
令和４年度

奈良県・市町村
土木職員採用共同試験

自治体PRシート

奈良県・御所市・宇陀市・山添村
田原本町・野迫川村・下北山村・東吉野村

採用試験申込日時

令和４年８月１７日～３１日※正午締切



奈良県

試験担当課 奈良県人事委員会事務局任用審査課

所在地 〒630-8113 奈良市法蓮町757　奈良県奈良総合庁舎２階

電話番号 0742-20-4430

ホームページURL https://www.pref.nara.jp/9723.htm

特徴・魅力はここ！

職員数

採用年度 平成27年度 

奈良県の
職員になった理由

　就職活動をする中で、奈良県庁の土木職の業務説明会に参加した
ときに、若手職員の方からインフラ整備の魅力について話を聞き、
興味を持ちました。そして、勤務地が県内で限られることや、幅広
い業務があり様々な経験ができることから、就職先を奈良県庁に決
めました。若手職員の方とお話をする中で、先輩や上司に仕事の悩
みを相談しやすい職場環境であることや、プライベートの予定に合
わせて計画的に休暇を取得できる環境であると知ったことも、奈良
県を選んだ理由です。

１日のスケジュール
(例）

《吉野土木事務所の場合》
　 8:30　       始業
   8:30～ 9:00　メールチェック・対応
   9:00～10:00　工事書類確認
  10:00～12:00　設計業務（設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄと）の打合せ
  13:00～16:00　出張（地元説明、工事の施工状況確認）
  16:00～18:00　発注資料作成
  18:00　　　　 退所

仕事のやりがい
社会人としての成長

受験者へメッセージ

令和４年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験 自治体PRシート原稿

自治体名

[県庁本庁舎] 

連絡先

　私は、吉野郡吉野町にある吉野土木事務所に所属しています。土木事務所の仕事は、道路や河川などインフラの新設・
改良や維持修繕を行うことです。
　具体的には、設計や工事の発注を行い、発注者として方針や進め方を判断し、建設コンサルタントや建設会社と協力し
て、インフラを完成させています。また、地元住民への事業説明や、行政機関（国や市町村）、電力会社など、関係機関
との調整も重要な仕事です。
　様々な立場の方と関わりながらインフラ整備を進めていくため、時には難しい交渉に携わることもありますが、実際に
工事が完成した時には大きな達成感を得ることができます。自身が携わった道路整備や地すべり対策により、地域がより
便利に、より安全になっていくことからも、非常にやりがいを感じる仕事であると思います。

　社会インフラ整備における行政の立場としては、プロデューサーをイメージしてもらえると良いかと思います。特に、
大きいプロジェクトに携わりたい、幅広い業務がしたい、何か新しいことにチャレンジしたい、そのような方はぜひ、奈
良県の土木職員として一緒に働きましょう。土木系の学科以外の方でも大歓迎です。興味のある方は、お気軽に吉野土木
事務所までご連絡ください。

自治体紹介

　奈良県では、県政の目指す姿である「地域の自立を図り、くらしやすい奈良を創る」ため、経済の活性化や暮らしの向
上に向け、直面する県政の諸課題に取り組んでいます。令和４年度は、県政の基本的な方針をまとめた「奈良新『都』づ
くり戦略2022」に基づき、3つの世界遺産や多くの史跡・名勝を有し、豊かな自然にも恵まれているという特徴を活かし
て、市町村と連携したまちづくりや、複数の市町村にまたがるようなプロジェクトに取り組んでいます。

【奈良県が特に力を入れているインフラ整備のプロジェクト】
<紀伊半島アンカールートの整備>
　奈良県の骨格を形成すべき特に重要な路線網を「骨格幹線道路ネットワーク」と位置づけ、重点的な整備を推進してい
ます。例えば、県南部地域の住民の生活を支えている「紀伊半島アンカールート」について、地域活性化や災害発生時の
緊急輸送の確保のために、国と連携して早期整備に取り組んでいます。
<大和川流域の総合治水対策>
　県北部を流れる大和川の治水対策を「ながす・ためる・ひかえる」対策の3本柱により進めています。頻発化・激甚化が
懸念される水害から県民の生活を守るため、ソフト・ハードの両面から対策に取り組んでおり、近年は、市町村と連携し
ながら、流域に降った雨を、川に流れ込む前に一時的に貯める貯留施設の整備にも力を入れています。

【土木職員の働く様子を動画にしました！】
Youtubeで動画を公開中ですので、ぜひご覧ください（https://www.youtube.com/watch?v=cC8qjp26TvA）

一般行政部門　３，１８５人。うち土木職員の人数は４８３人（令和３年４月現在）

先輩職員紹介①

(先輩職員の顔写真または
業務の様子の写真（１～２枚））

現場での施工者との打合せ（砂防堰堤工事）



採用年度 平成30年度 

奈良県の
職員になった理由

　前職では、建設会社で勤務しており、全国を転々としながら土木
工事（トンネル現場）の現場監督をしていました。その際、現場の
周辺地域に住む方々へ工事の説明会や現場見学会を実施したことが
あり、地域の方から感謝の言葉をいただき、嬉しく思いました。
　建設会社の仕事を続ける中で、地域の方々のために働きたいとい
う思いが強くなっていき、公務員の仕事に興味を持ちました。中で
も、生まれ育った奈良県の行政に携わりたいと思い、奈良県職員を
志望しました。

１日のスケジュール
(例）

《道路保全課の場合》
   8:30　       始業
   8:30～ 9:30　メールチェック・対応
   9:30～12:00　市町村および土木事務所等への連絡調整
  13:00～15:00　国への提出物の資料作成
  15:00～17:00　課内説明
  17:00～18:15　残務処理
  18:15～　　　 退庁

