本庁勤務
勤務先：農産園芸課

勤務先：農産園芸課

大園 賢志郎

門倉 理紗

勤務先
平成30年度採用（鹿児島大学卒）
Ｑ 鹿児島県庁を希望した理由は
大学名（採用年次）
鹿児島県庁の農業技師は，行政，普及，
研究といった幅広い仕事があることを知り，
多角的に本県の農家のサポートができること
に魅力を感じたためです。
Ｑ 仕事の内容や記憶に残っている仕事，
生活状況や趣味など教えてください。
担当した農作物の生産農家数が年々減
少傾向にあることから，新規就農希望者
向けのリーフレットを作成しました。
しばらくしてから，関係団体の方から
「リーフレットを見た方が，新規就農を希望
するって電話があったよ！」との連絡があ
り，一緒に喜び合えたときは，うれしさで鳥
肌が立ちました。
Ｑ 受験者にひとこと
鹿児島の農業を盛り上げていくには，農家
の方々が頑張ることはもちろんですが，その
農家の方々を政策や情報発信等で支援して
いく県職員，特に農業技師の存在が大きな
ものだと感じています。
今この記事を見ている志高きそこのあなた！
一緒に仕事ができる日を心よりお待ちして
います。
残業は多いの？
働き方改革に取り組んでいますが，必要
がある場合は残業することもあります！

勤務先

平成31年度採用（鹿児島大学卒）
Ｑ 鹿児島県庁を希望した理由は
大学名（採用年次）
鹿児島県で生まれ育ち，食べることが好
きな私は，県産の米，肉，野菜等などの食
材は美味しく，鹿児島の豊かな食文化に
なくてはならないものだと考えていました。
そこで，食の根本となっており，県の主幹産業
でもある農業を振興する手助けをしたいという夢
を持ち，鹿児島県庁の農業職を志望しました。
Ｑ 仕事の内容や記憶に残っている仕事，生活状況や趣味など
教えてください。
所属する水田農業対策係で，米の需給調整や国庫補助金事務，
麦・大豆等の振興に関する業務等を担当しています。
昨年度は，市内の幼稚園で県産米（あきほなみ・なつほのか）を
使ったおにぎり教室の運営に携わり，子どもたちが美味しそうにおに
ぎりを頬張り，県産米に興味を持った姿はとても印象的でした。
趣味は旅行とグル
メ探索で，美味しい
ものや観光地を求
めて，またいろんな
ところに行きたいと
考えています。
Ｑ 受験者にひとこと
県庁での仕事，特に農業職は，人々が生きていく
上で欠かせない「食」を支えるものであるため，日々
やりがいを感じながら業務に取り組むことができます。
あなたもぜひ，鹿児島県のために一緒に働きませんか？

地域振興局勤務

勤務先：鹿児島地域振興局
農林水産部農政普及課

土日は休めるの？
イベント等の場合などは出勤もありますが，
基本的には休みます！代休制度もあります。

勤務先：曽於畑地かんがい
農業推進センター

山内 喜美子

重久 弘喜

平成29年度採用（明治大学卒）

平成30年年度採用（東海大学卒）

Ｑ 鹿児島県庁を希望した理由は
勤務先
大学では，畜産に関する統計処理を学びま
した。
大学名（採用年次）
私は千葉県出身で，鹿児島県には縁は全く
ありませんでしたが，畜産が全国でも盛んであ
ることから志望しました。
Ｑ 仕事の内容や記憶に残っている仕事，生活状況や趣味など教
えてください。
関係機関と連携して，農家の所
得向上に向けて経営・技術指導（普
及活動）を行っています。農家の声
を直に聞きながら，仕事ができるこ
とが普及指導活動の一番の強みで
す。
農家への普及活動を通じて農家から「ありがとう」と言ってもらえた
ことがとても嬉しくて，仕事のやりがいを感じました。
Ｑ 受験者にひとこと
農政部の職員は，鹿児島県の主要
産業である農畜産業の発展を多方面
から支えています。
入庁当初は，知識がなく不安なこと
もあるかと思いますが，優しい先輩職
員の指導を受けながら，意見を言いあ
える同期とともに，充実した日々を過
ごしています。皆さんと一緒に仕事が
できるのを楽しみにしています。

