


活力ある高知県を県民の皆さまと共に創り上げていきましょう

高知県知事
濵田　省司

　高知県は、美しく豊かな自然に恵まれ、よさこい祭
りに代表される個性豊かな地域の文化を発展させて
きました。一方で、時代の大きな流れでもある人口減
少と高齢化、それに伴う経済の縮み、南海トラフ地震
をはじめとする災害への備えなど、たくさんの課題
を抱えています。
　そのような中、本県では、３つの姿「いきいきと仕
事ができる高知」、「いきいきと生活ができる高知」、
「安全、安心な高知」の実現を目指して、経済の活性化
や日本一の健康長寿県づくりをはじめとする５つの
基本政策と、中山間対策の充実・強化などの３つの
横断的な政策を全力で実行しています。
　また、現在は新型コロナウイルス感染症への対応
を最優先として、感染拡大防止と社会経済活動との
両立を図っていくことに全力を尽くしているところ
です。

　あわせて、今後はウィズコロナ・アフターコロナ
時代の原動力となる、「デジタル化」、「グリーン化」、
「グローバル化」という３つのキーワードで、新たな時
代に向けたさらなる取り組みにも挑戦していきます。

　新しい時代の視点に立って、活力ある高知県を県
民の皆さまと共に創り上げていきましょう。
　皆さんのチャレンジを心からお待ちしています。

高知県は、次のような人材を求めています。
県民の皆さまとの対話を通じて共感を得ながら課題を自ら見出し解決に向け前進する人

課題に真正面から向き合い、創造性やチームワークを発揮しながら果敢に挑戦する人

外部からの情報や知見を積極的に取り込み、全国区の視点を持って判断し行動する人

時代の潮流を的確に捉え、これまでの取組をさらに発展・進化させていく人

私たちは、「高知県職員の志」を
　　　　　　　　　  で
自らに問いかけながら、
全力で取り組んでいます

もっと知りたい方は、
「高知県職員の志」
をご覧ください！

全体の奉仕者として、高い倫理性、コスト意識を持って行動する人

課題に真正面から立ち向かいゆう？

厳しい環境の中でも挑戦しゆう？

コンプライアンスを徹底しゆう？

県民の皆さまと対話しゆう？

国や世界、時代の変化を見ながら進化しゆう？

か き く け こ うち

知事からのメッセージ
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県の基本政策

県の組織機構図と主な勤務地

最新の内容は、高知県庁の
ホームページでご確認ください

各部局の説明は
ホームページに
掲載しています

知事ー副知事ー 総務部 危機管理部 健康政策部 子ども・福祉政策部 文化生活スポーツ部 産業振興推進部 中山間振興・交通部

商工労働部 観光振興部 農業振興部 林業振興・環境部 水産振興部 土木部

会計管理者ー 各種委員会ー会計管理局 教育委員会 公安委員会 選挙管理委員会 監査委員 人事委員会

議会ー 議会事務局 労働委員会 収用委員会 海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会

公営企業局

【５つの基本政策】

５つの基本政策に横断的に関わる政策
中山間対策の充実・強化

経済の活性化
～産業振興計画の推進～

　新型コロナウイルス感染症対策を着実に進めるとともに、ウィズコロナ・アフターコロナ時代の成長の原動力となる「デジタル
化」「グリーン化」「グルーバル化」の３つの視点から施策を強化します。

