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公務員なんて
つまらないと
思っちゃいないか？

ホームページからダウンロード
和歌山県人事委員会ホームページ（下記）の「和歌山県職員採用情報」から印刷できます。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/saiyou.html

直接入手する （配布先については、組織の改編により変更する場合があります。）
■県庁内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人事委員会事務局（北別館5階）、サービスステーション（正面玄関）
■和歌山県パスポートセンター・・・・和歌山市本町2丁目1 フォルテワジマ4階
■振興局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・海草・那賀・伊都・有田･日高・西牟婁・東牟婁の各振興局総務県民課、
 海草振興局建設部海南工事事務所、東牟婁振興局串本建設部総務用地課
■和歌山県東京事務所・・・・・・・・・・・東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階
■わかやま紀州館・・・・・・・・・・・・・・・東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館地下1階
■和歌山県名古屋観光センター・・・愛知県名古屋市栄4-16-36 久屋中日ビル4階
■和歌山県警察本部警務課、交通センター、県内各警察署

行政のプロフェッショナルとして、和歌山県職員をめざし
ている方に県庁を訪問していただき、県の施策や仕事の魅
力などについて、県庁の先輩職員が直接お話しし、また、県
の仕事などに関する皆さんの疑問や質問にお答えします。

和歌山県職員をめざしている方。

申込み受け付け後、日程調整の上、電話等により連
絡します（土・日・祝日及び12/29～1/3を除く）。
なお、同一日に多数の申込者が集中した場合や、そ
の他の事由により、希望に添えない場合があります
のであらかじめご了承ください。

対 象 者

訪 問 日 時

受 付 期 間

申 込 方 法

参加希望があれば随時受け付けています。

下記「和歌山県職員採用情報URL」にアクセスして
「県庁職場ガイド」ページより申込書をダウンロー
ドし記入の上、電子メール・郵送・FAXにて送付して
ください。
ただし警察事務職は電話のみの受付となります。

和歌山県職員採用情報URL
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/saiyou.html

和歌山県人事委員会事務局
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
TEL 073-432-4111（内線3763）・TEL 073-441-3763（直通）　FAX 073-433-4085

職種により申込先が異なりますのでご注意ください。（電話による問い合わせ受付時間は9:00～17:45）申込先（問合せ先） 

試験案内の

入手方法

② 学校事務・学校栄養職員
和歌山県教育委員会事務局
学校教育局 義務教育課
小中学校人事班

TEL 073-441-3655（直通）
FAX 073-424-8877

   e5011001@pref.wakayama.lg.jp

③ 警察事務職
和歌山県警察本部
警務課 採用係

※電話のみの受付となります。
TEL 073-423-0110（内線2626）

7 0120-217-314（フリーダイヤル）

① 一般行政職 及び②③以外の職
〒640-8585（県庁専用郵便番号のため住所不要）

和歌山県総務部総務管理局
人事課 人材育成班

TEL 073-432-4111（内線2138・2139）
TEL 073-441-2138（直通）
FAX 073-422-9312

　 e0102001@pref.wakayama.lg.jp

県庁職場ガイドに参加して、
実際の仕事に触れることができます

このパンフレットの内容は、人事委員会ホームページでも紹
介しています。（職場ガイドの申込書も掲載）
Facebook・Twitter・Instagramでも情報発信しています。
試験案内の配布開始や受付開始、採用説明会の開催情報、
職種紹介などをタイムリーにお届けします。地球環境に優しい植物油インキを使用しています。
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　私が担当している都市計画道路南港山東線は、道路が
狭いうえに交通量が多く、慢性的な渋滞が発生するとと
もに、周辺に点在する学校の登下校時には車両と自転車・
歩行者が混在し非常に危険な状態となっていました。現
在、４車線の都市計画道路を早期に完成できるよう整備
を進めているところです。
　現在整備中の区間は、沿線に建物が連担した住宅地で
あり、工事を進めていくためには沿線住民の方々をはじ
め、様々な調整が必要となります。時には調整が上手くい
かないこと、お叱りを受けてしまうこともありますが、無事
工事が完成した際に成果が目に見える形として残ること、
住民の方に「ありがとう」等のお言葉を頂けることは、この
仕事の大きな魅力だと感じています。
　整備が完了するまではもう少し時間がかかりますが、
少しでも多くの方に、「いい道路ができた」と感じていただ
けるよう、取り組んでいきたいと考えています。

和歌山県をより良くしたい！という熱意があれば、年齢や経験に
かかわらず、政策の立案、実行に取り組むこともできます。和歌山県
の未来のために、是非一緒に働きましょう。

副主査

青石 雄基 Aoishi Yuki
海草振興局 建設部
街路公園課
平成21年度採用 副主査

岡田 　翔 Ｏkada Ｓho
福祉保健部 健康局
医務課
平成24年度採用

インフラ整備は、県民の皆様の安心・安全の確保や活力ある県土
づくりのため重要な役割を担う仕事です。私たちと一緒に和歌山県
の未来を創るインフラ整備に取り組みませんか。

インフラを創る 　私は災害時に迅速、的確に医療が提供されるよう、新
たな対策の企画や企画を実行するために必要な体制づく
り、医療施設の整備などを担当しています。
　その中で、和歌山県が全国で初めて運用を始めた災害
時に受診可能な医療施設をWEBの地図上で県民が閲覧
することができるシステムの構築に携わりました。構築に
当たっては、診療情報を提供する医療施設の協力が不可
欠であったため、県内全ての対象施設の担当者に直接説
明を行い、意見を交えながら事業を進めることにしました。
　県の企画提案に対し厳しい意見を頂くこともありまし
たが、意見を反映し、理解を得て、半年後に運用を開始す
ることができました。また、担当者との顔の見える関係が
できたことで、医療施設での対策強化や訓練を進める
きっかけにもなりました。
　担当の業務は県民の命につながる責任の大きな仕事
であるとともに、専門的な知識も求められるため、難しさ
を感じることも多いですが、その分やりがいのある仕事だ
と思っています。

