
職員インタビュー
このほかにも、たくさんの先輩職員が
インタビューに答えています！
高知県職員等採用試験情報サイトも
ぜひご覧ください。

高知県庁は若手職員も意見を言える組織です。
職員一人ひとりのアイデアが大きな政策に
つながっていきます。

中山間地域対策課 課長　信吉 真奈美

県庁の仕事は、どの分野であれ、どの立場であれ、
一人の力だけで達成することはできません。
チームワーク（協調・連携する気持ち）と
チャレンジ精神が何よりも重要だと思います。

観光政策課 課長　鈴木 康正

　ひとことで言うと「感謝」しかありません。県庁職員も金がな
いなら知恵を出せという時代、「木造住宅推進プロジェクトチー
ム」に所属していた頃、県産材の利用促進イベント「高知もくも
くランド」を企画・運営しました。出展者への営業活動など準備
には1年以上要しましたが、本番当日は大盛況。みんなで喜び
合ったことや机上では味わえない達成感が私の原点であり、これ
まで仕事を続けてこられた原動力のように思います。

県庁生活を振り返って

　"同志"の存在は仕事の出来に大きく関わってきます。まずは、自分はこう
したいという思いをしっかり持って、実現に向けて努力する人を応援したい
と思います。県庁は３～４年サイクルでの人事異動が宿命です。苦手だなあ
と思う仕事を担当しないといけないこともありますが、必ずといっていいほ
ど後の仕事につながってくるものです。やって無駄な仕事はひとつもありま
せん。“なんとかなる”という楽天的な思考と困ったときに周りの人にSOS
を出せることも重要な能力だと思います。

ともに働くうえで求める人材像

　高知県は人口の減少が進み、これまで生活してきた町や村
が、将来成り立たなくなっていくぐらい厳しい状況に直面して
います。みなさんの世代、そしてみなさんの子どもたちの世
代、未来に向けて高知県が元気であって欲しいという願いは、
誰もが同じだと思います。県庁は、そのための政策をつくり、
実行する職場です。ぜひ、一緒にその思いを形にしましょう。

受験を検討されている方へのメッセージ

　私の県庁生活は、県民の皆様に身近な福祉の業務から
東京での観光ＰＲ、また、国の省庁での研修や副村長と
して出向するなど、様々な分野や立場の仕事を経験させ
ていただきました。逃げ出したくなるような困難なこと
もありましたが、どんな時も「高知県のため」というや
りがいを持って仕事をすることができました。

県庁生活を振り返って

企画振興課 統計情報課 安芸農業
改良普及所 出納室 農業経済課 健康づくり課 職員厚生課 広報広聴課

計画推進課・
地域支援
企画員

商工振興課中央東
福祉事務所

高知土木
事務所

昭和
58年度

昭和
59年度

昭和
60年度

昭和
63年度

平成
4年度

平成
8年度

平成
12年度

平成
15年度

平成
18年度

平成
21年度

平成
24年度

平成
26年度

広報広聴課 中山間地域
対策課

平成
29年度

令和
2年度

チーフ級 課長補佐 課 長

高岡郡
福祉事務所

長寿社会政策課
高知県社会福祉
協議会へ派遣

長寿社会
政策課 企画調整課 分権・連携

推進室 東京事務所 観光政策課 観光政策課東京事務所企画調整課・
国土庁へ派遣

平成
5年度

平成
8年度

平成
9年度

平成
11年度

平成
13年度

平成
15年度

平成
17年度

平成
21年度

平成
23年度

平成
26年度

令和
3年度

観光政策課北川村

平成
27年度

チーフ級 課長補佐 副村長 課長
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【主な配属先】本庁（知事部局、議会事務局、各種委員会、教育委員会）又は出先機関行　政 ※
地域振興、防災対策、社会福祉、国際交流、産業振興、観光振興、農林水産振興、環境対策、都市計画、教育など高知県庁の行政全般
にわたる業務に従事します。職務内容も、県税徴収など、直接県民の方と接する業務から、政策立案、企画調整など様々な業務に携わ
ります。

