
フェイスブックでも職員を 

紹介しているぶ～！ 

西山 芽衣子 

大島支庁 徳之島事務所

H19.4～ 子ども課 

H21.4～ 人事委員会事務局 

H24.4～ 学事法制課  

H27.4～ 現所属 

現現在はどのような仕事をしているのですか。  

 私の所属する福祉課では，生活保護に関する業務のほか，児童，母子・父子・寡婦及び障害者

に関する福祉の推進のための業務を行っています。その中で私は，主に児童扶養手当等の認定事

務を担当しています。また，県民の方から直接，児童，母子等に関する様々な相談を受けること

もあります。その際は，町役場をはじめとする関係機関と連携を図りながら，問題の解決にあ

たっています。 

離離島での勤務はいかがですか。  

 赴任した当初は，離島での生活に対する戸惑いや不安もありましたが，周りの職員に恵まれ，

楽しく勤務しています。また，プライベートでは，他の離島事務所の職員と一緒に沖永良部島，

与論島等へ出かけるなどして，離島での生活を満喫しています。 

 離島での勤務は，そこに実際に住んでみなければ分からないことを教えてくれる貴重な経験

であり，今後の業務にも役立つものだと感じています。 

仕仕事を進める上で大切だと思うことを教えてください。  

 どんな仕事も一人で完結するものではなく，同じ課の職員や関係する課の職員から指導を受

けたり，協力を得たりしながら仕事を進めていくので，情報共有(「報告・連絡・相談」)を大

切にするとともに，相手への気遣いや感謝の気持ちを忘れないよう日々心がけています。また，

どの所属の，どんな仕事も，必ず今後の役に立ち，つながっていくと思いますので，いつも誠

実に，全力で仕事に取り組むようにしています。 

今今までの仕事で，印象に残っていることについて教えてください。  

 印象に残っていることは色々ありますが，特に，初任地の子ども課で児童福祉施設(保育所)

の設置認可事務を担当したことが印象に残っています。申請者との打合せ，申請書類の審査，

審議会資料の作成等，分からないことばかりでしたが，上司や同僚に指導を仰ぎ，アドバイス

をもらいながら取り組みました。保育所が開所したときは，ホッとすると同時に，１つの仕事

をやり遂げた達成感を感じました。 

新小田 和 
土木部 道路建設課 

H25.4～ 地域政策課 

H27.4～ 現所属 

現現在はどのような仕事をしているのですか。  

 道路整備に関する方針決定や関係機関との協議，国会議員への働きかけを主な業務としてい

ます。道路建設の予算は年間約300億円とやりがいも大きく，道づくりが生む地域間の交流連携

の強化，産業や観光の振興，そして安心・安全の確保は，新しい力強い鹿児島を創り，その先

に県民の方々の笑顔につながる魅力的な仕事です。 

県県の総合行政を志望した理由を教えてください。  

 東日本大震災における行政が担う役割を肌で感じて，災害時に周りの役に立つ人材になること

を志し，また，鹿児島に根ざして，地域の特色を把握した上で，企画的かつ技術的にビッグプロ

ジェクトに絡んでいきたいとの想いから総合行政を志望しました。実際にそのためのノウハウが

培われていることを実感する毎日です。  

実実際に県庁に入庁して，入庁前のイメージと違った部分はありましたか。  

 県庁全体で業務分野が多岐にわたることです。ひとつの施策でも幅広い部署が連携しており，

連絡調整に汗を流す時間も多く，部署異動があれば一からの勉強が始まります。しかし，その

おかげで知識も深まり新鮮さを覚えることは嬉しい誤算です。あと，仕事終わりの飲み会が想

定以上に少なかったことは悲しい誤算です。  

今今後の目標を教えてください。  

 土木技師として技術の研鑽に励むことはもちろん，総合行政として県政全般に携わることで，

広い視野をもって災害に強く，快適で活力ある県土づくりの一翼を担えればと思います。しか

し，まずは南北600kmの鹿児島で数多くの方々と出会い，それを自分の成長につなげることが楽

しみです。 

坂元 祐次 
商工労働水産部 商工政策課

H15.4 ～ 姶良福祉事務所 

H17.11～ 障害福祉課 

H21.4～ かごしまPR課 

H24.9～ 広報課 

H25.4～ かごしまPR課【上海駐在】 

     (公益社団法人鹿児島県 

      特産品協会へ派遣) 

