
勤務時間と休暇
完全週休2日、年次有給休暇は20日（入庁初年度は15日）。年間休日は120日以上。
その他、年末年始、特別休暇（夏季5日、結婚、傷病、忌引きなど）があります。休　  　暇

勤務時間 午前8時30分から午後５時まで（お昼休憩45分）。
Information

宗像市組織図と主な業務内容宗像市には、あなたの力を存分に発揮できる多種多様な舞台があります。

市 長

議 会 副市長

教育ICT
世界遺産の情報発信
次世代リーダー育成
子どもの権利相談室

条例、規則の制定
行政のDX化
都市ブランド、企業連携
防災、危機管理

定住促進
SDGs未来都市計画
ふるさと寄附
市税の課税、徴収

市民、コミュニティとの協働
ユリックス
DV相談窓口
脱炭素社会の推進

障害者福祉、高齢者福祉
健康づくり
新型コロナワクチン接種
国民健康保険

都市計画
駅周辺整備
インフラの維持管理
下水道

団地再生、街なか再生
空き地、空き家バンク
地域公共交通
公共施設の建設・改修

道の駅むなかた
有害鳥獣対策
漁港整備
大島、地島の活性化

総務部 経営企画部 市民協働環境部 健康福祉部 都市整備部 都市再生部 産業振興部 教育子ども部

教育委員会 会計管理者 監査委員 農業委員会

経営企画部 税務課
荒木 拓馬

給　与（令和3年度）

期末、勤勉手当（ ボーナス）年間　 4.45ヶ月(令和3年度実績)
各種手当（ 地域手当、住居手当、扶養手当、通勤手当）

なお、職務経験がある場合、上記月額に一定の基準で加算されます。

福岡県宗像市 総務部人事課 採用担当

☎0940-36-5051
www.city.munakata.lg.jp/saiyo

30歳／扶養家族の配偶者と子1人／家賃61，000円／車通勤

基本給

地域手当

扶養手当

住居手当
通勤手当（車通勤の平均）

令和3年度の平均
取得日数は13.9日

でした。市役所では、年
次有給休暇の年間取得
平均日数15日以上の取
得を目指しています。

はい、対応しています。在
宅勤務で、自宅でも安心

して業務ができる体制やシステ
ムを整えたり、JR赤間駅に隣接
したコワーキングスペース
(fabbit宗像)を活用したり
するなど、多様な働き方を
推進しています。

いわゆる公務員対策の
一般常識の筆記試験

はありません。企業でも使われ
ている適性検査やWeb面接、
録画面接を実施しています。
詳しくは、宗像市公式ホーム
ページ内の採用ページをご覧
ください。

仕事と生活のバランスをとることで、職員が働きやすい環境づくりに努めています。その
ひとつに、子育て支援に関する休暇取得の促進があります。令和3年度では、育児休
暇、部分休暇、育児参加休暇のいずれかを取得した女性職員は100%、男性職員は、
87.5%でした。

入庁後、各職員の能力に合わせた配属先を決定します。採用後は、10年の間に3回の
JOBローテーションを行い、様 な々部署を体験することで、公務員知識や姿勢を学んで
頂き、本人の適性をみて配属を検討します。また庁内独自の研修や、知識や技能の向
上につながるスキルアップ研修の他に、一般企業や他自治体への派遣研修も積極的
に行っています。（主な派遣先：九州経済産業局、環境省、トヨタ九州、日本航空など）

ワークライフバランスの取組み

配属・研修

※条例などの改正により変更されることがあります。

区　分 初任給

一般行政職
154,900円

182,200円大学卒

高校卒

※距離により通勤手当の支給額は変わります。

合　計 306,245円

※正規の勤務時間を超えた場合、時間外勤務手当が支給されます。

【モデル給与】 

有給休暇はどのくらい
取得できますか？

育児をしっかりやりたいと思い、育児休暇をとりまし
た。同僚からも『ぜひ育休をとりなよ。』と快く後押
しをもらい、復帰後も周囲の協力を得ながら、早く
帰宅することができています。

発行：2022年6月
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次の募集は　　　　月です。

Q. 在宅勤務やリモート対応
はありますか？Q. どのような採用試験が

行われますか？Q.