平成30年度採用　産学官民連携・起業推進課

【主な配属先】警察本部各課及び各警察署など警察事務 ※
経理、庶務、広報、統計、交通安全その他あらゆる分野における事務に従事します。具体的には、職員の給与や旅費の支給、福利厚生、
人事管理、予算・物品管理、運転免許の交付・更新事務など業務内容は多岐にわたっています。

　警察事務の仕事は、警察官のサポートをする、縁の下の力持ちというイメージを
抱いていました。しかし、実際に働いてみると、想像していたよりも県民の方々と
接する機会が多いです。自分も警察官と同じ、警察組織の一員であるという自覚を
持ち、職務に当たる必要があると感じました。
　初めは全く分からなかったことも、業務を進めていくうちに自分の担当して
いる業務一つ一つが警察組織を支えていることがわかり、責任とやりがいを
感じます。
　落とし物の窓口業務では、直接県民の方と接するため、自分の仕事が地域に貢
献できていることを実感でき、特にやりがいを感じました。

実際に仕事をしてみて、この職に対する採用前のイメージと
異なりましたか？

　県庁の仕事は非常に幅広く、必ずしも自分が希望する部署で仕事ができるとは限
りません。仮に自分が希望する部署で働けたとしても、人事異動があるので、そこ
で定年まで勤務することもできません。まずは、県庁に入って誰のためにどうい
う仕事をしたいのかなど、自分を見つめ直すことをお勧めします。その際に
短期的視点や狭い範囲で考えるのではなく、中長期的視点かつ幅広い視野で検討し
ていただけたらと思います。
　また、公務員は常に周りから見られる立場にあり、責任も重大です。生半可な気
持ちでは責務を全うできません。高い倫理観と責任感を持ち合わせた上で、是非
チャレンジしていただきたいと思います。

先輩職員からのメッセージ　～社会人経験者～

平成27年度採用
環境対策課（公益財団法人エコサイクル高知派遣）

　まずは、自分で調べて、過去の類似して
いる事例や、インターネットで公表されて
いる事例などを参考に自分の考えを案にし
たうえで、上司や先輩に相談しています。
　また、高知県は「高知家」とPRする
ほど仲の良い県民性ということもあ
り、職場の雰囲気や職員同士の仲がと
ても良く、気軽に相談しやすい環境が
整っています。
　そのため、自分の考えを諸先輩方に気軽
に相談しやすく、また、アドバイスも優し
く丁寧にしていただけるため、日々、助
言や気づきをもらいながら自己成長が
できる県庁は、とても魅力的だと思いま
した。

仕事上で困った時、どうやって
解決しましたか？

●先輩職員の１日
午 前

•メールチェック
•各関係官公署への提出資料の作成
•関係者との打ち合わせ
　（不動産鑑定士など）
•用地補償費の算定業務
　（委託業者への確認など）

午 後
•現地視察
•各関係官公署への提出資料の作成
•関係者との協議
　（コンサルタント会社等）
•土地の所有者との交渉
　（所有者宅を訪問）

職種紹介
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【主な配属先】県立学校、市町村立小中学校及び県教育委員会事務局など

教育事務 ※

学校における庶務、財務、物品管理、経理、渉外などの事務に従事するとともに、校務運営に参画して総務・財政面で管理職を補佐します。
また、県教育委員会事務局においては、学校教育、生涯学習など、教育等の振興や教職員に対する支援に関する事務に従事します。

　高知県をもっと盛り上げるには若者の力が必
要だと考えたからです。
　大学で県外へ出てそのまま就職する人も多い
中、自分自身がそうだったように学生生活は
将来をイメージするのに大事な時期だと思
います。それをサポートすることで、将来
高知で活躍する世代の一助になればと考え、
高知県職員として働くことを決めました。

平成30年度採用　県立安芸高等学校

なぜ、この職を志望しましたか？

【主な配属先】本庁（知事部局　土木部など）又は土木事務所などの出先機関土　木
県民の生活や産業を支える社会基盤を整備するため、道路・河川・ダム・砂防・港湾・都市計画・下水道など幅広い分野にわたる業務
を行います。企画立案、設計積算、施工管理など整備に係る一連の業務のほか、既存施設の維持管理や災害復旧などの業務に従事します。

