鹿児島県

R3.3月版

農業土木技師募集

≪問い合わせ先≫
農政部 農地整備課 事業調整係
☎：099-286-3238
FAX：099-286-5601
Mail：fijigyou@pref.kagoshima.lg.jp

◆農業土木とは？
です。
営農条件を改善するための水田や畑の整備，農村地域の防災・減災に関する整
備，農村の環境整備などを行い，「生産力の向上」や「農地の保全」，「暮ら
しやすい農村」の実現を目指しています。
例えば，このような農家の困りごとに対して，整備を実施しています

区画整理

田畑の形が悪くて狭い。
畑の場所が分散している。
水はけが悪い。農道が狭い。など

田畑の形状を整えたり，同時に用排水路の整備を
行い，農業がしやすい田畑へと整備します。

畑地かんがい

安定した水がほしい。
水を利用した作物を作りたい。など

畑に給水栓（蛇口の役割）や，スプリンクラー等を
設置し，天候に左右されない農業が出来ます。また，
様々な種類の作物の栽培が可能になります。

農道

集出荷施設へのアクセスが悪い。
田畑周辺の道が狭く不便。など

農道を整備することで，大型機械の交通が可能に
なったり，作物の荷傷みを防ぐことができます。

農地防災

水路・頭首工・ため池・ダムなどの
施設が老朽化している。など

施設を新たに整備したり，更新をして，災害から
農地を守ります。

◆実際に行う仕事は？
事業計画に関する業務

地元の課題や目標など将来像について話し合い，
地元農家と一緒に「事業計画」を作成します。

地元説明会を開き，地元と
の調整を繰り返します。

調査・測量・設計業務

多くの作業は民間のコンサルタント会社などに外部委託をします。委託業者と打合せ
や現地調査を重ね，基準に沿った業務がなされているかをチェックします。

工事業務

【積算】
工事を行う建設会社を決定
するため、設計をもとに工
事費を算定します。

【工事監督】
工事が設計どおりに出来ているか工事監督を行います。
測量などで確認したり，現場状況に応じた指示を出し
ます。

完成

完成検査を受けて、工事が完成となります。

◆先輩職員に聞いてみよう！
★巻木

隼人 (大隅地域振興局農林水産部農村整備課 ( R２時点 ) )
異動経歴
H30.４～ 大隅地域振興局農林水産部農村整備課

ある１日の流れ
08:30
09:00
12:00
13:00
15:00
17:15
19:00

メールの確認
設計コンサルタントとの打合せ
昼休み
現場にて工事監督及び打合せ
災害復旧事業設計書の審査
退庁
家族と夕食

先輩へインタビュー！
現在の仕事内容は？

なぜ農業土木職を志望したのですか？

主に農村地域防災減災事業の担当をしています。
鹿児島県にはシラスという特殊土壌が広がってお
り，降雨による表土流出などの被害が出ます。排
水路の整備を行うことで，ほ場内に降った雨を水
路に導き，表土流出を防止できます。
その他には，豪雨や台風により被災した農地，
農業用施設の復旧を行う市町への指導等を行って
おります。

祖母が農業をしており，よく農作業の
手伝いをしていました。その中で農業に
関する興味がわいていき，いずれは農業
に携わる仕事に就きたいと考えていまし
た。大学で農業土木という分野に出会い，
学んで行く中で，さらに興味が深まり，
農家の方のためになる仕事ができると思
い，志望しました。

入庁前と実際に働いてからでイメージに違いはありましたか？

入庁前は，公務員というと事務所で事務的な業務を行うというイメージでしたが，実際は農家
の方への説明や工事監督もあり，農家の方や工事施工業者の方と対面で話をする機会も多くあり
ます。
そういった方々と話をするには農業土木に関する基本的な知識も必要になるので，学校で学ん
だことは生かされていると思います。また，現場で工事監督をしながら学ぶことも多くあります。
仕事のやりがいを教えてください。

私が担当している事業は，農家の方からの
申請を受けて始まっているものであるので，
農家の方のために仕事をしていると強く感じ
ます。また，農家の方や地権者の方と対面で
話をし，要望を受けることもあり，工事完成
後に感謝の言葉をかけていただけると，特に
やりがいを感じます。

リフレッシュ方法はありますか？

週末には，体力づくりとリフレッシュをか
ねてランニング等をして，汗を流しています。
また，旅行が好きなので長期休みの際には
県内外の様々な場所を訪れています。現在は
旅行に行けるような状況ではありませんので，
コロナが落ち着いたらどこに行こうか考える
のを楽しんでいます。

