
　町には、町長部局と教育委員会部局などの下、
16の課・局が置かれています。
　町長部局には、町政や財政などの総合政策を担
当する「総務企画部」、健康や子育てなど町民生活
に関わる「住民生活部」、都市計画や農業など生活
基盤を支える「建設産業部」、そして会計課があり
ます。教育委員会部局には、学校教育と生涯学習に
係る2つの課があります。その他、議会事務局、農
業委員会事務局などで職員が業務を行っています。
　現在、町では『躍動する芳賀の町未来につなげよ
う』を将来像とする第6次芳賀町振興計画の下、ま

ちづくりを行っています。職員は、所属する部局の
役割の中で、この計画を柱に「住んで良かった」「住
んでみたい」と思ってもらえるよう、業務に当たっ
ています。

Q 人事異動はありますか。
A 人によってさまざまですが、一般職の場合、数年
に一度部局を問わず異動があります。

Q 何人の職員が働いていますか。
A 155人の正職員が働いています。規模が小さい
ため、職員同士のコミュニケーションを取りや
すく、横の連携を図りながら日々の仕事に取り
組んでいます。　

未来の芳賀町職員

町職員のしごと 町職員に聞きました

町職員のいろいろＱ＆Ａ

▲第6次芳賀町振興計画で掲げる5つの分野

①担当業務　②町職員を志した理由　③メッセージ

▲職員の年齢構成（令和3年4月1日現在）

Q 勤務時間、勤務体系はどうなっていますか。
A 基本的に、8：30～17：15（休憩1時間）の7時間
45分です。一部を除き平日勤務で、業務によ
り土日祝日の勤務もあります。

Q 休暇は取りやすいですか。
A 年次有給休暇は年間20日付与されます。年次有
給休暇の取得平均日数は11.3日でした（令和2年
度実績）。この他、夏季休暇6日などがあります。

Q 育児休業は取りやすいですか。
A 育児休業の取得率は、女性100％、男性83.3
％です。期間は短い傾向がありますが、男性職
員も取得しています。（令和2年度実績）

　町では、7月に令和5年4月1日採用の町職員募集の開始を予定しています。
　「芳賀町の力になりたい」「芳賀町が好き」
　そんなあなたの力が必要です。私たちと一緒に働きませんか。

問総務課庶務人事係☎028（677）1111

　令和4年度実施の採用試験の詳細は、町ホームページや
広報はが７月号折り込みの募集案内でお知らせします。
　たくさんのご応募お待ちしています。

職員募集情報は、町ホームページでご確認ください。▶

求む！

便利をつなげる
（都市基盤分野）

教育をつなげる
（教育文化分野）

地域をつなげる
（地域コミュニティ・自然環境・

安全安心分野）

笑顔をつなげる
（保健医療福祉分野）

話題をつなげる
（産業経済分野）
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①国民健康保険、国民年金など
②町の皆さんの温かさに支えられ、育ってき
ました。育ててくれた町に恩返しをしたい
と思い志望しました。

③たくさんの人と「つながり」を持ち、
直接、町のために働くことのでき
る仕事です。芳賀町の未来は無限
大。この町で共に働きませんか。
お待ちしています。

①町県民税、確定申告など
②恵まれた環境と豊かな自然は、町の大きな
魅力だと思っています。生まれ育ってきた
ふるさとを、さらに活気あふれる町にした
いと思い志望しました。

③日々、やりがいを感じながら業
務に取り組んでいます。一緒に
芳賀町を盛り上げましょう。

①特定保健指導、筋トレ教室など
②町の恵まれた環境で育ってきました。誰か
と会えば、挨拶をしあえる地域性に魅力を
感じており、この町の皆さんを支えたいと
思い志望しました。

③役場には頼りになる先輩がいます。
目標となる人にも出会えるかもし
れません。一緒に働きませんか。

①LRT停留場の整備、ライトライン見学会など
②自然と共生し、新しいものも積極的に取り込
もうとする町だという印象がありました。成
長していくこの町を、より素晴らしい町にし
たいと思ったことがきっかけです。

③町民のために働きたい、より良
い町にしたいと思っている皆
さん、一緒に働きましょう。

建設産業部
都市計画課LRT整備係

窪田主事

住民生活部
健康福祉課健康係
鈴木主事

住民生活部
住民課国保年金係
佐藤主事

総務企画部
税務課町民税係

近野主事
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