
受験手続の流れ

※地域振興事務所の場所は下記ホームページからご覧になれます。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/kenmin/kenmin.html
※「警察官」は、県内の警察署・交番・駐在所でも配布します。
　「警察事務」は、県内の警察署でも配布します。

千葉県ホームページの「千葉県職員採用試験案内」
千葉県警察ホームページの「警察官採用試験受験案内」（警察官のみ）をご覧ください。

140円切手を貼った返信用封筒（角形2号）の表にあなたのお名前、ご住所を記入し、
以下のあて先まで送付してください。なお、請求用の封筒の表に受験を希望する試験
区分・職種（例：初級・一般行政）を朱書で、封筒の裏にあなたのお名前、ご住所を記
入してください。

　千葉県ホームページの中の「ちば電子
申請サービス」から手続を行います。
　詳細はホームページなどで必ず確認
してください。

【請求のあて先】
上・中・初級・資格免許職試験
千葉県人事委員会事務局 任用課
〒260-8667 
千葉市中央区市場町1-1
県庁南庁舎5階
警察官採用試験
千葉県警察本部 警務課任用係
〒260-8668 
千葉市中央区長洲1-9-1

人事委員会事務局任用課 千葉市中央区市場町1-1（南庁舎5階） 043-223-3717
配布場所

千葉県職員採用試験 検索で

1  配布場所で入手 1  インターネットから申込む

　申込書と受験票に必要事項を記入し、
受付期間中に人事委員会事務局に特定
記録郵便で送付してください。受験票は
後日返送します。
　受付期間最終日の消印有効です。

2  人事委員会事務局に郵送する

　申込書と受験票に必要事項を記入し、
受付期間中に人事委員会事務局に持参
してください。受験票は後日返送します。
　受付時間は平日の９時～１７時です。

※1～3のいずれの方法でも、
　申込み時には写真は必要ありません。
試験日に、受験票に写真を貼ってきてください。

3  人事委員会事務局に持参する

2  インターネットで入手

3  郵送で入手

住 所 電話番号

県政情報コーナー 千葉市中央区市場町1-1（本庁舎2階） 043-223-2110㈹
葛南地域振興事務所 船橋市本町1-3-1（フェイス７階） 047-424-8281㈹
東葛飾地域振興事務所 松戸市小根本7 047-361-2111㈹
印旛地域振興事務所 佐倉市鏑木仲田町8-1 043-483-1111㈹
香取地域振興事務所 香取市佐原イ92-11 0478-54-1311㈹
海匝地域振興事務所 旭市ニ1997-1 0479-62-0261㈹
山武地域振興事務所 東金市東新宿1-11 0475-54-0222㈹
長生地域振興事務所 茂原市茂原1102-1 0475-22-1711㈹
夷隅地域振興事務所 夷隅郡大多喜町猿稲14 0470-82-2211㈹
安房地域振興事務所 館山市北条402-1 0470-22-7111㈹
君津地域振興事務所 木更津市貝渕3-13-34 0438-23-1111㈹
千葉県東京事務所 東京都千代田区平河町2-6-3（都道府県会館14階） 03-5212-9013

受験案内を入手する
（次の1～3の方法があります）

申込む
（次の1～3の方法があります）

千葉県警察本部警務課任用係

千葉県人事委員会事務局任用課

警察官、警察事務職についてのお問合せは、

千葉県職員採用試験についてのお問合せは、

フリーダイヤル0120-764032

043-223-3717

封筒の裏にあなたのお名前、
ご住所を記入してください。

返信用封筒
A4サイズ／角形2号

請求用封筒

折って入れる

〒260-8667

140円
切手

千葉県警察ホームページ

http://www.police.pref.chiba.jp/

http://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/ninyou/saiyoushiken/index.html

※警察官については、
　次のいずれかで申込みをしてください。
①インターネットからの申込み
　（千葉県警察ホームページの「ちば電子申請サービス」から）
②千葉県警察本部への郵送
③千葉県警察本部、県内の各警察署・交番・駐在所への持参
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Ⅲ 経済の活性化と交流基盤の整備
 ■ 国内外の多くの人々が集う魅力ある県づくり
 ■ 挑戦し続ける産業づくり
 ■ 経済の活性化を支える人づくり
 ■ 豊かな生活を支える食と緑づくり
 ■ 活力ある県土の基盤づくり
 【主な施策の例】
 県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地の促進
 女性の活躍推進　など

Ⅱ 千葉の未来を担う子どもの育成
 ■ 子どもと子育て世代への強力サポート体制づくり
 ■ 世界に通じ未来支える人づくり
 【主な施策の例】
 地域による子育て支援の充実、
 ちばのポテンシャルを生かした教育立県の土台づくり　など

３つの基本目標を達成するため、４年間で重点的に取り組む政策・
施策を体系的に整理しました。

実施計画編 （平成２９年度～平成３２年度）基本構想編 （平成２２年度～平成３２年度）

数多くの宝、ポテンシャルを有し、
夢と希望にあふれ、大きなやりがいを得られる、
それが千葉県です。

首都圏に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた千葉県。県内総生産、工
業、商業、農業、水産業の全ての分野の指標が全国トップテンに入るバランスの取
れた県であり、成田国際空港や東京湾アクアライン、幕張メッセ、東京ディズニーリ
ゾートなど、日本を代表する数多くの施設を有しています。

県では、これら数多くの宝、ポテンシャルを一層磨き上げ、さらに飛躍するため、
新総合計画「次世代への飛躍　輝け！ちば元気プラン」を策定し、未来の千葉を担
う次世代の若者や子どもたちが誇れるような千葉県の実現に向けて、新たな一歩
を踏み出しました。

また、2020年には、東京オリンピック・パラリンピックの８競技の県内開催を控え
ているところです。官民が連携した「オール千葉」体制で、千葉県の魅力を世界にア
ピールするとともに、大会開催の効果を次世代に確実に継承していきます。

千葉県では、熱い情熱を持ち、県民の視点に立って積極的に行動できる職員を
求めています。皆さんも「チーム千葉」の一員として、チームスピリットの精神で、首
都圏そして日本をリードする「日本一の光り輝く千葉県」を創っていこうではありま
せんか！

※総合計画とは、県政運営の基本となるものであり、本県の政策の基本的な方向をまとめた、県政全般に関する最上位の基本的かつ総合的な計画です。
　計画の全文は、県・市町村立図書館、県文書館、ホームページなどでご覧いただけます。（http://chiba-genkiplan.jp）

次世代への飛躍  輝け！ちば元気プラン （千葉県総合計画）

Ⅰ 安全で豊かなくらしの実現
 ■ 自助・共助・公助が連携した防災先進県づくり
 ■ くらしの安全・安心を実感できる社会づくり
 ■ 健やかで生き生きと自分らしく暮らせる社会づくり
 ■ 文化とスポーツで輝く社会づくり
 ■ みんなで守り育てる環境づくり
 【主な施策の例】
 犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会の構築
 高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けられる地域社会の実現　など

基本理念
 千葉は元気の発信源。首都圏、そして日本をリードし、
　県民が「くらし満足度日本一」を感じ、誇れる千葉を実現します。

02 03

基本目標・目指す姿
 基本理念の実現に向けて、次の３つの基本目標を設定しました。
  Ⅰ 安全で豊かなくらしの実現
  Ⅱ 千葉の未来を担う子どもの育成
  Ⅲ 経済の活性化と交流基盤の整備

県づくりの方向性
 地域の強みを最大限に活用した地域づくりを進めるため、

「特性・可能性を踏まえた５つのゾーン」を設定し、
方向性を示しました。

千葉県知事

空港ゾーン

南房総ゾーン

圏央道ゾーン

東葛・湾岸ゾーン
香取・東総ゾーン

千葉県庁・
地域振興事務所
❶ 千葉県庁
❷ 葛南地域振興事務所
❸ 東葛飾地域振興事務所
❹ 印旛地域振興事務所
❺ 香取地域振興事務所
❻ 海匝地域振興事務所
❼ 山武地域振興事務所
❽ 長生地域振興事務所
❾ 夷隅地域振興事務所
 安房地域振興事務所
 君津地域振興事務所

県民志向

求める職員像
千葉県では、職員一人ひとりを「無限の可能性をもったかけがえのない
財産」として大切にしています。そして、職員が常に意識すべき「目指すべ
き職員像」として次の3つを掲げています。

高い使命感・倫理観を持ち、県民のくらし満足度向上
のために行動できる職員

組織力向上 組織の一員としての役割を理解し、協力し合える職員

仕事力向上 的確な判断のもと、努力を惜しまず実行力を持って行
動できる職員

千葉県の統計・産業
人口 約622万人（平成27年国勢調査）
面積 約5,160平方キロメートル
県内総生産 全国第6位
農業（農業産出額） 全国第4位
水産業（海面漁業漁獲量） 全国第7位
工業（製造品出荷額等） 全国第7位
商業（商品販売額） 全国第9位
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のために行動できる職員

組織力向上 組織の一員としての役割を理解し、協力し合える職員

仕事力向上 的確な判断のもと、努力を惜しまず実行力を持って行
動できる職員

千葉県の統計・産業
人口 約622万人（平成27年国勢調査）
面積 約5,160平方キロメートル
県内総生産 全国第6位
農業（農業産出額） 全国第4位
水産業（海面漁業漁獲量） 全国第7位
工業（製造品出荷額等） 全国第7位
商業（商品販売額） 全国第9位



千葉県の組織と仕事 職員インタビュー
知事部局

県議会

公営企業

行政委員会

水 道 局
（一般行政・土木・建築・化学・電気・機械）

飲料水の供給事業、工業用水の供給事業

総 務 部
（一般行政）

健 康 福 祉 部
（一般行政・心理・児童指導員・
獣医師・薬剤師・保健師・

管理栄養士・保育士・臨床検査技師）

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

環 境 生 活 部
（一般行政・化学）

出 納 局
（一般行政）

会計管理者

自然環境の保全、公害の防止、廃棄物の処
理、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

総 合 企 画 部
（一般行政）

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

商 工 労 働 部
（一般行政・化学・電気・機械）

水 産 局
（一般行政・水産・土木）

オリンピック・パラリンピック推進局
（一般行政）

都 市 整 備 局
（一般行政・土木・建築・電気・機械）

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

県 土 整 備 部
（一般行政・土木・建築・電気・機械）

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

議会の円滑な運営に関する仕事事 務 局
（一般行政）

県 議 会

※（　　）内は配属される主な職種です。

職員の所属は平成30年1月現在、異動経歴は在籍時の組織名で掲載しています。

平成30年4月現在

農 林 水 産 部
（一般行政・農業・林業・畜産・
農業土木・電気・獣医師）

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

防 災 危 機 管 理 部
（一般行政・化学・電気・機械）

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

企業土地管理局
（一般行政・土木・建築・電気・機械）

保有土地及び施設の譲渡、貸付、管理事業

病 院 局
（一般行政・心理・薬剤師・管理栄養士）

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
（一般行政・市町村立
学校事務・栄養士・司書）

県立学校・特別支援学校・小中学校（千葉市を除く）の管理、
社会教育・スポーツ・文化財の保護などに関する仕事

公安委員会 警察本部
（警察官・警察事務）

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

監 査 委 員 事 務 局
（一般行政）

県の財務事務等の監査に関する仕事

人事委員会 事 務 局
（一般行政）

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

労働委員会 事 務 局
（一般行政）

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

事 務 局
（一般行政）

海 区 漁 業
調整委員会

事 務 局
（一般行政・水産）

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

収用委員会

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

課をまとめる立場にある職員に、豊富な経験や若い皆さんへの思いについてインタビューしました。
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地図に載る仕事に挑む責任と面白さ
公園緑地課では、県立都市公
園として3つの整備中の公園を
含め、15の公園の整備及び管理
を行っています。あわせて、市町
村が行う都市公園の整備事業の
推進と民有緑地の緑化の推進、
屋外広告物の規制誘導や景観づ
くりの推進を行っています。
土木行政の分野の面白さはや

はり後に残るものの整備に携わ
れるということだと思いますね。地
図に載るようなものの整備に関わ
れることは大きなやりがいです。
私自身、入庁6年目頃に異動に

なった公園緑地課で、手賀沼自
然ふれあい緑道という公園の構
想があり、その構想を実現するた
めの都市計画の手続きを国や県
の関係機関と協議しながら進め
たことがありました。当時は各管
理者との協議には苦労しました
が、約20年後に公園緑地課に
戻ってきた時、それが立派な公
園になっていたことは、非常に感
慨深く、印象に残っています。
仕事をするうえでは、その分野

のプロになってほしいという思い
があります。感覚だけで仕事をした
り、前例の踏襲でいいだろうと考え
ず、自分自身で法令をしっかり読ん
で、理解することを心がけてほしい
ですね。また、組織としては風通し
をよくすることを、私自身、常々心
がけています。疑問に思ったこと
は、遠慮なく相談してほしいです
し、相談もできないような雰囲気
が、課の中にないように、明るい職
場であるように心がけています。
千葉県は内房・外房とそれぞ

れ特色ある海に囲まれており、山
もあって、自然に恵まれています。
土木職としては、地形的に非常に
取り組みがいがある場所だと感
じます。それでいながら東京に近
く、圏央道などのインフラがどん
どん整備されているところも魅力
です。そうした千葉県の持ってい
るポテンシャルを活かすのは、若
い人たちにかかっています。千葉
県が好きならば、ぜひ千葉県で
働いてみてください。千葉県を共
に支えていきましょう。

H2年採用 企業庁千葉建設事務所
H23年 柏市都市部（派遣） 主幹
H26年 県土整備部都市整備局公園緑地課 副課長
H27年 県土整備部都市整備局市街地整備課 副課長
H27年 （公財）日本サッカー協会（派遣） 副技監
H29年 県土整備部都市整備局公園緑地課 課長

県土整備部
都市整備局公園緑地課 課長

澤 宏幸

知
　事
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知 

事

多様化する価値観に、多角的な視点で臨む

S62年採用 船橋県税事務所
H24年 環境生活部県民生活課 副課長
H26年 環境生活部生活安全課 主幹兼室長
H27年 総合企画部国際課 副課長
H29年 商工労働部雇用労働課 課長

商工労働部
雇用労働課 課長

加賀谷 美弥子

人の役に立つと実感できるこ
とはもちろん行政の仕事の大き
な魅力です。私も、今まで様々な
分野を経験する中で、農業者支
援や消費者、若者支援など、ニー
ズを実感できる業務に手ごたえ
を感じ、やる気にもつながりまし
た。
しかし、それだけでなく、多角
的な視点が求められるところも
大きな魅力だと感じています。現
在所属する雇用労働課では、県
民一人一人が希望する働き方が
かなうよう、企業の働き方改革の
推進等に向けて、国や関係団体
と連携しながら様々な取組を
行っていますが、働き方は生き方
に直結しますので、多様な県民
ニーズや価値観に触れます。「正
解」はひとつではないですが、県
として方向性を示しつつ、より良
い方策を見出していく必要があ
るので、バランスをとりながら考
えていくのは、大変面白くやりが
いのある仕事だと思います。
また、私は育休からの復帰時に
育児短時間勤務制度を利用して