A. A. A.

宗像市職員採用ページはこちら
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福岡市

北九州市宗像市

With Us!
福岡市と北九州市の中間付近に位置する人口約10万人のまちで、
先輩職員がまちの未来を共につくるあなたの応募を待っています。
※上記コメントは宗像市職員アンケートで『宗像市をアピールする言葉』について募集したものを掲載しています。



PersonMission
グローバル
人材育成

都市再生
ひのさと48

SDGｓ
未来都市

濵村　隆

With Us!「住みたい、住み続けたいまち」
私たち宗像市職員のミッションは

当たり前の前提が崩れていく、いつかは訪れる「ま
さか」というものに自治体職員は備えていかなけ
ればなりません。そのために必要なものは「想像
力」だと思います。ぜひこの宗像市で、私が信頼す
る先輩職員たちと共に、宗像市のまちづくりに、そし
て50年100年先を見据えた住みやすいふるさと
づくりに協力してくれませんか？

プロフィール
Profile

福岡県宗像市出身。会社員を経て、実家の酒造業、米食回帰と
地産地消の講話活動やフードコラムニスト、
クルーズコーディネーター、ラジオパーソナリティと幅広く活動。
平成23年に福岡県議会に当選し、2期務める。
平成30年5月に九州本土唯一の女性市長として宗像市長就任。
令和4年4月の市長選でも再選を果たし、現在2期目となる。

『子ども育成課の職員が安心して子
育てできなかったら、どこもできない
よ。』と上司や仲間が声をかけ、サ
ポートしてくれる職場です。宗像市
は、新しいことに対してまずはやって
みようというところがあると思います。

全国的に前例のない事
業を宗像市が先頭に
立っていくという気概を
持ち、仕事に取り組んで
います。今はまだ正直、
正解はわかりませんが、
全国に向けて発信でき
るような取り組みを進め
ていきます。

市民団体や学校、企業が連携し
て目標達成を目指しています。関
係者と知恵を出し合い、解決策
を模索する過程は簡単ではあり
ませんが、多くの人と触れ合い、
楽しみながら取り組んでいます。

宗像市は令和2年7月に、全国のモデルとなる
ようなまちの再生と、世界遺産を核とした持続
可能なまちづくりへのチャレンジが評価され、
内閣府からSDGｓ未来都市に選ばれました。
古代から自然を敬い、豊かな海を守り続けて
きた宗像市では、この資源を守り、活かし、後
世まで引き継いでいく、持続可能な社会の実
現に向けて取り組んでいます。

内野 由太

をつくることです。

次世代を担う子供たち、そしてその先の未来へと繋げていくために、私たちは常に一歩先を見ながら、魅力あるまちづくりに
日々取り組んでいます。学歴、出身は問いません。多様な人材を宗像市は求めています。世界遺産のあるまち、宗像市で
私たちと共に未来のまちづくりに挑戦しませんか？

職員のとある一日のスケジュール

趣　味 マンガ、観劇、スポーツ観戦
愛読書 『キングダム』『ゴールデンカムイ』『三月のライオン』『鬼滅の刃』
好きな作家 つかこうへい

主任主事 街なか再生係長
経営企画部 経営企画課経営企画部 経営企画課 都市再生部 都市再生課 教育子ども部 子ども育成課

グローバル人材育成係長

占部 真珠アイリーン

教育子ども部 子ども育成課
グローバル人材育成係長

コミュニティ・センター訪問

［12:15-13:00昼休憩］
宗像市では地域と行政との協働でまちづくりを行っており、市は、コミュニティや自治会など、地
域のまちづくり活動を担ってくださっている人たちの支援をしています。地域の方 は々、防災、福
祉、放課後や休日の子どもたちの居場所づくりといった青少年育成など、幅広い活動に自ら取
り組まれています。その中で、地域と市の関係課をつなぐことが私たちの仕事です。事業の相談
にのったり、地域の方対象の研修会を開催したりしながら、支援をしています。

