
　学校用務技士は、敷地内の環境整
備や学校で使用する様々な備品の製
作・修繕を行います。また、校内の危
険箇所を事前に発見し、解決に導く校
内巡視も主な仕事です。日頃から周囲
を注意深く観察し、日常に起こる小さ
な変化に気づくことで、問題が起こる
前に日々対応しています。

　学校で分からないことがあれば用
務技士に聞けと言われるくらい、施設
内の全てに精通しています。これが欲
しい、あれを直したいなど様々な要望
で頼られることも多いので、普段行っ
ている除草作業と樹木の剪定の他に
も木工作業や溶接作業、水道管の取
り付けから鍵の直し方まで、あらゆる
面での知識を学ぶことが出来ます。

　春夏秋冬、季節によって仕事内容が変わっ
てくる変化に富んだ仕事です。子どもたちと接
することが好きな人や、幅広い技術を身につ
けたい人に向いている仕事だと思います。一
緒に心地よい汗を流して働きましょう！

遅番（早番は、１時間前に出勤）
出勤・登校指導・パトロール
通常業務
給食準備
昼食
通常業務・文書使送
校内巡視・戸締り
退勤

08：15
0 8 : 3 0
11：30
12：00
13：00
16：30
17：00

ある１日のスケジュール

八木 伸雄
桂萱中学校（置籍）

用務技士

現在の担当業務

仕事のやりがい・魅力

未来の後輩へメッセージ
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羽鳥 稔
北部共同調理場

　共同調理場では、市立小中学校・幼
稚園に毎日26,000食もの給食を提供
しています。学校給食は、「食育」とし
て位置づけられており、子どもたちは、
小中学校の９年間で、およそ1800回給
食を食べます。異物混入防止・食中毒
防止は勿論のこと、栄養士と献立につ
いて試行錯誤を重ねながら、子どもた
ちに美味しい思い出がたくさんできる
ように調理を行っています。

　「食育」は、生きる上での基本であっ
て、知育・徳育・体育の基礎となるもの
であり、「食」に関する知識と「食」を自
ら選ぶ力を習得し、健全な食生活を実
現することができる人間を育てること
です。「食育」の一環である、学校給食
の調理従事者としての自負を持って、
安心で安全なおいしい給食を毎日提
供しています。

　食べることが好きな人や調理に興味がある
人には、環境が整っている職場です。栄養士
の考えた献立は栄養バランスが計算されてお
り、食材の切り方や味付け等、仕事の中で調
理が学べます。

朝礼
調理開始
配食・学校への配送
午前の洗浄作業
昼食
洗浄作業
翌日の給食準備
退勤

08：00
0 8 :10
10：40
11：00
12：15
13：15
16：20
16：45

ある１日のスケジュール

現在の担当業務

仕事のやりがい・魅力

未来の後輩へメッセージ
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調理技士



星野 光章
六供清掃工場

機械操作技士

　本市の技能労務職員が働いている
清掃施設は、可燃ゴミ処理施設の六
供清掃工場と不燃ゴミ中間処理施設
の荻窪清掃工場、焼却灰を埋め立てる
最終処分場があります。私はその中の
六供清掃工場で機械操作技士として
勤務しており、焼却炉の整備やゴミク
レーンの操作、ゴミを燃やした蒸気で
発電をする機器類の点検補修等を
行っています。また、市民や事業所が
直接ゴミを搬入できる施設があるた
め、そうしたゴミの受け入れ業務も
行っています。

　前職では機械関係の仕事をしたことが無
かったため、工具の使い方や技術は入職後に先
輩達に教わりながら身につけました。クレーンや
フォークリフト操作といった必要な資格も入職
後に取得しました。自分が整備に携わった機器
が正常に作動した時はやりがいを感じます。

　清掃工場は人々が生活の上で欠かすことので
きない施設です。そこで市民と接する仕事は、ま
さに行政サービスの最前線とも言えます。ぜひ
一緒にがんばりましょう。

朝礼
ゴミクレーン操作
ゴミクレーン点検
ホッパーステージ清掃
ゴミクレーン操作
昼休み
ゴミクレーン操作
ゴミピット内レベル計測
夜勤者（委託先）に申し送り
退勤

