先輩職員の声
機械
（高校卒程度採用）

都市整備局
企画部公共建築課(設備グループ)
川本 将貴 (平成31年度採用)

大規模な都市の公共建築物建設に携わる事に誇り
をもって日々業務を行っています

Ｑ１

大阪市への志望動機を教えてください

Ａ１大都市である大阪市で市民の方々の役に立つ仕事ができると思
い志望しました。

Ｑ２

あなたの担当している業務を教えてください

Ａ２ 学校や消防署等の公共建築物建設の設備設計・工事監督を担
当しています。設計では、工事発注を行うために必要な図面・積算
内容の確認、工事監督では主に工事提出書類の確認・工事工程の確
認、現場施工状況の確認等を行います。

Ｑ３
1日のタイムスケジュール
9:00
9:30

12:15

始業。スケジュールや 13:00
メールの確認
15:30
工事の設計・積算

昼休憩

17:30

工事現場での会議
工事の設計・積算

終業

川本さんの経歴と主な業務
平成31年

4月

都市整備局
企画部公共建築課

公共建築物建設に関する業務

プライベートで行っていること
ワーク・ライフ・バランスが重
視されているおかげで、休暇が取
りやすいため音楽ライブやスポー
ツするなどの時間を楽しんでいま
す。

どんな時に仕事のやりがいを感じますか

Ａ３ 自ら設計に携わったものが、工事を進めていく中で少しづつ
形になり工事を終えて完成した後、その施設を利用されている方が
喜んでいる姿を見た時が一番やりがいを感じています。

Ｑ４

今後の抱負について教えてください

Ａ４ 担当業務を進めていく上で、自らの専門的な知識の向上を怠
る事なく、少しでも施設利用する方々の役に立てるようにこれから
も日々の業務に取り組んでいきたいと思います。

大阪市を希望する人へのメッセージ
大阪市では、さまざまな種類と大規模な仕事に携わる事ができ
るためやりがいを感じる事ができます。技術職という立場から
市民の方々を支えれる仕事です。ぜひ、一緒に頑張りましょう。
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先輩職員の声
大阪広域環境施設組合
施設部施設管理課（環境局から派遣）

機械

山本 翔

（大学卒程度採用）

小さなことでも改善できることや工夫できることが無いか
探しながら仕事をしています。
仕事の大小に関わらず、自分のした仕事が自職場や焼却工
場の役に立ったときは特にやりがいを感じます。

(平成30年度採用)
Ｑ１

大阪市への志望動機を教えてください

Ａ１ 就職活動では民間企業の仕事にいまいち興味がわかず、公務員
なら民間企業とは一味違う仕事ができて面白そうだと考えていました。
また、大阪市は地元なのでやりがいをもって働けそうだと思って志望し
ました。

Ｑ２

あなたの担当している業務を教えてください

Ａ２ 大阪市ほか３市で構成する大阪広域環境施設組合では、家庭や事
業所から出たごみを６カ所の焼却工場（大阪市内5カ所、八尾市内１カ
所）で焼却処理し、夢洲等で埋立処分しています。
私の主な業務は、焼却工場の整備工事の検査、作業マニュアル・研修資
料の作成、焼却工場の維持管理に関する予算管理です。

Ｑ３

とある１日のタイムスケジュール
9:00

11:00

始業
資料の作成

13:00
14:00
14:30

上司と業務の調整
17:30

12:15

昼休憩

山本さんの経歴と主な業務
平成30年４月～
大阪広域環境施設組合
施設部施設管理課
焼却工場の維持管理に
関する業務

整備中のごみ焼却工場へ出張
工場職員、工事業者と打合せ
整備状況を現場確認
（ごみ焼却炉の内部など）
終業
（翌日の業務を確認し、工場から直帰）

プライベートで行っていること
オートバイでツーリングやキャンプをし
ています。年次休暇を非常に利用しやすく、
土日や祝日を組み合わせて長期のツーリン
グに度々出かけています。
１時間単位で取得できる時間休も有り、
仕事とプライベートの両立がしやすい環境
だと思います。

どんな時に仕事のやりがいを感じますか

Ａ３ たまにどこから手を付けたら良いのか解らない仕事に遭遇します。
そういった仕事の進め方を考えて、過去の記録や資料、法律を調べたり、
周囲から助言を頂いたりしながら、なんとかやり遂げた時にやりがいを
感じます。

Ｑ４ 今後の抱負について教えてください
Ａ４ 行政の仕事をしていると技術的なことだけでなく、法律のことな
ど様々な知識が必要となります。
今後も身に付けるべき知識・経験は大量にありますが、地道に勉強して
いきます。