H28.4～ 現所属 

現現在はどのような仕 か。 

 変革の時代に対応した戦略的産業興しを実践する人材の育成を目的とした「か

ごしま産業おこし郷中塾」の運営などを担当しています。業務を通じて同世代の

若手経営者・後継者の方々と交流する機会も多く，行政とは異なるフィールドの

方々から多くの刺激を受けています。 

以以前はどのような仕事をしていたのですか。  

 福祉事務所でのケースワークを皮切りに，精神保健福祉，県産品の輸出振興，

県政広報番組の制作，中国での県産品販路拡大など幅広い分野を担当しました。

 一見すると関連がないような仕事も，以前の業務で得られた経験が役立つこと

も多くあり，どの職場も自分を大きく成長させてくれたと感じます。 

鹿鹿児島県特産品協会に派遣されてみていかがでしたか。  

 鹿児島県特産品協会上海代表所の職員として，中国での県産品販路拡大などの

業務を経験しました。

 仕事の進め方や生活スタイルなど日本とは異なる点も多く，当初は大変苦労し

ましたが，貴重な経験となりました。加えて，他の都道府県事務所の職員との交

流を通して，改めて鹿児島県を客観的に見るよい機会にもなりました。 

今今後，どのようなことに挑戦したいですか。  

 県職員の仕事は型にはまったものばかりではなく，自分から企画を提案したり

する「攻め」の仕事も多く，そういった積極的な姿勢を温かく受け入れてくれる

職場環境でもあります。そういった姿勢を忘れずに，県政の課題を解決し，県の

底力を引き出すような仕事をしたいと考えています。

 鹿児島を愛する皆さん，待っています！ 

長谷川 知子 
H12.4～ 労働政策課 

H15.4～ 喜界事務所 

H18.4～ 学事法制課 

H21.4～ 保健医療福祉課 

H24.4～ 環境林務課 

H27.4～ 現所属 

現現在はどのような仕事をしているのですか。  

 所属する企画課計画管理班では，県政重要事項の調整やかごしま将来ビジョンなど

県の計画等に関する業務を行っています。また，最近では，鹿児島県まち・ひと・

しごと創生総合戦略の策定や地方創生関連交付金の申請など，地方創生に関する業

務に携わっています。 

 

様様々な部署を経験して，良かったと思うことを教えてください。  

 自分の知らないことがいかに多いかということを知ることができました。また，

上司・同僚をはじめ，その姿勢や考え方を学ぶべき多くの方に出会えました。県

の業務は幅広く，多岐にわたります。どんな分野での経験もその後のプラスにな

ると感じています。 

今今までの仕事で，印象に残っていることについて教えてください。  

 １つは離島勤務です。福祉のケースワーカーという仕事に試行錯誤しながらも，

人の温かさや豊かな自然に癒やされ，楽しく充実した日々でした。もう１つは，

電話・来客応対，審査業務に追われた部署での勤務です。パズルのようにその日

の仕事のスケジュールを組みながら毎日フル回転で過ごしたことが印象深いです。  

仕仕事のやりがいを教えてください。  

 目に見えて成果が分かるようなものばかりではありませんが，その時々で最善を

尽くせば「この仕事をやってよかった」と思える瞬間や出来事に思いがけず遭遇

します。改めて考えると，そういう経験が私にとってのやりがいに繋がっている

と思います。 

企画部 企画課 

掲載職員の試験区分及び現在の所属部署等は平成29年２月現在のものです。 

異動経歴は在籍時の組織名で掲載しています。 

フェイスブッ

紹介してい

次
商工政策課

H15.4 ～ 姶良福祉事務所

H17.11～ 障害福祉課

H21.4～ かごしまPR課

H24.9～ 広報課

H25.4～ かごしまPR課【上海駐在】

(公益社団法人鹿児島県

 特産品協会へ派遣)

