


12月12日夕食8:30 12:0010:00 13:00 17:15

出勤 昼食
起床 退庁

１日のスケジュール

資料作成、
事業事務等

県集落営農
法人会行事

作物関係担
当者会議

15:00

調査データの
整理・分析

県庁で米の生産振興と集落営農組織の運営支援を
担当しています。施策へ反映したり現場で活用するた
めの各種データの整理・分析や、補助事業の執行管
理をしています。米では、生産コストの削減や高付加
価値化、集落営農では、法人の経営力強化をテーマ
に業務に取り組んでいます。

主な業務内容

プロフィール

行政の業務内容

苦労した点

関係機関等と連携して、生産現場の課題を考えな
がら、事業や行事の企画・実行ができることは行政
職の魅力だと思います。

現在の仕事はデスクワークが主ですが、現地調査
や研修会の際に、施策が生産者のために役立って
いると実感できたときにはやりがいを感じます。

受験を検討している方へ
農業分野では、所得向上や人材確保など様々

な課題がありますが、大分県の魅力ある農業を
支えるやりがいのある仕事だと思います。みなさ
んと一緒に働けることを楽しみにしています。

担当業務の課題を把握し、いかに効果的な事業
を組むかいつも考えています。

また、仕事を進めるには、農業だけでなく、経営や
各種法律・制度など幅広い知識が必要となるため、
日々学ぶことが大切だと感じています。

やりがい、魅力について

行政 GYOSEI

頼れるやさしい
先輩方です！

☆所属☆ 農地活用・集落営農課 集落営農班
☆名前☆ 佐藤 友香
☆経歴☆ 広島大学 生物生産学部卒業
☆採用職種☆ 農業職
☆採用☆ ６年目
☆大分県の魅力☆

「温泉の種類が豊富」
☆仕事の魅力☆

「施策や行事等を企画・立案できる」
☆好きな大分県産品☆

大分つや姫、かぼす

・行政職は、県の農業振興に向けた各種施策の企画立案・執行を行います。

・振興局や研究機関、市町村等と連携して農政課題の解決を目指します。



北部地域で大分県の戦略品目である小ねぎを担
当しています。実証圃の設置や栽培講習会などを
通して、栽培技術の指導や経営改善支援を行って
います。生産者の所得向上と産地のブランド力向上
が目標です！

主な業務内容

普及 HUKYU

プロフィール

普及（農業）の業務内容

苦労した点

職場の先輩や関係機関、生産者とともに産地の目
標達成に取り組むことにやりがいを感じます。他にも、
生産者から感謝されたり、企画したプロジェクトを達
成すると喜びを感じます。

また、人との関わり合いの中で、自分も成長できる
ことが魅力です。

受験を検討している方へ
普及職の仕事は、生産者に最も近い仕事で、

現場での活動が多いです。現場で働くことに興味
がある方はぜひ一緒に働きましょう。

苦労した点は、周りとのコミュニュケーションの取
り方です。例えば、生産者と接する際は、生産者の
立場に立ち一緒に考え、信頼を築くことが重要です。
他にも、現場へ一人で伺うことも多いですが、組織
で仕事をしている自覚をもち、上司への報告・連絡・
相談を小まめに行うよう心がけています。

12月12日夕食8:30 10:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:15

出勤
起床

昼食
起床

退庁

１日のスケジュール

講習会資料作成 栽培講習会 巡回 実証圃調査 活動記録

やりがい、魅力について

☆所属☆ 北部振興局 生産流通部 野菜班
☆名前☆ 長谷部 花綾
☆経歴☆ 佐賀大学 農学部卒業
☆採用職種☆ 農業職
☆採用☆ ３年目
☆大分県の魅力☆

「ほどよい田舎で住みやすい」
☆仕事の魅力☆

「チームの一員として、
農業振興に携わることができる」

☆好きな大分県産品☆
小ネギ、中津からあげ

・農業職では、普通作物、野菜、果樹、花き等の品目の栽培指導、農家の経営分析・指導を行います。

・普及職は、現場に一番近い県庁職員として直接農家に接し、関係機関と連携して業務を行います。



公務員と言えば「デスクワーク」のイメージが強い
ですが、普及職は現地、現地また現地です！私は、
畜産職のため現地で牛や牛舎環境、餌の量、種類
等を見て、生産者の課題を解決したり、新技術の情
報提供を行ったりしています。

主な業務内容

普及 HUKYU

プロフィール

普及（畜産）の業務内容

苦労した点

☆所属☆ 西部振興局 生産流通部 畜産班
☆名前☆ 小野 翔馬
☆経歴☆ 宮崎大学 農学部卒業
☆採用職種☆ 畜産職
☆採用☆ ２年目
☆大分県の魅力☆

「海の幸も山の幸もおいしい」
☆仕事の魅力☆

「食の根幹を学ぶことができる」
☆好きな大分県産品☆

おおいた和牛、おおいた豊後牛

生産者の方に感謝された時は、大きなやりがいを感じま
す。課題の発見・解決策の検討・結果の検証は、とても大変
でうまくいかないことも多いですが、生産者からの「ありがと
う」の一言は宝物です。

また、現場の生の声が聞けることも魅力的です。ネットや
本で調べても、現場の課題は実際に行かないと分かりませ
ん。この仕事は、現場でいろんな話を聞くことができます。

受験を検討している方へ
生産者の方々とうまく話せるだろうか…、人に教える

ほど知識ないなぁ…、といった不安を抱えていても大
丈夫です！

話すのは徐々に慣れますし、知識は現場で学ぶこと
の方が多いです。大分県で一緒に働きませんか?

