東京都北区

ともにつなげる、
このまちの「きずな」

北区花 火会

浮間公園
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北区の民間団体が中心となり、毎年秋
に開催される花火 協働事 業です。 2019
年はライトアップされた赤 水 門 越しに、
8,888 発が打ち上げられ、秋の夜空を彩
りました。

浮間舟渡
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北赤羽

赤羽岩淵
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十条銀座商店街
JR 埼京線十条駅の西側には十条銀座
商店街が連なります。加盟店 200 店を誇
る、区内最大規模の活気に溢れた商店
街です。

で見る北区
北区では、学校施設の老朽化対策と
「教育先進都市：北区」に相応しい教
北区は JR の駅数が 23 区で最も多い
11 駅！そのほか、東京メトロの駅が 5 駅、
都電荒川線の停留所が 6 か所と区内ほ
ぼ全域で徒歩 10 分圏内に駅・停留所
があるという生活に便利な街です。
（北区調べ 平成 31 年 4 月 1 日現在）
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北区は「子育てするなら北区が一番」
をスローガンに、子育てしながら働く世代
の支援を強化するため認可保育所等の
定員拡大を積極的に行っており、認可保
育所の整備率は 23 区中 1 位です。
（北区調べ 平成 30 年 4 月 1 日現在）

育環境の整備を図るため、計画的に学
校の改築に取り組んでいます。現在事業
中の改築校は 4 校、これまでに 11 校の
改築が完了しています。
（北区調べ 令和元年 10 月 1 日現在）

板橋

東十条
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赤 羽 馬 鹿まつ
り
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1956 年にエイ
プリルフールに
ちなんで
開 催されたこと
が始まりのお祭
り
で
す。 音
楽ライブ、戦隊
ヒーローショー
、フリーマー
ケット、パレード
などが催され、
2 日間でお
よそ 20 万 人 以
上もの人々が
訪れる程の
盛り上がりを見
せます。

赤羽岩淵
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志茂

狐の行列
王子に古くから伝わる伝承をもとに、大晦日の
除夜の鐘とともに裃や着物姿の人たちが、お面
やメークで狐に扮し、装束稲荷神社から王子稲
荷神社までの約 1km を練り歩きます。この「王
子狐の行列」を一目みるため、国内だけでなく、
海外からも多くの観光客が押し寄せます。

王子神谷

十条

東十条
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4
王子

6
尾久

西ケ原
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旧古河庭園

上中里

板橋

田端
駒込

古河財閥の三代目・虎之助が大正 6 年に邸
宅として整えた洋館、西洋庭園、日本庭園から
なる庭園です。英国ルネサンス風の洋館と洋風
庭園は鹿鳴館の設計を手がけたイギリス人ジョサ
イア・コンドルの設計によるもので、大正初期
の庭園の原型をとどめる貴重な存在であり、日
本庭園との美しい調和を生み出しています。

北区データ
人口 ▶ 354,049 人

面積▶

20.61㎢

（令和 2 年 9 月 1 日現在）

（平成30年度 北区民意識・意向調査）

北区の紋章
「北」の字を図案化して、円形に翼形
を付し、力強くダイナミックで躍動す
るわが区の将来を表徴しています。
都心部へのアクセスの良さ、大型スーパー
や商店街の多さ、教育環境の充実などが評価

北区の花

北区の樹木

つつじ

桜

され、本当に住みやすい街大賞 2019 で赤羽
が 1 位になりました。
（アルヒ株式会社調べ）
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地域振興部