（市町村立小中学校の職員に採用された方は、高知県教育委員会が任命権を持つ市町村職
員となります。）
（県立学校・市町村立小中学校等から県教育委員会事務局へ異動するなど、採用された校
種又は職種等が変わる場合があります。）

※令和４年度の上級試験及び初級試験においては、「行政」、「警察事務」、「教育事務」の３つの職種を「選択志望職種」としており、いずれかを第１志望とし、残り
の試験区分のいずれかを第２志望として申込むことができます。

【主な配属先】本庁（知事部局　土木部など）又は土木事務所などの出先機関建　築
建築に関する行政、住宅政策についての企画・立案、建築確認、県有施設の設備などの業務を行います。安全・快適で環境などに配慮
した施設の提供と建築確認や検査、建築に関する相談への対応などに従事するほか、市町村と連携したまちづくりに取り組んでいます。

平成30年度採用　建築課

平成30年度採用　高知土木事務所

　採用前は公務員という仕事に対して、事業計画や事
務処理といった内業のイメージを持っていました。実
際の仕事では、現場で身体を動かし、作業をする
機会が多くあります。私は採用後 2 年間、道路の維
持管理業務を担当しましたが、工事に関する内業はも
ちろん、自分自身で道路に空いた穴を埋めたり、保安
施設を設置したり、緊急対応で大雨のなか交通誘導を
行ったことがあります。
　大変に感じるかもしれませんが、道路の利用者や、
普段一緒に仕事をしている建設業の方々の視点を身
をもって知ることができ、学ぶところが多いです。

実際に仕事をしてみて、この職に対する
採用前のイメージと異なりましたか？

●先輩職員の１日
午 前

•メールチェック
•関係者（受注業者、地元）と電話
連絡
•設計業務の受注者と打合せ

午 後
•工事現場の確認
•工事発注書類の作成

●先輩職員の１日
午 前

•自作の予定表で１日の業務を確認
•メールチェック
•保護者から提出のあった書類の確認
•電話対応

午 後
•電話対応
•提出書類について保護者へ連絡
•教育委員会からの調査等報告準備

　１つの建築物が完成され、その後適正に運営できる
ようにするためには、採用前に思っていた以上にあら
ゆる関係者との打合せが重要であると感じました。
予算について、市町村との協議、建築と設備間の配分
についてなど、特に設備は建築物が完成すると外部か
ら見えなくなることが多いので、後々に問題にならな
いよう入念な協議が必要です。
　また、同じような建築物を造るといってもその
土地の気候、地質、施設管理者の要望などで毎回
違った検討内容が出てくるので、幅広い知識が身
についていると実感します。

実際に仕事をしてみて、この職に対する
採用前のイメージと異なりましたか？

●先輩職員の１日
午 前

•メールチェック
•設計業者提出の図面添削
•施工業者からの質疑の回答準備
•業者との打合せ

午 後
•工事現場での施工状況確認
•基本設計資料の収集、作成
•事業課との打合せ
•工事設計書の作成
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【主な配属先】本庁（知事部局　農業振興部など）又は農業振興センター、農業技術センター
　　　　　　　などの出先機関農　業

生産性・収益性の高い農業や、活力ある農村社会を目指し、各種農業関係施策の企画立案、新技術の開発や新品種の育成及びこれらの
普及による産地育成、農家の経営改善などの業務に従事します。

【主な配属先】本庁（知事部局　林業振興・環境部など）又は林業事務所、森林技術センター
　　　　　　　などの出先機関林　業

森林計画の策定、森林・林業技術の普及指導、林業事業体の経営指導、森林整備、林道整備、治山工事の設計・実施、木材販売の推進など、
川上から川下までの林業・木材産業の全般にわたる様々な業務に従事します。また、試験研究機関で勤務する場合もあります。

平成31（令和元）年度採用　森づくり推進課

【主な配属先】本庁（知事部局　水産振興部など）又は漁業指導所、水産試験場などの
　　　　　　　出先機関水　産

水産業の振興と漁村の活性化を図るため、海洋及び水産業に関する業務を行います。職務内容は、本庁での総合企画、漁協検査・指導、
漁業許可・取締、水産業の振興などの行政事務から、出先機関での普及指導や試験研究等の業務に従事します。