08：30
0 8 :4 5
09：30

11：00
13：00
14 : 0 0
16：00

17：15

ある１日のスケジュール

現在の担当業務 仕事のやりがい・魅力

未来の後輩へメッセージ
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黒澤 隆成
西部清掃事務所

自動車運転技士

　集積所に排出される一般家庭ごみ
（可燃・不燃・資源・プラ容器）を収集
車で回収し、清掃工場へ搬入していま
す。また、市内在住の人で、要介護認
定を受けているなど一定の要件に該当
し、家庭ごみをごみ集積場所に自ら排
出することが困難な独り暮らしの人を
対象に、ごみの排出支援と安否確認
のため、声がけを行い戸別収集する
「こんにちは収集」をしています。

　集積所などで収集後に、町が片付いて、き
れいになっていくことです。また、市民の皆様
から「ご苦労さま」「いつもありがとう」と声を
かけていただけることで人々の役に立っている
ことが実感できます。

　ごみ収集業務は、「汚い・臭い・重労働」な
どのイメージがあり、あまり良い印象がないと
思いますが、ごみ収集業務は市民サービスに
直結していて、必ず皆さんの役に立つ仕事で
す。前橋市をきれいにする大切な仕事ですの
で、一緒に頑張りましょう。

08：30
09 : 0 0
12：00
13：00
14：50
16 : 0 0
16：30
17：15

ある１日のスケジュール

現在の担当業務 仕事のやりがい・魅力

未来の後輩へメッセージ
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朝礼、安全点検等
ごみ収集・清掃工場に搬入
事務所で昼休み
ごみ収集・清掃工場に搬入
ごみ収集
事務所に戻り洗車
作業日報作成など事務処理・作業車点検
退勤



石川 晴美
第二保育所

　午前のおやつ、お昼、３時のおやつを
作ること、下膳後の片付け、清掃、事務
作業もあります。市営保育所の特徴の
ひとつは、手作りおやつが多いことです。
汁ものはしっかり出汁をとり、コロッケ
やしゅうまいもすべて手作りで、一皿一皿
心をこめて作っています。年齢に合わ
せた刻み食などの対応や保育士や
保護者の方々と連携を取りながらアレ
ルギー食についても出来る限りの対応
をしています。

　子どもたちの「せんせー、きょうのおやつ
なぁに？」の言葉です。声をかけても、なぜか
聞かれるのは、おやつです。それだけ楽しみに
してくれていると思うと、嬉しくなります。煩雑
で細かい作業が多く、衛生面も大いに気をつ
けての作業になります。神経を使う仕事です
が、子どもたちや保育士さんの「おいしかっ
た」の言葉と笑顔で元気になれます。

　保育所給食は、衛生面やアレルギー対応等
大変な側面も多くありますが、子どもたちの屈
託のない笑顔に癒される部分もたくさんありま
す。一緒に働いてみませんか？

08：30

10 : 0 0
11：30

12：15

ある１日のスケジュール

現在の担当業務 仕事のやりがい・魅力

未来の後輩へメッセージ

S
killed

 Pro
fessio

n Interview

調理技士

出勤、納品、検品
清掃、消毒、調理作業
献立確認
未満児おやつ出し
お昼出し
午前の片付け、清掃
昼休み（４５分）

13：00

14：45
15：00
15 :15
16 : 0 0
17 : 0 0

下膳、食器洗浄、清掃
おやつの準備
おやつ出し
翌日の献立ミーティング
下膳、食器洗浄、清掃
事務作業
退勤



　徘徊している犬の収容業務・負傷動
物の保護・動物の飼育管理を行ってい
ます。また、動物に関する苦情を受け
て、必要であれば現地へ伺い対応や
改善策を提案します。社会問題である
多頭飼育崩壊や虐待を未然に防ぐ意
味でも重要な業務となっています。そ
の他にも譲渡事業等を行っており、小
さな命や先の見えない動物たちが新
たな家族に出会える瞬間は何度見て
も感慨深いものがあります。