勤務していました。与えられた業
務量をこなせず、上司に相談をす
ることもありました。幸い上司・同
僚に非常に理解があり、相談がで
きる雰囲気のありがたさを実感
しました。そうした経験から、私自
身も、意見を言いやすい態度や雰
囲気づくりを心がけています。若
い職員にも業務に対する主体的
な考えを持ってもらいたいし、伝
えてほしいと思っています。
そのため、若い皆さんにはま

ず、自分の言葉を増やし、意見を
相手に届ける能力を培ってもら
いたいと思います。仕事に限らず
様々な活動・体験を通して、そう
した力を磨いていってください。
知識や技術は日進月歩です

し、県に求められることも変わっ
ていきます。それに一人で対応す
ることはできません。考え方や知
識を組織で共有できる仕組みづ
くりが今後さらに重要になってい
きます。世の中の動きにアンテナ
を立て、頭を柔らかくして、そうし
たことに一緒に取り組んでいける
方をお待ちしています。



千葉県の組織と仕事 職員インタビュー
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飲料水の供給事業、工業用水の供給事業

総 務 部
（一般行政）

健 康 福 祉 部
（一般行政・心理・児童指導員・
獣医師・薬剤師・保健師・

管理栄養士・保育士・臨床検査技師）

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

環 境 生 活 部
（一般行政・化学）

出 納 局
（一般行政）

会計管理者

自然環境の保全、公害の防止、廃棄物の処
理、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

総 合 企 画 部
（一般行政）

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
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（一般行政・土木・建築・電気・機械）

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

県 土 整 備 部
（一般行政・土木・建築・電気・機械）

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

議会の円滑な運営に関する仕事事 務 局
（一般行政）
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※（　　）内は配属される主な職種です。

職員の所属は平成30年1月現在、異動経歴は在籍時の組織名で掲載しています。

平成30年4月現在
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（一般行政・農業・林業・畜産・
農業土木・電気・獣医師）
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地関係の調整、土地改良、漁港に関する仕事
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保有土地及び施設の譲渡、貸付、管理事業
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病院事業
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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
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とはもちろん行政の仕事の大き
な魅力です。私も、今まで様々な
分野を経験する中で、農業者支
援や消費者、若者支援など、ニー
ズを実感できる業務に手ごたえ
を感じ、やる気にもつながりまし
た。
しかし、それだけでなく、多角
的な視点が求められるところも
大きな魅力だと感じています。現
在所属する雇用労働課では、県
民一人一人が希望する働き方が
かなうよう、企業の働き方改革の
推進等に向けて、国や関係団体
と連携しながら様々な取組を
行っていますが、働き方は生き方
に直結しますので、多様な県民
ニーズや価値観に触れます。「正
解」はひとつではないですが、県
として方向性を示しつつ、より良
い方策を見出していく必要があ
るので、バランスをとりながら考
えていくのは、大変面白くやりが
いのある仕事だと思います。
また、私は育休からの復帰時に
育児短時間勤務制度を利用して

勤務していました。与えられた業
務量をこなせず、上司に相談をす
ることもありました。幸い上司・同
僚に非常に理解があり、相談がで
きる雰囲気のありがたさを実感
しました。そうした経験から、私自
身も、意見を言いやすい態度や雰
囲気づくりを心がけています。若
い職員にも業務に対する主体的
な考えを持ってもらいたいし、伝
えてほしいと思っています。
そのため、若い皆さんにはま

ず、自分の言葉を増やし、意見を
相手に届ける能力を培ってもら
いたいと思います。仕事に限らず
様々な活動・体験を通して、そう
した力を磨いていってください。
知識や技術は日進月歩です

し、県に求められることも変わっ
ていきます。それに一人で対応す
ることはできません。考え方や知
識を組織で共有できる仕組みづ
くりが今後さらに重要になってい
きます。世の中の動きにアンテナ
を立て、頭を柔らかくして、そうし
たことに一緒に取り組んでいける
方をお待ちしています。
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千葉県の目指す姿や重点的に
取り組む施策などをまとめた「総
合計画」の策定や評価、施策推
進を担当するグループに所属し
ており、県の課題把握や政策検
討のため、外部の民間の方、有識
者の方のお話を伺ったり、庁内各
部局の担当者との調整などを行
う業務が中心です。県全体の多
岐に渡る分野に興味を持ち、幅

広くアンテナを張りつつ、自ら提
案することも必要な業務で、時に
困難さを伴いますが、その分やり
がいも大きいです。

【主な職務内容】
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。

【主な配属先】
本　　庁：知事部局、公営企業、行政委員会の事務局など
出先機関：知事部局、公営企業、教育委員会（県立学校を含む）など

H20年採用 佐倉県税事務所
H23年 水道局総務企画課
H26年 総合企画部政策企画課

総合企画部　政策企画課

多田 美和子

Q

一般行政

さらに詳しいメッセージは千葉県ホームページ「千葉県職員採用試験案内」へ
http://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/ninyou/saiyoushiken/shokushu/index.html

県税の課税及び徴収等に関す
る業務を担う県税事務所が、適
正な課税を行うため、各県税事
務所からの相談に応じたり、研修
会を開催すること等が主な担当
業務です。

適正な課税を行うためには、
税に関してだけでなく、あらゆる
法律の知識が必要となります。県
民サービスを支えるために必要

な業務として、とてもやりがいの
ある仕事です。

【主な職務内容】
同左

【主な配属先】
同左

一般行政

H21年採用 東葛飾地域整備センター
H25年 柏県税事務所
H28年 総務部税務課

総務部　税務課

岩瀬 寛史

児童相談所で児童心理司とし
て、虐待・非行・障害等の子ども
たちに関する相談に応じていま
す。子どもとの面接や、養育者な
どの子どもを支える関係者との
関わりを通じて、子どもが健やか
に過ごすことができるように働き
かけます。

相談に応じる中で、不安や葛
藤を抱える子どもが自信を取り

戻し、周囲と助け合いながら問題
を解決できるようになり、いきい
きと生活について語るようになる
姿に、子どもたちの成長の力強さ
を感じています。

【主な職務内容】
児童虐待や障害者支援・ＤＶ相談など多岐にわたり、相談者の心理面接や心理判定などを行
い、個別的な精神面でのサポートだけでなく、関係機関との連携を取りながら積極的な地域
援助などの業務に従事します。また、児童虐待などのケースワークにも従事します。

【主な配属先】
本　　庁：健康福祉部児童家庭課など
出先機関：児童相談所、障害者相談センター、県立病院など

心 理

子どもたちが健やかに過ご
せるように様々なことに関
わっていく、やりがいのあ
る仕事です。みなさんと一緒に働ける
ことを楽しみにしています。

児童福祉司として、児童に関す
る様々な相談に対応し、児童や
保護者と面談を行ったり、関係
機関との連携を図っています。家
庭がどのようになったら、子ども
が安全安心に生活できるか、どの
ような支援が必要なのかを見極
めていくことが大切です。特に児
童虐待対応では迅速な動きが求
められ、チームで判断しています。 

私達が関わることで家族関係が
良好になっていく様子や、児童の
成長を見守れることはとても大
きな魅力です。

【主な職務内容】
児童養護施設の入所児童への生活面全般にわたる指導のほか、児童相談所での児童虐待な
どのケースワークや一時保護児童への生活指導などの業務に従事します。

【主な配属先】
本　　庁：健康福祉部児童家庭課など
出先機関：児童相談所、富浦学園（児童養護施設）など

受験生へ
一言

辛い時もありますが、質の
高い経験は10年後に差が
でます。共に千葉県の児童
福祉を築いていきましょう。一緒に働
けることを楽しみにしています。

受験生へ
一言

業務ごとにやりがいや面
白さがあります。千葉県職
員として、みなさんと一緒
に仕事ができる日を楽しみにしてい
ます。

受験生へ
一言

千葉県を支え、更に磨き上
げていく、やりがいと魅力
のある仕事にたくさん出会
える環境だと思います。皆さんのチャ
レンジをお待ちしています！

受験生へ
一言

児　童
指導員

H26年採用 市川児童相談所

市川児童相談所

木村 美仁

H28年採用 東上総児童相談所

東上総児童相談所

富塚 誠

普及指導員として、直接農業
者に接して野菜の技術指導や就
農支援を行っています。既存の技
術に限らず、産地に適した新しい
技術の導入を提案・支援する仕
事です。また、新規就農者から悩
みや苦労している点を聞き取り、
解決に向けてサポートしていま
す。自ら提案した内容が評価さ
れ、産地で新たに導入されたり、

農業者から感謝の言葉をいただ
いた時に大変やりがいを感じま
す。

【主な職務内容】
農業の生産振興や流通対策に関わる施策の企画立案、農業生産技術の普及指導、農業経営
の指導助言、新品種の育成や栽培技術の開発に関する試験研究などを行います。

【主な配属先】
本　　庁：農林水産部の各課
出先機関：農業事務所、農林総合研究センターなど

H23年採用 印旛農業事務所
H28年 千葉農業事務所

千葉農業事務所

石丸 洋次

農 業

保安林の管理、並びに松林にお
ける森林病害虫防除を担当してい
ます。事業者や地域の方から寄せ
られた様々な要望について、保安
林の機能を低下させることのない
よう樹木の伐採や林地利用の審
査及び指導を行っています。

保安林には水源のかん養や山
地崩壊、津波の防備等といった
公益的機能があります。保安林

を健全に保つことによって、地域
の皆様の生活を守る一助となっ
ていることにやりがいを感じてい
ます。

【主な職務内容】
森林を保全・活用し、その公益的機能を持続的に発揮できる「美しいちばの森林づくり」を目
的として、森林計画の策定、治山・林道事業の実施、林業技術の普及指導、県有林及び県民の
森の整備などを行います。

【主な配属先】
本　　庁：農林水産部森林課など
出先機関：林業事務所、農林総合研究センターなど

林 業
H23年採用 中部林業事務所
H26年 南部林業事務所

南部林業事務所

原 和良

普及指導員として、九十九里
地域を担当しています。そこで主
に漁獲されるチョウセンハマグリ
の資源管理や漁業の担い手育
成、水産物のブランド化などに関
する業務に携わっています。

普及指導員の仕事は、直接現
場に出向き漁業者の方々と一緒
に取り組むことが多く、そこが面
白くて魅力のある仕事です。時々

叱られることもありますが、一緒
に取り組んで「ありがとう」の声を
いただいたときは、疲れも吹き飛
んでやりがいを感じます。

【主な職務内容】
漁業の経営改善の指導、沿岸漁場の整備や水産資源の管理を行うほか、栽培漁業の技術開
発や水産加工に関する試験研究などの業務を行います。

【主な配属先】
本　　庁：水産局の各課など
出先機関：水産事務所、水産総合研究センターなど

水 産

千葉県は多種多様な水産
資源に恵まれ、県の中でも
重要な産業です。千葉県の
水産業を盛り上げるために、一緒に
頑張りましょう。

普及指導員として、畜産に関す
る仕事、農業の担い手育成に関
する仕事をしています。畜産で
は、酪農や養豚など様々な農家
の経営改善の支援や、自給飼料
の生産利用を進めています。担い
手育成では、農業を始めて間も
ない方向けの農業経営体育成セ
ミナーを運営指導しています。

普及指導員の魅力は、畜産だけ

でなく、農業も含めた広い視野で
地域振興を考え、それを実際に現
場の農業者や関係機関と連携し
ながら実現していけるところです。

【主な職務内容】
生産性の高い畜産を展開するため、畜産の生産振興、家畜の改良増殖、畜産団体の指導など
に関する施策の企画・立案・実施及び生産技術指導や先端技術に関する試験研究などの業
務を行います。

【主な配属先】
本　　庁：農林水産部畜産課など
出先機関：農業事務所、畜産総合研究センターなど

受験生へ
一言

人の役に立ちたいという強
い意志があれば、仕事は前
向きにどんどん面白くなっ
ていくと思います。一緒にお仕事でき
ることを心待ちにしています。

受験生へ
一言

千葉県には豊かな自然が
あります。それをさらにより
良いものとするため、私た
ちと一緒に働いてみませんか。

受験生へ
一言

農業現場から求められる
声は多岐にわたりますが、
とてもやりがいを感じる仕
事です。皆さんと一緒に働ける日を楽
しみにしています。

受験生へ
一言

銚子水産事務所

田村 康 畜 産
H25年採用 農林水産部
　　　　　 水産局漁業資源課
H28年 銚子水産事務所

H21年採用 海匝農林振興センター
H25年 畜産総合研究センター
H27年 山武農業事務所

山武農業事務所

佐野 実乃里
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ており、県の課題把握や政策検
討のため、外部の民間の方、有識
者の方のお話を伺ったり、庁内各
部局の担当者との調整などを行
う業務が中心です。県全体の多
岐に渡る分野に興味を持ち、幅

広くアンテナを張りつつ、自ら提
案することも必要な業務で、時に
困難さを伴いますが、その分やり
がいも大きいです。

【主な職務内容】
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。
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県税の課税及び徴収等に関す
る業務を担う県税事務所が、適
正な課税を行うため、各県税事
務所からの相談に応じたり、研修
会を開催すること等が主な担当
業務です。

適正な課税を行うためには、
税に関してだけでなく、あらゆる
法律の知識が必要となります。県
民サービスを支えるために必要

な業務として、とてもやりがいの
ある仕事です。

【主な職務内容】
同左

【主な配属先】
同左

一般行政

H21年採用 東葛飾地域整備センター
H25年 柏県税事務所
H28年 総務部税務課

総務部　税務課

岩瀬 寛史

児童相談所で児童心理司とし
て、虐待・非行・障害等の子ども
たちに関する相談に応じていま
す。子どもとの面接や、養育者な
どの子どもを支える関係者との
関わりを通じて、子どもが健やか
に過ごすことができるように働き
かけます。

相談に応じる中で、不安や葛
藤を抱える子どもが自信を取り

戻し、周囲と助け合いながら問題
を解決できるようになり、いきい
きと生活について語るようになる
姿に、子どもたちの成長の力強さ
を感じています。

【主な職務内容】
児童虐待や障害者支援・ＤＶ相談など多岐にわたり、相談者の心理面接や心理判定などを行
い、個別的な精神面でのサポートだけでなく、関係機関との連携を取りながら積極的な地域
援助などの業務に従事します。また、児童虐待などのケースワークにも従事します。

