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GDP of Hyogo prefecture

21,313.6

billion yen

Area of Hyogo prefecture

8,400

km²

Other…16%▶

Residential land…7%▶
Farmland…10%▶
Forest…67%▶

Hyogo prefecture population

5,437,434

HYOGO

県民1人1人の生活を支える。

兵庫県職員
採用案内
HYOGO PREFECTURE
STAFF RECRUITING GUIDE
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Number of employees in Hyogo prefecture

53,460

people

people

ちゅうみつ

兵庫2030年の展望の全体図

ぜいじゃく

新型コロナウイルスの感染拡大は、人口の稠密という大都市の脆弱性や東京一極集中の弊害を改めて浮き彫り
にしました。
そして、人々の働き方や暮らし方、経済活動のあり方など、現代社会に多くの課題を突きつけました。

めざす姿

私たちは、社会を単に以前の状態に戻すのではなく、今回の経験と教訓を踏まえて、
デジタル革新を加速化し、
多彩な地域が自立する分散型の社会構造に変えなければなりません。
阪神・淡路大震災から創造的復興を成し遂げた兵庫県だからこそ、ポストコロナ社会の創造に果敢に挑戦し

基本方針

ましょう。

今、兵庫県では、次のような人材を求めています。

1

行動力のある人

2

課題への対応力を持った人

3

斬新な発想を持った人

4

責任感のある人

皆さんの豊かな個性を生かせるフィールドが兵庫県にはあります。
ポストコロナ社会を見据え、兵庫2030年の
展望で描いた
「すこやか兵庫」
の実現に向けて、
「チーム兵庫」
の一員になりませんか。

兵庫の
2030年の
姿

「すこやか兵庫」
の実現 〜五国を活かし 日本を先導 世界につなぐ〜
▼

1未来の活力の

2 暮らしの質の

3 ダイナミックな

人口が減っても活力が持続する
兵庫を実現

豊かな生活ができる
兵庫を実現

活躍の舞台が広がる
兵庫を実現

創出

追求

未来の活力

▶価値創造経済 ▶全員活躍社会
▶未来に挑む人づくり ▶環境先進地
▶御食国ひょうご
▶交流五国

▼

交流・環流の拡大

暮らしの質

▶充実する
「自分時間」
▶子育て安心社会 ▶進む健康長寿
▶安全な暮らし
▶豊かな生活空間

ダイナミックな交流・環流

未来は向こうからやってくるものではなく、
今を生きる私たちが自らの手でつくるもの。
2

3

1

先輩職員の言葉から探る

-

Q.印象に残っていることは。

働く上で欠かせない事務を行っています。

大学では講義で法律に触れることが多かった

企画県民部は所属数が多く、日常的に多く

こともあり、
日々の業務で根拠となる条文を

り、実習で作った農作物やパン等を生徒から

の方々とやりとりを行うので、自分にはない

調べながら事務処理をし、知らないことを新

直接買ったりと、
日々高校生が頑張っている

考えや意見を聞けるところがおもしろいと

たに発見していくところがおもしろいと思い

姿に直接触れながら働けたことです。
「自分

感じます。その反面、多くの意見があるから

ます。難しいところは、限られた予算の中で、

の仕事はすべて生徒たちの充実した学校生

平成28年4月▶加古川県税事務所自動車税課
31年4月▶現所属

等、
ドローンが持つ役割は大
きいと思っており、兵庫県を

健康福祉部健康局医務課

（平成28年度経験者採用）

Q.なぜ兵庫県職員を目指したのか。

ドローンの先進地にできるよ

以前は首都圏の民間会社で働いていました

う日々取り組んでいます。

が、今後の家族の生活や子育てのことなど

職歴
平成25年4月▶産業労働部政策労働局
能力開発課
27年4月▶龍野土木事務所用地課
30年4月▶文部科学省研究振興局
参事官
（情報担当）
付
令和 2年4月▶現所属

二次元コードを読み取り県ＨＰにアクセスすると、
各掲載者の全インタビューがご覧いただけます。

を考え、地元である兵庫県にＵターンを考え
ていました。せっかく地元に帰って働くのな
ら、行政の大きな視点から、
兵庫の活性化に関する仕事
に携わりたいと思い県職員を
目指しました。
職歴
平成28年4月▶県土整備部住宅建築局
公営住宅課
30年4月▶企画県民部地域創生局
県政150周年記念事業課
31年4月▶現所属

-

-

-

-

KAKUTANI MASAHIKO

-----------------------------------------

-

りませんが、防災や鳥獣対策、文化財調査

角谷 昌彦

平成25年4月▶県立氷上高等学校
28年4月▶教育委員会事務局教職員課
31年4月▶現所属

-

法律の規制が多く、その調整は簡単ではあ

-----------

横断的に推進しています。
ドローンの飛行は

大きな視点から
兵庫の活性化に関する
仕事に携わりたい︒

最新技術を用いたドローンの利活用を全庁

平成27年4月▶相生警察署会計課
29年3月▶現所属

教育
事務職

生徒の充実した学校生活が
自分のモチベーションに繋がる︒

Q.現在の主な仕事は。

職歴

職歴

-

IMAOKA SAHO

-----------------------------------------

宝塚市立安倉北小学校

-

（平成25年度行政A採用）

職歴

今岡 佐穂

-

ベーションになっています。

-

でも仕事をする上でのモチ

-

めて意識することができ、今

ればいけないという点です。

-

を考えながら業務を進めなけ

円 滑 に 調 整 を 行 え る よう

-

活に繋がっているんだ」
と改

難しいと感じることもあり、

-

いかに効果的に執行できるか

-

こそ調整業務を行う際には

-

初任の学校で、生徒が実習をする姿を見た

-

-

-

則でひとつひとつ細かく定められています。

教育委員会事務局学事課

（平成25年度採用）

-

-

-

-

-

警察事務に限らず公務員の仕事は法律や規

日々試行錯誤しています。

産業労働部産業振興局新産業課
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Q.仕事のおもしろいところ、
難しいところは。

