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　本市は木曽、長良、揖斐の３大河川からなる肥沃な濃尾平野を基盤とし、古から今日まで

絶え間ない発展を続けてきた。

　激動の時代の中にあって、この地は不世出の英傑織田信長公を輩出するなど、数々の繁栄

の跡をみることができる。先人の思いを具現化した建造物や祭りは、長き時を超えてなお、この

街のシンボルであり続ける。

岐阜市繁栄の足跡



「QRコードを読み取ると、専用ウェブサイトにアクセスできます。」

　地産地消・地産外商推進のため、岐阜市の特産農産物で

ある「えだまめ」「だいこん」「ほうれんそう」「いちご」「柿」

などを「ぎふベジ」としてブランド化を進めている。

　より多くの人に知ってもらうため、ＰＲキャンペーンの実施、

専用ウェブサイトの開設等により市内外に広く情報を発信し

ている。

　健康施策とまちづくり施策を一体的に進めることにより、

市民にとって「歩く」生活習慣が自然と身につく環境を整備。

　気軽に日常生活の中でできる「歩く」ことによる健康づくり

を啓発することで、健康寿命の延伸、生活習慣病の予防や、

寝たきりの予防、医療費の削減を目指す。

　市民誰もが元気に生きがいを持ちながら暮らすことができ、

心も身体も健康で幸せになれる健康都市づくりを推進し

ている。

健康なまちづくり
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（平成 30 年４月１日現在）

市民・福祉サービス

だれもが安心して暮らしやすいまちを目指し、

市民の生活をサポートしています。

産業づくり

伝統の継承と新たな産業の創出により、

活力のあるまちを目指します。

企画づくり・効率的な
行政運営
魅力あるまちづくりを立案するとともに、

健全で安心できる市政運営に取り組んでいます。

男女別



　人が仕事を通して何かを学ぶとき、その前段階には

必ず「大変」な苦労があります。時には思うように物事

が進まない焦りを経験し、またある時は思いがけない

失敗を経験し、理想と現実のギャップに悩むこともあ

るかもしれません。

　人それぞれ経験する「大変」さは違いますが、大きく

変わると書いて「大変」。そこから逃げず立ち向かった

先には、その人なりの成長が必ず待っています。

　そして職員一人一人の成長が、岐阜市の輝かしい未

来を担っていく、そんな現場を支える強い職員を岐阜

市役所は求めています。

「目の前の困難にも立ち向かい続けられる、

そんな強さのある人にきてほしい。」
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人事係長から岐阜市職員を
目指す皆様へメッセージ
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健康づくり