Ｑ 鹿児島県庁を希望した理由は
大学で学んだ農業に関する知識や経験を
全国有数の農業県である地元鹿児島で活
かしたいと思い、希望しました。
Ｑ 受験者にひとこと
受験生の皆さんは，ピーマン
の花を見たことがありますか？
入庁後は，農業はおろか，ピー
ピーマンの普
及指導員として， マンの仕立て方すら知らない環
境の中で，何十年と農業をして
農業を始めて１
きたベテランの農家に対し助言
年目の農家と
指導をする立場になり，不安と
一緒に課題解
焦りの毎日でした。
決や新しい技
この仕事をする上では，農家
術の実証に取
のためにできることを常に考え，
り組みました。
絶えず情報収集に取り組む姿
その結果、２年目では地域で
勢が必要です。
トップレベルの収穫量をあげ，
農家の生活を豊かにし、鹿児
農家と一緒になって大喜びしま
島県の基幹産業である農業を
した。
更に発展させていきましょう。
農家の目線に立ち、様々なア
プローチで農家の所得向上の
手助けができる点に、この仕事
のやりがいを感じています。
Ｑ 仕事の内容や記憶に残
っている仕事，生活状況や
趣味など教えてください。

支庁（離島）勤務

研修派遣

勤務先：大島支庁徳之島事務所
農業普及課

勤務先：経営技術課（農林水産省派遣）

東 暁人

松ノ下 和輝

平成13年度採用（名古屋大学卒）

勤務先
Ｑ 鹿児島県庁を希望した理由は

勤務先
平成29年度採用（鹿児島大学卒）
Ｑ 鹿児島県庁を希望した理由は
大学名（採用年次）
農家の出身として，幼い頃から「農業」を
身近に感じてきたこともあり，鹿児島県の農
業に貢献できる仕事に就きたいと考えたか
らです。
Ｑ 仕事の内容や記憶に残っている仕事，
生活状況や趣味など教えてください。
野菜生産技術の普及や，各
種技術実証，農業者組織の活
動支援等を行っています。
事務所には同世代の職員が
多く，相談もしやすい環境です。
徳之島での生活は，商店も近
く，便利かと思います。
公舎でのんびり単身生活中で，
散歩やジョギングで，徳之島の
自然を満喫しています。
Ｑ 受験者にひとこと
鹿児島県は多くの離島を擁し，
農業が重要な基幹産業となってい
ます。
農業支援を通し，島しょ地域全体
の活性化を目指す仕事は，とても
やりがいがあります。ぜひ，離島勤
務を経験されてください。

高校時代に酪農家の厳しい現状を紹介し

大学名（採用年次）
たテレビ番組を見たときから，漠然と公務員

になることを目指してきました。
鹿児島県庁を希望したのは，県外の大学
に進学し，改めて鹿児島の魅力を感じると
ともに，鹿児島の抱える課題も認識し，地元
鹿児島のために働きたいと考えたからです。
Ｑ 仕事の内容や記憶に残っている仕事，
生活状況や趣味など教えてください。
２年間農林水産省での勤務で
は，２年目に国の基本計画の見
直しに併せて，お茶の基本方針
を初めて見直す業務に携わるこ
とができ，得がたい経験をするこ
とができました。
３年間徳之
島に勤務しまし
たが，休日に
は，全国に誇
れるダイビン
グスポットで，
スキューバダ
イビングを楽し
んでいました。

Ｑ 受験者にひとこと
県職員の仕事は，デスク
ワークだけではなく，現場での
フィールドワークなど多岐に
渡っています。
さらに私のように国での業
務など，幅広い業務を経験す
ることができます。
最大の魅力は，県民のため
に仕事ができることです。是非，
鹿児島県のために一緒に
がんばりましょう。

