
鹿
児
島
の
新
た
な
る
船
出

集
え
、
若
人
た
ち
よ

鹿児島県

職員採用試験総合案内

2017

©Ｋ．Ｐ．Ｔ．Ｆ鹿児島県職員募集　http://www.pref.kagoshima.jp/kensei/saiyo/



１ 上級試験「総合行政（行政選択）」に特別枠試験を導入します。 

２ 上級試験（総合行政）の専門試験に選択解答制を導入します。 

区分 試験種目 内容 

 

職務基礎力 
試   験 

教養試験 
（１時間） 

 一般的な知識及び知能について択一式（120問）により行います。 
 ※出題分野：文章読解力，数的能力，推理判断能力，人文・社会, 
       自然に関する一般知識，基礎英語 

事務能力試験 
（50分） 

 職務遂行に必要な事務能力について試験を行います。 

適性検査 
（35分） 

 職務遂行に必要な適性について検査を行います。 

エントリーシート 
※事前に作成したものを第1次試験日に提出 

 総合的な人物評価を行います。 

 

事例式小論文 
（１時間） 

  論理的思考力，表現力等について記述式（700字以内）で行います。 

面接試験  人物について個別面接（２回）により行います。 

適性検査  職務遂行に必要な適性について検査を行います。 

特別枠試験は，特別な公務員試験対策は不要です。試験種目及び内容は以下のとおりです。 
なお，特別枠試験と従来の上級試験の併願はできませんのでご注意ください。 

① 従来の上級試験「総合行政（行政選択）｣の第１次試験の専門試験に，心理学や教育学，理系等科 
  目を出題分野に加えた を導入します。       

＜従来型＞ 

選択可 

＜選択解答型＞ 
受験当日にどちらかを 
選んで解答できます！ 

② 「総合行政（土木選択）」の第１次試験の専門試験の内容を改正します。             

改正 

＜従来＞ ＜改正後＞ 

３ その他試験内容等を改正します。 

①「総合行政（行政選択・土木選択）」のＰＲ論文試験（第１次試験）を廃止します。また，論文試 
   験（第２次試験）の課題選択制を廃止し，それぞれに行政分野・土木分野の課題を出題します。 
② 全ての職員採用試験にエントリーシートを導入します。 
③ 民間企業等職務経験者（技術職：農業・畜産・水産・林業・土木）の特別枠（ＵＩターン型）試  
  験を導入します。       

