N ag at o c it y

今︑長門市は
変わろうとしている︒

長門湯本温泉観光まちづくり計画

Change the Future
わたしたちと一緒に、未来を変えよう

長門市職員採用案内

長門の

まち

本州の最西北端
三方を海に囲まれた
自然豊かなまち

「ひと」と「ひと」がつながり、
「ひと」が「しごと」を生む「まち」長門市

長門の
名所
１ 元乃隅稲成神社
２

２ 千畳敷

３ 青海島

●地域おこし協力隊
市内各地区に配置、地域産品や
豊かな自然を活用して定住環境
づくりや魅力の発信に取り組む
●定住支援員
空き家バンク活用事業を中心に、
移住者の組織化を推進

地 場 産 業 が 活 躍 す る、
活力あるまちづくり
●長門湯本温泉観光まちづくり
長門湯本温泉観光まち
温泉街を再生するため、豊富な
知見を持つ星野リゾートと協働
づくり
して計画を策定

仙崎地区交流拠点施設
「センザキッチン」
●「センザキッチン」の建設

仙崎地区の交流拠点として、平成
30 年４月にグランドオープン予定

生涯「健幸」で元気に
暮らせるまちづくり
●子育て支援の充実
小学校卒業までの児童を対象と
した医療費無償化を実施
●保育サービスの充実
放課後児童クラブの施設整備な
ど子育て世代が安心して働ける
環境づくりを推進

長門のまち

ささえあい、地域を担う
協働のまちづくり

スポーツ交流拡大の推進
● JAL
向津具ダブルマラソン
向津具ダブルマラソン
観光資源を活用したスポーツイ
ベントとして平成 29 年 6 月に第
１回を開催、84.39km の「ダブ
ルフルマラソン」と 42.195km
の「シングルフルマラソン」
、約
30km の「棚田ウォーク」の 3
種目を実施

長門市の基礎データ

人
口 35,263 人（平成 29 年３月 31 日現在）
世 帯 数 16,124 世帯（平成 29 年３月 31 日現在）
面
積 357.29k㎡
市政施行 平成 17 年３月 22 日（１市３町合併）
予算規模 203 億円（平成 29 年度一般会計当初予算）
職 員 数 476 人（平成 29 年４月１日現在）

４ 金子みすゞ記念館

５ 長門湯本温泉

６ 俵 山温泉

７ 香月泰男美術館
３

長門の

ひと
新しい風と柔軟な発想で
これからの長門市を
支えていこう

先輩職員からの
メッセージ

「良いかも」の
気持ちを大切に

土木職

土木職

阿川 展久

田村 晃史

都市建設課土木係
平成 24 年度採用

都市建設課土木係
平成 27 年度採用

長門市職員を志望した理由

長門市職員を志望した理由

担当業務のやりがいや魅力

担当業務のやりがいや魅力

長門市職員を目指す人へのメッセージ

長門市職員を目指す人へのメッセージ

大学卒業後、15 年間広島の民間企業に勤務（建設コンサル
タント）していましたが、地元の長門市にノウハウを生か
して貢献できないかと思い、志望しました。
主に市道や河川インフラの設計や施工、維持補修などの業
務を担当しています。完成したときの達成感は、職場の仲
間と共有でき、何物にも代えられない喜びがあります。

保守的なイメージのある市役所ですが、民間企業と同様に
経済性や社会環境などのマネジメント能力も必要です。若
く柔軟な発想で、これからの長門市を支えていきましょう。

子どもたちの成長と
「先生大好き」の声で
楽しく学ぶ毎日

いろいろな地域に住んで人と触れてきて、その中で長門市
民の人の良さを感じました。このまちで、これまでの教育
や生活してきた社会への恩返しや貢献をしたいと思います。
農地、農道、水路やため池の改修や災害復旧で、現地での
測量や設計（図面作成）と工事の施工管理を担当し、わた
したちの生活に欠かせない農業を支えています。

就職を考えている今、大事なポイントにいることでしょう。
きっかけはなんとなくでいい、「良いかも」と思ったらその
気持ちを大切にして、ぜひ長門市職員を目指してください。