SAIKI SUZUKA

-----------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

給与支給、各種手当認定等、職員の方々が

一般
事務職

齋木 涼花

-

Q.現在の主な仕事は。

（平成27年度採用）

-

-

（平成28年度行政B採用）

-

-

-

県警察本部総務部会計課

-

KATO CHIAKI

NAGARA REN

-----------------------------------------

企画県民部企画財政局総務課

KOYAMA KAZUKI

小中学校
事務職

-

-

-

-

-

-

-

永良 連

-----------------------------------------

-----------------------------------------

学校現場
ならではの体験は
毎日が新鮮︒

加藤 千明

香山 和輝

「県」
の仕事とは？

警察組織の一員として
社会の安全に貢献︒
事務職の立場から︒

一般
事務職

様々な意見に耳を傾け
試行錯誤しながら
自分の成長に繋げる︒

ドローンの
利活用を推進し
兵庫県を
ドローン先進地に︒

一般
事務職

警察
事務職

（平成29年度採用）

Q.仕事のおもしろいところ、
難しいところは。
事務室をのぞいたり、廊下で話しかけてく
れたり、
ときには休み時間にとった昆虫を見
せに来てくれたりする児童もいて毎日飽き
ることがありません。教室で一生懸命学ん
でいる光景や、校庭で楽しく遊んでいる児
童の姿を見て、自分の仕事が教育活動に繋
がっていることを改めて感じます。一方で、
小中学校では事務職員の配置が1人のとこ
ろが多く、仕事上で困ったと
きに、近 隣 の 学 校 事 務 職 員
の方に助けてもらうこともあ
ります。
職歴
平成29年4月▶宝塚市立長尾小学校
31年4月▶現所属
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先輩職員の言葉から探る

-

-

-

-

農政環境部農林水産局農産園芸課

-

（平成22年度採用）

-

Q.なぜ農学職を目指したのか。

農学職には行政職員、普及指導員、試験研
究員があり、興味を持ったのは普及指導員
でした。大学のゼミ旅行で農場を見学した
時に、普及指導員と農家が経営や産地の将
来像について語り合う姿に感銘を受け、自
分も生産現場の最前線で仕事がしたいと
思いました。入庁から６年間は北播磨と淡路
で普及指導員を務め、気候風土の異なる地
域で多様な農業経営や産地
育成に携われることが兵庫
県ならではの面白さだと学
びました。

心理
判定員

職歴
平成22年4月▶加西農業改良普及センター経営課
25年4月▶南淡路農業改良普及センター
経営課
28年4月▶農政環境部農林水産局農業改良課
31年4月▶現所属

-

-----------------------------------------

-

-

YAMAMOTO MAYUMI

-----------------------------------------

TAKAKURA RYOTA

-

-

-

-

平成31年4月▶現所属

-

職歴

かつて保護した
子どもの
成長した姿を見ると
心からうれしい︒

思って志望しました。

-

魅力を感じていました。自分
自身もその一員になりたいと

山本 真弓

高倉 良太

-

-

-

ながら支援をしていることに

兵庫県の農業振興に
全力で取り組む︒
生産者とともに︒

-

平成27年4月▶宝塚健康福祉事務所地域保健課
30年4月▶現所属

-

-

職歴

-

のインテークから支援策の検討まで、伴走し

平成24年4月▶朝来農林振興事務所林道建設課
27年4月▶豊岡農林水産振興事務所森林課
30年4月▶現所属

-

力です。
-

は、それぞれの家族が抱える困り事に、相談

職歴

-

げることができることが 魅

-

リーチの機会も多いです。

やりがいを感じています。

-

より、保健師として視野を広

-

な配属先を経験することに

方法を話し合ったりとアウト

-

祉施設など関係機関と支援

中、林業に関わる重要な仕事
に関わることができ、とても

-

関わる仕事にやりがいを感じました。様々

-

保護したり、自治体や児童福

を迎えています。そのような

-

民の方へ直接支援を行うため、人の人生に

-

さを学びました。健康福祉事務所では、県

が、
実際は家庭で生活できない子どもを一時

林は、
人工林のうち伐採して利用が可能とさ
れる４６年生以上が７５％以上を占め、利用期

-

た 待ち仕事 がメインだと思っていました

平成16年4月▶健康生活部福祉局児童課
18年4月▶中央こども家庭センター
育成支援課
20年4月▶中央こども家庭センター洲本分室
22年4月▶中央こども家庭センター
育成支援課
24年10月▶川西こども家庭センター
家庭支援課
30年4月▶西宮こども家庭センター
育成支援課
令和2年4月▶中央こども家庭センター
育成支援課
2年10月▶現所属