土日に仕事が入ることもありますが、その分有休や振替休日を活用し
ながら、プライベートの時間を大切にしています。休日は、温泉につ
かったり、美味しいものを食べたりして、ゆっくりと体を休めています。

働く中で、コミュニケーション能力の必要性を痛感して
います。どんな職業でも大事なことだとは思いますが、
学生のうちから、アルバイトやボランティア活動、部活
動や旅行等いろいろな経験を積み、いろいろな人と
関わると良いのかなと思います。

将来は、家事や子育てと両立しながら定年まで働きたいです。
産休や育休等も取得しやすく、福利厚生も充実しているからこ
そ、実現できることだと思います。

帰庁、事務処理
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15:00

16:00

17:00

18:00

コミュニティ運営協議会の会議に出席

［8:30業務開始］
朝礼、メールチェック

［13:00業務再開］
コミュニティ・センター
で常駐勤務

市 長　伊豆 美沙子

宗像を元気にしタイ！

市民協働環境部 コミュニティ協働推進課
主　事

令和２年 入庁　
令和２年～ コミュニティ協働推進課 所属

川原 和姫

学生時代に、市が行っている放課後の子どもたちの居場所づくりに関
わったことがあります。以前から子どもたちを支援できる職に就きたいと
思っていましたが、この活動をきっかけに、市役所職員の仕事に興味を持
つようになりました。宗像市は博多と北九州の間に位置し、ＪＲが通ってい
て利便性が良く、住みやすいまちだったことから受験を決めました。

将来の仲間へのアドバイス

『求めるものは、未来を描くあなたの想像力』

宗像市職員採用ページはこちら

［17:00業務終了］

デスクワーク 窓口での対応

コミュニティ運営協議会の会議

世界遺産シティとして、
Save The Seaを。

地域住民が主人公、
全国の先駆的なシンボルに。

『むなかた子ども大学』で、
産官学連携の教育を。

宗像市は、昭和４０年代に大規模な住宅開発
が行われ、ベッドタウンとして発展してきました。
それから半世紀が過ぎたいま、次の時代を見据
え、新たなまちの成長のエンジンとすべく団地再
生事業を推進しています。その象徴でもある「ひ
のさと48」を核とした「さとづくり48」プロジェクト
は、国土交通省の「まちづくりアワード」を受賞す
るなど、全国的にも注目を集めています。

「ふるさとに愛着と誇りをもち、自分の将来や社
会の未来を創造する力」を備えた子ども達を
育成するため、伝統・文化・自然・歴史・食・地
域の人など多様な地域資源を生かした教育を
行っています。大学、企業、団体が連携して、各
分野のエキスパートを講師に、講義だけでない
体験活動を実施。グローバル社会に通じるス
キルを身につけられると、好評を博しています。
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HPにて職員採用動画も
ぜひご覧ください

仕事終わりに友人と
近場の温泉へ直行
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のさと48」を核とした「さとづくり48」プロジェクト
は、国土交通省の「まちづくりアワード」を受賞す
るなど、全国的にも注目を集めています。

「ふるさとに愛着と誇りをもち、自分の将来や社
会の未来を創造する力」を備えた子ども達を
育成するため、伝統・文化・自然・歴史・食・地
域の人など多様な地域資源を生かした教育を
行っています。大学、企業、団体が連携して、各
分野のエキスパートを講師に、講義だけでない
体験活動を実施。グローバル社会に通じるス
キルを身につけられると、好評を博しています。
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HPにて職員採用動画も
ぜひご覧ください

仕事終わりに友人と
近場の温泉へ直行



勤務時間と休暇
完全週休2日、年次有給休暇は20日（入庁初年度は15日）。年間休日は120日以上。
その他、年末年始、特別休暇（夏季5日、結婚、傷病、忌引きなど）があります。休　  　暇