専門知識は教えてくれるの？
先輩職員が丁寧に教えてくれます。

異動サイクルは何年？
概ね３～４年サイクルです。

試験研究機関勤務
勤務先：大隅加工技術研究センター

加治屋 綾乃
平成31年度採用（鹿児島大学卒）
Ｑ 鹿児島県庁を希望した理由は
長崎県出身で，農業に携わる仕事をしたい
と考え，他県にはない熱帯作物もある鹿児島
大学で学び，魅力的で農業が盛んな鹿児島県
が好きになり，農業を通じてますます活気ある
県にしたいと思い，県庁を希望しました。
Ｑ 仕事の内容や記憶に残っている Ｑ 受験者にひとこと
社会人になることを不安に
仕事，生活状況や趣味など教えてく
ださい。
思うことや，就職活動に悩む
こともあると思います。
県庁では，専門的な知識を
持つ上司や先輩に様々な話
を聴くことができ，毎日刺激的
で，県民と接する機会も多く，
やりがいを感じます。
仕事とプライベートを両立で
県産農産物の付加価値向上に向 きる職場ですので，鹿児島県
けた研究等に取り組んでいます。
のために一緒に頑張りましょ
微生物発酵茶の製造法や機能性 う。
の評価や，県内の農家や食品事業
者への支援活動も行っています。
日々，創意工夫しながら研究等に
取り組んでおり，試験結果をまとめて，
一つの成績となったときは達成感が
あります。
休日は趣味を生かせる時間が十分確保できるので，
最近新たに登山にもチャレンジしています。

勤務先：農業開発総合センター園芸作物部
バイオテクノロジー研究室

橋口 太亮
平成30年度採用（鹿児島大学卒）
Ｑ 鹿児島県庁を希望した理由は
入庁前に県外で農業に携わる民間企業に
勤めていましたが，普及，行政，研究と多面
的に農業と関わりながら，ふるさと鹿児島の
基幹産業である農業に貢献したいと考え，鹿
児島県職員を志望しました。
Ｑ 仕事の内容や記憶に残っている仕事，生活状況や趣味など
教えてください。
サツマイモの突然変異育種，遺伝子
解析による病害虫に強い水稲の選抜や
品種の無断利用などから守るのDNA品
種識別技術の開発，サトウキビの培養
技術の開発を担当しています。
印象に残っている仕事は，サトウキビ
の優良種苗のための培養技術の改良
について，生産者や技術員の人たちと
一緒になって取り組んだことです。
Ｑ 受験者にひとこと
農業の研究は，生産者のための技
休みの日は，
術確立や新たな発見など重要かつ
新たに家族の
やりがいのある仕事だと感じていま
一員となった
す。
娘と遊んだり，
皆さんも自分の目標を明確にして，
料理や読書を
魅力あふれる鹿児島の農業をこれか
したりしてリフ
ら一緒に盛り上げていきませんか？
レッシュして
います。

給与や休暇を教えて？
勤務時間・休暇

給与・手当
給 与

勤務時間

新卒の場合は，行政職給料表 １級２５号級が適
用されます。（令和２年２月現在）
※ １級２５号級 １８２，７００円
また，既卒者で職歴経験がある場合は，加算措
置があります。

原則として午前８時３０分から午後５時１５分まで
です。

勤務形態

諸手当
職員の家族状況，勤務状況などに応じて，扶養手
当，通勤手当，住居手当，特地勤務手当（離島な
どに勤務する場合の手当），超過勤務手当などが
支給されます。

週休２日制
（原則として毎週土曜日・日曜日は休日）
※ 勤務公署によっては，勤務時間・勤務形態が
異なります。

休業・休暇制度

期末・勤勉手当
いわゆるボーナスに相当する手当で，下記の割合
で支給されます。
令和２年２月現在
６月期

１２月期

計

2.225月分

2.275月分

４．５月分

年次有給休暇（年２０日）
※ 新規採用者で４月採用の場合は１５日）
※ 残日数については繰越制度もあります。
結婚休暇（連続７日間の範囲内の期間）
看護休暇
介護休暇など

ワーク・ライフ・バランス
女性の登用
「女性活躍推進法」に基づき，女性活躍の観点か
ら，女性の採用・登用の拡大や仕事と生活の調和
(ワーク・ライフ・バランス）の推進に積極的に取り
組んでいます。

仕事と子育ての両立
仕事と生活の調和を考慮し，育児，介護，家事な
どの家庭生活と仕事を両立できるよう，また，職
員が子育てや介護，社会活動などに参加しやす
い職場づくりに取り組んでいます。
※ 産前産後休暇
出産補助休暇
育児参加休暇
育児休暇
育児休業
部分休業
育児短時間勤務
看護休暇など

