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◆千葉県の概要

【面 積】千葉県（全国第28位）

＞東京都＋神奈川県

【市町村数】５４（37市16町1村）

【人 口】約６２７万人
（全国第６位）

※令和４年１月１日現在

【気 候】海洋性の温暖な気候



◆千葉県の魅力・強み 《豊かな自然》

九十九里浜（九十九里町） 屏風ヶ浦（銚子市）

チューリップ畑（佐倉市） 大山千枚田（鴨川市）



◆千葉県の魅力・強み 《賑わいのある都市》

つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅（柏市）

幕張ベイタウン（千葉市）



◆千葉県の魅力・強み 《バランスが取れた産業》

農業(４位)、水産業(７位)、工業(８位)、商業(９位)

⇒ 各産業が全国トップ１０以内！！

水産業：海面漁業漁獲量

農業：農業産出額 工業：製造品出荷額等

商業：商品販売額



◆千葉県の魅力・強み 《農業、水産業》

産出額全国１位
日本なし（白井市、市川市等）

産出額全国１位
落花生（八街市）

「千葉ブランド水産物」 外房イセエビ
（いすみ市、勝浦市等）

水揚量全国トップクラス
「千葉ブランド水産物」 銚子つりきんめ（銚子市）



◆千葉県の魅力・強み 《工業、商業》

東京湾臨海部に広がる工業地帯
「京葉臨海工業地域」（市原市）

内陸部に造成中の工業団地（Ｈ29分譲開始）
「茂原にいはる工業団地」（茂原市）

三井ショッピングパーク ららぽーとTOＫYO-BAY
（船橋市）

イオンモール幕張新都心（千葉市）



◆千葉県の魅力・強み 《日本を代表する多くの施設》

幕張メッセ（千葉市）

東京湾アクアラインと海ほたる（木更津市） 成田国際空港（成田市）
提供：成田国際空港株式会社



◆千葉県庁の組織（知事部局） ※令和4年4月現在

防災危機管理部

会計管理者

知事

県の組織及び職員、議会及び県の行政一般、県の予算・税その他
財務、市町村その他公共団体の行政一般、文書、私学に関する仕事

県の基本政策の立案、政策の評価及び総合調整、広報・広聴及び
統計並びに国際化、男女共同参画に関する仕事

危機管理の総合調整、消防、防災及び高圧ガス等の保安に関する
仕事

健康の保持及び増進、社会福祉、社会保障、生活衛生、人権啓発に
関する仕事

自然環境の保全、公害の防止、廃棄物の処理、スポーツ及び文化
の振興、消費生活の安定及び向上、青少年の健全な育成、交通安
全対策、その他県民生活の向上に関する仕事

商業及び鉱工業、新産業の創出、観光及びコンベンションの振興、
計量及び労働に関する仕事

農業･林業及び水産業、食料の安定供給、農地関係の調整、土地改
良、漁港に関する仕事

道路、河川、港湾（漁港を除く）、その他土木、営繕、都市計画
及び宅地開発、下水道、建築の指導、住宅に関する仕事

県が事業をするために必要な現金の出納や管理、収入・支出の決算
などに関する仕事出納局

環境生活部

商工労働部

農林水産部

県土整備部

総務部

副知事

スポーツ・文化局

デジタル改革推進局

総合企画部

健康福祉部

水産局

都市整備局



◆千葉県庁の組織（公営企業等） ※令和4年4月現在

企業局

病院局

飲料水の供給事業、工業用水の供給事業、保有土地及び施設の譲渡・貸付・管理事業

病院事業

選挙管理委員会

内水面漁場管理委員会

教育委員会 教育庁

公安委員会 警察本部

監査委員 事務局

人事委員会 事務局

労働委員会 事務局

収用委員会 事務局

海区漁業
調整委員会 事務局

県立学校・特別支援学校・小・中・義務教育学校（千葉市を除く）の管理、社
会教育・文化財の保護などに関する仕事

県民の生命・身体・財産の保護及び公共の安全と秩序の維持などにあたる仕事

知事・県議会議員・国会議員の選挙等に関する仕事及び政治団体の届出等に関
