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町長メッセージ

「翔」～令和４年 今年の一文字～

わがまち海田町は、古くは宿場町として、戦後も交通の要衝とし
て栄えてまいりました。様々な商工業施設と瀬野川や日浦山などの
豊かな自然が共存した温もりと活気のあふれるまちです。
本町では、職員の気持ちを一つにして業務に取り組むため、その
年のテーマを一文字で掲げています。令和４年度は、コロナ禍を乗
り越え、未来に向かって大きく高く羽ばたく年とするために「空高
く飛ぶ」という意味がある『翔』を今年の一文字としました。この
『翔』の一字のもと、『DX（デジタル・トランスフォーメーショ
ン）化』・『SDGsの推進』・『新型コロナウイルス感染症との共

存』をキーワードとして、何事にもチャレンジする姿勢をもって業
務に励み、職員一丸となり、暮らしやすさが実感できるまちづくり
に邁進してまいります。
まちづくりには、情熱をもって仕事に取り組む職員の力が必要不
可欠です。私たちと一緒に、改革によるリスクを恐れず、粘り強く
町民のためのまちづくりに取り組むことができる皆さんの応募をお
待ちしています。

海田町長 西田 祐三
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●鉄道から見ると～JR広島駅から3駅のアクセスの良さ～
町内にJR山陽本線とJR呉線の結節点となるJR海田市駅があり、JR広島駅に3駅で到着するため、

都市部へのアクセスの良さがあります。

●川、海、山など多彩な地形を有するコンパクトなまち
海田町の面積は13.79k㎡であり、県内23市町のうち２番目に小さな自治体ですが、川、海、山

地、丘陵地、平地と多彩な地形条件を有するまちです。
北から洞所山、城山、金ケ燈籠山と連なる標高500～600ｍ前後の山系が位置し、そこから北西

方向に比較的なだらかな尾根や丘陵地、山嶺が広がっています。
一方、北西側の広島市との境界付近には、日浦山を中心とした山地が位置し、標高は低いなが

らも、山嶺部等には急傾斜地が数多く存在しています。
この２つの山地・山系に挟まれる形で、瀬野川が流れ、その流域に平坦地が帯状に広がってい

ます。また、支流の唐谷川、三迫川沿いにも平坦地や緩傾斜地が形成されています。
こうした平坦地を中心に市街地が形成され、規模的にも地域空間的にもコンパクトなまちと

なっています。

●広島湾岸の東部
海田町は広島県の南西部、広島湾岸の東部に位置し、政令指定都市広島市（安芸区）と隣接し

ています。
●沿岸部と内陸方面の交通の結節点
鉄道は、東西方向をJR山陽本線が南北方向をJR呉線が走り、それぞれ広島市方面と東広島市方

面、呉市方面とをつないでいます。主要な道路網としては、国道2号が東西方向に、国道31号が南
北方向を走り、両者が交差して広島市の中心部方面などに向かいます。
広域的な立地や交通条件をみると、広島市、呉市、東広島市の間に位置しこれら３都市をつな

ぐ交通の結節点となっており、東広島バイパス・広島南道路が開通すると、交通利便性がさらに
高まるとともに、市街地内、特に国道2号の通過交通が軽減すると予測されます。

□ マツダスタジアム JR海田市駅～鉄道（10分）～ JR広島駅～徒歩（11分）～マツダスタジアム

□ 平和記念公園 JR海田市駅～鉄道（10分）～JR広島駅～市内電車（15分）～

原爆ドーム前駅～徒歩（10分）～平和記念資料館

□ 宮島（厳島） JR海田市駅～鉄道（38分）～JR宮島口駅～徒歩（5分）～船（10分）～宮島桟橋

□ 東京（新幹線） JR海田市駅～鉄道（10分）～JR広島駅～新幹線（3時間53分）～JR東京駅

１ 海田町の概要
ひと・まち・みらいをつなぐ 暮らしやすさが実感できるまち かいた
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２ 海田町のシンボル施設

かいた版ネウボラの拠点施設として位置づけ、妊娠か
ら出産・子育てまでを切れ目なく支援するため、各種教
室や相談事業などを展開し、母子保健・子育て支援機能
の充実を図っています。また、町民の生活文化の向上及
びコミュニティ活動の促進を図るとともに、子どもたち
の交流の場としての事業を展開しています。

ひまわりプラザ

ひまわり大橋

JR海田市駅南に位置する瀬野川に架かる歩行者等の橋。
みんなに愛され、親しまれる海田町のシンボルとして、
人々が豊かにふれあう魅力ある空間づくりを目指してい
ます。人々の交流のかけ橋となり、安らぎと潤いを与え
るこの橋は、名前も公募し町民みんなで考えてつくられ
ました。町花ひまわり同様、夢と希望を秘めて発展する
海田町を象徴する橋です。

織田幹雄スクエア

織田幹雄スクエアは、海田町の社会教育の拠点で
ある「海田公民館」と海田町出身で日本人初のオリ
ンピック金メダリスト織田幹雄を顕彰する施設「織
田幹雄記念館」の複合施設です。
隣接する広島県指定重要文化財・名勝の旧千葉家

