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町村職員への道案内
～保健師～
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ふくしまを応援する
「ベコ太郎」

保健師とは？

じゃあ実際に町村の保健師さんは
どんな仕事をしているの？

下記の分野・対象者において
保健サービスを提供するのが保健師

乳幼児

高齢者

対象者

妊産婦

障がい者

など全ての住民

保健 福祉

医療 介護

分野

など

生活習慣病予防教室

業務例

など

喫煙者への保健指導

健康相談対応

乳幼児健康診査

住民が健康で質の高い生活を送ることを支援するための保健活動を実施します。



実際には保健師って
どんな仕事をしているの？

主に母子保健を担当し、

子ども及び妊娠・出産・

子育て期にある方とその

家族への相談支援を行っています。

また、疾病予防のため成人の方

への保健指導や、感染症の蔓延

予防のため予防接種の勧奨等の

業務に携わっています。

乳幼児健診や母子健康手帳

交付など母子保健事業に

関することを担当しています。

また、高齢者の介護予防事業

として、運動教室や脳の

トレーニング教室を実施

しています。

女性がん検診の担当をしています。

また、住民の方の健康維持のため、

特定保健指導や介護予防教室なども

実施しています。

健康診断やがん検診の他、

特定保健指導など生活習慣病

の重症化予防のための指導や

セミナーの企画・実施を担当

しています。乳幼児健診や

コロナウイルスワクチン接種

時の業務の補助もしています。

子どもから高齢者までの予防接種や

成人期の運動教室、精神保健社会

復帰事業等を担当しています。

また、住民の方への健康講話や

保健指導も行っています。

健康診断やがん検診、予防接種を

担当しています。家庭訪問は

地区担当制で、母子・成人・

精神など様々な住民の方の訪問を

行っています。

予防接種業務や母子保健を担当

しています。また、保健指導や

健康教室なども行っています。

母子保健の担当をしています。

母子手帳の交付や、赤ちゃん訪問、

乳幼児健診などを行い、浪江町の

子供たちの成長・発達及び保護者

の方の健康を確認しています。



次は
会津美里町！

Daily Schedule

6:30 起床

8:15 登庁

8:30 始業

10:00 家庭訪問

12:00 お昼休み

13:00 乳幼児検診

16:00 カンファレンス

18:30 退庁

19:30 夕食

23:30 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

大学で看護師免許と保健師免許を取得しました。
大学時代から保健師として働きたいと思い、町の
採用試験を受けました。

専門的な仕事だけでなく、事務的な仕事も行って
います。文書作成における言葉の表現の仕方が勉強
になります。

保健師の仕事は新生児から高齢者までを対象とし、人と接する
ことが好きな人にとっては楽しい仕事だと思います。専門職だ
からこそできる業務があります。ぜひ一緒に働きましょう。

保健師さんにいろいろ聞いてみた

柳

津

町
Yuda Rin



次は
矢祭町！

Daily Schedule

6:30 起床
8:15 登庁
8:30 始業
9:00 事務作業
10:00 訪問準備
12:00 昼食
13:00 訪問指導
16:00 訪問指導記録記入
17:15 終業
17:45 退庁
19:00 夕食・家事
23:00 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

専門学校で看護師免許と保健師免許を取得し、
卒業後、会津地域で看護師として病棟勤務をして
いました。病棟勤務をしている中で、少しでも
入院する方を減らすことができるよう、会津地域
で予防的な保健活動をしたいと思い受験しました。

以前は看護師として病棟勤務をしていたため、看護
師と保健師の業務の違いに戸惑うことが多くありま
した。しかし、看護師の個別的なアプローチと異なり、
集団に対してのアプロ―チも必要になる保健師業務に
やりがいを感じています。