令和２年２月現在

研修
研修制度
新規採用職員には，社会人としての第一歩や公務
員倫理などの研修を行う「新規採用職員研修」が
あります。
また，新規採用職員のサポート体制として，直接指
導者や新規採用職員アドバイザー制度もあります。
採用後には，職員各自の職務能力を開発するた
めに自ら講座を選択する 「チャレンジ研修」などの
研修も行っています。

研修制度・派遣制度
国や民間企業をはじめとする県庁外の機関等に職
員を派遣し，日常の業務や庁内の内部研修で得ら
れない経験を通じ て，資質の向上を図ることを目
的に実施しています。
※ 国（農林水産省等）
他自治体（岐阜県，長崎県等）
民間（（一財）自治体国際化協会等
大学(自治大学校等）

職場の場所を教えて？
① 鹿児島県庁 農政部
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
農政課
℡ 099-286-3085 ｱﾄﾞﾚｽ nouseika@pref.kagoshima.lg.jp
かごしまの食輸出戦略室
℡ 099-286-3093 ｱﾄﾞﾚｽ k-yusyutsu@pref.kagoshima.lg.jp
かごしまの食ブランド推進室 ℡ 099-286-3177 ｱﾄﾞﾚｽ k-brand@pref.kagoshima.lg.jp
農村振興課
℡ 099-286-3106 ｱﾄﾞﾚｽ noson@pref.kagoshima.lg.jp
農業経済課
℡ 099-286-3131 ｱﾄﾞﾚｽ noukei@pref.kagoshima.lg.jp
経営技術課
℡ 099-286-3146 ｱﾄﾞﾚｽ keigi@pref.kagoshima.lg.jp
農産園芸課
℡ 099-286-3195 ｱﾄﾞﾚｽ ryuen@pref.kagoshima.lg.jp
畜産課
℡ 099-286-3216 ｱﾄﾞﾚｽ tikusan@pref.kagoshima.lg.jp
全国和牛能力共進会推進室 ℡ 099-286-3268 ｱﾄﾞﾚｽ zenkyou@pref.kagoshima.lg.jp
農地整備課
℡ 099-286-3234 ｱﾄﾞﾚｽ nn-seibi@pref.kagoshima.lg.jp

⑧
④

⑤
⑯②
⑮①
③
⑰

⑨
⑦
⑭
⑥

⑩

⑫

⑪

⑬

※ 支場や駐在機関もあります。

② 鹿児島地域振興局 農政普及課
〒892-8520 鹿児島市小川町３－５６
℡ 099-805-7271
ｱﾄﾞﾚｽ kago-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

③ 南薩地域振興局 農政普及課
〒897-0031 南さつま市加世田東本町８－１３
℡ 0993-52-1342
ｱﾄﾞﾚｽ minami-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

④ 北薩地域振興局 農政普及課
〒895-8503 薩摩川内市神田町１－２２
℡ 0996-25-5530
ｱﾄﾞﾚｽ kita-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

⑤ 姶良・伊佐地域振興局 農政普及課
〒899-5212 姶良市加治木町諏訪町１２
℡ 0995-63-8146
ｱﾄﾞﾚｽ airaisa-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

⑥ 大隅地域振興局 農政普及課
〒893-0011 鹿屋市打馬２－１６－６
℡ 0994-52-2138
ｱﾄﾞﾚｽ oosumi-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

⑦ 曽於畑地かんがい農業推進センター
〒899-8102 曽於市大隅町岩川５６７７
℡ 099-482-2547
ｱﾄﾞﾚｽ hatakan@pref.kagoshima.lg.jp

⑧ 熊毛支庁 農政普及課
〒891-3192 西之表市西之表７５９０
℡ 0997-22-0044
ｱﾄﾞﾚｽ kumage-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

⑨ 屋久島事務所 農林普及課
〒891-4311 屋久島町安房６５０
℡ 0997-46-2236
ｱﾄﾞﾚｽ yaku-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