お年寄りの笑顔と
人生に寄り添える喜び
事務職

保育士

髙尾 佳絵

吉岡 美奈子

健康増進課
地域包括支援センター
平成 27 年度採用

三隅保育園
平成 26 年度採用

長門市職員を志望した理由

長門市職員を志望した理由

担当業務のやりがいや魅力

担当業務のやりがいや魅力

長門市職員を目指す人へのメッセージ

長門市職員を目指す人へのメッセージ

森や海といった自然の豊かさや、出会う人の温かさ。この
環境の中で、保育者として心の豊かさを子どもにも伝えて
いきたいと思い、長門市の保育士を志望しました。
子どもたちの成長を見たとき、また「先生大好き」と言っ
てもらえるとき、保育者になってよかったと心から思いま
す。わたしも毎日学びながら、楽しく保育を行っています。

今は勉強に忙しい時だと思いますが、勉強に遊びに全力で
取り組み、たくさんの経験をしながら就職したときに生か
してほしいと思います。ともに長門市で頑張りましょう。

４

わたしは社会人採用枠で採用されました。以前は児童福祉
の仕事をしていましたが、より幅広い仕事や、長門市のさ
まざまな人に出会ってみたい思いがあって志望しました。
長門市で活躍する医療や福祉、法律の専門職と関わること
の多い仕事です。各職種のプロ意識に触れるとともに、お
年寄りの人生に寄り添い、笑顔に出会えることが魅力です。

長門市を盛り上げようと活動する多くの職員や市民の皆さん
に出会い、ふるさとの見方が変わりました。ずっと住みやす
く愛されるまちをつくるため、一緒に頑張りましょう。

ま ち

未来を一緒につくりましょう

感謝の言葉を励みに
市役所の「顔」となる

人と人との距離が近い
居心地の良さが魅力

事務職

事務職

重岡 昂

金川 楓

市民課窓口係
平成 28 年度採用

税務課徴収対策室
平成 27 年度採用

長門市職員を志望した理由

担当業務のやりがいや魅力

担当業務のやりがいや魅力

長門市職員を目指す人へのメッセージ

長門市職員を目指す人へのメッセージ

市民課は住民票の発行など窓口業務が中心で、市役所の中
でも特に市民の皆さんに接する機会が多い職場です。感謝
の言葉をいただくことも多く、それが励みになっています。

市役所では、業務以外でもクラブ活動など楽しいさまざま
なイベントがあり、職員同士の交流を図っています。みな
さんと一緒に働ける日が来るのを楽しみにしています。

多くの市民の声を聞き
元気と笑顔のあるまちに

大学も県内だったため、住み慣れた山口県で就職をしよう
と決めていました。また、家族の勧めや、地元に貢献でき
る仕事に就きたいと考えていたため、志望しました。

税務課で得た知識は、今後の生活や業務に必ず役立ちます。
何度か家族や友人の税金の相談を受けアドバイスできたと
きは、税務課に配属されて良かったと思いました。

長門市は職員数も少ないですが、少ないからこそ職員同士
の結びつきが強く、市民の皆さんとの距離も近い居心地の
良いまちですので、ぜひ応募してみてください。

資源にあふれた
安心して働ける環境

事務職

事務職

岡野 耕大

小倉 雅也

福祉課障害者支援係
平成 28 年度採用

都市建設課地籍係
平成 27 年度採用

長門市職員を志望した理由

長門市職員を志望した理由

担当業務のやりがいや魅力

担当業務のやりがいや魅力

たくさんの美味しいもの！雄大な自然！心優しい人柄！長
門市で生活する人を支えるとともに、長門市を私のできる
ことでより魅力あふれるまちにしたいと思ったからです。
毎日幅広い年代の人が来られるため、福祉課では市民の悩み
や望みなどを間近で聴くことができます。その声をもとに、
少しでも多くの市民が笑顔で生活できるよう努めています。

長門市職員を目指す人へのメッセージ

長門市の職員になって、もっと長門市が好きになりました。
今も職員全員が市のために業務に励んでいます。皆さんも
一緒に、自分のできることを長門市で生かしてみませんか。