子どもから高齢者まで幅広い世代の住民と関わることができ
コミュニケーションや知識などのスキルも磨かれます！
会津美里町職員の一員となることをお待ちしています！！

保健師さんにいろいろ聞いてみた

Ichikawa Keiko

会
津
美
里
町



次は
浅川町！

Daily Schedule
8:30 登庁

9:00 メールチェック

9:30 事業準備・事前

カンファレンス

10:00 妊産婦等の

相談支援

12:00 昼食

13:00 赤ちゃん訪問

15:00 片付け・事後

カンファレンス

16:30 記録、報告書作成

18:00 退庁

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

看護専門学校で看護師免許を取得後、県内の病
院に勤務しましたが、生活習慣病患者が多い現
状を目の当たりにし、疾病発症前から予防的な
視点で関わる保健師に魅力を感じ、保健師学校
に入学、保健師免許取得後に町の公務員採用試
験を受け採用となりました。

町外出身ということもあり、最初は馴染めるか
不安がありましたが、職員の人たちをはじめ、
住民の方々も顔見知りになると気軽に話せる方が
多いと思います。

公務員の仕事は、必ず人々の役に立てるやりがいがある
仕事です。特に保健師は、訪問や相談などを通してより
身近な立場で寄り添い役立つことができる仕事です。
ぜひ矢祭町で一緒に働きましょう！

保健師さんにいろいろ聞いてみた

Sagawa Masako

矢

祭

町



次は
小野町！

Daily Schedule
6:30 起床
8:15 出勤
8:30 朝礼
9:00 メール、文書確認

電話対応等
10:00 乳児家庭全戸訪問

記録作成
12:00 お昼休み
13:00 介護予防事業の脳の

トレーニング教室
16:00 事後処理
17:15 退勤
18:30 夕食準備
19:30 夕食・自由時間
23:30 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

大学で看護師免許と保健師免許を取得しました。
大学卒業後、一旦病院で働いていましたが、そ
の中でも地域生活を支援する大切さを感じ、町
の採用試験を受験し採用となりました。

初めての保健業務ということで不安なことばかり
でしたが、先輩保健師から事業について分からない
事があれば、その都度確認・相談することができ、
安心して事業を進めることができました。

保健師の業務は、赤ちゃんから高齢者までと幅広く、
はじめは不安なことがたくさんあるかもしれませんが、
先輩方が、暖かく丁寧にサポートしてくださいます。
一緒に働けることを楽しみにしています。

保健師さんにいろいろ聞いてみた

Usui Haruna

浅

川

町



次は
浪江町！

Daily Schedule

6:45 起床

8:10 登庁

8:30 朝のミーティング

10:00 集会所での健康講話

12:00 お昼休み

13:00 乳幼児健診

16:00 報告書作成

18:30 退庁

19:00 夕食

23:00 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

大学で看護師免許と保健師免許を取得しました。
大学卒業後は住民の健康をより近くで支援でき
る保健師になりたいと思い、町の公務員採用試
験を受験し採用となりました。

町外出身のため、初めは住民の方に受け入れて
もらえるか不安でしたが、住民の方と接する
機会が増えて、今では住民との繋がりを大切に
日々業務をしています。

住民の健康を一番近くで支えられるのは、
行政の保健師だと思っています。
毎日が勉強の日々ですが、やりがいのある仕事です。
ぜひ町職員として一緒に働きましょう！

保健師さんにいろいろ聞いてみた

小

野

町
Hoshi Miho



次は
葛尾村！

Daily Schedule

6:30 起床
8:15 登庁
8:30 始業
11:00 乳幼児健診準備等
12:00 お昼休み
13:00 乳幼児健診
15:00 健診終了後の

スタッフミーティング
16:30 書類整理
17:15 退庁
17:30 スーパー（イオン）

夕飯の食材購入
19:00 帰宅・夕食準備
20:00 夕食・動画配信サービス

などを楽しむ時間
22:00 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

大学で看護師免許と保健師免許を取得しました。
専門職を生かして故郷の浪江町で働きたいと
思い、浪江町役場の採用試験を受けました。

初めての仕事で、町民の方と接する機会が多い仕事
なので、最初は不安がありましたが、町民の皆さん
が温かく接してくれてとても安心しました。

公務員の仕事は、多職種の人と関わることが出来て
とても勉強になります。
ぜひ町職員として一緒に働きましょう！！

保健師さんにいろいろ聞いてみた

Sanpei Motoko

浪

江

町



次は
飯舘村！

Daily Schedule
7:00 起床
8:15 出勤
8:30 メールチェック
9:00 訪問準備等
10:00 訪問
12:00 昼休み
13:00 電話対応