仕事のやりがい

受験者へメッセージ

求める人材・人物像

担当業務の
具体例

勤務時間

採用ステップ

先輩職員紹介②

(先輩職員の顔写真または
業務の様子の写真（１～２枚））

　現在、私は本庁内にある道路保全課に所属しています。道路保全課の主な業務は、道路の交通安全の確保および維持修
繕のための予算の確保や計画の作成、県内市町村の指導などです。
　バイパスの整備や道路の新設などの新たにインフラをつくる仕事ではありませんが、普段から使っている道路を、安
全・安心に利用し続けるために必要不可欠なもので、まさに「縁の下の力持ち」という言葉が似合う仕事だと感じていま
す。
　道路の安全の確保や維持管理に関する仕事は、所管する施設の量が多く、関係者も多岐にわたるため、協議や調整にし
んどさを感じることもありますが、その分、人々の日常生活を支えているということがモチベーションにつながってお
り、日々の仕事に前向きに取り組んでいます。
　また、全国各地への転勤が当たり前だった前職とは異なり、県職員は県内での転勤が原則であるため、仕事の変化が生
活に及ぼす影響が少なく済みます。私の場合は、奈良県内に住む両親のところへ何かあればすぐに駆けつけられること
も、安心して働き続けられるひとつの要素であると思っています。

原則として、8:30～17:15（休憩時間12:00～13:00）です。フレックスタイム制度があります。

○第２次試験（論文試験・適性検査）　１０月下旬から１２月上旬
　　　　　　　▼
○第２次試験（個別面接）　１０月下旬から１２月上旬
　　　　　　　▼
○最終合格発表　１１月中旬から１２月中旬
　　　　　　　▼
○任命権者による意向聴取
　　　　　　　▼
○採用者の決定

奈良県職員は、地域に住む方々のよりよい暮らしの実現のために、一丸となって日々仕事に取組んでいます。
地域に住む方々の安心・安全のために働きたい、「縁の下の力持ち」として日々の生活を支える仕事をしたいという方
は、ぜひ、県職員として一緒に働きましょう。

募集概要

土木の専門知識を生かして、奈良県をより良くしたいという思いを持った人を求めています。

【道路、河川、下水道、都市公園などのインフラ整備に関する業務】
　土木職種で採用された県職員は、インフラ整備に関する企画、計画作成、設計、施工、維持管理といった一連のプロセ
スに携わり、予算の確保、発注や監督を担当することになります。
　インフラ整備は行政（公務員）や建設会社、建設コンサルタント、測量・調査会社などが協力し、それぞれの技術を積
み重ねることで実現されますが、全てのプロセスに主体的に関わることができるのが公務員の業務の特徴です。

【配属先と担当業務】
　本庁に配属された職員が主に企画、計画の策定、予算の確保を行います。一方、土木事務所に配属された職員は主に設
計、施工などの発注監督業務等を行い、インフラ整備等を行うとともに、完成したインフラの維持管理も行います。



初任給

手当

昇給

賞与

休日休暇

その他福利

研修

配属・異動・昇任

平均勤続年数

有給休暇取得日数

管理職の女性比率

福利・厚生（待遇）

令和４年４月１日採用の月給（初任給）
…月給177,678円 （短大新卒で奈良市内勤務の場合。地域手当を含む。）
…月給165,897円 （高校新卒で奈良市内勤務の場合。地域手当を含む。）
■職務経験のある方には加算される場合があります。

11.5日間　（令和２年実績）

■本庁課長級以上　9.8％ 　■本庁課長補佐級以上　16.9％ （令和３年４月時点）

参考情報

県職員としていち早く活躍するための研修制度が充実しています。
土木系以外の学科を専攻されていた方も、土木職として必要な知識・技能を習得できます。
 ■土木職員向けの研修（土木技術職員新規採用育成研修、土木工事監督員研修、土木積算研修、
                       ＣＡＤ操作研修、現地研修など）
 ■職位基本研修（新規採用職員研修、2年目職員研修、3年目職員研修、係長研修など）
 ■能力開発研修（Office系ソフト応用、プレゼンテーション、ビジネス交渉術、クレーム対応など）

【配属・異動について】
　年１回提出する自己申告書に記載された本人の希望や適性などを参考にして、配属先が決定されます。
　概ね３年で配置転換が行われます。

　採用後の一般的な異動のパターンは、次のとおりです。
 
　◎採用後、本庁又は出先機関に配属
　　　　　　↓
　◎概ね３年後、本庁勤務の場合は出先機関へ異動、出先機関勤務の場合は本庁へ異動
　　　　　　↓
　◎異動先で更に概ね３年後、本人の適性や希望に応じて、本庁または出先機関へ異動
　
【昇任について】
　昇任は、人事評価（職員の能力・業績）、経験年数、適性など総合的に評価して行われます。
　基本的な職制は以下のとおりです。

　◎主事級＞主任主事級＞主査級＞係長級＞課長補佐級＞課長級＞次長級＞部長級

19.2年（一般行政職）　令和３年４月１日時点

扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務（時間外）手当、期末・勤勉手当（いわゆるボーナス）などが条件により支給
されます。

年１回

年２回（６月、12月）で、令和３年度の実績は、年間4.25か月分でした。

原則として土曜日、日曜日、祝日
【休暇一覧】…年次有給休暇、結婚休暇、出産休暇、病気休暇、
              介護・看護休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、育児休業　など

【出産・育児に関する休暇等の概要】
育児休業の取得状況（令和２年度実績）は、女性100％、男性19.5％です。

出産休暇：産前産後８週間に取得可。
育児休業：３歳未満の子を養育するために取得可。
部分休業：小学校３年生まで、１週あたり１８時間４５分を上限に取得可。
子どもの看護休暇：１２歳までの子の看護のため、年５日を上限に取得可。
育児時間休暇：１歳３ヶ月未満の子の育児のため、始業・終業時に１日６０分を上限に取得可。
遅出勤務：子どもの保育所等への送迎で、正規の始業時間までに出勤困難な場合、
　　　　　勤務時間を１５分又は３０分遅らせることができる。
配偶者の出産に伴う休暇：出産時の付添、入院中の世話、出生の届出等のため３日間取得可。
男性の育児参加のための休暇：小学校就学前の子の育児のため、妻の産前産後８週間の期間中に５日の範囲内で取得可。
不妊治療休暇：年５日（体外受精等を受ける場合、１５日）の範囲内で取得可。