【主な配属先】
本　　庁：健康福祉部児童家庭課など
出先機関：児童相談所、障害者相談センター、県立病院など

心 理

子どもたちが健やかに過ご
せるように様々なことに関
わっていく、やりがいのあ
る仕事です。みなさんと一緒に働ける
ことを楽しみにしています。

児童福祉司として、児童に関す
る様々な相談に対応し、児童や
保護者と面談を行ったり、関係
機関との連携を図っています。家
庭がどのようになったら、子ども
が安全安心に生活できるか、どの
ような支援が必要なのかを見極
めていくことが大切です。特に児
童虐待対応では迅速な動きが求
められ、チームで判断しています。 

私達が関わることで家族関係が
良好になっていく様子や、児童の
成長を見守れることはとても大
きな魅力です。

【主な職務内容】
児童養護施設の入所児童への生活面全般にわたる指導のほか、児童相談所での児童虐待な
どのケースワークや一時保護児童への生活指導などの業務に従事します。

【主な配属先】
本　　庁：健康福祉部児童家庭課など
出先機関：児童相談所、富浦学園（児童養護施設）など

受験生へ
一言

辛い時もありますが、質の
高い経験は10年後に差が
でます。共に千葉県の児童
福祉を築いていきましょう。一緒に働
けることを楽しみにしています。

受験生へ
一言

業務ごとにやりがいや面
白さがあります。千葉県職
員として、みなさんと一緒
に仕事ができる日を楽しみにしてい
ます。

受験生へ
一言

千葉県を支え、更に磨き上
げていく、やりがいと魅力
のある仕事にたくさん出会
える環境だと思います。皆さんのチャ
レンジをお待ちしています！

受験生へ
一言

児　童
指導員

H26年採用 市川児童相談所

市川児童相談所

木村 美仁

H28年採用 東上総児童相談所

東上総児童相談所

富塚 誠

普及指導員として、直接農業
者に接して野菜の技術指導や就
農支援を行っています。既存の技
術に限らず、産地に適した新しい
技術の導入を提案・支援する仕
事です。また、新規就農者から悩
みや苦労している点を聞き取り、
解決に向けてサポートしていま
す。自ら提案した内容が評価さ
れ、産地で新たに導入されたり、

農業者から感謝の言葉をいただ
いた時に大変やりがいを感じま
す。

【主な職務内容】
農業の生産振興や流通対策に関わる施策の企画立案、農業生産技術の普及指導、農業経営
の指導助言、新品種の育成や栽培技術の開発に関する試験研究などを行います。

【主な配属先】
本　　庁：農林水産部の各課
出先機関：農業事務所、農林総合研究センターなど

H23年採用 印旛農業事務所
H28年 千葉農業事務所

千葉農業事務所

石丸 洋次

農 業

保安林の管理、並びに松林にお
ける森林病害虫防除を担当してい
ます。事業者や地域の方から寄せ
られた様々な要望について、保安
林の機能を低下させることのない
よう樹木の伐採や林地利用の審
査及び指導を行っています。

保安林には水源のかん養や山
地崩壊、津波の防備等といった
公益的機能があります。保安林

を健全に保つことによって、地域
の皆様の生活を守る一助となっ
ていることにやりがいを感じてい
ます。

【主な職務内容】
森林を保全・活用し、その公益的機能を持続的に発揮できる「美しいちばの森林づくり」を目
的として、森林計画の策定、治山・林道事業の実施、林業技術の普及指導、県有林及び県民の
森の整備などを行います。

【主な配属先】
本　　庁：農林水産部森林課など
出先機関：林業事務所、農林総合研究センターなど

林 業
H23年採用 中部林業事務所
H26年 南部林業事務所

南部林業事務所

原 和良

普及指導員として、九十九里
地域を担当しています。そこで主
に漁獲されるチョウセンハマグリ
の資源管理や漁業の担い手育
成、水産物のブランド化などに関
する業務に携わっています。

普及指導員の仕事は、直接現
場に出向き漁業者の方々と一緒
に取り組むことが多く、そこが面
白くて魅力のある仕事です。時々

叱られることもありますが、一緒
に取り組んで「ありがとう」の声を
いただいたときは、疲れも吹き飛
んでやりがいを感じます。

【主な職務内容】
漁業の経営改善の指導、沿岸漁場の整備や水産資源の管理を行うほか、栽培漁業の技術開
発や水産加工に関する試験研究などの業務を行います。

【主な配属先】
本　　庁：水産局の各課など
出先機関：水産事務所、水産総合研究センターなど

水 産

千葉県は多種多様な水産
資源に恵まれ、県の中でも
重要な産業です。千葉県の
水産業を盛り上げるために、一緒に
頑張りましょう。

普及指導員として、畜産に関す
る仕事、農業の担い手育成に関
する仕事をしています。畜産で
は、酪農や養豚など様々な農家
の経営改善の支援や、自給飼料
の生産利用を進めています。担い
手育成では、農業を始めて間も
ない方向けの農業経営体育成セ
ミナーを運営指導しています。

普及指導員の魅力は、畜産だけ

でなく、農業も含めた広い視野で
地域振興を考え、それを実際に現
場の農業者や関係機関と連携し
ながら実現していけるところです。

【主な職務内容】
生産性の高い畜産を展開するため、畜産の生産振興、家畜の改良増殖、畜産団体の指導など
に関する施策の企画・立案・実施及び生産技術指導や先端技術に関する試験研究などの業
務を行います。

【主な配属先】
本　　庁：農林水産部畜産課など
出先機関：農業事務所、畜産総合研究センターなど

受験生へ
一言

人の役に立ちたいという強
い意志があれば、仕事は前
向きにどんどん面白くなっ
ていくと思います。一緒にお仕事でき
ることを心待ちにしています。

受験生へ
一言

千葉県には豊かな自然が
あります。それをさらにより
良いものとするため、私た
ちと一緒に働いてみませんか。

受験生へ
一言

農業現場から求められる
声は多岐にわたりますが、
とてもやりがいを感じる仕
事です。皆さんと一緒に働ける日を楽
しみにしています。

受験生へ
一言

銚子水産事務所

田村 康 畜 産
H25年採用 農林水産部
　　　　　 水産局漁業資源課
H28年 銚子水産事務所

H21年採用 海匝農林振興センター
H25年 畜産総合研究センター
H27年 山武農業事務所

山武農業事務所

佐野 実乃里



現在はどんな仕事をしていますか。また、現在の仕事のやりがいや魅力、印象に残っていることなどを教えてください。
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私の所属する大区画基盤整備
課は、農業生産を担う経営体の
育成や農地の生産性向上を目的
とした、ほ場整備事業を行ってい
ます。現在は水田へ農業用水を
供給するための用水路・揚水機
場工事の設計積算・現場監督を
担当しており、工事の進め方や整
備方法について、農家の方や市
町村、土地改良区と接する機会

も多いです。ほ場内へ農業用水
が供給され、無事に田植えが終
わり、一面に広がる水田風景を
見たときに仕事のやりがいを感
じました。

【主な職務内容】
生産性の高い農業を展開するため、ほ場やかんがい排水などの農業基盤整備や住みよい農
村づくりを推進するための生活環境整備などに関する計画・調査・工事設計・積算や工事監
督などの業務を行います。

【主な配属先】
本　　庁：農林水産部耕地課、農地・農村振興課など
出先機関：農業事務所など

H24年採用 農林水産部耕地課
H26年 海匝農業事務所

海匝農業事務所

中軽米 宏典

農業土木

成田土木事務所は、成田市、
富里市、香取郡多古町、山武郡
芝山町の県管理の道路、河川等
の整備、維持管理の役割を担っ
ています。その中でも私は、主に
道路の整備に係る計画・設計、積
算から工事監督までの業務を
行っています。

土木の仕事は、県民の方の生
活に密着するものをつくることか

ら、「良い道ができるのを楽しみ
にしている」「良いものをつくって
くれてありがとう」などの声を頂
けることも多く、それにとてもやり
がいを感じます。

【主な職務内容】
道路、河川、港湾、都市計画、公園、上下水道など幅広い分野に関する企画、設計、工事監督、
その他維持管理などの業務に従事します。

【主な配属先】
本　　庁：県土整備部の各課、企業土地管理局、水道局など
出先機関：土木事務所、港湾事務所、ダム管理事務所、区画整理事務所、下水道事務所、漁

港事務所、水道局の水道事務所、施設整備センター、工業用水道事務所など

土 木

H19年採用 市原整備事務所
H22年 葛南地域整備センター
H25年 県土整備部道路整備課
H28年 成田土木事務所

成田土木事務所

渡邊 司

主な業務は許認可で、確認申
請書の審査や完了検査等を行い
ます。また建築基準法上の道路種
別を判断する道路調査や建築に
関する相談業務に携わっていま
す。建築士や一般の方からの相談
が多く、電話や窓口で対応します。

土木事務所では管轄地域内の
業務を通し街並みを把握できる
感慨深さがあります。建築行政は

建築基準法を軸に枝分かれして
いて奥が深く、経験豊富な上司
の意見を参考に仕事ができる環
境は非常に有意義であると感じ
ています。

【主な職務内容】
建築基準法や都市計画法などの法令に基づいて、建築物や土地利用に関する許認可、指導
などを行います。また、都市計画や住宅政策など都市整備に関する企画、県有施設の新築、増
改築または修繕に関する設計、工事監督などの業務にも従事します。

【主な配属先】
本　　庁：総務部資産経営課、県土整備部技術管理課、営繕課、施設改修課、都市整備局都

市計画課、建築指導課、住宅課、企業土地管理局、教育庁など
出先機関：土木事務所など

建 築

受験勉強を長期間継続し
た過程が、必ず仕事をする
上でも生きてきます。自分
の軸をしっかりと持ち、自分が成りた
い姿を目指して戦ってください。

水質保全課では、県内の川や
海、湖沼、地下水の水質の監視
や、水質保全計画の策定などの業
務を行っています。私は現在、印
旛沼の水環境保全のための広
報・啓発事業や、生活排水による
印旛沼への汚れの流入を減らす
事業に携わっています。印旛沼に
は県の他部局や民間企業、市民
団体など、多くの人たちが関わっ

ており、そういった方々と意見交
換を行い、県水質保全課としては
何ができるのかを考えていくこと
にとてもやりがいを感じています。

【主な職務内容】
地球温暖化の防止や循環型社会の構築をはじめ、環境保全に向けた企画立案や、大気汚染、
水質汚濁、廃棄物問題などに対する監視や調査･指導、試験研究など主に環境問題に関する
幅広い業務に従事します。

【主な配属先】
本　　庁：環境生活部環境政策課、大気保全課、水質保全課、循環型社会推進課、廃棄物指

導課、水道局など
出先機関：各地域振興事務所の地域環境保全課、環境研究センター、産業支援技術研究所、

下水道事務所、水道局の浄水場など

受験生へ
一言

「どのような仕事をしたい
か」だけでなく、「どのよう
な働き方をしたいのか」と
いう視点も持ち、これから自分が働い
ていく場所を選んでください。

受験生へ
一言

千葉県はこれからもやるべ
きことがたくさんあります。
一緒により良い千葉県を
作ってくれる方と仕事ができることを
楽しみにしています！！

受験生へ
一言

農業土木の仕事は多岐に
渡り、様々な経験を積むこ
とができます。どんな業務
に対してもやる気を持って取り組ん
でいける方をお待ちしています。

受験生へ
一言

安房土木事務所

伊藤 有美

環境生活部　水質保全課

岡野 真理恵

化 学
H27年採用 教育庁企画管理部
　　　　　 財務施設課
H29年 安房土木事務所

H21年採用 東上総県民センター
H26年 環境生活部水質保全課

東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会の会場でも
ある、幕張メッセの大規模改修
工事の設計及び工事監督業務を
担当しています。難しい工事では
ありますが、注目度が高く大変や
りがいがあります。

建築職・機械職の担当者と連
携しながら、より良い施設にする
ための検討と打合せを重ねてい

き、問題を一つ一つ解決していく
達成感や、電気だけに限らない
生きた知識を得られることが、電
気設備工事の醍醐味です。

【主な職務内容】
県の公共施設や工業用水道施設、浄水場、給水場の電気設備に関する企画・設計や保守管理などの
業務を担当します。また、専門知識を生かして防災・水防電算システムなどの業務にも従事します。

【主な配属先】
本　　庁：総務部資産経営課、管財課、情報システム課、防災危機管理部危機管理課、県土

整備部技術管理課、営繕課、施設改修課、都市整備局住宅課、水道局、企業土地
管理局、教育庁など

出先機関：産業支援技術研究所、農業事務所、土木事務所、ダム管理事務所、下水道事務
所、水道局の浄水場、施設整備センター、工業用水道事務所など

電 気

津波や高潮の水害から県民を
守る防潮扉や水門・排水機場、ガ
ントリークレーンなどの港湾施
設、千葉の港をきれいにする清
掃船などの管理業務を担当して
います。千葉港は日本一港湾区
域の広い港で、千葉県だけでなく
日本の玄関口として重要な役割
を担っているため非常にやりが
いがあります。また、千葉港湾事

務所は県の組織の中でも珍しい
設備があり、貴重な体験ができ
ていると感じています。

【主な職務内容】
県の公共施設や工業用水道施設、浄水場、給水場の機械整備に関する企画・設計や保守管
理などの業務を担当します。また、専門知識を生かして、中小企業の技術支援や機械に関する
試験研究などにも従事します。

【主な配属先】
本　　庁：総務部資産経営課、管財課、県土整備部営繕課、施設改修課、都市整備局下水道

課、住宅課、水道局、企業土地管理局など
出先機関：産業支援技術研究所、港湾事務所、下水道事務所、水道局の浄水場、施設整備セ

ンター、工業用水道事務所など

機 械
H26年採用 県土整備部施設改修課
H29年 千葉港湾事務所

千葉港湾事務所

滝本 知正

H23年採用 手賀沼下水道事務所
H25年 県土整備部施設改修課
H28年 水道局管理部財務課
H29年 県土整備部施設改修課

県土整備部　施設改修課

藤井 雄介

家畜保健衛生所で、病理検査
を担当しています。県内の畜産農
家で家畜の伝染病の発生が疑わ
れる際は、様々な検査を実施して
診断し、その原因を究明します。
病理検査は疾病の病態を探る上
でとても重要な役割を担ってい
ます。千葉県は畜産業が盛んな
ため多くの症例があり、診断に苦
慮することもありますが、職場の

仲間と相談しながらチームプ
レーで一つずつ解決していくこと
が大きなやりがいです。

【主な職務内容】
食品衛生の監視・指導や食肉検査を行い、流通食品の安全を図るほか、動物の愛護管理、ま
たは家畜の伝染病の発生予防、さらには飼育技術や育種改良の研究など畜産業の振興に関
わる業務に従事します。