平成27年度採用　水産流通課

　農業職に少しでも興味がある方は、農業技術セン
ターや普及指導員について、県のホームページや説明
会で情報収集をしてみてください。
　県庁には、古くて堅いイメージもあるかもしれませ
んが、高知県では、IoT・AI などの最先端のデジ
タル技術を活用した農業も展開されており、職員
の挑戦や革新も求められています。
　県民のために働きたいという思いのある方、農業が
好きな方、皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみ
にしています。

先輩職員からのメッセージ ●先輩職員の１日
午 前

•水揚げ用水の水質チェック及び水質
改善に向けた指導
•研修会の資料作成

午 後
•農協職員と共に農家の要請対応（現
地ほ場の確認と聞き取り）
•花の病害虫診断
•普及活動記録の作成

　自分の研究した分野で才能を伸ばされるのもいいで
すが、実際の漁師さんから今困っていることを聞
き取り、一緒に解決していく過程はとてもやりが
いを感じます。また、広く高知県の鮮魚を売り込む
ことで、消費者やシェフのニーズが分かり、それをク
リアするには加工業者・漁師・現場にはどうしてもら
えば･･･と仕事は繋がっていることを感じます。
　この職種は、研究職としてはもちろん、普及職や行
政職など高知の水産業に幅広く関わることができるの
で、漠然と水産に関わりたい方や何かを突き詰め
たい方にも是非チャレンジしていただきたいと思
います。

先輩職員からのメッセージ ●先輩職員の１日
午 前

•メールチェック
•くろまぐろの輸出に必要なくろまぐ
ろ漁獲証明書の発行
•加工業者ごとに輸出状況の確認
•輸出可能な施設として登録申請する
ための書類チェック、書類の作成指
導

午 後
•JETRO高知にて水産加工業者と他
国の輸出アドバイザーとのオンライ
ンブリーフィングに参加
•地産地消・外商課 輸出振興室との
打ち合わせ
•出展する展示会事務局との打ち合
せ、装飾や追加備品の発注

　採用時の配属先は林道や治山工事の監督を行う森林
土木という業務の担当で、まさか現場監督をすること
になるとは思っていませんでした。一方で、現所属で
は事務方の仕事が中心で、まったく違う働き方になり
ました。
　ひとくちに林業といっても関わる人も関わり方も部
署によって様々で、思っていたよりもずっと幅広
い仕事ができることは、良い意味で予想外でした。
　工事関係職や普及職、研究職など、様々な職種に
携わりながら仕事の繋がりを感じられるのは、県
林業職ならではの魅力です。

実際に仕事をしてみて、この職に対する
採用前のイメージと異なりましたか？

●先輩職員の１日
午 前

•メールチェック
•移住促進課との打合せ
•県民の方からのお問合せ
•予算関係資料の作成

午 後
•予算関係資料の作成
•市町村からの補助金についての相談
対応
•林業大学校との打合せ

平成29年度採用　中央西農業振興センター
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【主な配属先】知事部局（健康政策部）等の本庁、福祉保健所、試験研究機関等の出先機関農芸化学
食品衛生監視員及び環境衛生監視員として食品等事業者、生活衛生事業者への許認可及び監視指導のほか、大気、水質、騒音、廃棄物
等の環境保全業務や、試験研究機関での試験検査などの業務に従事します。

【主な配属先】本庁（知事部局、公営企業局）又はダム管理事務所、発電管理事務所
　　　　　　　などの出先機関電　気

県有施設の電気設備に関する設計・監理・維持保全などの施設整備のほか、水力・風力発電などの電気事業、工業用水道事業（設備の運転・
維持管理・改修工事の設計など）の業務に従事します。

社会福祉に関する面接・相談・指導などのケースワーク、児童施設における生活指導や自立支援などに従事します。また、市町村の児
童相談への支援などの業務にも従事します。