○健康管理
　定期健康診断（年１回）、健康相談、メンタルヘルスカウンセリングなどを実施しているほか、人間ドック受診に対す
る助成制度もあります。
○給付・貸付
　病気やけが、出産、災害などに対する給付制度のほか、生活資金や住宅資金などの貸付制度も整備されています。



御所市

試験担当課 総務部人事課

所在地 奈良県御所市１番地の３

電話番号 0745-62-3001

ホームページURL https://www.city.gose.nara.jp/

特徴・魅力はここ！

職員数

採用年度 平成23年採用

御所市の
職員になった理由

御所市で生まれ育ち、田園や山林が身近にあり、この風景や暮らし
方を守っていきたい、ここで暮らしていく人たちの手助けになりた
いと思っていました。高校生の時に恩師に将来の相談をした際にア
ドバイスを受け、農林業や環境資源を専攻する大学へ進学し、そこ
で得た知識を活かせる場所、自身が育った場所である御所市へ就職
しようと考えました。

１日のスケジュール
(例）

8：30～　朝礼
8：45～17：15（12：00～13：00休憩）
測量・設計・発注業務、工事現場管理、埋設管協議、
漏水確認及び修理、その他事務
17：15～8：30（水道局夜勤日）
時間外受付、施設操作、施設内巡回

仕事のやりがい

受験者へメッセージ

求める人材・人物像

担当業務の
具体例

勤務時間

採用ステップ

令和４年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験 自治体PRシート原稿

奈良県の大和平野の西南部に位置する御所市は、鉄道の玄関口である近鉄・JR御所駅や京奈和自動車道の御所IC・御所南
ICを有しており広域交通の利便性が高い地域です。また、御所まちの歴史的な町並みや宮山古墳・巨勢山古墳群など地域
固有の資源にあふれており、個性的で魅力的なまちであります。本市では、『行きたい、住みたい、語りたい。～自然と
歴史を誇れるまち　ごせ～』を目指したまちづくりを進めると同時に、本市の魅力をさらにアップさせるために、御所中
心市街地地区まちづくり基本構想に基づき、近鉄・JR御所駅を中心としたまちづくりを進めていく予定です。具体的に
は、駅前広場整備、新たな幹線道路の整備、新庁舎建設、街なみ環境整備などに取り組んでいきます。

老朽化した管の更新また時代変化に伴う管路口径の適正化を行い、利用者がより満足できる水量水圧を確保し、災害など
に強い管路へ更新していくことで、暮らしている方々が安心して生活できる手助けになっていることにやりがいを感じて
います。

・市民の立場に立ち、親切で真心のこもった市民サービスを提供できる職員
・目標を明確化し、改革と改善の意欲を持ち、創意・工夫を怠らない職員
・チームワークと連携で問題を解決し、目標を実現することのできる職員
・見たい未来は自分で切り開く職員

自治体名

連絡先

自治体紹介

(写真（１～２枚））

356名

初めはきっと難しいと思います。ただ周りには協力して仕事をする仲間がいます。ともに地域の暮らしを守っていきま
しょう。

先輩職員紹介

募集概要

８：３０～１７：１５（１２：００～１３：００休憩）※ただし、配属先により異なる。

・道路、上下水道、河川等の公共事業に関する企画、設計、工事管理、監督等の土木に関する業務等

〇２次試験（個人面接）　１０月下旬～１２月上旬
　　▼
〇最終合格発表　　　　　１１月中旬～１２月中旬
　　▼
〇意向聴取
　　▼
〇採用者の決定

https://www.city.gose.nara.jp/


初任給

手当

昇給

賞与

休日休暇

その他福利

研修

配属・異動・昇任

平均勤続年数

有給休暇取得日数

管理職の女性比率

福利・厚生（待遇）

参考情報

年１回（１月）

年２回（６月、１２月）　令和３年度の実績は４.４５か月分でした。

令和４年４月１日採用の月給（初任給）…
　月給187,666円 （大学新卒の場合。地域手当を含む。）
　月給170,877円 （短期大学新卒の場合。地域手当を含む。）
　月給159,547円 （高校新卒の場合。地域手当を含む。）
※職務経験のある方には加算される場合があります。

扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務（時間外）手当、期末・勤勉手当（ボーナス）などが条件により支給されま
す。

土曜日、日曜日、祝日、年末年始（ただし、配属先により異なる。）

【休暇一覧】…年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇、出産休暇、病気休暇、介護・看護休暇、ボランティア休暇、育児休
業　など

〇健康維持・管理
定期的な健康診断、人間ドック受診の助成を行っています。健康講座など職員の健康増進を図るため各種事業も行ってい
ます。
〇年金・健康保険等
奈良県市町村職員共済組合への加入により、年金・健康保険等の制度が充実しているとともに、貯金制度なども取り扱っ
ています。また、生命（損害）保険の団体扱いなどもあります。

25.7%（令和3年度）

9.2日（令和3年度）

18.3年（令和3年度）

【配属・異動について】
本人の適正、健康状態などを参考にし、配属先が決定されます。
おおむね４～６年で配置転換が行われます。

【昇任について】
職員の能力・業績、経験年数、適性など総合的に評価して行われます。

職員一人ひとりが、求められる能力・伸ばしたい能力を自主的・主体的に身に付け、自らの適性を活かし、最大限に能力
を発揮できるよう研修を実施・参加しています。

◎奈良県市町村職員研修センター主催の研修
◎全国市町村国際文化研修所（滋賀）及び市町村職員中央研修所（千葉）主催の研修
◎御所市役所内の研修



宇陀市

試験担当課 市長公室人事課

所在地 〒633-0292　宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号 TEL:0745-82-1303