【主な配属先】
本　　庁：健康福祉部衛生指導課、農林水産部畜産課など
出先機関：食肉衛生検査所、動物愛護センター、健康福祉センター（保健所）、衛生研究所、家

畜保健衛生所、農業事務所、畜産総合研究センターなど

獣 医 師

千葉県では、多くの獣医師
が幅広い分野で活躍して
います。私たちと一緒に働
いて、あなたの力を活かしてみません
か。

薬務課では、医薬品医療機器
等法をはじめとした薬事に関係す
る様々な法律に基づく業務を行
なっています。その中で私は、医薬
品や化粧品の製造業・製造販売
業の監視指導を担当しています。

医薬品の製造所に対する監視
指導では、構造設備や製造管理・
品質管理の状況を確認することで
医薬品の品質の確保に努めてい

ます。医薬品は、県民の皆さんの
保健衛生のために重要な役割を
持っており、この業務に携わること
に責任と魅力を感じています。

【主な職務内容】
〈知事部局勤務〉医薬品等の製造業等の許認可、監視指導をはじめ、薬物乱用防止対策、献
血推進など薬事に関する幅広い業務に従事します。また、環境衛生や食品衛生に関する検
査、監視指導などを行います。

〈病院局勤務〉薬品の調剤、製剤、無菌調製や、医薬品安全管理、チーム医療、服薬指導などの
業務に従事します。

【主な配属先】
〈知事部局勤務〉本　　庁：健康福祉部薬務課など
　　　　　　　出先機関：健康福祉センター（保健所）、衛生研究所など

〈病院局勤務〉出先機関：県立病院

受験生へ
一言

知事部局に配属された場
合、幅広い分野で活躍でき
ます。県民の皆さんの保健
衛生の向上のために、一緒に仕事が
できる日を楽しみにしています。

受験生へ
一言

機械職の業務は施設やイ
ンフラを支える重要でやり
がいのある仕事です。皆さ
んと一緒に仕事ができるのを楽しみ
にしています。

受験生へ
一言

千葉県には、これから更新
時期に入る建物や様々な
インフラ施設があり、電気
職の業務の重要性は今後更に増して
いきます。一緒に頑張りましょう。

受験生へ
一言

中央家畜保健衛生所

綿村 崇宏

健康福祉部　薬務課

千保 寛薬 剤 師

H21年採用 北部家畜保健衛生所
H24年 東総食肉衛生検査所
H27年 中央家畜保健衛生所

H22年採用 夷隅健康福祉センター
H25年 長生健康福祉センター
H28年 健康福祉部薬務課

さらに詳しいメッセージは千葉県ホームページ「千葉県職員採用試験案内」へ
http://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/ninyou/saiyoushiken/shokushu/index.html
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私の所属する大区画基盤整備
課は、農業生産を担う経営体の
育成や農地の生産性向上を目的
とした、ほ場整備事業を行ってい
ます。現在は水田へ農業用水を
供給するための用水路・揚水機
場工事の設計積算・現場監督を
担当しており、工事の進め方や整
備方法について、農家の方や市
町村、土地改良区と接する機会

も多いです。ほ場内へ農業用水
が供給され、無事に田植えが終
わり、一面に広がる水田風景を
見たときに仕事のやりがいを感
じました。

【主な職務内容】
生産性の高い農業を展開するため、ほ場やかんがい排水などの農業基盤整備や住みよい農
村づくりを推進するための生活環境整備などに関する計画・調査・工事設計・積算や工事監
督などの業務を行います。

【主な配属先】
本　　庁：農林水産部耕地課、農地・農村振興課など
出先機関：農業事務所など

H24年採用 農林水産部耕地課
H26年 海匝農業事務所

海匝農業事務所

中軽米 宏典

農業土木

成田土木事務所は、成田市、
富里市、香取郡多古町、山武郡
芝山町の県管理の道路、河川等
の整備、維持管理の役割を担っ
ています。その中でも私は、主に
道路の整備に係る計画・設計、積
算から工事監督までの業務を
行っています。

土木の仕事は、県民の方の生
活に密着するものをつくることか

ら、「良い道ができるのを楽しみ
にしている」「良いものをつくって
くれてありがとう」などの声を頂
けることも多く、それにとてもやり
がいを感じます。

【主な職務内容】
道路、河川、港湾、都市計画、公園、上下水道など幅広い分野に関する企画、設計、工事監督、
その他維持管理などの業務に従事します。

【主な配属先】
本　　庁：県土整備部の各課、企業土地管理局、水道局など
出先機関：土木事務所、港湾事務所、ダム管理事務所、区画整理事務所、下水道事務所、漁

港事務所、水道局の水道事務所、施設整備センター、工業用水道事務所など

土 木

H19年採用 市原整備事務所
H22年 葛南地域整備センター
H25年 県土整備部道路整備課
H28年 成田土木事務所

成田土木事務所

渡邊 司

主な業務は許認可で、確認申
請書の審査や完了検査等を行い
ます。また建築基準法上の道路種
別を判断する道路調査や建築に
関する相談業務に携わっていま
す。建築士や一般の方からの相談
が多く、電話や窓口で対応します。

土木事務所では管轄地域内の
業務を通し街並みを把握できる
感慨深さがあります。建築行政は

建築基準法を軸に枝分かれして
いて奥が深く、経験豊富な上司
の意見を参考に仕事ができる環
境は非常に有意義であると感じ
ています。

【主な職務内容】
建築基準法や都市計画法などの法令に基づいて、建築物や土地利用に関する許認可、指導
などを行います。また、都市計画や住宅政策など都市整備に関する企画、県有施設の新築、増
改築または修繕に関する設計、工事監督などの業務にも従事します。

【主な配属先】
本　　庁：総務部資産経営課、県土整備部技術管理課、営繕課、施設改修課、都市整備局都

市計画課、建築指導課、住宅課、企業土地管理局、教育庁など
出先機関：土木事務所など

建 築

受験勉強を長期間継続し
た過程が、必ず仕事をする
上でも生きてきます。自分
の軸をしっかりと持ち、自分が成りた
い姿を目指して戦ってください。

水質保全課では、県内の川や
海、湖沼、地下水の水質の監視
や、水質保全計画の策定などの業
務を行っています。私は現在、印
旛沼の水環境保全のための広
報・啓発事業や、生活排水による
印旛沼への汚れの流入を減らす
事業に携わっています。印旛沼に
は県の他部局や民間企業、市民
団体など、多くの人たちが関わっ

ており、そういった方々と意見交
換を行い、県水質保全課としては
何ができるのかを考えていくこと
にとてもやりがいを感じています。

【主な職務内容】
地球温暖化の防止や循環型社会の構築をはじめ、環境保全に向けた企画立案や、大気汚染、
水質汚濁、廃棄物問題などに対する監視や調査･指導、試験研究など主に環境問題に関する
幅広い業務に従事します。

【主な配属先】
本　　庁：環境生活部環境政策課、大気保全課、水質保全課、循環型社会推進課、廃棄物指

導課、水道局など
出先機関：各地域振興事務所の地域環境保全課、環境研究センター、産業支援技術研究所、

下水道事務所、水道局の浄水場など

受験生へ
一言

「どのような仕事をしたい
か」だけでなく、「どのよう
な働き方をしたいのか」と
いう視点も持ち、これから自分が働い
ていく場所を選んでください。

受験生へ
一言

千葉県はこれからもやるべ
きことがたくさんあります。
一緒により良い千葉県を
作ってくれる方と仕事ができることを
楽しみにしています！！

受験生へ
一言

農業土木の仕事は多岐に
渡り、様々な経験を積むこ
とができます。どんな業務
に対してもやる気を持って取り組ん
でいける方をお待ちしています。

受験生へ
一言

安房土木事務所

伊藤 有美

環境生活部　水質保全課

岡野 真理恵

化 学
H27年採用 教育庁企画管理部
　　　　　 財務施設課
H29年 安房土木事務所

H21年採用 東上総県民センター
H26年 環境生活部水質保全課

東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会の会場でも
ある、幕張メッセの大規模改修
工事の設計及び工事監督業務を
担当しています。難しい工事では
ありますが、注目度が高く大変や
りがいがあります。

建築職・機械職の担当者と連
携しながら、より良い施設にする
ための検討と打合せを重ねてい

き、問題を一つ一つ解決していく
達成感や、電気だけに限らない
生きた知識を得られることが、電
気設備工事の醍醐味です。

【主な職務内容】
県の公共施設や工業用水道施設、浄水場、給水場の電気設備に関する企画・設計や保守管理などの
業務を担当します。また、専門知識を生かして防災・水防電算システムなどの業務にも従事します。

【主な配属先】
本　　庁：総務部資産経営課、管財課、情報システム課、防災危機管理部危機管理課、県土

整備部技術管理課、営繕課、施設改修課、都市整備局住宅課、水道局、企業土地
管理局、教育庁など

出先機関：産業支援技術研究所、農業事務所、土木事務所、ダム管理事務所、下水道事務
所、水道局の浄水場、施設整備センター、工業用水道事務所など

電 気

津波や高潮の水害から県民を
守る防潮扉や水門・排水機場、ガ
ントリークレーンなどの港湾施
設、千葉の港をきれいにする清
掃船などの管理業務を担当して
います。千葉港は日本一港湾区
域の広い港で、千葉県だけでなく
日本の玄関口として重要な役割
を担っているため非常にやりが
いがあります。また、千葉港湾事

務所は県の組織の中でも珍しい
設備があり、貴重な体験ができ
ていると感じています。

【主な職務内容】
県の公共施設や工業用水道施設、浄水場、給水場の機械整備に関する企画・設計や保守管
理などの業務を担当します。また、専門知識を生かして、中小企業の技術支援や機械に関する
試験研究などにも従事します。

【主な配属先】
本　　庁：総務部資産経営課、管財課、県土整備部営繕課、施設改修課、都市整備局下水道

課、住宅課、水道局、企業土地管理局など
出先機関：産業支援技術研究所、港湾事務所、下水道事務所、水道局の浄水場、施設整備セ

ンター、工業用水道事務所など

機 械
H26年採用 県土整備部施設改修課
H29年 千葉港湾事務所

千葉港湾事務所

滝本 知正

H23年採用 手賀沼下水道事務所
H25年 県土整備部施設改修課
H28年 水道局管理部財務課
H29年 県土整備部施設改修課

県土整備部　施設改修課

藤井 雄介

家畜保健衛生所で、病理検査
を担当しています。県内の畜産農
家で家畜の伝染病の発生が疑わ
れる際は、様々な検査を実施して
診断し、その原因を究明します。
病理検査は疾病の病態を探る上
でとても重要な役割を担ってい
ます。千葉県は畜産業が盛んな
ため多くの症例があり、診断に苦
慮することもありますが、職場の

仲間と相談しながらチームプ
レーで一つずつ解決していくこと
が大きなやりがいです。

【主な職務内容】
食品衛生の監視・指導や食肉検査を行い、流通食品の安全を図るほか、動物の愛護管理、ま
たは家畜の伝染病の発生予防、さらには飼育技術や育種改良の研究など畜産業の振興に関
わる業務に従事します。

【主な配属先】
本　　庁：健康福祉部衛生指導課、農林水産部畜産課など
出先機関：食肉衛生検査所、動物愛護センター、健康福祉センター（保健所）、衛生研究所、家

畜保健衛生所、農業事務所、畜産総合研究センターなど

獣 医 師

千葉県では、多くの獣医師
が幅広い分野で活躍して
います。私たちと一緒に働
いて、あなたの力を活かしてみません
か。

薬務課では、医薬品医療機器
等法をはじめとした薬事に関係す
る様々な法律に基づく業務を行
なっています。その中で私は、医薬
品や化粧品の製造業・製造販売
業の監視指導を担当しています。

医薬品の製造所に対する監視
指導では、構造設備や製造管理・
品質管理の状況を確認することで
医薬品の品質の確保に努めてい

ます。医薬品は、県民の皆さんの
保健衛生のために重要な役割を
持っており、この業務に携わること
に責任と魅力を感じています。

【主な職務内容】
〈知事部局勤務〉医薬品等の製造業等の許認可、監視指導をはじめ、薬物乱用防止対策、献
血推進など薬事に関する幅広い業務に従事します。また、環境衛生や食品衛生に関する検
査、監視指導などを行います。

〈病院局勤務〉薬品の調剤、製剤、無菌調製や、医薬品安全管理、チーム医療、服薬指導などの
業務に従事します。

【主な配属先】
〈知事部局勤務〉本　　庁：健康福祉部薬務課など
　　　　　　　出先機関：健康福祉センター（保健所）、衛生研究所など

〈病院局勤務〉出先機関：県立病院

受験生へ
一言

知事部局に配属された場
合、幅広い分野で活躍でき
ます。県民の皆さんの保健
衛生の向上のために、一緒に仕事が
できる日を楽しみにしています。

受験生へ
一言

機械職の業務は施設やイ
ンフラを支える重要でやり
がいのある仕事です。皆さ
んと一緒に仕事ができるのを楽しみ
にしています。

受験生へ
一言

千葉県には、これから更新
時期に入る建物や様々な
インフラ施設があり、電気
職の業務の重要性は今後更に増して
いきます。一緒に頑張りましょう。

受験生へ
一言

中央家畜保健衛生所

綿村 崇宏

健康福祉部　薬務課

千保 寛薬 剤 師

H21年採用 北部家畜保健衛生所
H24年 東総食肉衛生検査所
H27年 中央家畜保健衛生所

H22年採用 夷隅健康福祉センター
H25年 長生健康福祉センター
H28年 健康福祉部薬務課

さらに詳しいメッセージは千葉県ホームページ「千葉県職員採用試験案内」へ
http://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/ninyou/saiyoushiken/shokushu/index.html
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保健所の保健師は難病対策、
結核予防・感染症対策、母子保
健、自殺対策など県民の健康づ
くりのための活動を行っていま
す。その中で私は結核予防担当と
して、結核患者さんの治療支援や
疫学調査、健診等、結核の早期
発見やまん延防止に携わってい
ます。複雑な問題を抱えるケース
を担当することもありますが、課

内で支援方法を検討したり、関
係機関の協力を得たりして患者
さんの治療が軌道に乗るととて
も安心しますし、やりがいを感じ
ます。

【主な職務内容】
地域保健分野の施策の企画や事業の推進を担当します。健康福祉センター（保健所）におい
ては、難病等を抱える方の相談や療養支援、結核・感染症など健康危機対策、関係機関と連
携を図り地域の健康づくり等を推進します。

