
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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Q
先輩職員からのメッセージ

現在、主に、「地域・職域連携
推進事業」を担当しています。こ
の事業では、圏域内の企業、医療
保険者、職域保健関係機関、健
診機関、行政機関等から構成さ
れる19機関で、圏域内の健康課
題の解決にむけて知恵を出し合
い、様々な事業を実施していま
す。
「健康なまちにしたい」という

思いが強い方々ばかりで、特に企
業ならではの発想や支援などを
積極的に提案いただくなど、行政
における健康づくりにとどまらな
い事業展開がとても魅力的です。

【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 野田健康福祉センター
H21年 松戸健康福祉センター
H30年 野田健康福祉センター

野田健康福祉センター

高谷 千絵

地域住民の食を通じた健康づ
くりの推進を目指し、給食施設の
指導、報告書の取りまとめ、国民
健康・栄養調査の実施等を行っ
ています。直接地域住民と関わる
機会は少ないですが、所属内外
の関係者と協同し、給食施設等
の食環境整備に携わっています。

給食施設向けの研修会や給食
施設巡回指導にて助言した内容

が、施設の栄養管理に反映され、
より良い状態に繋がったときはと
ても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

H27年採用 習志野健康福祉センター
H30年 松戸健康福祉センター

松戸健康福祉センター

岩村 実沙

児童自立支援施設「生実学
校」において、入所した児童と生
活を共にし、日常生活での支援
をしています。児童によって入所
の理由は様々で、達成すべき課題
と向き合いながら生活をしてい
ます。集団生活の中で、運動・学
習・農作業・環境整備などを子ど
も達と一緒に行っています。

児童が日々成長していく姿を

見るのは嬉しく、私自身も成長で
きる職場だと思います。

【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

困っていたら、誰かが必ず
助けてくれる職場です。恐
れず、様々な仕事に取り組
んでいきましょう。皆さんと一緒に働
けることを、楽しみにしています。

現在は、食品衛生法に基づく
食品検査を担当しています。食品
中の細菌の有無や細菌による汚
染の程度、食品に使用されている
保存料や甘味料等が基準値を超
えていないか、また、輸入食品中
の残留農薬検査など、検査の内
容は多岐に渡ります。そのため、
職員間で連携をとりながら迅速
に検査結果の報告をしています。

業務を通じて県民の皆さまの
食品からの健康被害を未然に防
ぐ一助となれ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

知事部局では、業務が多
岐にわたり、多くの経験を
積むことができます。公衆
衛生に興味をもたれた方はぜひ私達
と一緒に働いてみませんか。

受験生へ
一言

管理栄養士の仕事は学ぶ
ことも多いですが、活躍で
きる幅が広く、やりがいが
あります。皆さんと一緒に仕事ができ
ることを楽しみにしています。

受験生へ
一言

きっと保健師として達成感
のある仕事ができると思い
ます。仕事・家庭・趣味の
ワークライフバランスを大切に、ぜひ
千葉県で一緒に働きましょう。

受験生へ
一言

生実学校

川嶌 良太

衛生研究所

加藤 智子
H25年採用 生実学校

H23年採用 君津健康福祉センター
H27年 松戸健康福祉センター
H29年 衛生研究所

給食センターで、献立作成や
発注業務、調理指示やアレル
ギー対応、衛生管理等の給食運
営に関わる業務を行っています。
また、子どもたちや保護者の食育
への意識を高めるために給食時
間や授業での食育指導、給食試
食会や給食便りの発行を行って
います。

業務は多忙ですが、子どもたち

の「おいしかった」という言葉にや
りがいを感じています。また、子ど
もたちが考えたメニューを給食
に取り入れ、喜んで食べてくれた
時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

児童資料室で子どもの読書活
動推進に関する仕事をしていま
す。県立図書館では、司書の仕事
としてイメージされやすいカウン
ターでの貸出・返却といった利用
者へのサービスのほか、県内図
書館職員向けの研修会運営や、
学校等への出張講座なども行っ
ています。児童資料室では、子ど
ものサービスに関する研修や読

み聞かせ講座などを行います。学
校や市町村立の図書館と連携し
て仕事をする機会も多く、様々な
方と協力して仕事ができる部署
です。

【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

H26年採用 長生郡白子町立白潟小学校

長生郡白子町立白潟小学校

鈴木 陽子

教職員の給与や服務・文書管
理・児童生徒の教科書事務・転
出入事務・学籍に関する事務・来
客対応など幅広く業務を担当し
ています。徐々に学校のことがわ
かるようになり、教職員や子ども
たちの心にふれ笑顔にすること
ができたとき、役に立てたと喜び
を感じます。

一番の魅力は子どもたちの成

長を近くで感じながら働けるとこ
ろです。学校行事で地域の方との
交流もあり、学校事務職として関
わることができるコミュニティの
広さを感じています。

【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

いつも子どもたちの明るい
声や笑顔が飛び交う学校
で、先生方と一緒にその地
域に根差した学校づくりに携わって
みませんか。

現在は、警察署で職員の健康
管理や福利厚生を担当していま
す。職員が心身の健康を維持し、
全力で仕事に臨めるよう日々取
り組んでいます。

現在の業務は、直接県民の方
と接する機会が少なく、目に見え
る成果が少ない仕事かもしれま
せんが、職員の仕事が円滑に進
むようサポートすることで、県民

の安全と安心に貢献できるとこ
ろにやりがいを感じています。

【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

警察事務職員は、警察官と
共に誇りを持って取り組め
る仕事です。みなさんと一
緒に千葉県警察を支えて行ける日を
楽しみにしています。

受験生へ
一言

人と交流するのが得意な
方、あなたのバイタリティ
を活かして、一緒に新しい
図書館サービスを作りましょう。

受験生へ
一言

千葉県の子どもたちの将来
を食の面から支える仕事で
す。子どもたちと関わりた
い！食べる事大好き！という方と一緒
に働けるのを楽しみにしています。

受験生へ
一言

市川市立大和田小学校

皆川 恵里
船橋東警察署 警務課

永田 真歩
H26年採用 市川市立大和田小学校 H29年採用 船橋東警察署

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

保 健 師

保 育 士

管　理
栄養士

臨 床
検査技師

（知事部局）

栄 養 士

市町村立
学校事務

司 書

警察事務

H24年採用 千葉県立西部図書館
H26年 千葉県立中央図書館

中央図書館　読書推進課

子安 伸枝


