配属先（農政環境部関係）
⑧

“HYOGO” Needs You !

本庁
農政環境部

① 農地整備課

農林水産局

⑨
② 農村環境室

あなたの力を兵庫の農業・農村の元気づくりに！

県民局（センター）
⑩

③ 神戸土地改良センター
各農林(水産)振興事務所
④ 阪神農林振興事務所

⑦

④
⑥

兵庫県総合土木職（農業土木分野）

⑤ 加古川流域土地改良事務所

⑤

⑥ 姫路土地改良センター

①②③

職員採用案内

⑦ 光都土地改良センター
⑧ 豊岡土地改良センター
⑨ 朝来土地改良センター
⑩ 篠山土地改良事務所

⑪

新メンバー募集中！

⑪ 洲本土地改良事務所

※ 総合土木職で採用されると、農政環境部と県土整備部
※ 基図の着色は各県民局（センター）の管内を示しています。

（土木事務所等）のいずれかの組織に配属されます。
兵庫県マスコット

勤務条件

採用試験の実施状況（H30～R2）

初任給（R2.4.1 現在）※神戸市内勤務の場合
こう
■ 行政 A（大卒程度） 206,437 円
■ 行政 B（高卒程度）

はばタン

169,460 円

※ このほか経歴に応じて、扶養手当、住居手当、通勤手当、
期末・勤勉手当（H30 実績 4.45 ヶ月）などの手当があります。

配属先や異動

H30
行政Ａ 行政Ｂ 経験者

受験
者数
合格
者数
競争率

本人の希望や経験等を考慮し、本庁または地方機関に配属さ

R1

59
27

7
2

2.2 3.5

26
5
5.2

R2

行政Ａ 行政Ｂ 経験者 行政Ａ

45
27

12
3

1.7 4.0

12
5
2.4

42
32

行政Ｂ 経験者

14
3

13
未定

1.3 4.7 未定

H26

区分

H27

H28

行政Ａ

行政Ｂ

経験者

行政Ａ

行政Ｂ

経験者

行政Ａ

行政Ｂ

経験者

受験者数

27

4

37

47

6

40

56

未定

未定

合格者数

11

2

8

23

1

7

26

未定

未定

競争率

2.5

2.0

4.6

2.0

6

5.7

2.2

未定

未定

※受検者・合格者数には、土木業務を担当する職員も含みます。

れます。異動のサイクルは 3 年程度です。また、年に 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ます。

有給休暇や残業時間

兵庫県のホームページ

有給休暇平均取得日数は 11.7 日、
月平均超過勤務時間は 11.6
時間です。
（農業土木分野以外も含む全職種の H30 実績）

■ 採用試験情報
【URL】

お問い合わせ

http://web.pref.hyogo.lg.jp/pref/cate3_649.html

兵庫県 農政環境部 農林水産局 農地整備課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1
TEL：078-362-3429