長門のひと

長門市職員を志望した理由

「人を支えられる仕事がしたい」という思いがあり、また、
大学で地元を離れてはじめて自然の豊かな長門市の魅力に
ひかれ、多くの人に知ってほしいと思ったからです。

地元が好きなので、地元のために働き、何か地元の役に立
てれば良いなという思いで志望しました。また、土地勘も
あり安心して働けるというのも志望した理由の一つです。
地籍調査を通して、コミュニケーションの取り方や、接し
方を学ぶことができました。地権者に納得してもらえたと
きや「ご苦労様」と声をかけられたときは嬉しいです。

長門市職員を目指す人へのメッセージ

海産物・やきとり・自然・温泉・観光スポット…長門市の
魅力は挙げればキリがありません。この魅力をもっとたく
さんの方に知って、感じてもらいたいです。

５

土木の
しごと

仕事が形として残ることにやりがい
市民の皆さんの「良くなった」の声が嬉しい

土木技術職員ってどんな仕事をするの？
長門市の公共施設の新規整備や既存施設の維持管理に伴う
設計や監理が主な業務となります。

どんなときにやりがいを感じる？

これは民間企業であっても同じだと思いますが、仕事が形
として残ることが技術に携わる人間であればやりがいに感
じる部分だと思います。また、造るだけではなく既存の施
設の修繕をした場合に、市民の皆さんから「良くなった」
という言葉をかけていただいたときには喜びを感じます。

土木職

重岡 哲平

都市建設課都市整備係
平成 23 年度採用

良い経験になったと感じたものは？

すべての仕事に大小はありませんが、個人的には着手前か
ら竣工まで携わることができた『ながとスポーツ公園』の
整備が非常に印象に残っています。１つの公共施設が１か
らできていくのを身近で感じることができましたし、多種
多様な工事にも関わることができ、行政で働く人間として
も技術職員としても大変良い経験になりました。

長門市職員を目指す皆さんにメッセージ

技術職員の使命は、
「市民のライフラインを守る」ことだと
思います。長門市を愛する人がいましたら、わたしたちと
一緒に長門市を守っていきませんか。

職員有志の取組
まちこれ
長門

６

▲ながとスポーツ公園（長門市東深川）
多目的広場やジョギングコースなどを備え、防災広場とし
ての役割も持つ公園。平成 29 年 4 月 23 日に供用開始。

長門市では、業務以外でも、職員の有志が職場の垣根を越えて地域活性化に取り組んでいます。

事務職

恵美 武

福祉課保護係

チーム
NGT

事務職

西原 秀卓
水道課総務係

地域とともにまちづくりを考える

長門のおいしさを発信

平成 27 年度から、長門市では経済産業省中国経済
産業局（縁パートナー）とともに、有志で集まった職
員が「まち」にある地域資源や魅力を見つめて「コレ」
クションしながら、
「まち」づくりの「これ」からを
考える取組を行っています。
平成 28 年度は住民や企業など 100 人を目標にヒ
アリングを実施し、課題を分析して政策提言を行いま
した。職域を超えて、地域住民と一緒に長期的なまち
づくりを考える取組は大変やりがいがあります。

長州ながと和牛、長州どり、日本海でとれる新鮮な
魚。長門にはおいしい食材がたくさんあります。平成
24 年に市の自主研究グループとして誕生した「チー
ム NGT」は長門自慢の食材を使ったご当地グルメを
開発し、イベントでの販売を中心に活動しています。
つけ麺風ラーメン「ながとりめん」とオリジナルの
からあげ「ながチキ」は商品化が実現し、現在は市内
で販売中。がんばりがかたちになり、やりがいを実感
できます。わたしたちと一緒に活動してみませんか？

