
 

まち×ひと×しごと発見ツアー 

 

【主催/問い合わせ】  公益財団法人 兵庫県まちづくり技術センター TEL: 078-367-1223（直通) 

 ツアー詳細はこちら→ HP: https://www.hyogo-ctc.or.jp （右の QR コードからもアクセス可能） 

集まれ！公務員志望の学生達！ 

◆参加対象◆  学生 40 名（大学生、高専生） 

◆開催日時◆  2020 年 3 月 2 日（月） 

◆ツアー行程◆ 東播磨県民局 6 階会議室 集合 （9:15）   

              → 【講義/執務室見学】東播磨県民局 加古川土木事務所 

              → 【現場見学】加古川小野線道路改築事業 東播磨道北工区 

              → 昼食 （ニッケパークタウン） → 【講義/執務室見学】 加古川市役所  

             → 【講義/執務室見学】播磨町役場 → 【現場見学】播磨町役場管理施設 

山陽 播磨町駅/JR 土山駅 解散  （17:30 頃）   ※見学先へはバスで移動します。  

兵庫県、加古川市、播磨町の 

技術公務員から仕事内容を聞いてみませんか 

参加者募集 

 



『まち×ひと×しごと 発見ツアー』の概要

（１）目的

兵庫県及び県内の市町では、土木・まちづくり行政に携わる技術公務員が不足してい
るにも関わらず、新規採用募集においては応募者数が減り、定員割れが発生する事態
になっています。
このため、兵庫県まちづくり技術センターは、県や市町の支援策のひとつとして、技術
公務員志望者の発掘を目的に、ツアーを開催します。

（２）ツアーの概要

このツアーでは、将来の県や市町の土木・まちづくり行政を担う学生に、私達の生活や
社会・経済活動の基盤であるインフラの整備や維持管理の魅力を発信し、「技術公務員
の仕事内容や魅力」、「県職員と市町職員の違い」などについて、実際に働いている職員
の生の声を聞いていただきます。

今回は、兵庫県加古川土木事務所、加古川市役所、播磨町役場を訪問し、県や市町
の仕事内容、現場見学等を行います。

（３）プログラム

①兵庫県加古川土木事務所内で県職員（総合土木職）が仕事内容や仕事のやりがい等
をお話します。また、日常業務を行っている執務室や東播磨道の現場を見学します。

②加古川市役所内で市職員が建設部、都市計画部、上下水道部の各業務について説
明します。その後、若手職員との座談会や執務室の見学を予定しています。

③播磨町役場内で町職員が日常生活に欠かせないインフラの整備や維持管理等の説
明や現場を見学します。

【主催/問い合わせ】

公益財団法人 兵庫県まちづくり技術センター企画部企画調整課（担当：坂本/金澤）

〒650-0023 神戸市中央区栄町通6丁目１－２１神明ビル６F TEL:０７８－３６７－１２２４（直通）

注意事項

（１）申し込み多数の場合は、学校ごとに人数を調整させていただく場合があります。

（２）集合場所までの交通費、解散場所からの交通費、昼食代は各自でご負担ください。

（３）多少汚れても構わない服装で参加して下さい。ヘルメットはセンターが準備します。

（４）建設現場では、靴が汚れる可能性がありますのでご注意ください。

（５）センターが、参加者全員の傷害保険（国内旅行傷害保険）に加入します。

（６）開催日に大雪や大雨等が予想される場合は、本ツアーを中止することがあります。



ツアー参加者の声 

・自分が思っているよりもずっと

忙しさを感じたが、やりがいを

得ることができることを知り、

ますます公務員に興味を持っ

た。 

・自分の進路を決める上での参考

になった。 

 令和元年度 『まち×ひと×しごと 発見ツアー』 実施要領 

～「技術公務員の仕事の面白さ」を体感するツアーを開催します～ 
目 的 

兵庫県及び県内の市町では、土木・まちづくり行政に携わる技術公務員が不足しているにも

関わらず、新規採用募集においては応募者数が減り、定員割れが発生する事態になっています。 

このため、兵庫県まちづくり技術センターは、県や市町の支援策のひとつとして学生に技術

公務員への進路選択を促し、技術公務員志望者の発掘を目的に、ツアーを開催します。 

 

１．参加対象     学生（大学生、高専生）４０名 

 
                                                         

 

５．申込み方法   

別添「参加申込書」を FAX 又は E-mail でお送り下さい。 

FAX：０７８－３６７－１２３２ 

E-mail：kenshu@hyogo-ctc.or.jp  

締め切り 20２０年２月１９日(水)  

 

６．見学先行程    

（裏面の行程表 及び 位置図をご覧ください。） 

 

