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令和２年12月８日にリニューアルオー
プン。令和４年９月には、草屋根でのヤギ
の放し飼いなど、独特な展示手法などが
評価され、「2022年キッズデザイン賞
奨励賞」を受賞。高島平に
も分園があり、さまざまな
動物たちとふれあうことが
できます。

人口：56万7091人
　　　（令和４年４月１日現在）
面積：32.22㎢
誕生：昭和7年（1932年）
　　　10月１日

「イタバシ」の文字を図案化
したもので、中央の円の左が
「イ」、右が「タ」、円の四方に
「ハ」を４個組み合わせて「ハシ」
をあらわし、本区の限りない
発展を象徴しています（昭和
27年４月１日制定）。

令和３年 12 月 18 日に、東板橋体育館・
植村冒険館の複合施設としてグランドオー
プン。併設している植村冒険館では、板橋
区で暮らしていた冒険家・植村直己の業績
を紹介する展示などを行っています。

令和３年３月28日に、最大50万冊を収蔵
できる「公園一体型図書館」として移転
オープン。令和４年 10 月には、読書に
適した環境などが評価され、「2022 年度
グッドデザイン賞」を受賞。併設している
「いたばしボローニャ絵本
館」では、世界約100か国・
70 言語・３万冊の絵本を
所蔵しています。

区の木：ケヤキ

区の花：ニリンソウ

区の鳥：ハクセキレイ

植村冒険館スポーツセンター

基本情報

【紋  章】

【区の木・花・鳥】

【板橋区】

イチオシ施設
●植村記念加賀スポーツセンター

●板橋こども動物園

●中央図書館

板橋区マップ
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４路線（P1 「板橋区マップ」参照）が
通っており、交通利便性が高く、子
育てしやすい環境や福祉サービス
などが充実しているため、子育て世帯
から高齢者世帯まで「住みやすい
まち」

旧中山道「板橋宿」周辺を中心とした
名所・史跡、世界トップクラスの
技術を誇る光学・精密機器産業と
印刷業、約400の個性豊かな公園
などがあり、文化・産業・自然が
調和した「魅力あるまち」

「ボローニャ国際絵本原画展」の開
催地イタリア・ボローニャ市（友好
都市）との交流や、印刷産業が多く
立地する区の特徴をいかし、板橋なら
ではのブランドとして絵本文化を
発信している「絵本のまち」

暮らしやすいが、叶うまち。

板橋区はどんなまち？

このほかにも板橋区の特色ある
施設・魅力はいっぱいあります！

数字で見る！ 板橋区の魅力

都心への
アクセス

も良好！

板橋区は「住みやすい」と回答した区民の割合

今後も板橋区に「住み続けたい」と回答した区民の割合

第３回 介護・高齢化対応度 調査ランキング

共働き子育てしやすい街ランキング

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）先進度調査

東武東上線で大山駅から池袋駅まで ５分

96.3％

84.5％
東京23区中

東京23区中

全国815市区中

全国160自治体中

東京23区中

全国815市区中

１位

１位
２位

11位
２位

９位

都営三田線で板橋区役所前駅から大手町駅まで18分

（令和３年度区民意識意向調査）

（令和３年度区民意識意向調査）

（令和２年10月「日本経済新聞社」発表）

（令和３年12月「日経クロスウーマン」発表）

（令和３年１月「日経グローカル」発表）

板橋区
シティプロモーション

ページ

板橋区
観光協会
ホームページ
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区の情報発信拠点（展示コーナー）。区内在住の
工業デザイナー・水戸岡鋭治さんが「布」を使って
デザインした空間の中で、区の魅力を見て・ふれ
て・感じることができます。展示内容は、板橋区
ホームページからもご覧になれます。

南館１階の西口にあるレストラン「カフェダイニン
グNAKAJUKU」には、木立に囲まれたウッドデッ
キのテラス席もあり、心地よい風を感じながら
食事ができます。

１階入口を入ると、目の前には窓口カウンターと
待合スペースが広がっています。受付案内システム
により、利便性の高い窓口サービスを提供して
います。

板橋区ではたらく

・都営三田線「板橋区役所前」（徒歩１分）
・東武東上線「大山」（徒歩10分）
・ＪＲ埼京線「板橋」（徒歩15分）

区役所について
詳しくはこちらから
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ギャラリーモール（1階）