大学時代の知識がほとんど役に立たなかったこと
ですかね…（笑）

大学時代は、牛ではなく草地の研究室だったため、
牛の基本的な知識すら怪しい状態でした。しかし、
大分県では研修も充実しており、周りの先輩、上司
の方々からも分からないことは教えて頂いています。

やりがい、魅力について

・畜産職では、各種畜産技術の普及指導、畜産農家の経営分析・指導を行います。

12月12日夕食8:30 9:00 12:00 13:00 16:30 17:15

出勤
メールチェック 起床

昼食
起床 退庁

１日のスケジュール

現地指導
資料作成・データ分析

現地指導
資料作成・データ分析

事務作業

週末は、県庁サッカー部で
体を動かしています⚽

・普及職は、現場に一番近い県庁職員として直接農家に接し、関係機関と連携して業務を行います。



☆所属☆ 農林水産研究指導センター
農業研究部 土壌・環境チーム

☆名前☆ 藤谷 渉
☆経歴☆ 愛媛大学 農学部卒業
☆採用職種☆ 農業職
☆採用☆ ２年目
☆大分県の魅力☆

「自然が豊か」
☆仕事の魅力☆

「農業の｢見える化｣ができる」
☆好きな大分県産品☆

ベリーツ、かぼす

土壌管理、施肥改善技術についての研究業務を始め、
分析業務など様々な業務を行っています。

その中で、私が担当しているのは、土壌水分センサー
を活用した、水管理技術の見える化です。ベテラン生産
者の経験と勘を可視化することで、新規就農者でも適切
に水管理ができる技術の開発を目指しています。

主な業務内容

プロフィール

研究の業務内容

苦労した点

チームの先輩方と協力しながら、生産者が抱えている課
題を解決できたときにやりがいを感じます。

また、実際に栽培試験を行う中で、施肥・播種や防除と
いった生産者が日々行っている農作業を経験し、業務に
必要な知識を身につけていくことができることも、試験場の
魅力の一つです。

受験を検討している方へ
研究職の業務はハードルが高いと感じている方が多

いと思います。しかし、実際には先輩方からアドバイス
を聞きながら研究をしていきます。

新たな技術を開発したい方は、ぜひ一緒に働きま
しょう。

スケジュールの管理をすることです。学生時代
にも、どの講義を選択するかなどの管理はあります
が、決まった枠組みの中でのことだったように思い
ます。就職して日々の業務を行っていく中では、突
発的な事態へも対応しなければならず、スケジュー
ルどおりに業務を進めていくには、柔軟に調整する
ことが必要になり苦労しました。

やりがい、魅力について

8:30 9:00 10:00 12:00 13:00 15:30 17:15

出勤
メールチェック 起床

昼食 退庁

１日のスケジュール

土壌・植物体
の分析

ほ場作業
生育調査

ほ場巡回
土壌・植物体

の分析

研究 KENKYU

休日には、バイクで
観光地巡りをしています

・研究職は、現場で課題となっている事例の調査・研究を行います。

・また、大分県の県産品のブランド化に向け新品種の開発や省力化等に向けた新技術の開発を行います。



②男女比 ③出身県

大分県の農業職・畜産職の採用状況

農林水産部職員の仕事について、詳しく知りたい方は

大分県 農林水産部現地情報

データで見る大分県の農業職・畜産職の姿

○全農業職・畜産職のデータ

○過去３カ年の倍率と採用者データ
①倍率

②世代構成 ③職種割合①職員数

※数字は、令和3年4月時点

※３～４年で異動

（人）

年齢 男性 女性

20 ～ 24歳 22 9

25 ～ 29歳 31 21

30 ～ 34歳 19 29

35 ～ 39歳 18 9

40 ～ 44歳 27 24

45 ～ 49歳 33 25

50 ～ 54歳 49 16

55 ～ 60歳 78 8

総   数 277 141



6  農業研究部
果樹グループ
(カボス･中晩柑チーム)

1 農業研究部
畜産研究部

（豚･鶏チーム） 4  農業研究部
花きグループ

5  畜産研究部

農林水産研究指導センター

★

農業職・畜産職の主な配属先

振興局

1  東部振興局(国東市) 国東市、杵築市、日出町、別府市、姫島村

2  中部振興局(大分市) 大分市、由布市、臼杵市、津久見市

3  南部振興局(佐伯市) 佐伯市

4  豊肥振興局(竹田市) 豊後大野市、竹田市

5  西部振興局(日田市) 日田市、玖珠町、九重町

6  北部振興局(宇佐市) 宇佐市、中津市、豊後高田市

2  農業研究部
水田農業グループ
果樹グループ
(落葉果樹チーム)

3  農業研究部
果樹グループ

1

2 3
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5
6

1

2
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4
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6

大分県庁

どの配属先も
魅力があるね！

●

大分県立農業大学校



問い合わせ先
大分県農林水産部
地域農業振興課 普及・研究班
電話：097-506-3572    FAX ：097-506-1758 

各振興局ではミニバレーや駅伝大会も

採用２年目研修若手普及職員研修会

採用１年目研修 先輩職員の業務紹介

普及職員研修会 グループワークの発表

現地研修②現地研修①

採用情報や福利厚生に
ついては、大分県人事
委員会事務局のHPを
チェックしてね♫

大分県人事委員会事務局