★愛甲

和哉 (大島支庁沖永良部事務所農村整備課 ( R２時点 ) )
異動経歴
H28.４～ 大隅地域振興局農林水産部農村整備課
H30.４～ 大島支庁沖永良部事務所農村整備課

ある１日の流れ
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
17:15
20:00

登庁，スケジュール，メールの確認
工事監督(現場で施工業者と段取確認)
積算業務
昼休み（昼食，卓球）
コンサル業者と設計打合せ
退庁
卓球（社会人チームの練習）

先輩へインタビュー！
現在の仕事内容は？

沖永良部事務所では，ほ場整備工事や農道工事等を担当
しています。主にコンサルタント会社との打合せや工事の
設計積算，現場での工事監督等の業務を行っています。

県庁を志望した理由は？

離島も含め県内各地に事務所があるので，色々な場所に
行きたいという思いと，学生時代に農業土木を学んでいた
ため，県庁を志望しました。
離島勤務の魅力を教えてください。

広大でキレイな海を眺めながら日常生活を送ることがで
き，内地では見かけないような動植物があり，散歩してる
だけでも新たな発見がたくさんあります。
また，地域行事がたくさんあるのも魅力のひとつです。
休日はどのように過ごしていますか？

昼休み時間に卓球，休日はバドミントン等の
スポーツをしています。また，島内を車でドラ
イブしながら歌を熱唱するのが私のリフレッ
シュ方法です。
事務所では魚釣りを楽しんでいる人もいます。

★大工

雄生 (県庁農政部農地保全課 ( R２時点 ) )
異動経歴
H30.４～
県庁農政部農地整備課
R２.４～
県庁農政部農地保全課

ある１日の流れ
08:30
09:00
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
15:30
16:15
17:15

新聞＆メールチェック
事業計画変更のヒアリング
災害復旧事業のヒアリング
国への提出資料の整理
昼休み
事業計画変更審査会の資料作成
事業計画変更審査会での説明
広報担当者による打合せ
ホームページ更新作業
退庁

先輩へインタビュー！
現在の仕事内容は？

農業土木は，農作物を作るための水田や畑，農業用水を貯水するためのダムやため池など農業
の基盤となるものを整備・保全する業務を行う職種です。その中で私は，豪雨や地震により，災
害発生のおそれのあるため池や水路などの農業施設を改修する事業に関する，国や出先機関との
予算調整や計画審査業務を担当しています。
農業土木職の魅力を教えてください。

県庁を志望した理由は？

大学時代に農業土木を専攻
し，インターンシップで農業
用水路の測量・設計の一連の
業務を体験しました。数メー
トルの水路の設計に多くの時
間を要しましたが，図面が完
成してひとつの形となった時
は本当に嬉しかったです。そ
の時の体験が忘れられず，故
郷の鹿児島で農業土木職員と
して働きたいと思いました。

入庁前は農地や農業用施設の整備のための測量設計や工事
発注，工事監督などの業務ばかりかと思っていましたが，市
町村が主体となって行う農地・農業用施設の災害復旧業務の
支援や地元の方が主体となって行う地域の農業農村を守るた
めの保全活動の支援業務もあり，色々な角度から農業農村を
下支えしていると感じています。
仕事のやりがいを教えてください。

農地や農業用施設の整備のためには，その必要性を説明で
きないといけません。県民，国の担当者，県の財務部局など
に必要性を説明し，理解して頂いて初めて工事が実施できま
す。現在の部署ではこれらの説明や協議，調整を行っており，
結果的に予算が確保できて工事が完了した時はその一役を担
えているという達成感を感じます。
リフレッシュ方法はありますか？

鹿児島県入庁後，健康維持のためランニングを始めました。
各地で開催されるマラソン大会を夫婦で完走することを目標
に，仕事終わりなどに練習に励んでいます。
また，休日は読書をしたり，ＤＶＤを見たりしてリフレッ
シュしています。
最後に受験者に向けてメッセージを！

鹿児島県は内地・離島の各地で特有の文化があるため，それぞれの勤務先で色々なものに触れ，
色々なことを経験できる素晴らしい仕事だと思います。その中でも農業土木は自分の携わった仕
事の成果が形として残るため，とても魅力的な職種だと思います。きっと素晴らしい県庁生活を
送れると思うので頑張ってください。