【主な配属先】
本　　庁：健康福祉部健康づくり支援課、疾病対策課、児童家庭課など
出先機関：健康福祉センター（保健所）、精神保健福祉センターなど

H18年採用 印旛健康福祉センター
H21年 市川健康福祉センター
H26年 印旛健康福祉センター

印旛健康福祉センター

杉本 真理子

保 健 師

給食施設指導や関係団体の
育成・支援、食品表示に関する指
導などを通じて地域住民の健康
づくりを栄養・食生活の面からサ
ポートする仕事を行っています。

業務の幅が広く、必要となる知
識や技能も多様なため、日々勉
強は欠かせず、苦労する部分もあ
ります。その分、自身が行った説
明や助言が給食施設の担当者や

食品関連事業者などに正しく理
解され、改善に繋がった時は大
きなやりがいを感じます。

【主な職務内容】
〈知事部局勤務〉食生活を軸とした健康づくりに従事します。健康福祉センター（保健所）にお
いては食生活の調査などを行い、情報の収集や発信・地域の健康づくりに携わります。 

〈病院局勤務〉チーム医療の一員として栄養指導と栄養管理計画の作成や栄養サポート業
務、食事提供の管理を行います。

【主な配属先】
〈知事部局勤務〉本　　庁：健康福祉部健康づくり支援課など
　　　　　　　出先機関：健康福祉センター（保健所）など

〈病院局勤務〉出先機関：県立病院

H25年採用 安房健康福祉センター
　　　　　 鴨川地域保健センター
H28年 安房健康福祉センター

安房健康福祉センター

國府田 達雄

児童養護施設で生活をしてい
る子どもたちと一緒に過ごしな
がら、子どもの心身の成長を支援
しています。具体的には、家事全
般を行い、生活リズムが整うよう
に子どもたちに働きかけたり、普
段の関わり合いの中で気になっ
た変化を職員間で共有し、心の
面でも支えられるよう支援の仕
方を検討したりと、注意力が必要

でとても細やかな仕事です。子ど
も一人一人の気持ちに寄り添っ
た言葉かけや働きかけができた
時にこの仕事のやりがいを感じ
ます。

【主な職務内容】
児童相談所や県立の社会福祉施設などにおいて、児童と生活を共にしながら保育・生活指導
などを中心に保育士業務に従事します。また年長児の自立促進や被虐待児の心理面でのサ
ポートなどにも取り組みます。

【主な配属先】
出先機関：児童相談所、生実学校（児童自立支援施設）、富浦学園（児童養護施設）など

保 育 士

保育園とは違い、子どもと
一日を通して共に生活する
ので苦労と責任を伴いま
すが、やりがいのある仕事です。ぜひ
一緒に働きましょう。

食品中に含まれるアレルギー
物質の検査や残留動物用医薬品
の検査、放射性物質の測定など、
食品の安全性を確保するための
検査を実施しています。食品中に
混入していた異物の同定検査を
実施することもあります。また、食
品残留農薬等一日摂取量実態
調査などの調査研究にも取り組
んでいます。業務を通じて県民の

みなさんへ食の安全・安心を提
供することに貢献できることにや
りがいを感じています。

【主な職務内容】
感染症や食中毒の原因を明らかにするための細菌検査やウイルス検査、食の安全を確保する
ための食品中の残留農薬や添加物に関する理化学的検査などを実施し、県民の健康や安全
を守ります。また、環境衛生や食品衛生に関する監視指導を行います。

【主な配属先】
本　　庁：健康福祉部疾病対策課、衛生指導課など
出先機関：健康福祉センター（保健所）、衛生研究所など

受験生へ
一言

経験したことのない新しい
ことに挑戦できる機会がた
くさんある仕事です。やり
がいをもって働きたい方、ぜひ一緒に
働きましょう。

受験生へ
一言

定型的な仕事だけでなく
自分の思いや発想を具現
化できる機会もたくさんあ
ります。皆さんと一緒に働ける日を楽
しみにしています。

受験生へ
一言

千葉県は仕事と子育てを
両立するための支援の体
制が整っており、先輩や同
僚の理解も深いです。千葉県の健康
づくりに力を発揮してください。

受験生へ
一言

富浦学園

星野 なぎさ
衛生研究所

渡邉 さやか
H25年採用 富浦学園 H27年採用 衛生研究所

管　理
栄養士

栄養士の資格を生かし、献立
作成・食材発注・調理室の衛生
管理・献立表や食育だより作成・
食物アレルギー面談・給食指導・
給食試食会・児童給食委員会へ
の参加・食育授業の参加・外部
講師との連絡調整等を行ってい
ます。

子ども達は給食の感想を素直
に教えてくれます。何よりも給食

を残さず食べてくれることが、や
る気に繋がります。学期末に、あ
るクラスから給食の感想のお手
紙をもらったときは、とても嬉し
かったです。

【主な職務内容】
市町村立小・中・義務教育学校及び県立学校において、献立を作成して児童生徒の栄養管理
を行い、さらに食材の管理や調理場の衛生管理を行います。また学校給食を通じて、生涯を
通じた健康づくりのために、食に関する指導に取り組みます。

【主な配属先】
出先機関：市町村立（千葉市立を除く）小・中・義務教育学校（共同調理場を含む）及び県立

学校

H27年採用 我孫子市立湖北小学校

我孫子市立湖北小学校

齋藤 茅子

栄 養 士

図書館連携課で、市町村立図
書館や公民館図書室、学校図書
館に対する支援など、県内読書
活動の推進に携わっています。具
体的には、市町村立図書館等を
訪問し、施設の運営に関する相
談に応じ、調査や提案を行ってい
ます。市町村では、初めて図書館
に勤務する職員も多いので、気軽
に話せる雰囲気づくりを心がけ

ています。日々の業務の積み重ね
が県民の読書環境の充実に、そ
して読書県ちばの実現に貢献で
きているのではないかと感じてい
ます。

【主な職務内容】
図書などの資料・情報を収集・提供し、調査相談に応ずるほか、市町村や学校の図書館等へ
の支援として研修事業や全国でも有数の貸出しを行います。また、読み聞かせ講座を開催す
るなど子どもの読書活動を推進することにより、読書県「ちば」の実現に向け、幅広く専門的な
図書館業務に従事します。

【主な配属先】
出先機関：県立図書館など

H28年採用 中央図書館

中央図書館

前田 竜一

学校事務職員は、学校内の「ヒ
ト・カネ・モノ・情報」を扱ってい
ます。教職員の給与や服務・福利
厚生事務、学校予算や学校徴収
金の管理、備品調達、学籍に関す
る事務、電話・来客対応など幅広
く業務を担当しています。

学校事務職員も、子どもとの
関わりが多く持てます。子どもた
ちの笑顔と成長を間近で見られ

ることが毎日の楽しみであり、こ
の仕事の一番の魅力です。

【主な職務内容】
給与や旅費の計算、文書管理、学籍事務や調査統計等の業務を担当し、教育活動がより合理
的かつ効果的に行われるように、支援・促進する機能を担当します。

【主な配属先】
出先機関：市町村立（千葉市立を除く）の小・中・義務教育学校及び特別支援学校

担う仕事の責任は大きい
ですが、その分達成感やや
りがいをより感じられます。
子どもたちの成長の喜びを、わたした
ちと一緒に味わいませんか。

警察署で使用する光熱水費等
の支出業務や備品等の物品管
理、落とし物に関する遺失物業
務を担当しています。

物品管理業務は、職員が日頃
の業務で使用する物品を取り扱
うので、損傷した際は速やかに修
理・購入等を行い、業務に影響が
出ないよう留意しています。また、
遺失物業務で、落とし物を無事

に持ち主に返すことが出来たと
きに｢ありがとう、助かったよ｣な
どの感謝の言葉や手紙を頂くと、
この仕事をしていてよかったと感
じます。

【主な職務内容】
県民の生命と財産を守り、治安を維持する警察組織の基盤を支える仕事に従事します。予算
の編成・執行、広報活動、福利厚生、電算システムの構築、犯罪や事故の統計、運転免許証の
作成・交付など多岐にわたります。

【主な配属先】
本　　庁：警察本部
出先機関：警察署など

受験生へ
一言

警察事務職員には様々な
仕事があり、その一つ一つ
が県民一人一人の安全・
安心につながります。皆さんと一緒に
働ける日を楽しみにしています。

受験生へ
一言

県立図書館は県内の読書
施設の中枢を担う図書館
です。人との交流、イベント
や研修を企画することの好きな方、お
待ちしております。

受験生へ
一言

千葉県の子ども達が健康
な食生活を送ることができ
るよう、一緒に支えていき
ましょう。美味しい給食が、子ども達
の心をつかむと信じています。

受験生へ
一言

市原市立千種中学校

大野 綾華
千葉東警察署　会計課

吉田 尚樹
H23年採用 市原市立姉崎小学校
H27年 市原市立千種中学校

H26年採用 富津警察署
H29年 千葉東警察署

市町村立
学校事務

司 書

警察事務

さらに詳しいメッセージは千葉県ホームページ「千葉県職員採用試験案内」へ
http://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/ninyou/saiyoushiken/shokushu/index.html

臨 床
検査技師

（知事部局）



現在はどんな仕事をしていますか。また、現在の仕事のやりがいや魅力、印象に残っていることなどを教えてください。
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保健所の保健師は難病対策、
結核予防・感染症対策、母子保
健、自殺対策など県民の健康づ
くりのための活動を行っていま
す。その中で私は結核予防担当と
して、結核患者さんの治療支援や
疫学調査、健診等、結核の早期
発見やまん延防止に携わってい
ます。複雑な問題を抱えるケース
を担当することもありますが、課

内で支援方法を検討したり、関
係機関の協力を得たりして患者
さんの治療が軌道に乗るととて
も安心しますし、やりがいを感じ
ます。

【主な職務内容】
地域保健分野の施策の企画や事業の推進を担当します。健康福祉センター（保健所）におい
ては、難病等を抱える方の相談や療養支援、結核・感染症など健康危機対策、関係機関と連
携を図り地域の健康づくり等を推進します。

【主な配属先】
本　　庁：健康福祉部健康づくり支援課、疾病対策課、児童家庭課など
出先機関：健康福祉センター（保健所）、精神保健福祉センターなど

H18年採用 印旛健康福祉センター
H21年 市川健康福祉センター
H26年 印旛健康福祉センター

印旛健康福祉センター

杉本 真理子

保 健 師

給食施設指導や関係団体の
育成・支援、食品表示に関する指
導などを通じて地域住民の健康
づくりを栄養・食生活の面からサ
ポートする仕事を行っています。

業務の幅が広く、必要となる知
識や技能も多様なため、日々勉
強は欠かせず、苦労する部分もあ
ります。その分、自身が行った説
明や助言が給食施設の担当者や

食品関連事業者などに正しく理
解され、改善に繋がった時は大
きなやりがいを感じます。

【主な職務内容】
〈知事部局勤務〉食生活を軸とした健康づくりに従事します。健康福祉センター（保健所）にお
いては食生活の調査などを行い、情報の収集や発信・地域の健康づくりに携わります。 

〈病院局勤務〉チーム医療の一員として栄養指導と栄養管理計画の作成や栄養サポート業
務、食事提供の管理を行います。

【主な配属先】
〈知事部局勤務〉本　　庁：健康福祉部健康づくり支援課など
　　　　　　　出先機関：健康福祉センター（保健所）など

〈病院局勤務〉出先機関：県立病院

H25年採用 安房健康福祉センター
　　　　　 鴨川地域保健センター
H28年 安房健康福祉センター

安房健康福祉センター

國府田 達雄

児童養護施設で生活をしてい
る子どもたちと一緒に過ごしな
がら、子どもの心身の成長を支援
しています。具体的には、家事全
般を行い、生活リズムが整うよう
に子どもたちに働きかけたり、普
段の関わり合いの中で気になっ
た変化を職員間で共有し、心の
面でも支えられるよう支援の仕
方を検討したりと、注意力が必要

でとても細やかな仕事です。子ど
も一人一人の気持ちに寄り添っ
た言葉かけや働きかけができた
時にこの仕事のやりがいを感じ
ます。

【主な職務内容】
児童相談所や県立の社会福祉施設などにおいて、児童と生活を共にしながら保育・生活指導
などを中心に保育士業務に従事します。また年長児の自立促進や被虐待児の心理面でのサ
ポートなどにも取り組みます。

【主な配属先】
出先機関：児童相談所、生実学校（児童自立支援施設）、富浦学園（児童養護施設）など

保 育 士

保育園とは違い、子どもと
一日を通して共に生活する
ので苦労と責任を伴いま
すが、やりがいのある仕事です。ぜひ
一緒に働きましょう。

食品中に含まれるアレルギー
物質の検査や残留動物用医薬品
の検査、放射性物質の測定など、
食品の安全性を確保するための
検査を実施しています。食品中に
混入していた異物の同定検査を
実施することもあります。また、食
品残留農薬等一日摂取量実態
調査などの調査研究にも取り組
んでいます。業務を通じて県民の

みなさんへ食の安全・安心を提
供することに貢献できることにや
りがいを感じています。

【主な職務内容】
感染症や食中毒の原因を明らかにするための細菌検査やウイルス検査、食の安全を確保する
ための食品中の残留農薬や添加物に関する理化学的検査などを実施し、県民の健康や安全
を守ります。また、環境衛生や食品衛生に関する監視指導を行います。

【主な配属先】
本　　庁：健康福祉部疾病対策課、衛生指導課など
出先機関：健康福祉センター（保健所）、衛生研究所など

受験生へ
一言

経験したことのない新しい
ことに挑戦できる機会がた
くさんある仕事です。やり
がいをもって働きたい方、ぜひ一緒に
働きましょう。

受験生へ
一言

定型的な仕事だけでなく
自分の思いや発想を具現
化できる機会もたくさんあ
ります。皆さんと一緒に働ける日を楽
しみにしています。

受験生へ
一言

千葉県は仕事と子育てを
両立するための支援の体
制が整っており、先輩や同
僚の理解も深いです。千葉県の健康
づくりに力を発揮してください。

受験生へ
一言

富浦学園

星野 なぎさ
衛生研究所

渡邉 さやか
H25年採用 富浦学園 H27年採用 衛生研究所

管　理
栄養士

栄養士の資格を生かし、献立
作成・食材発注・調理室の衛生
管理・献立表や食育だより作成・
食物アレルギー面談・給食指導・
給食試食会・児童給食委員会へ
の参加・食育授業の参加・外部
講師との連絡調整等を行ってい
ます。

子ども達は給食の感想を素直
に教えてくれます。何よりも給食

を残さず食べてくれることが、や
る気に繋がります。学期末に、あ
るクラスから給食の感想のお手
紙をもらったときは、とても嬉し
かったです。

【主な職務内容】
市町村立小・中・義務教育学校及び県立学校において、献立を作成して児童生徒の栄養管理
を行い、さらに食材の管理や調理場の衛生管理を行います。また学校給食を通じて、生涯を
通じた健康づくりのために、食に関する指導に取り組みます。

