鹿児島県

≪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！
★久保

いなほ (鹿児島地域振興局 農林水産部 農村整備課 ( R３時点 ) )
異動経歴
R２.４～ 鹿児島地域振興局農林水産部農村整備課

ある１日の流れ

先輩へインタビュー！

08:30
10:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:15
19:00

現在の仕事内容は？

スケジュール，メールの確認
現場にて工事監督及び段取確認
昼休み
コンサル業者との打合せ
事業効果事例PR資料作成
変更積算用資料作成
退庁
バドミントン

なぜ農業土木職を志望したのですか？

農村地域防災減災事業における水路工事や防災
重点ため池の耐震性点検・調査計画を担当してお
り，主に受注業者との打合せや現場での工事監督
等の業務を行っています。また，広報担当として，
地域のイベントへ参加したり，広報誌等を通じて
情報発信などを行っています。

大学で農業土木を専攻しており，農業
土木は農家さんが農業をしやすい環境を
作るという事を学び，親戚が農家であっ
たため間接的に力になりたいと思ったこ
とと，幼少期を過ごした奄美大島（離
島）に行きたいという思いで農業土木職
を志望しました。

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，執務室での事務作業が主な業務だと思っていましたが，実際は，現場での監督や打
合せ等の業務の方が多くて驚きました。また，学校で学んだことは業務に多く活かされ，さらに
学びの機会が多いことも感じました。

仕事のやりがいを教えてください。

集落道路整備を担当した時，未整備で狭
かった道路を広く整備し，自分が作った道路
が集落の人々の生活の手助けになっていると
知った時，達成感を得られました。また，現
場に行く道中で普段通らない山道を通ったり，
地元なのに知らなかった場所を知ることがで
き，とてもワクワクしました。

リフレッシュ方法はありますか？

仕事終わりにバドミントンに参加したり，
休日には，釣り，県内の観光名所ドライブや
ラーメン屋巡りでリフレッシュしています。
また，コロナ渦の影響で家にいる時間が増え
たことで「刺繍」にはまり，空いた時間にチ
クチクと針仕事に没頭しています。

★三浦

直哉

(大島支庁沖永良部事務所農村整備課 ( R３時点 ) )
異動経歴
H30.４～ 南薩地域振興局農林水産部農村整備課
R３.４～
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
10:30
12:00
13:00
17:15
18:00
19:00

先輩へインタビュー！

スケジュール，メールの確認
コンサル業者と設計打合せ
積算業務
昼休み
現場にて工事監督及び打合せ
退庁
ランニング
夕食

現在の仕事内容は？

沖永良部事務所では，主に畑地帯総合整備事業の担当を
しています。具体的な内容は，畑の区画整理工事や農道工
事，土層改良工事を担当しており，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？

父が農業をしていたことがあり，小さい頃に農作業の手伝い
をすることが多々ありました。その中で農業に対する興味がわ
き，高校では農業土木科に入り，より専門的な知識を学んでい
くなかで，農家の方のためになる仕事がしたいと思いました。
また，県内各地それぞれの地域性がある農業を学べることや，
離島勤務というなかなか経験のできないことに魅力を感じ，鹿
児島県庁を志望しました。
離島勤務の魅力を教えてください。

やはり最大の魅力は，広大でとても綺麗な海が目の前にあ
り，日常的に見ることができるところかと思います。色は澄
み切ったコバルトブルーで，最初に見たときは衝撃をうけた
のを覚えています。地域行事やスポーツも盛んで，自然を感
じながら体を動かしたり，離島でしか味わえないことがたく
さんあります。
また，沖永良部事務所は，与論島も管轄に入っているので，
それぞれの魅力を同時に感じることができます。
休日はどのように過ごしていますか？

勤務一年目ということもあり，まずは観光スポット
を周り，島内のご飯やカフェをドライブも兼ねて巡っ
ています。離島ならではの美味しい食べ物がたくさん
あり，魅力的なものばかりです。加えて，たまにラン
ニングや学生時代していたバスケをし，リフレッシュ
しています。海を眺めながらのランニングはとても気
持ちが良いです。

★長倉

譲 (県庁農政部農地保全課 ( R３時点 ) )
異動経歴
H28.４～ 北薩地域振興局農林水産部農村整備課
H29.４～ 大島支庁徳之島事務所農村整備課
R2.４～
本庁農政部農地保全課

ある１日の流れ

先輩へインタビュー！
現在の仕事内容は？

08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
15:00
17:15
19:00
19:30

新聞＆メールチェック
国庫補助事業予算要求資料作成
関係機関との打合せ
昼休み
事業計画変更資料作成
国からの調査関係資料集計･報告
退庁
子どもとお風呂
家族と夕食

私が配属されている農地保全課施設保全係は，老朽化する土地改良施設のライフサイクルコス
トの低減や長寿命化に向けて，機能診断に基づく保全対策を実施するための予算調整業務などを
担っています。その中で私は，主に農道に係る国や県出先機関との予算調整や調査業務などを担
当しています。
入庁前のイメージと，実際に働いてから感じた違いを教えてください。

入庁前は，設計，積算，工事を全て職員が行っていると
思っていましたが，実際は，業務を発注し測量設計会社や建
設業者と協力して，現場を完成させていることを知りました。
その際に，大学で学んだ知識が必要なのはもちろんですが，
それを踏まえて説明や指示をするマネジメント力も大切だと
感じました。
仕事のやりがいを教えてください。

国からの補助金を活用し事業を実施しているため，地元か
らの要望に対し，出来ること・出来ないことが出てきますが，
その中で，協議を重ねお互いが納得いく現場が完成したとき
に達成感を感じます。本庁での業務は，現場はありませんが，
国との予算調整業務などにより，現場が円滑に進むというこ
とに対してやりがいを感じます。

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
プで行政関係に携わった
ことがきっかけです。県
の仕事は，国・市町村・
地元農家等との調整など
幅広い視点・分野で仕事
が出来ることや，離島で
の勤務に魅力を感じ県庁
を志望しました。

リフレッシュ方法はありますか？

帰宅後は，夕食やお風呂などの時間を家族と共有するこ
とでリフレッシュしています。休日は，３歳と０歳の息子
と公園などで遊び気分転換をしています。先日は，職場の
助成金を活用し，イチゴ狩りにも行きました。福利厚生が
とても充実しています。
最後に受験者に向けてメッセージを！

県庁の仕事は，鹿児島県の農業基盤を支える重要な仕事です。責任も伴いますが，誇りを
持って出来る仕事だと感じています。また，周りの先輩や上司の方々もとても優しく親切なた
め，安心して働ける職場です。ぜひ，鹿児島県庁で一緒に働きましょう。

◆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：最初はみなさん同じです！ 若手向けの研修も数多く実施しています。
Q：入庁時までに必要な資格はありますか？
A：特に必要ありません！
Q：女性比率はどのくらいですか？
A：全体20８名に対して約10名 (令和３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：離島を含む県内各地の事務所に概ね３年に1回のペースで異動します。
それぞれの地域ならではの良さがあっておもしろいです！
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！

◆受験情報
【大学卒業程度】
☆採用予定人数 6名
☆受付期間
5月２日～5月18日
☆第1次試験
6月19日
☆第2次試験実施時期
7月12日～７月28日

【UIターン枠】
☆採用予定人数 １名
☆受付期間
6月１日～６月24日
☆第1次試験
8月14日
☆第2次試験実施時期(面接)
10月14日～10月17日

【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３日～8月19日
☆第1次試験
9月25日
☆第2次試験実施時期
10月18日～11月７日

※今年度の情報は鹿児島県庁HPをご確認ください

◆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