災害時の医療体制を創る

世の中にはいろいろな仕事があり、それぞれが単に自分

のためだけではなく、社会を支える仕事となっています。

公務員の仕事もそのような仕事のひとつですが、それが、

直接社会、公益のために行われるという点で他の仕事と

は異なっています。和歌山県の職員は県民のために仕事

をし、県民に尽くすことを目標としています。このような

自分を超えたもののため尽くすことは、私たちに大きな

満足を与えてくれます。

県民に尽くすため、どうすればいいか、みんなで議論し、そ

して決まったことを実行する。公務員というと、前例に従っ

てやればいいんだとか、上司の言うことにそのまま従ってい

ればいいんだとか言われます。しかし、そうではありません。

年長者であろうと若年者であろうと、また、上司であろうと

部下であろうと、それぞれが自ら考え、意見を述べ、議論を

して政策を決定する。そして、決まったことを一丸となって

実行する。これが和歌山県庁の仕事です。

議論を尽くし、実行する。直接、県民のために尽くす。

構築したシステムの画面
整備中の都市計画道路南港山東線

和歌山の未来のために一緒に働こう

和歌山県庁の
仕事の魅力
和歌山県庁の
仕事の魅力

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ

泫職員の職名・所属は、全て令和2年度のものです。



一般行政職には、[通常枠]と[特別枠]という試験内容の異なる試験区分を設けています。
[特別枠]は、高い目標を持って特定分野の活動に打ち込んで、特筆すべき能力・経験・実績を
持つ方を対象にしています。これまでの経験で得られた意欲・行動力・精神力を、和歌山県の
ためにどう生かしたいか等についてのアピール論文と面接を重視した試験制度です。
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県職員には、経験年数に応じた研修や昇任に際しての研修のほか、国・民間企業・海外等への派遣研
修等もあります。県内市町村への人事交流を含め、毎年庁内公募を実施し、若手職員を中心に多くの
職員を派遣しています。

県職員には、和歌山県外の民間企業や公的機関等での経験の中で培った経営感覚や柔軟な
発想力を県政発展のために生かし、活躍している職員もいます。和歌山県では令和２年度か
らこのようなＵＩターン希望者を対象とした試験（職務経験者を対象としたＵＩターン型職
員採用試験）を実施しています。

令和3年度：83名（うち女性16名）派遣実績

派遣を通じた
研修について
～国際的な業務～

省
　
庁

□宮内庁⑵
□内閣府⑵
□消費者庁⑵
□復興庁
□総務省⑶
□外務省
□財務省⑵
□厚生労働省

□農林水産省⑶
□経済産業省⑶
□資源エネルギー庁
□中小企業庁
□国土交通省⑵
□文化庁⑵

海
　
外

□外務省（タイ王国）
□自治体国際化協会
　（ロンドン、シドニー、ニューヨーク）
□中国 山東省
□日本貿易振興機構（シンガポール）
□国際観光振興機構（シドニー、マドリード）
□タイ王国

民
間
等

□海洋研究開発機構（JAMSTEC）
□新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）⑵
□みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱
□㈱紀陽銀行 □農業協同組合連合会
□住友林業㈱ □日本貿易振興機構
□地方公共団体情報システム機構
□関西観光本部 □スペースワン㈱
□2025年日本国際博覧会協会⑶

　私の派遣研修期間は、東京の外務本省２年と
在外公館の２年の計４年間でした。本省では、日
本とトルコが共同して科学技術大学の設置を目
指す構想、二国間の社会保険制度の二重加入
の防止や年金加入期間の通算を目的とした「日
トルコ社会保障協定」締結に向けた政府間交渉、
並びに、リビアの国別担当などの業務に従事し
ました。中でも、トルコ政府との交渉の末、日トル
コ科学技術大学設置に係る二国間協定の署名
まで実現したことが特に印象に残っています。
　在オーストラリア日本国大使館での勤務では、
安全保障政策の広報、日本語教育普及、日本文
化紹介、姉妹都市交流及び青少年交流等の多
岐にわたる業務を担当しました。数箇月の準備
期間を要する現地の大学との共催シンポジウム
や姉妹都市の周年事業に関する大型イベントを
無事に開催できたときは特にやりがいを感じま
した。
　現在の業務である外国人観光客の増加に向
けた、海外の旅行会社やメディアによる県内へ
の視察・取材時、また、海外での旅行博覧会や商
談会での出展時において、業務と並行して学習
してきた語学が、本県の観光の魅力を発信する
際に役立っています。今後も海外での勤務経験
を活かして外国人観光客の目線に立った受入環
境の整備に取り組んでいきたいと思います。

　大阪市内で不動産業に就いていた私
がIターンで和歌山県職員になった理
由は、県職員の業務内容と和歌山とい
う地域に魅力を感じたからです。
　県の業務の中には福祉施策や公共
インフラの整備など民間企業ではなし得ない、より多くの人々の幸せや豊かさに
繋がる業務が数多くあります。県民や県土に日頃から思いを寄せながら、より良い
和歌山の未来を追求する仕事には大きなやりがいがあります。
　多岐にわたる県の業務に携わることを通じて、より幅広い経験を積むことが自
身の成長に繋がっていると感じています。私は以前に福祉保健部や建設部という、
現在とは全く異なる分野の業務に携わっていました。さまざまな分野に県の担当
者として深く関わることで、その分野をより探求するとともに、社会に対する視野
が広がったと感じています。
　和歌山には美しい自然とその中で育まれてきた豊かな伝統文化がたくさんあり
ます。日常的にこれらの自然や文化に触れることができる和歌山県の環境は、彩り
ある充実した生活を与えてくれています。

自分が国際的な業務に関わるとは
本研修に派遣されるまでは全く想
像もしていませんでした。県庁では
様々な業務に携わる機会がありま
すので、大学での専攻や自身の得意
分野以外にも関心を向けておくと
よいかと思います。

主　査

板谷 吉浩 Itatani Yoshihiro
商工観光労働部 観光局
観光交流課
平成23年度採用

□外務省中東アフリカ局中東第一課

　平成27年4月1日～平成29年3月31日

□外務省在オーストラリア日本国大使館

　平成29年4月1日～平成31年4月25日

研修先・研修期間

主　査

土師 淳二 Haze Junji
人事委員会事務局　総務課
平成24年度採用

　入庁以前は、金融機関で証券アナリストとして資金運用に関する業務を行っていました。証券アナ
リストとは、株式や債券などのマーケット分析を行い、投資に関する判断や助言を行う金融・経済に
関する専門家とされています。
　こうした金融機関での業務経験や金融・経済に関する専門性を生かし、行政と民間の双方の立
場を理解した懸け橋として、故郷である和歌山県の発展に貢献したいと思い、転職を決めました。
　県庁ではこれまで、商工・会計・財政等の部署に所属し、民間企業と協力した施策の実施や、基金
運用、県債での資金調達といった金融に関する知識を生かせる業務を担当しており、転職時に抱い

