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生産や消費の現場により近い国の機関として、

（1）食料・農業・農村に関する施策の普及・地域の実態の把握
（2）食品の安全性の確保のための監視・指導と消費者行政
（3）主要食糧業務の実施、食品産業行政の推進
（4）生産及び経営を通じた農業施策の一体的な推進
（5）農村及び中山間地域の振興、農業農村整備事業の実施・指導・助成
（6）国営事業による基盤整備等

について、地域の実情に合った各般の施策を実施している。
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“自然を守る。国を守る。”

それが、中国四国農政局です。
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（１）
食料・農業・農村に関する
施策の普及・地域の実態の把握

中国四国農政局は、令和4年2月2日、本州四国連絡高速道路株式会社と瀬
戸内地域を中心とした中国四国地方の地域活性化等に関する包括連携協定を
締結しました。
オンラインで行われた締結式では、中国四国農政局の山本局長と本州四国連

絡高速道路株式会社の酒井代表取締役社長が協定書に互いに署名し、瀬戸内
地域を中心とした中国四国地方の地域社会の活性化・交流促進に寄与すること
を同意しました。
今後は、相互に協力して観光・文化、農業・農山漁村の振興の取組や情報発信

などを進めていきます。

（２）
食品の安全性の確保のための
監視・指導と消費者行政

令和3年12月20日（月曜日）、中国四国農政局は徳島県拠点会議室におい
て、「消費者団体等との意見交換会（徳島県）」を開催し、第4次食育推進基本
計画とみどりの食料システム戦略を踏まえ、「環境にやさしい持続可能な消費」
をテーマに意見交換を行いました。
行政、JA、エコファーマーより、それぞれの立場における有機農業など環境保

全型農業の取組紹介、また、消費者との距離を縮めたいとのご意見、子育て世
代の消費者より、幼児期に親子で行う農業体験が大切とのご意見をいただきま
した。その後、廃棄される農産物を子ども食堂等で利用する仕組作り、コロナ禍
で自宅料理のレパートリーを広げるレシピを望んでいる消費者が多い、また、学
校給食では地場産農産物の活用や郷土料理の提供に取り組んでいるなどの
意見が出されました。

（３）
主要食糧業務の実施、

食品産業行政の推進

令和3年11月18日、愛媛県内だけで栽培される柑橘で、ゼリーのような果肉
の食感が特徴の「紅まどんな（愛媛果試第28号）」の販売が解禁となり、県内
一の生産地であるJAえひめ中央の農産物直売所「太陽市（おひさまいち）」で
も、販売開始を待っていた多くの買い物客が購入していました。

昨年は8月の天候不順で生育が心配されていましたが、9月下旬以降の好天
により回復し平年並みの順調な仕上がりとなりました。
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児島湾締切堤防は、干拓農用地の農業用水の確保と高潮・塩害防止を目的として、国営
児島湾沿岸農業水利事業（昭和25年度～昭和36年度）等により造成・改修されました。ま
た、同施設は「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定され、鉄道等の重要な公共施設、
民家、工場等も多数存在する本地区において、生活基盤を支える上でも重要な施設となっ
ています。
しかしながら、大規模地震の発生を想定した場合、児島湾締切堤防の堤体及び排水樋門
に損壊が生じるシミュレーション結果となり、その場合、農業用水源及び排水機能の喪失や
その後の津波による広域的な災害となることが想定されます。
このため、本事業では、児島湾締切堤防の耐震化対策を行い、大規模地震発生時におけ

る農業用水源及び排水機能の喪失、その後の津波被害等を未然に防止することにより、農
業生産の維持及び安定を図り、もって国土の保全に資することを目的としています。

（５）
農村及び中山間地域の振興、
農業農村整備事業の

実施・指導・助成

中国山地の山間にある島根県安来市広瀬町の東比田地区で、令和３年４月にシバザ
クラが見頃を迎えました。多面的機能支払交付金を活用し、平成26年から始めた水田
の畦畔への植栽は、毎年面積を増やし、今では総面積1ヘクタールほどになるそうで、美
しい絨毯のように広がっています。