令和２年度採用　発電管理事務所

平成29年度採用　中央児童相談所

平成31（令和元）年度採用　衛生環境研究所

　屋内での作業が多いとイメージしていました
が、実際は山や川での調査も多く、意外にも体力
が必要な仕事でした。
　水質チームの清流調査（住民の方々と一緒に行う高
知県独自の水質基準調査）に同行した際には、先輩方
の体力や水中の昆虫の知識に驚きました。
　また、専門性を高めるための研修やセミナーが想像
以上に充実していました。入庁前は研究員としてやっ
ていけるか不安でしたが、基礎から応用まで勉強でき
る機会が多くあるため、不安はなくなりました。

実際に仕事をしてみて、この職に対する
採用前のイメージと異なりましたか？

●先輩職員の１日
午 前

•メールチェック
•河川で採水
•河川や海岸でマイクロプラスチックの採取
•機器分析のための河川水や魚の前処理

午 後
•機器分析（LC/MS/MS,GC/MS/MS,ICP/MS,
イオンクロマトグラフなど）
•データ整理
•文献検索
•課内打ち合わせ（研究の進捗報告や
新規研究課題の検討など）

【主な配属先】本庁（知事部局　林業振興・環境部など）又は福祉保健所、試験研究機関
　　　　　　　などの出先機関化　学

清流や水環境の保全、工場等の排水やばい煙、アスベスト等の公害規制、廃棄物のリサイクルや適正処理の推進と指導、大気・水質・
騒音等の環境調査・分析のほか、試験研究機関での研究・技術開発・県内企業への技術支援などの業務に従事します。

平成29年度採用　環境対策課

　現在担当している「災害廃棄物対策」についての業
務です。今後30年以内に70％から80％の確率で発生
するとされている南海トラフ地震により、高知県では
一瞬で大量の廃棄物が発生します。この大規模災害か
ら早期に復旧・復興するために、国・市町村・その他
関係団体と連携して全力で取り組んでいます。
　みなさんの想像より幅広い業務を経験することがで
き、化学職ですが調査・研究だけでなく政策的な
部分で、私たちが住んでいる高知県の素晴らしい
環境を守ることができる職種だと思っています。

これまで担当してきた業務でやりがいを感じたことは？ ●先輩職員の１日
午 前

•メールチェック
•会議資料の作成等
•課内での打合せ

午 後
•委託業者との打合せ（web会議）
•関係者（市町村）からの相談対応
•災害廃棄物現地確認、査定対応

　業務内容が多岐にわたるため最初は戸惑うこともあると
思いますが、業務を理解していくことによって、部署や高
知県全体の理解がより進むはずです。また近年、自所属で
は iPad やドローンを使用した巡視や点検、Web 会議な
どデジタル化を推進しています。
　受験される皆さんのように若く、新しい思考を持つ方
によって、あらゆる事柄に対して新しい風を呼ぶこ
とができると思います。
　採用される皆様と共に高知県のために働ける日を楽しみ
にしています。

先輩職員からのメッセージ

【主な配属先】本庁（知事部局　子ども・福祉政策部など）又は児童相談所、
　　　　　　　福祉保健所、希望が丘学園などの出先機関社会福祉（児童福祉）

　子供や家族の様子は日々変化するため、予想もできない出来事が起きることが
多い職場です。面接をしていて心を大きく揺さぶられることもあります。そんな
時には上司や先輩に相談をし、話を聞いてもらうようにしています。
　児童相談所には様々な職種の方が働いているため、別職種の方から角度の
違った意見や助言をもらうことで新しい気付きが生まれることもあります。
　責任も大きく、大変な仕事もありますが、児童心理司は様々な課題や特性、悩
みを抱える子供と直接関わり、成長を支える手助けができるやりがいのある
仕事です。

先輩職員からのメッセージ

●先輩職員の１日
午 前

•メールチェック
•依頼を受けた点検作業の実施
•甫喜ヶ峰風力発電所の巡視
•機器の点検
•業者や市町村職員との打合せ
•工事設計書の作成

午 後
•実施した点検や作業の報告書作成
•予算資料の作成
•庶務に関する作業
•公営企業局の森巡視

●先輩職員の１日
午 前

•療育手帳判定のための知能検査・面接
•児童の今後の処遇検討のための所内MT
•所内面接室にて一時保護中の児童
　へ心理検査・面接

午 後
•学校や施設を訪問し、児童と面接
•家庭訪問、家族の状況の確認
•児童との面接記録の入力
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【主な配属先】本庁（知事部局　健康政策部及び子ども・福祉政策部）又は福祉保健所、
　　　　　　　児童相談所などの出先機関保健師

