
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

平成30年3月からTwitterを開設し、職員採用に関する情報を発信しています。上記のホームページと併せてご覧ください。
※「Twitter」は、Twitter,Inc.またはその関連会社の登録商標です。

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/
（県の主な取組や各課の仕事については、
千葉県ホームページの関連ページをご覧ください）

※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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千葉県人事委員会 検 索

千葉県マスコットキャラクター
チーバくん

千葉県職員
採用案内
2019

C H I B A
PREFECTURAL  GOVERNMENT

表紙のマスコットキャラクターチーバくんについて
東京2020オリンピック・パラリンピックでは、県内で８競技が開
催されます。さらに、2019年は県内で複数の国際競技大会が
開催される予定です。
こうした機会を捉え、スポーツを「オール千葉」で応援するため、
表紙には「スポーツを応援するチーバくん」を使用しています。
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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【２０１７～２０２０年度】）基本構想編 （平成２２年度～平成３２年度【２０１０～２０２０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、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、全力で取り組んでいます。

また、来年には東京オリンピック・パラリンピックの８競技が県内で開催さ
れます。県内開催競技の成功に向けて、官民が連携し「オール千葉」体制で
取り組むとともに、大会の開催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、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627万人（平成30年12月１日現在）
面積 約5,160平方キロメートル
県内総生産 全国第7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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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627万人（平成30年12月１日現在）
面積 約5,160平方キロメートル
県内総生産 全国第7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

企 業 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、保有土地及び施
設の譲渡・貸付・管理事業

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31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31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

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、仕事での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。

04 05

プロジェクトに関わる満足感、目的をやり遂げた達成感
港湾課では、千葉港・木更津港

をはじめとする県内7港の管理運
営、港湾振興策の推進や、千葉港
など３港の港湾整備の指針となる
港湾計画の策定等を行っています。
私は、大学で港湾に関わる勉
強をしていたので、港湾行政に携
わりたいという思いがあり、入庁
４年目に希望して、港湾建設課に
配属となり、そこで、千葉港・木更
津港の港湾計画改定等に携わり
ましたが、課長として30年ぶりに
同じ仕事に携わることになり、非
常に感慨深いものがあります。今
は、当時とは時代が変わり、仕事
の進め方は手作業からデジタル
に移行していますが、過去の経験
を活かし、若い職員の意見を聞き
ながら仕事を進めています。
平成６年に配属された君津幹

線道路建設事務所では、東京湾
アクアラインの開通に合わせ周辺
の道路を完成させるという目標に
向かって、事務所内が一丸となっ
て事業を進めました。大きなプロ
ジェクトの一端ではありましたが、
それに関与できた満足感や、目的

をやり遂げた達成感という意味で
は、一番印象に残っています。
土木職の面白さは、やはり社会

基盤整備、モノづくりから始まり、
地図に残る仕事だというところだ
と思います。なかでも千葉県は、
北部には低地が広がり、南部に
は山地があり、三方を海に囲まれ
ているため、技術者として様々な
経験ができるところが魅力です。
行政の土木職は、法律も含め、

広い視点から問題点を把握し、解
決する力が求められます。千葉県で
は、多様な業務に携ることができ、
比較的希望する業務への異動も可
能だと思います。私自身、港湾・道
路・河川・空港と様々な分野で経験
を積んできましたが、若いうちに
様々な分野の仕事に携わり、自分
のやりたいことを見つけ、スキルアッ
プを目指してもらいたいですね。
最後に、港湾課長として一言、
港湾行政の経験者が少ない傾向
にあるので、海洋・海岸工学に興
味のある人にもぜひ挑戦しても
らいたいです。若い皆さんと働け
る日を楽しみにしています。

S60年採用 鴨川土木事務所
H24年 柏土木事務所建設課 課長
H27年 葛南土木事務所 次長
H28年 県土整備部港湾課 副課長
H29年 葛南港湾事務所 所長
H30年 県土整備部港湾課 課長

県土整備部
港湾課 課長

中村 義光

知
　事

副 

知 

事

可能性を秘め、ダイナミックな仕事ができる職場

H3年採用 君津支庁
H21年 商工労働部経済政策課政策室 副主幹
H26年 総合企画部報道広報課千葉の魅力発信戦略室 主幹兼室長
H29年 商工労働部企業立地課工業団地整備室 副参事兼室長
H30年 農林水産部流通販売課 課長