大阪市を希望する人へのメッセージ
「大阪市」と言っても局や部署毎に業務は全く違っていて、別会社
の様相を呈しています。
色々な仕事や経験をしてみたい方や私のように民間企業の仕事にい
まいち興味がわかない方も試しに採用試験を受けてみてはいかがで
しょうか。
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先輩職員の声
機械
（社会人等採用）

水道局
工務部施設課
菅根 秀夫 (令和２年度採用)

今まで経験してこなかったプラント施設の新しい
知識に触れるたび、やりがいを感じます。
Ｑ１ 大阪市への志望動機を教えてください
Ａ１ 前職の業務が研究部門であったため、次は仕事の結果が直接人の
役に立っていることが実感できる仕事をしたいと思い志望しました。ま
た、前職の勤務地が関東であったため、地元の関西に戻りたいと思った
ことも理由の一つです。

勤務中の写真を添付してください

Ｑ２

あなたの担当している業務を教えてください

Ａ２ 万博開催などに伴い想定される水需要の増加のため、既存設備を
増強するプロジェクトのメンバーとなり、必要な機械設備の検討を行っ
ています。機器スペックを検討して工事内容を確定させるとともに、発
注後は受注者が提案する機器の承諾を行い、施工チームに引継ぎます。

Ｑ３

係長との定期打ち合わせ

Ａ３ 前職では得られなかった知識や技術に触れた際にやりがいを感じ
ます。また、現在関わっている業務が形になって稼働した際にもやりが
いを感じられるであろうと思っています。

受注者から提出された機器
仕様の確認および修正依頼

Ｑ４

1日のタイムスケジュール
9:00
9:30

12:15

始業。スケジュールや 13:00
メールの確認
15:00
設計するポンプ能力
の検討
昼休業

17:30

菅根さんの経歴と主な業務
・令和２年４月～ 水道局工務部施設課
企画・技術監理に関する業務
・令和４年４月～ 水道局工務部施設課
機械設備の設計に関する業務

どんな時に仕事のやりがいを感じますか

終業

プライベートで行って
いること
休日は友人とランニング
をするほか、最近ではオ
ンラインゲーム上で友人
と狩猟を嗜んだりもして
います。

今後の抱負について教えてください

Ａ４ 浄水処理の流れやその処理を実現する設備など、勉強しなければ
ならない知識はまだまだ多いですが、一つずつ経験して水道事業に貢献
していけるよう努力したいと考えています。

大阪市を希望する人へのメッセージ
大阪市は政令指定都市なので大きな事業があるほか、局により
特色がありますので様々な業務に携われる可能性が拡がります。
次世代に向けて、大阪市の未来をともに創りましょう。
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先輩職員の声
電気
（高校卒程度採用）

建設局
北部方面管理事務所設備課
埴岡 えみ (平成29年度採用)

自身の業務をとおして市民の方々の生活や大阪市
のまちづくりの一部に貢献できることにとてもや
りがいを感じます。
Ｑ１ 大阪市への志望動機を教えてください
Ａ１ 子供の頃から慣れ親しんだ大阪市の業務に携わることができると
いうのが魅力的であったことと大阪市ほどの大都市であれば電気職員と
して多種多様な業務や規模の大きい業務などを通じて様々な経験を積む
ことができると考えたからです。

Ｑ２ あなたの担当している業務を教えてください
Ａ２ 建設局では大阪市の下水道事業に関する業務を行っています。
機械・電気は日々下水処理を行う設備に関する業務が多く、
私の部署では設備を常に健全な状態に保つために必要な更新工事等の監
督業務を主に担当しています。

Ｑ３

Ａ３ 下水道の業務は普段市民の方々の目に直接触れることが少ないで
すが工事完了後に、自身が携わった工事の設備が無事稼働しているのを
見ると自身の業務も市民の方々の生活の一部を支えているのだなと実感
し、やりがいを感じます。

1日のタイムスケジュール
9:00
9:30
12:15

始業(スケジュールや
メールの確認)
担当工事の
現場立会確認、調査
昼休業

どんな時に仕事のやりがいを感じますか

13:00

事業者との打合せ

15:00

担当工事の
立会検査

17:30

終業

Ｑ４

埴岡さんの経歴と主な業務
・平成29年 建設局下水道部設備課
４月
下水道電気設備に関する
設計・積算
・令和４年 建設局北部方面管理事務所設備課
４月
下水道電気設備に関する
工事の施工監督

プライベートで行っ
ていること
休日は友人や家族とス
イーツをよく食べに行
きます。夏季には数日
休暇を取得し友人と旅
行に行ったりもします。

今後の抱負について教えてください

Ａ４ 今年度で大阪市職員6年目となりましたが未だに知識、経験不足
を実感する日々です。今後も様々な業務に携わり電気職員として大阪市
の業務に理解を深め大阪市に貢献できるよう頑張っていきたいです。

