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岡山・倉敷に並ぶ新都心 総社 
〜全国屈指の福祉⽂化先駆都市〜 

 

       総社市 



目指す職員像 
 

   職員が一人ひとりのスキルアップを図るとともに職員同士でより連携を深めること 
により，市役所一丸となって全国屈指の福祉文化先駆都市を実現させていくため， 
目指す職員像を次のとおり定めます。 

◆ 礼儀礼節を重んじ 誠実に対応する職員 

◆ 失敗を恐れず 積極果敢に情熱を持って職務に当たる職員 

◆ 自ら考え 自ら実⾏し 自ら解決に導く職員 
 

職員は市の様々な施策を展開していくプレーヤーであり，いわば市の財産です。その資産価値を 

高めること，すなわち職員一人ひとりのスキルアップを図ること，そして職員間の連携を密にすること 

により，市役所が一丸となって第２次総社市総合計画の将来都市像である「全国屈指の福祉文 

化先駆都市」を実現させていきましょう。 

 

礼儀礼節を重んじ 誠実に対応する職員  

市政の主役である市⺠の皆様や市役所に訪れたお客様から信頼していただくため，好感の持てる礼儀・態

度・⾝だしなみを⾝に付け，誠実に対応する職員を目指しましょう。 

失敗を恐れず 積極果敢に情熱を持って職務に当たる職員  

プロの公務員として，失敗を恐れず，積極果敢に情熱を持ってチャレンジする強い意思を持つ職員を目指 

しましょう。 

自ら考え 自ら実⾏し 自ら解決に導く職員  

職務に対する知識を兼ね備えることはもちろん，高い共感性や幅広い視野，そして豊かな発想の下，強い 

意思と⾏動⼒を持って，多様化する市⺠ニーズに応えることのできる職員を目指しましょう。 



「仕事の内容は？」 税務課は市⺠の⽅の収⼊や資産に応じて市⺠税や固定資産税などを 

課税し，その税⾦を集める業務を⾏っています。私は市⺠税の課税担当をしており，事業所あ 

てに発送する通知書の作成，また電話や窓口で手続きや相談の受付をしています。 

「職場の雰囲気は？」 確定申告期間中は全員で申告相談や⼊⼒作業を⾏うため，特に 

お互いが協⼒し合っています。詳細な知識が必要ではありますが，責任感を持って日々業務に 

励むことができます。 

「やりがいを感じることは？」 複雑な内容の申告相談を受けた際に，一から丁寧に説明しな 

がら申告書を作成し，市⺠の⽅に感謝を受け 

たときは達成感とともに，仕事にやりがいを感じ 

ます。個々の事情は様々ありますので，それに 

合わせた対応が求められます。 

「未来の後輩へ一言！」  
市役所では部署によって様々な知識を求め 

られますが，周りの先輩職員の⽅が温かく指導 

してくださいます。皆さんと一緒に働けることを楽 

しみにしています。 

⼩⾒⼭ 尚久  総務部税務課／平成 27 年度採⽤ 

「仕事の内容は？」 地域応援課は，主に道路や⽔路，橋梁などの維持管理や，安全施設

の設置・管理を⾏っています。また，災害発⽣時は一番に現場へ向かい，被害の状況把握や

現場対応をします。常に最前線で現場に出向き，⼯事の発注や現場監理を⾏っています。 

「職場の雰囲気は？」 現場主義の活気に満ち溢れた職場です。日中はそれぞれが現場に出

ていることが多いですが，１つのチームとして一丸になって業務に取り組めています。若手職員の

質問や意⾒も聞き⼊れてもらえるため，発⾔しやすく，新たなことへ挑戦できる職場です。  
「やりがいを感じることは？」 市⺠の⽅々の感謝の⾔葉をいただけたとき，特にやりがいを感じ

