
平成２９年度 全国市長会
先輩職員の１日とメッセージ

１ 企画調整室 室長 山本宏明 （昭和６３年入局）

２ 経 済 部 参事 植竹 徹 （平成４年入局）

３ 財 政 部 主事 柿沼冬樹 （平成17年入局）

４ 行 政 部 主事 西澤文香 （平成２７年入局）

５ 横須賀市へ出向中 今野史隆 （平成８年入局）

６ 佐世保市から派遣 松山裕美 （平成２７年度から派遣）

全国市長会には、様々な職員がいます。

地方自治の最前線でモーレツに戦う職員もいれば、育児や介護

と両立しながら働いている職員、市役所から出向して来ている

職員もいます。

今回は、何人かの職員に現在の仕事やメッセージを聞いてき

ました。是非ご覧ください！



【ある１日の仕事】
(出勤時)
・メール、スケジュールの確認

(午前)
・定例の部長会議（内部の幹部会議）

・開催を控えている会議の準備について、
部下と打合せ
・決裁文書の確認

(午後)

・外出し、会議で講演していただく講師に依
頼に行く
・組織内の業務依頼、調整
・会議に使用する資料等の執筆、作成
・決裁文書の確認

【現在の仕事を教えてください】

企画調整室は、都市政策の総合調整と推進、

総会（全国市長会議）、理事会、評議員会の総括、

「国と地方の協議の場」への対応、国会・各省庁

及び各支部・都道府県市長会との連絡等の事務

のほか、本会の諸機関で決定した主要課題及び

緊急措置を要する問題を所管する政策推進委員

会等の事務を担当しています。

また、平成30年には創立120周年を迎えること

から、記念事業として年史の編纂や都市自治体

をとりまく新たな課題を取り上げて研究も行って

います。本会で最も小さな部署ながらも、若い優

秀なスタッフたちとともに日々、知恵を出し合いな

がら、仕事に取り組んでいます。

【これまでで印象に残っている仕事は何ですか】

「三位一体の改革」って、ご存知でしょうか。小泉内閣の

時代に実施された国庫補助負担金改革、税源移譲、地方

交付税の見直しを一体として行った税財政改革のことで

す。

地方分権の推進の下、権限等が地方へ移譲されても、

それに見合う財源が確保されなくては地方行政は立ち行

きません。そこで、国庫補助負担金事業を見直しにより、

国から地方へ３兆円規模の税源移譲を行い、地方の自主

財源の充実が実現しました。その際、国庫補助負担金改

革の具体案を地方がとりまとめることとなり、その検討過

程において、市長の皆さんが各地域の実情を抱えながら

も、目的を目指して、あれほど熱心に、真剣に議論してい

る姿を目の当たりにしながら仕事に携わることができたこ

とは大変貴重な経験でした。若い皆さんとともに地方自治

に関する政策形成の現場で、新しい一頁を作ることを楽し

みにしています。

１ 企画調整室 室長 山本宏明 （昭和６３年入局）



２ 経済部 参事 植竹 徹 （平成４年入局）

【ある１日の仕事】
(出勤時)
・メールチェック、ネットや新聞で情報収集
(午前)

・各担当者の業務の進捗状況を確認するため、
部内で打合せ
・担当者が書いた原稿の取りまとめ作業

(午後)

・資源エネルギー庁と「高レベル放射性廃棄物
処理のあり方」について打合せ

・国土交通省から社会資本整備総合交付金の
動向について説明を受ける

(退勤時)
・回覧物の確認
・翌日のスケジュール確認

【現在の仕事を教えてください】
平成２５年度から経済部に所属しています。

経済部は、公共事業の着実な施工、地域公共
交通の確保などの国土交通行政、農林水産分
野におけるＴＰＰ対策、農地制度改革などの農林
水産行政、原子力安全対策を含む経済産業行
政等を所管しています。

私は、特定の担当は持たずに、経済部所管全
般について、各担当者が作成した提言や資料等
を確認・調整のうえ取りまとめを行っています。

業務の中心は提言の作成です。その作成に当
たっては、国の制度を理解することはもとより、
制度を運用する都市自治体の実情を理解すると
ともに、抱える課題を共有し、都市自治体目線で
捉えることが不可欠です。このような認識のもと、
経済部職員とともに、課題解決に取り組んでい
ます。

【全国市長会の魅力は何ですか】

全国市長会の目的は地方の意見を国政に反映させ

ることにあります。

昨年、地方分権改革の最重要課題であり、地方の長

年の懸案であった農地転用許可権限の地方自治体へ

の移譲が実現しましたが、実現までの道のりは決して

平坦なものではありませんでした。

というのも、その実現に向けて国に意見書を提出す

るのですが、大都市から小規模都市まで、多様なかた

ち、個性を持つ都市自治体があり、その意見集約は容

易ではなく、再三に亘る意見書の練り直しなど根気強く

取り組まなければならなかったからです。

しかし、やり遂げたときに得られる達成感は何ごとに

も代え難いものがあります。

本会は、そんな達成感、言い換えれば「やりがいを見

つけられる」職場だと思います。



３ 財政部 主事 柿沼冬樹 （平成１７年入局）

【ある１日の仕事】
(出勤時)