大阪市を希望する人へのメッセージ
大阪市は電気職も下水道以外にも多種多様な業務を担っていま
す。様々な経験を積むことができるのも大阪市電気職の魅力の
一つだと感じています。一緒に頑張りましょう！
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先輩職員の声
電気
（大学卒程度採用）

デジタル統括室
基盤担当
岩田 瑞穂 (令和２年度採用)

デジタル技術を活用して市民サービスの向上や職員
の業務改善を目指し、様々な関係者と協力しながら
日々業務を行っています。
Ｑ１ 大阪市への志望動機を教えてください
Ａ１ 人の役に立てるような仕事をしたいと思い、民間企業も含めて考
えたうえで、地方自治体が一番自分に合っていると思いました。その中
でも規模が大きくやりがいがありそうなことから、大阪市を志望しまし
た。

Ｑ２

あなたの担当している業務を教えてください

Ａ２ 各所属で運用している大阪市独自のシステムを集約するためのク
ラウド基盤（大阪市共通クラウド）の構築に関する業務を担当していま
す。
大阪市共通クラウドの構築に関して、業者との調整や、将来、業務シス
テムが大阪市共通クラウドを利用するための情報提供等を行っています。

Ｑ３

1日のタイムスケジュール
9:00
9:30
10:30
12:15

始業。スケジュールや 13:00
メールの確認
他所属との打合せ
15:00
課内打合せ
17:30
昼休業

岩田さんの経歴と主な業務
・令和２年４月

・令和４年４月

ＩＣＴ戦略室基盤担当
庁内情報ネットワークに
関する業務
デジタル統括室基盤担当
大阪市共通クラウドに
関する業務

資料の作成

事業者との打合せ
終業

プライベートで行って
いること
趣味の料理やアクセサ
リー作りをしたり、友人
とオンラインでゲームを
して過ごしています。

どんな時に仕事のやりがいを感じますか

Ａ３ まだ存在しないものについて、複数の関係者と調整する仕事なの
で、認識を合わせたり考えを伝えたりすることが難しいですが、少しず
つ方針が定まっていくところを見るとやりがいを感じます。

Ｑ４

今後の抱負について教えてください

Ａ４ ICT等の専門的な知識を学びつつ、業者や他所属の職員等との調
整力を身に着けていきたいです。ICTは市民サービスにおいても職員の
業務においても欠かせないものになってきているので、担当業務を通じ
て大阪市に貢献していきたいと思います。

大阪市を希望する人へのメッセージ
大阪市は規模が大きく、様々な経験ができると思います。
一緒に大阪市を支えるために働ける日を楽しみにしています。
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先輩職員の声
電気
（社会人等採用）

都市整備局
企画部施設整備課
中村 亮太 (令和２年度採用)

大阪市のスケールの大きい公共建築づくりに携わる
ことができ、日々責任感と緊張感を持ちながら業務
に取り組んでいます。
Ｑ１

大阪市への志望動機を教えてください

Ａ１ 府外で生活をしていましたが、子の出生を機に生活拠点を大阪に
移すことになりました。前職も技術系公務員として働いており、同業種
の仕事を探す中で大阪市は技術系公務員が活躍できる場が数多くあるこ
とを知り、様々な業務経験を通じてスキルアップできるのではないかと
考え本市を志望しました。

Ｑ２

あなたの担当している業務を教えてください

Ａ２ 主に公共施設や学校の電気設備改修工事の設計積算・工事発注・
工事監理に関する業務を担当しています。

Ｑ３

Ａ３ 自分が携わった工事が完工し、施設利用者が快適に使用されてい
る姿を見ると、頑張って良かったなと思います。また自分が携わってい
る工事によって、施設が整備され、変化していく様子をみられることに
今の業務の魅力を感じます。

1日のタイムスケジュール
9:00
9:30

始業。スケジュールや 13:00
15:00
メールの確認
工事の設計、積算

12:15

昼休業

中村さんの経歴と主な業務
・令和２年

都市整備局企画部
施設整備課
４月【現職】改修工事に関する
業務

どんな時に仕事のやりがいを感じますか

17:30

打合せ資料の整理
工事業者との打合せ

終業

プライベートで行っている
こと
休日は資格試験の勉強をしたり、
ロードバイクでツーリングに
行ったりして過ごしています。

Ｑ４

今後の抱負について教えてください

Ａ４ 電気職として公共建築づくりに携わる上で、建築や機械の知識も
必ず必要になってきます。電気に関する知識を習得するだけでなく、建
築や機械の知識も習得し業務に活かしていきたいと考えています。

大阪市を希望する人へのメッセージ
政令指定都市である大阪市は技術系公務員が活躍できる職場が
数多くあり、様々な業務にチェレンジできる自治体だと思いま
す。何事にもチャレンジ精神のある方、大募集！一緒に仕事し
ましょう！
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