７．注意事項      

（１）申し込み多数の場合は、学校ごとに人数を調整させていただく場合があります。 

（２）集合場所までの交通費、解散場所からの交通費、昼食代は各自でご負担ください。 

（３）多少汚れても構わない服装で参加して下さい。ヘルメットはセンターが準備します。 

（４）建設現場では、靴が汚れる可能性がありますのでご注意下さい。 

（５）センターが、参加者全員の傷害保険（国内旅行傷害保険）に加入します。 

（６）開催日に大雪や大雨等が予想される場合は、本ツアーを中止することがあります。 

 

 

 

 

２． 日    時     ２０２０年３月２日（月） 

【集合】 午前 ９時１５ 分  

兵庫県東播磨県民局内 6 階会議室 

（加古川市加古川町寺家町天神木 97-1）  

【解散】 午後 5 時 30 分頃  

（山陽播磨町駅/JR 土山駅周辺） 

 

３．参  加  費     無料  

     

４．ツアーの概要 

このツアーでは、将来の県や市町の土木・まちづ

くり行政を担う学生に、私達の生活や社会・経済活

動の基盤であるインフラの整備や維持管理の魅力を

発信し、「技術公務員の仕事内容や魅力」、「県職

員と市町職員の違い」などについて、実際に働いて

いる職員の生の声を聞いていただきます。 

お問合せ先 公益財団法人 兵庫県まちづくり技術センター 企画部 企画調整課 坂本、金澤 

〒650-0023 神戸市中央区栄町通 6-1-21 神明ビル６階  

TEL 078-367-1224 FAX 078-367-1232 

ツアー当日の緊急連絡先 090-7100-5513 

このツアーは、兵庫県市長会並びに兵庫県町村会の後援を受けています。 

 

兵庫県東播磨県民局       

加古川土木事務所 

 



『まち×ひと×しごと 発見ツアー』 行程表 及び 位置図 

 

（１）行程表 

9時15分 集合・受付（東播磨県民局内 ６階会議室）

9時15分 ～ 9時20分 5分 オリエンテーション

↓
9時20分 ～ 10時20分 60分 講義：兵庫県東播磨県民局 加古川土木事務所

見学：兵庫県東播磨県民局 加古川土木事務所執務室

↓ 40分
11時00分 ～ 12時00分 60分 現場見学：（主）加古川小野線道路改築事業 東播磨道（北工区）　

↓ 30分

12時30分 ～ 13時10分 40分 昼食

↓ 20分

13時30分 ～ 15時00分 90分 講義/座談会：加古川市役所

見学：加古川市役所執務室

↓ 40分

15時40分 ～ 17時10分 90分 講義：播磨町役場

見学：播磨町役場執務室

現場見学：播磨町管理施設

↓ 20分

17時30分 解散（山陽播磨町駅/JR土山駅）  
 

（２）位置図 

 

 

 

 



学校の電話番号/FAX番号 電話 FAX

緊急時の連絡窓口 氏名 緊急連絡先

(ふりがな）

住所 緊急連絡先（参加者）：

生年月日 性別

学部、学科

(ふりがな）

住所 緊急連絡先（参加者）：

生年月日 性別

学部、学科

(ふりがな）

住所 緊急連絡先（参加者）：

生年月日 性別

学部、学科

(ふりがな）

住所 緊急連絡先（参加者）：

生年月日 性別

学部、学科

※申し込み用紙が不足する場合は、コピーの上、ご使用下さい。

※１　申し込み多数の場合は、人数調整について、センターからご連絡させていただきます。
※２　ツアーの参加可否については、2020年2月26日(水)までにセンターからご連絡いたします。

申込み締切：2月19日(水)

年齢 (3/2時点)

学年

            送付先：公益財団法人　兵庫県まちづくり技術センター　企画部　企画調整課　　宛　　　　　

　Fax　078-367-1232  /  E-mail　kenshu@hyogo-ctc.or.jp 　

『まち×ひと×しごと 発見ツアー』　参加申込書

申 込 日： ２０２０年　　月　　日

学校名

参加者氏名
緊急連絡先（保護者）

参加者氏名

参加者氏名

緊急連絡先（保護者）

緊急連絡先（保護者）

緊急連絡先（保護者）

参加者氏名

年齢 (3/2時点)

学年

国内旅行傷害保険に加入しますので、漏れなくご記入下さい（保険加入費用はセンターが負担します）

年齢 (3/2 時点)

学年

年齢 (3/2時点)

学年



県・市・町の技術公務員の方に聞いてみたいことがあれば、

この用紙にご記入いただき、参加申込書と一緒にお送りください。（無記名可）

なお、ツアー当日も質問時間を用意しますので、

気になることがあれば質問してください。

問１　誰への質問ですか？　(複数選択可)

①     兵庫県職員　　　②加古川市職員　　　③播磨町職員

問２　どのような質問ですか？　（複数選択可）

①     休日出勤はありますか？また、有給休暇は取得できますか？

②     勤務地や所属はどのくらいのペースで異動しますか？

③     遠方への転勤はありますか？

④     1年目の給料やボーナスはいくら位ですか？

⑤     1日の仕事のサイクルはどのようになっていますか？

⑥     その他

技術公務員への質問