ていた想いは少しずつ実現できている気
がします。
　県庁の仕事は、全てが県民に関わるも
のであり、施策を進めていくには民間以
上に多角的な視点からの分析や検討が
必要で、常に公平性や説明責任が求めら
れます。
　また、仕事の分野は多岐にわたり、求
められる知識・ノウハウの水準も高いこ
とから大変な面もありますが、一つひと
つの仕事の影響力や成果が大きいこと
が、県庁の仕事のやりがいであり魅力で
あると思います。

和歌山県庁では、民間企
業での経験を生かしなが
ら、成長できる幅広いフィー
ルドがあります。和歌山県を
良くしたいという想いを
持っている方は、是非チャ
レンジしてください。

主　査

小西 健介 Konishi Kensuke
総務部 総務管理局
財政課
平成24年度採用

UIターン
について

和歌山県には豊かな地域資源が
あり、更なる飛躍が見込める潜在
能力があります。
和歌山でなければ経験できない
こと、また、県職員でなければなし
得ないことに挑戦しませんか。

一般行政職
［特別枠］に
ついて

キャンベラでのキャンドルフェスティバル

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ



　情報政策課では、5G ・ワーケーション等の
ICT関連政策の推進や庁内システム・ネット
ワークの運用管理等を行っています。
　私は民間企業から転職して情報職で入庁し
たため、情報関連知識に加え、予算や法律等の
行政機関としての知識が必要となり大変な面
もありましたが、その一方で、県職員として大規
模システムの入札執行、国との調整及び地方公
共団体情報システム機構への出向等の業務を
経験できたことで、やりがいや社会的役割を実
感しやすい環境であると感じています。

　私は現在、産業廃棄物処理業の許可や不適正処
理に係る改善指導等の業務を担当しています。
　届出や許可申請に関する電話相談もありますが、
現場に出ることも多く、廃棄物の処理基準、保管基
準が遵守されているかの立入検査からはじまり、不
法投棄の監視や現場確認のため、パトロールやド
ローン等を活用した調査も行っています。
　廃棄物に関係する法令は、他の規定を準用する
ことが多く複雑で、改正等も頻繁であるため、日々
勉強の毎日ですが、県民の方が安心して暮らせる
環境づくりに関わることができ、やりがいを感じら
れる仕事です。

　広報県民課は、警察相談・犯罪被害者支援・広報・
音楽隊の係があり、県民サービスの窓口として県民
の方 と々接する機会が多い所属です。
　私は、報道機関やホームページ等を通じ、県民の
皆様に警察活動を広報する業務に携わっています。
　事件・事故の注意喚起や警察活動の様子を少し
でも多くの方々の元に届け、治安維持に貢献できれ
ばと考えながら業務に取り組んでいます。
　また、ノー残業デー等の仕事と私生活の両方を
充実させる取組が推進されており、有給休暇が取得
しやすいことも魅力の一つだと思います。

　建築住宅課では、県内の空き家対策や住宅の耐震
化等といった建築に関する多岐にわたる業務を行って
おり、私は主に建築物の定期点検結果のとりまとめ・
空き家に関する相談会の実施などを担当しています。
　上司や先輩方はフットワークが軽く、若手の意見で
あってもいいと思ったことは積極的に取り入れてくれ
る職場なので、自分の提案した意見を和歌山県の建築
行政に反映させることができるのがこの仕事のやりが
いであり面白さだと感じています。
　休みも取りやすく残業も少ないので、退庁後は一級
建築士資格取得のための勉強をしています。

　うめ研究所では梅の安定生産や新品種の
育成、新しい加工商材の開発等の研究を進
めています。その中でも私は果肉まで赤色に
なる新品種「露茜」の安定生産に向けた栽培
試験や県オリジナル品種「橙高」等の特長を
活かした加工品の開発を担当しています。
　休日には産品販売イベント等に参加する
ことで生産者や業者と交流し、そのつながり
を業務に活かしています。
　日本一の梅産地で研究の仕事ができ、直
接農家のためになる仕事なのでとてもやり
がいを感じています。

県庁には様々な仕事があり、これまでの経験が生かせる場とやりたいこ
とを実現できる場が用意されています。民間経験者や結婚出産を機に離
職された方にもぜひ挑戦していただきたいです。

警察事務の業務は多岐にわたり、知識の幅を広げることができます。
あなたの経験や長所を生かし、魅力溢れる和歌山の安全と安心を
守るお仕事をしてみませんか。
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先輩からの
Message

建築職では空き家問題等、和歌山県が抱える建築に関する課題
に取り組んでいます。「和歌山県をこんな風にしたい」という思い
がある方はその思いを形にできる職場です。是非受験してみてく
ださい。

和歌山県は海、川、山の恵み、おいしい農産物…と資源が豊富で
す。恵まれた環境の中で一緒に和歌山の良さを最大限に引き出
しましょう。

化学職は、実験や検査分析業務だけではなく、環境関係法令の審
査事務や現場指導などの業務も担っています。様 な々仕事に関わるこ
とができ、視野を広く持って成長ができると思います。和歌山県のより
良い環境を目指し、ぜひ一緒に仕事をしましょう。

主　事

山田 彩乃
Yamada Ayano

商工観光労働部 企業政策局
企業振興課
令和2年度採用

一般行政職
技　師

太田 和孝
Ohta Kazutaka

県土整備部 都市住宅局
建築住宅課
平成27年度採用

建築職

榎本 彩乃
Ｅnomoto Ａyano

警察本部 警務部
広報県民課
平成28年度採用

警察事務職

主　査

上山 　啓
Ueyama Hiraku

企画部 企画政策局
情報政策課
平成26年度採用

情報職

副主査研究員

稲葉 有里
Inaba Yuri

果樹試験場うめ研究所
平成27年度採用

農学職

技　師

佐野 由汰
Sano Yuta

有田振興局 健康福祉部
衛生環境課（湯浅保健所）

平成28年度採用

化学職

情報職職員は、情報政策課を中心に防災や商工関係等様 な々職場
で勤務しています。学校や今までの職場で培った情報系の知識を使っ
て、社会や地域に広く貢献したい方のチャレンジお待ちしています！