ます。住⺠の⽅々の要望を直接聞いて効率 

の良い施⼯⽅法を考え，⾃分のスキルアップ 

も図れます。また，半永久的に残るものづくり 

を⾏えるのは，⼟⽊技術職の特権だと思い 

ます。 

「未来の後輩へ一言！」 市役所の⼟⽊ 

技術職は，様々な分野でものづくりを⾏える 

ため，とても楽しい仕事です。総社に住んで 

いる⽅々が，「思わず⾃慢したくなるまちづく 

り」を一緒にしましょう！ 

「仕事の内容は？」 私の所属する農林課⼯務係は，主にほ場・農道・林道・⽤⽔路・ため

池・⼟地改良事業等の計画・設計・⼯事を⾏っています。市⺠の⽅々と現場で直に話をして要

望に応えています。農作業の効率化を図ることや，⽔害等の⾃然災害から⼈命・財産を守れる

よう整備する必要があり，求められるニーズに応えられるように業務を⾏っています。 

「職場の雰囲気は？」 仕事に関する話はもちろんのこと，プライベートなことも気軽に話し合え

る風通しの良い職場です。メリハリを持ち効率的に業務をこなしていると思います。 

「やりがいを感じることは？」 事業の計画から設計・施⼯までの一連を担当できるのは⼟⽊

技師の醍醐味だと思います。⾃分が設計した 

ものを残すことができ非常に面白い仕事だと思 

います。市⺠の皆様からのたくさんの要望を伺う 

機会があり，感謝の⾔葉をいただくことも多く， 

やりがいがあります。 

「未来の後輩へ一言！」 市役所の仕事は 

多種多様で責任感のある仕事なので，その分 

やりがいがあります。市⺠のために何かができる 

職場で共に学び成⻑していけたらと思います。 

よりよい総社市を一緒に作っていきましょう。 

 

一般事務職 ⼾籍・住⺠票・国⺠健康保険・介護保険・福祉などの窓口業務をはじめ，政策，商⼯観光，都市計画，環境等の各施策の実施など， 
市政全般   ／  【配属先】 全般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土木技術職 ⼟⽊⼯事の設計・監督，施設の維持管理など  ／  【配属先】 産業部，建設部，環境⽔道部など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「仕事の内容は？」 ⻑寿介護課は，⾼齢者福祉，介護保険事務を⾏っています。私は，⾼

齢者福祉制度に関する事務や窓口対応を⾏っています。また，⾼齢者一⼈ひとりが住み慣れた

地域で⾃分らしい⽣活を継続できるよう，地域社会の仕組みづくりに取り組んでいます。 

「職場の雰囲気は？」 ⻑寿介護課は，一般事務職だけではなく専門職（保健師等）の職

員も多いため，⾊々な視点からの意⾒交換ができる活気のある職場です。困った時は，先輩や

上司が親身に相談にのってくださるので，働きやすい職場だと感じています。 

「やりがいを感じることは？」 事務だけでは 

なく，まちづくりに参加できることにやりがいを感 

じています。また，市⺠の⽅から「ありがとう」と 

感謝の⾔葉をいただく時はとても嬉しいです。 

「未来の後輩へ一言！」 ⼊庁前は，⺠間 

企業で働いていましたが，「⼈の⽣活を多⽅面 

から支える仕事」ができる市役所を志望し転職 

しました。総社市役所には，新しいことに挑戦 

できる環境があります。総社市のまちづくりに一 

緒に取り組める日を楽しみにしています。 

ある日のスケジュール 
8:30  始業 
9:00  メール・回覧チェック 
10:00 届出書の⼊⼒作業 
12:00 昼休み 
15:00 通知書の発送作業 
17:15 勤務終了 
 

ある日のスケジュール 
8:30  始業 
      窓口・電話対応 
9:30  会議 
12:00 昼休み 
14:00 市⺠宅を訪問 
15:30 申請書確認，資料作成 
17:15 勤務終了 

藤⽊あゆみ  保健福祉部⻑寿介護課／平成 27 年度採⽤ 

ある日のスケジュール 
8:30   始業 
9:00   ⼯事現場にて監督・協議 
10:00  道路パトロール 
12:00  昼休み 
13:00  ⼯事予定箇所で地元協議 
15:00  設計書作成・事務作業 
17:15  勤務終了 