H28.4～ 現所属

な仕 か。

育

現在のものです。



岡田 大士 

大隅加工技術研究センター 

H 4.4～ 高山農業改良普及所 

H 7.4～ 瀬戸内農業改良普及所 

H10.4～ 農産物加工研究指導センター 

H19.4～ 経営技術課 

H22.4～ 農業開発総合センター 

H25.4～ 経営技術課 

H27.4～ 現所属  

現在はどのような仕事をしているのですか。  

 農産加工の事業者やこれから加工を始めようとする方を支援する業務に携わっています。具

体的には，総合相談窓口を設置し，事業者が抱えている加工技術や販路拡大等の課題について，

研究員や関係機関等と連携しながら解決を図っています。また，各種研修会を企画し，事業者

のスキルアップなどの人材育成も行っています。 

センターでの仕事と本庁での仕事の違いを教えてください。  

 センターでは，新たな加工技術の開発や事業者への各種支援など，現場最前線

での業務となりますので，技術と即戦力が求められます。本庁では，農業施策等

の企画立案やそれに必要な予算編成，国や関係機関との調整など県政の方向性を

定める業務となります。センター業務も本庁で定めた施策の一環として行われま

す。 

様々な部署を経験して，良かったと思うことを教えてください。  

 これまで，普及指導・研究・農業行政など様々な部署での業務に携わることで，

幅広い知識・経験を得られたことはもちろん，いろんな職種の職員と知り合うこと

ができました。困難な業務で行き詰まった時に気軽に相談できるなど，今となって

は大きな財産となっています。 

農業の仕事のやりがいを教えてください。  

 センターでは，事業者からの相談事案に対しセンター職員で知恵を出し合い試行

錯誤しながら解決します。その成果に対して相談された事業者の方に感謝されたと

きや，加工品が商品化され市販されたものを手にすると，とても感慨深い想いがあ

ります。 

幸野 拓矢 

農政部 畜産課 

現在はどのような仕事をしているのですか。  

 本県畜産振興施策の企画調整に係る業務を担当しており，具体的には，ＴＰＰ

関連対策事業として措置している，地域一体となった収益性向上に取り組む畜産

農家が行う施設整備等への支援や，県議会における答弁等の作成に係る課内の連

絡調整などの業務があります。 

畜産の職種では，他にどのような仕事がありますか。  

 地域振興局における畜産農家の牛舎整備等の補助事業に係る業務や，畜産農家

の技術及び経営指導など生産者と直接関わる業務があります。        

 また，畜産試験場では，自ら家畜を飼養しながら，家畜の効率的な飼養管理技

術の確立に関する研究等も行います。 

農林水産省ではどのような仕事をしていたのですか。  

 畜産金融に係わる業務を担当しており，具体的には，配合飼料価格の高騰等に

より一時的に負債を抱えた畜産農家の経営を継続するための，長期・低利の負債

借換資金の制度見直しや，全国の肉用牛生産基盤の維持を目的とした，肉用牛農

家への資金融通事業の要件見直し等を担当しました。 

畜産の仕事のやりがいを教えてください。  

 自分が担当する業務が直接，畜産農家の経営改善に結びつくことから，農家と喜びを共有でき

る場面が多々あることです。また，試験研究などは，チームとして協力してプロジェクトに取

り組む場面が多く，畜産現場で活用できる成果を得たときには，職場の上司や同僚とその成功

を共有できることも，やりがいのひとつです。 

大平 瑞奈 

こども総合療育センター 

H27.4～ 現所属 

現在はどのような仕事をしているのですか。  

 医師の指示のもと，知能検査や発達検査を実施したり，面接や遊びを通してこど

もの発達の状態や特性をアセスメントし，保護者と一緒に関わり方について考え

たり，必要な情報をお伝えしたりします。場合によっては他のスタッフと一緒に

園や学校へ訪問し，集団での様子をみたり，先生方と情報交換をおこなったりす

ることもあります。 

県の心理の職種を志望した理由を教えてください。  

 学生時代に経験した集団療育のボランティアをきっかけに，こどもの発達に関

係する仕事がしたいと思うようになりました。その後，現在の職場で実習した際

に，こどもやご家族の方々と真摯に向き合う先輩方の姿をみたこともあり，生ま

れ育った鹿児島で自分にできることをしていきたいと思い，志望しました。 

実際に県庁に入庁して，入庁前のイメージと違った部分はありましたか。  

 入庁当初はたくさんの部署があり，業務の種類や量も膨大であることにとても

驚きました。そのため，県民の皆様に対して，具体的にはどのようなことを行っ

ており，生活のどのような部分につながっているのかを知っていただくための情