屋外テラス（1階）

区役所には
こんなところもあります！

窓口系事務室（1階）

アクセス
（徒歩１分）

都営三田線
「板橋区役所前」直結で

通勤に便利です！



子どもに関する窓口の待合スペースには、キッズ
スペースを設けています。また、1階・3階に、
おむつ替え・授乳ができる「赤ちゃんの駅」も設置
しています。

南館２階の待合スペースに面しており、区民の
憩いの場所にもなっています。また、夏の時期は、
区役所に設置している日本最大級の「緑のカー
テン」を間近で見ることができます。

南館の屋上には、庭園が広がっており、緑に親し
める空間になっています。

免振構造（震度７想定）を採用した南館の４階に
は、災害対策本部室・災害対策室・情報システム
室などからなる防災センターを配置しています。
災害発生時は、区役所本庁舎を防災拠点に、迅速な
対応を行います。
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キッズスペース（3階）中庭（2階）

屋上庭園（7階）防災センター（4階）

「働き方改革」推進中！
働き方改革がめざす姿

職員が働きやすい環境を作ることで、モチベーションを高め、
効率的な業務遂行と区民サービスの向上を実現します。

3つの基本方針

①働き方改革に関する意識・風土を醸成します
②ワーク・ライフ・バランスを推進します
③業務の見直しにより、効率的な業務遂行を実現します
テレワーク
職場のパソコンとモバイルルータ
を利用したテレワークが可能。
通勤時間を有効活用できるととも
に、集中して作業できるため、生産
性が向上します。

時差勤務
通常の勤務シフトに加え、最も
早くて７時30分出勤、最も遅くて
11時30分出勤の５パターンが
選択可能。状況に応じて、柔軟な
働き方ができます。

チャットツール
チャットツールの利用により、他
職員やテレワーク職員との円滑
なコミュニケーションが可能。
より効果的・効率的に業務を行う
ことができます。

※このほか、「ペーパーレス化」「形式的会議の電子化」など、17の取組を実施。



■仕事内容
主に、区内のスポーツ事業の運営や、区民のみなさんがスポーツにふれあえる機会
の提供を行っています。
■板橋区の魅力
活気あふれる商店街や自然豊かな公園がたくさんあり、都内に住んでいながら
も、一番リフレッシュできる区だと思います。また、区内には、おいしいラーメン
屋さんがたくさんあり、自分にとってのお気に入りの一杯を探せるところも魅力
です。
■めざす職員像
相手の立場に立ち、区民に求められていることを理解し、「おもてなしの心」や強い
責任感を持って、職務を遂行できる職員をめざしています。

■仕事内容
すべての子どもの健やかな成長を切れ目なく支援していく機関として、子どもや
子育てに関するさまざまな問題・相談に対応しています。
■板橋区で働く魅力
区内には、子育て中の方や高齢の方、外国籍の方など、さまざまな方がいらっしゃい
ます。区民のみなさんの多様なニーズに応えていく中で、視野が広がり、自身の
成長につながっていると感じています。
■職場の雰囲気
職場の先輩方は、どんなときでも親身に相談に乗ってくださいます。仕事をする
うえで不安なときも、1つ１つ丁寧に仕事を教えてくださるので、安心して働く
ことができます。

■仕事内容
子どもたちの遊び・食事・睡眠などを援助し、健康に安心して生活できるように
支援しています。また、保護者とも連携をとり、保育園・家庭の両面から子どもの
健やかな成長を支えています。
■板橋区の魅力
都心に近い立地ながらも、人情味あふれる大きな商店街や緑豊かな公園がある
など、都会と地方のいい部分が両方あるところです。また、区立保育園では、幅
広い年齢層の保育士が働いており、日々成長していくことができます。
■ワーク・ライフ・バランス
早番・遅番など、さまざまな勤務形態がありますが、休暇も取りやすく、私生活や
趣味との両立はしやすいと感じています。

先輩職員インタビュー
わたしたちが創る“いたばし”
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事 務 区民文化部スポーツ振興課

福 祉 子ども家庭部（子ども家庭総合支援センター）援助課

保育士 子ども家庭部保育運営課（弥生保育園）



■仕事内容
主に、母子保健と精神保健を担当しています。妊婦面接・乳幼児健診などの子育て
支援や、精神疾患を抱える方の生活・健康の相談支援を行っています。
■板橋区で働く魅力
優しく思いやりのある職員が多いことです。常に、区民の健康・福祉の向上を願
い、支援を行っています。素敵な職場で働くことができ、日々成長できています。
■入区前後の板橋区の印象
入区前から自然が多いイメージがありましたが、入区後も改めて、緑が多く自然
豊かな場所だと感じました。また、板橋区にしかないパン屋やラーメン屋なども
あり、開拓しがいがある区だと感じました。

