
私たちの仕事の魅力は、わがまちのおたからを発見すること、
それに磨きをかけることかも知れません。

掘れば、
おたから。

広島県府中市職員採用案内
令和３年度実施

3　私たちと一緒に働きませんか

■勤務時間　原則、月～金曜日の午前８時30
分から午後５時15分（１日７時間45分、
１週間当たり38時間45分）

■休　　日　土曜日、日曜日、祝日、年末年始
（12月29日から翌年の１月３日）

■休　　暇　年次有給休暇のほか、夏季、結婚、
　　出産、子育て、ボランティアなどを事由と

する休暇
■給 与 等　市条例の定めるところにより、給

与、扶養手当、通勤手当、期末・勤勉手当
等が支給されます。初任給は、令和３年４
月１日現在で次のとおりです。

大学卒業見込みの場合
短大卒業見込みの場合
高校卒業見込みの場合

１８２，２００円
１６５，９００円
１５４，９００円

初　　任　　給

採用に関する詳しい内容は随時市HPおよび広報ふちゅうで発表していきます。

【採用に関するお問い合わせ先】
〒726-8601　府中市府川町３１５番地　府中市役所総務部人事課
（電　  話） ０８４７－４３－７１０５
（Ｈ　  Ｐ） http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/

勤務条件

　　    に
出てきます。
ホント 令和 3 年４月からの古代山陽道跡八反田

地区（府中市府川町）確認調査で古代山
陽道の側溝と思われる遺構がみつかり、
古代山陽道のつながりがさらに明らかにな
りつつあります。
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【職員について】　令和 3年 4月 1日現在

採用情報

【採用実績】

■職員数　461 人
■平均年齢　43.3 歳

■平均給与月額 409,700 円 ■男女比率
　女性 43％
　男性 57％

■年次有給休暇平均取得日数
　10.8 日（令和 2年中）

平成３０年度

一般事務
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　府中市職員採用パンフレットをご覧いただきありがとうござい
ます。府中市では、『しあわせ実感！ ”力強さ”と”やさしさ”のあ
る未来を創造するまち　府中市』という将来像を描き、その実現
のための取組を行っています。 
　職員一人ひとりが、社会情勢の急速な変化に的確に対応しなが
ら、誰もが府中市らしい「しあわせ」を実感できるよう、全力で
業務を行っています。 
　私たちと一緒に、情熱を持って果敢に挑戦する意欲を持った皆
さんを心から待っています。ぜひ、皆さんの思いを聞かせてくだ
さい。そして、「しあわせ」を実感できるような府中市のまちづ
くりを、私たちと一緒に進めていきましょう。

１　市長からのメッセージ

“力強さ”と“やさしさ”のある未来を創造しましょう。

府中市長

小 野 申 人

大人気　スピングルムーブ 名産  府中家具 納涼  三郎の滝 府中市  アンテナショップＮＥＫＩ

レトロな町並み  じょうげ

先進技術  ダイカスト製品避暑地  河佐峡

こどもの国  ポムポム 心のふる里  恋しき

名物  府中焼き
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このまちは
おたからで
あふれている。



2　新しいまづくりへ

挑戦する意欲と

情熱を持った人

府中市を愛し、

誇りを持てる人 率直かつ積極的に

対話する人

変革を追及し

続ける人

責任感を持って

誠実に行動する人 こんな人に

来て欲しい！

2020.092020.09

府中市は、「しあわせ」が「実感」できるまちづくり を進めています。その推進エンジンとなる職員を募集します。
第 5次府中市総合計画が示す

〝いこる〟とは、備後地方の方言で「炭に火が熾（おこ）り赤々と燃えている状態」の意。
〝いこった〟炭は、やすやすとは消えず、また、周りの炭も〝いこらせて〟いくこと
から、本計画では、まちづくりの灯（ひ）を起こすことや起こす人、そうした人たち

の熱量にあてられてまちづくりの灯が次々と広
がっていく様を表す意味で使用しています。

職員は何
をしてい

るの？
府中市っ

てどんな
とこ？

推進中！

次ページへ

GO

やさしさがあふれ“いこる”熱量が高いまちへ



2　新しいまちづくりへ 3　私たちと一緒に働きませんか

■やりがい
　災害や人口減少といった地域課題に対してIoT 活用による解
決アプローチを図るため、防災および農業分野での「府中市地
域ＩoＴ実装計画」実現に取り組んでいます。市内全域への高速
情報通信基盤の整備とその活用により、他の分野でも抱える地
域課題を解決につなげ、ICT 都市ふちゅうの実現に向けた新た
な価値創造を目指します。