ホームページURL https://www.city.uda.nara.jp

特徴・魅力はここ！

職員数

採用年度 平成24年度

宇陀市の
職員になった理由

　前職では建設会社に勤務しており地方を転々とする事が多かった
ので、地元に根付いて仕事をしたいと思い応募しました。

１日のスケジュール
(例）

8:30　勤務開始
・事務処理
・発注業務（図面作成、数量作成等）
・現場作業
17:15　勤務終了

仕事のやりがい

受験者へメッセージ

求める人材・人物像

担当業務の
具体例

勤務時間

採用ステップ

連絡先

自治体紹介

令和４年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験 自治体PRシート原稿

自治体名

(写真（１～２枚））

　仕事を始めると初めての事ばかりで戸惑いもあるかと思いますが、先輩たちのアドバイスや課内での助け合いがあり乗
り越えていく事ができるので、ぜひ一緒に頑張りましょう。

募集概要

・使命感を持ち向上心のある人
・地域に密着し地域に貢献する人
・環境の変化に適応でき意欲のある人
・協調性のある人
・コミュニケーション力がある人

土木に関する専門的な行政事務に従事

奈良県の北東部、大和高原に位置する宇陀市。
市民の皆様がいつまでも健康で活躍でき、笑顔あふれ豊かな自然、歴史、文化を次世代に引き継ぐという強い思いを込め
「みんなが生きがいをもって暮らせる魅力ある健幸なまち宇陀市～輝く歴史と文化の息づくまち～」という将来像を設け
ています。それを基に、「健幸なまち」「暮らしやすいまち」「活力あるまち」「生涯輝くまち」「自然豊かなまち」
「地域力を発揮するまち」という６つの目指すまちの姿の実現に向けて、必要な施策を進めていきます。

６２０名

先輩職員紹介

(先輩職員の顔写真または
業務の様子の写真（１～２枚））

私たちの業務は、住んでおられる方々の生活に直接影響する道路や河川等の管理・修繕・改良が主な業務です。
住民の方々から道路や河川等の困っている事や要望に対して解決できた時などに、みなさんからお礼の言葉をかけていた
だいた時にはこの仕事をやって良かったと感じられ、やりがいを感じます。

原則として、８：３０～１７：１５（１２：００～１３：００休憩）

○第２次試験（論文試験・適性試験・個別面接）　１０月下旬から１２月上旬
　　　▼
○最終合格発表　１１月中旬から１２月中旬
　　　▼
○意向聴取
　　　▼
○採用者の決定

tel:0745-82-1303  FAX:0745-82-3900
mailto:jinji@city.uda.lg.jp


初任給

手当

昇給

賞与

休日休暇

その他福利

研修

配属・異動・昇任

平均勤続年数

有給休暇取得日数

管理職の女性比率

扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当などが条件により支給されます。

年１回

２回(６月・１２月)　年間４．４５か月分(令和３年度実績)

原則として土曜日、日曜日、祝日、年末年始
【休暇一覧】年次有給休暇、結婚休暇、出産休暇、病気休暇、介護・看護休暇、夏季休暇、育児休業など

○健康管理
定期健康診断（年１回）、健康相談、こころの相談、メンター制度などを実施しているほか、人間ドック受診に対する助
成制度もあります。
○給付・貸付
病気やけが、出産、災害などに対する給付制度のほか、生活資金や住宅資金などの貸付制度も整備しています。

福利・厚生（待遇）

188,700円（大学卒）、165,900円（短大卒）、154,900円（高校卒）

9.5日

36.7%

参考情報

新規採用職員研修　４月初旬（３日間）
内容：新人としての心構えと行動、人権、接遇、地方公務員関係
【県内市町村共同研修】
新規採用職員研修、自治体法務研修、メンタルヘルス研修、土木技術職研修等専門的な研修

【配属・異動について】
年１回提出する自己申告書により本人の希望、適正、健康状態、自己啓発の状況等を参考にして、配属先を決定されま
す。概ね４年～６年で配属先が変わります。

22.9年



山添村

試験担当課 総務課

所在地 奈良県山辺郡山添村大字大西１５１番地

電話番号 0743-85-0041

ホームページURL https://www.vill.yamazoe.nara.jp

特徴・魅力はここ！

職員数

採用年度 平成３０年度

山添村の
職員になった理由

土木分野に興味があったことと、自然豊かな環境で仕事をしてみた
いと思っていたところ、山添村が職員募集を行っていたから。

１日のスケジュール
(例）

７：５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　出勤
８：００　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝礼
９：００～１０：００　　　　　　　　　　　　現場
１１：００～１２：００　　　　　　　　　　　事務作業
１２：００～１３：００　　　　　　　　　　　休憩
１３：００～１７：１５　　　　　　　　　　　事務作業
１７：３０　　　　　　　　　　　　　　　　　退庁

仕事のやりがい

八百八拾八

求める人材・人物像

担当業務の
具体例

勤務時間

採用ステップ

令和４年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験 自治体PRシート原稿

自治体名

(写真（１～２枚））

連絡先

様々な課題や勉強していかなければならないことも多いが、設定した目標を達成できたときや住民の方にお礼を言っても
らえたときにやりがいを感じ、より一層頑張ろうと前向きな気持ちになります。

今後、一緒に仕事ができる機会があれば、同じ職員として仕事のことで一緒に悩んだり喜んだり、様々なことを共有でき
ればいいなと思いますので、よろしくお願いします。

募集概要

土木に関する専門知識を生かし、道路や土砂災害、農業土木などの業務に精力的に携われる人

自治体紹介

人口約3,300人。「元気で、夢や生きがいが持て、安心して暮らせる村づくり」をめざして毎日頑張っています。
豊富な自然に囲まれ、ほのぼのとした住民との会話、やりがいのある現場・・・。あなたの頑張りを試してみませんか。

９３人

先輩職員紹介

(先輩職員の顔写真または
業務の様子の写真（１～２枚））

〇公共農林土木
〇災害復旧・村道等維持管理
主な業務は、測量・設計・発注・施工監理

原則として、8:30～17:15（12:00～13:00休憩）

〇第２次試験（個別面接） １０月下旬から１２月上旬
　　▼
〇最終合格発表　１１月中旬から１２月中旬
　　▼
〇採用者の決定



初任給

手当

昇給

賞与

休日休暇

その他福利

研修

配属・異動・昇任

平均勤続年数

有給休暇取得日数

管理職の女性比率

令和４年４月１日採用の月給（初任給）：短大卒　１６３,０００円　　高卒　１５０,６００円
■職務経験のある方や大学院修了者には加算される場合があります。

給与のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務（時間外）手当、期末・勤勉手当（いわゆるボーナス）などが条
件により支給されます。