■仕事内容
食品衛生法などの法令に基づき、食の安全を守っています。具体的には、食品衛生
に関する営業の許認可・監視指導・食品検査・食中毒調査・衛生教育（講習会の講師
など）や、区民からの苦情相談対応などを行っています。
■板橋区の魅力
食文化と自然の豊かさです。「板橋のいっぴん」を含め、魅力的な食べ物がたく
さんありますし、石神井川沿いの桜は、夜のライトアップもとてもきれいで印象
的です。
■仕事をするうえで心がけていること
業務を行ううえで、法律・化学の知識は欠かせないため、自主的に調べ・考え・意見
交換をすることを心がけています。また、得た知識を区民や事業者へわかりやす
く説明することも大切です。

■仕事内容
民家の大径木を保存樹木に指定し、管理をお手伝いしています。また、建築物の
緑化指導や区立赤塚植物園の農業体験イベント運営など、区内の緑化推進・啓発
を行っています。
■板橋区で働く魅力
親身になって助けてくださる先輩方が多いところです。仕事を通じて係の雰囲気
が良くなったり、区民の方が喜んでくださったりすると、やりがいを感じます。
■志望動機
板橋区に住む中で、崖線・武蔵野台地の入り組んだ複雑な地形や河川沿いの自然
が、特徴的で面白いと感じました。また、区立赤塚植物園のリニューアルなど、
公園・緑の施策に力を入れており、貢献したいという思いから志望しました。

■仕事内容
区の庁舎や公共施設の営繕工事に関する部署で、調査・設計・監理のうち、建築に
関する業務を担当しています。工事に向けて、関連部署の担当者や工事業者と
打合せをする機会も多くあります。
■板橋区の魅力
活気のある商店街と豊かな自然が多く、住みやすいところだと思います。また、
複数の鉄道路線が通っており、アクセスが良いところも魅力の一つです。
■仕事のやりがい
さまざまな公共施設の設計や工事に携わることができるため、営繕工事における
知見が高められ、とてもやりがいを感じています。
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保健師 健康生きがい部（保健所）志村健康福祉センター

衛生監視 健康生きがい部（保健所）生活衛生課

土木造園（造園） 土木部みどりと公園課

建 築 政策経営部施設経営課



私は現在、男女社会参画課長として、「男女平等」や「ダイバーシティ
＆インクルージョン（Ｄ＆Ｉ）」の推進をめざし、意識啓発や理解
促進、人間関係やＤＶに関わる相談業務などを担当しています。
当課のミッションは、「すべての人が自分の望む選択ができ、それ
が尊重され、活躍できる社会をつくること」。多様なまちの人や
団体、他部署と協力・連携しながら、効果的な取組につなげてい
ます。

区の業務が多くの方々の理解や協力で成り立っているため、区民
目線と感謝を忘れず、相手の立場で物事を考えるよう心がけてい
ます。また、Ｄ＆Ｉな組織の強さをめざし、職員一人ひとりのもつ
多様な経験や能力を最大限に引き出すよう、傾聴と対話を重視し、
互いに尊重しながら意見を言い合える職場づくりをしています。
そして、広い視野と柔軟な発想でそれらを結束し、決断を行ってい
ます。予測不能なこれからの時代、背後から職員を支え活かし、
組織として前進する「羊飼い」型の管理職であろうと思います。

私は、民間企業での管理部門を経て、板橋区へ入庁しました。転職
理由の一つは、縁の下の力持ちとして組織を支えることで得て
いた喜びや達成感をより感じるために、「人々のくらしに直接関
わり、寄り添い、支える仕事に携わりたい」と考えたことでした。
特別区は、「基礎的な地方公共団体」として最も身近な行政を
担い、各区が地域特性を活かした政策を推進していますが、その
なかでも板橋区は、商業・産業・農業・工業が併存する５７万人の
生活都市として、そのくらしを支える多くのチャレンジをして
います。
その結果、介護や子育て、ＳＤＧｓといった広い分野で高い評価
を得るなど、多様化・複雑化する区民ニーズに真摯に向き合い、
創意工夫を凝らす活力があふれています。さらに、コロナ禍での
早急な応援体制の構築など、区民のために一丸となる結束力も
持ち合わせています。