する仕事

県の財務事務等の監査に関する仕事

職員の採用試験や給与・勤務条件に関する勧告、公平審査などに関する仕事

労働者と使用者の間の紛争の解決・不当労働行為に対する救済命令などに関す
る仕事

漁業を民主的に経営し、生産を高めるための調整に関する仕事

公共事業に必要な土地の収用及び使用の裁決などに関する仕事

県議会 事務局 議会の円滑な運営に関する仕事



庶務・経理、企画・立案、調査、指導、
折衝などの事務に従事します。

採用後も人事異動により、幅広い分野の
業務に従事し、様々な仕事を経験します。

（配属先）
・本 庁

／知事部局の全て、公営企業の全て、
行政委員会の全て(公安委員会を除く)

・出先機関
／地域振興事務所（１０）

県税事務所（１３）
児童相談所（６）
土木事務所（１５）
農業事務所（１０）
水道事務所（３）
保健所【健康福祉センター】（１３）
県立病院（６） など

◆職種紹介・・・①

※「QRコード」は、
㈱デンソーウェーブの登録商標です。



県立病院事務、警察事務、市町村立学校事務

心理、児童指導員、農業、林業、水産、畜産、
農業土木、土木、建築、
化学、電気、機械

獣医師、薬剤師（知事部局・病院局）、
保健師、管理栄養士（知事部局・病院局）、
保育士、臨床検査技師（知事部局）、栄養士、司書

◆職種紹介・・・②

職務内容や配属先は、パンフレット又は人事委員会HPをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/index.html



◆仕事紹介① 県民のくらしを支える、税金に関する仕事

税務新任職員研修

《県税に関わる組織》
本庁：総務部税務課

出先機関：県税事務所…１３か所（２支所）

自動車税事務所…１か所（４支所）

《職員はこんなことをやっています》
○ 県税の収入見込算定と決算集計

○ 税務に関する研修や広報

・職員研修

・リーフレットなどの作成

○ 県税に関する条例や規則の整備

例：千葉県県税条例

○ 県税の公正・公平な課税・徴収

例：自動車税
・納税通知書の送付
・法律に基づいた滞納処分の執行 等

自動車税リーフレット 自動車税納期内納税ポスター

県税事務所

ミラーズロック（滞納処分）



◆仕事紹介② 県民の命やくらしを守る防災対策の推進

葛南地域 防災備蓄倉庫

災害対策本部事務局訓練

防災ポータルサイト

《背景》
○ 全国的に発生する豪雨災害や、危惧される大規模地震に加え、

都市型災害、津波被害など多様化する災害
○ 被災地と応援部隊をつなぐ、都道府県の役割
○ 県民の防災意識の高まり

《職員はこんなことをやっています》
○ 国や市町村、消防、警察、自衛隊、民間企業を

交えた防災体制の整備
・災害対策本部事務局訓練など、多様な局面に応じた訓練の実施

・対応マニュアルの改訂等

○ 新しいＩＴ基盤やＳＮＳなどの活用
・ＳＮＳ投稿情報からの災害情報の収集

・県民や報道機関への情報提供（ 防災ポータルサイトなど）

○ 県備蓄物資の増強 など



◆職場の雰囲気



◆国・県・市町村の違い

国
県

（広域自治体）
市町村

（基礎自治体）

役割

• 国の存立に関する仕事

• 全国的に統一して行う
ことが望ましい仕事

• 全国的な規模・視点で
行う仕事

・【広域事務】
事業の対象や効果等が市町村の
区域を超える広域的な仕事

・【連絡調整事務】
市町村と国、市町村間の
連絡調整に関する仕事

・【補完事務】
規模や性質が市町村が処理する
ことが適当でない仕事

基礎自治体として、
住民や地域に密着した
仕事

仕事
の例

《外交》
《防衛》
《年金制度の設計》
《医薬品の製造承認》
《高速道路や国道の整備》

など

《救急医療体制の整備》
《産業の振興》
《県道の整備・管理》
《県立高校の再編・整備》
《環境・産業廃棄物の対策》
《品種開発・ブランド化》
《中小企業の技術・製品開発の支援》