年１回

年２回（６月、１２月）　令和３年度実績は年間４.４５か月分でした。

原則として土曜日、日曜日、祝日
【休暇一覧】…年次有給休暇、結婚休暇、出産休暇、病気休暇、介護・看護休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、育児休
業　　など

福利・厚生（待遇）

１２年１０か月

９.０日

28%

〇健康管理
定期健康診断（年１回）、健康相談、メンタルヘルスカウンセリングなどを実施しているほか、人間ドック受診に対する
助成制度もあります。
〇給付、貸付
病気やけが、出産、災害などに対する給付制度のほか、生活資金や住宅資金などの貸付制度も整備されています。

参考情報

市町村職員を取り巻く時代環境の変化を認識し、職員としての自覚を高めるため、次のような研修を実施し、職員一人ひ
とりが自己の能力開発について考え、主体的に取り組む環境が整っています。
【階層別研修】
新規採用職員研修、中堅職員研修、係長研修、新任課長補佐級職員研修、新任課長職員研修
【専門実務研修】
自治体法務研修、契約事務研修、土木技術系職員研修、文書作成力向上研修、パソコン研修等

昇任は、職員の能力・実績、経験年数、適性など総合的に評価して行われます。基本的な職制は以下のとおりです。主事
捕級＞主事級＞主査級＞課長補佐級＞課長級



田原本町

試験担当課 田原本町職員任用試験委員会

所在地 奈良県磯城郡田原本町８９０番地の１　田原本町役場人事課内

電話番号 TEL：0744-34-2056

ホームページURL http://www.town.tawaramoto.nara.jp

特徴・魅力はここ！

職員数

採用年度 平成３１年度

田原本町の
職員になった理由

想定を超えた災害が頻発している昨今、地域住民の安全・安心な環
境確保が危ぶまれています。田原本町では、防災減災対策に力を入
れており、特に浸水被害軽減のための基盤対策を推進しておりま
す。私は、地元住民に寄り添い、公共事業を通した安心・安全を守
る防災減災対策に取り組みたいと学生の頃から希望しており、それ
ができるところが田原本町と感じ、職員となりました。

１日のスケジュール
(例）

8：30～12：00　事務作業（窓口、課内資料作成、業者との打合
せ、地元協議等）
12：00～13：00　昼休憩
13：00～14：30　現場作業(現場管理、現地測量等)
14：30～17：15　発注業務(図面、数量表、設計書を作成し工事費
を算出します)

仕事のやりがい

受験者へメッセージ

求める人材・人物像

担当業務の
具体例

勤務時間

採用ステップ

令和４年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験 自治体PRシート原稿

自治体名

(写真（１～２枚））

連絡先

現在、浸水被害軽減のための貯留施設整備工事に携わった業務を行っております。限られた工期の中で、工程の調整が難
しいですが、日々着実に工事が進んでおり、実際に形となって作られていきます。イメージしたものが形にできる仕事が
土木職員の醍醐味であり、地元住民に寄り添い生の声を聞き、事業を進めて行く仕事は基礎自治体の醍醐味であり、やり
がいと感じております。

現場作業や工事発注業務など、様々な業務があり、職場に慣れるまで戸惑いや、時には悩むことがありましたが、比較的
土木職員が充実している職場環境のため、相談できる先輩が多く、過去に経験した先輩達のアドバイスやサポートがとて
も心強いです。また、田原本町は、企画から完成まで一貫して事業に取り組むことができる職場であり、スキルアップを
積極的にチャレンジできる環境でもありますので、田原本町をより良くするために公共事業に携わりたいという熱い気持
ちを持った受験生のみなさま、一緒に働ける日を楽しみにしています。

募集概要

安全で快適な暮らしを守るまちづくりに向けて、ともに取り組んでくれる熱意のある職員

自治体紹介

田原本町には、田園風景が広がる豊かな自然環境や、唐古・鍵遺跡など古来からの歴史的な遺産が多くあり、これらを守
りながら広域交通網の整備による充実した都市機能を活かした田原本らしいまちづくりを行っています。

２６０人（会計年度任用職員は含まない）

先輩職員紹介

(先輩職員の顔写真または
業務の様子の写真（１～２枚））

土木施設の設計・施工管理業務、土木行政事務など

原則として、8:30～17:15（12:00～13:00休憩）
土曜日及び日曜日を週休日とする完全週休２日制の週38時間45分勤務
※勤務公所によっては、休日が変更される可能性があります。

○第２次試験（個別面接） １０月下旬から１２月上旬
　　　　　　　▼
○最終合格発表  １１月中旬から１２月中旬
　　　　　　　▼
○任命権者による健康診断
　　　　　　　▼
○採用者の決定

mailto:jinji2@town.tawaramoto.nara.jp


初任給

手当

昇給

賞与

休日休暇

その他福利

研修

配属・異動・昇任

平均勤続年数 15.1年（令和４年４月１日時点）

有給休暇取得日数 12.8日（令和３年度実績）

管理職の女性比率 25.4%（教育職除く、令和４年４月１日時点）

令和４年４月１日採用の月給（初任給）：  月給１８７，０００円程度（大学卒の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６４，０００円程度（短大卒の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５５，０００円程度（高校卒の場合）
　■採用前の経歴などに応じて加算される場合があります。

給与のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、超過勤務（時間外）手当、期末・勤勉手当（いわゆるボーナ
ス）などが条件により支給されます。

年１回

年２回（６月、１２月）

原則として土曜日、日曜日、祝日
※勤務公所によっては、休日が変更される可能性があります。

【休暇一覧】…年次有給休暇、結婚休暇、出産休暇、病気休暇、介護休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、生理休暇、育
児休業　など