政策経営部

産業振興課
宮川

経営支援係

広報課

明香さん（事務）

丸山

平成 28 年度採用

尚志さん（事務）

平成 26 年度採用

中小企業向けの経営相談や事業運営に必要な融資あっせん業務、起業家向

北区に関する情報を報道機関や区民などへ発信しています。例えば、北区の伝統行事

けのセミナーの開催等を行っております。現在は、創業に関する基本情報や北区

やイベント、桜やアジサイの開花状況などを一眼レフを使って撮影し、自分で文章を作成し

での創業に役立つ関連情報を分かりやすくまとめた冊子を作成しております。 区

わかりやすく伝えています。北区が年間を通してどのようなことを行っているのか、またイベン

内の頑張る中小企業や起業家を応援できる職場です。

ト参加者から生の声を聞くことができたりと、北区を深く知ることができる仕事です。

仕事の中でやりがいを感じること

北区の志望動機

自分が担当した業務が形として残ることに、とてもやりがいを感じます。仕事上

理系大学出身で、研究することよりも人と接する仕事がしたいと思い公務員を目指しまし

チラシや冊子を作成することが多いですが、時間をかけた分、完成した時は大き

た。北区は 23 区の中でも、下町の雰囲気が強く、住んでいる埼玉と雰囲気が似ている

な達成感を得られます。

という理由で志望しました。住んでいる町の人たち、職員ともに気さくな方が多く、職場で

北区のおすすめスポット

はもちろん、お店でご飯を食べるときにも楽しく過ごすことができる区です。

北とぴあの 17 階にある展望台です。飛鳥山公園から東京スカイツリー、さい
たま新都心、秩父連山などが見え、駅側には新幹線、晴れた日には富士山も見
えます。夜景も綺麗でおすすめです。

入区前のイメージとのギャップ
区役所の仕事は、窓口業務という一般的なイメージでしたが、広報課のように一眼レフ
を使った仕事や、スポーツイベントを企画する仕事、商店街の人と関わる仕事など、いろん

受験 生へメッセージ

な種類の仕事に挑戦できる面白さを知りました。

受験 生へメッセージ

公務員試験は長い道のりで苦しい時

私は公務員試験の勉強時間が、人生で一番長

期もありますが、努力した分必ず良い

いです。たくさん勉強をしても模擬試験で点数がと

結果が返ってきます。初心を忘れずに、

れなかったこともあり、勉強をやめようかなと思う時

自分が納得するところまで最後まで諦め

期もありましたが、家族や友人の支えがあり、最

ずに頑張ってほしいと思います。みなさ

後までやりきることができました。「しんどくなってか

まと一緒に北区で働けることを楽しみに

らどれだけ努力するかが成功への分かれ道」友人

しております。

からもらった言葉を受験生の皆様へ送ります。

子ども未来部

子ども未来部

子ども家庭支援センター

豊島東保育園

森田

安部

康洋さん（福祉）

令和元年度採用
子ども家庭支援センターでは、0~18 歳の子育てに関する相談に乗っています。
年齢に応じた様々な、子育ての悩みについて、一緒に考え、子育てする方たち

保育課

晴香さん（保育士）

平成 29 年度採用
3 歳児クラスの担任として、毎日子どもたちと一緒に楽しく過ごしています。私
は、日々の生活の中で子どもたちの成長を身近に感じることができる保育士の仕

の応援をしています。また、各関係機関との調整をし、子どもたちの安心で安全

事がとても好きです。子どもたちが安心してのびのびと過ごし成長することができる

を守ることを目指しています。

よう「今、子どもたちの最善の利益のために自分にできることは何か ?」を考えな

北区の志望動機

がら保護者と連携して保育を進めています。

児童福祉に関する分野を専攻し、入所施設等で経験をしてきました。 北区は
私自身も身近にあった場所であり、何か貢献する事は出来ないかと考え、
「子育て

北区の志望動機
北区には出産前から就学後まで長期に渡って子育て支援があること、また駅の

するなら北区」を掲げる北区を志望しました。

近くに親子で遊べる公園が多くあること等、子育て環境が整っています。そのような

仕事の中でやりがいを感じること

環境の中で保育士として地域の子育て家庭を支えたいと思い、北区を志望しました。

子どもや、相談される方に寄り添い、一緒に考えていくことや、自分が関わった
事で、頑張ろうとする姿、変化していく瞬間を一緒に感じる事が出来ることです。

仕事の中でやりがいを感じること
保育士は子どもの大切な命を預かる責任ある仕事です。子どもたちがたくさんの
可愛い笑顔を見せてくれた時、保護者の方と小さなことでも子どもの成長を共有す