このような熱意とチームワークの環境のもと、私も入庁以来、
多くの上司・同僚達に助けられながら、さまざまな分野で経験を
重ねていくことができています。これからも初志貫徹。区民生活
を支えるため、区民目線と感謝を忘れずに従事してまいります。

現在みなさんは、たくさんの選択肢の中から、自分らしく輝ける
場所を探していると思います。板橋区には、一人ひとりのライフ
ステージに応じたワーク・ライフ・バランスの実現や、男女問わず
に安心してキャリアを継続できるための取組があります。例え
ば、男性職員の育児休業取得に向けた体制の整備や、上司との
長期的なキャリアデザインの共有など。キャリアの段階ごとで
行われる研修も充実しています。

みなさんの多様な経験、個性、想いが、板橋区を創っていきます。
ぜひ、未来の「いたばし」を一緒に創っていきましょう。

総務部男女社会参画課（課長）
舟山 百合子

経験者採用

キャリアインタビュー
わたしたちが創る“いたばし”
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平成22年４月１日
平成25年４月１日
平成26年４月１日
平成30年４月１日

平成31年４月１日

令和２ 年４月１日
令和２ 年10月９日
令和４ 年４月１日

板橋区役所入庁（会計管理室）
主任昇任
政策経営部広聴広報課
教育委員会事務局教育総務課
主査昇任
総務部庁舎管理・契約課
係長昇任
課長補佐昇任
健康生きがい部（保健所）予防対策課
総務部男女社会参画課
課長昇任

おいしいものを食べたり、映画やコンサートに行ったり、
きれいな景色を見たりと、気の置けない友人達との時間を
楽しんでいます。異なる意見や価値観、壮大な自然からの
刺激は、新たな発想や仕事への活力につながっています。
みなさんも、オン・オフを上手に切り替え、仕事もプライ
ベートも楽しんでくださいね。

異動経歴

◎おまけ情報



私は、板橋区放課後対策事業「あいキッズ」の管理・運営を行ってい
ます。区内の小学生を対象に、授業終了後、学校内で楽しく安全
に過ごすことができる居場所を提供し、現場を運営する民間法
人・学校・地域・家庭の協力のもと、次代を担う子どもたちの健やか
な成長を支える仕事です。

係長は、事務を行うプレーヤーと係業務の進捗管理を行うマネー
ジャーの要素が求められます。日々の事務や困難事例などの
対応を行う一方で、係業務の進捗管理やさまざまな判断を行う
場面がありますが、係長だからといって係で一番の職務知識が
あるわけではありません。係員の考えをしっかりと聞き、知識を
引き出し、自身の経験なども踏まえ、バランス感覚と広い視野を
もって判断するよう心がけています。

また、仕事を進めるうえでは、「もっと良い方法はないか」など、
常に向上心を持つことを大切にしています。過去の実績を考慮
しつつ、今以上に、区民に喜んでもらえるか、効率よく仕事ができ
るかを考え、取り組んでいます。

私はⅢ類で採用され、もうすぐ20年目を迎えます。右も左も
わからず、目標もあいまいだった採用時から、職場や地域の方々
に助けられ、これまで勤めてきました。区の仕事は多岐に渡り、
さまざまな部署を経験するなかで、自分の得意なことや取り組み
たいことがきっと見つかります。ともに板橋区の未来を創って
いきませんか。

教育委員会事務局地域教育力推進課（係長）
佐藤 将太

Ⅲ類採用

総務部課税課（主任）
高木 紗也加

Ⅰ類採用
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平成16年４月１日
平成20年４月１日
平成25年４月１日

平成28年４月１日
平成30年４月１日
令和２年４月１日
令和３年４月１日

板橋区役所入庁（総務部防災課）
区民文化部地域振興課（熊野地域センター）
東京二十三区清掃一部事務組合（派遣）
主任昇任
政策経営部広聴広報課
主査昇任
教育委員会事務局地域教育力推進課
係長昇任

区役所のサッカー部に所属し、年間
を通して練習・試合を行っています。
若手職員とともに、役職関係なく取り
組める環境は、心身ともにリフレッ
シュすることができ、仕事のモチベー
ションにもつながっています。

平成28年４月１日
令和３年４月１日

板橋区役所入庁（総務部人事課）
総務部課税課
主任昇任

社会人になってから、ドラムを習い始め
ました。披露するほどではないです
が、趣味ができたことで、私生活がより
充実しています。休日や終業後にリフ
レッシュすることで、仕事にも集中し
て取り組むことができています。