など

《住民登録》
《消防》
《市道の整備・管理》
《小中学校の設置・運営》

など



１ 配属
・ 新規採用職員は、本庁又は出先機関に配属
・ 技術系職種は、出先機関や研究機関に配属されることが多い

２ 人事異動
・ 本庁と出先機関の両方を経験し、３～５年のサイクルで異動
・ 30歳代までの若手職員は、多様な業務経験を通した人財開発を図るため、

本庁及び出先機関の異なった分野に配置換え（一般行政）
[例] 《出先》税務 ⇒《本庁》医療体制整備 ⇒ 《本庁》産業振興 等

・ 広く県行政を経験するため、知事部局以外の企業局、教育庁、病院局など
にも配属

◆配属・人事異動

～職員意向調査（年に一度、全職員を対象に実施）～
希望する勤務機関、業務、研修や考慮してほしい事情（子育て、介護等）等を伝えることができます。

～庁内公募制度（年に一度、希望者のみ）～
自らが描くキャリアヴィジョンを主体的に実現させる機会もあります。
①【人材募集型】提示された公募業務に応募し、その業務の担当者として配置される制度

R2結果 59業務で公募 ⇒ 47名が応募 ⇒ 14名を令和3年度定期人事異動で配置
②【業務選択型】自ら希望する業務を自由に選択して応募し、その業務を担当する所属に配置される制度

R2結果 10名から応募 ⇒ 2名を令和3年度定期人事異動で配置



◆職員の能力開発支援・・・①

１ 職員能力開発センターによる研修（内部研修）

名称 概要 研修の例

若手職員育成
研修

在職期間が10年未満の職員が理解しておくべき
基礎的な知識及び技能等を習得する研修
（在職期間に応じて実施）

① 新採職員研修（１年目）
② 入庁２年目研修
③ 入庁５年目研修
④ 入庁１０年目研修 など

職務別研修 職務遂行に必要な一般的な知識及び技能等を習
得する研修（職務の役割・責任に応じて実施）

① 主査級キャリアアップ研修
② 班長級研修
③ 新任管理職研修
③ 新任所属長研修 など

パワーアップ
研修

職員が今後の能力開発の方向を所属長等と相談
し、希望する課程を選択して参加する研修

① コミュニケーション力向上コース
② マネジメント力向上コース
③ 政策形成力向上コース
④ 業務効率向上コース
⑤ 専門能力向上コース
⑥ ｅラーニング特設コース

【上記6コース全24課程から選択(令和２年
度)】

※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響により、一部課程を中止し、上記の課程
を実施。

①【コミュニケーション力向上コース】
説明力向上、クレーム対応

②【マネジメント力向上コース】
アンガーマネジメント

③【政策形成力向上コース】
地域ブランド戦略、政策法務（基礎編）

④【業務効率向上コース】
自己管理能力向上、ロジカル・ライティング

⑤【専門能力向上コース】
簿記の基礎、契約事務の基礎知識

⑥【ｅラーニング特設コース】
よく分かるWord2016、
生産性を高める！会議の進め方

特別研修 県政が直面している重要課題等に対応するため、
時宜を得たテーマを取り上げて実施する研修

① 新採職員を対象とした県重要施策の実地学習
② 特別セミナー

『地域にとってのＳＤＧｓ』（予定） など



◆職員の能力開発支援・・・②

２ 派遣研修（外部研修）
（狙い）○ 職員の視野を広め、資質の向上を図る

○ 県内部では得られない専門的な知識やノウハウを習得する

県行政の
一層の進展
に貢献！！

名称 概要 派遣先の例

海外
派遣研修

県行政に関連する施策について
海外状況を調査研究

○ 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
《ニューヨーク事務所、クアラルンプール事務所》
→ 日本の農林水産物等の輸出促進や日本企業の