⼩川麻衣  建設部地域応援課／平成 27 年度採⽤ 

ある日のスケジュール 
8:30  始業 
9:30  市⺠からの要望に対して

現地⽴会 
11:00 書類作成等の事務作業 
12:00 昼休み 
13:00 ⼯事現場にて監督・協議 
15:00 設計書作成 
17:15 勤務終了 

平松良康  産業部農林課／平成 26 年度採⽤ 



「仕事の内容は？」 下⽔処理場で，主に電気設備の維持管理，その他設備の運転調整を 

⾏っています。本市の電気技術職は少数精鋭で業務を⾏なっているので，他の部署からの技術 

的な相談もあります。 

「職場の雰囲気は？」 とても静かな環境で業務に集中することができています。 

「やりがいを感じることは？」  
⾃分が手がけた設備が完成したときにやりがい 

を感じます。また，設備に不具合が発⽣した 

ときに，故障原因の⾒⽴てが的中し早期に 

復旧できたときは，とても達成感があります。 

「未来の後輩へ一言！」 電気技術職は， 

熱意と実⼒があれば他の職種では成しえない 

ことが実現でき，一目置かれる存在になれる 

面白い職種ですよ。また，⺠間企業に対して 

は，発注者としての⽴場でものが⾔える職種 

でもあります。みなさんと一緒に仕事ができるの 

を楽しみにしています。 
 

「仕事の内容は？」 ２４時間交代勤務で主に火災，救急，救助等の災害現場に出動し

ます。そのために訓練や体⼒練成を日々⾏っています。その他，防火指導，救急法指導，庁

舎⾒学など一般市⺠に対しての指導や，火災予防活動，事務処理など仕事は多様です。 

「職場の雰囲気は？」 明るく元気よく活気 

のある職場です。訓練が厳しいのは当然です 

が，２４時間衣食住を共にする上司や仲間 

がおり，時には休みの日でも一緒に走ったりと 

大家族のような雰囲気です。 

「やりがいを感じることは？」 火災，救急， 

救助，同じ現場は⼆度ありません。それぞれ 

の現場に対応するため，日頃から訓練をして 

います。その中で⾃分の知らなかった事，出来 

なかった事ができるようになり毎日が成⻑の日 

々です。それが現場活動にも繋がり，助けた 

⼈から「ありがとう。」とお礼の⾔葉を⾔われた 

時は頑張って良かったなと思います。 

「未来の後輩へ一言！」 消防士になり⼈ 

命救助の最前線で働いている私たちは，様 

々な災害現場に出動します。みんなが逃げて 

いく状況に⽴ち向かっていくのが仕事です。私も 

そのかっこ良い姿に憧れて消防士になった一⼈ 

です。「消防士になりたい」という強い気持ちを 

もって，一緒に総社消防で頑張ろう。 

 

「仕事の内容は？」 調理場で⼩学校８校と中学校２校の給食を，1 日約 5,300 食作って 

います。午後は，各学校から返却された食器等の洗浄作業を⾏います。 

「職場の雰囲気は？」 明るく，活気のある職場です。先輩⽅は，私の何気ない質問にも丁 

寧に答えてくれるので，相談しやすく安心して業務に取り組むことができます。 

「やりがいを感じることは？」  
残菜の少ないときや，子供たちからの「おいし 

かったよ！」とか「いつも給食を楽しみにしてい 

ます。」というお便りをいただいたときにやりがい 

を感じます。 

「未来の後輩へ一言！」  
この仕事は，調理するときと休憩するときの 

時間が決まっているので，メリハリをもって業務 

にあたれるところがお勧めです。 

総社っ子の成⻑を支える給食を一緒に作り 

ましょう！ 

 

 

職員採⽤試験実施状況

⼈数

一般事務 7⼈ 148 21.1

合格者

⼈数 倍率

採⽤
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受験者職種
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電気技術職 電気設備等に関する設計・監督，施設管理 
／  【配属先】 総務部，環境⽔道部など 

 消防士 火災・救急救助，火災予防，危険物の許認
可など  ／ 【配属先】 消防本部，消防署 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調理員 市内⼩・中学校の給食調理業務   
／ 【配属先】調理場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ある日のスケジュール 
8:30   始業 
8:45  管理業者との引継，報告 
9:00  場内巡視 
10:00 書類作成 
11:00 現地で機器修繕⽅法協議 
12:00 昼休み 
13:00 改修⼯事の打ち合わせ 
16:00 管理業者との引継，協議 
17:15 勤務終了 
 

ある日のスケジュール 
8:30   始業 
9:00  ⾞両点検 
10:00  救助訓練 
12:15  休憩 
13:00  炊事 
13:30  救助訓練 
15:30  日常訓練 
18:15  休憩 
19:00  事務仕事 
21:00  ⾞両点検 
21:10  事務仕事 
21:40  救急出動 
24:00  仮眠 
2:00〜4:00  通信勤務 
7:00   起床 
7:10   ⾞両清掃 
7:20   事務仕事 
8:30   勤務交代 

