令和２年度

千葉県職員採用選考考査(農業技術員・畜産技術員・船員)受験案内
受付期間

令和２年１２月１４日（月）～令和３年１月７日（木）

考 査 日

令和３年１月２５日（月）
千葉県総務部総務課

１．考査職種、採用予定人員、受験資格
採用予定
職 種
人 員
農業技術員
職務内容：農林総合研究センター
（※１）又は農業大学校（※２）
に勤務し、試験研究補助、優良種
苗生産管理、施設・機械等の保守
及び操作、ほ場管理・実習補助等
の業務に従事します。

受験資格

２名程度

畜産技術員
職務内容：畜産総合研究センター
(※３)に勤務し、家畜の飼養管理、
１名程度
施設・機械等の保守及び清掃、試
験研究補助等の業務に従事しま
す。

昭和６２年４月２日から平成１８年４月１日までに
生まれた者

船員
職務内容：県の機関(※４)に所属
する漁業調査船や漁業取締船に乗
務し、漁場調査や漁業取締等に付
随する甲板作業等の業務に従事し
ます。

１名程度

(※１)農林総合研究センター（本所：千葉市、八街市、水稲・畑地園芸研究所：千葉市、旭市、香取市、
山武市、暖地園芸研究所：館山市）
（※２）農業大学校（本校：東金市、機械化研修科：千葉市）
(※３)畜産総合研究センター（本所：八街市、市原乳牛研究所：市原市、嶺岡乳牛研究所：南房総市）
(※４)水産総合研究センター（本所：南房総市）
、勝浦水産事務所（勝浦市）

※次のいずれかに該当する者は、受験できません。
ア 地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当する者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで
の者
・千葉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する
ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
イ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因と
するもの以外）
※上記考査職種については、日本国籍を有しない者であっても受験できますが、公権力の行使
又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません。
（注）受験の申込みは、試験が同日となる考査職種のうちいずれか一つに限ります。また、受験関
係書類受理後の職種の変更は認めません。

２．受験手続
以下の書類を、
「１２．問い合わせ、書類提出先」に記載する受験関係書類提出先へ特定記録郵便
で郵送するか又は直接持参してください。
＜提出書類＞
・自筆履歴書（市販の履歴書で可。履歴書の上部余白に職種を朱書し、６ヶ月以内に撮影した
写真（上半身、脱帽、正面向き）を貼付してください。）
※郵送の場合は、封筒に「（職種名）申込」と朱書してください。
※提出書類については、選考の合否にかかわらず返却しません。
３．受付期間
令和２年１２月１４日（月）から令和３年１月７日（木）まで
受付時間
午前９時から午後５時まで
※土日祝日及び令和２年１２月２９日から令和３年１月３日までの日を除く。
※郵送の場合は、令和３年１月７日（木）までの消印のあるものに限ります。
４．考査の方法
方

法

教養試験（作文）

内

容

人物考査

課題に対する理解力・判断力・文章による表現力・文章構成力その他の
能力についての筆記試験

口述試験

人物、性向等についての個別面接による試験

適性検査

職員として職務遂行上必要な素質・性格についての検査
（質問紙法及び作業検査法）

各考査方法にはそれぞれ一定の基準があり、基準に達しない考査方法が一つでもある場合は、不合格
となります。また、考査方法のうち、棄権したものが一つでもある場合は、他の考査方法についても採
点を行いません。

５．考査の日時及び場所
日

時

令和３年１月２５日（月）
受付 午前８時４０分～８時５０分
開始 午前９時００分
終了 午後２時～５時頃（口述試験の順序により異なります。
）

場 所
千葉県教育会館
(千葉市中央区中央 4-13-10)

（注）申込者多数の場合は、第一次考査として教養試験、適性検査を実施（適性検査は第二次考査
において評価）し、第一次考査の合格者に対し、令和３年２月１５日（月）に第二次考査とし
て口述試験を実施する予定です。
また、会場についても変更となる場合があります。詳細は、後日送付する採用選考考査の実
施通知によりお知らせします。なお、当該通知が令和３年１月２１日（木）までに到着しない
場合は、書類提出先へ照会してください。
６．合否の発表
考査及び書類審査の結果に基づき合否を決定し、令和３年２月下旬（予定）に書面により本人に
通知します。
なお、申込者多数により第二次考査（令和３年２月１５日）として口述試験を実施した場合は、
令和３年３月上旬（予定）に書面により本人に通知します。
※合否の発表は予定の時期から前後することがあります。
７．採
用
採用は令和３年４月１日の予定です。