　私の仕事は主に県内企業の支援です。技術力のある企
業の表彰制度や大企業と県内中小企業との商談会開催な
どを担当しています。コロナ禍で県内企業は大変な時期で
すが、様々な支援策を使ってサポートできることにやりが
いを感じています。
　課内はとても風通しがよく、上司先輩に大変恵まれてい
ます。一年目でありながら新政策提案の機会があるなど
チャレンジしたいという気持ちを応援してくれています。私
も含め、子育て世代で共働きの方も多く、休暇等の取得で
融通を利かせてもらうなど家庭と仕事を両立できる最高
の職場環境です。

とうこう

つゆあかね

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ
県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ



　私は保健所で感染症に携わる業務
をしています。感染症に関する相談や
調査、感染予防に関する知識の普及な
どを行っています。感染症に対して、不
安や偏見を持つ方も多く、陽性者に寄
り添うこと、また周囲の方に正しくご
理解いただくことが非常に大切である
と考え、日々業務に取り組んでいます。
　現在、私は早出勤務を選択していま
す。休暇も取りやすく、安心して働ける
職場環境です。

　児童福祉司として、子供の虐待・非
行・発達面等の幅広い問題に対して、
保護者や子供の相談に乗っています。
子供達が安心・安全に過ごすことがで
きるよう、市町村や学校、児童養護施
設等の多くの関係機関と連携しなが
ら対応に当たっており、やりがいを感
じます。１人では対応に悩むことも多い
ですが、センター内には様々な専門職
が配置されており、常に相談し、協力し
あいながら日々の業務に取り組んでい
ます。

　私は今、食の安全・安心に関する仕事をし
ています。
　具体的には、スーパーマーケット等で販売
されている食品の抜取り検査や飲食店等を
監視指導するための計画の策定、食中毒を
予防するための講習会の講師等を行ってい
ます。
　食品事業者や住民の方々との関わりが多
いため、仕事を通して様々な出会いがあり、
また食品事故を未然に防ぎ、安全な食品を
届けることの一役を担っていることにとて
もやりがいを感じています。

和歌山県での薬剤師としての業務は、薬事関係だけでなく食品衛
生や試験研究など多岐にわたります。幅広い知識が求められ大変
な一面もありますが、その分やりがいも感じます。和歌山県でぜひ一
緒に働きましょう。

新型コロナウイルス感染症が流行しており、発生が続くと大変な
時もありますが、やりがいのある仕事です。職場の上司や先輩方
に助言をいただきながら業務に取り組んでいます。ぜひ一緒に働
きませんか。

福祉主事

上野 理恵
Ueno Rie

子ども・女性・
障害者相談センター

平成26年度採用

社会福祉士

副主査

江川 由佳
Ekawa Yuka

海草振興局 健康福祉部
保健課（海南保健所）

平成27年度採用

保健師

副主査

光本 　豊
Mitsumoto Yutaka

環境生活部 県民局
食品・生活衛生課

平成22年度採用

薬剤師
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技　師

早津 誠宏
Hayatsu Masahiro

伊都振興局 農林水産振興部
林務課
令和2年度採用

林学職

　林務課では、森林整備と低コスト林業、担い手の確
保・育成、紀州材の需要拡大などに係る業務を通じて
「木の国」和歌山県の森林・林業・木材産業の振興を
進めています。
　その中で私は、治山事業に関する施工管理や現場
指導を担当しています。治山事業は、治山施設の配置
や森林整備を通じて、荒廃山地の復旧・整備、山地災
害の未然防止を目的としています。昨今増加する集中
豪雨等により、各地で被害の発生が懸念される中、私
の仕事は、県民と県土を守る重要な役割を担ってい
ることから、やりがいと責任を強く感じています。

　私は現在、漁村の魅力的な観光資源を
利用したブルーツーリズムの推進や、魚食
普及を主に担当しています。前者では、漁
業者等が取り組む体験型漁業や民泊整備
への支援を、後者では、小中学校等の学校
給食への県産水産物の提供や、鯨食普及
活動を行っています。
　水産振興課での仕事は、水産関係の法
令等や水産物に関する幅広い知識を必要
とする難しい業務であり、成果が出るまで
時間がかかりますが、やり遂げたときの達
成感も大きいと思います。

　家畜保健衛生所は、家畜伝染病予防
の検査や飼養衛生管理指導等の家畜衛
生に関する様々な業務を担っており、特
に本県は独自に家畜診療や人工授精も
行っています。私は病性鑑定課で、細菌
検査全般と野生イノシシの豚熱検査を
担当しています。症状の原因を解明し対
策を考えることは、難しいながらもやり
がいがあります。また、牛などの家畜が
対象の職場ですが、女性獣医師の先輩
方も多数活躍しており、福利厚生の充実
した環境で仕事に取り組んでいます。

水産職員の仕事は水産振興だけでなく、資源管理や試験研究な
ど多岐にわたります。どの業務を行う際も、県民の方 の々ことを第一
に考えることが大切だと思います。

県庁に入るまで動物病院で小動物臨床を経験してきました。対象
は犬猫から家畜になりましたが、習得した採血等の手技、飼い主と
のコミュニケーションの取り方等は今も役立っています。

県庁に入る前は、水源林造成のための造林事業に関する現場指
導等を行っていました。転職し、職場環境が変わることに少し不安
がありましたが、これまでの経験を生かしつつ、明るい職場で楽しく
業務を行っています。和歌山県の林業を一緒に盛り上げられること
を楽しみにしています。