報発信はとても大切だと感じています。 

今後の目標を教えてください。  

 同じ心理という職種でも所属する機関によって仕事内容が異なりますし，抱え

る課題も様々です。こどもたちと直接関わることのできる仕事がしたいという気

持ちはありますが，色々な領域や地域で働けることも県職員の魅力のひとつであ

ると思うので，その場所で求められていることは何かをしっかりと考えながら仕

事をしていきたいです。 

西 優子  

現在はどのような仕事をしているのですか。  

 副知事の秘書として，副知事と県庁内の各部局との間で連絡調整の役割を務め

るとともに，副知事のスケジュールの進行を管理・調整しています。各部局が副

知事に業務の説明や相談をする際，副知事が行事や会議に出席される際などには，

基本的にその場に同席し，内容や状況に応じて，適時適確に対応できるよう努め

ています。 

以前はどのような仕事をしていたのですか。  

 畜産課では庶務や財産管理，大島支庁福祉課では生活保護のケースワーク，生

活･文化課では文化振興に関する様々な事業，介護福祉課では介護保険事業所の指

定や介護従事者の医療的ケア行為に関する制度，人事委員会事務局では職員の給

与や勤務時間等の勤務条件の制度に関する業務などを担当してきました。 

様々な部署を経験して良かったことを教えてください。  

 これまで，配属されなければ関わることはなかったであろう様々な分野の部署

を経験させていただいてきました。仕事を通じて知識が広がったと思いますし，

いろいろな方と出会って，良い意味で刺激も受けました。様々な経験をさせてい

ただいたことで，私自身のものの見方や考え方も柔軟になったような気がしてい

ます。 

仕事のやりがいを教えてください。  

 これまでを振り返ると，直接人と接する仕事で相手の方に感謝されたときや，新

制度の施行準備に携り，無事施行に至ったときなど，やりがいを感じた場面は

様々です。今の仕事では，大きなプロジェクトを直接担当するようなことはない

ですが，間接的に県の重要な行事等に多く関わらせていただいており，充実感を

感じています。 

知事公室 秘書課 

H13.4～ 畜産課 

H16.4～ 大島支庁福祉課 

H19.4～ 生活・文化課 

H22.4～ 介護福祉課 

H25.4～ 人事委員会事務局 

H28.4～ 現所属  

Ｈ13.4～ 大隅農林事務所 

Ｈ16.4～ 畜産試験場 

Ｈ18.4～ 農業開発総合センター  

Ｈ22.4～ 畜産課 

Ｈ25.4～ 農林水産省 

Ｈ27.4～ 現所属 

県のホームページでは，その他の職種(民間企業等経験者・電気・栄養士)の職員も紹介しています。是非，御覧ください。 



仁部 玄通 
水産技術開発センター

H12.4～ 水産振興課 

H13.4～ 水産試験場  

H16.4～ 水産技術開発センター 

H18.4～ 水産振興課 

H21.4～ 大隅地域振興局 

     農林水産部 

H24.4～ 熊毛支庁農林水産部 

H27.4～ 現所属 

現在はどのような仕事をしているのですか。  

 水産技術開発センターでは，水産業振興のための技術開発や試験研究を行って

います。私は水産食品部に所属し，水産物及び水産加工品の品質向上に関する研

究や，漁業者や加工業者に対する水産加工技術の指導を行っています。 

県の水産の職種では他にどのような仕事がありますか。  

 県の水産職は，主に行政，普及，試験研究の３分野に分かれます。本庁では，

水産施策の企画立案執行，漁業の許認可，流通対策等の行政事務を行います。県

内７カ所にある地域振興局・支庁では，普及指導員として漁業者の経営強化を図

るための施策の展開や技術普及を行います。 

センターでの勤務と本庁・出先機関での勤務の違いを教えてください。  

 水産技術開発センターで行っている試験研究業務は，専門的な知識や技術を求

められるのに対し，本庁では関係機関との連絡調整や突発的な事案への対応など，

幅広く柔軟な対応が必要となります。出先機関では，漁業者との信頼関係を築く

ために高いコミュニケーション能力が求められます。  

水産の仕事のやりがいを教えてください。  

 現在の職場では，漁業者や加工業者が現場で困っている課題に対し技術的な解

決策を提案できた時にやりがいを感じます。それぞれの職場で形は違いますが，

漁業者から感謝の言葉をもらい，水産業界の役に立てたと実感した時が最もうれ

しく，仕事を続ける上での励みになっています。 

越迫 由香里 
北薩地域振興局建設部  

H16.4～ 鹿屋土木事務所 
H19.4～ 鹿児島地域振興局 
       建設部 
H22.4～ 瀬戸内事務所 
H25.4～ 河川課 
H28.4～ 現所属 