-

-

に対し伝わりやすい説明をすることの難し

査を支援する仕事をしています。
兵庫県の森

-

-

-

るまでは、来談者へのカウンセリングといっ

-

-

が一筋縄ではいかないことや、他職種の方

-

-

務が多く、規模が大きく関係機関との調整

つなげます。
こども家庭センターに配属され

-

-

などで子どもや家庭の課題を把握し支援に

-

ますが、
こども家庭センター（児童相談所）

木材の安定供給や森林資源の育成・保全の
ため、林業事業者が行う森林整備や森林調

-

-

Q.現在の主な仕事は。

本庁では、県の体制構築や方針決定する業

職歴

水産職

（平成24年度採用）

Q.県職員として働く魅力は。

-

子どもの福祉に携わる職業はたくさんあり

農政環境部農林水産局林務課

（平成27年度採用）

-

Q.なぜ兵庫県職員を目指したのか。
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-

健康福祉部感染症対策室疾病対策課

TOSA TATSUROU

-----------------------------------------

農学職

-----------------------------------------

傾け、
心配事にはアドバイスを送り、
心理検査

姫路こども家庭センター家庭支援課

MATSUI MIYUKI

-

松井 美佑紀

に対して、面接や遊びを通して心の声に耳を

（平成31年度採用）

-

中央こども家庭センター 加東分室

親に虐待された子どもや非行に至る子ども

SAIKI YUTAKA

土佐 達郎

-

-----------------------------------------

Q.現在の主な仕事は。

-----------------------------------------

-

-

KOTANI SHINYA

-

小谷 真也

（平成16年度採用）

斉木 豊

兵庫の海は資源の宝庫︒
水産業の振興のために
調査︑研究を続ける︒

林業事業者とともに
利用期を迎えた
森林の活用を考える︒

人生に関わる仕事は
難しくも︑
充実感がある︒

子供・家族の方々と
よりよい生活のため
一緒に考えていく︒
児童
福祉司

保健師

2

「県」
の仕事とは？

林学職

農林水産技術総合センター
水産技術センター水産環境部

（平成26年度採用）

Q.なぜ水産職を目指したのか。

幼少期から海と魚が大好きで、水産業の振
興をバックアップする仕事がしたいと思った
からです。大阪府出身ですが、水産職に就く
なら日本海と瀬戸内海に面した兵庫県で働
く方が断然、魅力的に感じました。洲本農林
水産振興事務所に勤務していた頃は漁業者
と接する機会が多く、
「 最近は魚があまり獲
れない」
という声をよく聞きました。栄養塩
の減少が原因の一つとして考えられます。現
在は調査する立場から解決
の手立てを考え、水産業の発
展に貢献できればと強く思っ
ています。
職歴
平成26年4月▶農政環境部農林水産局水産課
28年4月▶洲本農林水産振興事務所水産課
31年4月▶現所属
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3

「県」
の仕事とは？

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

算、工事監理です。自分で図面を引くことも

フィールドがとても広いことです。例えば、伝

古民家を改修してショップ経営したい人への

ありますが、複数の現場を掛け持ちしてい

染病が発生した場合、発生源がどこなのか

資金調達を支援できないかと考えています。

るので、大規模な設計は外注し、上がってき

突き止め、拡散を防ぐ手立てを打てるのは

後者は買い手のつかない空き家を隣接地と

たものをチェックします。月の半分ほどは建

獣医師の知識と経験があればこそ。現在の

セットするなどして、資産価値を高めて市場

設中の現場に出向き、作業責任者を交えな

仕事では獣医師免許がもったいないと思わ

に流通させるという取り組みです。実現する

がら進捗状況を確認します。梁と干渉して

れるかもしれませんが、常に

かはともかく、課題を抽出し

ダクトを通せないといった、設計段階では

広い視点で畜産を見つめ、食

て新しい施策の立案に携われ

見えなかった問題が判明し変更を余儀なく

の安全と安心を支えている

るのは行政マンの醍醐味だと

されることもありますが、完成した施設でイ

ことに誇りを持っています。

思います。

県立施設の空調設備と衛生設備の設計、積

に注意して確認しています。河川や海水浴
場の調査、環境法令に基づく工場立入によ
ての仕事は県内の環境保全につながりま
す。
「 兵庫の環境を良くした
い、守りたい」という熱意を
持って働くことを心掛けてい
ます。
職歴
平成26年4月▶西播磨県民局県民交流室
環境第1課
29年4月▶農政環境部環境管理局
環境整備課
令和2年4月▶現所属

光都土木事務所に配属され、平成２１年に佐
用町で起きた水害の復旧事業に携わったこ
とです。総仕上げに入っていた工事はもちろ
ん、河川改修の影響によって枯れてしまった
井戸の補償などで一軒一軒に足を運んだこ
とも印象に残っています。
もともと総合土木
職を志したきっかけが、
この水害でした。当
時は大学生で、
テレビに映る痛ましい光景を
見て災害に強いまちづくりに
取り組みたいと思いました。