職場の雰囲気
職場の雰囲気は非常に明るく、優しい雰囲気にあふれる職場です。分からな
い事も、質問しやすく、自分の意見もしっかりと聞いて一緒に考えてくれます。ずっ
と前から居たような気持ちにさせてくれるすごく、素敵な職場です。

ることができた時は特にやりがいを感じます。
受験 生へメッセージ

私は、受験期を同じ目標を持つ仲間
受験 生へメッセージ

準備してきた力が発揮できるように頑
張ってください。
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に支えられながら乗り越えることができま
した。 心が折れそうになることもあると
思いますが、仲間と切磋琢磨しながら
夢に向かって頑張ってください !

北区では若手で活躍している先輩がたくさんいます。
様々な職種のみなさんから現在の仕事内容をはじめ、色々な質問をしてみました。

教育振興部

区民部

学校改築施設管理課

戸籍住民課

芝田

関根

恵美さん（事務）

平成 28 年度採用
学校の改築事業に関わる仕事をしています。具体的には、地域や保護者の方々

王子区民事務所

周慶さん（事務）

平成 28 年度採用
区民事務所では、主に引っ越しに伴う住民登録や住民票の発行を行なってい

にも協力してもらい、新校舎のコンセプト・教室配置・デザインなどを決めております。

ます。その他に、他部署が管轄する業務（国民健康保険、年金、税証明、犬

最近では北区初の施設一体型小中一貫校の改築事業に関わっており、工事担

の登録など）について、一部業務を取り扱っています。

当部署、設計事務所と協力しながら設計案をまとめています。各学校の特色を活

このように幅広い業務を担当している部署のため、覚えることが多く、当初は

かし、子供たちに喜んでもらえるような学校づくりを心がけています。

非常に苦労しました。しかし、その分得られる知識も多く、やりがいや充実感にあ

仕事の中でやりがいを感じること

ふれた職場だと感じています。

自分の意見や想いが設計に反映された時にやりがいを感じます。新しく生まれ
変わった学校を見た子供たちが喜ぶ姿を想像し、わくわくしながら日々仕事に取り

北区の志望動機
大学生活の部活動等を通して、多くの人に支えられた経験から、自分自身も誰

組んでいます。

かのために働きたいという考えが強くありました。そのため、老若男女問わず多くの

職場の雰囲気

人のために働くことができる公務員を目指し、自らの出身である北区を志望しました。

優しい上司や先輩方のおかげでとても明るい職場です。建築関係の専門的な
知識が必要となる場面が多く戸惑うこともありますが、必ず周りの方が助けてくれ
るので、とても心強いです。

受験 生へメッセージ

終業後や休日の過ごし方
区の野球部に所属し、活動を行っています。
体を動かすことで日々のストレス発散になるだけでなく、他部署や他市区町村の
職員とも交流ができ、仕事にもつながる場となっています。