◆よくある質問
Q：残業は多いですか？
A：仕事の期限が重なったり，時期によっては，必要に応じて残業をする
こともあります。
Q：休みの日も働くことはありますか？
A：イベントへの参加等，こちらも必要に応じて休日出勤をすることも
ありますが，基本的には休みます！
Q：専門知識がないのが不安です…
A：最初はみんな同じです！ 若手向けの研修も数多く実施しています。
Q：女性比率はどのくらいですか？
A：全体209名に対して約10名 (令和２年度時点)
土木職，林業職も多くの女性職員が勤務しています。
Q：鹿児島県外の出身者はいますか？
A：県外出身者や県外の学校を卒業した職員はたくさんいます。
Q：どのくらいの頻度で異動しますか？
A：概ね３年に1回のペースで県内各地を異動します。
Q：先輩は優しいですか？
A：丁寧に教えてくれる先輩ばかりです！！
一緒に鹿児島の農業・農村を盛り上げていくことを楽しみにしています！

◆インターン実績
令和２年８月24日(月)～28日(金)，８月31日(月)～９月４日(金)の日程で実施
多くの現場に行けたことで，仕事に対するイ
メージがわきやすかった。また，説明は詳しく，
質問もしやすくてとても勉強になった。
D大学工学部 Tさん (5日間のインターン)

地域住民，農家さん方の声などを元にボトム
アップ方式で仕事を行うことがとても興味深く，
農業土木でしか得ることのできない経験である
と感じた。普段の仕事の様子を見れ，貴重な経
験をすることができた。
K大学農学部 Hさん (5日間のインターン)
※今年度の情報は鹿児島県庁HPをご確認ください

◆受験情報
【大学卒業程度】
☆採用予定人数３名
☆受付期間
５月６日～５月21日
☆第1次試験
６月20日
☆第2次試験実施時期
７月13日～７月29日

【UIターン枠】
☆採用予定人数２名
☆受付期間
６月１日～６月16日
☆第1次試験
８月15日
☆第2次試験実施時期
９月中旬～10月中旬

【高校卒業程度】
☆採用予定人数
６月下旬発表予定
☆受付期間
８月４日～８月20日
☆第1次試験
９月26日
☆第2次試験実施時期
10月中旬～11月上旬

◆主な勤務場所
⑧

⑨
④

⑤
⑪

⑦

②①
⑥

⑫

⑩

③

⑬

① 鹿児島県庁 農地整備課・農地保全課・農村振興課
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL：099-286-3238 FAX：099-286-5601 （農地整備課）
TEL：099-286-3274 FAX：099-286-5603 （農地保全課）
TEL：099-286-3106 FAX：099-286-5589 （農村振興課）
② 鹿児島地域振興局 農村整備課
〒892-8580 鹿児島市小川町３－５６
TEL：099-805-7281 FAX：099-805-7405
③ 南薩地域振興局 農村整備課
〒897-0031 南さつま市加世田東本町8-13
TEL：0993-52-1356 FAX：0993-52-1351

④ 北薩地域振興局 農村整備課
〒895-8503 薩摩川内市神田町1-22
TEL：0996-25-5518 FAX：0996-25-5671

鹿児島県の農業農村整備事業紹介ホームページ
①県庁

②～⑬各振興局
・支庁等

⑧ 熊毛支庁 農村整備課
〒891-3192 西之表市西之表7590
TEL：0997-22-2410 FAX：0997-23-2803

⑨ 屋久島事務所 農林普及課
〒891-4311 屋久島町安房650
TEL：0997-46-2211 FAX：0997-46-2493
⑩ 大島支庁 農村整備課
〒894-8501 奄美市名瀬永田町17-3
TEL：0997-57-7307 FAX：0997-57-7313

⑤ 姶良・伊佐地域振興局 農村整備課
〒899-5212 姶良市加治木町諏訪町12
TEL：0995-63-8198 FAX：0995-63-8175

⑪ 喜界事務所 農村整備係
〒891-6201 喜界町赤連2901-14
TEL：0997-65-0092 FAX：0997-65-0944

⑥ 大隅地域振興局 農村整備課
〒893-0011 鹿屋市打馬2-16-6
TEL：0994-52-2156 FAX：0994-52-2158

⑫ 徳之島事務所 農村整備課
〒891-7101 徳之島町亀津7216
TEL：0997-83-1255 FAX：0997-83-2646

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
TEL：099-482-2547 FAX：099-482-2571

鹿児島県HP
（職員採用情報）https://saiyo.pref.kagoshima.jp/

⑬ 沖永良部事務所 農村整備課
〒891-9111 大島郡和泊町手々知名134-1
TEL：0997-92-1321 FAX：0997-92-3110

鹿児島

農業土木

採用

🔍

（農業農村整備について）https://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/nogyo/seibi/index.html