■府中市の好きなトコロ
　何と言っても、豊富な自然と人の温かさが感じられることで
す。また、お出かけするにも、山や海、空港、新幹線駅へも１
時間圏内と大変便利な立地であり、遊びのチョイスが広がるの
もいいトコロです。ぜひみなさん、府中市へおいでください！

■やりがい
　皆さんは、住んでいる、もしくは出身のまちで将来どんな風に過ご
せたら良いと思いますか？府中市では２０～３０年後も暮らしを楽し
んでいるイメージを共有する「府中市グランドデザイン」の実現に向
けて進んでいますが、その過程での様々な方のご意見を通じ、人のつ
ながり、歴史、町並み、自然など多くの魅力を再発見しました。
　こども達はもちろん、家族も楽しめる空間づくりに携われることは
責任重大ですが、一方で大きなやりがいや魅力を感じます。そんな府
中市でぜひ一緒に働きませんか！

■府中市の好きなトコロ
　お気に入りの食べ物で、スポンジケーキを洋酒につけ込んだ「洋酒
ケーキ」というものがあります。冷蔵庫で冷やすと、さらに美味しく
なりますよ。おすすめです。

■やりがい
　自然や歴史、ものづくりなど、府中市には他に引けを取らな
い地域の資源が沢山あります。これらを磨き上げ、情報発信す

　◇ i-coreFUCHU（いこーれふちゅう）
　皆さんのアイデアやチャレンジで、人が人を呼び、
関係人口が拡大し、人のつながりが育ち、情報・ビジ
ネス・府中ファンなどさまざまなネットワークの成長
を図ります。
　イベントや活動発表、自慢の芸術作品などを展示、
会議やセミナー、勉強、仕事など、さまざまな用途で
利用可能です。テーブルや椅子などは府中家具です。

　◇ 子育てステーション ちゅちゅ
　府中版ネウボラとして、保健師や保育士、公認心理師
などの経験豊富なスタッフが、妊娠から子育てまでの相
談にワンストップで対応します。母子健康手帳の交付や
子育てに関する相談、子育てイベントの開催や、子ども
が伸び伸びと遊べるキッズゾーンもあり、遊びも楽しめ
ます。複数の専門スタッフが関わることで、多面的な角
度からのアドバイスができ、よりきめ細やかなサービス
を受けることができるようになります。

　◇ 府中市グランドデザイン
　グランドデザインには、20年～30年後どのような
まちになっていたらよいか、「市民の皆様の目線」と
「訪れる人々の目線」で、目指すまちの将来イメージ
を描き、達成するための方向性を示しています。
　市民の皆様をはじめ、企業や関係団体と一緒になっ
て、目指すまちの将来イメージに向けて『府中の本物
（まんなか）を感じ、「楽しみ」「暮らせる」まち』
を造っていきます。

　◇ ICT都市ふちゅう
　様々な分野でのDX推進を、「産業DX]、「市民生活
DX」、「行政DX」という３つの柱で取り組んでいま
す。これにより、将来にわたり持続可能で質の高い行
政サービスを提供する「ICT都市ふちゅう」を目指す
とともに、コロナ禍におけるデジタル技術を活用した
新たなつながりを創出することで、市民一人ひとりの
利便性を重視した実感できる新たな行政サービスの提
供を行っていきます。

　◇ 先進的な教育
　市内のすべての小中学校で一貫教育を展開している
ことに加え、地域・企業と一体となったコミュニ
ティ・スクールの仕組みづくりと実践を行っているこ
とは、全国的にみても高い先進性とひとづくりの実績
として評価されており、小中一貫教育を基軸とした
「幼保小連携」「中高連携」にも取り組むなど、常に
教育のトップランナーとしての進化を続けています。

母子手帳交付も

相談も

遊びも

子育てに関する相談窓口が一つに！

担当するシゴト
　まちづくりに関わる計
画の策定、その実現に向
けた事業の実施、各種法
令に基づいた許認可に関
する業務、公共交通に関
する施策など行っていま
す。