これから皆さんが就職する場所は今後の人生の大

受験 生へメッセージ

半を過ごすことになる重要な場所です。毎日自分らし
く、いきいきと仕事ができるように、本当に自分がや

試験勉強で悩むこともあると思います

りたいことや、興味があることをイメージしてみてくださ

が、入区後に自分がやりたいことを想

い。皆さんのやる気を全身で受け止め、優しく指導

像できると勉強の励みになるはずです。

してくださる先輩方が北区にはたくさんいます。一緒

皆様と一緒に働くことを楽しみにしてい

に北区を盛り上げていきましょう。

ます。

総務部

土木部

営繕課（技術管理・保全推進担当）

土木政策課企画調整係

齋藤

山本

紗貴子さん（建築技術）

平成 30 年度採用

晃大さん（土木技術）

令和元年度採用

区有施設の維持保全を進めている係に所属しています。私の担当は標準仕様

コミュニティバスや自転車通行帯など区内の公共交通に関する計画を作ったり、土木部

書、特記仕様書の管理と改正、区有施設の図面の管理、データベースへ施設

内の仕事を行う上でのルールを作ったりしています。計画やルールは個人で作ることは難し

の情報を登録しています。また、区有施設の点検を行い、施設の劣化状況の確

いため、多くの方に協力してもらう必要があります。他の係や、庁外の方とより良いものを

認もしています。区有施設全体の情報を取り扱う係なので、広い分野で知識が

つくるために話し合い、協力しながら仕事を進めていくため、とてもやりがいがあります。

必要だと感じています。先輩方のように建築分野だけでなく設備関係の知識も身

北区の志望動機

につけられるよう業務に取り組んでいます。

北区役所の人は、優しく、人柄がいい方が多いと感じたからです。入区前に北区に訪

北区の志望動機

れた時に、窓口の方が丁寧でとても親身になって対応してくれたことがきっかけとなり、北

まちづくりに興味があり建築の分野に進みました。地域を部分的に開発するのでは
なく、区の将来を見据えてまちづくりに関わることのできる公務員の建築職に魅力を
感じ志望しました。緑の多い北区でまちづくりに貢献したいと思い北区を志望しました。

入区前のイメージとのギャップ
入区前は公務員は個々でデスクワークがメインだと考えていました。実際に入区
してみると課内だけでなく、様々な部署の方や施設の方と打ち合わせをし協力して
仕事を進める機会がたくさんありました。

受験 生へメッセージ

業務では難しいことも多いですが、尊
敬できる方がたくさんいる中で建築職とし
て経験を積むことができ北区に入区して
よかったと感じています。就職活動は大
変なこともあると思いますが、やりたいこ
とを実現できるよう頑張ってください。

区の方と一緒に働きたいと思うようになり、志望しました。

区の職員として大事だと思うこと
相手の立場にたって物事を考えることだと思います。仕事を機械的にこなすのではなく、
相手の気持ちを常に考えた対応を行い、お互いが気持ちよく仕事ができる関係を築いてい
くことが大切だと思います。

北区のおすすめスポット
JR 浮間舟渡駅の近くにある浮間公園です。春は桜が多く咲き、夏はお祭りなどでとても
賑わいます。特に公園の中央付近にある風車は見ていてとても穏やかな気持ちになれます。
受験 生へメッセージ

北区は優しい職員が多いのでとても
働きやすいです。 是非、北区を目指し
てみてください。
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研修制度
北区では職員の成長をサポートする多彩な研修を用意しています。新任職員には接遇マナーや文書研修な
どの研修を実施し、スムーズに仕事に取り組めるようサポートしています。このような職層ごとの研修をはじめ、
自身のニーズに合わせて選べる希望制の研修など、職員が自発的に学び続けられるような体制を整えています。
接遇マナー

コミュニケーション力向上

実務研修

挨拶や窓口対応、電話対
応など、接遇の基本を、実践
形式で一から学びます。

２年目では、職場でのコミュ
ニケーションに焦点をあて、受
講生同士で情報交換しながら、
職場での信頼関係の築き方を
学びます。

予算編成のしくみ、区のお
金の支出方法や旅費請求のし
かたなど、仕事をしていくうえで
必要になる知識を身につけるこ
とができます。

休暇制度

仕事と家庭生活の両立を支援する制度が充実しています。その中でも取得率の高い制度の一部を紹介します。
女性職員だけでなく男性職員でも、育児休業や部分休業など、子育てのための休暇を取得する人が増えて
きています。

妊婦通勤時間

妊娠出産休暇

育児休業

出産の前後の女性職員のための
休暇（有給）
妊娠中及び出産後１６週間以内

３歳に満たない子を養育するため
の休業制度
（無給・一部手当あり）
子が３歳になる誕生日の前日まで

部分休業

子の看護のための休暇

育児時間

小学校就学前の子どもを養育
するための休業（無給）
1 日２時間以内

小学校 6 年生までの子どもを
看護するための休暇（有給）
年５日

出産支援休暇

育児参加休暇

妊娠症状対応休暇

男性職員が配偶者の出産に
当たり子の養育などを行うため
の休暇
２日（有給）

男性職員が配偶者の産前産
後の期間に、育児に参加する
ための休暇
５日（有給）

妊娠に起因する症状のために勤
務が困難な場合の休暇（有給）
７日以内

妊娠中の職員が交通混雑
を避けるための休暇（有給）
1 日 60 分以内

１歳３か月までの子を育てる
ための休暇（有給）
両親併せて１日 90 分以内

このほかにも母子保健健診休暇、介護休暇、介護時間など、多くの休暇制度があります。
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勤務条件