「付加価値や労働生産性
の高い産業を育む」、「ウィ
ズコロナ、アフターコロナ
時代への対応」の２つの戦
略の方向性のもと、地産外
商等の施策群を展開

地域住民が支え合い、暮らし続けること
ができる中山間地域を目指して施策を
抜本強化

少子化対策の充実・強化と女性の活躍の場の拡大
出会いの機会の創出や安心して妊娠・出産・
子育てができる環境づくり、女性の就労支援
等の取組を推進

文化芸術やスポーツを通じて健やかで心
豊かに生き生きと暮らすことができる社会
を目指し、取組を充実拡大

文化芸術とスポーツの振興

日本一の
健康長寿県づくり
「県民の誰もが住み慣れた
地域で、健やかで心豊かに
安心して暮らし続けること
のできる高知県」の実現を
目指して施策を着実に推
進

教育の充実と
子育て支援

1 ２ ３

子どもたちが知・徳・体の
調和の取れた「生きる力」
を身につけることができる
よう、教育課題の解決に向
けた施策を充実・強化

南海トラフ地震対策の
抜本強化・加速化

4

「命を守る」対策、「命をつ
なぐ」対策の推進に加え、
早期の復旧・復興、生活再
建に向けた「生活を立ち上
げる」対策のさらなる充実

インフラの充実と
有効活用

5

国の「５か年加速化対策」
等を最大限に活用し、防
災・減災対策や地域の実
情を踏まえたインフラ整
備を着実に推進

① デジタル化の推進
「県民サービスの向上」「デジタル技術を活用し
た課題解決と産業振興」「行政事務の抜本的な
効率化」に向けた施策を強化

② グリーン化の推進
「CO2の削減に向けた取組」「グリーン化関連
産業の育成」「SDGｓを意識したオール高知で
の取組」を展開

③ グローバル化の推進
「県産品の輸出拡大」「インバウンド観光の推
進」「外国人材の受入対策」の取組を強化

（令和４年４月１日現在）

■県庁には、知事部局の他、教育委員会事務局、
　公営企業局、各種委員会などがあります。
■上記は、知事部局の主な出先機関を掲載しています。
　このほかにも、学校などの教育機関や警察署等があります。
■県外には、東京事務所、大阪事務所、名古屋事務所が
　あります。

高知市

県庁（本庁舎・西庁舎・北庁舎）
保健衛生総合庁舎

四万十町

公文書館　　　　　　　中央東県税事務所
中央西県税事務所　　　療育福祉センター
中央児童相談所　　　　消費生活センター
女性相談支援センター　工業技術センター
高知農業改良普及所　　果樹試験場
高知土木事務所　　　　鏡ダム管理事務所

衛生環境研究所
精神保健福祉センター

室戸総合庁舎
安芸農業振興センター室戸支所
室戸漁業指導所
安芸土木事務所室戸事務所

香美農林合同庁舎
中央東農業振興センター
中央東林業事務所
中央家畜保健衛生所香長支所

安芸総合庁舎
安芸県税事務所
安芸福祉保健所
安芸農業振興センター
安芸林業事務所
安芸土木事務所

土佐合同庁舎
中央西農業振興センター
中央家畜保健衛生所

土佐清水合同庁舎
土佐清水漁業指導所
幡多土木事務所土佐清水事務所

須崎総合庁舎
須崎県税事務所　須崎農業振興センター　須崎林業事務所

須崎第二総合庁舎
須崎福祉保健所　須崎土木事務所

幡多総合庁舎
幡多県税事務所　幡多福祉保健所　幡多林業事務所

中村合同庁舎
幡多農業振興センター　幡多土木事務所

伊野合同庁舎
中央西林業事務所
中央西土木事務所

仁淀川町

四万十市

宿毛市

黒潮町

梼原町

佐川町

いの町

越知町

土佐町

南国市

芸西村

田野町

室戸市

本山町

須崎市

大月町

三原村

土佐清水市

津野町

中土佐町

土佐市

日高村

大川村
大豊町

香南市
安芸市

馬路村

北川村安田町

奈半利町

東洋町

海洋深層水研究所

和食ダム建設事務所

茶業試験場

中央西土木事務所越知事務所

西部家畜保健衛生所檮原支所

水産試験場古満目分場

中央西福祉保健所
高吾農業改良普及所
畜産試験場

食肉衛生検査所
幡多児童相談所
西部家畜保健衛生所

宿毛漁業指導所
幡多土木事務所宿毛事務所

高南農業改良普及所
農業担い手育成センター
西部家畜保健衛生所高南支所
須崎土木事務所四万十町事務所

中央東土木事務所本山事務所

中央東福祉保健所
森林技術センター
林業大学校
内水面漁業センター
永瀬ダム管理事務所

嶺北林業振興事務所
嶺北農業改良普及所
中央家畜保健衛生所嶺北支所

消防学校
紙産業技術センター
農業大学校 希望が丘学園　　農業技術センター

病害虫防除所　　中央東土木事務所

中央家畜保健衛生所田野支所

香美市

水産試験場　中央漁業指導所
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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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勤務条件・福利厚生

　令和４年４月１日現在の行政職の職員の初任給を例示すれば、右記
の表のとおりですが、採用前の職歴等に応じて加算される場合があり
ます。
　また、期末・勤勉手当が年２回（６月、12 月）支給されます。
　このほかに条件を満たす人には、扶養手当、住居手当、通勤手当等
が支給されます。