現在はどのような仕事をしているのですか。 

 管内の河川・砂防・急傾斜地における設計・施工・管理等を行っており，人

命・財産を保全するための施設整備（ハード対策）や，土砂災害の恐れのある区

域の指定（ソフト対策）を行っています。また，治水と環境との調和を目指して，

専門家の意見を踏まえながら「多自然川づくり」も進めています。 

本庁と出先機関の仕事の違いを教えてください。  

 本庁では主に県全体の各土木事業の予算編成，企画・立案，設計審査等を行って

います。出先機関では各事業の執行や，地元要望の対応等が主となっており，本庁

は国や出先機関との相互連携であるのに対して，出先機関は地域の建設業や住民の

方々との関わりが深く，より地域に密着した仕事です。 

印象に残っていることについて教えてください。  

 鹿屋土木事務所（現大隅地域振興局建設部）で経験した台風豪雨による災害です。当時は新人

だったこともあり，一人前の仕事も出来ませんでしたが，上司や先輩方が温かくご指導くださっ

たおかげで，災害査定から工事の完成まで何とか乗り越えることができました。地域の早期復旧

に貢献できた当時の達成感を今でもよく覚えています。 

土木の仕事のやりがいを教えてください。  

 土木のモノづくりは，設計コンサルタントと知恵を出し合い計画して，現場の方々と試行錯誤

しながら工事を進めていきます。担当者としてのモノづくりへのこだわりが，設計者・施工者に

伝わり，完成を迎えた瞬間，大きなやりがいを感じます。また，その施設が効果を発揮して，感

謝の声をいただいた時はとても嬉しく思います。 

牛山 佳祐 
熊毛支庁屋久島事務所

H24.4～ 森づくり推進課 

H26.4～ 現所属 

現在はどのような仕事をしているのですか。  

 主に，間伐などの森林整備に関する補助事業を担当しています。

 統計データの処理や報告事務などのデスクワークだけではなく，町や関係団体

と調整を行い，実際に森林の現場に行って調査や検査を行うこともあります。

 自分の仕事を通じて，荒れていた森林が整備されていく姿を見たときにやりが

いを感じます。 

県の林業の職種を志望した理由を教えてください。  

 大学で専攻していた林業の知識を活かした仕事に就きたいという強い思いがあ

りました。森林は環境により生育の状況が異なるため，地域により異なる特徴を

示します。県の林業職は県内の様々な森林の現場を見て学ぶことができるのでは

ないかという理由から，志望しました。 

離島での勤務はいかがですか。  

 私は現在，世界自然遺産として登録されている屋久島の美しい自然に囲まれな

がら勤務できるという貴重な体験に喜びを感じています。職場には農業職，畜産

職，農業土木職の職員がおり，様々な刺激を受けています。地域活動などを通じ

て地元の方々と触れ合う機会も多く，休日には屋久島の友人と山登りや釣りをす

るなど，自然を満喫しながら楽しく勤務をしています。 

今後の目標を教えてください。  

 林業の職種は，間伐などの森林整備，木材の生産・利用及び森林土木など多岐

にわたる業務があります。まだまだわからないことが多いのですが，今後の業務

の中で上司や先輩方から幅広い知識と技術を学び，総合的に林業に精通すること

で，地域の方々に信頼される職員になりたいと思っています。 

今村 大一郎  
H15.4～ 鹿屋耕地事務所 

H18.4～ 加世田耕地事務所 

H19.4～ 南薩地域振興局 

     農林水産部 

H21.4～ 沖永良部事務所 

H24.4～ 農地整備課 

H27.4～ 現所属 

現在はどのような仕事をしているのですか。  

 農業や農村の振興を図るための田畑の区画整理や農業用水の確保など，これま

での農業土木関係（農業農村整備事業）の業務を離れて，現在のエネルギー政策

課では，再生可能エネルギーをはじめとするエネルギー関連の施策を県民にわか

りやすく伝えるための資料作成や関係課との連絡調整などの業務を担当していま

す。 

以前の部署ではどのような仕事をしていたのですか。  

 出先機関（鹿屋～沖永良部）では，農道，排水路や畑地かんがいなどの農業土

木に関する業務に携わっていました。工事を行う前の地元説明会，用地交渉には

じまり，設計・積算の業務を経て，工事発注や現場の指導監督など，完成するま

での一連となる業務を経験させてもらいました。 

離島での勤務はいかがでしたか。  

 花の咲き誇る沖永良部では，穏やかで温かみのある地域の方々と経験豊富な先