【出産・育児に関する休暇等の概要】
出産休暇：産前６週間、産後８週間に取得可
育児休業：３歳未満の子を養育するために取得可。
部分休業：小学校就学前まで、１日あたり２時間を上限に取得可。
子どもの看護休暇：小学校就学前の子の看護のため、年５日（２人以上の場合は１０日）を上限に取得可。
配偶者の出産に伴う休暇：出産時の付添、入院中の世話等のため２日間取得可。
男性の育児参加のための休暇：小学校就学前の子の育児のため、妻の産前産後８週間の期間中に５日の範囲内で取得可。
育児時間休暇：１歳未満の子の育児のため、１日２回それぞれ３０分以内の期間で取得可。

福利・厚生（待遇）

○健康管理
　定期健康診断（年１回）、健康相談（月２回）などを実施しています。
　奈良県市町村共済組合より、人間ドック受診・婦人科健診に対する助成制度があります。
○給付・貸付
　病気やけが、育児・介護、災害などに対する給付制度のほか、生活資金や住宅資金などの貸付制度も整備されていま
す。
○施設利用
　対象となっている宿泊保養施設を利用される際に一部助成制度があります。

参考情報

積極的に課題を発見し問題解決に取り組む姿勢を持ち、住民の立場に立って考え、解りやすい政
策説明や情報提供を行うことができるよう以下の様な研修を実施・参加しています。
【田原本町が実施する研修】
　新規採用職員研修、コンプライアンス研修、他

【奈良県市町村職員研修センターが実施する研修】
　パソコン研修、契約事務研修、法学研修、政策形成研修、ハードクレーム対応研修、他

【配属・異動について】
年１回提出する自己申告書に記載された本人の希望や適性などを参考にし、配属先が決定されます。

【昇任について】
昇任は試験、経験年数、適性など総合的に評価して行われます。
補職によっては試験制度を実施していない場合もあります。
基本的な職制は以下のとおりです。
主事級＞主査級＞係長級＞課長補佐級＞課長級＞次長級＞部長級



野迫川村

試験担当課 総務課

所在地 〒648-0392　吉野郡野迫川村大字北股８４番地

電話番号 ０７４７－３７－２１０１

ホームページURL https://www.vill.nosegawa.nara.jp/

特徴・魅力はここ！

職員数

採用年度 平成25年度

野迫川村の
職員になった理由

　私が就職したころは、民間の業績が良かったのですが、親の話な
どから、安定した職業であるという地方公共団体の職員に魅力を感
じていました。その中で、出身地の近隣の村である野迫川村が職員
を募集しており、小さな村なので、いろいろなことが経験できると
思い、受験しました。

１日のスケジュール
(例）

8:30　 出勤→CADによる施工図面作成。
10:00　現場確認（工事出来型）。
12:00　昼食。
12:45　積算業務。
14:00　他行政機関打合せ。
17:00　帰庁。

仕事のやりがい

受験者へメッセージ

求める人材・人物像

担当業務の
具体例

勤務時間

採用ステップ

令和４年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験 自治体PRシート原稿

自治体名

(写真（１～２枚））

連絡先

自治体紹介

　野迫川村は、もともと職員数も少ないことから、土木を経験した職員が少数です。しかし、生活に欠かせないのがイン
フラの整備です。一緒に、教えあい、助け合いながら、仕事をしていきましょう。

募集概要

標準的な、まじめな方。

土木工事の積算、施工監督。補助金の事務。インフラ整備・維持管理業務。

野迫川村は、奈良県の西南端に位置し、和歌山県と隣接しています。総面積の９割以上を山林や清流が占め、「世界遺産
熊野参詣道小辺（こへ）路（ち）」を擁する風光明媚な山村です。大自然の神秘を感じさせる雲海や、満天の星空に包ま
れる星空スポットなど魅力的な自然を満喫できます。また豊かな自然と人口が本州で一番小さな村には、変わらない村民
の笑顔があふれています。

３４人

先輩職員紹介

　私が所属している建設課では、土木や林野、簡易水道の行政を行っています。私の担当は、林道事業と簡易水道などで
す。はじめは、土木用語の「のりめん」や「もりど」などわからず、先輩職員の方にレクチャーしてもらいました。林道
事業といっても、野迫川村では生活道路が林道となっています。急峻な本村の災害復旧は規模が大きい現場もあります
が、完成した状況を見た人からもらえる「ありがとう」にやりがいを感じます。簡易水道は村民のライフラインであり、
なくてはならないものです。そのような中でも、小さな漏水など、トラブルは時々あります。これを解決したときにもら
える「ありがとう」の声もやりがいです。

原則として、８：３０～１７：００（１２：００～１２：４５休憩）

〇第2次試験（個別面接） １０月下旬から１２月上旬
　　　　　　　　　▼
〇最終合格発表　　　　　１１月中旬から１２月中旬
　　　　　　　　　▼
〇意向聴取
　　　　　　　　　▼
〇採用者決定

現場の様子

職場の様子

http://vill.nosegawa.nara.jp/


初任給

手当

昇給

賞与

休日休暇

その他福利

研修

配属・異動・昇任

平均勤続年数

有給休暇取得日数

管理職の女性比率

令和４年４月１日採用の月給（初任給）：１８２，２００円（大学新卒の場合）
■職務経験のある方や大学院修了者には加算される場合があります。

給与のほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務（時間外）手当、期末・勤勉（いわゆるボーナス）などが条件に
より支給されます。

年1回

年2回（6月、12月）　　　（令和３年度実績　　年間　4.45ヶ月分）

原則として土曜日、日曜日、祝日
【休暇一覧】…年次有給休暇、結婚休暇、出産休暇、病気休暇、介護・看護休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、育児休
業　など

【出産・育児に関する休暇等の概要】
育児休業の取得状況（令和３年度実績）は、女性100％です。

出産休暇：産前6週間、産後8週間に取得可。
育児休業：3歳未満の子を養育するために取得可。
部分休業：小学校就学前の子を養育するため１日２時間を上限に取得可。
子どもの看護休暇：小学校就学前の子の看護のため、年5日（２人以上の場合は１０日）を上限に取得可。
配偶者の出産に伴う休暇：出産時の付添、入院中の世話、出生の届出等のため2日間取得可。
男性の育児参加のための休暇：小学校就学前の子の育児のため、妻の産前産後8週間の期間中に5日の範囲内で取得可。