▲報告会で発表する恵美さん（左から２番目）

▲チーム NGT のメンバー（西原さんは前列右から２番目）

長門の

しごと

「やさしさいくる」で
まちを活性化！

長門市の重点施策
長門市は、さまざまな施策を展開し、「ひとが
輝き、やさしさがこだまするまち」の実現に
向けて取り組んでいます。

「やさしさいくる」の始動
平成 29 年度からは「さんぎょう・こよう」、
「ひ
とづくり」、「いじゅう・ていじゅう」の３つ
の施策に重点を置き、金子みすゞの詩に流れ
る「やさしさ」の精神をもって「こだま」さ
せる「サイクル」により、活性化を図ってい
く「やさしさいくる」を始動しました。

「ひと」を育む
「若者の夢が実現できる環境整備」
「ひと」と「しごと」の
ハブ構築による地域未来創造事業

若者が望む地元での就職・創業を実現
するため、産公学労金が連携し、地場
産業の魅力（情報）と人をつなぐハブ
機能を形成することで、
多種多様な「ひ
と」と「しごと」を結びつけ、生産年
齢人口の流出防止を図る。

「しごと」づくりによる
「安定した雇用創出」
仙崎地区グランドデザイン整備事業
「仙崎地区グランドデザイン基本計画」
を基に、地域に根差した交流拠点施設
（センザキッチン）を整備することに
より、更なる交流人口の拡大を図る。
平成 30 年４月にグランドオープン予
定。（写真は建設中のもの）

長門湯本温泉
観光まちづくり推進（整備）事業

国際交流事業

俵山地区散策したくなる
まちづくり推進事業

ラグビーワールドカップ 2019 や東
京五輪のキャンプ招致を行い、子ども
たちに夢と希望を与え、インバウンド
を起爆剤とする新たな観光活力の推進
につなげる。

平成 28 年 12 月に本市で開催された
日露首脳会談のレガシーとして、次世
代に引き継ぐため、本市とロシア連邦
グラスノダール地方ソチ市との交流を
進める。

長門市の採用情報は
ホームページでご確認ください

※募集要項・申込書類などもダウンロードできます

長門湯本温泉が全国トップ 10 の人気
温泉地となり、継続的な魅力づくりが
生まれる好循環を創るため、長門湯本
温泉観光まちづくり計画に基づく各種
事業の推進および各種施設を整備す
る。

国民保養温泉地である俵山温泉を核と
し、温泉地がもつ食と文化をウォーキ
ングなどを通じて体感する「ONSEN・
ガストロノミーツーリズム」事業を展
開し、俵山温泉への新たなターゲット
層の誘客を図る。

長門市 職員募集

長門のしごと

ラグビーワールドカップ 2019
長門市キャンプ招致事業

検索
７

長門市が求める職員像
①市民のために仕事をする

②専門性と高い倫理観をもつ

住民の意識向上に寄与したいという志を持
ち、市民とともにまちづくりを進める職員

専門的な知識を持ち、市民に公平・公正・
誠実に対応し尊敬される職員

③自ら考え、行動する

④マネジメント能力をつける

仕事への情熱と柔軟な思考力を持ち、常に問
題意識を持って事務・事業を改善できる職員

高いコスト意識を持ち、効率的に職務を遂
行できる経営感覚のある職員

給与・手当など
初任給（平成 29 年4 月1 日現在）

勤務時間・休暇

・大学新卒（上級事務）178,200 円
・高校新卒（初級事務）146,100 円
※採用職種、前歴の有無などにより異なります
諸手当の支給
通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、
特殊勤務手当、管理職手当、期末・勤勉手当など

・勤務時間 8 時 30 分〜 17 時 15 分
・休
日 土曜日、日曜日、祝日、
年末年始（12 月 29 日〜 1 月 3 日）
・休
暇 年次有給休暇（初年 15 日、翌年から
１年につき 20 日）
特別有給休暇（結婚休暇、産前産後
休暇、病気休暇、夏期休暇、ボランティ
ア休暇など）

過去３年間の採用状況
平成 26 年度

区 分

大学卒業
程度

短大卒業
程度
高校卒業
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合
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採用に関する問い合わせ
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平成 27 年度

長門市企画総務部総務課人事係
〒 759-4192 山口県長門市東深川 1339 番地２
TEL 0837-23-1114 E-mail jinji@city.nagato.lg.jp