青い空と猿隠山をバックにみるシバザクラの美しさは、地区の皆さんの、地域を守ろうと
する努力と結束力の賜です。

5月中旬頃までが見頃となっています。

（６）
国営事業による基盤整備

（４）
生産及び経営を通じた
農業施策の一体的な推進

令和3年10月18日、鳥取県南部町（株）福成農園実証圃場でスマート農業技術実演
会に参加しました。

鳥取県担当者によると、（株）福成農園スマート農業実証コンソーシアムでは、「次世代
につなぐ水稲・白ネギを柱にした中山間地域水田複合経営モデル実証」に取り組んで
おり、農業の「ユニバーサルデザイン化」「データの見える化」を実現するため、食味・収
量コンバイン、直進キープ田植機、自動操舵システムによる白ネギ土寄せ管理機及び圃
場環境モニタリングのデータ取得装置等を導入してスマート農業実証プロジェクトを推
進しているとのことでした。
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九州農政局
（熊本県熊本市）

中国四国農政局
（岡山県岡山市）

北陸農政局
（石川県金沢市）

近畿農政局
（京都府京都市）

東海農政局
（愛知県名古屋市）

関東農政局
（埼玉県さいたま市）

東北農政局
（宮城県仙台市）

北海道農政事務所
（北海道札幌市）

中国四国農政局は・・・

中国四国農政局は、全国８ヶ所に設置されている農林
水産省の地方行政組織の一つとして、中国地方・四国地
方の９県を管轄し、約1200人の職員が日々の業務に励ん
でいます。
中国地方・四国地方は、美しい自然と豊かな環境に恵ま

れ、多種多様な気候、風土により様々な農業が展開され
ており、こうした環境の中で各種の農業施策が総合的に
展開されていきます。
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各
部
の
業
務
内
容

企画調整室
農政推進のための企画・立案・総合調整

総務課・会計課
組織を生かすための人事・経理・財産の管理・運営

消費・安全部
消費者行政、農畜産物の安全管理、食品表示の適正化

生産部
農畜産物の生産振興

経営・事業支援部
農業経営の改善・安定、食品産業の育成・振興、

新規就農の促進、女性の活動促進

農村振興部
農業・農村整備のための調査・計画及び調整、

豊かな国民生活のための農業・農村の整備

・諸施策に関する企画・立案・総合調整・推進
・地域農業推進のための企画・連絡調整、農業
・情勢報告
・広報・報道関係、農業行政相談等
・災害対策

・公文書の管理
・職員の人事管理・福利厚生
・予算の総合的かつ公正な管理
・国有財産等の適切な管理

・消費者行政、食育の推進
・食品表示法及びJAS法に基づく食品表示の監視
・米トレーサビリティ法等に基づく米穀の流通監視
・農薬・肥料・飼料等の安全性確保及び使用の適正化
・牛及び牛肉のトレーサビリティ、ペットフードの安全性確保

・農畜産物の生産振興等に関する各種指導・助成
・米の需給調整、政府所有米穀の売買・管理
・各種生産技術対策、環境保全型農業の推進

・経営所得安定対策等農業経営の改善・安定
・農林漁業の６次産業化、農商工連携の推進
・地理的表示保護制度
・輸出の促進
・農地政策の推進
・新規就農や女性の活動促進

・農林水産統計の作成・管理
・農林水産施策の推進のためのデータの提供･分析
・農林漁業者の経済活動、農林水産業の基本的構造、農林水産物の
生産・流通に関する統計調査の実施

・農業振興地域の整備に関する調整、都市農村の交流の推進
・土地及び水利用に係る調査調整
・土地改良事業に関する団体の指導
・農業農村整備事業に係る調査・設計等
・農業農村整備事業地区における営農指導
・環境保全、地質・地下水に関する調査、計画基準の作成
・国が行う農業農村整備事業の工事設計、設計審査等
・県・市町村が行う農業農村整備事業に対する指導・助成
・災害復旧事業等に対する助成
・農業用施設の適正な維持と管理
・鳥獣害対策