副主査

竜田 直樹
Tatsuta Naoki

農林水産部 水産局
水産振興課
平成25年度採用

水産職

副主査

松岡 希枝
Matsuoka Kie

紀北家畜保健衛生所
平成30年度採用

獣医師

成果として見えにくいところはありますが、将来の和歌山県を担って
いく子供達に携わることができる、大切な仕事だと感じています。ぜ
ひ私達と一緒に働いてみませんか。

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ
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「暮らしやすい和歌山」で活躍!!
　民間企業での研究員の職を経て、県庁に転職し
ました。当時、民間では結婚や出産を機に仕事を
やめる女性も多く、県庁では育休などの制度と取
得環境が整っていたことが、仕事を継続できた大
きな要素でした。
　仕事は、異動のたびに新しいことを学び、その
時々に大変なこともありましたが、やりがいや充実
感も感じました。また周りの方々に恵まれ、学校行
事や連続休暇など、子育て優先で過ごさせていた
だきました。次は管理職として環境を整える側で
しっかり取り組んでいきたいと思います。

育児休業期間
（産休期間含む）

平成 11年 11月   1 日

平成 12年 11月 30 日

平成 18年  ５ 月 12 日

平成 19年  ８ 月 31 日

育児休業期間
（産休期間含む）

平成 28年 4月 21日

令和 元 年 5月 31日
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　下の表に記載している給料月額は令和3年4月1日採用者の額であり、
一例です。経歴その他により給料月額は異なります（資格免許の必要な
職種は、原則として資格免許取得後の経験年数のみ経歴に換算されま
す）。資格免許職や化学・農学・林学・水産職は、勤務公署により適用さ
れる給料表が異なります。また給料月額は、給与改定により変更される
場合があります。 福利厚生や休暇・昇任など、しっかりと仕事に取り組
めるようにサポートします。

　和歌山県庁は、産前産後休暇や育児休業をはじめとした出産や子育てを支援する各種制度が整備されているとともに、代替の職
員が配属されるなど、実際に制度が利用しやすい職場環境となっています。配属、仕事内容、昇任、研修とも男女の差はありません。

　和歌山で就職すると「給料が少ない」と思っていませ
んか？ 確かに都会の給料は高いですが、都会と比べて
和歌山は物価、特に家賃が安いので、若い時期に、趣味を
楽しんだり、友達と遊んだり、自由に使えるお金は充分
あります。

　都会では、通勤時間が
長くて大変ですよね。和歌
山なら、通勤時間が短く、
帰宅時間も早いので、自
分の時間や家族との時間
を持つことができます。

　和歌山なら家賃も安いですし、家を建てる場合にも、少
ないお金で建てられます。安くて大きな家で、ゆったりとし
た生活ができるのも、和歌山の魅力です。

出産・育児と
仕事の両立
について

県庁には家庭と仕事を両立するための制度が整っています。どちらかで
はなくどちらもが当然、そして両方を充実させることができる職場です。

　妊娠中は、泊りの出張を代わってもらうなど、周りのサ
ポートのおかげで安心して働くことができました。
　育児休業中は、初めての子育てに戸惑いながらも、日々
成長する子供と一緒に、充実した毎日を過ごしました。
　復職後は、育児短時間勤務制度や育児部分休業制度を
利用し、その時々の家族の生活に合った形で働いています。
障害福祉の仕事はまだまだ学ぶことが多いですが、子供が
できてからは、また違う視点で日々取り組んでいます。

妊娠中から復職後まで、利用できる制
度が充実しており、子育てと仕事を両
立している先輩も多く、安心して出産・
子育てができる職場だと思います。

平成5年 地方課 主事（現：市町村課)　
平成10年 東京事務所(平成12年副主査）
平成14年 健康対策課（現：健康推進課）
平成16年 企画総務課 主査（テクノ振興財団派遣）
 （現：わかやま産業振興財団）

略　歴

平成18年 県民生活課
平成23年 長寿社会課（平成24年主任、平成27年班長）
平成28年 地域政策課（平成30年副課長）
令和2年 市町村課

主　査   畠山 美幸
Hatakeyama　Miyuki

福祉保健部 福祉保健政策局
障害福祉課
平成19年度採用

副課長   北村 　香
Kitamura Kaori

総務部 総務管理局
市町村課（現 知事室広報課長）
平成5年度採用

出産・
育児の

■産前産後休暇
出産予定日前8週間～出産後8週間取得で
きる休暇
■育児時間休暇
3歳になるまでの子を育てるための休暇
〈1日2回各60分、又は1日1回120分〉
■妻の出産休暇
妻が出産する場合に取得できる休暇
〈入院の日から産後2週間の間で3日以内〉
■男性職員の育児参加休暇
産まれてくる子や小学校就学前の子の養育
のための休暇
〈妻の産前産後期間中の5日以内〉
■子の看護休暇
満15歳に達する日以後の最初の3月31日
までの間にある子の看護をするための休暇
〈1年につき5日まで〉
※対象となる子を2人以上養育する場合は10日まで

主な有給の制度

期末・勤勉手当（ボーナス）が6月、12月に支給され
ます（令和2年度実績 計4.45月分）。また各種手当と
して、状況に応じて扶養手当、地域手当、住居手当、
通勤手当などが支給されます。

期末・勤勉手当（ボーナス）及び各種手当

勤務時間は、原則として月曜日から金曜日の午前9
時から午後5時45分まで。完全週休2日制（1週38時
間45分）を実施しています。
※令和3年4月1日現在の勤務時間です。変更される場合があります。

勤務時間（週休2日制）

1年につき20日の年次有給休暇が与えられます。こ
の他、夏季休暇、結婚休暇、産前産後休暇、病気休暇
等があります。また、育児休業、介護休暇の制度もあ
ります。

休暇等

■職員の健康管理
心身ともに健康な状態で働けるように、定期的に各
種の健康診断、健康指導・健康相談などを実施して、
職員の健康の保持増進、疾病の早期発見に努めて
います。
■給付・貸付制度
職員の福利厚生のために共済組合・互助会があり、
給付・貸付事業、レクリエーション事業等を行ってい
ます。
■その他
互助会が指定する宿泊施設、レジャー施設、各種
サービスが割引価格で利用できます。

福利厚生

無給の制度 勤務形態の選択ができる制度
■育児休業
子が3歳になるまでの期間に取得できる休業〈任期付
きの代替職員が配属されます〉
■育児部分休業
子が小学校就学前までの期間に取得できる休業〈1日2時間以内〉