住宅と一体性を持たせることで、本町の学びと歴史
文化の拠点施設となります。

旧千葉家住宅

広島藩では、幕府の書状や荷物を扱うことを「天下送り」、藩のものを扱うことを「宿送
り」と呼び、海田市では代々神保屋（千葉家）がこれにあたってきました。千葉家には、これ
らの職務にまつわる数々の資料が伝わっています。その他にも、御茶屋や脇本陣のかわりに、
大名や役人が休泊することもあったようで、屋敷のつくりや庭のたたずまいに当時の様子がう
かがえます。一般公開も行っています。
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●海田町の人口・世帯の状況
海田町の人口は平成２年の30,774人をピークに減少傾向が続いていましたが、平成26

（2014）年頃からは、土地利用の活性化も進み、増加傾向に転じ、直近の国勢調査である令和
２（2020）年には、総人口29,636人となっています。

３ 海田町の人口

●海田町の年齢別３階層の状況
年齢３区分別にみると、令和４（2022）年には、年少人口（0～14歳）は14.9％、生産年齢

人口（15～64歳）は61.3％、老年人口（65歳以上）は23.8％となっています。
これを広島県全体と比べると、海田町は年少人口比率と生産年齢人口比率が高く、老年人口

比率が低くなっており、老齢人口比率については近年は横ばい傾向となっています。また、高
齢化率は県内市町で、最も低くなっています。
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海田町は、市街化が進む中にも、豊かな自然が息づいている町です。
それでいて県の中心地である広島市にも近く、交通結節点として周辺
の地域に足を運ぶにも便利です。都市部と自然のちょうどよいバラン
スの中で生活の利便性と心身の健康を両立した、豊かで快適な暮らし
を実現することができます。

４ 快適な暮らしを実現するまち

５ 海田町の子育て対策

保育所７カ所、認定こども園２園、幼稚園３園、
小学校４校、中学校３校、高等学校２校の他、ひ
まわりプラザ等を拠点としたかいた版ネウボラの
実施により、妊娠期から子育て期にわたる切れ目
のない支援を行っています。

妊娠から出産・子育てまでを応援！
海田町では、安心して楽しみながら子育てができる
よう、ひまわりプラザを拠点とした「かいた版ネウ
ボラ」を設置しています。

妊娠から出産、子育てまでを切れ目なく支援する仕組みです。
フィンランド語で「アドバイスする場所」を意味します。
ネウボラ相談員（保健師や保育士）が常駐し、妊娠中からお母
さんの心配ごとなどの相談に応じます。
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海田町四季彩マップとは、海田町職員と町民で一体となって作り上げた海田町の紹介地図です。
決して大きな町ではありませんが、町の中にある様々な場所を一覧できるようになっています。

●海田町の名誉町民

６ 名誉町民・シンボル・マップ

●海田町のシンボル

●海田町四季彩（しきさい）マップ

第９回オリンピック競技大会（１
９２８／アムステルダム）の三段
跳びで１５メートル２１センチを
跳び、日本人初の金メダルを獲得。
戦後国際スポーツジャーナリスト
として日本陸上競技界の発展と青
少年の健全育成に尽力するととも
に、第１８回オリンピック競技大
会（１９６４／東京）では、陸上
チーム監督、また国際陸上競技大
会では、副会長兼コーチなどを務
め、国際親善に大きく貢献。

日本の平和と安全のための基礎
づくりに貢献するとともに、本町
の旧軍用地（進駐軍接収用地）の
日本政府への返還を実現させ、そ
の地に企業を誘致することにより、
今日の海田町繁栄の基礎をつくる。
また、海田西小学校の建設に際

しての自衛隊幹部宿舎の移転、本
町治水の要である尾崎川排水施設
新設事業などに取り組み郷土づく
りの先駆者として大きく貢献。

海田町の町章は、KAITAのKを図案化したものです。希望と繁栄を上部へ伸ばし、
円で町民の調和（住みよい）を象徴しています。

夏の日ざしの中で、太陽に向かって伸びるヒマワリの姿は、どんな困難にも負
けず、明るく、健康でたくましいものです。ヒマワリは夢と希望を秘めて発展
する海田町を象徴する花です。

大地にしっかりと根をおろし、大きな枝を広げたクスノキの姿は、雄々しく、
どんな苦労も受け止める風格があります。クスノキは、町民に安らぎを与え、
海田町を象徴する木です。
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工事の進捗などを
海田町公式ホームページで
「海田町新庁舎かわら版」
として紹介しています。

現在の海田町役場です。
令和５年４月採用の職員は、半年程度ここ
で勤務した後、新庁舎で勤務することにな
ります。

７ 役場新庁舎
●令和５年９月開庁に向け、役場新庁舎を建設中です

庁舎内の所属に配置された職員は、ここで勤務することになります。※

※ 公民館、図書館等の出先機関に配置された場合は、出先機関での勤務になります。
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部署名 課の役割

