早
期発見・早期治療につなげるため
の話など、健康であり続けるため
のさまざまな情報を発信していま
す。そのほか、精神保健事業とし
て、地域で悩みを抱えている人と
行政とをつなげる役割を担う「ゲー
トキーパー」の育成や、精神的な
悩みがある人の相談に乗ることも、
私たち保健師の仕事です。
　さらに新規事業として、ゲーム
感覚で使えるウォーキングアプリ
「aruku&（あるくと）」の運営サポー
トにも携わっています。

　市民の方と 1対 1で健康について
話す仕事は、私自身、とても好き
です。ただ、一回の保健指導でそ
の人の行動を大きく変えるのは不
可能。体のことや健康のことを正
しく知り、考えや行動を少しずつ
変えていかないと意味がありませ
ん。ですので、こちらから一方的
な指導をするのではなく、まずは
相手がどんな生活をしているのか、
どんな心配があるのかなど、丁寧
に紐解きながらしっかりと聞き留
めるようにしています。いろいろ
と話しながら、まずはどんなこと
なら取り組めそうか、一緒に考え
ています。
　前職、看護師として働いていた
ときはとにかく毎日が忙しすぎて、
患者さん個人と向き合う時間が
しっかり取れず、「もっとこうした
い」という葛藤がありました。今
は一人ひとりとじっくり関わるこ
とができています。深い話ができ
ると相手のことがよくわかるだけ
でなく、私自身の知識の幅も広が
る実感があります。

一人ひとりの健康に、じっくりと向き合う仕事。
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　この数年に 3回出産、産休・育休
を計 4年半取得し、現在は時短勤
務です。なるべく定時までに仕事
を片付けて、少しでも家族との時
間が取れるように心がけています。
　業務ごとの担当はありますが、
職員同士で業務内容や進捗をシェ
アしたり、相談や報告を密にした
りしているので、チームみんなで
協力して仕事をしている感覚です。
私の場合、子どもの体調不良で急
にお休みをいただくこともあり、
同じチームの皆さんにはとても助
けられています。
　今、美濃加茂市では「歩きたくな
るまち」をテーマにしたまちづく
りに取り組んでいます。私はウォー
キングアプリ運用を通して少し携
わりましたが、まちづくりの面白
さや奥深さをとても感じる機会で
した。専門知識を活かしてこうし
たプロジェクトに参画するチャン
スがあるのも、市役所で働くこと
の強み。今後機会があれば、健康
増進のプロのひとりとして、まち

づくりにも関わりたいです。
　今後は、新しい情報にも常にア
ンテナを張って、保健師としての
知識・経験の幅をもっと広げていき
たいと思っています。今は成人保
健を担当していますが、今後は母
子保健や高齢者福祉、精神保健や

感染症など、さまざまな分野の経
験を積みたいです。健康指導では
子育てや介護の相談も絡んできて、
その人や、その人の家族の人生に
まで関わっていると感じます。市
民の健やかな人生に、優しく寄り
添える保健師になりたいです。

人生に優しく寄り添える保健師になりたい。

休日は３人の子どもたちと外に出て、思いっきり遊ぶようにしています

１対１で話せる保健指導は、相手とじっくり向き合える貴重な時間です

保育園に送ってから出勤

検診

保健指導／健康相談

昼食／昼休み

健康教室

打ち合わせ

退勤

保育園のお迎え

子どもと遊ぶ・朝食

子どもと公園へ

昼食

子どもとお散歩へ

夕食

# 私の休日

休日は 3人の子どもたちと、くたくたになるまで遊ん
でいます。家事の中で一番好きなのは、料理。我が家
は 9人家族なので、食卓はいつも大皿料理です。毎月
誰かの誕生日や季節のイベントがあるので、毎回華や
かなパーティーレシピを考えて作って、賑やかなホー
ムパーティーをするのがとても楽しいです。
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大皿料理でパーティー！

夕食

子どもと遊ぶ／寝かしつけ 子どもと遊ぶ／寝かしつけ
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平日と休日のスケジュール

ON OFF

　学生時代は、市役所と言っても
交付窓口に行ったことがある程度
で、特に興味はありませんでした。
20歳のとき、成人式の実行委員を
担当することになり、市職員の方
と関わった際に「公務員ってこんな
仕事もあるんだなぁ」と少し魅力
を感じたのがきっかけでした。私
は美濃加茂市出身で、ずっとこの
まちで暮らしてきました。ずっと
野球を続けてきたのもあって、地
元にはお世話になった人がたくさ
んいて。美濃加茂市職員として市
役所で働くことで、これまでお世