■子育て部分休暇
子が小学校1年生から3年生までの期間に取得できる休暇〈1日2時間以内〉

■介護休暇
身内の介護を必要とする場合に取得できる休暇〈6か月以内〉

■育児短時間勤務制度
子が小学校就学前まで、勤務形態が選択できます
※給料月額は、勤務時間数に応じた額となります
①週5日……1日あたり3時間55分勤務
②週5日……1日あたり4時間55分勤務
③週3日……1日あたり7時間45分勤務
④週2日半…1日あたり7時間45分勤務×2日
 1日あたり3時間55分勤務×1日
⑤週19時間25分～24時間35分〈交替制勤務の職場のみ〉
■早出遅出勤務制度
小学校就学前までの子等の養育等のため、始業及
び終業の時刻を変更することができます

※制度内容は令和3年10月1日現在の制度です。変更される場合があります。

35 35

R1

30 30

R2

出典／①②R1賃金構造基本統計調査【企業規模10人以上】（厚生労働
省）③⑦⑧⑨H30住宅・土地統計調査（総務省）④R1小売物価統計調査
（総務省）⑤R1都道府県地価調査（国土交通省）⑥R1独立行政法人住宅
金融支援機構調査⑩H28社会生活基本調査（総務省）

お 金
時 間

住まい

22.4分
28.1分

44.5分
36.9分193,500円

263,400円
41,094円

99.2

200,000円
259,400円
55,609円
100.0

220,500円
307,800円
80,918円
104.7

210,100円
285,200円
55,614円

99.7

36,200円
3,839万円
124.4㎡
73.0%

52,317円
4,257万円
119.9㎡
61.2%

378,100円
5,907万円
93.3㎡
45.0%

150,700円
4,486万円
101.8㎡
54.7%

サ
ポ
ー
ト
制
度

time schedule

ある1日の

6:00
7:00
8:30

夕　食
お風呂、遊び、
寝かしつけ
就　寝

起　床
朝　食
子供送り

18:00
19:30

23:00

16:30
15:45

9:00

帰　宅
退庁、
子供迎え
出　勤

165,900 154,900

188,700

188,700

205,500

206,300

213,500

232,900

188,700

218,100

220,600

264,100

230,100

250,400

285,200

220,600

257,000

220,600

県職員をめざす人へ

県職員をめざす人へ

※育児部分休業取得中

35

R1 R2

30

R3
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　和歌山県の組織は知事をトップに、多岐にわたる部門で構成されてい
ます。それぞれが専門の知識と経験を有したスペシャリティ集団です。

　新規採用職員は、本庁
又は出先機関、各試験研
究機関等に配属されます。
Ⅰ種試験合格者の場合、
採用時に本庁に配属され
た人は2年程度で出先機
関の勤務となり、出先機
関に配属された人は3～4
年で本庁等の勤務となり
ます。その後、平均4～5年
サイクルで各課を異動し、
さまざまな職場を経験す
ることで、幅広い能力・知
識の習得を図っています。
また、年に一度希望する
勤務先、職務について、申
告する機会があります。
※主な配属先は令和3年10月1日現
在のものです。組織改正により変
更になる場合があります。

知
　
事

副
知
事

環境保全や循環型社会の推進、食品の安
全・安心対策、動物愛護、消費・生活安全、
NPO支援、青少年の育成、男女共同参画
の推進などの仕事をしています。

環境生活部
県行政全体の企画立案、地域の活性化・
情報化、交通対策・文化振興・国際交流・
移住定住の推進及び統計調査や人権尊
重の社会づくりの仕事をしています。

企画部

条例等の公布、情報公開、行財政改革、
職員の人事・健康管理、予算編成、県税の
賦課徴収、市町村行財政運営の助言、財
産管理をはじめ、危機管理、消防・防災対
策などの仕事をしています。

総務部
県政に関する広報や県民の意見を聴く
広聴活動、県内主要プロジェクトの進行
管理や政策調整及び他の都道府県との
広域連携などの仕事をしています。

知事室

知事の権限に属する業務の全般を各地域
で担当します。県内全域で7つの振興局が、
地域の発展のための仕事をしています。

振興局

道路、河川、砂防、ダム、下水道、公園、住
宅、港湾、漁港等の建設と管理などの仕
事をはじめ、建築の指導や都市計画の立
案などの仕事をしています。

県土整備部
農林水産業振興のための支援や研究開
発をはじめ、流通販売対策、担い手育成、
農地・森林・漁場の整備、漁業調整・取締
などの仕事をしています。

農林水産部

商工業振興のため、県産品のブランド力
強化や販路開拓、研究開発等を支援する
ほか、企業立地の推進、観光の振興、雇用
対策などの仕事をしています。

商工観光労働部
子供や高齢者、障害のある人など全ての人
が地域で安心して生活ができるように福
祉、保健、医療に関する仕事をしています。

福祉保健部

県関係の収入・支出、決算などの会計事
務、給与事務及び軽易な支出事務等総務
事務の集中処理、物品調達などの仕事を
しています。

会計局

本会議・委員会の運営や、県行政に関する
議員の調査研究活動を補佐する仕事をして
います。

県議会 県議会事務局

犯罪から県民の生命・身体・財産を守り、安
全と社会正義を実現するための仕事をして
います。

公安委員会 警察本部

県職員、警察官の採用試験や給与の調査研
究、不利益処分の審査請求の審査などの仕
事をしています。

人事委員会 人事委員会事務局

教育の充実、文化芸術・スポーツの振興や
文化財の保護に関する仕事をしています。

教育委員会 教育委員会事務局

県の財務に関する事務の執行や県が運営
する事業の管理などが適正に行われている
かどうかを監査する仕事をしています。

監査委員 監査委員事務局

不当労働行為の救済申立ての審査や労使
間の争議の調整などの仕事をしています。

労働委員会 労働委員会事務局

会計管理者

Ⅰ種試験合格者で、採用時に本庁に配属
された場合

本庁

出先
機関

本庁
など

2年程度

3～4年程度

4～5年
サイクル

各課

各課各課

配属と異動の一例

　主な役職は、主査（係長級）、主任（課
長補佐級スタッフ）、班長（課長補佐級ラ
イン）、副課長、課長、局長、部長となって
います。Ⅰ種試験合格者で比較的速い
ペースの昇任は経験年数12年で主査と
なり、本庁と地方機関で合計7年の主査
経験を経て主任になるケースです。
　昇任試験を実施していないので、昇任
は人事評価等を踏まえ、総合的な能力・
実績主義に基づいて判定し、やる気・能
力のある若手職員の抜擢人事も行って
います。