企
画
部

企画課 企画係・
広報統計係

・総合計画、総合戦略等に関すること
・広報に関すること
・各種統計調査に関すること

新庁舎整備室 ・新庁舎整備及び移転関連事務の総括に関する
こと

魅力づくり
推進課

・町の魅力づくりに関すること
・自治会に関すること
・商工観光振興に関すること

住民活動セン
ター

・住民活動に関すること

財政課 財政係・
管財係

・財政計画及び資金計画に関すること
・入札契約に関すること

総
務
部

総務課 庶務係・
職員係

・庁舎管理に関すること
・情報公開及び個人情報に関すること
・情報政策の企画及び調整に関すること
・人事、給与に関すること

税務課 町民税係・
固定資産税係

・個人町・県民税、法人町民税、固定資産税、
軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税など
の賦課に関すること

収税対策室 ・町税の徴収及び収入整理に関すること

デジタル推進課 ・情報政策の企画及び調整に関すること

防災課 危機管理係・
安全対策係

・消防、防災、水防に関すること
・消防団に関すること

町民生活課 町民生活係・
環境衛生係

・防犯、交通安全に関すること
・畜犬登録に関すること

環境センター ・ごみ等の収集、運搬業務に関すること

福
祉
保
健
部

住民課 戸籍住民係 ・社会保障・税番号（マイナンバー）制度に関
すること
・戸籍に関すること
・住民基本台帳に関すること
・印鑑登録及び証明に関すること
・パスポートに関すること

国保年金係 ・国民健康保険の資格等に関すること
・国民年金に関すること

社会福祉課 社会福祉係 ・民生委員、児童委員に関すること
・人権・男女共同参画に関すること

障がい福祉係 ・障がい者の福祉に関すること

海田町福祉事務所 ・生活保護、生活困窮者に関すること

こども課 元気子育て係・
こども福祉係

・保育所及び児童クラブに関すること
・乳幼児等医療制度・ひとり親家族等医療制度
に関すること
・児童手当、児童扶養手当に関すること

ひまわりプラザ ・児童館及び子育て支援センターに関すること

海田児童館

海田東児童館・
町民センター

長寿保険
課

長寿係 ・後期高齢者医療制度に関すること
・福祉センター、老人集会所、シルバー
プラザに関すること
・高齢者福祉に関すること

介護保険係 ・介護保険に関すること

地域包括支
援係
(地域包括支
援センター)

・高齢者の総合相談・支援に関すること

保健セン
ター

庶務係・健
康増進係

・母子保健に関すること
・予防接種及び健康診査に関すること

部署名 課の役割

建
設
部

都市整備課 庶務係・
計画係

・町営住宅に関すること
・海田市駅自転車等駐車場に関す
ること
・公園に関すること
・都市計画に関すること

建設課 土木係・
建築営繕
係

・道路、橋りょう、河川等に関す
ること
・公共土木に関すること
・公共建築物及び工作物に係る新
築及び改築に関すること

上下水道課
(下水道事業)

業務係・
工務係

・下水道に関すること

上下水道課
(水道事業)

業務係・
工務係

・上水道に関すること

会計管理室
(会計管理者)

会計係 ・会計事務に関すること

議
会

議会事務局 ・議会に関すること

教
育
委
員
会

学校教
育課

庶務係・学校
教育係

・学校運営に関すること
・学校教育に関すること

生涯学
習課

社会教育係・
スポーツ振興
係

・社会教育・文化財に関すること
・スポーツ、レクリエーションに
関すること

海田公民館 ・公民館に関すること

海田東公民館 ・公民館に関すること

図書館 ・図書館に関すること

ふるさと館 ・ふるさと館に関すること

監
査
委
員

監査委員事務部局 ・監査に関すること

選
挙
管
理

委
員
会

選挙管理委員会事務局 ・選挙に関すること

８ 海田町の組織と主な役割
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職種 主な職務内容

一般事務 総合計画、危機管理、予算、税務、福祉、保健衛生、都市計画、
水道事業、教育行政等様々な業務に従事します。

保健師 保健センター等乳幼児及び高齢者等に対する健康相談・保健指
導・健康教育等の事務に従事します。

技師 土木、建築、電気等の専門技能により、建築指導、公共施設の建
築工事、土木工事の設計・施工管理、都市計画・道路計画、設備
管理等の業務に従事します。

保育士 町立保育所での乳幼児保育や児童館での事務に従事します。

栄養士・管理栄養士 保健センター等で、栄養相談・栄養指導、給食の栄養管理等の業
務に従事します。

社会福祉士 福祉事務所等で福祉に関する相談・援助、生活保護等の業務に従
事します。

職種 平成30年度
平成31年度
(令和元年度)

令和2年度 令和3年度

一般事務 9 3 5 0

保健師 2 2 2 1

技師(土木) 0 0 0 1

技師(建築) 1 0 0 0

９ 主な職種一覧

１０ 近年の採用実績
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１１ 職員の出身学校・学部例

高等学校
広島県立安芸南高等学校、広島県立広島工業高等学校、広島国際学院高等学校、
土佐塾高等学校

●職員の出身学校の例（50音順）

自治体の仕事は幅広く、海田町職員も、様々な出身学校・学部から集まり、学びと経験をまち
づくりに活かしています。

大学
愛知学院大学、青山学院大学、愛媛大学、大阪教育大学、岡山商科大学、岡山大学、
岡山理科大学、鹿児島大学、関西外国語大学、京都工芸繊維大学、近畿大学、熊本大学、
県立広島大学、高知大学、神戸学院大学、滋賀県立大学、島根大学、下関市立大学、
女子栄養大学、拓殖大学、中部大学、筑波大学、都留文科大学、東京女子大学、徳島大学、
鳥取大学、日本赤十字広島看護大学、日本大学、日本福祉大学、兵庫教育大学、
兵庫県立大学、広島経済大学、広島工業大学、広島国際大学、広島修道大学、
広島女学院大学、広島市立大学、広島大学、福山大学、福山市立大学、佛教大学、
北海道大学、明治大学、桃山学院大学、安田女子大学、山口県立大学、山口大学、
立命館大学、龍谷大学、早稲田大学