FAX：078- 341-2101

QR コード

■ 業務内容
【URL】
http://web.pref.hyogo.lg.jp/nk10/index2.html

QR コード

02 農 P2-074A3

兵庫県農政環境部農林水産局農地整備課

魅力にあふれる多様な「ひょうご」

先輩職員からのメッセージ

多様な自然環境と多彩な農産物

営農・防災・環境保全を担うため池をみんなで守る

兵庫県は「日本の縮図」ともいわれるように、北

ため池をただの大きな水たまりと侮るなかれ。ため池は農業用水を貯

は日本海、南は瀬戸内海（太平洋）に面し、高原、

水する役割があるほか、洪水調整や防火用水としての利用、動植物の生

平野、島など広大で変化に富んだ地形と厳寒、温暖、

息地等の、多様な機能を有しています。

少雨、降雪という様々な気候が存在するなど、他県

私の担当する仕事は、老朽化で決壊のリスクの高いため池の改修工事

に類を見ない多様な自然環境を有しています。

を行い、ため池の安全・安心を守ることです。

県内の各地域では、それぞれの気候・風土に根ざ

ため池の改修は、工事をするだけではありません。工事後にため池が

した多彩な農産物が生産され、都市近郊の立地など

永く守られていくように今後の維持管理について地域住民と話し合った

兵庫の強みを活かした農業が展開されています。

り、生息する動植物を再発見できる「かいぼり」を行ったりもしていま
す。工事をしたため池を地域の方々に喜んでいただいたときは、私も取

ひょうごのため池数は『日本一』

り組んで良かったとうれしい気持ちになります。

県内には、約 2 万 4

ため池に関わる仕事がしたい方は、ぜひ一緒に働きませんか？

千箇所（全国のため池

みなさまの入庁をお待ちしています。

たきの

滝野

ゆうき

裕起（入庁 5 年目）

姫路土地改良センター

数の約 15％）のため池

『地すべり災害』から農村を守る

があり、その数は日本
一を誇ります。

私が勤務する北播磨地域は全国有数の地すべり地帯で、県内の約半数

いなみ の

淡路や播磨地域など

日本有数のため池密度を誇る印南野台地

にあたる３９箇所の地すべり防止区域を所管しています。

降水量が少ない地域では、江戸時代から明治時代にか

現在、私は突発的に発生する地すべり災害から農地・農業用施設や住

けて農業用水源として多くのため池が築造され、今日

居、公共施設等を守る「地すべり対策事業」を担当しています。現場で

もなお県内の水田の半分を潤すほか、多面的な機能を

は、地すべり災害により家屋や農地等が危険にさらされ、住民の方々が

発揮する地域の貴重な資源として活用されています。

大きな不安を感じる中、迅速かつ適切な対応が求められます。判断の遅
れが被害の拡大を招いてしまうため、スピード感を持って業務に取り組

地域に貢献できる仕事内容！

むことを心掛けています。
ふくなが

農業農村整備事業の推進に取り組みます！
１．農業生産を支える農地･水の保全･整備

としや

農村を災害から守る責任は大きいですが、地域の方々が安心して暮ら

福永 隼也（入庁 9 年目）

すことができるよう、地域防災の一助となれることに大きなやりがいを

元 加古川流域土地改良事務所

感じています。

現 農政環境部農村環境室

地域に喜ばれる仕事に携わりたい人、兵庫県で一緒に働きましょう！

（1）農地の大区画化や用排水路のパイプライン化
（2）田畑輪換を可能にする暗渠排水等の農地の条件整備
（3）老朽化した農業水利施設の長寿命化

農地の整備

大学３年生の時に中村哲著「医者、用水路を拓く」を読み、農業土木

２．集落の活性化と生活環境の保全・整備

は人の営みに不可欠な食糧生産を下支えする技術だと確信、農業土木技

（1）地域ぐるみの共同活動による施設の保全

術者を志しました。私は京都府出身ですが「日本の縮図」と称される

（2）集落内道路や生活排水処理施設の保全・整備

「ひょうごの多様性」に魅力を感じ、兵庫県に入庁しました。

（3）小水力発電等の再生可能エネルギーの利活用
３．農村の防災・減災対策の推進

現在は、県内で最も農業の盛んな淡路島で、前々から希望していた
ため池の整備

（1）ため池の整備・保全・活用

『ほ場整備』を担当しています。ほ場整備は農業生産性の向上を図るた
めに農地の大区画化等を行うもので、地域にとっては一世一代の大事業

（2）井堰・樋門等の改修

です。「確かな農業土木技術」と「地域の方々との信頼関係」を積み重

（3）地すべり災害の防止

ねた先には、活力ある地域農業と魅力に溢れた農村が待っています。

（4）農地海岸の保全

地域の夢の実現に向けて、地域の皆さんとともに「ものづくり」を通

（5）ため池や水田を活用した総合治水対策
（6）農地・農業用施設災害の復旧

農業大国『淡路島』のほ場整備

した「地域づくり」に取り組んでみませんか。
ため池のかいぼり（池干し）

とおやま

さ

き

遠山 沙希（入庁 8 年目）
元

洲本土地改良事務所

現

篠山土地改良事務所（育児休業中）