農林水産部
流通販売課 課長

髙橋 輝子

若手職員には、現場を見て、実
体験に基づき、仕事をして欲しい
と思っています。もちろん執務室
で仕事が完結することもあります
が、報道で伝えられたことしか見
ていないと実際の様子を正確に
把握できず間違った判断をして
しまう可能性もあります。そのた
め、いろいろなところへ出掛けて、
実際に見て県民の皆さんの声を
よく聴くということを心掛けても
らえるといいと思います。
私がキャリアビジョンを描くに

あたっては、インターネットを使っ
た地域への情報発信に興味を
持ったことがきっかけで、若い頃に
大学院研修で情報政策について
勉強させてもらったことが大き
かったと思います。ここで大学の先
生や民間の方とたくさんの繋がり
ができ、研修で学んだことを活かし
て広報の仕事をしたいという気持
ちが強くなりました。そして、後にそ
うした仕事に就くこととなります。
報道広報課千葉の魅力発信戦

略室では、チーバくんと一緒に千
葉をPRする仕事に携わりました。

初めは、東京にチーバくんと一緒
に出張しても誰にも知られていま
せんでしたが、様々な取組を行い、
数年後には知名度も上がり、千葉
県を代表する存在として、皆さんか
ら声をかけてもらえるようになりま
した。また、台湾やタイで行ったプ
ロモーションでは、海外のファンの
方達と思いを共有することができ
ました。こうした地道なプロモー
ション活動による多くの体験はと
ても印象深く残っています。
千葉県庁の魅力は、幅広い業
務を経験できるところです。定期
的に異動があり、様々な分野の
仕事ができるところが面白いと
感じています。また、県を良くして
いこうという志の高い人が多く、
お互いに助け合って仕事をする
というチームワークもあります。
近年、都道府県の役割が変化

している中で、県職員を選ぶか
迷っている方もいると思います
が、千葉県はまだまだ可能性を秘
めており、ダイナミックで面白い
仕事ができる職場です。夢を持っ
てぜひ千葉県庁に来てください。



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

企 業 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、保有土地及び施
設の譲渡・貸付・管理事業

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31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31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

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、仕事での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。

04 05

プロジェクトに関わる満足感、目的をやり遂げた達成感
港湾課では、千葉港・木更津港

をはじめとする県内7港の管理運
営、港湾振興策の推進や、千葉港
など３港の港湾整備の指針となる
港湾計画の策定等を行っています。
私は、大学で港湾に関わる勉
強をしていたので、港湾行政に携
わりたいという思いがあり、入庁
４年目に希望して、港湾建設課に
配属となり、そこで、千葉港・木更
津港の港湾計画改定等に携わり
ましたが、課長として30年ぶりに
同じ仕事に携わることになり、非
常に感慨深いものがあります。今
は、当時とは時代が変わり、仕事
の進め方は手作業からデジタル
に移行していますが、過去の経験
を活かし、若い職員の意見を聞き
ながら仕事を進めています。
平成６年に配属された君津幹

線道路建設事務所では、東京湾
アクアラインの開通に合わせ周辺
の道路を完成させるという目標に
向かって、事務所内が一丸となっ
て事業を進めました。大きなプロ
ジェクトの一端ではありましたが、
それに関与できた満足感や、目的

をやり遂げた達成感という意味で
は、一番印象に残っています。
土木職の面白さは、やはり社会

基盤整備、モノづくりから始まり、
地図に残る仕事だというところだ
と思います。なかでも千葉県は、
北部には低地が広がり、南部に
は山地があり、三方を海に囲まれ
ているため、技術者として様々な
経験ができるところが魅力です。
行政の土木職は、法律も含め、

広い視点から問題点を把握し、解
決する力が求められます。千葉県で
は、多様な業務に携ることができ、
比較的希望する業務への異動も可
能だと思います。私自身、港湾・道
路・河川・空港と様々な分野で経験
を積んできましたが、若いうちに
様々な分野の仕事に携わり、自分
のやりたいことを見つけ、スキルアッ
プを目指してもらいたいですね。
最後に、港湾課長として一言、
港湾行政の経験者が少ない傾向
にあるので、海洋・海岸工学に興
味のある人にもぜひ挑戦しても
らいたいです。若い皆さんと働け
る日を楽しみにしています。