話になった地域の皆さんに何か恩
返しができればと思い、この仕事
を志しました。
　入庁してからは土木課に2年、そ
の後は中濃県税事務所へ出向し、
戻ってきて収税課を３年経験して、
現在は防災安全課で仕事をしてい
ます。防災安全課までに経験した
3つの部署は、全て個人のお金や財
産に関わる業務だったので、シビ
アな問題に直面して苦労すること
もありましたが、いつも一人で対
処するわけではなく、チームで相
談し、協力し合いながら課題や問

題を解決していくことが多かった
ので、心強さはありましたね。こ
れまでの部署ではとても良いチー
ムに恵まれたのも大きかったと思
います。
　現在の防災安全課では、主に災
害対応や防災対策を行っています。
災害対応は、市内に災害が発生し
たときや、災害の危険が迫ってい
るときに防災対策本部を立ち上げ、
緊急対応を行います。ときには夜
通しの対応になることもあるので
体力的にも大変ですが、市民の安
全を考えて、皆で協力して取り組
んでいます。
　日頃の防災対策も私たちの仕事
で、備蓄資機材の購入やハザード
マップの作成、防災訓練の運営、
防災無線の放送などさまざまな業
務があります。今私が担当してい
るのは、ハザードマップの Web版
の立ち上げです。これからは紙だ
けでなく、Webでも確認できるよ
うになることで、若い世代にも興
味を持ってもらえるよう、実装を
目指して進めています。

災害対応や防災対策で市民を守る仕事。
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　防災安全課は、災害対応など急
な出勤や残業もありますが、頻繁
にあるわけではないので、基本的
には毎日１８時頃までには退勤し
ています。これまで経験したどの
部署でもそうですが、私自身、仕
事とプライベートとのメリハリを
しっかりつけたいタイプなので、
集中して時間内に仕事を終わらせ、
退勤後や休日は家族の時間や趣味
の時間をしっかり取っています。
　チーム一丸となって災害を最小
限に食い止め、市民の安全を守る
ことが我々の使命です。一人ひと
りのスキルも重要ですが、チーム
ワークが何より大切です。防災や
減災には正解がなく、その場の判
断が重要。市民の命を守る一員で
あるという責任感を持ちながら、
何かあったときでも「これだけで済
んでよかったね」と笑い合えるよ
うに、真剣に取り組んでいくべき
だと考えています。
　実は入庁前は、もともと運動が
好きなのもあって「スポーツ振興課

で働いてみたい」と思っていた時
期がありました。しかし、いろい
ろ経験してみて思うのは、自分が
直接興味のある分野でなくても、
そこでいい人たちに出会えて、モ
チベーションを高めながら地域の
ために働くというのは、どこに身

を置いても同じだということでし
た。今は「あの部署がいい」など
選り好みするような気持ちはなく、
むしろたくさんの部署で経験を積
んで、広い視点から地域のことを
見ることのできる職員になりたい
と思っています。

チーム一丸となって取り組むことの、心強さ。

全市民に向けて流れる防災行政無線の設定は特に神経をつかいます

市内の防災備蓄倉庫の備品は、避難者が２日間過ごせることを想定して準備

出勤

防災行政無線の放送設定

事務作業

昼食／昼休み

会議

災害備蓄資材の確認

退勤

起床・朝食

草野球

昼食

子どもと昼寝

夕食（おうち焼肉など）

# 私の休日

休日は、基本的には家族で過ごしています。アウトド
アやスポーツが好きなので、外に出かけることが多い
です。最近、子どもが 2歳になって念願のキャンプデ
ビューを果たしました。外でのびのびと遊ぶだけで子
どもも楽しそうです。個人的には野球が趣味なので、
草野球に出かけることもあります。
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家族みんなでキャンプ！

夕食

子どもの寝かしつけ 子どもの寝かしつけ

家事

出前講座

買い物

子どもとお風呂
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平日と休日のスケジュール

ON OFF

　昔から人と関わるのが好きでし
た。親が保育士をしていて、中学
生のときに先生から「保育士とか向
いてるんじゃない？」と言われた
のもきっかけになり、流れるよう
にこの仕事にたどり着きました。
　子どもたちは本当に可愛くて、
毎日大変ですがとても充実してい
ます。担任を持っているので、一
年を通してたくさんの成長を見る
ことができて、感動の連続ですね。
日々の保育で心がけていることは、
子どもたち一人ひとりに個性があ
るので、その子の目線に合わせた