統計部
農林水産統計の作成・提供
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採用実績及び試験区分

行政、農業技術系（農学、化学、デジタル・電気・電子、機
械、物理）の試験区分

●農業施策のための企画立案・施策の普及

●農畜産物の生産振興及び食品産業の振興のための指
導･助成と新技術の普及

●主要食糧の管理及び備蓄に関する事務

●農畜産物の生産･流通過程における安全確保に関する
指導

●国営土地改良事業の工事のための用地買収、補償や
財産管理に関する事務

●農政局本局、国営事業(務)所、支局における庶務
一般、人事、会計、福利厚生に関する事務

●農林水産統計の作成･提供に関する事務

農業工学系（農業農村工学、デジタル・電気・電子、機
械）、農業土木の試験区分

●農業農村整備事業に係る調査及び計画、工事の積算･
設計、監督・検査

●県や市町村、団体が実施する農業農村整備･災害復旧
事業に対する助成・指導

●農業農村整備事業に関する技術・積算基準の作成、
技術資料の収集

※１ H27は電気・電子・情報区分からの採用を、H31は化学区分からの採用を、
R2は機械区分からの採用を、R4は化学区分からの採用を含む

※２ 前年１０月採用を含む
※3 前年１2月採用を含む
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採用関係Q＆A

2

選考

経験者

1

2

R2 9 4※１ 2 15 2

H3１
R1 11※２ 6※１ 3 20 2

H30 6※２ 3 3 12 1

1

1

採用
年度 農業技術系

（農学等）

農業工学系
（農業農村
工学等）

計 農業土木 農業土木

一般職（大卒程度）
一般職

（高卒者）

一般職

（社会人）

行政

1

H27 5 1 3※１ 9 1

16

R3 12 7※3 1 20 3 13

R4 12 ４※1 5 21 2

14H29 7 4 3

H28 7 1 2 10

岡



採
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・勤務地及び転勤
採用時の勤務地は、中国四国管内の各機関とし、職種や本人の
希望を考慮して概ね２～３年程度で異動となります。また、本人の
意欲と適性があれば農林水産本省（東京）や他の地方農政局
（東北～九州）での勤務、さらには農林水産省の他の機関、他府
省などで活躍する場も開かれ、様々な業務経験を積みながらキャ
リアアップを図ることができます。

・人材育成
まず１年目には、採用後すぐに行われる一般職試験採用者研修、
秋に農家等での滞在研修を受けていただきます。その後も、行
政研修（係員・係長・課長級など）、専門研修などを通して、職
員の資質向上と業務能率の増進を図っています。役職や職務に
応じて中国四国農政局、農林水産省、人事院などそれぞれが実
施する研修に参加することで、スキルアップを図っていただきます。

・研修制度

R３採用
経営・事業支援部

山本 京香
（一般職（大卒）行政）

●現場主義実地研修を通して Ｇａｌｌｅｒｙ

現場主義実地研修では、農家さんの苦労や土いじりの楽
しさを知ることができました。西洋ナシの収穫・選果・包
装作業では、機械を使わず全て手作業で行っているため時
間と労力がかかり大変な作業だなと感じました。ですが、
その後包装した西洋ナシをお客さんが笑顔で購入している
姿を見て、言葉では言い表せないほどの喜びを味わいまし
た。
また、みんなでわいわいおしゃべりしながら作業したり、

