
先輩職員からのメッセージ
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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２０２０東京オリンピック・パラ
リンピックに向け、「オール千葉」
で“おもてなし”に取り組んでいく
ため、おもてなし機運醸成のため
のイベントの企画やプロジェクト
チームの運営等が主な担当業務
です。

千葉県全体で一体的な取組に
していくためには、県庁内だけで
なく、県民・市町村・事業者の

方々とも協力していく必要があ
り、“おもてなし”という言葉で
様々な人とつながることのでき
る、非常にやりがいのある仕事で
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

H24年採用 葛南地域振興事務所
H27年 健康福祉部児童家庭課
H28年 健康福祉部子育て支援課
H30年 商工労働部観光企画課

商工労働部　観光企画課

山本 俊介

Q

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

消防課では、消防・防災に関す
る業務を行っています。

その中で、私は火災予防業務
に携わっており、石油コンビナー
ト等特別防災区域の発災時にお
ける関係機関との通信手段の確
保や、危険物取扱者及び消防設
備士の免状作成・講習会の実施
等、警察、消防、事業所の方々と
連携して防火安全対策に努めて

います。
直接結果が目に見える仕事で

はありませんが、日々の業務が県
内の火災予防に繋がっていると
考え、やりがいに繋がっています。

【主な職務内容】
同左

【主な配属先】
同左

H24年採用 環境生活部県民生活課
H26年 環境生活部生活安全課
H28年 防災危機管理部消防課

防災危機管理部　消防課

青木 真依

児童心理司として児童相談所
に来る子どもを支援する仕事を
しています。担当する子どもの話
を聞いて、その子の苦手なことや
優れた点を調べ、何に苦労してき
たのか、何を楽しみにしてきたの
かなどを想像します。これを親御
さんに伝え、親御さんにも子ども
の気持ちを想像するよう促して
います。

子どもを理解することは難しい
ですが、想像したことが子どもの
気持ちと重なると、親子関係が良
くなることがあり、やりがいを感
じます。

【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

千葉県は働きやすい職場
だと思います。みなさんの
合格をお祈りしています。
一緒に働きましょう。

児童福祉司として、児童に関す
る相談や通告に対応しています。
中でも多くを占めるのは、虐待通
告への対応です。ご家族は、必ず
しも児童相談所との関わりを望
んでいるわけではありません。う
まくいかないこともありますが、
私達、職員との関わりの中で、ご
家族が子どものために動き、変わ
ろうとする姿を見ると「すごいな」

とか「良かった」と感じます。
子どもの元気な姿や成長した

姿に触れられた時も、嬉しいです
し、やりがいを感じます。

【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

困難な場面もありますが、
やりがいもある仕事です。
千葉県の子どもたちのため
に一緒に頑張ってくださる方をお待
ちしています。

受験生へ
一言

千葉県職員は、異動により
様々な業務を経験できる
ので、日々成長できる仕事
だと思います。皆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

多岐にわたる受験勉強は
大変だと思いますが、千葉
県の観光地を訪れてみる
など、適度に息抜きもしつつ、頑張っ
てください！

受験生へ
一言

H22年採用 中央児童相談所
H26年 東上総児童相談所
H27年 銚子児童相談所

銚子児童相談所

菊池 裕義 H19年採用 銚子児童相談所
H23年 中央児童相談所
H26年 市川児童相談所
H30年 柏児童相談所

柏児童相談所

菅野 佳輝

農業者に対して野菜の栽培技
術指導や経営相談などを行って
います。また、農業協同組合や市
町村等の関係機関と連携し、産
地づくり等の地域発展を目指し
ています。

農業を取り巻く環境は常に変
化し、地域によっても様々である
ため、仕事内容が多岐にわたる
点が普及指導員の大変なところ

である一方、面白いところだと思
います。農業者に改善策を提案
し、それがうまく進んで感謝の言
葉をもらった時はとても嬉しく、
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の業務に従事します。

【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

H21年採用 長生農林振興センター
H27年 夷隅農業事務所

夷隅農業事務所

江澤 和哉

千葉県の森林資源情報をデー
タベースで管理し、森林を保全・
活用するために必要なデータを
整備する業務を担当しています。

本業務では森林に直接足を運
ぶことは少ないのですが、森林行
政に関わる内容を幅広く把握し、
研鑽を積むことができるので、や
りがいを感じています。

現在は森林資源情報システム

のクラウド化を行っており、先進
的な他都道府県と協力しながら、
新しいシステムの構築に取り組ん
でいます。

【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

H24年採用 北部林業事務所
H28年 農林水産部森林課

農林水産部　森林課

町田 優衣

銚子市内を担当する普及指導
員として、漁獲物の鮮度向上や漁
業経営改善に向けた取組、マダ
イやヒラメの放流といった仕事を
漁業者の皆さんと一緒に行って
います。

漁業者の船に乗って仕事を
行った際に酷く船酔いしてしま
い、何とか船上での仕事を終えて
陸に上がった後、漁業者から笑

顔で「お疲れ様」と言ってもらっ
た時のことは強く印象に残ってい
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に従事します。

【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

水産職は自然・生物相手
の仕事も多く、うまくいか
ないこともありますが、逆
にやりがいでもあります。水産職を志
す意欲ある方をお待ちしています。

普及指導員として、直接農業者
に接して畜産の振興や農業の担
い手育成に関する仕事をしてい
ます。畜産の振興では、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及び利用
の推進を行っています。担い手育
成では、新規就農者を対象にした
セミナーの運営を行っています。

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
務に従事します。

【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

どんな仕事も自分の気持
ち次第で面白くなると思い
ます。どうせやるなら面白
く！千葉の畜産を一緒に盛り上げて
いきましょう。

受験生へ
一言

千葉県には、多様性に富ん
だ豊かな森林がたくさんあ
ります。千葉の自然の中で
仕事をしてみたいという方、お待ちし
ています。

受験生へ
一言

食糧生産を担う農業は、人
が生きていく上で無くては
ならない重要な産業だと
思います。千葉県の農業を盛り上げ
るために、一緒に頑張りましょう！

受験生へ
一言

銚子水産事務所

佐合 洋祐
H25年採用 水産総合研究センター
H29年 銚子水産事務所

H26年採用 夷隅農業事務所
H30年 海匝農業事務所

海匝農業事務所

小池 広明

一般行政 一般行政

心 理 児　童
指導員 水 産 畜 産

農 業 林 業