S60年採用 鴨川土木事務所
H24年 柏土木事務所建設課 課長
H27年 葛南土木事務所 次長
H28年 県土整備部港湾課 副課長
H29年 葛南港湾事務所 所長
H30年 県土整備部港湾課 課長

県土整備部
港湾課 課長

中村 義光

知
　事

副 

知 

事

可能性を秘め、ダイナミックな仕事ができる職場

H3年採用 君津支庁
H21年 商工労働部経済政策課政策室 副主幹
H26年 総合企画部報道広報課千葉の魅力発信戦略室 主幹兼室長
H29年 商工労働部企業立地課工業団地整備室 副参事兼室長
H30年 農林水産部流通販売課 課長

農林水産部
流通販売課 課長

髙橋 輝子

若手職員には、現場を見て、実
体験に基づき、仕事をして欲しい
と思っています。もちろん執務室
で仕事が完結することもあります
が、報道で伝えられたことしか見
ていないと実際の様子を正確に
把握できず間違った判断をして
しまう可能性もあります。そのた
め、いろいろなところへ出掛けて、
実際に見て県民の皆さんの声を
よく聴くということを心掛けても
らえるといいと思います。
私がキャリアビジョンを描くに

あたっては、インターネットを使っ
た地域への情報発信に興味を
持ったことがきっかけで、若い頃に
大学院研修で情報政策について
勉強させてもらったことが大き
かったと思います。ここで大学の先
生や民間の方とたくさんの繋がり
ができ、研修で学んだことを活かし
て広報の仕事をしたいという気持
ちが強くなりました。そして、後にそ
うした仕事に就くこととなります。
報道広報課千葉の魅力発信戦

略室では、チーバくんと一緒に千
葉をPRする仕事に携わりました。

初めは、東京にチーバくんと一緒
に出張しても誰にも知られていま
せんでしたが、様々な取組を行い、
数年後には知名度も上がり、千葉
県を代表する存在として、皆さんか
ら声をかけてもらえるようになりま
した。また、台湾やタイで行ったプ
ロモーションでは、海外のファンの
方達と思いを共有することができ
ました。こうした地道なプロモー
ション活動による多くの体験はと
ても印象深く残っています。
千葉県庁の魅力は、幅広い業
務を経験できるところです。定期
的に異動があり、様々な分野の
仕事ができるところが面白いと
感じています。また、県を良くして
いこうという志の高い人が多く、
お互いに助け合って仕事をする
というチームワークもあります。
近年、都道府県の役割が変化

している中で、県職員を選ぶか
迷っている方もいると思います
が、千葉県はまだまだ可能性を秘
めており、ダイナミックで面白い
仕事ができる職場です。夢を持っ
てぜひ千葉県庁に来てください。



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。

06 07

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
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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
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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



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



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。

08 09

Q
先輩職員からのメッセージ

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
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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



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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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



獣医師 1.3
試験区分 最終倍率試験職種

20
最終合格者

26
受験者

16
薬剤師（知事部局） 4.36265
薬剤師（病院局） 2.67184
保健師 1.812219

管理栄養士（病院局）
管理栄養士（知事部局） 50.01501

保育士
13.01131
4.010408

臨床検査技師（知事部局） 2.85143
栄養士 4.8167712
警察官Ａ（男性） 3.43331,119205
警察官Ａ（女性） 4.95024330
警察官Ｂ（男性） 9.93938730
警察官Ｂ（女性） 8.111895
警察官Ａ（男性） 12.02125230
警察官Ａ（女性） 6.3127510
警察官Ｂ（男性） 3.8217815211
警察官Ｂ（女性） 4.84019235

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。また、千葉県庁の仕事の魅力や、
千葉県庁で働いてよかったと思うことなどを教えてください。

平成31年度［2019年度］採用試験の実施日程（予定）

平成30年度採用試験の実施状況

12 13

一般行政Ａ 6.514594290
一般行政Ｂ 8.41714215
心理 2.4348327
児童指導員 1.4466642
農業 3.3237619
林業 1.4182614