　保護した犬が無事に飼い主の元に戻った時
や、引き取った猫が新たな家族に巡り合えた
時にやりがいを感じます。また、譲渡事業で動
物を引き取られた里親さんから、成長した動
物の写真やお手紙を頂いた時にはとても励み
になりますし、苦情案件で、こちらからの改善
策や提案等で、飼い方が改善され感謝される
と嬉しく思います。

　保健所＝殺処分のイメージがまだ根強いで
すが、少しでも払拭できるよう獣医師と共に仕
事をしています。また、動物の生死に直接携わ
る仕事ですので、命とは何かと考えさせられ、
人として成長できる職場です。

出勤・朝礼
動物飼育管理・動物棟清掃
譲渡業務・動物とのふれあい
昼休憩
巡回・動物収容業務・苦情対応
動物飼育管理・動物棟簡易掃除
事務作業
退勤

08：30
09 : 0 0
10 : 3 0
12：00
13：00
15：30
16：30
17：15

ある１日のスケジュール

丸橋 浩二
衛生検査課

動物愛護
管理技士

現在の担当業務

仕事のやりがい・魅力

未来の後輩へメッセージ
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　市内の公園の樹木の剪定や伐採、
除草、ごみの回収などが主な業務内容
です。街路樹などの枯れ枝や折れ枝、
倒木などの撤去も行います。また、季
節ごとに駅前や県庁前の花壇に花を
植えたりもします。昨年から、樹木の剪
定や伐採で出た枝や幹を薪にして市民
の方に提供しているので、夕方や雨の
日などは薪割を行うこともあります。

　樹木が伸びて鬱蒼としていた公園が、私た
ちの剪定によって、明るくさっぱりとし、過ごし
やすい公園になるとやりがいを感じます。ま
た、大きな樹木をねらい通りに安全に倒す事
ができると達成感があります。入職間もない
時、巨大なヒマラヤスギを伐倒した際に、地面
が揺れるほどの衝撃を感じたことは今でも忘
れられません。

　植物相手の仕事ですので、四季折々の花や
葉を身近に見られ季節を感じながら仕事ができ
ます。また、剪定や伐採の技術も覚えることが
できます。老若男女、様々な人が使う公園です
ので、安全に気持ち良く使っていただけるよう
一緒に頑張りましょう。

髙木 康裕
公園管理事務所

現在の担当業務

仕事のやりがい・魅力

未来の後輩へメッセージ
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公園技士

ある１日のスケジュール

08：30

12：00

朝礼・安全点検等
現場へ出発し作業
事務所で昼休み

13：00
16：00

現場へ出発し作業
事務所でチェーンソーなどの
道具の手入れ、翌日の道具の準備

16：30
17：15

作業日報作成、事務処理
退勤



岡庭 善幸
水道整備課

　水道技士が働く職場は、水を作って
配る施設等を管理する浄水課と、作っ
た水を配る管の管理をしている水道
整備課があります。私は水道整備課
で管の老朽化などによる漏水の対応
をしています。感知されづらい地下漏
水に対しても、音聴棒や探知機による
管理調査を行い、道路陥没や水道管
の破裂などの大きな災害につながら
ないように一つ一つ丁寧に対応をして
います。

　水道は人々の生活に欠かせない大切なライ
フラインです。その生活の基盤となるものを
守っていくことが私たちの仕事となっていま
す。漏水など細かいものでも丁寧に対応するこ
とで大きな災害にしないことが最大の魅力で
す。被災地に給水タンク車で支援に行った時
の被災状況と現地の人に頂いた感謝の言葉は
忘れられません。飲み水の大切さや自分の仕
事の重要さを強く感じた瞬間でした。

　私たちの仕事は市民の生活に直に影響する
大切な仕事です。調査や修繕、工事といった多
くの仕事を通じて、大切な飲み水を日々お届け
しています。やりがいと責任をもって前橋市の
ために一緒に働きましょう。

現在の担当業務 仕事のやりがい・魅力

未来の後輩へメッセージ
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水道技士

08：30
09 :0 0
12：00

ある１日のスケジュール

朝礼
現地調査・現場監督
昼食

13：00
16：00
17：15

現地調査・現場監督
係での打ち合わせ
退勤