ある日のスケジュール 
8:30  始業 
      調理作業 
      片付け 
12:00 昼休み 
13:00 洗浄作業 
15:20 次の日の準備 
16:00 勉強会，ミーティング, 

⼯程表作成 
17:15 勤務終了 

富⼭弘基  下⽔処理場／平成 6 年度採⽤ 中⼭亮太  消防署／平成 27 年度採⽤ 

⼭下裕佳  総社東学校給食共同調理場／平成 29 年度採⽤ 



総社市の機構
■市役所　：総社市中央一丁目１番１号

係名 主な業務 出先機関
市⻑・副市⻑の秘書，各部課との調整

政策調整課 市の将来計画の策定，重要施策の企画⽴案，新市まちづくり計画，地⽅創⽣，
統計調査，平和⾏政

人口増推進室 移住定住
ふるさと納税推進室 ふるさと納税の推進
市政情報課 情報化推進係 電子自治体の推進，情報セキュリティ，地域情報化

広報広聴係 『広報そうじゃ』の発⾏，ホームページ，市政モニター，報道機関との連絡調整，回
覧板チャンネル

総務課 ⾏政係 条例の制定，⽂書管理，⾏政改⾰，情報公開・個人情報保護，固定資産評
価審査委員会

人事係 職員の採⽤・労務・給与・福利厚⽣，職員研修
財政課 財政係 予算編成，財政計画，基⾦管理

財産管理係 市有財産の管理，公⽤⾞の管理，当直
契約検査課 建設工事などの入札
税務課 税政係 税証明，軽自動⾞税

市⺠税係 市⺠税・国⺠健康保険税
資産税係 固定資産税・都市計画税，地籍図
納税係 市税の収納･徴収

危機管理室 防災，⽔防，国⺠保護
コンプライアンス推進室 コンプライアンスの推進

人権・まちづくり課 国際・交流推進係 自治組織などの育成指導・⽀援，まちづくり協議会，国際交流の推進，多⽂化共
⽣，姉妹都市

人権啓発係 人権啓発事業の企画・調整，男⼥共同参画，市⺠相談 上林会館，常盤集会所
交通政策課 交通政策，防犯，交通安全，消費者保護，市営駐⾞場，駐輪場

市⺠課 ⼾籍住⺠登録係 ⼾籍，住⺠票，外国人登録，印鑑登録，パスポート，婚姻届など各種届出の受
付

⼭⼿出張所，清⾳出張所，北出張所，⻄
出張所，昭和出張所

お客様サービス係 庁内の総合案内，自衛官募集，住居表示，窓口申請の相談⽀援
健康医療課 保険年⾦係 国⺠健康保険，後期⾼齢者医療，国⺠年⾦

健康増進係 健康増進，⾼齢者の予防接種，精神保健 総社市保健センター

福祉課 福祉総務係 ⺠⽣委員・児童委員，戦没者の遺族・戦傷病者の援護，社会福祉法人，権利
擁護に関すること 総社ふれあいセンター，清⾳福祉センター

障がい福祉係 障がい者⼿帳，障がい福祉サービス，障がい者の就労・⽣活⽀援 福祉作業所
⽣活福祉係 ⽣活保護，残留邦人⽀援，⽣活困窮者⽀援

こども課 子育て⽀援係 児童⼿当，ひとり親家庭・⼩児医療費，⺟子・⽗子・寡婦の福祉，ファミリーサポー
トセンター，病児・病後児保育 家庭児童相談室

⺟子保健係 ⺟子保健，子どもの予防接種 ⼭⼿保健センター

⻑寿介護課 地域ケア推進係 ⾼齢者の⽣活⽀援，介護予防，⾼齢者虐待防止，認知症対策
清梁園，⼭⼿福祉センター，⼭⼿ふれあいセ
ンター，やすらぎの家，さんあいの家，ひだまり
の家