輩方のサポートの下，公私とも充実した日々を送ることができました。特に，水

車とその水を利用する体験田を含む農村公園整備では，学校と連携し，学習の場

にも利用されており，今でも地域の憩いの場となっていることが深く印象に残っ

ています。 

農業土木の仕事のやりがいを教えてください。  

 農業土木は，個人の田畑を扱う区画整理や畑に散水する畑地かんがいなど，地

域の方々の顔が見えるところで一連の仕事ができることでの充実感があります。

現在の業務は，専門分野とは異なる視点で仕事に取り組むことができ，今後の業

務に対する視野が広がっていくと感じています。 

企画部 エネルギー政策課 



臼井 力  
環境保健センター（鹿児島市駐在）  

Ｈ15.4～ 鹿屋保健所 
Ｈ18.4～ 生活衛生課  
Ｈ21.4～ 北薩地域振興局 
       保健福祉環境部 
Ｈ25.4～ 現所属 

現在はどのような仕事をしているのですか。 

 私が所属する食品薬事部では，県民の“安心・安全な食”の確保のため，食品に残留

する有害化学物質の検査，医薬品・飲用水・食中毒の検査などを実施しています。

 私は，魚介類の水銀検査，畜水産物の残留動物用医薬品検査及び飲用水の検査を担当

しています。また，食品の衛生管理に関する調査研究を行っています。 

県の化学ⅡⅡの職種を志望した理由を教えてください。  

 大学（水産学部）で微生物に関する研究を行っておりました。また当時，食

品の残留農薬問題や偽装表示問題など食を巡る事件が多発しており，“鹿児島

の食を守らなければ”と感じました。

 大学での経験を食品衛生の分野で活かせるのではと考え，化学Ⅱを志望しま

した。

センターでの仕事と本庁・出先機関での仕事の違いを教えてください。  

 本庁（生活衛生課）や出先機関（保健所）では食品衛生監視員（通称：食監）として，

直接，食品事業者や消費者に衛生指導や衛生管理の講話などを行ってきました。 

 センターでは研究員として，高性能な分析装置を用いて食品中の化学物質の微量分

析を行い，信頼性の高い検査結果を提供し，現場の保健所を裏から支えています。 

化学ⅡⅡの仕事のやりがいを教えてください。  

 平成22年に海外（マレーシア）で地元の飲食店営業者に対して衛生指導する機会があ

りました。国や食文化は異なりましたが，食品の衛生管理の基本（手洗い）は同じであ

ることを衛生教育を通じて分かってもらえた時は，この仕事に大変やりがいを感じまし

た。

 皆さんも，食監となって一緒に県民の“安心・安全な食”を守っていきましょう。 

坂口 裕子 
姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部 

Ｈ27.4～ 現所属 

現在はどのような仕事をしているのですか。  

 主に成人保健を担当しており，地域住民の健康の保持増進につなげられるよう日々業務をして

います。本県において（人口10万人あたりの）人工透析患者が多く，現在CKD（慢性腎臓病）対

策に取り組んでいます。これは特定健診や医療機関受診での結果に応じて早期の介入が必要な方

を，かかりつけ医と腎臓病に関する専門医が連携して診察する支援の体制づくりであり，市町・

医師会等の関係機関と連携を図りながら進めています。 

県の保健師を志望した理由を教えてください。 

 県の保健師は，圏域や県全体を見て関係機関に足を運び，地域の特性に応じて

活動ができることに魅力があり志望しました。

 地域を知り，地域の健康課題に応じた関わりが出来たらという想いがありまし

た。 

実際に県庁に入庁して，入庁前のイメージと違った部分はありましたか。  

 地域住民への関わりだけでなく，住民に関わる関係者や他職種への研修会や会

議・連絡会を開き，より良い健康な地域づくりのために，地域全体で取り組んで

いこうという意識で業務に取り組んでいることが分かりました。関係機関との連

携を大切にしており，様々な取組につながっていることを学びました。 

今後の目標を教えてください。  

 現在，地域の健康課題への体制づくりに向けて，主に企画・調整をしています。

今後は，個々のニーズ等を踏まえながら，住み慣れたまちで自分らしく生活でき

るよう地域包括ケアシステム構築に関わっていきたいと思っています。 

西中須 暁子 
環境保健センター  

Ｈ17.4～ 環境保健センター 
Ｈ21.4～ 環境企画課 
Ｈ24.4～ 熊毛支庁 
       保健福祉環境部 