昇任について

事務職 行政・学校・警察
さまざまな部署で業務に就き、
行政をトータルに見つめる幅広
い視野を養ったうえで、各自の適
性を見極めていきます。

配属先

行
政
職

本　　庁

地方機関

／本庁各課
　県議会事務局
　教育委員会事務局
　各種委員会事務局
／各振興局、各保健所
　各県立学校
／市町村立小中学校等
／警察本部・警察署等

学校事務（Ⅲ 種）
警 察 事 務

情報職
情報通信技術を利活用すること
により、県民生活の向上、行政事
務の効率化、県内産業の振興、災
害への対策などに取り組んでい
ます。情報政策課を中心にさまざ
まな部署で業務に就き、行政全
体を理解した情報政策の専門家
として活躍していきます。

配属先
／情報政策課本　　庁

建築職
まちづくり施策、景観施策及び住
宅施策により調和のとれた地域
づくりに取り組むとともに、建築
確認、建築士指導及び公共施設
の設計・工事監理により安全で
安心な県土づくりに取り組んで
います。

配属先
／都市政策課
　建築住宅課
　公共建築課
／各振興局建設部

本　　庁

地方機関

総合土木職
安全・安心な活力ある県土の実現
のため、道路、河川、砂防、下水道、
都市計画、港湾など幅広い分野で
基盤整備に取り組むとともに、農
業王国和歌山の産地を支える基
盤づくり、元気な農村づくり、環境
の保全に取り組んでいます。

配属先
／県土整備部各課
　農林水産総務課
　農業農村整備課、廃棄物指導室
／各振興局
　和歌山下津港湾事務所
　ダム管理事務所（二川・椿山・七川）

本　　庁

地方機関

電気職
県の産業を支える工業用水の供
給施設の運転監視、保守管理や
県民生活に必要な公共施設（県
立学校・県営住宅・下水道施設）
の電気設備に関する設計、施工
監理の業務に取り組んでいます。
また、県庁舎の施設管理やダム
施設の管理運用も行っています。

配属先
／公共建築課
　管財課
　公営企業課
／工業用水道管理センター
　ダム管理事務所（ニ川・椿山・七川）

本　　庁

地方機関

機械職
県の産業を支える工業用水の供
給施設の運転監視、保守管理や
県民生活に必要な公共施設（県
立学校・県営住宅・下水道施設）
の給排水設備、空調設備など機
械設備に関する設計、施工監理
の業務に取り組んでいます。

配属先
／公共建築課
　公営企業課
／工業用水道管理センター

本　　庁

地方機関

化学職
水質、大気環境の保全や廃棄物
の適正処理推進など身近な分野
から気候変動対策などグローバ
ルな分野まで、環境に関する
様々な課題の解決や快適な生活
環境の維持形成に取り組んでい
ます。

配属先
／危機管理・消防課
　環境生活総務課
　循環型社会推進課
　環境管理課
／環境衛生研究センター
　各保健所

本　　庁

地方機関

農学職
新品種育成や栽培技術の研究開
発をはじめ、農家に対する生産
技術や農業経営の指導、農産物
の販売促進、担い手対策などを
通じ、収益性の高い農業づくりを
進めています。

配属先
／農林水産総務課
　食品流通課、果樹園芸課
　経営支援課
／各振興局､農業試験場
　暖地園芸センター、果樹試験場、
　かき・もも研究所、うめ研究所、
　農林大学校、就農支援センター

本　　庁

地方機関

林学職
「木の国」の名にふさわしく、県土
の約8割が森林。林業・木材産業
を支える人材育成及び良質な木
材生産を推進し、県土を守る森
林づくりを進めています。また、
紀州備長炭の振興など、豊かで
魅力ある山村づくりに取り組ん
でいます。

配属先
／林業振興課
　森林整備課
／各振興局
　林業試験場
　農林大学校林業研修部

本　　庁

地方機関

水産職
和歌山県の水産の特性に応じた
資源管理・漁場造成の推進、漁
業経営の安定指導、漁場環境・
水産資源の調査研究、有用な水
産動植物の増養殖研究などを通
じ、収益性の高い水産業づくりに
取り組んでいます。

配属先
／水産振興課
　資源管理課
／各振興局
　水産試験場

本　　庁

地方機関

獣医師
家畜伝染病等の疾病予防と家畜
の健康管理、食品衛生監視と検
査等を通じ、食の安全・安心を提
供するほか、受精卵移植や飼養
管理技術等の試験研究、動物愛
護精神の普及啓発と適正な飼い
方等の指導を行っています。

配属先
／食品・生活衛生課
　畜産課
／動物愛護センター
　各保健所、畜産試験場
　養鶏研究所
　各家畜保健衛生所

本　　庁

地方機関

薬剤師
薬学の知識・技術をもって、医薬
品等の品質・有効性・安全性の
確保業務、食の安全確保業務、
廃棄物の不法投棄対策、医薬品
等の試験・研究業務、病院での調
剤・服薬指導業務など、保健衛生
の向上に取り組んでいます。

配属先
／薬務課、食品・生活衛生課
　廃棄物指導室
／各保健所
　工業技術センター
　こころの医療センター
　環境衛生研究センター

本　　庁

地方機関

心理職員
心理学の知識・技術をもって援
助に当たる専門職として、児童相
談所や県立の医療機関等におい
て心理判定や心理療法等の業務
を行っています。

配属先
／子ども・女性・障害者相談センター
　紀南児童相談所
　こころの医療センター
　仙渓学園
　精神保健福祉センター

地方機関

社会福祉士
社会福祉の知識・技術をもって
援助に当たる専門職として、児童
福祉法や生活保護法等に基づく
相談対応などあらゆる相談・指
導業務や福祉施策の企画・運営
を行っています。

配属先
／子ども未来課、障害福祉課
　長寿社会課
／各振興局
　子ども・女性・障害者相談センター
　紀南児童相談所、仙渓学園
　難病・子ども保健相談支援センター

本　　庁

地方機関

保健師
家庭訪問などの地区活動をとお
して住民や地域の健康課題を把
握し、他職種や関係機関と連携
して地域包括ケアシステム構築
に取り組んでいます。

配属先
／医務課、健康推進課
　長寿社会課、職員厚生室
／各保健所
　精神保健福祉センター
　難病・子ども保健相談支援センター
　子ども・女性・障害者相談センター