-

-

-

Q.印象に残っていることは。

これからも初志貫徹の姿勢
で仕事に臨みます。
職歴
平成23年4月▶豊岡土木事務所河川砂防課
25年4月▶豊岡土木事務所道路第2課
26年4月▶光都土木事務所河川復興室
28年4月▶光都土木事務所復興事業課
29年4月▶現所属

平成20年4月▶県土整備部住宅建築局設備課
23年4月▶尼崎港管理事務所施設課
※11月〜24年3月▶
宮城県土木部設備課に派遣
26年4月▶
（公財）
兵庫県まちづくり
技術センター
下水道事業部下水道管理課
29年4月▶現所属

機械職

新たな問題の発見は
自分の技量が試される
貴重な経験︒

る事業者指導など、環境科学職が担うすべ

県土整備部土木局道路保全課

（平成23年度採用）

職歴

-

を得られるよう環境関連のニュースには特

TSURUTA KENJI

-----------------------------------------

思います。

-

常にアンテナを張って情報収集をすること
です。環境法令は改正が多く、最新の情報

鶴田 研二

平成24年4月▶県土整備部まちづくり局
都市政策課
26年4月▶宝塚土木事務所
まちづくり建築課
29年4月▶現所属

-

Q.仕事をする上で心掛けていることは。

----------

（平成26年度採用）

平成28年4月▶朝来家畜保健衛生所防疫課
31年4月▶現所属

災害に強いまちづくりを︒
仕事経験を積むにつれて
思いはより強く︒

但馬県民局地域政策室環境課

-

HUJIWARA HIROYUKI

-

藤原 洋幸

-

-----------------------------------------

-

-

見ると、頑張ってよかったと

-

んが楽しまれている様子を

職歴

-

-----------------------------------------
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職歴

-

ベントが催され、県民の皆さ

-

HASHIMOTO KEITA

電気職
-

-

-

空き家の価値向上に関する業務です。
前者は

-

-

-

全過程で必要とされる職種であり、活躍の

現在の業務から浮かんだのが、
古民家再生と

-

-

-

Q.現在の主な仕事は。

公務員獣医師は畜産物の生産から消費まで

-

県土整備部住宅建築局設備課

（平成20年度採用）

（平成24年度採用）

Q.これからチャレンジしたいことは。

家畜保健衛生所に勤務して実感したのは、

橋本 啓太

IKEDA YASUSHI

-----------------------------------------

県土整備部住宅建築局住宅政策課

総合
土木職

Q.公務員獣医師の存在意義とは。

-

池田 泰

-----------------------------------------

（平成28年度採用）

-

KAIHARA HIDEMASA

-

農政環境部農林水産局畜産課

-

-

-----------------------------------------

-

-

海原 英正

-

MATSUKURA HIROKI

-

松倉 大樹

-

-

環境
科学職

-

-

-

既存施設の改修など
困難が多い工事ほど
達成感を感じる︒

環境を守りたい︒
熱意をもって
環境保全に貢献︒

P
R

古い家を大切に︒
業務を通して見えてきた
新しい事業のヒント︒

建築職

畜産現場から一転︒
今は神戸ビーフの
マンとして︒

獣医師

先輩職員の言葉から探る

県土整備部住宅建築局設備課

（平成20年度採用）

Q.現在の主な仕事は。

県立施設の受変電設備や電灯設備、通信設
備などの設計、積算、工事監理です。常に複
数の設計、工事を同時並行で進めていて、
１
つの現場に月２、
３回は足を運びます。新築よ
りも難しい工事が、庁舎や校舎など既存施
設の設備改修です。勤務中、授業中に工事を
するので運営にできるだけ支障をきたさな
いよう工程を組みます。音を
出してはいけないなど何かと
制約が多いですが、無事に終
えた時の達成感は格別です。
職歴

平成20年4月▶尼崎港管理事務所施設課
23年4月▶住宅供給公社住宅整備部
改善維持課
26年4月▶県土整備部土木局下水道課
29年4月▶近畿地方整備局情報通信技術課
30年4月▶現所属
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-