海外進出支援、現地の経済動向の情報収集等

○ 一般財団法人自治体国際化協会（クレア）
《ロンドン事務所》
→ 地域の国際化に関する情報の収集・提供等

○ 外務省（本省２年→ラトビア大使館２年）
→ 日本文化の発信や交流事業等

国・民間企業等
への派遣研修

国等における各種業務、
民間企業の経営感覚を経験

○ 総務省 → 地方自治法等の解釈運用に関する
自治体からの相談への対応等

○ 経済産業省 → 海外経済(中国経済等)の日本に与える影響の分析等

○ 東京都 →  家庭部門の省エネ対策（燃料電池や
蓄電池等への補助）等

○ ㈱ＪＴＢ
○ ＪＲ東日本㈱ 観光商品の企画や開発等



※令和3年12月現在。なお、期末・勤勉手当については、初年度は在職期間に応じて割り落として支給されます。
※上位の学歴(修士、博士)又は一定の職歴等を有する方は、上記金額にその経歴に応じて所定の金額が加算

◆勤務条件・福利厚生

○ 勤務時間
Ａ勤務 8:30～17:15 (昼休憩1時間含む) 【時差出勤制度：7:30～16:15(朝型Ⅰ型)、 8:00～16:45(朝型Ⅱ型) 、
8:15～17:00(早出勤務)、9:00～17:45(Ｂ勤務)、9:30～18:15(Ｃ勤務)】

※育児、障害等の事情により昼休憩を45分とし、さらに15分早く退勤することも可
※Ｃ勤務は、育児、介護、遠距離通勤等を要する職員のみ選択可

○ 初任給、各種手当等

試験区分 初任給 期末・勤勉手当 各種手当 休暇等

上 級 約206,000円

年間4.30月分

・地域手当(9.2％)
・通勤手当
・住居手当
・扶養手当
・時間外勤務手当

など

・年次休暇 (1年で20日)
・夏季休暇 (6月～9月で6日)
・結婚休暇 (連続する7日)

《子育て支援関係》
・出産休暇

(産前産後8週間)
・男性職員の育児参加

（産前産後８週間の範囲で７日）
・子育て休暇

(1年で7日)
・育児休業

(子が３歳になるまでの間）
・育児短時間勤務

(子が小学校に入学するまで
の間、勤務時間を短縮）

など

中 級 約184,400円

初 級 約169,100円

獣医師・薬剤師 約233,100円

保健師 約241,000円

管理栄養士 約212,600円

保育士 約194,900円

臨床検査技師 約201,600円

栄養士 約189,500円

司 書 約184,400円



◆職員採用試験制度（令和３年度）

※試験実施年度の4/1の年齢

試験区分 年齢(※) 1次試験 2次試験

上級
（大卒程度）

【一般行政Ａ】 21～29才
教養試験
専門試験
論文試験（2次試験として評価）

個別面接 (※1)
集団討論 (※2)
適性検査

(※1) 一般行政Ｂは、
プレゼンテーションを
含む。
(※2) 令和3年度は新型
コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、
集団討論は未実施。