畜産 3.73113
水産 5.73173

農業土木 1.5121811
土木 2.44911933
建築 2.45124
化学 3.0144212
電気 8.33252
機械 2.86174

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）

平成元年4月2日から
平成10年4月1日までに
生まれた方
昭和59年4月2日から
平成7年4月1日までに
生まれた方
昭和59年4月2日から
平成10年4月1日までに
生まれた方
平成元年4月2日から
平成12年4月1日までに
生まれた方
平成10年4月2日から
平成14年4月1日までに
生まれた方
昭和59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23日（日）

一般行政A

資格免許職

一般行政B
5月15日（水）

～

5月28日（火）

11月上旬

～

11月中旬

8月1日（木）

～

8月19日（月）

5月15日（水）

9月29日（日）7月23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31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。（試験を実施しない職種もありますので、必ず確認してください。）

8：15 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
体格・体力検査

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61年4月2日以降
に生まれた方

平成元年4月2日から
平成13年4月1日まで
に生まれた方

昭和61年4月2日以降
に生まれた方

平成元年4月2日から
平成14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

5月下旬

～

6月中旬
5月12日（日）

警察官A
男性

女性

警察官B

警察官A

警察官B

3月15日（金）

～

4月12日（金）

10月中旬

～

11月上旬

7月2日（火）

～

8月16日（金）

3月15日（金）

9月22日（日）7月2日（火）

警
察
官
採
用
試
験

上 

級

一般行政 6.05432333
警察事務 9.11412813
土木 --033
市町村立学校事務 7.910797
一般行政 5.22281,184100
警察事務 9.39846
農業土木 1.6582
土木 1.5243513
電気 1.29114
機械 1.5694
市町村立学校事務 4.14116826

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

商工労働部　産業人材課

久我 裕介

Q
産業人材課で、企業の障害者雇用支援に関する仕事や障害者の就労についての理

解促進を図る講演等を行っています。県庁で働くようになって、様々な分野の業務を経
験したことにより、広く県民生活を支えていることを実感しながら、大きなやりがいを
持って仕事に取り組むことができます。また、魅力的な人達との出会いがあり、自分自
身を成長させる機会となり、豊かな人生を歩んでいくことにもつながっています。

A

職場環境について教えてください。Q
私は視覚障害１級の全盲で、盲導犬を使用しています。執務中は私のデスクの隣に

待機場所を確保してもらっているほか、敷地内には、盲導犬をはじめとした補助犬専
用の『トイレ場所』があります。また、同僚が印刷物等の読み上げをサポートしてくれた
り、画面読み上げソフトや点字ディスプレイ等の機器が整備されているなど、視覚障害
への配慮を受けつつ、職場の仲間と協力しながら活き活きと仕事をしています。

本県では、採用試験のほか、障害者の方を対象とした職員採用選考考査を例年10月に実施しています。
平成30年度から、より多くの方に受験していただけるよう、知的障害者及び精神障害者の方も受験可

能とするなど、受験資格の見直しを行いました。
平成31年度の選考考査の情報は、千葉県ホームページに随時掲載していきますので、御確認ください。

A

17：30 退庁

17：45 退庁

16：0012：4512：008：30

資料作成・班員との打合せ 水道局との打合せ

13：30

担当副課長との打合せ

14：45

移動昼休み担当副課長との打合せ

9：30

担当者会議メール確認

13：0012：0011：00

昼休み 家庭訪問・施設訪問

15：00

関係機関会議所内で保護者と面接

10：00

電話対応

現在はどんな仕事をしていますか。

田中さんの
ある日の
スケジュール

Q
総合企画部水政課で、水道事業の統合・広域化を推進する業務をしています。
県内には県営や市町村営の水道事業体が数多くあります。今後の人口減少や、老朽化し

た施設の更新などに対応しつつ、将来にわたり県民に安定して水を供給し続けていくため、
水道事業の統合・広域化に向けた検討をすすめています。

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
多種多様な社会課題に仕事として向き合えます。ＤＶ被害者支援、農業者支援、中小企

業や起業支援、将来にわたり県民に安定して水道水が届くための業務など、様々な業務に
携わってきました。多くの人との出会いがあり、自分にとっても学びになり、社会的な意義の
大きさを感じながら仕事ができるのは、県職員ならではです。