-

-

-

緩和され本人や保護者の方

療放射線技師としての成長

から感謝の言葉をもらった時

を早めることにつな がると

はやりがいを感じます。

思っています。

-

で相談もしやすく、自身のスキルアップにも
つながります。
また、
ワークラ
イフバランスもとれており、
働きやすいと感じています。

とやりがいを感じます。
職歴
平成25年4月▶柏原病院総務部栄養指導課
31年4月▶現所属

-

-

-

-----------------------------------------

-

スキルアップするための教育環境が整って

こども病院検査部

いると思ったからです。新人職員に対して

Q.県職員として働く魅力は。

ということに安心感を抱きました。実際に

やっていないような検査についても学ぶこと

習会が多く行われているため、専門分野の

必ず指導者がつき、段階的に課題をこなす

（平成25年度採用）

薬剤師

ひょうごこころの医療センター
リハビリテーション部

Q.なぜ県職員を目指したのか？

-

RYU HAYATO

MARUO YURI

-----------------------------------------

（平成28年度採用）

-

琉 隼人

丸尾 有梨

-

-

平成28年4月▶現所属

-

自分の経験が知識に︒
日々治療に役立つ検査を︒

さんの状態が良くなってくる

-

果や栄養状態が改善し、患者

-

します。それによって検査結

-

ニューや量、点滴の薬剤の変更などを提案

-

剰または不 足している場 合は、食 事 のメ

-

スでは、患者さんの栄養摂取量を評価し、過

-

います。チームで定期的に開くカンファレン

-

て、様々な疾患に応じた栄養治療に携わって

-

慣病センター、緩和ケアチームの一員とし

-

成する栄養サポートチーム
（ＮＳＴ）
や生活習

職歴

-

医師や看護師、薬剤師、管理栄養士などで構

令和2年4月▶現所属

-

Q.現在の主な仕事は。

平成26年4月▶塚口病院薬剤部
27年7月▶現所属

薬の専門家として
患者さんの治療に取り組む︒

（平成25年度採用）

職歴

-

-

加古川医療センター栄養管理部栄養管理課

-

-

職歴

-----------------------------------------

-

の方々と触れ合うことで、診

-

機器や、様々な考え方を持った医療従事者

バイスし、それにより症状が

-

的だと感じました。また、施設ごとに異なる

薬が飲めない子に服用しやすい方法をアド

日々患者さんの状態が良くなっていくこと
を感じることです。職場には指導者がいるの

-

などもあるため旅行好きな私にとって魅力

ハビリテーションのやりがいは、
リハを実施
していく中で患者さんが意欲的に取り組み、

-

す。
「 未来ある子どもを救いたい」
との思い
で、小児医療に携わることを希望しました。

現在担当している集中治療室(ICU)でのリ

-

えることができると思ったからです。夏休み

Q.県職員として働く魅力は。

-

む環境を変化させ、新しい気持ちに切り替

見を出し合いながら治療に取り組んでいま

-

-

看護師、管理栄養士らとチームを編成し、意

-

-

-

-

下様々な地域にあるため、転勤のたびに住

臨床検査
技師

-

-

県立病院は播磨、丹波、阪神、淡路など、県

尼崎総合医療センターリハビリテーション部

（平成28年度採用）

-

-

Q.なぜ兵庫県職員を目指したのか。

YOSHIDA TAKANOBU

-

-

-

-

理指導に従事します。重篤患者には医師や

-

-

-

え、
１か月のうち２週間は小児病棟で薬剤管

作業
療法士

-----------------------------------------

（令和2年度採用）

入院患者向けの薬剤と抗がん剤の調製に加

-

吉田 貴信

がんセンター放射線部

Q.現在の主な仕事は。

-

KOSHIBA MARIA

-----------------------------------------

（平成26年度採用）

ENDO SHUJI

小柴 茉亜莉

-

-

尼崎総合医療センター薬剤部

理学
療法士

-

-

KADOKURA FUMIE

4

「県」
の仕事とは？

患者さんと
信頼関係を築き︑
治療の成果を上げる︒

門倉 史枝

-----------------------------------------

遠藤 修史

心身ともに寄り添い︑
最善のリハビリテーションを
考え続ける︒

診療
放射線
技師

患者さんの
より良い治療のために
技術を磨く︒

チーム医療への参加で
芽生えた
〝医療人〟の自覚︒
栄養士

先輩職員の言葉から探る

相互研修という制度で他の県立病院でしか
ができるところです。研修を通じて新たな知
識を取り入れられることに加え、人脈を広げ
られることも魅力のひとつです。最初の頃は
知識不足のため、たくさん勉
強をする必要がありますが、
幅広い分野の検査に携わるこ
とができる楽しさもあります。
職歴

働いてみると、医療従事者への研修会や講
みならず、関連した分野の知
識や技 術を高められるチャ
ンスが あるところも魅 力に
感じています。
職歴
平成23年4月▶尼崎総合医療センター
リハビリテーション部
令和2年4月▶現所属

平成25年4月▶姫路循環器病センター検査部
令和2年4月▶現所属
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兵庫県で働く