【主な配属先】
出先機関：市町村立（千葉市立を除く）小・中・義務教育学校（共同調理場を含む）及び県立

学校

H27年採用 我孫子市立湖北小学校

我孫子市立湖北小学校

齋藤 茅子

栄 養 士

図書館連携課で、市町村立図
書館や公民館図書室、学校図書
館に対する支援など、県内読書
活動の推進に携わっています。具
体的には、市町村立図書館等を
訪問し、施設の運営に関する相
談に応じ、調査や提案を行ってい
ます。市町村では、初めて図書館
に勤務する職員も多いので、気軽
に話せる雰囲気づくりを心がけ

ています。日々の業務の積み重ね
が県民の読書環境の充実に、そ
して読書県ちばの実現に貢献で
きているのではないかと感じてい
ます。

【主な職務内容】
図書などの資料・情報を収集・提供し、調査相談に応ずるほか、市町村や学校の図書館等へ
の支援として研修事業や全国でも有数の貸出しを行います。また、読み聞かせ講座を開催す
るなど子どもの読書活動を推進することにより、読書県「ちば」の実現に向け、幅広く専門的な
図書館業務に従事します。

【主な配属先】
出先機関：県立図書館など

H28年採用 中央図書館

中央図書館
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学校事務職員は、学校内の「ヒ
ト・カネ・モノ・情報」を扱ってい
ます。教職員の給与や服務・福利
厚生事務、学校予算や学校徴収
金の管理、備品調達、学籍に関す
る事務、電話・来客対応など幅広
く業務を担当しています。

学校事務職員も、子どもとの
関わりが多く持てます。子どもた
ちの笑顔と成長を間近で見られ

ることが毎日の楽しみであり、こ
の仕事の一番の魅力です。

【主な職務内容】
給与や旅費の計算、文書管理、学籍事務や調査統計等の業務を担当し、教育活動がより合理
的かつ効果的に行われるように、支援・促進する機能を担当します。

【主な配属先】
出先機関：市町村立（千葉市立を除く）の小・中・義務教育学校及び特別支援学校

担う仕事の責任は大きい
ですが、その分達成感やや
りがいをより感じられます。
子どもたちの成長の喜びを、わたした
ちと一緒に味わいませんか。

警察署で使用する光熱水費等
の支出業務や備品等の物品管
理、落とし物に関する遺失物業
務を担当しています。

物品管理業務は、職員が日頃
の業務で使用する物品を取り扱
うので、損傷した際は速やかに修
理・購入等を行い、業務に影響が
出ないよう留意しています。また、
遺失物業務で、落とし物を無事

に持ち主に返すことが出来たと
きに｢ありがとう、助かったよ｣な
どの感謝の言葉や手紙を頂くと、
この仕事をしていてよかったと感
じます。

【主な職務内容】
県民の生命と財産を守り、治安を維持する警察組織の基盤を支える仕事に従事します。予算
の編成・執行、広報活動、福利厚生、電算システムの構築、犯罪や事故の統計、運転免許証の
作成・交付など多岐にわたります。

【主な配属先】
本　　庁：警察本部
出先機関：警察署など

受験生へ
一言

警察事務職員には様々な
仕事があり、その一つ一つ
が県民一人一人の安全・
安心につながります。皆さんと一緒に
働ける日を楽しみにしています。

受験生へ
一言

県立図書館は県内の読書
施設の中枢を担う図書館
です。人との交流、イベント
や研修を企画することの好きな方、お
待ちしております。

受験生へ
一言

千葉県の子ども達が健康
な食生活を送ることができ
るよう、一緒に支えていき
ましょう。美味しい給食が、子ども達
の心をつかむと信じています。

受験生へ
一言

市原市立千種中学校

大野 綾華
千葉東警察署　会計課

吉田 尚樹
H23年採用 市原市立姉崎小学校
H27年 市原市立千種中学校

H26年採用 富津警察署
H29年 千葉東警察署

市町村立
学校事務

司 書

警察事務

さらに詳しいメッセージは千葉県ホームページ「千葉県職員採用試験案内」へ
http://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/ninyou/saiyoushiken/shokushu/index.html

臨 床
検査技師

（知事部局）



獣医師 1.8
試験区分 最終倍率試験職種

13
最終合格者

23
受験者

9
薬剤師（知事部局） 16.02322
薬剤師（病院局） 2.18175
保健師 1.312169

管理栄養士（病院局）
管理栄養士（知事部局） 28.52572

保育士
23.01231
1.9183516

臨床検査技師（知事部局） 7.03212
栄養士 7.1139210
司書 --0541
警察官Ａ（男性） 3.23401,094175
警察官Ａ（女性） 3.56522630
警察官Ｂ（男性） 9.33532722
警察官Ｂ（女性） 13.37935
警察官Ａ（男性） 16.11625720
警察官Ａ（女性） 5.7126810
警察官Ｂ（男性） 3.8193731190
警察官Ｂ（女性） 4.14016435

採用予定数

資
格
免
許
職

警
察
官

現在はどんな仕事をしていますか。

活躍する女性職員 平成30年度採用試験の実施日程（予定）

平成29年度採用試験の実施状況

12 13

一般行政Ａ 5.1182936100
一般行政Ｂ 6.52415620
心理 1.5426130
児童指導員 1.5507337
農業 2.1377630
林業 1.5142111

畜産 3.26195
水産 6.02122

農業土木 2.0142813
土木 1.66911245
建築 3.07215
化学 6.010609
電気 4.711527
機械 9.33282

人物試験
・個別面接
・集団討論
・適性検査
受験資格等の調査

人物試験
・個別面接
・適性検査
受験資格等の調査

一般行政Bの個別
面接はプレゼンテー
ションを含みます

［一般行政B以外］
教養試験（択一式）
専門試験（択一式）
論文試験注1

［一般行政B］
教養試験（択一式）
論文試験注1

自己アピールシート作成注2

教養試験（択一式）
専門試験（択一式）
論文試験注1

教養試験（択一式）
作文試験注1

教養試験（択一式）
専門試験（択一式）

昭和63年4月2日から
平成9年4月1日までに
生まれた方
昭和58年4月2日から
平成6年4月1日までに
生まれた方
昭和58年4月2日から
平成9年4月1日までに
生まれた方
昭和63年4月2日から
平成11年4月1日までに
生まれた方
平成9年4月2日から
平成13年4月1日までに
生まれた方
昭和58年4月2日以降
に生まれた方まで受験
できます。詳細は職種に
より異なりますので、受
験案内などでご確認く
ださい。

（＊）
獣医師・薬剤師・保健師・管理栄養士を募集
する場合は、上級試験と同一日程で実施しま
す。保育士・臨床検査技師・栄養士・司書を募
集する場合は中・初級試験と同一日程で実施
します。

受験案内
配布開始

一般行政
A・B 以外

中級試験
（短大・高専卒程度）

初級試験注3

（高校卒程度）

試験区分
（日程）

最終合格
発表受付期間主な受験資格 第1次試験

試験日 試験方法等

8月下旬

12月上旬

（＊）に同じ（＊）に同じ

7月中旬

～

8月上旬
6月24日（日）

一般行政A

資格免許職

一般行政B
5月15日（火）

～

5月29日（火）

10月下旬

～

11月中旬

8月2日（木）

～

8月20日（月）

5月15日（火）

9月23日（日）7月24日（火）

※試験の予定は変更になる場合があります。各試験の募集職種、採用予定者数、試験方法等の詳細は、試験ごとに作成される受験案内をご覧ください。
平成30年度に実施する職種は5月中旬以降に決定する予定です。

さらに詳しいメッセージは千葉県ホームページ「千葉県職員採用試験案内」へ
http://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/ninyou/saiyoushiken/josei-message.html

柏原さんの
ある日の
スケジュール

17：15 退庁15：0013：0012：0010：009：008：30 出勤

8：30 出勤

9：00 出勤

注1　論文・作文試験は、第2次試験として評価します。
注2　自己アピールシートは、第1次試験時に作成し、第2次試験の個別面接において使用します。
注3　初級試験のうち土木・電気等の技術系職種は、第1次試験として択一式の教養試験と専門試験のみを実施します。
注4　警察官Aは学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した方、又は卒業見込みの方、警察官Bはそれ以外の方が対象です。

（
大
学
卒
程
度
）

上
級
試
験

第2次試験
試験日 試験方法

人物試験
・個別面接
・適性検査
身体検査
受験資格等の調査
体力・体格検査

教養試験
（択一式）
論文試験注1

（警察官Aのみ）
作文試験注1

（警察官Bのみ）
資格技能審査
体格・体力検査

昭和60年4月2日以降
に生まれた方

昭和63年4月2日から
平成12年4月1日まで
に生まれた方

昭和60年4月2日以降
に生まれた方

昭和63年4月2日から
平成13年4月1日まで
に生まれた方

受験案内
配布開始

試験
区分

最終合格
発表受付期間試験職種 主な受験資格注4 第1次試験

試験日 試験方法

8月上旬

12月中旬

6月上旬

～

6月中旬
5月13日（日）

警察官A
男性

女性

警察官B

警察官A

警察官B

4月3日（火）

～

4月20日（金）

10月上旬

～

10月下旬

7月3日（火）

～

8月10日（金）

4月3日（火）

9月16日（日）7月3日（火）

警
察
官
採
用
試
験

上 

級

一般行政 9.24541535
警察事務 6.43119722
土木 3.04123
市町村立学校事務 6.910697
一般行政 4.32401,036110
警察事務 7.51712710
農業土木 1.3453
土木 2.1204110
電気 2.19192
機械 2.3492
市町村立学校事務 3.53713026

中 

級

6
月
実
施

9
月
実
施

第
1
回

第
2
回

初 

級

第
1
回

第
2
回

第2次試験
試験日 試験方法

男性

女性

男性

女性

男性

女性

千葉県では、たくさんの女性職員が生き生きと働いています。そんな彼女たちに話を聞きました。

商工労働部　観光誘致促進課

柏原 佐和子

Q
商工労働部観光誘致促進課国内プロモーション班で、観光プロモーションに関わる

仕事をしています。千葉県には魅力ある多様な観光資源があります。国内外からより多
くの観光客に来ていただくため、季節ごとの観光キャンペーンや、修学旅行の誘致、映画
等のロケーション誘致など、様々なプロモーション事業を展開しています。

A

千葉県の仕事の魅力や、
千葉県で働いて良かったと思うことなどを教えてください。

Q
私はこれまで、教育や福祉、政策調整、広報・広聴、観光など様々な分野の仕事をして

きました。千葉県に関わる多様な分野の仕事を経験できることは、自分自身の成長につ
ながります。自分らしさをさらに磨き、新しい自分の可能性を見出し、チャレンジできるこ
とが魅力だと思います。

A

千葉県職員を志す女性に向けて、一言お願いします。Q
千葉県庁には女性の視点を活かせる仕事が数多くあります。ぜひ、千葉県庁で皆さん

の経験や個性を存分に発揮してください。楽しみに待っています！A

移動、観光物産協会との打合せ幹部への説明に同席

11：00

資料作成 帰庁、資料作成昼休み班内ミーティング、課内打合せメール確認、業務確認

17：15 退庁15：0013：0012：009：00

検査申請受付・事前協議受付 検査資料や事前協議回答の作成・相談対応等昼休み検査時間の連絡・設計申請受付メール確認

16：45 退庁、保育園お迎え13：0012：0010：00

昼休み 施設訪問、家庭訪問

16：00

電話対応、記録整理所内面接電話対応

『一般行政
』の

女性職員に

聞きました

現在はどんな仕事をしていますか。

野地さんの
ある日の
スケジュール

水道局　市川水道事務所

野地 美里

Q
給水を受けるための受付や相談窓口業務を担当しています。指定給水工事事業者が作

成した申請書の審査を主として行っており、建築物が完成した際には、立会検査も行いま
す。また、大型建築物や特殊な建築物に関しては、事前に協議を行い、給水方式や引き込み
管の口径が適正かどうかを審査して、その回答の作成を行います。

A

千葉県の仕事の魅力や、
千葉県で働いて良かったと思うことなどを教えてください。

Q
千葉県の仕事は多岐にわたり、3～5年で部署異動があるため、いろいろな仕事に関われ

ます。様々な仕事に関わりたい方には、とてもよい職場だと思います。
また、水道は毎日の生活に欠かせないものであり、自分の仕事が多くの人々の生活を支

えることにつながると思うと非常にやりがいを感じます。

A

千葉県職員を志す女性に向けて、一言お願いします。Q
女性にとって非常に働きやすい環境が整っていると感じています。ぜひ、一緒に働きま

しょう。A

『土木』の
女性職員に
聞きました

現在はどんな仕事をしていますか。

稲毛さんの
ある日の
スケジュール

Q
児童福祉司として児童相談所で働いています。受理した通告、相談に対し、面接や調査等を

通して必要な支援や措置を検討します。私は施設入所中のケースを多く担当しているので、子
どもや施設職員に話を聞いたり、家族から近況を聞いたりして、子ども一人一人の状況に合わ
せ、家庭引き取りや関係調整、進路決定などに向けた支援をしています。

A

千葉県の仕事の魅力や、
千葉県で働いて良かったと思うことなどを教えてください。

Q
千葉県は近年児童相談所の体制強化に力を入れて取り組んでいるので、児童福祉司や児童

心理司が増員されてきており、ありがたいです。あとはとにかく人、仲間です。新人で入ったとき
から教え導いてくださった先輩、いつも相談にのり助言をくださる上席、身近で話を聞き支えて
くれる同僚等々…何より人に支えられて働いていられると感じています。

A

千葉県職員を志す女性に向けて、一言お願いします。Q
子どもたちの安全や安心を守っていけますよう、お力をいただきたいです。お待ちしています！A

『児童指導
員』

の女性職員
に

聞きました

H7年採用 教育庁福利課
H9年 教育庁財務課
H12年 都市部宅地課
H14年 総合企画部政策調整課
H15年 総合企画部報道監

H20年 中央県税事務所
H21年 健康福祉部健康福祉政策課
H25年 教育庁県立学校改革推進課
H27年 県土整備部都市整備局公園緑地課
H29年 商工労働部観光誘致促進課