A

千葉県職員を志す女性に向けて、一言お願いします。Q
県庁には目指したいと思える素敵な女性職員がたくさんいます。先輩たちの豊富な経験

からアドバイスをもらいながら、楽しみつつ仕事をしましょう。A

『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。

荒岡さんの
ある日の
スケジュール

Q
児童福祉司として、子どもに関する様々な相談に対応し、子どもたちが安心安全に生活でき

るよう、子どもや家庭についての調査、保護者面接や関係機関との調整等、家庭に必要な援助
や指導を行っています。児童虐待への対応も多く、責任のある大変な業務ですが、子どもや家族
に良い変化が起きた時には喜びを感じます。

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
毎日とてもハードですが、やりがいのある仕事です。一人で抱え込むのではなく、チームで協

力し合って対応できることが心強いです。また研修や勉強会など、児童福祉司としてスキルアッ
プできる環境が整っています。

A

千葉県職員を志す女性に向けて、一言お願いします。Q
子どもの笑顔を守る大切な仕事です。子どもと共に自分自身も成長できると思います。

一緒に働けることを楽しみにしています。A

『児童指導
員』

の女性職員
に

聞きました

H20年採用 茂原県税事務所
H22年 職員能力開発センター
H29年 商工労働部産業人材課

H20年採用 銚子児童相談所
H26年 柏児童相談所
H29年 市川児童相談所

市川児童相談所

荒岡 七重

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

活躍する女性職員 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

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。

総合企画部　水政課

田中 陽子
H11年採用 東葛飾支庁税務課
H13年 総合企画部男女共同参画課
H17年 内閣府男女共同参画局調査課
H23年 商工労働部経営支援課
H28年 総合企画部水政課

千葉県庁職員のチームワークはすばらしいと実感し
ています。ぜひ、障害の有無を超えたつながりの中で
一緒にお仕事をしましょう！！

受験生へ
一言

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。Q
先輩職員からのメッセージ（障害者採用選考）

採用選考考査について



獣医師 1.3
試験区分 最終倍率試験職種

20
最終合格者

26
受験者

16
薬剤師（知事部局） 4.36265
薬剤師（病院局） 2.67184
保健師 1.812219

管理栄養士（病院局）
管理栄養士（知事部局） 50.01501

保育士
13.01131
4.010408

臨床検査技師（知事部局） 2.85143
栄養士 4.8167712
警察官Ａ（男性） 3.43331,119205
警察官Ａ（女性） 4.95024330
警察官Ｂ（男性） 9.93938730
警察官Ｂ（女性） 8.111895
警察官Ａ（男性） 12.02125230
警察官Ａ（女性） 6.3127510
警察官Ｂ（男性） 3.8217815211
警察官Ｂ（女性） 4.84019235

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。また、千葉県庁の仕事の魅力や、
千葉県庁で働いてよかったと思うことなどを教えてください。

平成31年度［2019年度］採用試験の実施日程（予定）

平成30年度採用試験の実施状況

12 13

一般行政Ａ 6.514594290
一般行政Ｂ 8.41714215
心理 2.4348327
児童指導員 1.4466642
農業 3.3237619
林業 1.4182614

畜産 3.73113
水産 5.73173

農業土木 1.5121811
土木 2.44911933
建築 2.45124
化学 3.0144212
電気 8.33252
機械 2.86174

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）

平成元年4月2日から
平成10年4月1日までに
生まれた方
昭和59年4月2日から
平成7年4月1日までに
生まれた方
昭和59年4月2日から
平成10年4月1日までに
生まれた方
平成元年4月2日から
平成12年4月1日までに
生まれた方
平成10年4月2日から
平成14年4月1日までに
生まれた方
昭和59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23日（日）

一般行政A

資格免許職

一般行政B
5月15日（水）

～

5月28日（火）

11月上旬

～

11月中旬

8月1日（木）

～

8月19日（月）

5月15日（水）

9月29日（日）7月23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31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。（試験を実施しない職種もありますので、必ず確認してください。）

8：15 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
体格・体力検査

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61年4月2日以降
に生まれた方

平成元年4月2日から
平成13年4月1日まで
に生まれた方

昭和61年4月2日以降
に生まれた方

平成元年4月2日から
平成14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

5月下旬

～

6月中旬
5月12日（日）

警察官A
男性

女性

警察官B

警察官A

警察官B

3月15日（金）

～

4月12日（金）

10月中旬
～

11月上旬

7月2日（火）

～

8月16日（金）

3月15日（金）

9月22日（日）7月2日（火）

警
察
官
採
用
試
験

上 

級

一般行政 6.05432333
警察事務 9.11412813
土木 --033
市町村立学校事務 7.910797
一般行政 5.22281,184100
警察事務 9.39846
農業土木 1.6582
土木 1.5243513
電気 1.29114
機械 1.5694
市町村立学校事務 4.14116826