限られているので、安定した生活の中で仕

【若手職員対談】
兵庫県庁若手職員4名に、
職場の雰囲気、

■ 田中 全然違う世界に飛び込んでみて、新

藤森 友梨

たな自分を見いだせるかもね。

阪神北県民局
宝塚土木事務所
管理第１課

年の時に、全く進路が定まっていない中参

■ 井場 そうですね。今後の自分に期待した

加したんですけど、
インターンシップ期間中

いです。

語っていただきました

田中 彩貴
TANAKA SAKI

県土整備部
まちづくり局
公園緑地課

平成27年度採用

■ 田中 みなさんは、今後の将来像とかあり
ますか？

に、県外の大学に行っていたこともあって、

■ 藤森 私は観光関係に興味があります。同

県外の人達に知ってもらえていないと感じ

期が同じ阪神北で観光関係の仕事をして

ました。当時大学で生かし切れていないも

いるんですけど、イベントとかしてて楽しそ

のをPRしていく活動をしていたので、学生

うだなと。他府県でやっているアニメを使っ

時代にやっていることも生かせるかなと。

た地域おこしを行って、地域を盛りあげてみ

■ 井場 行ってみたい地域はあります。
ただ、

担当しています。補助金の対象は学校の経

１つに絞れなくて。
というのも、兵庫県は各

■ 田中 地方だと相手の方がその場所で生

20年、30年後に自分は何をしたいか考

費全般ですが、各学校の特色ある取組を評

地域に色んな特色があってどれも魅力的な

活してるっていうのが、直に感じられますよ

え、東京に出て仕事をするという選択肢も

思います。

たいですね。
■ 井場 僕は色んな地域を見て学んで、現時

価して、それをもとに配分しないといけない

んです。

ね。現場に行って実際に色々な経験ができ

あったんですけど、愛着があるのは兵庫県

点でのやりたいことである地域創生に自分

んです。
まだ２年目なので、見つけきれない

■ 田中 私が２年目の時、地方への出張が多

たのは良かったなと思います。

だと思い、採用試験を受験しました。

も携わっていきたいなって思っています。

学校の魅力もあったりして、いろんな場面

かったんですが、最後の出張先が西播磨の

■ 藤森 地方だとこれまで行かなかったお店

■ 山本 僕は、
もともと大学時代に福祉関係

で先輩方に相談します。先輩方の業務セン

企業でした。その後初めての異動先が西播

とか発見できるところも魅力です。仕事の

の勉 強をしていて、社 会 福 祉 士の資 格を

スを感じながら仕事をしている状況です。

磨になって驚きました。あの時出張で行っ

きっかけでプライベートも充実する感じが

取ったりとか、介護の実習に行ったりとか、

■ 田中 どんな相談をします？

た西播磨で働くんだなって、不思議と縁を

しますよね。

実は現場の仕事をしたいと当初は思ってた

■ 井場 学校の運営費でもすべて補助金対

感じましたね。
山本さんも地方機関で勤務した経験は

■ 田中 西播磨時代は出張が多くて、お昼も

んです。
でも、福祉関係の勉強をしていくう

外で食べることが多かったんです。お昼ご

ちに、慢性的な人手不足を解消するには、

かなどを相談します。
これはこう判断した方

ありますか？

飯においしいカキを堪能したのは、いい思

制度とか法律とかを見直していかないとい

がいいよとかアドバイスをいただけるので、

■ 山本 あります。僕は３年目に中播磨県民

い出ですね。

けないと思うようになって、県庁に入庁した
わけなんです。

仕事がすごくスムーズに進んでいきます。

局の県税事務所へ異動になりました。異動

■ 藤森 仕事をしながら、近場の旅行も楽し

するまで姫路に行く機会がなくて、異動後

んでる感じがありますね。

■ 田中 １〜２年目は産業労働部政策労働

■ 井 場 藤 森さんは、本 庁 勤 務を経て、今
地 方 機 関で勤 務しているとお聞きしたん

に姫路城に初めて行ったというぐらい、
これ

局しごと支援課（現在の労政福祉課）で仕

ですけど、本庁と地方とは雰囲気が違いま

まで縁のない地域でした。

事をしていました。当時はＵＪＩターンや地

すか？

■ 井場 地方勤務ならではのプラスの部分っ

域創生がクローズアップされ始めた時期

■ 藤森 全然違いますね。
これが同じ組織な

で、兵庫県で就職してもらうための新規施

のかって思いました。本庁にいた時との１番

てありますか？
■ 山本 本庁にいると県民の方と接する機

■ 井場 山本さんは入庁する前と後ではやり

山本 佑哉

YAMAMOTO YUYA

産業労働部
政策労働局
産業政策課

平成21年度採用

たいことって変わりましたか？

なぜ兵庫県職員、
なぜ公務員になろうと思いましたか。

て配属された部署が消防課だったんですけ

■ 田中 私は青春時代を兵庫県で過ごして

ど、その時に東日本大震災が起こったんで

きたので、愛着のある兵庫県で仕事したい

す。震災直後の現地に行き、津波による瓦

■ 山本 僕は、配属された職場で楽しく仕事

■ 山本 僕は、結構変わってるかな。入庁し

策を企画している部署でした。大変な仕事

の違いは、現場に行くことが多くなったこと

会が少ないですよね。県税事務所には、窓

なという思いが兵庫県職員を志望したきっ

礫の山を目の当たりにしました。避難所とか

ができる雰囲気をつくっていくために一役

でしたが、みんなで協力しながら頑張って

です。週２、
３日行くこともあり、県民の方と

口があり、面と向かってやり取りすることが

かけですね。面接試験の時にも言ったんで

も回って避難している方から話を聞く機会

買いたいと思っています。普段からそういう

いこうと、結束力は強かったです。

直接接することが多くなりました。やりとり

多く、不動産業者から、小さい子どもを連れ

すよ。
「なんか兵庫県が好きなんです」
って。

があり、その時に地域での防災の意識が大

職場づくりをしておけば、忙しい時でもみん

■ 山本 業務量も多かったんじゃないです

している中で、時には厳しいお言葉をいた

たお母さん、
お年寄りまで、幅広い方と接す

■ 藤森 私は大学は京都で一人暮らしだっ

事だなって思ったんです。そのきっかけから