おいしいご飯がいただけるのも、この研修の醍醐味です。



ワークライフバランス

農林水産省では、全ての職員が健康で生き生きと働き、能力を最大限に発揮できる職場環境を実現していくためにワークライフバランスの推進に力を入れています。

両立支援制度

数字で見る中国四国農政局

30歳以下の
女性職員の割合

56％100％

女性の育児休業取得率

●年次休暇の平均取得日数・・・ 15日

働き方改革

・超過勤務の削減

・年次休暇・月１年休の取得推進

・フレックスタイム制

・テレワークの実施 など

職場の環境作り

・ポータルサイトでの情報提供
育児しながら働く職員に対して、役立つ情報の提供を行っております。妊娠中から産休・育休、仕事

復帰の時に行う手続きを誰もが利用しやすいようにまとめた「パパママ応援手続きリスト」、職員が
した保活等体験をまとめた「まふっこ子育て体験記」を現在掲載中です。

・職員能力向上講座
各界の有識者を講師として、職員のスキルアップ向上に向けた勉強会を開催しています。「効率的な

仕事方法」「イクボス（育児中の職員を部下にもつ上司）」「女性職員のキャリアップ」などをテーマと
した講座を行っています。

・女性国家公務員の採用状況
中国四国農政局における直近5年の女性国家公務員の採用割合は、50%を超えています。

・育児休業
男女問わず、子の３歳の誕生日の前日までの希望する期間取得可能

・育児時間
男女問わず、子が小学校就学の始期に達するまで、１日２時間以内で勤務時間を減ずることが可能

・配偶者出産休暇
妻の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性職員は、２日以内で取得可能

・育児参加のための休暇
妻の出産予定日の６週間前から出産の日後８週間の間に、出産に係る子や小学校就学の始期に

達するまでの子を養育する男性職員は、５日以内で取得可能

・子の看護休暇
男女問わず、小学校就学の始期に達するまでの子を看護する必要があるとき、年５日まで取得可能

・介護休暇
男女問わず、配偶者・父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹を介護する職員は、一定期間取得可能

・男の産休
配偶者出産休暇（2日）と育児参加のための休暇（5日）を有給休暇で取得可能。

育児休業後の復職率

100％
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● Objective
中国四国農政局は、今後５年間で現職員の約３割が定年退職を迎える。それに伴い、

今後はさらに多くの新規職員を採用し、若手職員が増加していくことが予想される。
このため、若手職員を中心に議論し、未来（５年後）の職場を描き、新たなワークスタイ
ルとワークプレイスを確立するとともに、就活生が中国四国農政局に入省したいと思うこ
とのできる組織を築き上げていく。

● 中期目標
・職員の意識改革
・フレックス制度の柔軟な活用
・インターバル勤務の導入
・執務室レイアウトの工夫
・Wi-Fi 完備、フリーアドレス化
・トイレの完全洋式化

● 短期目標
・局内目安箱（業務効率化）の設置
・勉強会の開催
・不要な書類の廃棄、書類の電子化
・建物の明るさの改善・玄関や執務室の花
飾り（プランターによる花植等）
・職場周辺のクリーンアップ・オペレーション

これから先自分が長く働く場所だか
らこそ、自分たちで考え、積極的に未
来の職場を作っていく必要があると
思っています。
ミラプロではさまざまな年齢・役職

のメンバーが集まり、それぞれの理想
の職場を実現させるために、いま自分
たちにできることを考えています。
風通しがよく、年齢に関係なくコ

ミュニケーションが活発な職場だから
こそ、若手でも積極的に参加できてい
るプロジェクトだと思います。

今働いている私たちはもちろん、こ
れから入省してくる皆様にとっても働
きやすい職場を作っていくことがこれ
からの職場の未来のために重要だと思
います。
このプロジェクトの参加者は、所属

