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大口町紹介

大口町には約６８０社の企業が立地
しています。
現在も、産業振興のために新たな
企業の立地誘導を図っています。

産業との共生

不交付団体とは、国から地方交付
税の交付を受けずに、財政運営を
行っている地方公共団体のことです。
大口町は昭和56年から一貫して
地方交付税の不交付団体です。不
交付団体は全国に54団体しかな
く（令和3年度）、全国的に見ても
大変珍しいです。

平成27年8月、松江城とその城
下町を築いた堀尾吉晴公の出生
地として、島根県松江市と「姉妹
都市提携」を結びました。
松江市で9月に開催される「松
江水燈路」に大口町から灯篭を
出品したり、平成28年度からは、
踊りを通じた交流も行ったりして
います。

姉妹都市：松江市

不交付団体

大口町の歴史

町の花

さくら

町の木

もくせい

町章

「大口」の2字を一体化し
たデザイン。町民の親和と
団結を表すとともに、町勢
の向上発展を単純明快に
象徴化したもの。

昭和30年の大合併が起きたとき、当時純農村
地域であった大口村(現大口町)は、荷物になる
からと合併を断られ続け、分裂の危機にありま
した。
そこで、当時の村長社本鋭郎氏が工場誘致と
五条川沿いの桜の植樹で、周辺の市町に頼ら
ない自立の村を作ろうと立ち上がりました。多
くの反発にも諦めずに取り組み続けたことで、
産業と五条川沿いの桜は大口町を象徴するも
のとなりました。
そして、大口町は今年で６０周年を迎えます。

2

大
口
北
防
災
セ
ン
タ
ー



役場紹介

総務部 地域協働部 まちづくり部

行政課
役場の管理、選挙、
統計事務等

税務課
町税などの課税や
収納等

政策推進課
予算編成、ふるさと
納税事業、人事等

秘書広報室
町長のサポート、
広報おおぐちの作成等

町民安全課
災害対策事業、
コミュニティバス運行事業等

地域協働課
地域住民や団体の活動推進、
国際交流事業等

企業支援課
企業誘致、事業者支援等

まちづくり推進課
住環境の整備、
農業を営む方の支援等

環境対策室
ごみ処理、環境保全、
犬・猫に関する業務等

大口町資源
リサイクル
センター
資源ごみの回収等

健康福祉部

建設部
生涯教育部

戸籍保険課
戸籍の管理、医療保険に
関する相談受付等

福祉こども課、
子育て支援センター
保育園運営事業、子育て支援事業、
障がい者支援事業等

児童館・保育所

健康生きがい課、
保健センター
高齢者支援事業、介護保険に
関する業務等

建設課
道路整備、下水道整備等

維持管理課
公園、道路、橋の管理事業、
町営住宅管理事業等

学校教育課
小中学校の運営管理事業等

学校給食センター

生涯学習課
生涯学習活動の推進、
歴史民俗資料館の運営

図書館

町史編さん室 会計室 監査委員事務局

大口町史の編集等 税金の支払いに関する
業務等

町の税金が適切に使用
されているかの確認等

議会の運営、
事務局の庶務等

議会事務局
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多様な業務に携わる
ことができます。



Oguchigram

● ● ●

いいね！ 12339件

五条川の桜はやっぱりきれい！
#行事紹介
＃金助さくらまつり
＃４月
＃４月はれんげまつりも
＃大口町大好き

ogc_gyouji
Aichi Oguchi
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Oguchigram

いいね！ 1１886件

盛り上がった！！
＃行事紹介
＃やろ舞い大祭
＃9月
＃大口町大好き
ほかにも、町民体育祭（１０月）、ふれあいまつり（１１月）
など、大口町にはいろいろな行事があるよ！

ogc_gyouji
Aichi Oguchi
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大口町長 鈴木雅博

大口町長 鈴木雅博
suzuki_ogc60

suzuki_ogc60 ・ Oguchigram

フォロワー24225人・投稿29件

2013より、このOguchigramをフォロー中です

4月15日 11:30

何かをしたいと提案した時に、それがうまくいく
とやりがいというよりは楽しさを感じています。

大口町の魅力は何だと思いますか？

純粋な気持ちを持っている人に来ていただきたいなと思い
ます。そして、その純粋な気持ちを持ち続け、若者の力を発
揮していただきたいです。古い慣習に凝り固まるのではなく、
時代の流れを見越したり、若い人財が声をあげられる華やか
な職場にしていってください。