なで乗り越えられると思ったりもするので、

か？

だくこともあったり、お願いしたことも上手

る機会が多いので、対人能力が身に付くと

たので、地元を離れたからこそ、地元への

地域のコミュニティを活性化させる仕事を

今後意識して取り組んでいきたいと思って

■ 田中 課として業務量は多かったと思いま

く相手に伝わらなかったり、拒絶されたりす

思いが強くなりました。自分の生まれ育っ

して、その地域の人達と一緒に仕事ができ

います。

す。私は新規採用だったので、
そこまで仕事

ることもあって、
「 私、
この仕事に向いていな

た街だけではなく、祖母が暮らす街とか、学

たらなって思っています。

は多くなく、先輩が「帰っていいよ」
と声をか

いのでは」
と思うこともありました。

生時代によく遊びに行った神戸だったり、

■ 井場 僕は入庁した時から今までやりたい

けてくれました。雰囲気の良い職場だった
なと思います。
井場さんは２年目ですけど、仕事は大変

■ 田中 私は、
これからの未来を担っていく
子供達とか若者、女性を支援する仕事をし

でも、職場がなごやかな雰囲気で、
とにか

至るところに思い出がある兵庫県が好きで

仕事が一緒で、地域創生に関する仕事をし

ていきたいと思っています。今はまだ漠然と

く楽しくて、毎日笑顔が絶えないです。仕事

す。私にとって地元は、帰ったらほっとでき

たいって思ってるんです。各地の名産とか

した思いですが、今後いろんなことを経験し

井場 崇仁

て、
いつでも帰りたくなるような温かい場所

ＰＲして活性化していきたいという思いが

て、実現させていきたいと思います。

なんですけど、誰にとっても「ここに帰りた

あるんですけど、山本さんの話を聞いて、僕

企画県民部
管理局
私学教育課

い、訪れたい」
と思ってもらえるような温か

もやりたいことが変わってくるかもしれない

い地域をつくってみたいと思ったのがきっ

ですね。

かけです。

■ 山本 僕がもし、東日本大震災の時に被災

だけではなく、
プライベートでも仲良くさせ

ですか？

てもらうこともあって。週に１回、仕事終わ

■ 井場 昨年度に比べると、計画性を持って

りに職場から近くのスポーツセンターでテ

仕事ができるようになったと思います。
自分

ニスしたり、仕事以外でも、幅広い世代の

の中で整理をつけながらできているのと、周

方と仲良くさせていいただいています。

りの先輩方が気兼ねなく話しかけてくれる
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に、兵庫県の五国の魅力を教えてもらった
んです。素晴らしい魅力だと思ったのと同時

■ 井場 私立学校の運営費の補助金業務を

象となるわけではなく、
どれが対象になるの

これまでどんな仕事をして、
職場はどんな雰囲気でしたか。

ば、
やりたいことに関しても違った視点で見
えるようになると思いますよ。

■ 井 場 公 務員になろうと思ったきっかけ

平成29年度採用

これからの取り組みについて

事ができるっていうのは、大事なポイントで
した。
は、兵庫県のインターンシップです。大学３

FUJIMORI YURI

県職員を目指したきっかけや

ですけど、その中でなにかきっかけがあれ

井場さんは今後地方勤務を経験すること

IBA TAKATO

平成31年度採用

父親が県職員だったので、自分にとって

地に行ってなかったら、やりたいことは変

ので、相談しやすい関係性が築けています。

になると思うんですけど、
どこか行ってみた

子供のころから身近な職業で、生活も想像

わっていなかったと思います。井場さんも、

■ 藤森 今担当している業務は？

い地域はありますか？

しやすかったし、異動の範囲も兵庫県内に

これからいろんな職場を経験すると思うん

■続きはHPをご覧ください。

https://web.pref.hyogo.
lg.jp/ji01/taidan.html
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キャリアパス・研修制度
研修制度の一例
▼

）

主査研修

副課長級職員

国内大学院への派遣

・・・
・・

経験豊富な職員として組織内で求められている
役割・リーダーシップのあり方について認識を深
めるとともに、行政課題の解決に必要な能力の更
なる向上を図る。

中堅職員研修

行政に関する学問的研究を深めるとともに、国際
感覚の醸成を図ることで、公務の能率的運営に役
立てる。

複雑・高度化する行政の遂行に必要な専門的知識・
能力を身に付け、公務の能率的運営に役立てる。

班長・主幹

県職員としての意識・心構えの確立を図るととも
に、新任職員として必要な基礎的知識の習得や職
務遂行能力の向上を図る。

主任

民間企業、他県等への派遣
多種・多様化する行政ニーズに的確に対応してい
くために、民間企業の専門的知識や経営感覚、他
県等の問題解決手法を学ぶ。

・
・
・
・・

新任職員研修

内閣府、総務省、国土交通省をはじめとした国の
機関などで業務に携わることで、実務経験を通じ
た資質向上などに役立てる。

主査

若手職員研修
課題解決力や若手職員に必要な能力の向上を図
るとともに、県職員としての自覚や心構え、使命感
を養う。

国の各省等への派遣

・
・
・
・・

中堅職員としての役割・心構えに対する認識を深
め、行政課題の解決に必要な能力及び対人関係
能力を高める。

新規採用職員一人ひとりにマン・ツー・マン指導員
がつき、
業務に必要な知識や技法を丁寧に指導。

人事異動、異動サイクル

▼

）

（

初任給（給料＋地域手当））

男女が共に働きやすく、仕事と育児、介護等を両立しやすい職場づくりを進

めています。

行政Ａ
（大卒程度）

206,437円

行政Ｂ
（高卒程度）

169,460円
199,326円
（短大３卒）

資格免許職

（

▼

制度
▼

）

※経歴に応じて、上記の額に加算される場合があります。
この額は給与改定によって
変わる場合があります。
※地域手当の額は勤務地によって異なります。支給割合は給料月額の9.4%〜
4.4%（例：神戸市内は9.4%）

■扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当（令和2年度実績4.45
月分）
などの手当があります。
■通常の場合、年１回
（１月１日）昇給します。

休暇
年次有給休暇は1年間に20日
（4月新規採用者は15日）
あり、一定の日数
を繰り越すことができます。
特別休暇（夏季〈5日間〉、結婚〈5日間〉、
出産、忌引など）
もあります。

毎年、全職員対象の定期健康診断をはじめ、希望する職員には人間ドッ
クや各種検診を実施するなど、健康で快適な職場環境づくりに取り組ん
でいます。

内容・期間等
▼

）

出産予定日以前８週間から出産後８週間
までの期間内で取得できます。

配偶者の出産補助休暇

妻の出産に係る入院または退院の際の付
き添い、
出産時の付き添い等のために３日
以内で取得できます。
※取得率：100％

育児休業（育休）

子が３歳になるまで休業できます。
※取得率：男性12.1％、女性100％

男性職員の
育児参加のための休暇

産前産後の期間（出産予定日の8週間前
から出産の日後8週間）
に妻の出産時に子
（小学校就学前）
を養育するために5日以
内で取得できます。
※取得率:88.7%

育児部分休業

子が小学校に入学するまでの間、
１日につ
き２時間まで部分休業できます。

育児短時間勤務

子が小学校に入学するまでの間、勤務時
間を短縮できます。

子育て支援休暇
（子の看護休暇）

義務教育終了前の子の看護、健康診断等
への付き添い、入・卒業式や授業参観への
出席などの場合に、年５日取得できます。

勤務時間
原 則として月曜 〜 金 曜の完 全 週 休 2日制 。8：1 5 〜 1 7：00、8：45〜
17：30、9：00〜17：45、9：30〜18：15の4区分から選択できます。

（

産前産後休暇（産休）

225,692円
（薬剤師）

健康管理

・本人の希望や経験等を踏まえた人事配置が行われます。
・異動は3〜4年程度のサイクル。
さまざまな部署を経験することで、幅広い視野を身に付け、実務能力を高めてもらいます。
・一般事務職は、本庁と地方機関の両方を経験するため、最初に本庁に配属された場合は2年で地方機関へ異動することになります。
・技術職は、本庁各課のほか、土木事務所、農林（水産）振興事務所等でそれぞれの専門性を生かした人事配置が行われます。
・年1回、希望する職務分野やポストを申告する機会を設けているほか、配属先の決定は家庭事情等も配慮されます。
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区分

OJT（On-the-Job Training）指導

職員

ワークライフバランス

神戸市内に勤務する行政職の初任給の例（令和2年10月現在）

（

海外大学院への派遣

課長級職員

・
・
・
・・

少数精鋭時代における管理・監督職のあり方につ
いて考えるとともに、仕事のマネジメント及び人
材育成にかかる能力を高める。

将来の中枢幹部として必要な政策形成能力及び
行政経営能力を修得し、公務員としての使命感及
び管理者意識を高める。

・・・
・・

管理職、監督職研修

給与

自治大学校研修派遣

幹部職員

・・・
・・

（

勤務条件

在宅勤務
フレックスタイム制

すべての職員が実施できます。
小学校修了前の子を養育する職員等のう
ち、本庁で勤務する職員が実施でき、勤務
時間を柔軟に割り振ることができます。
※は令和元年度実績（対象職員に占める割合）

参考
データ

年次休暇平均取得日数…11.8日
月平均超過勤務時間……11.3時間
女性管理職数……………本庁課長相当職以上15.0％
（令和2年4月）

一般事務（例）

・・・▶

産業労働部 新産業課

・・・▶

淡路県民局 洲本県税事務所

・・・▶

健康福祉部 疾病対策課

・・・▶

東播磨県民局 総務企画室

・・・▶

警察事務（例）

・・・▶

明石警察署 会計課

・・・▶

警察本部 警務課

・・・▶

甲子園警察署 会計課

・・・▶

警察本部 総務課

・・・▶

教育事務（例）

・・・▶

県立明石高等学校

・・・▶

教育委員会事務局 義務教育課

・・・▶

県立歴史博物館 総務課

・・・▶

県立いなみ野特別支援学校

・・・▶

総合土木（例）

・・・▶

県土整備部 港湾課

・・・▶

加古川土木事務所 道路第1課

・・・▶

丹波土木事務所 河川課

・・・▶

県土整備部 道路保全課

・・・▶

それぞれの意欲や適性に
応じ、多くの職場を経験し、
多様な行政需要に迅速・的
確に対応できる能力を育
成できる部署に配属。
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■お問い合わせ先

兵庫県人事委員会事務局

〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県人事委員会事務局任用課任用班
TEL.078-362-9349 FAX.078-362-3934
Mail：shokusai@pref.hyogo.lg.jp

◀職員紹介動画配信中！

兵庫県の政策や事業は、県ＨＰの次のページなどを参考にしてください。

◀あなたの県政 ひょうごＥＹＥ

◀予算の概要

02人P2-042A4