８．配属先・職務内容
（農業技術員）農林総合研究センター（本所：千葉市、八街市、水稲・畑地園芸研究所：千葉市、旭
市、香取市、山武市、暖地園芸研究所：館山市）又は農業大学校（本校：東金市、機
械化研修科：千葉市）に勤務し、試験研究補助、優良種苗生産管理、施設・機械等
の保守及び操作、ほ場管理・実習補助等の業務に従事します。
（畜産技術員）畜産総合研究センター（本所:八街市、市原乳牛研究所:市原市、嶺岡乳牛研究所:南
房総市）に勤務し、家畜の飼養管理、施設・機械等の保守及び清掃、試験研究補
助等の業務に従事します。
（船
員） 県の機関（水産総合研究センター（本所:南房総市）
、勝浦水産事務所（勝浦市）
）
に所属する漁業調査船や漁業取締船に乗務し、漁場調査や漁業取締等に付随する
甲板作業等の船員業務に従事します。
９．給
与（令和２年４月１日現在）
（１）初任給は、採用前の学歴及び職歴に応じて決定されます。
例１）高校卒業後直ちに採用された場合
【農業技術員・畜産技術員】１６万円程度（地域手当含む）
【船員】１８万円程度（地域手当含む）
例２）高校卒業後、民間企業等での職歴が５年と確認され、採用された場合
【農業技術員・畜産技術員】１９万円程度（地域手当含む）
【船員】２１万円程度（地域手当含む）
（２）上記のほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等が、
それぞれ支給要件に応じて支給されます。
１０．勤務時間・休暇等
（１）勤務時間 １週につき３８時間４５分、１日７時間４５分
（時差出勤制度あり。週休２日制ですが、週休日は職員ごとに異なります。）
農業技術員は、配属先によっては月に１～２回の日直業務となる場合があります。
畜産技術員は、１～２週間に１回の宿直業務があります。
船員は、長期の航海時などは変則勤務となる場合があります。
（２）有給休暇
年次休暇 年間２０日
特別休暇 結婚、忌引等
（３）その他
育児休業、看護休暇等
１１．考査成績の開示
（１）口頭による開示請求
この採用考査の成績については、千葉県個人情報保護条例に基づき受験者本人が口頭により開
示を請求することができます（下表参照）。なお、電話や郵便等による請求では開示できませんの
で、開示請求するときは、本人と確認できる書類（運転免許証、身分証明書等、顔写真付きのも
の）を持参の上、受験者本人が直接おいでください。
開

示 内

容

・考査方法別得点
・得点基準に達しなかった
考査方法

開

示 期

間

合格発表日から１か月間

開 示 場 所・時 間
千葉市中央区市場町１－１
千葉県総務部総務課人事管理班
9：00～17：00（土日祝除く。）

※第二次考査を実施する場合、第一次考査の合格者については成績開示の期間が異なります。
第二次考査を実施する場合は、成績開示可能期間を別途通知します。
（２）郵送による成績通知
郵送でも考査成績の情報を提供します。住所・氏名を記載した封筒
（長形３号）を用意し、４０４円分（簡易書留相当分を含む）の切手を
貼り付けて（右図参照）、考査日に持参してください。提供する内容は
（１）の口頭による開示請求と同じです。
〔注〕１ 考査日後は受け付けませんので、封筒を忘れた場合は
（１）の口頭による開示請求を行ってください。
２ 通知する時期は、合格発表日以降の予定です。

404 円分の
切手

１２．問い合わせ、書類提出先
受験手続、その他考査についての問い合わせ及び受験関係書類の提出は、下記にお願いします。
書類の提出先
所在地
〒２６０－８６６７
千葉市中央区市場町１－１

提出先の部課名

直通電話

農林水産部農林水産政策課人事班

043(223)4740

※ 総合的な問い合わせ先
千葉県総務部総務課人事管理班
千葉市中央区市場町１－１
直通電話 043(223)2029
※ 試験当日に車椅子の使用を希望する、聴覚に障害があるため手話通訳を必要とするなど、受験
に際して要望のある場合は、あらかじめ申し出てください。
※ 新型コロナウイルス感染症及び災害等で、試験が延期又は実施できない場合など、緊急のお知
らせはホームページでお知らせするほか、受験者に対し、個別に連絡を行います。
総務部総務課ホームページ https://www.pref.chiba.lg.jp/soumu/index.html
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＜業務説明会の開催について＞
農業技術員、畜産技術員及び船員の業務への理解を深めていただくため、以下のとおり業務説明
会を開催します。お気軽にご参加ください。
（説明会への参加は、考査の合否には関係ありません。
）
※詳細は添付の案内又はホームページをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/nousui/zinnzi/ginouroumu.html
【農業技術員】日
時：令和２年１２月２５日（金） 午後１時～（１時間半程度）
場
所：農林総合研究センター本所 旧農本館（千葉市緑区大膳野町８０８）
内
容：農業技術員の業務に関する説明、現場見学等
申
込：事前に農林総合研究センターまでご連絡ください。
（当日参加もできます。）
電話番号：０４３－２９１－０１５１（農林総合研究センター総務課）
【畜産技術員】日
時：令和２年１２月２１日（月） 午後１時～（１時間半程度）
場
所：畜産総合研究センター本所（八街市八街へ１６－１）
内
容：畜産技術員の業務に関する説明、現場見学等
申
込：事前に畜産総合研究センターまでご連絡ください。
（当日参加もできます。）
電話番号：０４３－４４５－４５１１（畜産総合研究センター総務課）
【船
員】日
時：令和２年１２月２５日（金） 午後１時～（１時間程度）
場
所：水産総合研究センター本所（南房総市千倉町平磯２４９２）
内
容：船員の業務に関する説明、漁業調査船の見学等
申
込：事前に水産総合研究センターまでご連絡ください。
（当日参加もできます。）
電話番号：０４７０－４３－１１３１（水産総合研究センター企画調整室）