■ 給与

　行政職の最初の配属は、本庁各課室又は出先機関に配属されます。一般的に職員の異動サイクルは４年を基本として
いますが、新規採用職員は、概ね３年での異動サイクルとなります。なお、採用時に出先機関に配属となった職員は、
次の異動では、基本的に本庁各課室へ配属されます。
　警察事務は警察本部又は県内各警察署に、教育事務は教育委員会事務局、県立学校又は市町村立小中学校に原則配属
され、異動サイクルは任命権者（警察本部長、教育委員会等、公務員の任命権を持つ者）により異なります。

　昇任は、勤務成績等の人事評価に基づき、選考で行います。
　上級及び初級試験の行政職であれば、主事で採用されます。
　社会人経験者採用試験の行政職は、基本的に主査で採用されますが、民間企業等での職歴や年齢などを勘案し、より
上の職位で採用されることもあります。ただし、主査への格付けに必要な経験年数を満たさない場合、主事で採用され
ることがあります。

■ 昇任

　原則として、午前８時30分から午後
５時15分までで、完全週休２日制と
なっています。
（一部職種を除く。）

■ 勤務時間・休暇制度

　高知県では、創造性やチームワークを発揮し成果をつかみとる職員の育成を目指し、職員一人ひとりが明確な
目標を持って自ら資質の向上を図るとともに、組織全体として計画的な人材育成に取り組んでいます。

■ 人材育成方針

新規採用職員研修
　特に入庁してからの数年間は、県職員としての基礎的な能力を形成する重要な時期（育成期間）としてとらえてい
るため、職場で日常的に仕事を進めながら学ぶとともに、専用の研修機関での集合研修又はオンライン研修で必要な
基礎知識や考え方を学びます。新規採用時には、公務員の心構えやビジネスマナー、基本政策、会計事務など、職場
への適応能力を養成する研修を実施しています。
一般能力開発研修
　公務員のための法律講座やコミュニケーション、プレゼンテーションスキルを磨く講座など、多様な研修メニュー
の中から、職員の成長段階に応じて能力開発が行える研修を実施しています。

派遣研修
　幅広い視野、柔軟な思考力、高度な専門知識などを習得するため、国の省庁・民間企業・県内市町村・海外
に拠点を置く機関などとの人事交流や派遣研修を実施しています。

■ 研修制度（知事部局における取組例）

初任給額

１８6，400円
１６6，300円
１５2，300円

区分

上級
中級
初級

主　事 主　査 主　幹 チーフ 課長補佐 課　長 副部長 部　長昇任モデル
（行政職）

■ 配属・人事異動

年次有給休暇
１年間に20日

（採用年は４月１日採用者で15日）

夏期特別休暇
７～９月の間で５日

（４時間単位の分割取得も可能）

上記以外の制度・休暇等は 11ページに記載しています。

自治体法務入門
プレゼンテーション入門
タイムマネジメント

カードゲームで学ぶ SDGs
わかりやすい話し方、説明の仕方

はじめてのデジタルトランスフォーメーション など多数

令和２年の年次有給休暇取得日数
１３．０日（知事部局）

一般行政職の平均年齢：４２．６歳
（R3.4.1現在）

完全取得を目標にしているので
気兼ねなく取得できます！
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ワーク・ライフ・バランス ～仕事と家庭生活の調和～

令和４年度　高知県職員等採用試験日程

　仕事と家庭生活を両立しやすい職場環境づくりを進めています。また、子育てや介護などのライフイベント等に応
じた働き方ができるよう、休暇等の制度を設けています。

　現時点で実施を予定している採用試験の試験区分等は、下記のとおりです。今後変更する場合がありますので、
必ず試験案内でご確認ください。

早出遅出勤務

社会人経験者
採用試験

社会人経験者採用試験
（ＵＩＪターン枠）

中級試験

就職氷河期世代を
対象とした採用試験

初級試験

上級試験

昭和38年４月２日以降に生まれた者で、民間企業等
での職務経験が、１年以上継続して勤務した期間を通
算して大卒者で５年以上、高卒者で10年以上ある者

次の要件①及び②を満たす者
①昭和45年４月２日から昭和60年４月１日までに生まれ
た者
②令和４年８月16日以前１年間に正規雇用労働者として雇
用されていない者、かつ、令和４年８月16日以前５年間に
正規雇用労働者としての雇用期間が通算１年以下の者

①平成５年４月２日から平成13年４月１日までに生
まれた者
②平成13年４月２日以降に生まれた者で、学校教育
法による４年制の大学等を卒業した者又は令和５年
３月までに卒業見込みの者

平成13年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた
者。ただし、学校教育法による４年制の大学等を卒業した者
及び令和５年３月までに卒業見込みの者は受験できない。