・メールチェック

・ニュースをチェック（通信社の会員サイ
トをよく利用します。）

(午前)

・来年度「税制改正」における本会の意
見書のたたき台を作成

・各担当者の原稿執筆の進捗状況を確
認

(午後)

・各担当者と上記の意見書の作成につ
いて打合せ

・今度は上司を交えて「税制改正」につ
いて部内打合せ

(退勤時)
・翌日のスケジュールの確認

【現在の仕事を教えてください】

財政部は、地方財政制度、地方税制度及び地方公営企業
制度に関する事項等を担当する部署です。その中で、私は地
方税制に関する業務を担当しており、来年度の税制改正に向
けて、都市自治体の意見をとりまとめ、国会議員や関係省庁
に対し、本会の意見を反映するよう求めています。

税制改正意見のとりまとめに当たっては、各市からの意見
を踏まえて作成することとなりますが、例えば、今般、消費税
率の引上げが延期されましたが、引上げと併せて改正予定で
あった他の税目についてもその取扱いを見直す必要が生じる
など、国や関係省庁の動きも踏まえた対応が重要となります。

また、税制改正は、与党税制調査会を中心に議論がなされ
るため、我々の主張を直接、国会議員に働きかける必要があ
ります。そこで、各市長から国会議員に対して要請活動を実
施していただくことになりますが、その際の資料作成も重要な
仕事となります。

【これまでで印象に残っている仕事】

平成25年に「耐震改修促進法」が改正され、ホテル・

旅館等の大規模建築物について、耐震診断の実施とそ
の結果の報告が義務付けられることになりました。

財政部が事務局を担当している「温泉所在都市協議
会」においては、耐震化の一層の向上を図るためには、
その財源確保が不可欠であるとし、耐震化の促進に関
する特別要望を決定するとともに国会議員や国土交通
省へ要請活動を行いました。この活動は新聞や雑誌、
テレビでも取り上げられ、また、その後の各市議会にお
ける意見書の提出にも反映されることとなりました。

異動直後であり、また「耐震化」という税制改正とも関
連の少ない業務であったことから、とりまとめには苦労
しましたが、一つの活動が世の中を動かす様を目の当
たりにしました。



【ある１日の仕事】
(出勤時)
・メールチェック及びスケジュールの確認
・新聞記事による所管事項の情報収集

(午前)

・「広域行政圏整備推進協議会」の要請活動
（国会の議員会館を中心に）

(午後)

・次回会議の開催案内の送付するため、通知
文書を封詰め
・電話対応

(退勤時)
・机周りの整理整頓

・メールチェック及び明日のスケジュールの確
認

【現在の仕事を教えてください】

平成27年に行政部に配属となり、現在２年目
になります。

行政部は、地方自治制度、都市振興方策、法
令等の相談業務、都市の防災、地方公務員制
度、人事管理に事項を分掌しています。その中
で現在私は主に、東日本大震災に係る職員派
遣、社会保障・税番号制度、広域行政圏整備推
進協議会を担当しています。

東日本大震災に係る職員派遣では、全国の都
市自治体から被災地への職員を派遣するため
の連絡調整業務を行っています。

社会保障・税番号制度、いわゆるマイナン
バー制度は、個人番号カードの交付が始まって
いるところですが、全国市長会の主要業務であ
る提言の作成をはじめ、国の会議への出席、情
報収集等を行っています。

広域行政圏整備推進協議会については、協議
会運営全般に係る業務、会議の準備等を行って
います。

４ 行政部 主事 西澤文香 （平成２７年入局）

【普段心がけていることはなんですか？】
普段仕事をする上で心がけていることは、分か

らないことや困ったことがあった場合に上司や先
輩に相談したり、尋ねることです。

入局して２年目ですが、業務内容のことは勿論、
社会人としての心構えやビジネスマナーなど学ば
せていただくことがたくさんあります。仕事を行う上
で困ったことがあったり、迷った時には、上司にな
るべく早めに相談し、仕事を進めていくように心が
けています。

優しくアドバイスをして下さる上司や先輩にはと
ても感謝しています。これからも上司や先輩の背
中を追いながら成長していきたいと思っています。



５ 横須賀市へ出向中 今野史隆 （平成８年入局）

【ある１日の仕事】
(午前)
・市の温暖化対策協議会省エネルギーPT会議へ事務局として出席
・節電コンクール・緑のカーテンコンテスト募集関連の資料作成
・環境マネジメントシステム見直し案の検討
・協議会会員へ機関紙の原稿依頼、記事の校正
・電動アシスト付自転車の貸出し事務