H20年採用 市川児童相談所
H29年 中央児童相談所

中央児童相談所

稲毛 舞子

H28年採用 水道局市川水道事務所

試験区分 最終倍率試験職種 最終合格者受験者採用予定数



獣医師 1.8
試験区分 最終倍率試験職種

13
最終合格者

23
受験者

9
薬剤師（知事部局） 16.02322
薬剤師（病院局） 2.18175
保健師 1.312169

管理栄養士（病院局）
管理栄養士（知事部局） 28.52572

保育士
23.01231
1.9183516

臨床検査技師（知事部局） 7.03212
栄養士 7.1139210
司書 --0541
警察官Ａ（男性） 3.23401,094175
警察官Ａ（女性） 3.56522630
警察官Ｂ（男性） 9.33532722
警察官Ｂ（女性） 13.37935
警察官Ａ（男性） 16.11625720
警察官Ａ（女性） 5.7126810
警察官Ｂ（男性） 3.8193731190
警察官Ｂ（女性） 4.14016435

採用予定数

資
格
免
許
職

警
察
官

現在はどんな仕事をしていますか。

活躍する女性職員 平成30年度採用試験の実施日程（予定）

平成29年度採用試験の実施状況

12 13

一般行政Ａ 5.1182936100
一般行政Ｂ 6.52415620
心理 1.5426130
児童指導員 1.5507337
農業 2.1377630
林業 1.5142111

畜産 3.26195
水産 6.02122

農業土木 2.0142813
土木 1.66911245
建築 3.07215
化学 6.010609
電気 4.711527
機械 9.33282

人物試験
・個別面接
・集団討論
・適性検査
受験資格等の調査

人物試験
・個別面接
・適性検査
受験資格等の調査

一般行政Bの個別
面接はプレゼンテー
ションを含みます

［一般行政B以外］
教養試験（択一式）
専門試験（択一式）
論文試験注1

［一般行政B］
教養試験（択一式）
論文試験注1

自己アピールシート作成注2

教養試験（択一式）
専門試験（択一式）
論文試験注1

教養試験（択一式）
作文試験注1

教養試験（択一式）
専門試験（択一式）

昭和63年4月2日から
平成9年4月1日までに
生まれた方
昭和58年4月2日から
平成6年4月1日までに
生まれた方
昭和58年4月2日から
平成9年4月1日までに
生まれた方
昭和63年4月2日から
平成11年4月1日までに
生まれた方
平成9年4月2日から
平成13年4月1日までに
生まれた方
昭和58年4月2日以降
に生まれた方まで受験
できます。詳細は職種に
より異なりますので、受
験案内などでご確認く
ださい。

（＊）
獣医師・薬剤師・保健師・管理栄養士を募集
する場合は、上級試験と同一日程で実施しま
す。保育士・臨床検査技師・栄養士・司書を募
集する場合は中・初級試験と同一日程で実施
します。

受験案内
配布開始

一般行政
A・B 以外

中級試験
（短大・高専卒程度）

初級試験注3

（高校卒程度）

試験区分
（日程）

最終合格
発表受付期間主な受験資格 第1次試験

試験日 試験方法等

8月下旬

12月上旬

（＊）に同じ（＊）に同じ

7月中旬

～

8月上旬
6月24日（日）

一般行政A

資格免許職

一般行政B
5月15日（火）

～

5月29日（火）

10月下旬

～

11月中旬

8月2日（木）

～

8月20日（月）

5月15日（火）

9月23日（日）7月24日（火）

※試験の予定は変更になる場合があります。各試験の募集職種、採用予定者数、試験方法等の詳細は、試験ごとに作成される受験案内をご覧ください。
平成30年度に実施する職種は5月中旬以降に決定する予定です。

さらに詳しいメッセージは千葉県ホームページ「千葉県職員採用試験案内」へ
http://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/ninyou/saiyoushiken/josei-message.html

柏原さんの
ある日の
スケジュール

17：15 退庁15：0013：0012：0010：009：008：30 出勤

8：30 出勤

9：00 出勤

注1　論文・作文試験は、第2次試験として評価します。
注2　自己アピールシートは、第1次試験時に作成し、第2次試験の個別面接において使用します。
注3　初級試験のうち土木・電気等の技術系職種は、第1次試験として択一式の教養試験と専門試験のみを実施します。
注4　警察官Aは学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した方、又は卒業見込みの方、警察官Bはそれ以外の方が対象です。

（
大
学
卒
程
度
）

上
級
試
験

第2次試験
試験日 試験方法

人物試験
・個別面接
・適性検査
身体検査
受験資格等の調査
体力・体格検査

教養試験
（択一式）
論文試験注1

（警察官Aのみ）
作文試験注1

（警察官Bのみ）
資格技能審査
体格・体力検査

昭和60年4月2日以降
に生まれた方

昭和63年4月2日から
平成12年4月1日まで
に生まれた方

昭和60年4月2日以降
に生まれた方

昭和63年4月2日から
平成13年4月1日まで
に生まれた方

受験案内
配布開始

試験
区分

最終合格
発表受付期間試験職種 主な受験資格注4 第1次試験

試験日 試験方法

8月上旬

12月中旬

6月上旬

～

6月中旬
5月13日（日）

警察官A
男性

女性

警察官B

警察官A

警察官B

4月3日（火）

～

4月20日（金）

10月上旬
～

10月下旬

7月3日（火）

～

8月10日（金）

4月3日（火）

9月16日（日）7月3日（火）

警
察
官
採
用
試
験

上 

級

一般行政 9.24541535
警察事務 6.43119722
土木 3.04123
市町村立学校事務 6.910697
一般行政 4.32401,036110
警察事務 7.51712710
農業土木 1.3453
土木 2.1204110
電気 2.19192
機械 2.3492
市町村立学校事務 3.53713026

中 

級

6
月
実
施

9
月
実
施

第
1
回

第
2
回

初 

級

第
1
回

第
2
回

第2次試験
試験日 試験方法

男性

女性

男性

女性

男性

女性

千葉県では、たくさんの女性職員が生き生きと働いています。そんな彼女たちに話を聞きました。

商工労働部　観光誘致促進課

柏原 佐和子

Q
商工労働部観光誘致促進課国内プロモーション班で、観光プロモーションに関わる

仕事をしています。千葉県には魅力ある多様な観光資源があります。国内外からより多
くの観光客に来ていただくため、季節ごとの観光キャンペーンや、修学旅行の誘致、映画
等のロケーション誘致など、様々なプロモーション事業を展開しています。

A

千葉県の仕事の魅力や、
千葉県で働いて良かったと思うことなどを教えてください。

Q
私はこれまで、教育や福祉、政策調整、広報・広聴、観光など様々な分野の仕事をして

きました。千葉県に関わる多様な分野の仕事を経験できることは、自分自身の成長につ
ながります。自分らしさをさらに磨き、新しい自分の可能性を見出し、チャレンジできるこ
とが魅力だと思います。

A

千葉県職員を志す女性に向けて、一言お願いします。Q
千葉県庁には女性の視点を活かせる仕事が数多くあります。ぜひ、千葉県庁で皆さん

の経験や個性を存分に発揮してください。楽しみに待っています！A

移動、観光物産協会との打合せ幹部への説明に同席

11：00

資料作成 帰庁、資料作成昼休み班内ミーティング、課内打合せメール確認、業務確認

17：15 退庁15：0013：0012：009：00

検査申請受付・事前協議受付 検査資料や事前協議回答の作成・相談対応等昼休み検査時間の連絡・設計申請受付メール確認

16：45 退庁、保育園お迎え13：0012：0010：00

昼休み 施設訪問、家庭訪問

16：00

電話対応、記録整理所内面接電話対応

『一般行政
』の

女性職員に

聞きました

現在はどんな仕事をしていますか。

野地さんの
ある日の
スケジュール

水道局　市川水道事務所

野地 美里

Q
給水を受けるための受付や相談窓口業務を担当しています。指定給水工事事業者が作

成した申請書の審査を主として行っており、建築物が完成した際には、立会検査も行いま
す。また、大型建築物や特殊な建築物に関しては、事前に協議を行い、給水方式や引き込み
管の口径が適正かどうかを審査して、その回答の作成を行います。

A

千葉県の仕事の魅力や、
千葉県で働いて良かったと思うことなどを教えてください。

Q
千葉県の仕事は多岐にわたり、3～5年で部署異動があるため、いろいろな仕事に関われ

ます。様々な仕事に関わりたい方には、とてもよい職場だと思います。
また、水道は毎日の生活に欠かせないものであり、自分の仕事が多くの人々の生活を支

えることにつながると思うと非常にやりがいを感じます。

A

千葉県職員を志す女性に向けて、一言お願いします。Q
女性にとって非常に働きやすい環境が整っていると感じています。ぜひ、一緒に働きま

しょう。A

『土木』の
女性職員に
聞きました

現在はどんな仕事をしていますか。

稲毛さんの
ある日の
スケジュール

Q
児童福祉司として児童相談所で働いています。受理した通告、相談に対し、面接や調査等を

通して必要な支援や措置を検討します。私は施設入所中のケースを多く担当しているので、子
どもや施設職員に話を聞いたり、家族から近況を聞いたりして、子ども一人一人の状況に合わ
せ、家庭引き取りや関係調整、進路決定などに向けた支援をしています。

A

千葉県の仕事の魅力や、
千葉県で働いて良かったと思うことなどを教えてください。

Q
千葉県は近年児童相談所の体制強化に力を入れて取り組んでいるので、児童福祉司や児童

心理司が増員されてきており、ありがたいです。あとはとにかく人、仲間です。新人で入ったとき
から教え導いてくださった先輩、いつも相談にのり助言をくださる上席、身近で話を聞き支えて
くれる同僚等々…何より人に支えられて働いていられると感じています。

A

千葉県職員を志す女性に向けて、一言お願いします。Q
子どもたちの安全や安心を守っていけますよう、お力をいただきたいです。お待ちしています！A

『児童指導
員』

の女性職員
に

聞きました

H7年採用 教育庁福利課
H9年 教育庁財務課
H12年 都市部宅地課
H14年 総合企画部政策調整課
H15年 総合企画部報道監

H20年 中央県税事務所
H21年 健康福祉部健康福祉政策課
H25年 教育庁県立学校改革推進課
H27年 県土整備部都市整備局公園緑地課
H29年 商工労働部観光誘致促進課

H20年採用 市川児童相談所
H29年 中央児童相談所

中央児童相談所

稲毛 舞子

H28年採用 水道局市川水道事務所

試験区分 最終倍率試験職種 最終合格者受験者採用予定数



最終合格者は、「採用候補者名簿」に登
載され、任命権者（「知事」「教育委員
会」「警察本部長」など）が後日、最終合
格者に意向確認（採用面接など）を行
います。採用の時期は、原則として平成
31年４月１日以降となります。

採用までの流れはどうなっ
ていますか？

給料の額や諸手当について

勤務時間や休暇制度について

勤務条件・研修 試験についてのQ&A

14 15

Q&A

採 用

採 用 内 定

意 向 確 認

採用候 補 者 名 簿 登 載

最 終 合 格

2 次 試 験

1 次 試 験 合 格

1 次 試 験

勤務時間

任
命
権
者

人
事
委
員
会

Q

A

年齢要件などを満たしていれば、学歴
を問わずどなたでも受験できます。中
級・初級試験についても同様です（な
お、警察官試験は学歴により区分がＡ
とＢに分かれています）。

　平成30年４月採用職員の初任給（地域手当9.2％含む）の例は右のとおりです。
　このほかに、通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当な
どがそれぞれの要件に応じて支給されます。
　一定の職歴や上位の学歴がある人には、その経歴に応じて所定の金額が加算さ
れます。

勤務時間は原則として、月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分までの週38時間45分で、時差出勤制度も
あります。休日は原則として土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日から１月３日まで）です。ただし、交替制勤務の場合はこ
れと異なる場合があります。

子育てに関する支援制度について

上級試験は大学卒業（見込
み）でないと受験できない
のですか？

Q

A

例年、夏頃に中・初級試験などの受験をお考えの方向けに「千葉
県職員採用セミナー」を、冬頃に上級試験などの業務内容を説明
する「千葉県職員しごとセミナー」を実施しています。開催のお知
らせや過去の実施概要はホームページでご覧ください。

採用試験に関するガイダンスや職種別業務
説明会などはありますか？

Q

A

同一試験日の複数職種の申込みはで
きませんので、職種を１つ選択して申
込みをしてください。

同一試験日の試験につい
て、複数の職種を受験申込
みできますか？

Q

A 採用試験は、地方公務員法の平等の取
扱いの原則に基づいて実施しています
ので、年齢や性別、県内・県外の別、出身
校などによる有利・不利はありません。

年齢や性別、出身地などで
有利・不利はありますか？

Q

A

人事委員会にご本人がお越しいただけ
れば、総合得点、順位、試験方法別の
得点等を口頭で開示請求できます。
また、郵送による成績通知も行ってい
ます。詳しくは、各試験の受験案内をご
覧ください。

試験の成績を知ることはで
きますか？

Q

A 論（作）文試験・集団討論試験の課題
及び択一式試験問題の例題を、千葉県
ホームページで公表しています。

過去の試験問題などは公
表していますか？

Q

A 服装については特に指定はありませ
ん。試験の種類によっては暑い時期に
行うものや会場によって冷暖房の調整
ができないこともありますので、普段の
実力が発揮できるよう、季節に応じた
過ごしやすい服装で受験してください。

1次試験のときは、どのよう
な服装で行けばいいですか？

Q

A

本案内に掲載されていない職種（警察官は除く）については、欠員の状況に応じて選考考査
を実施しています。最近行われた主な選考考査は次のとおりです。詳しくは各機関にお問合
せください。

職員採用試験にはない職種の募集は
どんなものがありますか？

試験のギモンに
お 答 えします

Q

A

社会人採用選考考査
人事委員会事務局 任用課
043-223-3717

主な選考考査・職種 お問合せ先

身体障害者を対象とした職員採用選考考査

育休任期付・育短任期付職員登録選考考査（一般行政）

県立高等学校船舶員採用候補者選考

看護師・作業療法士・理学療法士・臨床工学技士・診療放射線技師・
臨床検査技師（病院局）・視能訓練士・言語聴覚士・医療福祉相談員

高等学校技術職員採用選考考査（海技従事者）

県立学校職員採用候補者選考
（特別支援学校…寄宿舎指導員・実習助手）（高等学校…実習助手）

病院局 経営管理課
043-223-3969（看護師） 
043-223-3963（上記以外）

児童福祉司・児童自立支援専門員・精神保健福祉相談員・
言語聴覚士・診療放射線技師・看護師（教員）・医師（公衆衛生医師）

健康福祉部 健康福祉政策課
043-223-2605

特別捜査官（サイバー犯罪捜査官など）・術科指導官（柔道・剣道）・
海技従事者・研究員・自動車整備士

警察本部 警務部 警務課
0120-764032

教育庁 教育振興部 教職員課
043-223-4043

公立学校教員採用候補者選考
（小・中・高等学校特別支援学校教諭、養護教諭）

上級 約202,800円

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

年間4.40ヶ月分

試験区分 初任給 期末・勤勉手当 手当

中級 約180,900円
初級 約165,400円
獣医師・薬剤師 約230,300円
保健師 約237,500円
管理栄養士 約209,300円
保育士 約191,200円
臨床検査技師 約198,400円
栄養士 約186,000円
司書 約180,900円
警察官（大学卒） 約239,900円
警察官（高校卒） 約204,200円