も年齢も様々で、立場や年齢の差を超
えて、自分たちが働く職場を良くする
ために話し合いをします。
普段の業務だけでは関わらない幅広

い立場の人と一緒になって、職場の未
来を自分たちで考えるという貴重な経
験ができるプロジェクトです。

H31採用
経営・事業支援部

熊谷 帆乃佳
（一般職（大卒）行政）

Ｒ2採用
会計課 調達係

山根 江梨花
（一般職（大卒）行政）

理想の職場を実現 職場の未来を自分たちで考える

（クリーンアップ・オペレーションの様子）

（令和4年3月リニューアルした食堂）

中国四国農政局における働き方改革

  愛され Chúshi 未来プロジェクト（通称 : ミラプロ）

（イオンモール岡山と共同でのクリーン
アップ・オペレーション）



6：30
•起床
•身支度と朝食

7：15
•夫出勤
•息子の身支度

9：00
•保育園へ息子を送り登庁
•メールチェック等

10：00
•他部署との連絡調整
•資料作成

12：00
•昼食
•日用品や食料品の買い物

13：00
•他部署との連絡調整
•作業依頼

14：00
•打合せ
•資料作成

16：15
•退庁
•息子を保育園に迎えに行く

17：30
•帰宅
•夕食の支度

18 : 00
•息子入浴（夫担当）
•親子の時間

22:00
•息子と夫の就寝を見届け、家事や自分の時間

24 : 00
•就寝

桑田さんのある一日

・仕事と育児の両立について
育児時間勤務の制度を使い、8:30～9:00、16:15～17:15を育児時間（9:00～16:15 勤務）に設定して働いてい

ます。また、在宅勤務の日は、8:30～17:15 勤務です。夫は残業は無い分、柔軟な勤務時間設定が難しい環境で働いて
いるため、保育園の送迎や急病の対応は、実家の母に助けてもらいつつ私が担当しています。子どもの健康はもちろんで
すが、自らの心身の健康維持のためにも、家族の協力と職場の理解はどちらも絶対に不可欠です。幸いなことにどちらも
充分な環境であり、双方に感謝するばかりです。当省は、制度面は充実していると思うので、使える制度は存分に利用し、
仕事でも家庭でも工夫しながら頑張っていきたいと思います。ただ、現実問題として、時間も人手も有限である中、職場
でサポートしてくださっている方々に申し訳なく思う場面には多々直面します。なんとかならないものか・・・と思うとともに、
いずれ自分がサポートする側に立った時には、同じように笑顔で支えられる存在でありたいと思います。

・子育てのやりがいや苦労
仕事と違って外部から定められた到達点(ゴール)はなく、息子の成長を見逃さず自ら達成感をつかんでいくという点

がやりがいであり、難しい点でもあると感じています。勤務時間中は職務に集中、帰宅後は家族に集中！メリハリをつける
ことと、自分のための時間もとることを大切にしています。息子の笑顔や寝顔、日々たくましくなっていく姿を眺めていると、
日々の疲れが癒されます！

・育児休業取得について
令和2年6月に出産し、当初は約3年の育児休業を取得予定で

したが、産後に情報収集をしたところ、近隣は待機児童が多いい
わゆる「保活激戦区」で、2、3歳児以降や年度途中の入園は難し
く、駅や自宅から近い希望園へ入園するには0歳児クラスへの4月
入園申込みが最も確実と知りました。迷いましたが、復帰後の負
担をなるべく減らしたかったので、息子の健康状態や性格を考慮
しながら夫と話し合い、休業期間を変更して令和3年4月（息子は
0歳10か月）に復帰することにしました。

農村振興部 設計課

桑田 絵理子
R2.8.6～R3.4.11 育児休業

育児休業取得者の声
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仕事と育児の両立について

復帰後は、子どもがしょっちゅう熱を出して保育園から呼び出し＆お休み・・・
加えて自分も子どもの病気をもらって更にお休み・・・と、ひとたび子どもが病
気になれば出勤がままならない日々です。いつ休みになっても支障がないよう
に、仕事は先延ばしにせず、〆切よりも早めに済ませておくように心がけてい
ます。
とはいえ、数日続けて休みを取れば周囲の方へ影響はあります。そんな時、

職場の方々から「うちもそうだったよ、何かやっておく仕事はある？」と優しい
言葉をいただきます。
仕事と育児の両立は、職場の理解と協力があってこそ実現するものだという

ことを痛感する毎日です。

子育てを通じて感じた中国四国農政局の魅力

育児中の職員を対象に、様々な制度が用意されていて、とても助かっていま
す。私は、フレックスタイム制と昼休みの短縮制度を使って、本来の定時よりも
30分早く帰っています。育児時間の取得により、勤務時間を短くすることも可
能です。そのほか、子の看護休暇として年5日の休みが年次休暇（いわゆる有
給休暇）とは別に付与されており、子どもが病気の時や予防接種の時に活用
しています。

企画調整室（山口県拠点）
池内 龍也

R3.10.8～R3.10.31 育児休業

育児休業の取得にあたって
当初は2週間程度、育児休業を取

得する考えでしたが、上司の方から
「もう少し長く休まなくて良いの？」と
逆に提案をいただき、特別休暇と合わ
せて1か月弱休暇を取得しました。復
帰後も早く退庁できるように上司や同
僚にご配慮いただき、積極的に育児
に関わることができました。