昭和58年４月２日から平成17年４月１日までに生ま
れた者で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳等の交付を受けている者

平成７年４月２日以降に生まれた者で、司書となる資格
を有する者又は令和５年３月31日までに取得見込みの者

昭和38年４月２日以降に生まれた者で、高知県外に
本社を置く民間企業等での職務経験が、１年以上継
続して勤務した期間を通算して大卒者で５年以上、
高卒者で10年以上ある者

行政

行政

障害者を対象とした
採用選考試験 行政、教育事務

土木、林業

司書

8月下旬8月下旬

8月中旬8月中旬

高知会場
東京会場
大阪会場

高知会場
東京会場
大阪会場

6/19（日）6/19（日）4/8（金）4/8（金）
7月中旬

～

8月中旬

7月中旬

～

8月中旬

7月中旬

～

8月上旬

7月中旬

～

8月上旬

4/8（金）

～

5/20（金）

4/8（金）

～

5/20（金）

高知会場
東京会場
大阪会場

高知会場
東京会場
大阪会場

6/19（日）6/19（日）4/8（金）4/8（金）
4/8（金）

～

5/20（金）

4/8（金）

～

5/20（金）

8月下旬8月下旬
高知会場
東京会場
大阪会場

高知会場
東京会場
大阪会場

6/19（日）6/19（日）4/8（金）4/8（金）
7月中旬

～

8月中旬

7月中旬
～

8月中旬

4/8（金）

～

5/20（金）

4/8（金）

～

5/20（金）

11月上旬11月上旬高知会場
幡多会場
高知会場
幡多会場9/25（日）9/25（日）7/14（木）7/14（木）

10月中旬

～

10月下旬

10月中旬

～

10月下旬

8/16（火）

～

9/7（水）

8/16（火）

～

9/7（水）

11月上旬11月上旬高知会場
幡多会場
高知会場
幡多会場9/25（日）9/25（日）7/14（木）7/14（木）

10月中旬

～

10月下旬

10月中旬

～

10月下旬

8/16（火）

～

9/7（水）

8/16（火）

～

9/7（水）

11月上旬11月上旬高知会場
幡多会場
高知会場
幡多会場9/25（日）9/25（日）7/14（木）7/14（木）

10月中旬

～

10月下旬

10月中旬

～

10月下旬

8/16（火）

～

9/7（水）

8/16（火）

～

9/7（水）

11月下旬11月下旬高知会場
幡多会場
高知会場
幡多会場10/23（日）10/23（日）7/14（木）7/14（木） 11月中旬11月中旬

8/16（火）

～

9/7（水）

8/16（火）

～

9/7（水）

1．上記日程以外の日程で試験を実施する場合もありますので、高知県職員等採用試験情報サイト（https://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/）で確認してください。
2．各試験の実施内容（試験区分、受験資格、採用予定人員など）は、試験案内でお知らせします。
3．試験の申込みは原則として、インターネットで受け付けます。
　　パソコンやスマートフォンでインターネットに接続することができない方は、高知県人事委員会事務局に電話でお問い合わせください。
4．「学校教育法による４年制の大学等」の範囲については、高知県人事委員会事務局にお問い合わせください。
5．第２次試験（第１次試験合格者を対象とします。）の日程及び合格発表日は、その都度お知らせします。
6．次の試験の各試験区分においては、点字による受験ができます。　○上級試験：行政、警察事務、教育事務　　○障害者を対象とした採用選考試験 

試験名 実施予定試験区分 受験年齢等 試験案内
公開日

最終合格
発表時期

申込み
受付期間

第 1 次
試験日

第 2 次
試験日

第 1 次
試験会場

 【注意事項】

行政、警察事務、
教育事務、土木、建築、
農業、林業、水産、
農芸化学、電気、
社会福祉（児童福祉）

行政、警察事務、
教育事務、
土木、林業

育児又は介護を行う職員　早出勤務：7:30～
16:15　遅出勤務：9:00～17:45　など
すべての職員　早出勤務：7:00～15:45　遅出勤
務：9:00～17:45　など
※新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の
間、期間を限定せず実施中

産前産後休暇
産前８週間、産後８週間（多胎妊娠の場合
は14週間）

部分休業
子が小学校就学の始期に達
するまで、勤務時間の始め
又は終わりにおいて１日２
時間

看護休暇
２親等内の親族の看護の必
要がある場合、１年に５日
（小学校就学の始期に達す
るまでの子が２人以上の場
合は10日）

介護休暇
配偶者、父母、子などの介
護をする場合、６月（３回
まで分割可能）

育児短時間勤務
子が小学校就学の始期に達
するまで、勤務時間を
①１日３時間55分、
②１日４時間55分、
③週３日又は
④週２日と１日３時間55
分に短縮

育児休暇
子が２歳に達するまでに１日２回。１歳６
月に達するまでは各45分以内、２歳に達す
るまでは各30分。

男性職員の育児参加休暇
妻の出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合
は14週間）前の日から、当該出産日後８週
間の間で５日