休暇制度 年次有給休暇（年20日）、夏季休暇、結婚休暇、療養休暇などがあります。

千葉県では、職員が仕事と家庭を両立できるよう、職場環境の整備に努めています。

その他、育児休暇、子育て休暇などの特別休暇制度もあります。

配属先・勤務地や職務について
配属先・
勤務先について

新規採用職員は、本庁又は出先機関に配属されます。その後も、本庁と出先機関の両方を経験しながら、３～５年程度で
異動していきます。また、知事部局と公営企業や各種委員会事務局との人事交流も盛んに行われています。

職務の希望について 新規採用職員の場合は、意向確認の際に希望を伝えることができます。採用後は、年に一度全職員を対象に意向調査を
行っており、その際に希望を申し出ることができます。ただし、必ずしも希望どおりになるとは限らないため、興味の幅を広
げ柔軟に対処できるような心構えも必要です。また、職員のアイデアや知識・経験を業務に活かしていけるよう、庁内公募
による人事配置も行っています。

産前産後休暇 産前８週間から産後８週間まで、休暇を取得できます。

育児休業 子が３歳になるまでの間、休業できます。

育児短時間勤務 子が小学校に入学するまでの間、勤務時間を短縮できます。

派遣研修 県の組織では得られない知識・能力を習得させるため、国、自治体、民間企業、研修機関、海外での研修を実施しています。

部分休業 子が小学校に入学するまでの間、勤務時間の始め又は終わりに
おいて２時間まで、休業できます。

男性職員の育児参加
（特別休暇）

産前８週間から産後８週間まで、７日間休暇を取得できます。

子育てに関する支援制度（主なもの）

研修制度について
千葉県人財開発基本方針に示された「目指すべき職員像」を実現するために、様々な研修が用意されています。

新採職員研修 県職員として必要とされる基礎的知識・技能を習得させ、職務遂行能力の育成を図ります。例年４月と10月頃の２回実施
しています。

パワーアップ研修 「政策形成力向上」「コミュニケーション力向上」「業務効率向上」など、職員自らが希望する課程を選択し、職務に関連する
知識・能力を習得できる研修を実施しています。

研 修（主なもの）

　長男、次男、長女合わせて約５年、産前産後休暇と育児休
業を取得しました。職場に復帰してからは、保育所の送迎の
ため、育児休暇と部分休業を１時間ずつ利用しています。子
供が小さいうちは、急な病気などで仕事を休まなければなら
ないことも多いですが、職場の上司や同僚の子育てに対する
理解やサポートのおかげで、仕事と育児の両立ができていま
す。千葉県庁は子育て中の職員を応援してくれる様々な制度
があり、女性にとって非常に働きやすい職場だと思います。

総務部　審査情報課（一般行政）
和田 結紀

制度利用者の声



最終合格者は、「採用候補者名簿」に登
載され、任命権者（「知事」「教育委員
会」「警察本部長」など）が後日、最終合
格者に意向確認（採用面接など）を行
います。採用の時期は、原則として平成
31年４月１日以降となります。

採用までの流れはどうなっ
ていますか？

給料の額や諸手当について

勤務時間や休暇制度について

勤務条件・研修 試験についてのQ&A

14 15

Q&A

採 用

採 用 内 定

意 向 確 認

採用候 補 者 名 簿 登 載

最 終 合 格

2 次 試 験

1 次 試 験 合 格

1 次 試 験

勤務時間

任
命
権
者

人
事
委
員
会

Q

A

年齢要件などを満たしていれば、学歴
を問わずどなたでも受験できます。中
級・初級試験についても同様です（な
お、警察官試験は学歴により区分がＡ
とＢに分かれています）。

　平成30年４月採用職員の初任給（地域手当9.2％含む）の例は右のとおりです。
　このほかに、通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当な
どがそれぞれの要件に応じて支給されます。
　一定の職歴や上位の学歴がある人には、その経歴に応じて所定の金額が加算さ
れます。

勤務時間は原則として、月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分までの週38時間45分で、時差出勤制度も
あります。休日は原則として土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日から１月３日まで）です。ただし、交替制勤務の場合はこ
れと異なる場合があります。

子育てに関する支援制度について

上級試験は大学卒業（見込
み）でないと受験できない
のですか？
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例年、夏頃に中・初級試験などの受験をお考えの方向けに「千葉
県職員採用セミナー」を、冬頃に上級試験などの業務内容を説明
する「千葉県職員しごとセミナー」を実施しています。開催のお知
らせや過去の実施概要はホームページでご覧ください。

採用試験に関するガイダンスや職種別業務
説明会などはありますか？
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同一試験日の複数職種の申込みはで
きませんので、職種を１つ選択して申
込みをしてください。

同一試験日の試験につい
て、複数の職種を受験申込
みできますか？

Q

A 採用試験は、地方公務員法の平等の取
扱いの原則に基づいて実施しています
ので、年齢や性別、県内・県外の別、出身
校などによる有利・不利はありません。

年齢や性別、出身地などで
有利・不利はありますか？
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人事委員会にご本人がお越しいただけ
れば、総合得点、順位、試験方法別の
得点等を口頭で開示請求できます。
また、郵送による成績通知も行ってい
ます。詳しくは、各試験の受験案内をご
覧ください。

試験の成績を知ることはで
きますか？

Q

A 論（作）文試験・集団討論試験の課題
及び択一式試験問題の例題を、千葉県
ホームページで公表しています。

過去の試験問題などは公
表していますか？

Q

A 服装については特に指定はありませ
ん。試験の種類によっては暑い時期に
行うものや会場によって冷暖房の調整
ができないこともありますので、普段の
実力が発揮できるよう、季節に応じた
過ごしやすい服装で受験してください。

1次試験のときは、どのよう
な服装で行けばいいですか？
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本案内に掲載されていない職種（警察官は除く）については、欠員の状況に応じて選考考査
を実施しています。最近行われた主な選考考査は次のとおりです。詳しくは各機関にお問合
せください。

職員採用試験にはない職種の募集は
どんなものがありますか？

試験のギモンに
お 答 えします

Q

A

社会人採用選考考査
人事委員会事務局 任用課
043-223-3717

主な選考考査・職種 お問合せ先

身体障害者を対象とした職員採用選考考査

育休任期付・育短任期付職員登録選考考査（一般行政）

県立高等学校船舶員採用候補者選考

看護師・作業療法士・理学療法士・臨床工学技士・診療放射線技師・
臨床検査技師（病院局）・視能訓練士・言語聴覚士・医療福祉相談員

高等学校技術職員採用選考考査（海技従事者）

県立学校職員採用候補者選考
（特別支援学校…寄宿舎指導員・実習助手）（高等学校…実習助手）

病院局 経営管理課
043-223-3969（看護師） 
043-223-3963（上記以外）

児童福祉司・児童自立支援専門員・精神保健福祉相談員・
言語聴覚士・診療放射線技師・看護師（教員）・医師（公衆衛生医師）

健康福祉部 健康福祉政策課
043-223-2605

特別捜査官（サイバー犯罪捜査官など）・術科指導官（柔道・剣道）・
海技従事者・研究員・自動車整備士

警察本部 警務部 警務課
0120-764032

教育庁 教育振興部 教職員課
043-223-4043

公立学校教員採用候補者選考
（小・中・高等学校特別支援学校教諭、養護教諭）

上級 約202,800円

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

年間4.40ヶ月分

試験区分 初任給 期末・勤勉手当 手当

中級 約180,900円
初級 約165,400円
獣医師・薬剤師 約230,300円
保健師 約237,500円
管理栄養士 約209,300円
保育士 約191,200円
臨床検査技師 約198,400円
栄養士 約186,000円
司書 約180,900円
警察官（大学卒） 約239,900円
警察官（高校卒） 約204,200円

休暇制度 年次有給休暇（年20日）、夏季休暇、結婚休暇、療養休暇などがあります。

千葉県では、職員が仕事と家庭を両立できるよう、職場環境の整備に努めています。

その他、育児休暇、子育て休暇などの特別休暇制度もあります。

配属先・勤務地や職務について
配属先・
勤務先について

新規採用職員は、本庁又は出先機関に配属されます。その後も、本庁と出先機関の両方を経験しながら、３～５年程度で
異動していきます。また、知事部局と公営企業や各種委員会事務局との人事交流も盛んに行われています。

職務の希望について 新規採用職員の場合は、意向確認の際に希望を伝えることができます。採用後は、年に一度全職員を対象に意向調査を
行っており、その際に希望を申し出ることができます。ただし、必ずしも希望どおりになるとは限らないため、興味の幅を広
げ柔軟に対処できるような心構えも必要です。また、職員のアイデアや知識・経験を業務に活かしていけるよう、庁内公募
による人事配置も行っています。

産前産後休暇 産前８週間から産後８週間まで、休暇を取得できます。

育児休業 子が３歳になるまでの間、休業できます。

育児短時間勤務 子が小学校に入学するまでの間、勤務時間を短縮できます。

派遣研修 県の組織では得られない知識・能力を習得させるため、国、自治体、民間企業、研修機関、海外での研修を実施しています。

部分休業 子が小学校に入学するまでの間、勤務時間の始め又は終わりに
おいて２時間まで、休業できます。

男性職員の育児参加
（特別休暇）

産前８週間から産後８週間まで、７日間休暇を取得できます。

子育てに関する支援制度（主なもの）

研修制度について
千葉県人財開発基本方針に示された「目指すべき職員像」を実現するために、様々な研修が用意されています。

新採職員研修 県職員として必要とされる基礎的知識・技能を習得させ、職務遂行能力の育成を図ります。例年４月と10月頃の２回実施
しています。

パワーアップ研修 「政策形成力向上」「コミュニケーション力向上」「業務効率向上」など、職員自らが希望する課程を選択し、職務に関連する
知識・能力を習得できる研修を実施しています。

研 修（主なもの）

　長男、次男、長女合わせて約５年、産前産後休暇と育児休
業を取得しました。職場に復帰してからは、保育所の送迎の
ため、育児休暇と部分休業を１時間ずつ利用しています。子
供が小さいうちは、急な病気などで仕事を休まなければなら
ないことも多いですが、職場の上司や同僚の子育てに対する
理解やサポートのおかげで、仕事と育児の両立ができていま
す。千葉県庁は子育て中の職員を応援してくれる様々な制度
があり、女性にとって非常に働きやすい職場だと思います。

総務部　審査情報課（一般行政）
和田 結紀

制度利用者の声



受験手続の流れ

※地域振興事務所の場所は下記ホームページからご覧になれます。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/kenmin/kenmin.html
※「警察官」は、県内の警察署・交番・駐在所でも配布します。
　「警察事務」は、県内の警察署でも配布します。

千葉県ホームページの「千葉県職員採用試験案内」
千葉県警察ホームページの「警察官採用試験受験案内」（警察官のみ）をご覧ください。

140円切手を貼った返信用封筒（角形2号）の表にあなたのお名前、ご住所を記入し、
以下のあて先まで送付してください。なお、請求用の封筒の表に受験を希望する試験
区分・職種（例：初級・一般行政）を朱書で、封筒の裏にあなたのお名前、ご住所を記
入してください。

　千葉県ホームページの中の「ちば電子
申請サービス」から手続を行います。
　詳細はホームページなどで必ず確認
してください。

【請求のあて先】
上・中・初級・資格免許職試験
千葉県人事委員会事務局 任用課
〒260-8667 
千葉市中央区市場町1-1
県庁南庁舎5階
警察官採用試験
千葉県警察本部 警務課任用係
〒260-8668 
千葉市中央区長洲1-9-1

人事委員会事務局任用課 千葉市中央区市場町1-1（南庁舎5階） 043-223-3717
配布場所

千葉県職員採用試験 検索で

1  配布場所で入手 1  インターネットから申込む

　申込書と受験票に必要事項を記入し、
受付期間中に人事委員会事務局に特定
記録郵便で送付してください。受験票は
後日返送します。
　受付期間最終日の消印有効です。

2  人事委員会事務局に郵送する

　申込書と受験票に必要事項を記入し、
受付期間中に人事委員会事務局に持参
してください。受験票は後日返送します。
　受付時間は平日の９時～１７時です。

※1～3のいずれの方法でも、
　申込み時には写真は必要ありません。
試験日に、受験票に写真を貼ってきてください。

3  人事委員会事務局に持参する

2  インターネットで入手

3  郵送で入手

住 所 電話番号

県政情報コーナー 千葉市中央区市場町1-1（本庁舎2階） 043-223-2110㈹
葛南地域振興事務所 船橋市本町1-3-1（フェイス７階） 047-424-8281㈹
東葛飾地域振興事務所 松戸市小根本7 047-361-2111㈹
印旛地域振興事務所 佐倉市鏑木仲田町8-1 043-483-1111㈹
香取地域振興事務所 香取市佐原イ92-11 0478-54-1311㈹
海匝地域振興事務所 旭市ニ1997-1 0479-62-0261㈹
山武地域振興事務所 東金市東新宿1-11 0475-54-0222㈹
長生地域振興事務所 茂原市茂原1102-1 0475-22-1711㈹
夷隅地域振興事務所 夷隅郡大多喜町猿稲14 0470-82-2211㈹
安房地域振興事務所 館山市北条402-1 0470-22-7111㈹
君津地域振興事務所 木更津市貝渕3-13-34 0438-23-1111㈹
千葉県東京事務所 東京都千代田区平河町2-6-3（都道府県会館14階） 03-5212-9013

受験案内を入手する
（次の1～3の方法があります）

申込む
（次の1～3の方法があります）

千葉県警察本部警務課任用係

千葉県人事委員会事務局任用課

警察官、警察事務職についてのお問合せは、

千葉県職員採用試験についてのお問合せは、

フリーダイヤル0120-764032

043-223-3717

封筒の裏にあなたのお名前、
ご住所を記入してください。

返信用封筒
A4サイズ／角形2号

請求用封筒

折って入れる

〒260-8667

140円
切手

千葉県警察ホームページ

http://www.police.pref.chiba.jp/

http://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/ninyou/saiyoushiken/index.html

※警察官については、
　次のいずれかで申込みをしてください。
①インターネットからの申込み
　（千葉県警察ホームページの「ちば電子申請サービス」から）
②千葉県警察本部への郵送
③千葉県警察本部、県内の各警察署・交番・駐在所への持参
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封筒記入例
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