育児休業を取得して感じたこと
私は選考採用で長男が産まれた時には前職におり、今回、初めて育児休業を取

得しました。育児休業中は、自分の休みたい時に休めなかったり、家事が思うように
進まなかったりと、妻の日頃の苦労を身をもって実感し、産後間もない頃は特に、家
族のサポートの必要性を感じました。

奧さんからのコメント
長男が産まれた時も育児には積極的に関わってもらっていましたが、今回、育児

休業を取得し、夜中のオムツ替えをしてくれたり、長男の遊び相手や私の話し相手
になってくれたりしたことで、産後の心身の負担感が違ったように思います。我が子
の貴重な成長の瞬間を夫婦で共有できたことは、かけがえのない時間となり、宝物
になりました。

育児休業取得者の声

吉井川農業水利事業所
前田 朝子

R2.1.13～R3.4.30 育児休業



１２

職員同士の仲を深める活動として、所属課等での飲み会やプライベートでの交流活動などがあり、それぞれ自由に参加しています。
ここでは、若手職員を中心とした交流活動の一場面をご紹介します。下記以外にも、有志で集まって映画を見に行ったり、同期で
旅行をしたりと楽しく過ごしています。

プ



若

１３

生産部 園芸特産課

水﨑 菜月
島根県拠点 地方参事官室

朝倉 一幸



若手職員からのメッセージ

１４

南周防農地整備事業所 用地課

岩本 菜穂
四国東部農地防災事務所 工事第一課

中山 隆史



新
①農政局の魅力とは？ ②担当業務は？ ③学生時代の心残りとは？ ④就活生にエールを!

①志望動機は？ ②社会人1年目はどう？ ③気分転換の方法は？ ④就活中の失敗談は？

１５



１６

主な説明会等の開催実績（行政区分対象）
令和２年１２月 人事院中国事務局主催 各府省参加型学生説明会（Web）

令和３年３月 人事院中国事務局主催 中国地区国家公務員OPENゼミ「官庁Watching」
人事院四国事務局主催 令和２年度四国官庁OPENゼミ

令和３年５月
～

令和３年７月

中国四国農政局主催 業務説明会（業務説明会・座談会や専門的な業務説明会など多数開催）
＊期間中はホームページに掲載

令和３年７月８日 人事院中国事務局主催 官庁合同業務説明会

人事院四国事務局主催 官庁合同業務説明会

令和３年10月以降 人事院中国事務局主催 令和３年度「中国地区WEB国家公務員ガイダンス」
人事院四国事務局主催 しごと発見ガイダンス

人事院中国事務局主催 各府省参加型学生説明会

採用スケジュール（国家一般職）

令和４年度（2022年度） 【参考】令和３年度

試験申込期間 ３月１８日（金）～４月４日（月） ４月２日（金）～４月１４日（水）

人事院第１次試験（筆記） ６月１２日（日） ６月１３日（日）

第１次試験合格発表 ７月６日（水） ７月７日（水）

官庁訪問
✻第１次試験合格者のみ対象

７月８日（金）～７月１１日（月） ７月９日（金）～７月１２日（月）

人事院第２次試験（面接） ７月１３日（水）～７月２９日（金） ７月１４日（金）～８月２日（月）

最終合格発表 ８月１６日（火）９：00 ８月１７日（火） ９：００

内定 １０月１日（土）以降 １０月１日（金）



所 在 地

電 話

問い合わせ先

〒７００－８５３２
岡山市北区下石井１丁目４番１号

岡山第２合同庁舎内
（アクセス方法）ＪＲ岡山駅より南へ徒歩１０分

０８６－２２４－４５１１（代表）
０８６－２２４－９４０２（直通）

中国四国農政局総務課人事第１係
岡山第２合同庁舎６階（内線２２５８）

説明会や採用に関する情報はＨＰに掲載しています。

検索中国四国農政局 採用公式SNS

WELCOME TO 中国四国農政局！