【一般行政Ｂ】 24～34才
教養試験
論文試験（2次試験として評価）
自己アピールシート作成

【技術系職種】 21～34才
教養試験
専門試験
論文試験（2次試験として評価）

中級
（短大卒程度）

19～29才
教養試験
専門試験
論文試験（2次試験として評価）

個別面接
適性検査

初級
（高卒程度）

17～20才
教養試験
作文試験（2次試験として評価）

個別面接
適性検査

資格免許職 ～34才
教養試験
専門試験

個別面接
適性検査



◆職員採用試験日程（令和４年度）

試験区分 申込期間 1次試験 2次試験
最終

合格発表

上級 5/13(金）～ 5/27(金) 6/19(日) 7月中旬～8月上旬 8月下旬

中級

7/26(火) ～ 8/15(月) 9/25(日) 10月下旬～11月中旬 12月上旬

初級

資格
免許職

○ 獣医師・薬剤師・
保健師・管理栄養士
は上級日程

○ その他は中初級日程

同左 同左 同左



◆職員採用試験の実施状況（令和３年度）
※上級・資格免許職（上級日程）

職種
採 用
予定数

1次試験
受験者数
【①】

1次試験
合格者数

最終
合格者数
【②】

合格倍率
【①／②】

一般行政Ａ 70 699 220 129 5.4

一般行政Ｂ 10 112 43 13 8.6

心 理 41 49 48 34 1.4

児童指導員 70 61 57 45 1.4

農 業 19 56 49 24 2.3

林 業 12 29 27 17 1.7

水 産 2 16 8 3 5.3

畜 産 5 9 9 5 1.8

農業土木 12 13 13 9 1.4

土 木 47 74 70 60 1.2

職種
採 用
予定数

1次試験
受験者数
【①】

1次試験
合格者数

最終
合格者数
【②】

合格倍率
【①／②】

建 築 11 19 19 14 1.4

化 学 4 28 12 5 5.6

電 気 20 34 33 24 1.4

機 械 12 18 17 12 1.5

獣医師 18 9 9 8 1.1

薬剤師
（知事部局）

2 22 22 11 2.0

薬剤師
(病院局)

3 17 9 4 4.3

保健師 27 33 33 29 1.1

管理栄養士
（知事部局） 1 39 5 2 19.5

管理栄養士
（病院局） 1 17 5 2 8.5



◆職員採用試験の実施状況（令和３年度）
※中初級・資格免許職（中初級日程）

職種
採 用
予定数

1次試験
受験者数
【①】

1次試験
合格者数

最終
合格者数
【②】

合格倍率
【①／②】

一般行政
（中級） 23 235 75 30 7.8

警察事務
（中級） 18 136 59 24 5.7

市町村立
学校事務
（中級）

5 75 14 7 10.7

一般行政
（初級） 70 800 308 154 5.2

県立病院
事務

（初級）
2 8 8 3 2.7

警察事務
（初級） 12 145 44 22 6.6

市町村立
学校事務
（初級）

24 181 81 43 4.2

職種
採 用
予定数

1次試験
受験者数
【①】

1次試験
合格者数

最終
合格者数
【②】

合格倍率
【①／②】

農業土木
（初級） 5 11 11 8 1.4

土 木
（初級） 11 32 29 24 1.3

電 気
（初級） 6 13 13 10 1.3

機 械
（初級） 5 7 7 5 1.4

保育士 15 33 30 18 1.8

臨床検査
技師 3 14 9 5 2.8

栄養士 5 44 14 7 6.3

司書 1 40 5 2 20.0



◆職員採用試験 論作文・集団討論の課題 （令和３年度）

課 題

論 文

新型コロナウイルスの感染拡大は、様々な分野に影響を及ぼしている。そうした
状況下において、自治体行政は、どのような新しい課題を抱えることになったと
考えるか。その課題について具体例を挙げながら説明するとともに、これから自
治体が取り組むべき対応策について論じなさい。

集団討論
※一般行政Bは除く
※令和2、3年度は未実施の

ため、令和元年度の課題

現在、労働力人口の減少が深刻な問題となっている。この問題への対策として、
千葉県としては何を行うべきか、優先順位をつけ、３つ挙げなさい。

（上級）

（中級）

課 題

論 文 行政における ICT の活用について、あなたの考えを述べなさい。

（初級）

課 題

作 文 組織の一員として働く上で大切だと考えること



◆最終合格から採用までの流れ

１次試験

１次試験合格

２次試験

最終合格

採用候補者名簿登載

意 向 確 認

採 用 内 定

採 用

※ 任命権者・・・知事、教育委員会、警察本部長など



県章

《カタカナの（チ）と（ハ）を図案化したもの》

県民鳥

「ホオジロ」

県の花

「なのはな」





左のコード、または
「千葉県人事委員会」
で検索してね！

※「Twitter」は、Twitter, Inc.または
その関連会社の登録商標です。