将来の職員へのメッセージをお願いします

何か特別な魅力がある訳ではないですが、住民から特段不平
不満も出ず、住んでいて暮らしやすいところが大口町の良さだ
と思います。魅力というものは流行り廃りで無くなってしまう
ものもありますし、新たに魅力をつくるというより、今の和やか
で住みやすい町であり続けることが大切だと思っています。

民間人である自分と公務員である職員の間
では常識が異なることもあるので、相手が
理解しやすいよう、分かりやすく説明するこ
とを心掛けています。

町長としてのやりがいは何ですか？

町長として心掛けていることは何ですか？
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水野晃太（まちづくり推進課）

水野晃太（まちづくり推進課）
mizuno_ogc60

mizuno_ogc60 ・ Oguchigram

フォロワー1614人・投稿3件

2020より、このOguchigramをフォロー中です

4月18日 10:30

主に、農地転用の業務です。田畑を工場用地にするなど、別
目的で土地を利用する際には申請が必要になります。そのた
め、業者と県を繋いで申請をもらうことが主な業務内容です。

やりがいは何ですか？

和気あいあいとした雰囲気ではないですが、聞きた
いことや相談事にはいつでものっていただけます。
公務員って感じの雰囲気です！！

職場の雰囲気を教えてください。

大口町は、自然豊かで、都市部へのアクセスも良いほ
か、五条川の桜並木など魅力的な観光スポットも多く、
そんな魅力的な街に貢献したくて志望しました。

主な業務内容を教えてください。

志望動機は何ですか？

初めはわからないことばかりだとは思いますが、
将来のために失敗を恐れずチャレンジしましょう！
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農地転用の業務は県から申請許可が下りることで仕事
が終わるので、その時にやりがいや達成感を感じます。



伊藤彩月（地域協働課）

伊藤彩月（地域協働課）
itou_ogc60

itou_ogc60 ・ Oguchigram

フォロワー1691人・投稿2件

2021より、このOguchigramをフォロー中です

4月18日 11:30

志望動機は何ですか？

大口町出身で大口町が大好きなので、ここで働きた
いと思いました！大口町の田舎ならではの自然豊か
なところが好きです。

主な業務内容を教えてください。

地域自治や団体活動に関する仕事をしています。
地域に必要なことや、地域課題の解決に向けて、
住民とともに知恵を出しあってまちづくりを
行っています。

やりがいは何ですか？

楽しい職場です！わからないことは聞きやすいですし、
相談しやすいです。

職場の雰囲気を教えてください。

様々な考えやノウハウを持つ多様な主体とともに課題解決に
取り組めることが一番のやりがいだと思います。ですので、１
日でも早く戦力になれるように日々努力していきたいと思い
ます。

しんどいなと感じる時もあると思いますが、周りの優しい
皆さんに相談して仕事しましょう！
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田北美里（保健師）

田北美里（保健師）

takita_ogc60

takita_ogc60 ・ Oguchigram

フォロワー9451人・投稿18件

2005より、このOguchigramをフォロー中です

4月18日 09:30

志望動機は何ですか？

長く地域に携わり、見ていける場所が良いなと思って
いました。大口町は小さい町なので、地域に広く様々
な業務で関われると思い、志望しました。

主な業務内容を教えてください。

母子保健（健診・子育て相談など）や、成人保健
（健診・特定保健指導など）などの業務がありま
す。私は主に予防接種関連の事務・健康づくり・
コロナ関連の業務を行っています。

やりがいは何ですか？

相談しやすいアットホームな雰囲気です。比較的
にぎやかな職場です！

職場の雰囲気を教えてください。

同じ方と何度も接するため、例えばお子さんの場合、そのお子
さんや兄弟の成長をお母さんと共有しながら感じられるなど、
長い時間同じ場所にいるからこそ経験できることにやりがい
を感じます。

優しくて暖かい住民さんと触れ合う機会を大切に、
より良い大口町をつくりましょう！
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鈴木原野（保育士）