訪問等事業の
記録

17:15 退庁
18:00 夕食

翌日の準備
18:30 夕食を食べながら

アニメ鑑賞
22:00 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

大学卒業後は、県外の病院で看護師として勤務
していましたが、働いている内に地元の小さな
自治体で、より対象の方に近い距離で関わりた
いと感じるようになり、村の保健師採用に応募
しました。

思っていたよりも村民さん同士の距離が近いです。
名前を言うと、その人は誰々の親戚･･･などすぐに
分かる方が多く、最初はびっくりしました。

町村の保健師は、仕事の幅が広く大変さを感じることも
ありますが、その分幅広い年齢の住民の方や様々な職種
の方たちと関われるチャンスです。
一緒に働けることを心待ちにしています！

保健師さんにいろいろ聞いてみた

Igarashi Yoshiko

葛

尾

村



次は休暇について
聞いてみた！

Daily Schedule

6:00 起床

8:10 出勤

8:30 朝のミーティング

10:00 訪問指導

12:00 お昼休み

13:00 訪問記録

15:00 事務作業

17:15 退庁

17:30 こども園お迎え

19:30 夕食

21:30 就寝

②実際に働いてみて
採用前とイメージが
違ったことはありますか？

③未来の職員へ一言お願いします！

①採用までの流れを
教えてください。

専門学校で看護師と保健師の免許を取得しまし
た。学生の時、同じ専門学校卒業生の飯舘村の
保健師さんから「震災後の保健活動」という講
話を聞き、村独自のユニークな事業や震災後の
健康づくりの大切さに興味を持ち、受験を決め
ました。