保育をすること。子どもたちが毎
日楽しい！と思えるような活動、
安心して生活ができるような環境
づくりやコミュニケーションをし
ていきたいです。
　在留外国人数が多い美濃加茂市
は「多文化共生のまち」を掲げてい
ます。園も例外ではなく外国人率
は高めで、特に昨年担当した年長
クラスは 24人中 9人が外国人と、
1/3以上を占めていました。５〜
６歳なので日本語が通じない子も
多く、戸惑うこともありましたが、
信頼関係を築きながら、子どもた

ちと一緒に成長できた一年だった
と思います。子どもたちにとって
楽しいはずの活動も、意味がわか
らないとつまらないだけ。言葉が
通じないからと言って「先生にやら
されている」という状態にならな
いよう、通訳さんとも協力しなが
ら工夫して、関わりかたを模索し
てきました。
　日本人の子と外国人の子が共に
活動するメリットもたくさんあり
ます。外国人の子は遊び方が豪快
な傾向があると感じています。た
とえばどろんこ遊びは、汚れるの
が嫌で躊躇している子がいる隣で、
外国人の子たちは全身泥まみれに
なってダイナミックに遊んでいて。
この上なく楽しそうに遊ぶので、
周囲の子どもたちもつられて豪快
に遊び出す、ということもよくあ
りました。小さいうちから国籍に
関係なく、相手を尊重しつつ、互
いに良い刺激を受けながらたくさ
んの経験が積めることは、美濃加
茂の園の魅力のひとつだと感じて
います。

多文化共生のまちの、子どもたち。
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　私はずっと同じ園で何十年も働
き続けるよりも、異動を繰り返し
ながら異なる環境で経験を積める
点にメリットを感じています。ま
た、市内のほかの園へ出向いて、
ほかの保育士さんの保育を見学す
る「公開保育」もとても勉強になり
ます。他園の保育士さんとの交流
を通して自分の保育を見直したり、
知識をアップデートしたりできて、
とても良い機会です。
　保育士として働き始めて、今年
で 15 年。3つの園を経験し、途
中に 2回、計5年間ほど産休・育休
を取得しました。1回目の育休明け
は、16時45分までの時短勤務も利
用しました。現在はフルタイムで、
18時 10分には必ず退勤して我が子
を迎えにいく毎日。慌ただしいで
すが、持ち帰る仕事は少ないので、
仕事とプライベートはきっちり区
別できています。
　保育の仕事から退く人の中には、
本当はもっと続けたいのに、育児
との両立が困難だったり、職場の

人間関係に悩んだり…と、保育以
外の問題を抱える人が多い印象が
あります。仕事に熱中することは
良いことですが、肩の力を抜いて、
プライベートも大切にしながら続
けていけたら理想的。ここにはそ
の環境が整っていると感じますし、

自分の時間や家族との時間を犠牲
にすることなく続けられている実
感があります。とは言え「仕事と
家庭の両立」は、私の永遠の課題。
これからも子どもたちと共に成長
しながら、自分らしく働き続けて
いくことが目標です。

仕事もプライベートも、両方を大切にしたい。

年小クラスの担任として日々子どもたちと元気に走り回っています

古井第一保育園では外国人の子たちを対象に「プレスクール」を実施

保育

昼食（給食）

退勤

朝食
長男のサッカー付き添い

昼食

子どもと遊ぶ

夕食

# 私の休日

小 3・小 1・3歳の子どもたちがいるので、休日は子ど
もたちと遊んだり、習いごとやスポーツの付き添いを
したりしているとあっという間に終わってしまいます。
今はなかなかゆっくりと一人の時間が持てませんが、
我が子と深く関われるのも今のうち。貴重な家族の時
間を大切にしていきたいです。
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子どもたちとの時間