(午後)
・市施設のエネルギー使用量の集計
・環境月間啓発イベントの運営スタッフ打合せ
・地域ミニコミ紙担当者との打合せ(イベント等記事の提供)
・ライトダウン等啓発ポスター、広報原稿の作成
・児童向け事業の説明のため、市内の学校訪問

(退勤時)
・今後のスケジュール確認
・電気機器のコンセントを抜く(待機電力削減の取組み)

【現在の仕事を教えてください】
平成27年度より、横須賀市環境政策部環境企画課へ出向し、主に庁内の地球温暖化対策を担当し

ています。
京都議定書(1997年)、パリ協定(2015年)といった地球温暖化防止に向けた国際条約の締結に、我が

国は積極的に関与し、温室効果ガスの排出削減の大きな目標を掲げ、世界に約束してきました。

こうした世界の動向に対応するため、省エネルギー法、地球温暖化対策の推進に関する法律等が定
められています。これらの法令において、市役所もエネルギー使用量や温室効果ガスの排出量の削
減等の義務が課せられています。

私は、こうした法令への対応のほか、庁内環境マネジメントシステムの運用・管理、省エネ・節電への
取り組み・啓発等に取り組んでいます。
グローバルな出来事が、ローカルな取り組みへとつながっているのだと実感できる仕事と言えます。

【全国市長会に勤務してよかったと思うこと】

ひとつは、どんな仕事にもあるとは思いますが、やはり全国市長会職員でなければ立ち会うことがな
かったと思うシーンが多々ありました。

例えば、国の審議会や政党の部会の傍聴、国際会議への参加、国内外問わず首長や著名人等の
面会等々…一般の人には見ることができないであろう景色を見ることが幾度となくありました。その中で
も特に、フランスでの国際会議への出席が、一番印象深い思い出です。
もうひとつは、非常に多くの人と関わることができたことです。

全国から毎年派遣される研修職員、また出向先の市役所の皆さんとの出会いだけでなく、国の役人
の方、関係団体の方、出入りの事業者の方、様々な人々と接することができます。

都市からの派遣研修職員の方には、地元に戻られてからも関係が続いている人が多いです。こうし
た出会いに恵まれたことは大変ありがたいと感じます。



６ 佐世保市から派遣 松山裕美 （社会文教部）

【現在の仕事を教えてください】

全国市長会の事務局は、全国市長会で採用されたプロパー職員と全国の都市自治体から研修生とし
て派遣されている職員等によって構成されています。現在、１３の都市から派遣されています。

私は、長崎県佐世保市から平成27年度に派遣されており、社会文教部に所属し、２年目を迎えておりま

す。社会文教部は、厚生労働・環境・文教行政等について所管しており、その中で、特に保健福祉行政及
び文教行政を担当しています。

私の仕事は、主に意見・提言書等の作成や市長等で構成されている委員会・協議会の運営のほか、国
の審議会等へ市長に出席してもらうための調整業務を行っています。

昨年度は、私たち都市自治体の意見が国の施策に反映される様を肌で感じることができ、貴重な機会
をいただきました。

今年度も、社会の動きにアンテナを張り、都市自治体が抱える課題を少しでも改善できるよう、勉強し、努
力していきたいと思います。

「全国市長会は来てみたらこんなところだった！」

全国市長会は、組織が小さい分、職員間の交流が濃い印象があります。

仕事を一生懸命行うのはもちろんのこと、休日には、有志で草野球やハイキングなど、それぞれの趣味
を活かした交流を通じて、親睦を深めています。職員間で多くの時間を共有し、共に笑い、共に泣いた経
験は私達の良き思い出となっています。

経験豊富なプロパー職員をみてみると、そのような経験から、各地にいる元研修生等の人脈が活き、仕
事にも活きているような印象を受けます。

私は、全国市長会に来るまで地元を離れて生活したことがなく、初めての上京に対し、仕事と生活に不
安を抱きながら上京してきました。

しかし、今はプロパー職員や他都市の研修生から仕事に関するアドバイスや他都市の取組み状況など、
色々な情報に触れ、刺激を受けながら充実した生活を送ることが出来ています。



業務内容自体に魅力がある
のはもちろんですが、働く職
員も笑顔にあふれ、部署間の
垣根の低い風通しの良い環
境です。

先輩職員からのメッセージいかがでしたでしょうか。
全国市長会には、このほかにもたくさんの職員がいます。

現在、育児休暇を取得中の
職員もいます。働く人の立場
に立った休暇制度、短時間
勤務制度もあります。
（ＨＰの「Ｑ＆Ａ」をご覧ください。）



全国市長会に興味を持った方、是非、採用試験に応募してく
ださい。皆さんとお会いできるのを楽しみにしています！

来賓として臨席した安倍内閣総理大臣、高市総務大臣

全国市長会では、毎年１回、全市区長が集まる総会を開催し
ています。

今年６月には、来賓に安倍内閣総理大臣、高市総務大臣をお

迎えし、「第８６回全国市長会議」（総会）を開催いたしました。