専門学校
専門学校広島工学院大学校、広島外語専門学校、広島福祉専門学校、宮崎医療管理専門学校

短期大学
藍野大学短期大学部、岩国短期大学、呉工業高等専門学校、山陽女子短期大学、
鈴峯女子短期大学、中国短期大学、松山東雲短期大学、安田女子短期大学

●職員の出身学部の例（50音順）
医学部、医療福祉学部、栄養学部、応用生物学、外国語学部、介護福祉課、介護福祉科、
家政科、家政学部、学校教育学部、環境学部、環境都市工学科、看護学部、教育学部、
教養学科、経営学部、経営情報学部、経済科学部、経済学部、現代教養学部、工学部、
工芸学部、国語科、国際学部、国際関係学部、産業社会学部、歯学部、社会科学部、
社会学部、社会福祉科、商学部、情報科学部、情報学群、情報学部、助産課、人文学部、
水産学部、生活科学部、政経学部、生物圏科学研究科、生命工学部、総合英語科、
総合科学部、総合理工学部、電気・デジタル通信学科、都市経営学科、土木科、
人間科学部、人間文化学部、農学部、文学部、文芸学部、保育科、保育学科、法学研究科、
法学部、法文学部、保健福祉学部、幼児教育科、幼児教育学科、理学部、理工学部

海田町
ホームページ
https://www.town.kaita.lg.jp/

海田町の魅力的な風景や
イベントの様子などを紹
介する動画コーナーもお
すすめ！
https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/
2/14453.html 広報紙

海田町の行政情報、地域情報など必要
な情報から知っておくと便利な情報ま
で掲載しています。ぜひご活用くださ
い。

11

https://www.town.kaita.lg.jp/
https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/2/14453.html


１２ 先輩職員からのメッセージ

□ 現在の業務内容
高齢者の暮らしに関する相談支援業務、ケアプラン作成など

介護予防に関する業務

□ やりがい、これまでに一番うれしかったこと
これまでに一番うれしかったこと

特定保健指導教室にて、どうアプローチするかをチーム
（管理栄養士、健康運動指導士、保健師）全員で様々な方
向から一人ひとり検討し指導していった結果、減量に成功
し血液データも改善された時は、対象者の方と一緒に喜び
ました。

今感じるやりがい
１対１で支援することが多い現在は、様々な価値観があ

り、柔軟な対応が求められることを痛感しています。そん
な中、「あなたのおかげで、○○出来たわ」と言っても
らったり、自分を頼りにしてくださっているのを感じた時
は、やりがいを感じます。

□ 海田町職員を目指す方へのメッセージ
自転車で一周できるほどの大きさの海田町は、地域に出向く

機会も多いため、住民さんとの距離も近く、顔を覚えてもらえ
るとよく声をかけてくださいます。時には叱ってくれ、時には
笑顔で褒めてくれ、自分の仕事に対して、きちんと評価を与え
てくれている気がします。それが、自分自身の成長に大きくつ
ながっていると思います。
子育て中の今、１時間早く帰らせてもらい、大変助かってい

ます。様々なライフステージに合わせた働き方ができるのでは
ないかと思います。地域における保健師活動に興味のある方、
ぜひ海田町で一緒に働きましょう。

垣崎 茉希（平成21年度採用）

福祉保健部長寿保険課地域包括支援センター

ある日のスケジュール

8時20分《出勤》
8時30分《始業》メールや回覧物の確
認
9時00分《事務処理》訪問時にお渡し
する利用票を作成
9時30分《訪問①》モニタリング実施、
サービス内容の確認
11時00分《訪問②》アセスメント実施、
必要なサービスの検討

12時00分《昼食》職場で昼食を取る

13時00分《事務処理》訪問記録やケア
プラン等の作成
15時00分《電話対応》退院後の生活に
ついての相談
15時30分《電話連絡》関係各所に連絡
をとり、退院後自宅での生活が送れる
ようにサービスを調整

16時15分《帰宅》保育園にお迎えに行
き、帰宅

平成21年度～24年度
福祉保健部保健センター

平成25年度～26年度
福祉保健部長寿保険課地域包括支援センター

平成27年度～平成30年度
育児休業

平成30年度～令和元年度
福祉保健部住民課

令和2年度～令和3年度
福祉保健部社会福祉課

令和3年度～令和4年度
育児休業

令和4年度～
福祉保健部長寿保険課地域包括支援センター

配属歴

保健師
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□ 現在の業務内容
町民の生命、財産、安全を守るため、防災意識の普及・啓