私は現在、課税課で、個人住民税の課税業務に携わっています。
各種資料をもとにデータ入力をするなど、机上での業務はもちろん
ですが、窓口での申告書の受付や電話対応もあり、区民の方と
直接関わる機会が多い職場です。

私は昨年度からこの職場に異動となり、主任職として組織にどう
貢献できるか、日々模索しています。自分だけではなく、係全体
の仕事の進捗を考慮した働きかけを行うなど、周囲の状況に目を
配るよう努めています。その中で、風通しのよい職場づくりの
一端を担えたと感じるときは嬉しく思います。

また、区民の方と接する際は、丁寧に話を聞き、質問の趣旨に沿っ
た適切でわかりやすい対応を心がけています。税金の制度や
計算は複雑なため、区民の方から「聞いてよかった」「あなたに
説明してもらえてよかった」といった感謝の言葉をいただくこと
もあり、窓口職場ならではのやりがいを感じています。

入庁する前は、職場に馴染めるか不安もありましたが、上司や
先輩は優しい方が多く、採用１年目にはOJTにより先輩職員が
ついて支えてくれました。安心して仕事ができる環境が整って
いますので、ぜひ板橋区の職員として、一緒に働きましょう！

異動経歴

異動経歴

◎おまけ情報

◎おまけ情報



～板橋区の人材育成～
「職員がめざす姿」に向けて
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板橋区では、平成28年１月に策定した「板橋区人材育成・活用方針 ―ひと創り2025 ―」に
基づき、職員の人材育成に取り組んでいます。
この方針では、板橋区の全職員が意識するべき共通理念として「区のクレド（信条）」を次の
ように定めています。

また、区のクレドを推進する職員の姿勢を、３つの「職員像」として掲げています。

区民サービスの充実のためには、まずは職員一人ひとりの力を最大限に発揮することが
求められます。板橋区では、職員がめざす姿である「区のクレド」「職員像」の実現に向け、
計画的な職員研修を実施するとともに、各職場における職務を通じた指導・育成（OJT）を
推進しています。

入庁から２年間を区職員としての基礎を固める「重点育成期間」と位置付けています。基礎的
知識の習得はもとより、区職員としての使命感やプロ意識の源となる板橋区に対する貢献意欲
と自己成長意欲を養います。また、各職場で新規採用職員の育成を中心になって担う先輩職員
への研修を行うなど、OJTが効果的に行われるための支援もしています。

OJTトレーナー研修 直属の係長や先輩職員が、新規採用職員の育成に必要な知識や、計画的な
職場内での育成方法を習得します。

説 明 力 向 上 研 修 相手にとって、わかりやすく、意図を正しく伝えるために必要な「説明力」
を身に付けます。

セ ル フ ケ ア 研 修 仕事に役立つストレスマネジメントの方法について学び、ストレスに負け
ないメンタルをつくります。

キャリアデザイン研修 「なりたい自分」のイメージを持ち、今後の区職員としてのキャリアを考え
るきっかけをつくります。

新 任 合 同 研 修 公務員や区職員として必要な心構え、コンプライアンス、人事制度の仕組み
などを学びます。

目 標 管 理 研 修 組織における自身の役割と個人目標の重要性を理解し、自己成長につなげ
ます。

フォローアップ研修 業務遂行に必要な報告・連絡・相談、業務の優先順位など、プロ意識を持っ
た仕事の進め方を身に付けます。

知ってみよう板橋区 区政概要など、職種にかかわらず区職員として必要な板橋区の知識を身に
付けます。

新任職員のための
ビジネスマナー研修

社会人として必要なマナーや、板橋区が大切にしている「もてなしの心」を
学びます。

職員研修

私たちは、もてなしの心と高い使命感を持った
プロフェッショナルとして区政経営を推進します

自ら向上心を持ち、挑戦し続ける魅力あふれる職員
目的意識を持ったネットワークを積極的に築いていく職員
区民や区政をよく知り、課題解決のために行動する職員

１年目

２年目

先輩職員に
対する研修
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勤務条件の内容は、令和４年４月１日現在のものです。
右表の金額は、地域手当（20％）を含みます。
採用前に職務経験などがある場合には、一定の基準により
加算されます。
この初任給のほか、扶養手当・住居手当・通勤手当・期末
勤勉手当などが支給されます。