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

商工労働部　産業人材課

久我 裕介

Q
産業人材課で、企業の障害者雇用支援に関する仕事や障害者の就労についての理

解促進を図る講演等を行っています。県庁で働くようになって、様々な分野の業務を経
験したことにより、広く県民生活を支えていることを実感しながら、大きなやりがいを
持って仕事に取り組むことができます。また、魅力的な人達との出会いがあり、自分自
身を成長させる機会となり、豊かな人生を歩んでいくことにもつながっています。

A

職場環境について教えてください。Q
私は視覚障害１級の全盲で、盲導犬を使用しています。執務中は私のデスクの隣に

待機場所を確保してもらっているほか、敷地内には、盲導犬をはじめとした補助犬専
用の『トイレ場所』があります。また、同僚が印刷物等の読み上げをサポートしてくれた
り、画面読み上げソフトや点字ディスプレイ等の機器が整備されているなど、視覚障害
への配慮を受けつつ、職場の仲間と協力しながら活き活きと仕事をしています。

本県では、採用試験のほか、障害者の方を対象とした職員採用選考考査を例年10月に実施しています。
平成30年度から、より多くの方に受験していただけるよう、知的障害者及び精神障害者の方も受験可

能とするなど、受験資格の見直しを行いました。
平成31年度の選考考査の情報は、千葉県ホームページに随時掲載していきますので、御確認ください。

A

17：30 退庁

17：45 退庁

16：0012：4512：008：30

資料作成・班員との打合せ 水道局との打合せ

13：30

担当副課長との打合せ

14：45

移動昼休み担当副課長との打合せ

9：30

担当者会議メール確認

13：0012：0011：00

昼休み 家庭訪問・施設訪問

15：00

関係機関会議所内で保護者と面接

10：00

電話対応

現在はどんな仕事をしていますか。

田中さんの
ある日の
スケジュール

Q
総合企画部水政課で、水道事業の統合・広域化を推進する業務をしています。
県内には県営や市町村営の水道事業体が数多くあります。今後の人口減少や、老朽化し

た施設の更新などに対応しつつ、将来にわたり県民に安定して水を供給し続けていくため、
水道事業の統合・広域化に向けた検討をすすめています。

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
多種多様な社会課題に仕事として向き合えます。ＤＶ被害者支援、農業者支援、中小企

業や起業支援、将来にわたり県民に安定して水道水が届くための業務など、様々な業務に
携わってきました。多くの人との出会いがあり、自分にとっても学びになり、社会的な意義の
大きさを感じながら仕事ができるのは、県職員ならではです。

A

千葉県職員を志す女性に向けて、一言お願いします。Q
県庁には目指したいと思える素敵な女性職員がたくさんいます。先輩たちの豊富な経験

からアドバイスをもらいながら、楽しみつつ仕事をしましょう。A

『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。

荒岡さんの
ある日の
スケジュール

Q
児童福祉司として、子どもに関する様々な相談に対応し、子どもたちが安心安全に生活でき

るよう、子どもや家庭についての調査、保護者面接や関係機関との調整等、家庭に必要な援助
や指導を行っています。児童虐待への対応も多く、責任のある大変な業務ですが、子どもや家族
に良い変化が起きた時には喜びを感じます。

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
毎日とてもハードですが、やりがいのある仕事です。一人で抱え込むのではなく、チームで協

力し合って対応できることが心強いです。また研修や勉強会など、児童福祉司としてスキルアッ
プできる環境が整っています。

A

千葉県職員を志す女性に向けて、一言お願いします。Q
子どもの笑顔を守る大切な仕事です。子どもと共に自分自身も成長できると思います。

一緒に働けることを楽しみにしています。A

『児童指導
員』

の女性職員
に

聞きました

H20年採用 茂原県税事務所
H22年 職員能力開発センター
H29年 商工労働部産業人材課

H20年採用 銚子児童相談所
H26年 柏児童相談所
H29年 市川児童相談所

市川児童相談所

荒岡 七重

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

活躍する女性職員 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

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。

総合企画部　水政課

田中 陽子
H11年採用 東葛飾支庁税務課
H13年 総合企画部男女共同参画課
H17年 内閣府男女共同参画局調査課
H23年 商工労働部経営支援課
H28年 総合企画部水政課