発につながる事業等、災害発生に備えた幅広い業務を行って
います。

□ 転職したきっかけ
平成30年7月豪雨災害をきっかけに、命の大切さについて考

え、今まで勤めた民間企業での利益追求とは異なり、「公共
の利益」という目的のもと、社会に貢献したいと考えたから
です。

□ やりがい、これまでに一番うれしかったことにつ
いて
政策研究大学院大学において、1年間、防災・危機管理の専

門的知識を養うための研究をさせていただき、修士課程を卒
業できたことです。また、他都道府県の職員と交流を持つこ
とができ、1年間同じ目標にむけて切磋琢磨できたことは、非
常に貴重な経験となりました。

二階堂 心（平成31年度採用）

総務部防災課

ある日のスケジュール

8時10分 《出勤》
8時25分 課内朝礼、スケジュール
確認
8時30分 《始業》メールや回覧物の
確認
9時00分 《事務処理》県、国等から
の照会文章の回答作成
10時30分 住民からの問い合わせ対応

12時00分 《昼食》職場で昼食を取る

13時00分 《協議》業者との打ち合わ
せ
13時30分 《現場》防災訓練について
各小学校と準備物等確認と、スケ
ジュール、運用方法等調整
15時00分 《現場》各避難所における
備蓄品等点検
17時30分 《事務処理》翌日の準備を
して退庁
18時30分 帰宅

平成31年度～
総務部防災課 主任主事

令和2年度～
政策研究大学院大学（東京都港区）「防災・危機管理コース」入校

令和3年度～
総務部防災課 主任

配属歴

一般事務

□ 海田町職員を目指す方へのメッセージ
私は、社会人採用枠（事務職）で入庁しました。最初は前職との違い等で戸惑うことが多かったですが、職場の皆さ

んに基本的な業務内容から丁寧にご指導いただき、とても働きやすくやりがいのある職場だと感じました。
また、2年目には、政策研究を専門とする大学院である、政策研究大学院大学において、1年間、防災・危機管理につ

いての専門的知識を養うための研究をさせていただきました。他都道府県の幅広い年齢層の自治体職員ともたくさん交
流を持つことができ、非常に貴重な経験となりました。
業務内容は幅広く、日々勉強の毎日ですがたくさんの貴重な経験ができ、自分の力になります。
海田町は働きやすく、やりがいのある職場ですので、ぜひ一緒に働きましょう。



ある日のスケジュール

8時20分 《出勤》
8時30分 《始業》メールや回覧物の
確認
9時00分 《現地確認》建築確認申請
敷地の実態調査
10時00分 《事務処理》町営住宅改修
工事の設計図チェックなど
11時00分 《窓口対応》建築基準法関
係の問合せなど

12時00分 《昼食》職場で昼食を取る

13時00分 《協議》新庁舎建設工事に
関する業者との打合せ
15時00分 《現地確認》新庁舎建設工
事の現場にて施工状況等確認
16時30分 《事務処理》他自治体や国
等からの照会文書の回答作成
17時30分 《退庁》翌日の準備をして
退庁
18時00分 帰宅後食卓を囲みながら一
家団らんを楽しむ

平成24年度～
建設部都市整備課 技師
平成25年度～
広島県へ出向
平成26年度～
建設部建設課 技師
現在
建設部建設課 主任

配属歴

□ 現在の業務内容
建設課建築営繕係所属の建築技師として、役場庁舎や町立小

中学校など海田町が所有する建築物の新築や修繕に係る調査・
設計・工事に関することを主として行っています。
業務に取り組むうえで、設計では公共建築物として誰もが利

用しやすい施設となるよう配慮した設計を心掛け、工事では設
計どおりに工事が進められているか厳しい目で現場を確認する
ようにしています。また、建築物を安全に使用するために点検
を行うこともあり、その業務に誇りを持って取り組んでいます。

□ やりがい、これまでに一番うれしかったこと
令和２年に竣工した織田幹雄スクエアは、基本設計から工事

完成まで私が担当させていただきました。業務中は困難なこと
もありましたが、完成した建築物を多くの方が利用し喜んでい
ただいている様子を見ると『がんばってよかった』と感じます。
大規模建築物を一から創り上げるということを経験させていた
だき、改めてこの仕事のやりがいを感じました。

□ 海田町職員を目指す方へのメッセージ
海田町は現在、新庁舎建設工事を進めており令和５年度の完

成を目指しています。新庁舎を共に完成させ、新しい仕事場で
一緒に働きましょう。

北来 浩樹（平成24年度採用）

建設部建設課
技師

□ 現在の業務内容
道路、河川、水路、橋梁等の維持管理です。

□ やりがい、これまでに一番うれしかったことについて
長期的な交通規制を伴う河川改修工事を施工した際に、施工中に近隣住

民の方々にご不便をお掛けしたにも関わらず、工事完了後に「ありがと
う」、「安心して生活ができるようになった」などと感謝の言葉を掛けて
いただいた時には、頑張って良かったなと思いました。

□ 海田町職員を目指す方へのメッセージ
土木職は道路をはじめ、様々なライフラインの維持管理等を行う、町民

の方々の暮らしと直結した業務内容が多くあります。中には、道路や橋梁
の新設など、地図に残るような施設を手がけることができ、とてもやりが
いのある仕事です。
また、職場では上司や先輩職員からの丁寧な指導があり、プライベート