夕食

宿題をみる／寝かしつけ 子どもの寝かしつけ

子どもを送ってから出勤

子どものお迎え

買い物

子どもと遊ぶ
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戸外あそび

制作活動

室内あそび

おやつ
戸外あそび
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平日と休日のスケジュール

ON OFF

　私は美濃加茂高校に通っていた
ので、高校生のときに東図書館を
よく利用していました。その頃の
美濃加茂のイメージは、自然豊か
で穏やか、ちょっと歩けば商業施
設もあって便利だし、ちょうどい
い居心地の良さがあるまちだなぁ、
という感じでした。大学生になり、
進路を考えていたときに友人が市
役所の職員を目指しているのを知
り、「市職員は安定していて良さそ
う」というイメージを持ちました。
　現在は、商工観光課の観光振興
係に所属し、主に観光やイベント

を担当しています。地域のイベン
トの運営や観光物産展等への参加、
インバウンド事業や補助金事業な
ど幅広い業務があります。市内の
事業者さんを訪ねたり、観光に関
する問い合わせに応えたりするこ
とも多いです。観光関連の問い合
わせは「おすすめのスポットを教
えてほしい」「今の時季に綺麗な
花を観にいきたい」などさまざま。
まずは私自身が美濃加茂のことを
知って、胸を張っておすすめでき
るようになりたいと思い、積極的
に情報収集しています。

　入庁して 3か月くらい経ったこ
ろ、そうした情報の蓄積が必要だ
と感じて、入手した観光情報や
ちょっとしたメモなどを、エクセ
ルに入力しておくファイルを作成
しました。その名も「最強のファイ
ル」（笑）。違うシートには「失敗
と、その改善方法」も記しておくと、
あとから見返せてとても便利です。
友人の発案の受け売りなのですが、
これがデスクトップにあるだけで
心強いですし、いずれ異動になっ
たときの引き継ぎにも役立つと思
います。
　今の部署での業務は、市内はも
ちろん、県内外、いろいろなとこ
ろへの外出や出張、イベント運営
などが多く、毎日がとても刺激的
で楽しいです。ルーティンワーク
ではないので、その都度考えなが
ら動く必要はありますが、私には
その方が合っていると感じます。
これからも、いろいろな知識や経
験を積みながら、どんなことにも
臨機応変な対応ができるような職
員になりたいです。

知識や経験を、しっかりと蓄積していく。
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　商工観光課はチームで動くこと
が多いので、人間関係はとても大
切です。今のチームはとても仲が
良く、毎日楽しいです。いい雰囲
気の職場だと自分も相手も気持ち
よく仕事ができるので、報告・連絡・
相談を怠らず、わからないことは
すぐに確認し、メモを取るように
しています。
　今、ワークライフバランスはと
ても取れていると感じています。
仕事にはやりがいを持って取り組
むことができていますし、残業も
それほど多くないので、退勤後は
自分の時間も確保できています。
イベント関連の休日出勤はありま
すが、その代わりに平日に代休や
有給が取りやすいので嬉しいです。
　市役所は数年ごとの異動はあり
ますが、民間企業のように多拠点
への異動があるわけではないので、
異動を繰り返すことで市役所内に
どんどん知り合いが増えていくよ
うなイメージがあります。人と人
とがつながれば、他部署との連携

も可能になります。美濃加茂市役
所は規模も程よく、部署をまたい
だ交流も盛んだと思います。
　今後は、税務課や財政課などを
経験してみたい気持ちも大きいで
す。難しそうなイメージはありま
すが、私自身、新しいことを知る
ことがとても好きなので、若いう

ちにいろんなことを吸収して、い
ろいろな視点から美濃加茂市を見
ることができる職員になりたいと
思っています。
　そして、美濃加茂市のことが「好
き」「居心地が良い」「ずっと住み
続けたい」と思ってくれる人を増
やすことが、私の目標です。

「美濃加茂が好き！」という人を増やしたい。

観光物産展への出展 （土岐プレミアムアウトレット）

台湾への出張。岐阜県や美濃加茂市の魅力をPRしてきました

出勤・朝礼
メールチェック

事業者打ち合わせ

昼食／昼休み

補助金書類チェック

報告書類作成

出展準備

メール返信・庁内事務連絡

帰宅

起床・朝食

掃除・洗濯

友達とランチ

買い物

夕食（外食）

# 私の休日

趣味は旅行です。国内外、いろいろなところへ出かけ
るのが好きです。有給も取りやすいので、年に 1回は
海外旅行をするのが目標！ 2019年の 11月には、中国
の上海（写真）へ行き、綺麗な景色やグルメなどを堪能
しました。コロナ禍でなかなか旅行できない日々です
が、来年こそはタイに行きたいと夢見ています。
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年 1回の海外旅行が楽しみ！