鈴木原野（保育士）

suzukig_ogc60

suzukig_ogc60 ・ Oguchigram

フォロワー1222人・投稿8件

2015より、このOguchigramをフォロー中です

4月20日 14:00

志望動機は何ですか？

保育実習で西保育園にお世話になり、そこで楽しそう
に子どもとかかわる先輩の姿を見て、ここで働きたい
と思いました。

主な業務内容を教えてください。

働きに出る各家庭のお子様を預かり、心身ともに
健やかに育つような遊びや、生活習慣や社会性を
育む学びを提供しています。そのための保育計画
を考え、準備をすることも保育士の仕事です。

やりがいは何ですか？

西保育園は規模が大きく職員も多いです。様々な職員と協力
し合ったり、先輩に助言をもらうことも多く、助かっています。

職場の雰囲気を教えてください。

生活習慣が身についたり、友だち関係の中で相手を思いやる
アプローチができるようになったりなど、子どもたちが成長す
る瞬間を見られた時に喜びややりがいを感じます。

大口町は、穏やかでとても良い町です。
ぜひ一緒に働きましょう！
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募集概要

※受験票は試験当日に持参してください
※インターネットによる申込のみ受付

申込方法
大口町ホームページからアクセスし、
手続きを行ってください。

受付期間
令和４年6月1日～令和４年6月１４日午後5時15
分まで

受験票入手方法
申請内容審査後→メール受信→電子申請の「申込
内容照会」→「受験票」をA4で印刷

金助くん
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採用予定人数
受験資格

学歴等 年齢要件

第
２
回

一般事務職 ２名程度
短期大学程度以上卒業見込みまたは卒業し
た方

平成5年4
月2日以降
に生まれ
た方

技術職
（土木）

２名程度
土木を専攻し、短期大学程度以上卒業見込
みまたは卒業した方

保育士 ２名程度
短期大学程度卒業見込みまたは卒業した方
で、保育士の資格を有するか令和5年3月
末までに取得見込みの方

保健師 １名程度
短期大学程度卒業見込みまたは卒業した方
で、保健師の資格を有するか令和5年3月
末までに取得見込みの方

【経験枠】

採用予定人数
受験資格

学歴等 年齢要件

第
2
回

保育士 2名程度
保育士の資格及び5年以上保育士経験を

有する方

昭和58年
4月1日以
前に生ま
れた方

技術職
（土木）

1名程度
2級以上の土木施工管理の資格及び5年
以上の土木技師の経験を有する方

平成5年4
月1日以前
に生まれ
た方



試験概要
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区分 内容 配分

第
１
次
試
験

教養試験
社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章
理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する
一般知能

40％

適性検査
事務職員として必要な資質及び適性を見るため、
簡単な試験を行います。

２０％

作文試験
思考力、表現力等をみるため一定の課題による筆
記試験を行います。

２０％

集団討論
班を構成して、一定の課題やテーマに対して議論
（討論）を行います。

２０％

第
２
次
試
験

面接試験
５分間の自己ＰＲなど、主として人物についての口
述試験を行います。

７０％
（５０％）

作文試験
思考力、表現力等を見るため、一定の課題による
筆記試験を行います。

３０％
（３０％）

実技試験
保育士として必要な資質及び適性等を見るため、
保育士のみ行います。

（２０％）

※保育士2次試験に関しては、（）内の配点で行います。

試験会場日時

ほほえみプラザ
大口町伝右1丁目35番地

電話 94－0051

※経験枠での募集の方は教養試験はありません。

1次試験
令和4年7月10日（日）

・受付 午前8時45分～9時
・試験開始 午前9時

・試験終了 午後4時頃

たくさんの
応募待って
るよ！

おおぐち元気戦隊ダッシュマン 12



求める人物像

Q&A

Q1.  受験にあたって居住地、出身校、性別などによる有利・不利はありますか？
A. 採用試験は、 住所・年齢・性別・学歴・職歴などによる有利不利は一切ありません。
他市町村出身の職員も多くいます。

Q2. 車での通勤はできますか？
A. 自家用車、自転車等で通勤している職員が多いです。大口町役場には職員が利用で
きる駐車場があります。 役場以外の勤務 (中央公民館、健康文化センター等)の場合でも、
駐車場はありますので、自家用車での通勤が可能です。

Q3. 転勤はありますか？
A. 基本的には、大口町内の事務所（役場、中央公民館、健康文化センター等）での勤務になります。
派遣勤務といった形で、大口町外にある別の地方公共団体に勤務する場合もあります。

何事にも興味をもち、仲間（まちの皆
さん）と一緒に、粘り強く続けていく。
そんな「人財」を求めています!!