面への配慮もあるため、ワークライフバランスを充実させやすい職場環境
です。
海田町のミライを一緒に創りましょう。

岡山 光太郎（平成29年度採用）

建設部建設課

ある日のスケジュール

8時20分 《出勤》
8時30分 《始業》メールや回覧物の
確認
9時00分 《事務処理》担当工事現場
の進捗確認

工事発注に向けた設計書
の作成（図面作成、工事積算）

12時00分 《昼食》職場で昼食を取る

13時00分 《協議・立会》施工業者と
の打ち合わせ（現場確認立会等）
14時00分 《要望処理》町民から受付
けた道路施設等の修繕要望に対する現
地確認・対応検討・業者へ修繕依頼
16時00分 《事務処理》他自治体や国
等からの調査関係書類の回答作成
17時45分 《事務処理》翌日の準備を
して退庁
18時30分 部活動練習後、買い物をし
て帰宅
（その他、事務処理中の住民の方など
からの問い合わせでの電話及び窓口対
応）平成29年4月1日～

建設部建設課 技師

配属歴

技師

□ 現在の業務内容
私の所属する学校教育課、学校教育係では、児童生徒の入学・転校に関

することや就学援助、特別支援教育、教育相談に関すること等を主な業務
内容としており、私は就学援助業務を担当しています。具体的には入学・
転校に関する事務手続きや就学前の子どもたちの健診業務といった、子ど
もたちが学校に就学するまでの支援をしています。仕事柄学校に訪問する
こともよくあり、子どもたちの成長を身近に感じられるのでとてもやりが
いがあります。

□ やりがい、これまでに一番うれしかったことについて
入庁して最初に配属された「魅力づくり推進課」では、観光や商工、自

治会に関する業務を担当していました。その中でも私は町花ひまわりPR
キャラクター「ヒマ太くん」が町の公認キャラクターとなり、ヒマ太くん
と一緒に様々なところで町花ひまわりと海田町をPRしたことが印象的です。
PRの甲斐もあり、公認となった年に参加したゆるキャラグランプリ2020で
は397キャラクター中220位と大健闘。昨年度の出向先である広島市でもヒ
マ太くんの知名度は絶大でした。
この経験から世代を超えてたくさんの方に愛されるキャラクターである

と実感でき、やりがいを感じるとともにうれしくなりました。

□ 海田町職員を目指す方へのメッセージ
海田町は交通の要衝として、人口が増加傾向にある町です。発展途上の

コンパクトな町なので多様な事業に携われる機会も多く、仕事のやりがい
は感じやすいと思います。
楽しい雰囲気で仕事がしたいので、前向きに仕事に取り組める方と一緒

に仕事ができるとうれしいです。

山本 和樹（平成30年度採用）

教育委員会学校教育課

ある日のスケジュール

8時15分 《出勤》
8時30分 《始業》メール、回覧物、
スケジュールの確認
9時00分 《事務連絡》業者と教職員
健康診断の日程調整
10時00分 《事務処理》災害共済給付
契約の更新及び掛金の支払い事務

12時00分 《昼食》行きつけの中華料
理屋で食事

13時00分 《協議》各担当医師と就学
時健診についての打ち合わせ
14時30分 《協議》栄養士部会（給食
公会計化について）
16時00分 《事務処理》国、県からの
依頼・照会の回答
17時00分 《掃除》心を込めて丁寧に
17時15分 《事務処理》翌日の準備を
して退庁
18時30分 ジムで運動後、今晩読む本
を購入して帰宅
（その他、事務処理中の学校などから
の問い合わせや窓口対応）平成３０年度～

魅力づくり推進課 主事
令和３年度～

広島市へ出向
令和４年度～

学校教育課 主事

配属歴

一般事務
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１３ 海田町で働くということ

■勤務条件
〇初任給（例）
（学歴や経験年数に応じてこの額は変わります。）

※（）内は地域手当（3%）を含んだ金額です。

〇諸手当
扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、
勤勉手当等の諸手当が支給されます。

〇勤務時間・休日・休暇など
勤務時間は、役場勤務の場合、原則とし

て月曜日から金曜日の午前8時30分から午後
5時15分までの1日7時間45分（休憩1時間）、
週38時間45分です。（公民館、図書館等の
出先機関の場合、この限りではありません。
また、選挙事務等のため、休日に出勤する
場合があります。）

気象情報や各種災害の状況に応じて、災
害等への対策等のため、時間を問わず職員
が出動する場合があります。

休暇は20日の年次有給休暇のほか、結婚
休暇、夏季休暇、産前産後休暇、介護休暇
（無給）、育児休業（無給）などがありま
す。

なお、全公共施設は全面禁煙です。

区分 初任給

新卒
者

高等学校卒業 160,100円
(164,903円)

短期大学卒業 171,700円
(176,851円)

大学卒業 188,700円
(194,361円)

民間企
業等経
験
(例.5年
間民間
経験)

高等学校卒業 188,700円
(194,361円)

短期大学卒業 201,200円
(207,236円)

大学卒業 211,300円
(217,639円)