Ｈ27.4～ 現所属 

現在はどのような仕事をしているのですか。  

 環境保健センターで，大気環境に関する仕事をしています。主に県内各地に県

が設置している測定局から24時間365日送られてくる二酸化硫黄やPM2.5などの測

定データの確認や監視を行っています。また，当センターは分析・研究機関でも

あることから，PM2.5についての成分分析や調査研究なども行っています。 

県の化学ⅠⅠの職種を志望した理由を教えてください。 

 大学で化学分析について学んでおり，特に河川水のような環境試料を調査して

いました。元々，環境問題に興味関心があったことから，本県の環境施策に関わ

ることができると思い，化学職を志望しました。 

離島での勤務はいかがでしたか。  

 種子島の熊毛支庁で3年間の勤務を行いました。その時は衛生環境業務を担当

していたため，地域住民の方や営業者の方と話す機会も多くありました。また離

島という性質上，同じ職場の方々との交流も非常に密になり，公私ともに充実し

た3年間でした。 

化学ⅠⅠの仕事のやりがいを教えてください。  

 化学Ⅰの職種は，環境保健センターのような研究職から本庁や保健所での勤務

など多岐にわたる仕事を行っています。現在勤務している環境保健センターでは，

直接住民の方と接する機会は少ないのですが，収集した様々なデータが研究成果

や施策の基礎資料として一つの形になっていくことにやりがいを感じます。 

髙山 健二  
Ｈ  4.4～ 大口土木事務所 
Ｈ  5.4～ 指宿土木事務所 
Ｈ  8.4～ 学校施設課 
Ｈ11.4～ 加世田土木事務所 
Ｈ14.4～ 川内土木事務所 
Ｈ17.4～ 伊集院土木事務所 
Ｈ19.4～ 鹿児島地域振興局建設部 
Ｈ21.4～ 大島支庁建設部 
Ｈ24.4～ 建築課 
Ｈ27.4～ 現所属 

現在はどのような仕事をしているのですか。  

 建物の着工前に手続きされる建築確認申請の審査や完成後の完了検査業務，県有

施設（県立学校や県営住宅など）の工事に係る設計精査や工事監理業務が主な業

務です。また，一般の方からの建物に関する建築相談や関係法令の改正に伴う情

報発信等の業務も行っています。 

県の建築の職種を志望した理由を教えてください。  

 私は地元の工業高校の建築科を卒業しました。就職活動の際，設計事務所や工務

店への就職も考えましたが，公共施設の建築に携わりたかったことや行政・指導

といった業務に興味があったので志望しました。 

今までの仕事で印象に残っていることを教えてください。  

 現在の職場である伊佐市駐在は，私の初任地なのですが，25年前に先輩の教え

をもらいながら，初めて自分で設計し工事監理をした建物が現在も残っていたこ

とに感動しました。この建物だけでなく，勤務した場所ごとに工事で携わった建

物があり，それらの建物を見るたびに当時の思いや苦労したことなどが蘇ってき

ます。 

建築の仕事のやりがいを教えてください。  

 現在の職場は小規模のため，建築専門の職員は私一人です。そのため建築確認申

請の審査や完了検査等の判断を行うとき，一人で悩むことも多く，また責任も大

きいですが，これまでに培った経験を生かしながら，任されたこのポジションで

業務を無事遂行していくことにやりがいとを誇りを感じています。 

姶良・伊佐地域振興局建設部（伊佐市駐在） 



  

 育児短時間勤務を取得して良かった事は，子ども達が登校する姿を見送ったり，帰宅後にその日

の出来事をじっくり聞けたりと，子ども達の１日に，より一層寄り添えた事です。  

 また，園や学校の先生方，他の保護者，近所の方など周囲の方々とコミュニケーションを取る時

間が確保でき，地域との関わりを持つことができました。 

 早朝に集中して夫婦で家事をするなど，時間を効率的に使うことを心がけています。

 また，規則正しい生活を送ることにより家族全員の体調管理を行うとともに，自分の時間を確保

し，リフレッシュを図っています。

 仕事においては，子どもの看護など突発的な休みに備え，優先順位をつけて効率的に取り組むよ

う心がけています。 

大大隅地域振興局保健福祉環境部  

     新新村  望望      

（平成29年２月末現在） 

  

  

  

  

鹿児島西警察署  会計課  

Ｈ13.4～ 会計課 

Ｈ16.9～ 暴力団対策課 

Ｈ18.3～ 加治木警察署 

Ｈ21.3～ 刑事企画課 

Ｈ24.8～ 交通指導課 

Ｈ28.4～ 現所属 

 