介護時間
配偶者、父母、子などの介護をする場合、
勤務時間の始め又は終わりにおいて１日２
時間（連続する３年の期間内）

配偶者の出産休暇
妻の出産のための入院等の日から、出産後
２週間の間で３日

育児休業
子が３歳に達するまで

出生サポート休暇
不妊治療による通院等のため勤務しないことが相
当であると認められる場合に５日※（１日又は１
時間単位で取得可能）
※ この通院が体外受精又は顕微授精によるもので
ある場合は10日

結婚休暇
５日（土日を除く）

在宅勤務
自宅等においてテレワークその他の方法により勤
務が可能

資料の作成など、静かな環境で
集中したいときに活用しています

男性職員の
育児休業取得率
６１．２％

令和４年から新設！
月に何回も通院が必要な
場合に、仕事と通院の
両立を支援します。

- 11 -



問い合わせ先・情報サイトなど

TEL

【対応時間】平日　午前８時30分から午後５時15分まで

よくいただく質問については、上記以外の内容も高知県職員等採用試験情報サイトに掲載して
います。また、ご不明な点や質問などありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

高知市以外でも受験は可能ですか。

高知県職員等
採用試験
情報サイト

高知県人事委員会
事務局
公式Twitter

Ｕ・Ｉターンの
支援情報が満載

Eメールによるお問い合わせ
saiyou230101@ken.pref.kochi.lg.jp

件名は「採用試験に
関する質問」と
してください。

〒780-0850　高知県高知市丸ノ内２丁目４番１号
　　　　　　　高知県庁北庁舎３階
　高知県人事委員会事務局　職員課　任用担当

088-821-4641

Q
　高知市以外の試験会場（第１次試験）は、次のとおりです。
ただし、年度により変更になる場合がありますので、詳しくは
試験案内でご確認ください。

　●社会人経験者・上級：東京会場、大阪会場
　●中級・初級：幡多会場
　●就職氷河期世代を対象とした採用試験：幡多会場
　●障害者を対象とした採用選考試験：幡多会場

　受験地の希望は、受験申込みの際に必ず記入してください。
なお、申込受付後は受験地を変更できません（災害又は転居に
よりやむを得ないと認められ、試験の実施に支障がない場合の
み認めます）。第２次試験については、高知市のみで実施して
います。

どの職種も毎年採用試験が
実施されますか。Q

 年度により、採用試験を実施する試験
区分は異なります。試験日程公表（例年
３月上旬）（令和４年度の試験日程は11
ページに掲載しています。）の際に、実
施予定の試験区分を公表していますが、
あくまでも予定であり、公表後に変更す
る場合がありますので、必ず試験案内で
確認してください。

過去の試験問題は公表して
いますか。Q

　過去数年分の教養・専門試験問題の例
題、集団討論課題、論文・小論文課題に
ついて、高知県庁本庁舎１階の県民室及
び高知県職員等採用試験情報サイトで公
表しています。

性別、年齢、職歴や他の都道
府県の出身であることなどが、
試験の合否に影響しますか。

Q

　性別、年齢、職歴や出身地が合否に影
響することはありません。採用試験は、
公平・公正に実施しており、合格者は実
施した試験種目の成績により確定した順
位に基づいて決定しています。

複数の試験に申し込むことはできますか。

よくある質問

Q
　上級試験及び初級試験の選択志望職種（「行政」、「警察事務」、
「教育事務」など）及び障害者を対象とした採用選考試験（「行
政」、「教育事務」など）については、いずれかの試験区分を第１志
望とし、残りの試験区分の中から第２志望を選んで申し込むこ
とができます。
　その他の試験区分については、高知県人事委員会が実施する
試験であって、第１次試験日が同じものは複数の試験区分を申
し込むことはできません。（例：上級試験の「土木」と「建築」など）
　なお、それぞれの受験資格を満たしており、第１次試験日が重
なっていない場合は、それぞれ受験を申し込むことができます。
（例：上級試験と障害者を対象とした採用選考試験、就職氷河期
世代を対象とした採用試験と社会人経験者採用試験など）

令和 4年３月発行
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