本　　庁

地方機関

精神保健福祉相談員
メンタルヘルス上の悩みを抱え
た方や家族が、安心して地域で
生活できるよう専門的な知識を
もって、関係機関等と連携し、相
談業務や社会復帰・社会参加促
進を図るための支援を行ってい
ます。

配属先
／障害福祉課
／各保健所
　精神保健福祉センター
　こころの医療センター

本　　庁
地方機関
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  Ⅱ 職務経験者を対象としたUIターン型採用試験

～民間企業等における職務経験で培った
　経営感覚等を備えた人材のUIターンを支援～

  Ⅰ 就職氷河期世代を対象とした採用試験

～不本意ながら非正規雇用で就労している方など
就職氷河期世代を支援～

　　　令和 3年度の受験資格等は次のとおりでした。
　　　試験区分／一般行政職
　　　受験資格／36歳～45歳（令和4年4月1日現在）
　　　　　　　　「直近の過去１年間、正規雇用で就労してい

ない人」かつ「正規雇用で就労した期間が通
算３年以下の人」

　　　令和 3年度の受験資格等は次のとおりでした。
　　　試験区分／一般行政職、総合土木職
　　　受験資格／40歳以下（令和4年4月1日現在）
　　　　　　　　「県外在住」
　　　　　　　　かつ「和歌山県外に本社を置く企業等

で職務経験を 7年以上有する人」

7月～8月

第2次試験
6月下旬

第一次試験
7月上旬

第1次試験
合格発表

8月中旬（一般行政職通常枠以外）
8月下旬（一般行政職通常枠）

最終合格発表
採用候補者
名簿作成・提示
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　試験の申込みは、「和歌山県電子申請
サービス」からの申込みとなります。和
歌山県HPにて電子申請サービスの利
用方法を、また人事委員会HPにて申込
みから採用までのおおまかな流れなど
を確認してからお申込みください。
　令和4年度の試験日程は、令和4年3
月上旬（予定）から配布する総合案内で
お知らせします。

受験申込

申込から採用までの流れ ※Ⅰ種試験（大学卒業程度）の令和3年度の日程です。

和歌山県職員採用試験の特色

筆記試験を行います。
試験会場は和歌山市、
田辺市です。

合格者受験番号を人事
委員会ホームページに
掲載します。

第1次試験合格者に対
し、面接試験などを行
います。試験会場は和
歌山市です。

合格者受験番号を人事
委員会ホームページに
掲載します。

最終試験合格者を、試験区分ご
とに採用候補者名簿に記載し、
任命権者（知事、教育委員会、警
察本部長等）に提示します。

任命権者が面談等を行
い、和歌山県への就職
の意思を確認します。

採用は、原則として4月
1日です。

和歌山県ホームページの
「和歌山県電子申請サー
ビス」から申し込んでくだ
さい。

意向確認 採　用
4月4月下旬～

人事委員会の管轄 任命権者の管轄

試験のあれこれQ & A

競争試験の場合、試験に合格すると採用候補者とな
り、採用候補者名簿に氏名が登載され、任命権者は人
事委員会が提示した名簿の中から採用します。退職
者の状況等により、試験に合格しても採用されない場
合がありますが、例年、本人が採用を辞退したり、採
用に必要な資格等を満たすことができなかった場合
を除き、試験に合格された方は全員採用されています。

A

試験に合格しても
採用されないことがあるのですかQ

一切ありません。採用試験は公平・公正に行ってい
ます。A

出身地、出身校、学部、職歴などによって
有利・不利はありますかQ

電子申請で申込みをした人については、WEB上で
情報提供します。詳しくは各試験案内で確認してく
ださい。

A

試験の成績は教えてもらえますかQ

職員に採用されると、県職員としての自覚と意識の確
立を図り、職務上必要な知識を習得し、職場への適応
能力を養うために、「新規採用職員研修」を前期、中
期、後期に分けて受けていただきます。 その後、経験
年数に応じた研修や昇任に際しての研修があります。
特に、主査（係長級）昇任までの間、「対人能力」、「政
策形成能力」等を集中的に身に付けるための研修制
度を設けています。また、国・民間企業等への派遣研
修等もあります。（派遣研修についてはP3を参照）

A

採用後の研修とは
どういったものですかQ

毎年定期的に行われる職員採用試験のほかに、急を
要する欠員補充の場合等、採用試験を随時実施して
います。その際は、和歌山県人事委員会ホームページ
の和歌山県職員採用情報（裏表紙参照）に掲載します
ので、確認してください。

A

その他どのような職種の
採用がありますかQ

A Ⅰ種試験の「大学卒業程度」とは、試験問題の程度
が大学卒業程度であるということであり、受験資格
を満たしていれば、学歴に関係なく受験ができます。
受験資格の詳細は試験案内で確認してください。

Ⅰ種試験は大学卒業（見込み）者でないと
受験できませんかQ

特別枠で求められる人材例は以下のとおりです。
○海外での活動経験や海外とのハイレベルな交流
経験がある人

○国内外での顕著な社会貢献活動で中心的な役割
を担った経験がある人
○国際・全国レベルのスポーツ大会で優秀な成績を
収めた人

○高度な専門的知識・経験を有する人

Ⅰ種試験の「一般行政職特別枠」で求める人材は
具体的にどのようなものですか

Q

A

令和２年度から「就職氷河期世代対象採用試験」及び
「職務経験者対象のＵＩターン型採用試験」を始めました。2

専門試験の出題分野の選択が可能です。1
　Ⅰ種試験のうち「一般行政職」と「警察事務職」を受験する場合、平成30年度から、申込み時に4科目から得
意の1科目を選択して受けることができるようになりました。
　「法律」「経済」は40題必須（出題分野限定）、「総合A」「総合B」は60題から40題を自由選択で解答。
※第2次試験では専門試験で選択した科目にかかわらず、従来どおり試験区分（一般行政職又は警察事務職）ごとに一括して最終合格者を決定します。

参考 参考