介護保険係 介護保険料の賦課徴収，要介護・要⽀援認定
農林課 農林係 農業振興，森林保護

地食べ係 地産地消の推進，農産物の消費拡大
工務係 ほ場・農道・林道・⽤⽔路・ため池・⼟地改良事業などの計画・設計・工事

企業誘致対策室 企業の誘致・⽴地

地域応援課 地域応援係 道路・橋りょう・河川・⽔路・交通安全施設の維持補修・設計工事，⼟⽊担当員，
工事材料品などの調達・保管

地籍管理係 道路や河川などの占⽤許可，境界確定
⼟⽊課 ⼟⽊係 市道・橋りょう・河川・下⽔路の整備計画

工務係 市道・橋りょう・河川・下⽔路の設計・工事（新設・改良）
都市計画課 都市計画係 都市計画事業の計画，公園の管理，屋外広告物，⼟地区画整理事業 砂川公園

工務係 都市計画事業，⼟地区画整理事業の設計・工事
建築住宅課 建築指導係 建築確認申請，建築相談

営繕住宅係 建築工事などの設計・指導監督，市営住宅
会計課 公⾦の収納・⽀払い
選挙管理委員会事務局 市⻑・市議会議員・農業委員などの選挙
農業委員会事務局 農地の売買・賃借・転⽤の許可
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監査事務局 出納検査，定期監査の実施
議会事務局 庶務調査係 議案などの関する調査

議事係 本会議・委員会などの議事・請願・陳情
庶務課 学校施設の管理・改修，就学援助

学校教育課 ⼩学校・中学校への入学などの⼿続き，放課後児童クラブ
⼩学校（15校），中学校（４校），総社
ふれあい教室，学校給食共同調理場（総社
東・総社⻄）

こども夢づくり課 幼稚園・保育所・認定こども園への入園（所）⼿続き，障がい児の通所⽀援 幼稚園（17園），保育所（総社・中
央），きよね認定こども園，総社はばたき園

⽣涯学習課 社会教育係 ⻘少年・成人などの社会教育

公⺠館（中央・東・⻄・昭和・⼭⼿・清
⾳），⻘少年育成センター，図書館・視聴
覚ライブラリー，⽔辺の楽校（そうじゃ・きよ
ね），きよね夢てらす

人権教育係 人権教育の推進 中原会館，⻑良⽂化センター

体育振興係 スポーツの振興，スポーツセンターなどの管理
スポーツセンター，武道館，総社北公園陸上
競技場，⼭⼿スポーツ広場，清⾳ふるさとふ
れあい広場，河川敷グラウンド（２箇所）

⽂化課 ⽂化財係 ⽂化財の保護，埋蔵⽂化財の調査研究 埋蔵⽂化財学習の館，⻤城⼭ビジター
センター

■総合文化センター　：総社市中央三丁目１番地102
教
育
部

⽂化課 ⽂化振興係 ⽂化・芸術の振興，総合⽂化センターの管理 総合⽂化センター（市⺠会館・中央公⺠館・
勤労⻘少年ホーム），総社吉備路⽂化館

■山手出張所　：総社市地頭片山17番地1
市
⺠

⽣
活
部

そうじゃ吉備路マラソン推進室 そうじゃ吉備路マラソンの運営

商工観光課 商工労政係 商工業の振興，中⼩企業の育成 働く婦人の家，サンワーク総社，労働福
祉会館

観光プロジェクト係 観光宣伝・振興 国⺠宿舎サンロード吉備路，きびじつるの
⾥，まちかど郷⼟館，吉備路もてなしの館

■清音出張所　：総社市清音軽部1135番地
上⽔道課 計画経営係 経営の基本計画，予算・決算，契約事務，労務者管理

業務係 給⽔の申し込み・中止の受付，⽔道料⾦の収納
工務係 ⽔道施設の設計・工事

下⽔道課 下⽔道係 下⽔道事業・農業集落排⽔事業の計画，分担⾦・負担⾦・使⽤料の収納，浄化
槽 総社下⽔処理場

工務係 下⽔道事業・農業集落排⽔事業の設計・工事

環境課 環境係 自然環境の保全，公害対策，墓地，省エネルギー対策，狂⽝病予防，地球温
暖化対策 斎場

美化推進係 ごみの収集，ごみの減量化，リサイクルの推進，廃棄物の処理 一般廃棄物最終処分場

■消防本部・消防署　：総社市小寺377番地
消防総務課 消防の経理・人事，財産管理，消防団との連絡調整
予防課 火災予防の査察・指導
警防課 警防係 消防地利・⽔利の調査，⾞両・危機配備計画

通信指令係 火災・救急の出動指令
消
防
署

消防署 火災の消火・救助出動，救急業務（業務係，教養訓練係，消防係，救急
係） 昭和出張所，⻄出張所
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