村外出身で村の事を知らずに仕事が務まるのか
不安でしたが、村民の方や役場職員の方が村の
歴史や特徴を都度、教えてくれるため
不安なく働いています。

保健師は人の生涯に携われる魅力ある仕事です。
飯舘村の保健師として一緒に働きましょう！
＊随時、見学も受け付けていますので、
お気軽にお問い合わせください。

保健師さんにいろいろ聞いてみた

飯

舘

村
Yokota Mieko



休日の過ごし方・休暇の使い方
聞いてみました

年次有給休暇とは別に6月～9月の間に

夏期休暇を5日取得できます。

また、出産前後各8週と育児休暇1年の

お休みをいただきました。今は幼いこども

二人の子育てと両立中なので、

休日は子どもと触れ合う時間に

費やすことが多いです。

職場は有給取得を促してくれるため、

休暇しやすい環境です。計画的に休暇取得

しやすいため、友人と遊んだり、買い物に

行ったりと自分のリフレッシュに

利用しています。

年次有給休暇とは別に、６月から10月の

間に夏期休暇を5日取得できます。

計画的な休暇取得がしやすいため、

土日祝日と併せて利用し、実家に

帰省したり、趣味のツーリングを

楽しんでいます。

カレンダー通りのお休みがもらえるのは

公務員の強みだと思います。

土日に出勤しても、振替休暇をもらう

ことができるので助かっています。

好きなアーティストのライブや

家族との旅行が楽しみです。

自宅でコーヒーを飲みながら

ゆっくりしたり、有給休暇を取得

して旅行やショッピングを

楽しんだりして過ごしています。

野球観戦が趣味なので、有給休暇

を使って野球観戦に行っています。

土日はSNSでおいしそうな食べ物や

おしゃれなお店を探して出かけて

いることがほとんどです。

夏期休暇は6月～9月の間に5日取得

できます。また、中学生までの子どもを

持つ職員は、子育て休暇も年10日取得

できます。

子育てへの理解もある職場で、

子どもの行事・体調不良のための

休暇も取りやすい環境です。

年次有給休暇とは別に6月～10月の

間に夏期休暇を5日取得できるので、

休暇を使って大学時代の友達と遊んだり

趣味の買い物などに

出かけたりしました。



先輩職員に聞いてみました
おしえて！あなたの町・村の良いところ！

浅川町
浅川町といえば、８月に行われる歴史と伝統ある花火大会！

特に、地雷火はいつ見ても迫力があります。

赤ちゃんから高齢者まで包括支援センターと行政で一体的に

支援できる体制ができて、働きやすい環境です。

また、職員同士が関係も良いです。

あさまる

大地雷火

会津美里町
本町は会津高田町、会津本郷町、新鶴村の

旧３町村が合併して誕生しました。

東北最古の焼き物と知られる会津本郷焼や由緒

ある神社仏閣が多くあり、歴史・文化に触れる

ことができます。

あいづじげん

じげんプラザ

矢祭町
福島県の最南端に位置し、北関東よりの

気候で雪も少なく過ごしやすい地域です。

また、昔ながらの伝統料理が受け継がれ、

みそかんぷらや手打ちそばなど美味しい

ものがたくさんあります。

やまっぴー

東北で一番早い鮎釣り解禁(毎年6月第一日曜日)と水郡線

柳津町

町民の皆さんが優しく、温かいです。

町内に出かけていると声をかけてくれる人が多いです。

この町に就職してよかったなあと心が温かくなります。

うとちゃん

霊まつり流灯花火大会
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葛尾村

訪問先や出会う先々で、温かく歓迎してくれる方たちばかり

です。顔を覚えてもらえて村民の皆さんから声をかけてもら

えるとこちらが元気をもらえます。

しみちゃん

かつらお感謝祭名物大鍋

飯舘村

温かく親しみやすい住民の方ばかりです。小さな自治体

だからこそ住民との距離も近く、住民からの感謝の言葉

でやりがいを感じられます。また、介護や福祉について

の知識を学ぶ機会も多く、スキルアップを図ることが

できます。

イイタネちゃん

はやま湖花火大会

浪江町

おいしいものが沢山あることです。特におすすめは、役場

庁舎の近くにある「道の駅なみえ」です。フードコードで

は浪江やきそばの他、浪江のグルメが堪能できます。

休日などはイベントが多く開催されて賑わっています。

また、町は気候が温暖で過ごしやすいです！

うけどん

ラッキー公園 in なみえまち

高柴山の山ツツジ

小野町

美味しいものや観光地がたくさんあります。

おしゃれな店内のレストランから昔ながらの食堂、

桜や山つつじ等どれも違った魅力がたくさんあります。

住民の方々も温かく、親しみやすい方ばかりです。

小桜ちゃん



各町村 採用担当連絡先 一覧

県
北
地
方

こおりまち

桑折町
総務課 ：024-582-2111

💻 https://www.town.koori.fukushima.jp/

会
津
地
方

きたしおばらむら

北塩原村
総務企画課 ：0241-23-3111

💻 https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/

くにみまち

国見町
総務課 ：024-585-2112

💻 https://www.town.kunimi.fukushima.jp/

にしあいづまち

西会津町
総務課 ☎：0241-45-2211

💻 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/

かわまたまち

川俣町
総務課 ☎：024-566-2111

💻 https://www.town.kawamata.lg.jp/

ばんだいまち

磐梯町
総務課 ☎：0242-74-1223

💻 https://www.town.bandai.fukushima.jp/

おおたまむら

大玉村
総務課 ☎：0243-24-8134

💻 https://www.vill.otama.fukushima.jp/

いなわしろまち

猪苗代町
総務課 ☎：0242-62-2111

💻 https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/

県
中
地
方

かがみいしまち

鏡石町
総務課 ☎：0248-62-2111

💻 https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/

あいづばんげまち

会津坂下町
総務課 ☎：0242-84-1503