福利・厚生（待遇）

15.3年（一般行政職）　令和4年4月1日時点

11.9日（令和3年実績）

■課長補佐級以上　5%

○健康管理
　定期健康診断（年1回）実施しているほか、人間ドック受診に対する助成制度もあります。

○給付・貸付
　病気やけが、出産、災害などに対する給付制度のほか、生活資金や住宅資金などの貸付制度も整備されています。

参考情報

複雑・多様化する行政課題に対応できる職員を育成するため、奈良県町村会の実施する次のような研修に参加すること
で、能力開発による自己研鑽を行える環境が整っています。
 
【新規採用職員研修】
　新たに村職員となった方の研修です。自治体職員としての基本的な心構えや接遇、業務内容などを学ぶ研修です。

【専門実務研修】
　ファシリティマネジメント研修、建築技術系職員研修、補助事業執行事務適正化研修など、自己の業務にかかわる専門
的な研修が受講可能です。

【配属・異動について】
　採用後、建設課に配属
　
【昇任について】
　昇任は、人事評価（職員の能力・業績）、経験年数、適性など総合的に評価して行われます。
　基本的な職制は以下のとおりです。
　主事補級＞主事級＞主査＞課長補佐級＞課長級



下北山村

試験担当課 総務課

所在地 奈良県吉野郡下北山村大字寺垣内983

電話番号 07468-6-0001

ホームページURL http://www.vill.shimokitayama.nara.jp

特徴・魅力はここ！

職員数

採用年度 平成8年度

下北山村の
職員になった理由

　在学中に役場の採用試験（土木技術職の募集）があり、地元出身
でもありましたが、「公共工事に携わってみたい」・「村のために
働きたい！」という思いがあり応募しました。

１日のスケジュール
(例）

　1日のスケジュールではないですが、平常時は、工事等の積算業
務や補助事業などの国への申請・事業計画等の内業を行っていま
す。工事等を発注している時などは受注者との現場での立会確認等
に出向いたりします。道路等に異常が無いかパトロールを行いま
す。
　特に台風接近時や通過後、異常気象時は道路等に被害が無いかな
ど災害調査を行います。

仕事のやりがい

受験者へメッセージ

求める人材・人物像

担当業務の
具体例

勤務時間

採用ステップ

令和４年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験 自治体PRシート原稿

自治体名

(写真（１～２枚））

連絡先

　地元からの要望等に対し処理（工事）を行ったとき、「良くなった！便利になった！」と言っていただいたときや、現
場が事故等トラブルも無く計画通りに竣工したときです。

　最初は専門用語など難しい面も有るかと思いますが、諸先輩方が教えてくれますので安心してください。また様々な研
修制度も有り技術向上も出来ますので、下北山村のために一緒に働いてみませんか？

募集概要

「体を動かすのが好き」「人の喜ぶ顔が見たい」「自分で考えて行動できる人」
一緒に村を盛り上げてくれる新メンバーを募集しています。

自治体紹介

下北山村では大自然に囲まれた環境のなかで、「住みたい、住んで良かった」、「行きたい、行って良かった」と思って
もらえるような下北山村の実現を目指しています。若い世代から高齢者世代までが住みよい暮らしができるような村づく
りを推進し、あらゆる分野の課題に取り組んでいます。美しい自然に囲まれて、心豊かな田舎暮らしができます。

４１名（令和４年４月１日現在）

先輩職員紹介

土木に関する専門知識を生かし、道路や土砂災害対策など社会資本の整備・維持管理、交通環境の向上、地域特性を活か
したまちづくりなどに取り組みます。

原則として、８：３０～１７：１５（１２：００～１３：００の１時間休憩）

〇第２次試験（論文試験・個別面接）　１０月下旬から１２月上旬
　　　　　▼
〇最終合格発表　　１１月中旬から１２月中旬
　　　　　▼
〇意向聴取
　　　　　▼
〇採用者の決定

現場の様子

http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/


初任給

手当

昇給

賞与

休日休暇

その他福利

研修

配属・異動・昇任

平均勤続年数

有給休暇取得日数

管理職の女性比率

大学卒１８２，２００円　短大卒１６３，１００円　高校卒１５０，６００円（令和４年４月１日現在）
初任給は、採用前の経歴等により加算されます。

扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務（時間外）手当、期末・勤勉手当（賞与）などが条件により支給されます。

年１回

年２回（６月、１２月）。令和４年度実績は年間４．４５ヶ月分でした。

原則として土曜日、日曜日、祝日、年末年始。
その他の休暇に、年次有給休暇、結婚休暇、出産休暇、病気休暇、介護・看護休暇、夏季休暇、育児休業などがありま
す。

【出産・育児に関する休暇等の概要】
育児休業の令和３年度取得者あり。
育児休業、部分休業、子どもの看護休暇、育児時間休暇、配偶者の出産に伴う休暇、男性の育児参加のための休暇　など

福利・厚生（待遇）

平均勤続年数１３．６年（平均年齢３９．４歳）　令和４年４月時点

９．７日間（令和３年度実績）

本庁課長補佐級　２５.０％（令和４年４月時点）

〇健康管理
　定期健康診断（年１回）を実施しているほか、人間ドッグ受診に対する助成制度もあります。
〇給付・貸付
　病気やけが、出産、災害などに対する給付制度のほか、生活資金や住宅資金などの貸付制度も整備されています。

参考情報

村では、新たに職員となった方の研修を実施し、各課の主な仕事内容の説明や、村での生活をスタートするために必要な
情報や案内があり、村の取り組みについて知識を習得します。また、奈良県市町村職員研修センターが実施する研修に参
加しており、土木技術系職員研修、滞納整理実務研修、契約事務研修、文書作成力向上研修など、さまざまな分野の参加
実績があります。

昇任は、人事評価（職員の能力・業績）、経験年数、適性などを総合的に評価して行われます。基本的な職制は以下のと
おりです。
主事補＞主事＞主査＞係長＞課長補佐＞主幹＞課長