現現在はどのような仕事をしているのですか。  

 警察署の会計課員として，現在は主に警察活動に必要な物品の購入や光熱水費な

どの各種経費支払事務を担当しています。他にも，職員の給与や旅費の支給事務，

警察署庁舎の維持管理，落とし物（遺失物）事務など，警察署の会計課の業務は

多岐にわたります。 

以以前はどのような仕事をしていたのですか。  

 以前勤務していた交通指導課では，駐車対策係員として勤務しました。この係では，交通違

反の一つである放置駐車違反の違反金徴収事務を行っており，違反金の納付が確認できるまで，

法律に基づいて相手方に納付を促す手紙の送付，電話連絡，戸別訪問を行ったり，最終的には

滞納処分（差押さえ）を実施する，といった業務に携わっていました。 

仕仕事を進める上で大切だと思うことを教えてください。  

 どんな職場であっても共通かと思いますが，「報告・連絡・相談」が何より大

切だと考えています。悩みごと・困りごとを，一人で考え込むより大勢で考えた

方がよりよい結果を導き出せるからです。自分のためにも，組織のためにも，何

事も素早い報告を心がけています。 

仕仕事のやりがいについて教えてください。  

 私たち警察事務職員は，交通事故や事件の現場に臨場することはありませんが，

過酷な現場で働く警察官をサポートすることで，治安維持の一翼を担えることに

やりがいを感じます。警察官も，それを支える私たちも，安全安心な鹿児島を願

う心は一つなのです。 

山元 美樹   
Ｈ19.4～ 出水市立大川内中学校 

Ｈ24.4～ 徳之島高等学校 

Ｈ27.4～ 現所属 

現現在はどのような仕事をしているのですか。  

 私が勤務している鹿児島教育事務所総務課は，日置地区・鹿児島市・鹿児島郡

の公立小・中学校の学校職員に関する業務を行っています。現在は，庶務担当と

して，事務所の業務が円滑に進むよう，主に予算執行に関する業務など幅広く行

いながら，学校職員の給与・旅費に関する業務も担当しています。 

以以前はどんな仕事をしていたのですか。  

 学校勤務時は，事務職員として職員の給与・旅費，予算執行や施設管理等を

行っていました。事務の仕事だけでなく，学校行事への参加や，部活動指導を通

して，学校職員の一員として児童・生徒の教育活動に携わることができました。

特に初任校で14名の器楽部員と共に宝山ホールで演奏した感動は忘れられません。 

離離島での勤務はいかがでしたか。  

 真っ青な海が広がる大自然を満喫する一方で，台風など自然の厳しさも学びま

した。生徒・職員との信頼関係の構築に努め，教育活動に携わりました。特に書

道同好会の顧問として書道パフォーマンスの指導を行ったことは印象的です。小

規模の中学校から離島の高校へ赴任し，鹿児島の教育の原点を学んだように思い

ます。 

仕仕事のやりがいを教えてください。  

 これまでの勤務地を第二の故郷と感じるほど，地域の方々をはじめ多くの方に

出会い，支えられ，今もなお交流が続いています。また，私が担当する業務の一

つが鹿児島県の児童・生徒のため，教職員のためになっていることをやりがいと

感じています。これからも鹿児島県の教育の発展に貢献していきたいと思います。 

鹿児島教育事務所  総務課  

仕仕事と生活の両立支援    

～～ワーク・ライフバランス～  

子子育てとの両立  ～～育児休業取得者の声～  

H11.4～ 鹿屋保健所            H22.4～ 統計課 

H14.4～ 道路建設課            H25.4～ 現所属  

H17.4～ 北薩福祉事務所   

H19.4～ 北薩地域振興局保健福祉環境部 

取取得した感想等について教えてください。  

仕仕事と子育ての両立で心がけていることを教えてください。  

・産前産後休暇・産前産後休暇 暇 ・育児休業育児休業・  業

 

産

・・・育児短時間勤務・・育育育児短時間勤務 務 ・看護休暇看護・ 休暇

主な制度 

   

女性

○

○

男性

○

○

○

○

子が中学校就学の始期に達するま

で，年度内に５日(子が２人以上の

場合は10日)以内

減額

有給

内容

産前８週間(多胎妊娠の場合は14

週間)から産後８週間まで

子が１歳６月に達するまで，１日２回

それぞれ45分以内又は１日１回90

分以内

子が３歳に達するまで

※子が１歳に達するまでは地方公務員

共済組合から育児休業手当金が支給さ

れます。

子が小学校就学の始期に達するま

で，勤務時間の始め又は終わりに１

日２時間以内

有給

給与

妊娠期間中に通算して７日以内

有給

出産予定日の８週間（多胎妊娠の

場合は14週間）前から出産後８週

間の期間で５日以内

制度

産前産後休暇

子が小学校就学の始期に達するま

で，勤務時間を短縮(定められた勤

務形態から選択)

有給

有給

無給

(※)

減額

つわり休暇 ○

○

○

○

育児休暇

育児休業

部分休業

育児短時間勤務

看護休暇

育児参加休暇 ○

○○

出産補助休暇 ○ 有給
妻の出産に係る入院の日から出産

後２週間の期間で３日以内