💻 https://www.town.aizubange.fukushima.jp/

てんえいむら

天栄村
総務課 ☎：0248-82-2111

💻 https://www.vill.tenei.fukushima.jp/

ゆがわむら

湯川村
総務課 ☎：0241-27-8800

💻 https://www.vill.yugawa.fukushima.jp/

いしかわまち

石川町
総務課 ☎：0247-26-2113

💻 https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/

やないづまち

柳津町
総務課 ☎：0241-42-2112

💻 https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/

たまかわむら

玉川村
総務課 ☎：0247-57-4621

💻 https://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/

みしままち

三島町
総務課 ☎：0241-48-5511

💻 http://www.town.mishima.fukushima.jp/

ひらたむら

平田村
総務課 ☎：0247-55-3111

💻 https://www.vill.hirata.fukushima.jp/

かねやままち

金山町
総務課 ☎：0241-54-5111

💻 https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/

あさかわまち

浅川町
総務課 ☎：0247-36-4121

💻 http://www.town.asakawa.fukushima.jp/

しょうわむら

昭和村
総務課 ☎：0241-57-2111

💻 https://www.vill.showa.fukushima.jp/

ふるどのまち

古殿町
総務課 ☎：0247-53-4611

💻 https://www.town.furudono.fukushima.jp/

あいづみさとまち

会津美里町
総務課 ☎：0242-55-1122

💻 https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/

みはるまち

三春町
総務課 ☎：0247-62-2111

💻 https://www.town.miharu.fukushima.jp/

相
双
地
区

ひろのまち

広野町
総務課 ☎：0240-27-2111

💻 https://www.town.hirono.fukushima.jp/

おのまち

小野町
総務課 ☎：0247-72-2111

💻 https://www.town.ono.fukushima.jp/

ならはまち

楢葉町
総務課 ☎：0240-23-6100

💻 https://www.town.naraha.lg.jp/

県
南
地
方

にしごうむら

西郷村
総務課 ☎：0248-25-1112

💻 https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/

とみおかまち

富岡町
総務課 ☎：0240-22-2111

💻 https://www.tomioka-town.jp/

いずみざきむら

泉崎村
総務課 ☎：0248-53-2111

💻 https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/

かわうちむら

川内村
総務課 ☎：0240-38-2111

💻 http://www.kawauchimura.jp/

なかじまむら

中島村
総務課 ☎：0248-52-2111

💻 http://www.vill-nakajima.jp/

おおくままち

大熊町
総務課 ☎：0240-23-7568

💻 https://www.town.okuma.fukushima.jp/

やぶきまち

矢吹町
企画総務課 ：0248-42-2117

💻 http://www.town.yabuki.fukushima.jp/

ふたばまち

双葉町
総務課 ☎：0240-33-0124

💻 https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/

たなぐらまち

棚倉町
総務課 ☎：0247-33-2111

💻 http://www.town.tanagura.fukushima.jp/

なみえまち

浪江町
総務課 ☎：0240-34-0235

💻 https://www.town.namie.fukushima.jp/

やまつりまち

矢祭町
自立総務課 ：0247-46-3131

💻 http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/

かつらおむら

葛尾村
総務課 ☎：0240-29-2111

💻 https://www.katsurao.org/

はなわまち

塙町
総務課 ☎：0247-43-2111

💻 http://www.town.hanawa.fukushima.jp/

しんちまち

新地町
総務課 ☎：0244-62-2111

💻 https://www.shinchi-town.jp/

さめがわむら

鮫川村
総務課 ☎：0247-49-3111

💻 https://www.vill.samegawa.fukushima.jp/

いいたてむら

飯舘村
総務課 ：0244-42-1611

💻 https://www.vill.iitate.fukushima.jp/

南
会
津
地
方

しもごうまち

下郷町
総務課 ☎：0241-69-1122

💻 https://www.town.shimogo.fukushima.jp/

ひのえまたむら

檜枝岐村
総務課 ☎：0241-75-2500

💻 https://www.vill.hinoemata.lg.jp/

ただみまち

只見町
総務課 ☎：0241-82-5210

💻 https://www.town.tadami.lg.jp/

みなみあいづまち

南会津町
総務課 ☎：0241-62-6100

💻 https://www.town.minamiaizu.lg.jp/
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