東吉野村

試験担当課 総務企画課

所在地 奈良県吉野郡東吉野村大字小川９９

電話番号 ０７４６－４２－０４４１

ホームページURL http://www.vill.higashiyoshino.nara.jp

特徴・魅力はここ！

職員数

採用年度 平成２２年度

東吉野村の
職員になった理由

大学卒業後、個人事業所で働いていましたが、自分の肌に合
わず退職し、次の就職先を探していたところ、地元である東
吉野村が職員募集をしており、生まれ育った村のために働き
たいと思い試験を受けたところ採用されました。

１日のスケジュール
(例）

　8：30　　　　　　始業
　8：30～12：00　　事務作業（窓口、メール確認、
　　　　　　　　　　　　　　 各種照会の回答作業）
 12：00～13：00　　昼休憩
 13：00～14：00　　設計・積算業務
 14：00～15：30　　業者打ち合わせ
 15：30～17：15　　設計・積算業務
 17：15　　　　　　退庁

仕事のやりがい

受験者へメッセージ

採用年度 令和３年度

東吉野村の
職員になった理由

自然豊かな環境で働きたいと思っていたところ、東吉野村が
職員を募集していたため。

１日のスケジュール
(例）

　8：30　　　　　　始業
　8：30～12：00　　事務作業（窓口、メール確認、
　　　　　　　　　　　　　　 各種照会の回答作業）
 12：00～13：00　　昼休憩
 13：00～14：00　　設計・積算業務
 14：00～15：30　　業者打ち合わせ
 15：30～17：15　　設計・積算業務
 17：15　　　　　　退庁

仕事のやりがい

受験者へメッセージ

令和４年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験 自治体PRシート原稿

自治体名

(写真（１～２枚））

連絡先

　元々、土木事務の経験や知識がなく、０からのスタートで覚えることが多く大変ですが、地元からの要望等に対し処理
（工事）を行ったときに、感謝の声や住民さんが喜んでくれている顔を見れたとき頑張って良かったと思えます。また、
土木事務は自分が携わった仕事の成果が大小問わず目に見えるので、モチベーションの維持に繋がります。

　土木の経験の少ない職員も多く課題や事業執行に対してみんなで試行錯誤し、助け合いながら、解決・執行を行ってい
ます。　不安に感じることも多いかと思いますが、分からない事や困ったときには一緒に考え悩んで解決していきましょ
う。
　来てくれることを心待ちにしています。ぜひ、一緒に働きましょう。

先輩職員紹介

(先輩職員の顔写真または
業務の様子の写真（１～２枚））

住民の方々のよりよい暮らしの実現のために働けることがやりがいです。

自治体紹介

東吉野村は奈良県の南東部、吉野郡の北東部に位置し、約96％を山林が占め、台高山脈の北端に位置する霊峰　高見山
（１，２４９ｍ）は四季を通じて登山客で賑わい、特に冬の霧氷の美しさに定評があります。村内の河川にはダムがな
く、豊かな森林から貴重な水資源を産み美しく清らかな川は、村民の誇りとなっております。東吉野村では本村を訪れ集
い、交流を楽しむ人々を増やし、さらに、若い世代が定住・移住しやすい条件整備を行うことで、東吉野村の価値に共感
する人々を呼び込み、豊かな環境の中で、学び、働き、自分らしい生活を楽しみながら活躍する人々が増えていくよう、
本村の将来像「まちから･むらから･人が集う･木と水のふるさと」の実現を目指し取り組んでいます。

６３名（令和４年４月１日現在）

先輩職員紹介

(先輩職員の顔写真または
業務の様子の写真（１～２枚））

東吉野村は、技術職採用がおらず職員同士で助け合い、協力しながら日々の業務に取り組んでいます。
皆様の経験やスキルを発揮できる職場だと思いますのでぜひ、東吉野村で一緒に働きましょう。

http://www.vill.higashiyoshino.nara.jp/


求める人材・人物像

担当業務の
具体例

勤務時間

採用ステップ

初任給

手当

昇給

賞与

休日休暇

その他福利

研修

配属・異動・昇任

平均勤続年数

有給休暇取得日数

管理職の女性比率

原則　８：３０～１７：１５　（１２：００～１３：００　休憩）

◯第２次試験（作文試験・個別面接）　➡　　　◯最終合格発表　　　➡　　◯意向聴取　➡　◯採用決定
　　１０月下旬から１２月上旬　　　　　　１１月中旬から１２月中旬

福利・厚生（待遇）

募集概要

・まじめで常に向上心をもって仕事に取り組み、何事にもチャレンジ精神をもって粘り強く取り組む意欲があ
る人、住民目線で物事を考えられる人を求めています。

・道路、橋梁、トンネル、道路付属物の維持管理業務
・簡易的な道路、河川の測量業務
・工事費の積算業務
・工事の監督業務
・道路、河川、法定外道路等の管理業務
・土木業務に関する一般事務

平均勤続年数　１９．６年　　平均年齢　４０．３歳　　（令和３年４月１日時点）

１０．７日（令和２年実績）

１６．６６％（令和４年４月時点）

◯健康管理
定期健康診断（年１回）、ストレスチェック（年１回）、人間ドック受診に対する助成制度あり。
◯給付・貸付
病気やけが、出産、災害などに対する給付制度のほか、生活資金や住宅資金などの貸付制度も整備されています。

参考情報

◯奈良県市町村職員研修センターが実施する研修に参加
・新規採用職員研修、中堅職員研修等の階層別研修
・契約事務研修・法学研修等の専門実務研修
◯各種土木技術関係研修に参加予定

◯配属先・異動　　　 地域振興課
◯昇任　　　　 　　　技師補＜　技師　＜　課長補佐＜　課長

短大卒　１６０，１００円　　　　高校卒　　１５０，６００円

扶養手当・住居手当・通勤手当・時間外勤務手当、期末手当・勤勉手当等

年１回

年２回（６月・１２月）　基本、国家公務員に準じる

休日：　土曜日、日曜日、祝日、年末年始
休暇：　年次有給休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇、病気休暇など


