
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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排水機場（ポンプ場）と関連す
る排水路の整備を行っている湛
水防除事業を担当しており、国・
市町村・農家等との調整や工事
等の発注及び現場監督を行うの
が現在の主な業務です。

排水機場や排水路そのものは
あまり注目されることはないと思
いますが、農村地域のインフラ整
備を担う重要な仕事であり、行

政という立場から計画立案・調
査設計・工事施工という事業の
幅広い段階に関わっていけるの
が魅力だと感じています。

【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生産基盤の整備や住み
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調査、計画、工事設計・積算や工
事監督などの業務に従事します。

【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

H17年採用 安房農林振興センター
H21年 香取農林振興センター
H23年 山武農業事務所
H26年 農林水産部耕地課
H29年 印旛農業事務所

印旛農業事務所

佐藤 彰洋

柏土木事務所は、柏市・我孫
子市の道路、河川、公園の整備、
維持管理のほか、野田市・鎌ケ谷
市の連続立体交差事業などを
担っています。その中で私は、公
園や街路の整備にかかる設計・
積算・施工管理や公共施設の維
持管理などに携わっています。

県民の方の日常生活に密着し
た基盤整備はもとより、大震災な

どでの災害復旧も行っており、県
民の方から「ありがとう」と笑顔
で声をかけてもらったときにはや
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、企業局の水道事務所、施設設備センター、工業用水道事務所など

H19年採用 印旛地域整備センター
H22年 葛南地域整備センター
H25年 県土整備部道路計画課
H29年 柏土木事務所

柏土木事務所

篠原 清志

土木事務所では、建築基準法
に基づく建築確認審査や許認可
を行っています。また、建築士や県
民の方からの相談に窓口や電話
で対応します。室内での業務だけ
でなく、外に出て立入調査やパト
ロールを行うなど、業務内容は多
岐に渡ります。

県民の方の住環境に密接に関
わる仕事なので、日々悩みながら

も非常にやりがいを感じていま
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、企業局、教育庁など
出先機関：土木事務所など

建築職の業務内容は多岐
に渡り、常に新鮮な気持ち
で仕事に取り組めます。
みなさんと一緒に働ける日を楽しみ
にしています！

光化学オキシダント、ＰＭ2.5
等の大気汚染状況を把握するた
め、大気環境の常時監視を行って
います。光化学オキシダントの濃
度が高くなった場合には、健康影
響等を考慮し、光化学スモッグ注
意報等を発令し、県民への周知
等を行っています。

光化学スモッグ注意報等発令
など、県民への健康被害等を未然

に防ぐ業務に携わることができ、
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、企業局など
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、企業局の浄水場など

受験生へ
一言

将来どんなことをしたいの
か、しっかりと目標を持つ
ことは大切なことです。
自分が本当にやりたいことに向かっ
て全力で進んでください。

受験生へ
一言

「平成」という時代に、諸先
輩方が築いてきた偉大な
功績を受け継ぎながら、今
後も、次世代に誇れる輝く千葉県を
目指し、一緒に頑張りましょう。

受験生へ
一言

農業土木職といっても多
様な仕事があり、どれもや
りがいがある仕事だと思い
ます。よりよい千葉県になれるよう、
一緒に頑張っていきましょう！

受験生へ
一言

君津土木事務所

滝本 日向子
環境生活部　大気保全課

髙橋 洋平
H27年採用 県土整備部施設改修課
H29年 君津土木事務所

H26年採用 長生地域振興事務所
H29年 環境生活部大気保全課

大雨による河川の氾濫や地域
の浸水に備える排水機場・水門
や、河川水質の向上を図る浄化
施設について、維持管理、点検、
更新業務に当たっています。どの
設備も地域の安全や生活環境に
直結するため、やりがいがあると
ともに非常に重要度の高い業務
です。

特に排水機場や水門の運用は

管轄する市との連携も重要であ
り、地域に密着した仕事ができる
のも魅力の一つです。

【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、企業局、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、企業局の施設整備センター、浄水場、工業用水道事務所など

江戸川第二終末処理場の設
備部門の維持管理業務を担当し
ています。管理課では、下水道が
適正に使用できるよう、様々な専
門知識と経験を持つ機械職、電
気職、土木職、化学職の職員がお
互いに協力しながら仕事を行っ
ています。

そのため、他職種の知識を吸
収しながら、地域の公衆衛生の

向上を担っていると実感できるこ
とが現在の仕事のやりがいであ
り魅力です。

【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、企業局など
出先機関：産業支援技術研究所、港湾事務所、下水道事務所、企業局の施設整備センター、

浄水場、工業用水道事務所など

H21年採用 手賀沼下水道事務所
H24年 水道局栗山浄水場
H27年 県土整備部下水道課
H30年 江戸川下水道事務所

江戸川下水道事務所

守屋 公雄

H24年採用 防災危機管理部消防課
H25年 防災危機管理部危機管理課
H27年 企業庁千葉工業用水道事務所
H28年 水道局千葉工業用水道事務所
H30年 葛南土木事務所

葛南土木事務所

新井 康平

家畜保健衛生所では、畜産経
営に大きな影響を与える家畜伝
染病の発生・まん延防止のため、
生産者への衛生管理指導や伝染
病の検査をおこなっています。特
に口蹄疫、高病原性鳥インフルエ
ンザ、豚コレラといった急性悪性
家畜伝染病は、１度発生してしま
うと、県内のみならず、国内全体
を脅かす疾病です。

これらの侵入防止・発生時の
早期発見、適確な診断、迅速な
防疫対応を行うのが、私たちの
役目です。

【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

行政獣医師の業務の中に
は、行政でなければ体験で
きない様々な仕事ややりが
いがあります。是非、千葉県で一緒に
働きましょう。

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
行っています。その中で私は、薬
局の機能情報の公表や登録販売
者試験の実施等を担当していま
す。

県民が適切に医薬品や医療等
にアクセスするためには、薬局の
情報の発信や、店舗で働く専門

家等からの情報提供が大切で
す。千葉県の保健衛生の向上に
貢献できることに魅力を感じてい
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

行政の薬剤師は様々な分
野で活躍することができま
す。千葉県の保健衛生の向
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、インフラ
を支える重要な仕事がたく
さんあります。ぜひ職員に
なっていただき一緒に働けることを
楽しみにしています。

受験生へ
一言

首都圏の一翼を担う千葉
県を支えていく、やりがい
のある仕事だと考えていま
す。皆さんと一緒に働けることを楽し
みにしています。

受験生へ
一言

北部家畜保健衛生所

菅 賢明
健康福祉部　薬務課

千葉 政子
H22年採用 東部家畜保健衛生所
H26年 東総食肉衛生検査所
H29年 北部家畜保健衛生所

H23年採用 香取健康福祉センター
H26年 健康福祉部健康づくり支援課
H29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

農業土木 土 木

建 築 化 学

電 気 機 械

獣 医 師 薬 剤 師