Ｑ１ 配属先はどのように決まりますか？
Ａ１ 人事異動は、所属長とのヒアリングを実施し、職員の希

望や意欲を重視しつつ、適材適所の配置を行っていま
す。新規採用職員については、区民を直接応対する部
署をはじめ、さまざまな部署に適正を判断して配属さ
れます。また、専門的な職種の職員は、専門性に応じた
職場に配属されます。

Ｑ２ 職員住宅に入りたいのですが？
Ａ２ 板橋区は、民間のオートロック付マンションを借り上

げた職員住宅があります。入居資格要件に基づき、入
居者を決定しています。

Ｑ３ 職員同士の交流事業やレクリエーションなどはありま
すか？

Ａ３ 板橋区では、職員同士の親睦のため、所属対抗スポーツ
大会や、文化系事業として職員作品展を実施して

います。スポーツ大会は、ソフトボール大会・卓球大会
が毎年の恒例となっています。職員作品展では、職員
が日頃の活動の成果を発表する場として、絵画・写真・
書道・茶道・手芸・工芸・模型などを展示しています。
※その時の状況に応じて、変更する可能性があります。

Ｑ４ サークル活動は行っていますか？
Ａ４ 板橋区では、体育系・文化系のさまざまな活動が行われ

ています。こうしたサークル活動を通じ、仕事以外で
も職員同士のつながりを深めています。

勤 務 時 間 原則、週38時間45分で、完全週休２日制です。ただし、土曜日・日曜日に開庁
している職場（保育園・図書館など）は、別の日にお休みを定めています。

昇 任 制 度 職員の昇任は、学歴などによらない能力主義に基づく公平な制度となってい
ます。各段階に応じて昇任選考が行われます。

休 暇 制 度 年次有給休暇は、１年間に20日です。このほか、慶弔休暇・妊娠出産休暇・育児
休業などもあり、職員が安心して働ける制度が整っています。

勤務条件

板橋区Ｑ＆Ａ

Ⅰ 類
Ⅰ 類（保健師）
Ⅱ 類（保育士）
Ⅲ 類
経験者１級職

約22万5840円
約23万3400円
約20万  880円
約18万2520円
約25万1760円

初  任  給

１　
級　
職

主　
任　
職

係　
長　
職

管　
理　
職

Ⅰ
類・
１
級
職 
５
年
以
上

Ⅱ
類・
１
級
職 

７
年
以
上

Ⅲ
類・
１
級
職 

９
年
以
上

主
任
５
年
以
上

主任以上６年以上

体育部（20）
野球・サッカー・バレーボール・釣り・卓球・剣道・弓道・
硬式テニス・ソフトテニス・バスケットボール・スキー・
陸上競技・ソフトボール・水泳・合気道・空手道・相撲・
柔道・アウトドア・バドミントン
文化部（７）
　園芸・書道・阿波踊り・将棋・手話・韓国語・茶道
※このほか、同好会の活動もあります。

板橋区の情報はこちらからもご覧になれます！
板橋区

ホームページ
板橋区職員採用
総合案内

板橋区
区政情報

板橋区
公式ツイッター

板橋区
公式フェイスブック

板橋区
公式インスタグラム



「東京で一番住みたくなるまち」を
一緒にめざしませんか？

人事課職員からの
メッセージ

「板橋区についてもっと知りたい」というあなた！
人事課人事係にいつでもご連絡ください。

私たち職員が“もてなしの心”でお答えします。
連絡先：板橋区総務部人事課人事係
住　所：東京都板橋区板橋2-66-1
電　話：03 - 3 5 7 9 - 2 0 7 0

採用後、教育担当の先輩職員が付き
しっかりフォローいたしますので
ご安心ください！
また、テレワークや時差勤務など、多様で
柔軟な働き方も可能です（Ｐ4下部参照）。

全庁的に休暇取得を促進しており
働きやすい環境が整っています♪
・年次有給休暇取得率：約89％
・育児休業取得率（女性）：100％
・出産支援・育児参加休暇取得率（男性）：約93％など
（令和３年度の数値）

ぜひ板橋区を第１志望に受験いただけると
嬉しいです！
受験勉強などで大変かと思いますが
お体に気を付けながら頑張ってください☆
みなさんと一緒に働けることを
楽しみにしています♪

柔軟な働き方も可能です（Ｐ4下部参照）。

全庁的に休暇取得を促進しており
働きやすい環境が整っています♪
・年次有給休暇取得率：約
・育児休業取得率（女性）：
・出産支
（令和３年度の数値）

メッセージ