試験種目 出題内容・分野

専門試験 択一式40問解答／８分野

試験種目 出題内容・分野

択一式30問選択解答／40問出題／８分野

記述式２問選択解答／６問出題

専門試験



 （市町村は，福祉や教育，まちづくりなど住民に身近な仕事をするのに対し）県では，空港，港湾などの大規模なイ

ンフラ整備や産業振興，環境保全，高度医療，広域防災，過疎や離島などの地域振興，地域の意見や要望などを

集約し国へ提案するなど，市町村だけではできない，広域的な仕事や大規模な仕事をしています。 

《議決機関》 

県議会 
〔議会事務局〕 請願・陳情の事務，議会に

関する調査・研究，議事録の作成などの仕

事をします。 

《執行機関》 
 

知 事 

知事公室 

総務部 

《各種委員会》 

〔教育委員会事務局〕 小・中・高等学校教

育の充実，社会教育の振興，スポーツ活動

の促進などの仕事をします。 

選挙管理委員会 選挙の執行や，明るい選挙を推進するため

の仕事をします。 

人事委員会 
〔人事委員会事務局〕 県職員の採用試験，

給与勧告，不服申立ての審査などに関する

仕事をします。 

監査委員 
〔監査委員事務局〕 県の財務に関する事

務や，県の事業についての監査の仕事をし

ます。 

公安委員会 
〔警察本部〕 犯罪の捜査・予防，少年の非

行防止，交通の指導・取締りなど，県民の

安全と豊かな暮らしを守る仕事をします。 

労働委員会 
〔労働委員会事務局〕 不当労働行為の救

済申立ての審査や，労働争議のあっせんな

どの仕事をします。 

収用委員会 公共の事業に供する土地の収用等に関す

る裁決などの仕事をします。 

海区漁業調整委員会 海面漁業の免許や，漁業調整などに関する

仕事をします。 

河川・湖沼における漁業の免許や，漁業調

整などに関する仕事をします。 

《地方公営企業》 

県立病院事業管理者 
〔県立病院局〕 県立病院の管理運営に関

する事務及び病院事業の健全育成に関す

る事務を行っています。 

工業用水道部 工業用水の供給を行うための仕事をします。 

県政のお知らせや県政運営に必要となる調査や

調整などに関する仕事をします。 

県税の徴収とその使途の決定や市町村行政への

助言などに関する仕事をします。 

消費者の保護，青少年の健全育成，その他の県

民生活に関する仕事をします。 

企画部 

環境林務部 

県勢発展のための開発計画や地域政策，交通政

策，エネルギー政策，情報政策，離島の振興など

に関する仕事をします。 

地球環境の保全その他の環境の保全及び形成，

公害の防止，森林の整備，林業・木材産業の振興

などに関する仕事をします。 

保健福祉部 
保健衛生，保健所，社会福祉，社会保障などに関

する仕事をします。 

商業・工業の振興，雇用対策，水産業の振興など

に関する仕事をします。 

県産品の販売促進や，観光の振興，国際交流な

どに関する仕事をします。 

農政部 

土木部 

農畜産物の生産振興やブランド確立，食の安心・

安全の確保，担い手育成，農業基盤の整備，農村

の活性化などの仕事をします。 

道路，河川，港の整備から，県民の憩いの場とな

る公園づくりまで，住みよい街づくりの仕事をしま

す。 

危機管理局 

出納局 

災害対策などの危機管理，原子力安全，消防，危

険物，高圧ガスなどに関する仕事をします。 

県の出入金の管理や物品の購入，県庁舎等の管

理などの仕事をします。 

地域振興局・支庁 
各地域における県政の総合拠点として，県民生活

に関する仕事のほか，県税や保健衛生，社会福

祉，環境保全，商工業，農林水産業，土木建築な

どに関する仕事をします。 

内水面漁場管理委員会 

副知事 

県民生活局 

商工労働水産部 

観光交流局 

 （平成29年２月末現在） 

教育委員会 



 鹿児島県内には，５つの地域振興局と２つの支庁，計７つの出先機関が存在します。 
これらの出先機関と本庁が連携することで，広域行政を可能にしています。 

鹿児島地域振興局 

北薩地域振興局 
 

南薩地域振興局 

姶良・伊佐地域振興局 

大隅地域振興局 

熊毛支庁 

大島支庁 

 試験の概要(日程・募集職種・受験資格(概要)など)は３月下旬に発表予定です。決まり次第，県のホームページ 
などでお知らせします。なお，主な募集職種(試験区分)はあくまでも一例です。平成29年度を含め，毎年募集を行 
うとは限りませんので，実際に募集する職種などについては必ず県のホームページや試験案内でご確認ください。 

３月１日（水）

試験案内配布開始時期（予定含む）

上級
　総合行政・警察事務・心理・農業・畜産・農業土木・林業・水産

　・建築・化学Ⅰ・化学Ⅱ・保健師など

試験名 主な募集職種(試験区分)

６月下旬

　総合行政（行政選択）

身体障害者を対象

とした採用選考
　一般事務・警察事務

試験を実施する場合は，県のホーム

ページなどでお知らせします。

初級 　一般事務・警察事務・土木・農業土木

上級（特別枠）

民間企業等

職務経験者
　行政・ＵＩターン枠（農業・畜産・水産・林業・土木）

中級 　一般事務・教育事務・土木

４月中旬



試験区分

総合行政
(上級)

一般事務
(中級・初級)

行政
（民間企業等
職務経験者）

一般事務
(初級)