千葉県庁職員のチームワークはすばらしいと実感し
ています。ぜひ、障害の有無を超えたつながりの中で
一緒にお仕事をしましょう！！

受験生へ
一言

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。Q
先輩職員からのメッセージ（障害者採用選考）

採用選考考査について



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
2020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31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等でご覧ください。

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頂けれ
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

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）

高等学校技術職員採用選考考査（海技従事者）

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

県立高等学校船舶員採用候補者選考

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）

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

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・航空機整備員・研究員・少年補導専門員

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・義務教育学校、高等学校、特別支援学校教諭、養護教諭）

上級 約204,400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4.45ヶ月分

試験区分 初任給 期末・勤勉手当 手当

中級 約182,500円
初級 約167,000円
獣医師・薬剤師 約231,500円
保健師 約239,100円
管理栄養士 約210,900円
保育士 約192,900円
臨床検査技師 約200,000円
栄養士 約187,700円
司書 約182,500円
警察官（大学卒） 約241,500円
警察官（高校卒） 約206,000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」の実現と自己のキャリアビジョンを達成するために、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、職員の意欲向
上と能力開発に必要な知識・技能を習得できる研修を実施しています。

研 修（主なもの）

　長男が産まれてすぐ育児休業を６か月間取得しました。そ
の間、子育て、家事を妻と協力して行い、充実した日々を過ご
しました。職場復帰してからも、上司、同僚の皆さんにサポー
トしていただき、効率的に業務をこなし、子どもと過ごす時間
を作ることができています。育休を取得して得られた経験は、
自分にとってかけがえのないものです。今後も、仕事と子育て
に全力で取り組み、同僚が育休を取得する際にはサポートし
たいと思います。

総務部　税務課（一般行政）
石山 剛

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
2020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
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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31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等でご覧ください。

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頂けれ
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

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）

高等学校技術職員採用選考考査（海技従事者）

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

県立高等学校船舶員採用候補者選考

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）

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

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・航空機整備員・研究員・少年補導専門員

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・義務教育学校、高等学校、特別支援学校教諭、養護教諭）

上級 約204,400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4.45ヶ月分

試験区分 初任給 期末・勤勉手当 手当

中級 約182,500円
初級 約167,000円
獣医師・薬剤師 約231,500円
保健師 約239,100円
管理栄養士 約210,900円
保育士 約192,900円
臨床検査技師 約200,000円
栄養士 約187,700円
司書 約182,500円
警察官（大学卒） 約241,500円
警察官（高校卒） 約206,000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」の実現と自己のキャリアビジョンを達成するために、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、職員の意欲向
上と能力開発に必要な知識・技能を習得できる研修を実施しています。

研 修（主なもの）

　長男が産まれてすぐ育児休業を６か月間取得しました。そ
の間、子育て、家事を妻と協力して行い、充実した日々を過ご
しました。職場復帰してからも、上司、同僚の皆さんにサポー
トしていただき、効率的に業務をこなし、子どもと過ごす時間
を作ることができています。育休を取得して得られた経験は、
自分にとってかけがえのないものです。今後も、仕事と子育て
に全力で取り組み、同僚が育休を取得する際にはサポートし
たいと思います。

総務部　税務課（一般行政）
石山 剛

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

平成30年3月からTwitterを開設し、職員採用に関する情報を発信しています。上記のホームページと併せてご覧ください。
※「Twitter」は、Twitter,Inc.またはその関連会社の登録商標です。

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/
（県の主な取組や各課の仕事については、
千葉県ホームページの関連ページをご覧ください）

※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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千葉県人事委員会 検 索

千葉県マスコットキャラクター
チーバくん

千葉県職員
採用案内
2019

C H I B A
PREFECTURAL  GOVERNMENT

表紙のマスコットキャラクターチーバくんについて
東京2020オリンピック・パラリンピックでは、県内で８競技が開
催されます。さらに、2019年は県内で複数の国際競技大会が
開催される予定です。
こうした機会を捉え、スポーツを「オール千葉」で応援するため、
表紙には「スポーツを応援するチーバくん」を使用しています。