母子・高齢者・障害者・成人などあらゆる分野の保健業務に従事します。また、地域保健福祉に関する調査研究を行い、保健・医療・
福祉の広域的な企画調整などにも従事します。
なお、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務（事務）に従事することもあります。

【主な配属先】本庁（知事部局　健康政策部及び林業振興・環境部）又は試験研究機関、
　　　　　　　福祉保健所などの出先機関薬剤師

薬事、食品衛生、環境衛生等の分野において、許認可及び監視指導、試験検査等、各分野の行政全般にわたる業務に従事します。
なお、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務（事務）に従事することもあります。

平成31（令和元）年度採用　中央西福祉保健所　

令和２年度採用　中央西福祉保健所

【主な配属先】本庁（知事部局　健康政策部及び農業振興部）又は福祉保健所、
　　　　　　　家畜保健衛生所などの出先機関獣医師

衛生・畜産行政の企画指導など、食品衛生・環境衛生などの監視・指導等、と畜検査及び家畜の診療・防疫・衛生指導等の業務に従事します。
なお、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務（事務）に従事することもあります。

平成31（令和元）年度採用　食肉衛生検査所

　健康障害課で母子保険業務と感染症の業務を担当し
ています。患者さんやご家族の支援を関係機関や市町
村と連携をとりながら行っています。
　電話相談などでは、未知のウイルスへの恐怖や不安
をはじめ感染症に係る様々な内容の問い合わせがあ
り、専門職として相手の気持ちを受け止めながら
正しい情報をお伝えしなくてはいけません。
　職場にいるさまざまな職種の職員に意見を聞い
たり、アドバイスをもらいながら解決方法を考え
ています。

現在の担当業務を教えてください。 ●先輩職員の１日
午 前

•メールチェック
•対象者の方（結核患者）の訪問
•電話相談への対応

午 後
•退院前カンファレンスへの参加
•研修会の講師として講習
（感染症予防啓発活動）

●先輩職員の1日（シフトA）
午 前

•と畜検査（牛）
•と畜検査（豚）
•書類作成事務等

午 後
•と畜検査（豚）
•書類作成事務等

　県庁獣医師の業務は多岐に渡るため、必ずしも希望
する部署で働けるとは限りません。しかし、希望と
異なる場合でも、獣医師として何が出来るのかを
考えるきっかけになり、自身の成長に繋がると思
います。
　私自身、高知県出身ではありませんが、誰であろ
うと高知家の一人として迎え入れてくれる県民性
のおかげで、有意義な生活を送っています。
　豊かな自然とおいしい食べ物に囲まれた高知県で、
獣医師として一緒に働ける日が来ることを楽しみにし
ています。

先輩職員からのメッセージ

　デスクワーク中心の仕事だと思っていましたが、飲
食店や給食施設等への監視、講習会など、外へ出て
県民の方々とコミュニケーションを取りながら業
務を行う機会が多いです。
　また、保健所では、薬剤師以外にも医師、獣医師、
診療放射線技師、化学職等の様々な職種の人たちと一
緒に仕事を行うことが多い点も、イメージと異なって
いました。

実際に仕事をしてみて、この職に対する
採用前のイメージと異なりましたか？

●先輩職員の１日
午 前

•メールチェック
•管内業者への新規監視業務と査定業務
•営業者や県民からの相談対応
•講習会への講師派遣対応
•動物愛護業務
•水道監査等

午 後
•メールチェック
•監視、査定の復命書作成
•研修会の講師としての説明
•各種書類作成事務等

　医師、薬剤師、獣医師、保健師などの職種については、欠員の状況などに応じて、随時、各任命権者が選考による
採用を実施しています。
　選考により採用試験を実施している職種については、高知県職員等採用試験情報サイトにも掲載していますが、詳し
くは各任命権者のホームページでご確認ください。

その他 ～選考による採用～
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