⑩ 大島支庁 農政普及課
〒894-8501 奄美市名瀬永田町１７－３
℡ 0997-57-7265
ｱﾄﾞﾚｽ oosima-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

⑪ 喜界事務所 農業普及係
〒891-6201 大島郡喜界町赤連２９０１－１４
℡ 0997-65-3019
ｱﾄﾞﾚｽ kikai-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

⑫ 徳之島事務所 農業普及課
〒891-7101 大島郡徳之島町亀津７２１６
℡ 0997-82-0323
ｱﾄﾞﾚｽ toku-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

⑬ 沖永良部事務所 農業普及課
〒891-9111 大島郡和泊町手々知名１３４－１
℡ 0997-92-0164
ｱﾄﾞﾚｽ oki-fukyu@pref.kagoshima.lg.jp

⑭ 大隅加工技術研究センター
〒89３－１６０１ 鹿屋市串良町細山田４９３８
℡ 0994-31-0311
ｱﾄﾞﾚｽ kagiken@pref.kagoshima.lg.jp

⑮ 農業開発総合センター
〒899-3401 南さつま市金峰町大野２２００
℡ 099-245-1081
ｱﾄﾞﾚｽ nousou@pref.kagoshima.lg.jp

⑯ 農業開発総合センター 農業大学校
〒899-3311 日置市吹上町和田１８００
℡ 099-245-1071
ｱﾄﾞﾚｽ nodaihon@pref.kagoshima.lg.jp

⑰ フラワーセンター
〒891-0513 指宿市山川岡児ヶ水１３４２－４
℡ 0993-35-0977
ｱﾄﾞﾚｽ flower@pref.kagoshima.lg.jp

主な農業職の仕事
農
政
課
かごしまの食輸出戦略室
かごしまの食ブランド推進室

部内における施策の総合調整，農業計画の策定・管理及び推進，農畜産物の流通対策
の企画及び総合調整，経営構造対策，防災営農対策，卸売市場，食育及び地産地消の
推進，農林物資の規格化及び品質表示の適正化，食の安心・安全の確保に係る企画及
び総合調整，認証制度などに関する事務

農 村 振 興 課

農地利用の適正化，野生鳥獣による農作物被害防止，中山間地域農業の振興，農村
集落の振興などに関する事務

本

農 業 経 済 課

農業協同組合・農業共済組合の検査及び指導・監督，農業制度金融の貸付け認定・利
子補給及び総合調整などに関する事務

庁

経 営 技 術 課

農業の普及指導事業，農業経営及び技術指導の総合調整，農業の担い手・新規就農
者の確保及び育成，試験研究，病害虫の蔓延防止，農薬取締などに関する事務

農 産 園 芸 課

野菜・花き花木・果樹の生産，米政策の推進，茶・さつまいもの生産及び流通，さとうき
び・葉たばこの生産などに関する事務

畜

産

課

全国和牛能力共進会推進室

農 地 整 備 課
地域振興局・支庁
農政普及課等

畜産振興計画の策定推進，家畜及び畜産物の流通・価格安定，畜産経営の改善，家畜
及び家きんの保健衛生，家畜伝染病，飼料の流通及び品質改善，第12回全国和牛能
力共進会の開催準備及び出品対策などに関する事務
農業農村整備の企画・推進及び調査，農地・用排水施設の整備，中山間地域の総合的
な整備，土地改良法の施行，換地及び土地改良財産の管理・処分，国営かんがい排水
事業などに関する事務
各地域における農政の総合拠点として，農業の振興・技術の普及指導・経営の改善普
及に関する事務

大隅加工技術研究センター

農産物の一時加工等による高付加価値型農業の展開を図る拠点として，農産物の加工
及び流通技術の研究開発を行うとともに，食品加工事業者等による加工品の試作，販
路の拡大等を支援するための試験研究

農業開発総合センター

農業の総合的な技術の拠点として，農業技術の開発と担い手の育成を効率的かつ総合
的に推進するための試験研究

農業開発総合センター
農業大学校

次代の農業及び農村を担う優れた農業者及び農村地域の指導者等の育成に必要な教
育

フラワーセンター

花きの優良種苗の計画的な供給等を行い，暖地の有利性を生かした花き農業の振興