勤務時間 午前8時30分から午後５時まで（お昼休憩45分）。
Information

宗像市組織図と主な業務内容宗像市には、あなたの力を存分に発揮できる多種多様な舞台があります。

市 長

議 会 副市長

教育ICT
世界遺産の情報発信
次世代リーダー育成
子どもの権利相談室

条例、規則の制定
行政のDX化
都市ブランド、企業連携
防災、危機管理

定住促進
SDGs未来都市計画
ふるさと寄附
市税の課税、徴収

市民、コミュニティとの協働
ユリックス
DV相談窓口
脱炭素社会の推進

障害者福祉、高齢者福祉
健康づくり
新型コロナワクチン接種
国民健康保険

都市計画
駅周辺整備
インフラの維持管理
下水道

団地再生、街なか再生
空き地、空き家バンク
地域公共交通
公共施設の建設・改修

道の駅むなかた
有害鳥獣対策
漁港整備
大島、地島の活性化

総務部 経営企画部 市民協働環境部 健康福祉部 都市整備部 都市再生部 産業振興部 教育子ども部

教育委員会 会計管理者 監査委員 農業委員会

経営企画部 税務課
荒木 拓馬

給　与（令和3年度）

期末、勤勉手当（ ボーナス）年間　 4.45ヶ月(令和3年度実績)
各種手当（ 地域手当、住居手当、扶養手当、通勤手当）

なお、職務経験がある場合、上記月額に一定の基準で加算されます。

福岡県宗像市 総務部人事課 採用担当

☎0940-36-5051
www.city.munakata.lg.jp/saiyo

30歳／扶養家族の配偶者と子1人／家賃61，000円／車通勤

基本給

地域手当

扶養手当

住居手当
通勤手当（車通勤の平均）

令和3年度の平均
取得日数は13.9日

でした。市役所では、年
次有給休暇の年間取得
平均日数15日以上の取
得を目指しています。

はい、対応しています。在
宅勤務で、自宅でも安心

して業務ができる体制やシステ
ムを整えたり、JR赤間駅に隣接
したコワーキングスペース
(fabbit宗像)を活用したり
するなど、多様な働き方を
推進しています。

いわゆる公務員対策の
一般常識の筆記試験

はありません。企業でも使われ
ている適性検査やWeb面接、
録画面接を実施しています。
詳しくは、宗像市公式ホーム
ページ内の採用ページをご覧
ください。

仕事と生活のバランスをとることで、職員が働きやすい環境づくりに努めています。その
ひとつに、子育て支援に関する休暇取得の促進があります。令和3年度では、育児休
暇、部分休暇、育児参加休暇のいずれかを取得した女性職員は100%、男性職員は、
87.5%でした。

入庁後、各職員の能力に合わせた配属先を決定します。採用後は、10年の間に3回の
JOBローテーションを行い、様 な々部署を体験することで、公務員知識や姿勢を学んで
頂き、本人の適性をみて配属を検討します。また庁内独自の研修や、知識や技能の向
上につながるスキルアップ研修の他に、一般企業や他自治体への派遣研修も積極的
に行っています。（主な派遣先：九州経済産業局、環境省、トヨタ九州、日本航空など）

ワークライフバランスの取組み

配属・研修

※条例などの改正により変更されることがあります。

区　分 初任給

一般行政職
154,900円

182,200円大学卒

高校卒

※距離により通勤手当の支給額は変わります。

合　計 306,245円

※正規の勤務時間を超えた場合、時間外勤務手当が支給されます。

【モデル給与】 

有給休暇はどのくらい
取得できますか？

育児をしっかりやりたいと思い、育児休暇をとりまし
た。同僚からも『ぜひ育休をとりなよ。』と快く後押
しをもらい、復帰後も周囲の協力を得ながら、早く
帰宅することができています。

発行：2022年6月

03

01 02

次の募集は　　　　月です。

Q. 在宅勤務やリモート対応
はありますか？Q. どのような採用試験が

行われますか？Q.

A. A. A.

宗像市職員採用ページはこちら

242,400円

12,945円

16,500円

28,000円

6,400円

小倉小倉

赤間赤間
東郷東郷

博多博多

3

3

3

福岡市

北九州市宗像市

With Us!
福岡市と北九州市の中間付近に位置する人口約10万人のまちで、
先輩職員がまちの未来を共につくるあなたの応募を待っています。
※上記コメントは宗像市職員アンケートで『宗像市をアピールする言葉』について募集したものを掲載しています。