好奇心 協調性 忍耐力

身の回りの出来事に

興味や疑問を感じ、そ

の理由を探ろうとす

る人

自分の価値観や経験

と異なる事柄はまず

は直に受け入れてみ

る人

発想を行動に移して

みる勇気を持ち、 自

分が望む形にならな

くても続けることが

できる人
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勤務条件

区分 大学卒 短大卒

一般事務職

182,200円 165,900円

保育士

保健師

技術職
（土木）

※職歴等によって
加算される場合
有り

※令和４年
４月１日現在

給与

勤務時間

平日 ８時３０分～１７時１５分（７時間４５分勤務）
※部署によっては土日勤務の場合も有り

休日

土・日・祝日及び年末年始
（１２月２９日～１月３日）
※部署、勤務地等により異なる場合も有り

休暇

・年次有給休暇（年２０日付与）

・特別休暇（結婚、産前・産後、
夏期、忌引等）

期末手当、勤勉手当

6月、12月に期末手当と勤勉手当
（いわゆるボーナス）を支給

時間外勤務手当

例）大学卒・一般事務職の場合
→ 1,507円/時間

※２２時以降や休日は上がります。

福利厚生

愛知県市町村職員共済組合から短期給付
（医療保険など）や長期給付（年金）を受ける
ことができます。
また、 大口町職員互助会から、 ボランティ
ア活動助成や自己啓発助成、給付金など各
種の助成を受けることもできます。
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新規採用職員振り返り

Q1 大口町に決めた理由は？

Q2 試験対策はどうしてた？

Q3 研修はどんな感じだった？

Q4 大口町のおすすめポイントは？

車で３０分程と通勤しやすい距離かつ、幼いころから大口町の桜
を見て家族と散歩した思い出があり、親しみのある町だったの
で、志望しました。

私は大口町出身で、住みやすいまちだなと感じていました。町民
の皆さんにも住みやすさを感じ続けていただけるように、大口町
で働いて貢献したいと思いました。

私は３年の夏くらいから勉強し始めました。教養試験は、数的処
理と時事問題を中心にコツコツ勉強しました。作文は、基本的な
ことだけ対策して臨んだけど、結構時間がなくて焦りました。集
団討論は、あまり実戦練習してなかったのですればよかったなあ。
面接は５分間の自己PRと、はきはき話すことを意識しました。

私は試験の１か月半前から勉強し始めました。数学が苦手だっ
たので数的処理に重点を置いて、ひたすら解いていました。平
均点ギリギリだったのでもっと早くから勉強するといいと思
います。集団討論は、インターンシップや企業の選考で経験を
積みました。フィードバックを大切に改善していくことが重要
だと思います。面接はやはり５分間PRを頑張りました。

五条川の桜並木がおすすめです！特に、ヨシヅヤ横の桜並木は
川のすぐ横を歩けるので、桜をより近くに感じることができます。
買い物もできるのでおすすめです。

やはり五条川の桜並木がおすすめです。堀尾跡公園の裁断橋の上
では良い写真が取れるので、写真スポットとしておすすめです！

様々な課のことを知ることができる機会になっていて、毎日
たくさんのことを吸収できています。
外に出ることもあり、色々な場所に行くのが楽しいです。

コンピューターの基本動作の研修だったり、様々な課の先輩方
の下での研修、また、公務員としての基本等たくさんのことを
１か月で学べます。

健康生きがい課
倉知あゆ

戸籍保険課
社本紀更
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《お問い合わせ》
〒480-0144
愛知県丹羽郡大口町下小口七丁目155番地
政策推進課 職員グループ

TEL：0587-95-1617 
FAX：0587-95-1641 
E-mail：seisaku@town.oguchi.lg.jp

このパンフレットは、令和4年度新規採用職員が研修の一環として配属前の1か月間で作りました。