令和５年５月１日時点のもの（予定）であり、その後、給与・勤務時間・休暇関係の諸規定の改正が行われた場合は、その定
めるところによります。

■配属・異動・昇任
異動や昇任は、適材適所の考え方に立って、

職員の能力や経験に応じて行います。

事務職・技術職の場合、採用当初は様々な
職場に配属され、多くは２～３年で異動があ
り、幅広く職務経験を積んでいくことになり
ます。また、昇任については以下のとおりで
す。

[事務職の昇任例（主な職名）]

なお、新規採用の皆さんの配属先は、４月
始めの辞令交付の時に示されます。

■職場指導者
新規採用職員には，業務指導役かつ相談相

手として，配属された職場の先輩職員が「職
場指導者」として指導することになります。

公私ともに相談に乗り，職場に馴染めるよ
うサポートを行います。

■福利厚生

〇健康づくり支援

定期健康診断、人間ドックなどの各種健診
や、メンタルヘルスに関する研修会を毎年度
実施しています。また、健康や心・体の悩み
について、衛生管理者に職場で相談ができる
体制を整えています。

他に、広島県市町村職員共済組合（共済組
合）・共済組互助会の事業として、心の健康
相談（電話・面談）、２４時間の電話による
ファミリー健康相談などのサービスを利用で
きます。

主
事

主
任
主
事

主
任

係
長

課
長

部
長

課
長
補
佐
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〇福利厚生施設利用補助等

共済組合・共済組合互助会の事業として、県内外の契約している宿泊施設・ス
ポーツ施設・文化施設等の利用時に補助が受けられます。また、特約店では割引価
格で商品を購入できます。

〇貸付・積立・保険

共済組合の貸付制度があり、結婚・住宅購入・自動車購入等で利用できます。

共済組合の退職積立貯金、共済組合互助会の個人型確定拠出年金などでは、退職
後を見据えた貯蓄制度が利用できます。

共済組合の遺族支援保険、医療保険、傷害総合保険などでは、各種保険制度を利
用できます。

〇親和会

職員間の親交を深めることを目的とした任意団体として「親和会」があり、毎年度「プ
ロ野球観戦」や「旅行」、「ボウリング大会」等を行っています。（近年はコロナ禍の状
況を踏まえ、交流事業を行っていません。）（イベント等の参加は任意です。）

■研修制度
職員が職務を行う上で必要な知識、技能等を習得するため、様々な研修を行っています。

〇職層別研修

初任研修、中堅職員研修、監督職（係長）研修、管理者研修など、職位に応じた職務を
行えるようにするための研修を、年数や職位に応じて実施し、必要な知識・技能の習得、
能力向上を図ります。

〇専門研修

外部組織である広島県自治総合研修センター、市町村職員中央研修所（千葉県）、全国
市町村国際文化研修所（滋賀県）等の研修を実施し、政策形成能力や特定の実務に必要な
知識・技能の習得、能力向上を図ります。

〇接遇研修

窓口応対等の接遇時における、望ましい態度と技法を習得させるための研修を実施しま
す。

〇個別選択型研修

eラーニング・動画等により、職員個々人が自らに必要な研修を選択して自由に受講でき
るよう、地方公共団体情報システム機構や民間の動画研修サービス利用等の環境を整備し
ています。（申し出によって自宅等で研修を受講できます。）
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１４ 海田町へUターン・Iターン
（勤務・生活シミュレーション）

イメージ１新卒独身で県内に住む

【前提】

県外等から海田町に就職して生活する場合のシミュレーションイメージです。
現在、海田町や広島県にお住まいでない方が、海田町職員として広島県で暮らすイ
メージを持ってもらうため、2パターンの生活の収支を試算してみました。

イメージ２家族と町内に住む

【前提】

学歴・職歴 新卒(大学卒業)

採用 一般事務職採用

家族構成 独身

住居 賃貸ワンルーム[新築]
(町外・府中町を想定)

家賃7.6万円

学歴・職歴 民間5年勤務後、転職
(大学卒業)

採用 一般事務職採用

家族構成 妻（扶養）、子（3歳）

住居 賃貸2DK[築20年]駅近(町内)

家賃6万円

収入 支出

基本給（初任給、地域手当込）

194,361円
共済費等控除 -33,500円
所得税・住民税 -18,000円
⇒ 手取り 142,861円

家賃
76,000円

光熱水費
11,000円

住居手当（町外、家賃6.1万

円以上の場合）

28,000円

携帯通信費
6,000円

食費
30,000円

計 170,861円 計 123,000円

収入 支出

基本給（初任給、地域手当込）

217,639円
共済費等控除 -45,000円
所得税・住民税 -20,000円
⇒ 手取り 152,639円

家賃
60,000円

光熱水費
18,000円

住居手当（町内、家賃6万円

の場合）※2

32,500円

携帯通信費
9,000円

扶養手当（妻、子１人）
16,500円

食費
50,000円

児童手当（3歳，1人）
10,000円

計 211,639円 計 137,000円

※1 試算額のため、基本給・手当以外の額
については、税額・控除額等を含め、正確
な額ではありません。

【周辺環境（町内）】
・通勤（徒歩（もしくは自転車））
・買い物（駅前に24時間スーパー等）
・都市圏へのアクセス（JR海田市駅から10分でJR広
島駅）
・保育所7カ所、認定こども園２園、幼稚園３園
・教育機関：小学校（４校）、中学校（３校）、
高等学校（２校）
・医療関係（町内に2病院、29診療）
・コンビニ（町内に12店舗）