だれもが健やかで幸せな生活を送れるよう、

市民の「健幸」をサポートしています。

自然・安心まちづくり

自然との共存・調和をはかり、

安全・安心できるまちづくりに貢献しています。

個性的なまちづくり

魅力あるまちづくりを提供し、都市基盤を支え、

市民生活の安心をサポートしています。

市民協働・人づくり

だれもが参加してまちづくりを進めるとともに、

未来を担う人材の育成に取り組んでいます。

行政部　人事係長  高木　紀和



若手職員×先輩職員Ｑ＆Ａ
～気になる岐阜市役所事情をお答えします～

このコーナーでは、各年代の様々な役職、職場の先輩職員が自身の経験や他の職員の話を交えて、

平成 29 年に入庁した若手職員の疑問に答えます。

友好姉妹都市との交流や多文化共生を

進める国際課課長。東京オリ・パラの

ホストタウンとして、スロバキアとの

交流にも取り組む母親。

主な配属歴　昭和 59 年入庁

・平成 20 年　市長公室秘書課　係長

・平成 26 年　行政部職員育成課　課長　

・平成 27 年　現職

市民参画部　国際課　

  課長　伊藤　恵理
「誰もが自立してともに暮らすまちを

めざして」を基本理念とし、障害福祉

サービス等の充実に努める。家庭では

子どもたちの笑顔のため、妻と一緒に

家族サービス等にも努める。

配属歴　平成 21 年入庁

・平成 21 年　教育委員会事務局教育政策課

・平成 27 年　現職

福祉部　障がい福祉課

  日比野　翔太

部内総括事務及び市営墓地の管理を

担当する係長。子どもと一緒に過ご

す時間を大切にしつつ、大好きな野

球にも精を出す２児の父親。

主な配属歴　平成 10 年入庁

・平成 16 年　福祉部保育事業課

・平成 21 年　行政部人事課

・平成 26 年　現職

自然共生部　自然共生政策課

  係長　宇田　太
平成 29 年 4 月に入庁した 2 年目の若

手職員。現在は子ども支援課で、児童手

当の手続きなどに携わり、市民の方への

分かりやすく丁寧な対応に日々奮闘中。

配属歴　平成 29 年入庁

・平成 29 年　商工観光部企業誘致課

・平成 30 年　現職

子ども未来部　子ども支援課

  谷野　友香

メンバー紹介～ Profi le ～

何年かすると部署を異動しますが、

皆さんは、何年くらいで異動していますか？

Q

わりと一つの部署に長く在籍し

ていました。一番長かったのが 6

年。異動によって全く業務が違うこと

もあるので適応するのに大変ですが、

いろいろな部署を経験する中で自分の

得意分野が見つかってくると思いま

す。

伊 6 年同じ部署だったので、仕事の流れ、

知識が身に付き、重要な仕事を任される

ことも多くなりました。異動した際は、仕事

の内容やルールが異なるので、戸惑うことも

ありました。でも、新しい知識が身に付くので、

自分のためにもなり、また様々な方との出会

いがあるのも良い点です。

日

職場の雰囲気はどうですか？

働きやすい環境にするために心がけていることはありますか？

Q

少人数の課なので、みんなでフォ

ローし合ってチームとして大きな力

を発揮してくれています。英語・中国語

の外国人スタッフとともにワールドワイ

ドな職場です。個々の職員がその能力を

最大限に発揮できるよう、職場環境づく

りに努めています。

伊 私自身が余裕を持って仕事をするこ

とで、話しかけやすい雰囲気をつく

るように心がけています。

上司がいかなる時も平常心を保っていた

のを見てすごいと思ったのと同時に、と

ても仕事がやりやすかったので、自分も

そうなりたいなと思ってます。

宇

仕　事

宇

伊 日

Q



育児休暇は取得しましたか？
仕事に復帰するのは大変でしたか？

Q

出産補助休暇、産前産後補助休暇など

で２週間程休みを取りました。事前に所

属長に伝え、周囲の協力もあってスムーズに

復帰できました。現在は子どもを幼稚園や保

育園に送っていくため、始業就業時間を30

分繰り下げる遅出勤務を活用しています。

日

求める若手職員像を教えてください！Q

有給休暇

有給休暇はどれくらい取っていますか？
どんな時に使っていますか？

Q

子育て

月に１～ 2 日程度取ってます。共

働きなので妻と交代で子どもの行事

に参加したり、日にちを合わせて家族全

員で旅行に行ったりしています。

日

最後に

以前は子どもの学校行事、今は親の介護手

続きなど、家族の用事で取ることが多いで

す。たまに同期の友だちと日帰り旅行でリフレッ

シュしています。

伊

男性係員が 2 か月間、毎日1 時間

の産前産後補助休暇を取得してい

ました。『1 時間早く帰る』という目的

意識で集中して効率よく業務を行ってい

ました。周りの職員も早く帰れるように

フォローしていました。

宇

・妊産婦の健診休暇

・妊娠中の通勤緩和休暇

・妊娠中の休憩休暇

・産前産後補助休暇

・育児休業

・育児のための部分休業

・育児短時間勤務

・育児時間休暇

・子の看護のための休暇

・早出遅出勤務

机上の仕事にとどまらない「想像力」と

自分で仕事を創り出す「創造力」をもちあわせた職員
伊

仕事の優先順位を判断できる職員日

どんな仕事にも素早く対応できるフットワークの良い職員宇

若い頃はバレーボール部、

英語、中国語サークルに参

加していました。共通の趣味を

持った人との横のつながりがで

き、 幅広い年代の知り合いが多く

なり、何かと助けてもらえます。 

伊 野球部に所属しています。

週２回（水・土）の練習と試合を行っ

ています。平成 29 年度は、全国の自治

体が集まった全国大会（東京）に出場し

ました。８年ぶりの出場で初めての人も

いて、涙を流して喜んでいましたよ。

宇

市役所にも部活があると聞きますが、
どのようなものがありますか？

Q
野球部、水泳部、サッカーサークル、

英会話研究会など多くの部活動等が

あり、職員が活発に活動しています。

部活動・サークル活動について
部活動

子育てを支える制度紹介

など
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行政部　新庁舎開庁準備課