教育事務

警察事務

心理

農業

畜産

農業土木

林業

水産

土木

建築

電気

化学Ⅰ

化学Ⅱ

栄養士

保健師

　※直近の３か年に実施した試験区分のみ掲載しています。

・本庁や地域振興局での栄養指導，集団給食施設指導，健康づくりの企画実施，県立病院などでの献
立作成，栄養指導

知事部局の本庁，各地域振興局，各県立病院な
ど

・訪問指導（精神・難病・感染症など），健康相談，衛生教育などによる保健指導，保健事業の企画・評
価

知事部局の本庁，各地域振興局など

※これらの職種については，毎年度採用試験を実施するとは限りません。実施の有無については，試験計画（概要）（３月下旬発表予定）又は各試験案内で御確認ください。

・環境衛生に関する企画立案，監視指導・許認可，危険物取扱関係の指導・許認可，試験研究
知事部局の本庁，各地域振興局，環境保健セン
ターなど

・食品衛生に関する企画立案，監視指導・許認可・検査，試験研究
知事部局の本庁，各地域振興局，環境保健セン
ターなど

・土木工事の企画・設計・施工監理，道路・河川・港湾などの整備管理 知事部局の本庁，各地域振興局など

・公共建築の企画・設計・監理，建築・住宅・まちづくり行政の企画実施，建築指導，宅地開発 知事部局の本庁，各地域振興局など

・県庁舎等における電気設備の整備・維持管理，防災行政情報ネットワークの整備，公共建築設備の
企画・設計・監理

知事部局の本庁など

・農業生産基盤の整備，農村整備，農地の保全管理 知事部局の本庁，各地域振興局など

・林業振興施策の企画実施，森林の技術・経営指導，試験研究
知事部局の本庁，各地域振興局，森林技術総合
センターなど

・水産振興施策の企画実施，水産の技術・経営指導，調査・試験研究
知事部局の本庁，各地域振興局，水産技術開発
センターなど

主な職務内容 主な勤務場所

・予算の作成・執行，条例・規則の制定・改廃，各種施策の企画立案
・会計審査，文書審査，事務監査，各種団体の検査などの審査事務
・人事管理，職員の福利厚生，給与支払い，物品や公有財産の管理などの管理業務
・各種申請に対する許可，承認や各種施策に関する相談業務
・国や他の地方公共団体との連絡調整，各種団体の育成指導などの業務
・県税の徴収，福祉の相談・指導，用地取得，企業誘致などの業務
・県政に関する広報・広聴や各種施策の啓発・普及，情報提供，調査，統計などの業務
・その他各種行政施策（土木等）の企画実施

知事部局の本庁，各地域振興局など

・学校における教職員の給与，福利厚生，会計，施設・設備の維持管理などの事務
・教育に関する予算の作成・執行，各種施策の企画立案

県立学校，教育委員会事務局の本庁，各教育事
務所など

・農村振興施策の企画実施，農業の技術・経営指導，試験研究
知事部局の本庁，各地域振興局，農業開発総合
センターなど

・畜産振興施策の企画実施，畜産の技術・経営指導，試験研究

・学校における教職員の給与，福利厚生，会計，施設・設備の維持管理などの事務
・教育に関する予算の作成・執行，各種施策の企画立案

市町村立小・中学校，教育委員会事務局の本庁，
各教育事務所など

・予算の執行，公安委員会規則等の制定・改廃，各種施策の企画立案事務
・人事管理，職員の福利厚生，給与支払い，物品や公有財産の管理などの管理業務
・各種申請に対する許可，承認などの事務
・警察行政に関する広報・広聴や各種施策の啓発・普及，情報提供，調査，犯罪統計などの事務
・道路交通法，遺失物法の施行などに関する事務

警察本部，各警察署など

・障害児の精密検査・指導，相談者の心理診断・指導，要保護児童などの判定・指導
中央児童相談所，大隅児童相談所，大島児童相
談所など

知事部局の本庁，各地域振興局，畜産試験場な
ど

○総合行政，一般事務（中級），行政，技術系職種・・・知事採用 
○教育事務・・・教育委員会採用 

○一般事務（初級）・・・知事又は教育委員会採用 
○警察事務・・・警察本部長採用 

平成26年度平成27年度平成28年度

第１次試験

受験者（Ａ）

最終合格者

（Ｂ）

競争率

（Ａ/Ｂ）

第１次試験

受験者（Ａ）

最終合格者

（Ｂ）

競争率

（Ａ/Ｂ）

第１次試験

受験者（Ａ）

最終合格者

（Ｂ）

競争率

（Ａ/Ｂ）

上級

総合行政

試験名 試験区分

農業土木

林業

水産

509 48 10.6511 44 11.6

20.052 7 7.4

心理 12 1

警察事務 40 2

12.016 2 8.0

農業 19 6 3.237 9 4.1

畜産 5 1 5.08 4 2.0

27 8

6 1 6.06 2 3.0

13 2 6.518 5 3.6

12 2 6.020 3 6.74 4.8

建築 4 1 4.04 0 -7 3 2.3

電気 ‐ ‐ ‐16 2 8.0‐ ‐ ‐

化学Ⅰ 31 5 6.220 4 5.02 6.5

化学Ⅱ 20 1 20.011 1 11.01 8.0

栄養士 ‐ ‐ ‐33 2 16.5‐ ‐ ‐

保健師 21 6 3.520 7 2.926 10 2.6

民間企業等

職務経験者
行政 191 8 23.9198 7 28.3

中級

一般事務 333 39 8.5254 32 7.9

5.2180 35 5.1

土木 16 5

教育事務 187 36

6 2.5 3.220 9 2.2

初級

一般事務 242 20 12.1202 12 16.8

警察事務 90 6 15.0108 13 8.35.8

農業土木 ‐ ‐ ‐1 1 1.02.8411

土木 9 3 3.015 11 1.414 6 2.3

身体障害者を

対象とした

採用選考

一般事務 14 3 4.722 4 5.5

-1 0 -警察事務 1 0

458 49 9.3

57

11

5 11.4

1 11.0

13

8

13

4

19 2.7

274

146

15

193

87

19

3.4

5 2.6

2 2.0

7

23 8.4

15

176 10 17.6

37 7.4

36 4.1

16

1

2

1

8.0

1.0