【収入支出試算】※1

【周辺環境】
・通勤（徒歩＋鉄道等（JR天神川駅～JR海田市
駅））
・買い物（総合モール）
・都市圏へのアクセス（徒歩＋JR天神川駅から4分
でJR広島駅）

【収入支出試算】※1

※2 町内在住の場合，町外在住時と比べて住居手
当が5,000円加算されます。
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１５ 職員採用試験の流れ

※ 第１次～第３次試験のいずれも、合格者は受験番号のホームページへの掲載等
でお知らせし、合格者には合格通知等の案内を送付します。

１ 職員募集の開始

海田町公式Webサイトの「職員採用」ページ等で職員募集を開始します。
募集職種、採用時期、試験時期等が明示され、受験案内・申込書をダウンロードでき

るようになります。
また、海田町役場窓口でも同様の書類を配布します。

２ 受験申込

１の受験案内を確認し、申込書に必要事項を記入し、インターネット（電子申請）又は
郵送により申し込んでください。（印刷できる環境がある場合は、スマートフォンからも申し込み可

能で、郵送代が不要なインターネット申し込みがおすすめです。）

３ 第１次試験

筆記試験等を行います。筆記試験等の成績により、合格者を決定します。※

４ 第２次試験

第１次試験の合格者を対象として、集団討論、面接試験等を行います。※
（職種によっては２次試験で最終合格が決定する場合があります。）

５ 第３次試験

第２次試験の合格者を対象として、最終面接試験を行います。※

６ 合格通知

最終合格者について、採用候補者名簿に登録します。
合格者に合格通知を送付し、あわせて、本町への就職についての承諾書を送付し、期

限までの承諾書の提出により、就職意向を最終確認します。
（最終確認の後に、合格者の給与・配属先・システムアカウント等の勤務環境の準備を
行います。）

７ 採用

令和５年４月１日に採用辞令を交付されて勤務する部署に配属されます。
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採用試験Q&A
Q. 採用試験の説明会を実施して
いますか？

A. 説明会は実施していません。採用募集
開始時にホームページに掲載する募集案内
をご覧ください。

Q. ○○職について、募集を行わ
ない年がありますか？

A. 退職者の状況などにより必要な職種の
職員募集を行っていますので、全ての職種
を毎年募集しているわけではなく、募集を
行わない年があります。
募集する職種は、海田町ホームページの

職員採用ページ等で、募集時に募集案内に
て記載しています。

Q. 年齢や性別などによる有利、
不利がありますか？

A. 採用試験では、学歴、年齢、性別、職
歴などによって有利・不利になることはあ
りません。受験資格を満たしていれば、全
ての方に平等です。

Q. 過去の試験問題を公表してい
ますか？

A. 過去の試験問題の公表は実施していま
せん。

Q. 試験に合格すると、必ず採用
されますか？

A. 最終合格者は、採用候補者名簿等に登
載され、この名簿から採用者を決定します。
例年、本人が辞退する場合や必要な資格・
免許が取得できない場合などを除いて、全
員が採用されています。
ただし、育児休業代員任期付職員の試験

については、名簿登録の有効期間中に長期
の育児休業取得者がおらず、代員任用の必
要がなかった場合は、雇用されない場合が
あります。
なお、地方公務員法第２２条により、採

用は全て「条件付採用」（６ヶ月の試用期
間採用）となり、その間その職務を良好な
成績で遂行したときに正式採用となります。

受験案内・申込書の入手方法
受験案内・申込書の配布場所

募集開始に合わせて、海田町総務部総務課（海田町役場２階（階段上がって正面）、各公
民館などで配布します。
郵送請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験受験案内請求（○○）（例．一般事務、
技師（土木））」と朱書きし、１２０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号）
を入れて、総務課職員係へ送付してください。

受験の申込みについて

インターネットにより夜間や休日でも自宅のパソコンやスマートフォンから受験の申し込
みができます（プリンターによる印刷環境が必要です）。郵送又は持参による場合は、申
込書に必要事項を記入して海田町役場総務課まで提出してください。（提出期間は受験案
内を確認し、必ず期間内に提出するようにしてください。）

海田町ホームページ https://www.town.kaita.lg.jp/

海田町職員採用サイトは、海田町ホームページのトップ画面の
「海田町職員採用情報」バナーからアクセスできます。
（右の二次元コードからもアクセスできます）

〇試験についてのお問い合わせ先

海田町総務部総務課職員係

〒736-8601 広島県安芸郡海田町上市14番18号
TEL 082-823-9202 FAX 082-823-9203 18

https://www.town.kaita.lg.jp/
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海田町の目指す「ひと・まち・みらいをつなぐ
暮らしやすさが実感できるまち」のまちづくりに
ともに取り組んでもらえるあなたを待っています

〒736-8601 広島県安芸郡海田町上市14番18号海田町総務課 TEL 082-823-9202 FAX 082-823-9203
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