人事異動

初任給
職種や採用区分等によって異なります。
また職務経験

配属先
人事異動は、所属長が職員と異動に関するヒアリング

などがある場合は、一定の基準に基づき初任給に加算・

を実施し、職員の希望や職場の状況に応じて配置を

調整されます。昇給は原則として年 1 回行われます。

行っています。 新規採用職員については、適性等を

勤務時間
勤務時間は原則として月曜から金曜日までの午前 8

判断し、様々な部署に配置されます。配属先は入区式

時 30 分から午後 5 時 15 分までです。

ジョブローテーション
事務系職員は採用おおむね 10 年間で「窓口部門」

⎝ 配属先によって異なります。）
休暇
1 年間に 20 日の有給休暇（4 月 1 日採用の場合）
、
夏季休暇（年 5 日）
、慶弔休暇等があります。

の際の辞令交付によってわかります。

｢事業部門」「管理部門」の 3 部門を経験するジョブ
ローテーションを取り入れており、職員の能力向上や
自己の適正発見を支援しています。

新庁舎の建設に向けて

福利厚生
互助会等
東京都職員共済組合、特別区職員

新庁舎の建設に向け、建設予定地が決定

職員住宅
区内に単身用防災職員住宅（民間

し、着々と計画が進んでいます。 職員が意見
を出し合う研究会も開催されています。

互助組合に加えて、北区職員で構成さ

賃貸住宅借上型、
月額４万円程度、バス・

れる北区職員互助会があります。互助

トイレ別）があります。入居する職員は、

会では、各種お祝い金や助成金、旅

防災課が定める災害時及び平常時に

行費用補助や映画券補助を提供してい

おける防災関連業務に従事することに

ます。

なります。

クラブ活動
約 30の文化系・体育系のクラブが

を
イデア
員もア
職
若手
！
います
出して

活動しています。 体育系クラブは特別
区の大会等を目標に、文化系クラブは文
化祭等での成果の発表に向けて日々活
動しています。また、
クラブ活動を通じて、
職場を超えた職員相互の交流を楽しむ
ことができます。
北区テニス部

あなたのアイデアが実現する！ 若手プロジェクトチーム！
北区には若手職員が活躍するプロジェクトチームがあります。組織の枠をを超えた活動をとおして、日々の業務だけでは
得ることができない知識や体験を身に付けることができます。

イメージ戦略推進

O-KISS

区の個性や魅力を発掘・創造し、効果的に発信していくことを目的として、「北区
イメージ戦略ビジョン（KISS）
」を策定しています。その中の事業の１つとして、入区
５年目までの若手職員が集まるプロジェクトチーム「O-KISS」があります。包括協定
を結んでいる大学の学生とも連携し、情報誌の発行や WEB 写真集の制作など、様々
な取り組みを実施しています。

東京都北区政策課題研究会
若手職員の自由な発想をもって、北区の課題や今後のあり方を調査・研究する組織
「東京都北区政策課題研究会

」があります。 研究テーマに沿ったアドバイ

ザーの方を外部から招き、入区 4 年目からの若手職員が多彩な感性を融合しながら、
北区独自の施策の検討を行っています。
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区民とともに

北区が求める職員像
区民から信頼される職員

区民一人ひとりがゆとりと豊かさ、そして、

１．プロ意識

地域への愛着を持つことができる「人が輝
く、まちが輝く、未来が輝く」魅力あふれ

行政のプロとして高い職業意識を持って取り組む。
２．協働

る北区をめざして、区は「区民とともに」
の基本姿勢のもと、
最重要課題である「地

“ 区⺠とともに ” 区政を推進していく。
３．挑戦

域のきずなづくり」「子育てファミリー層・

困難な状況においても果敢に行政課題に挑んでいく。

若年層の定住化」に取り組んでいます。
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