担当するシゴト
　ＩＣＴ活用に係る施
策の企画推進、ネット
ワークの運用管理など
を行っています。

担当するシゴト
　観光資源の開発や宣
伝、観光戦略の推進に
関することを行ってい
ます。

信岡　知典
都市デザイン課

堀江　将人
情報政策課

大平　翼
観光課

担当するシゴト
　介護予防の体操教室
の運営や、高齢者の総
合相談・ケアマネジメ
ント支援などを行って
います。

担当するシゴト
　ｉ－ｃｏｒｅＦＵＣ
ＨＵの空間デザインや
施設のブランディング
構築などの仕事をして
います。

清水　啓祐
i-coreFUCHU推進課

草浦　麻未
介護保険課

■民間から転職したきっかけ
　前職では市内メーカーの技術開発職に関わり７年間、モノづくりに
携わりました。モノづくりに対して、充実感ややりがいを感じていた
反面、次第に自身が産業を、頑張っている人を支える側になりたいと
いう気持ちが大きくなってきたところ、府中市が社会人経験者を募集
していると知り志望しました。

■やりがい
　子育て、ものづくり、ＩＣＴと多岐にわたる分野の使われ方が求め
られるｉ－ｃｏｒｅＦＵＣＨＵは、市として前例のない官民連携プロ
ジェクトになっています。私にとってのやりがいは、利用者の方々と
共にアイデアをカタチにしていくことで、活気と賑わいを生み出す拠
点となるような施設を共に創っていくことです。

■府中市の好きなトコロ
　私は県外出身で、府中市に住み始めたころ、専ら府中焼きがお気に
入りだったのですが、加えて最近は府中市のスイーツがお気に入りで
す。隠れた名店の多さに、驚きました。

■仕事に子育てに
　私は今、部分休業という制度を利用しながら子育てをしてい
ます。１時間早く帰れることで、食事の支度や保育園のお迎え
が余裕を持って行えるので、仕事と家庭の両方を大切にしなが
ら毎日過ごすことができていると思います。職場の方からは仕
事の進み具合の確認やフォローをしていただき、暖かい雰囲気
を作っていただいてとても感謝しています。

■府中市のお気に入りのスポットは︖
　こどもの国ポムポムには木工のまち府中ならではの木のおも
ちゃがあり、木のぬくもりに触れながら大人も子どもも癒やさ
れる素敵な施設です。

るとともに、観光客を温かく迎え、おもてなしする環境を整え
るよう「府中市観光振興ビジョン」を推し進めています。実際
に、国府や天領に代表される歴史・文化、備後府中焼きなどの
食文化、キャンプ場などの自然体験など、たくさんの資源があ
りますが、住民とともに観光に対する機運を醸成し「びんご府
中ファン」を増やし、「観光」が府中市を支える産業の一つと
なることを目指し、日々元気に頑張っています！

■府中市の好きなトコロ
　海外からも注目されるスニーカーや家具などのブランド製品
をはじめ、外国人も訪れる上下白壁の町並み、湖・川・山の特
色あるキャンプ場など、魅力がたくさん詰まっている所です。
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府中市は挑戦し続けます。府中市は挑戦し続けます。府中市は挑戦し続けます。 府中市の挑戦には職員の情熱が必要です。府中市の挑戦には職員の情熱が必要です。府中市の挑戦には職員の情熱が必要です。



私たちの仕事の魅力は、わがまちのおたからを発見すること、
それに磨きをかけることかも知れません。

掘れば、
おたから。

広島県府中市職員採用案内
令和３年度実施

3　私たちと一緒に働きませんか

■勤務時間　原則、月～金曜日の午前８時30
分から午後５時15分（１日７時間45分、
１週間当たり38時間45分）

■休　　日　土曜日、日曜日、祝日、年末年始
（12月29日から翌年の１月３日）

■休　　暇　年次有給休暇のほか、夏季、結婚、
　　出産、子育て、ボランティアなどを事由と

する休暇
■給 与 等　市条例の定めるところにより、給

与、扶養手当、通勤手当、期末・勤勉手当
等が支給されます。初任給は、令和３年４
月１日現在で次のとおりです。

大学卒業見込みの場合
短大卒業見込みの場合
高校卒業見込みの場合

１８２，２００円
１６５，９００円
１５４，９００円

初　　任　　給

採用に関する詳しい内容は随時市HPおよび広報ふちゅうで発表していきます。

【採用に関するお問い合わせ先】
〒726-8601　府中市府川町３１５番地　府中市役所総務部人事課
（電　  話） ０８４７－４３－７１０５
（Ｈ　  Ｐ） http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/

勤務条件
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【職員について】　令和 3年 4月 1日現在

採用情報

【採用実績】

■職員数　461 人
■平均年齢　43.3 歳

■平均給与月額 409,700 円 ■男女比率
　女性 43％
　男性 57％

■年次有給休暇平均取得日数
　10.8 日（令和 2年中）
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