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農林水産省のミッションは、生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を未来に継承すること。

私達が所管する農林水産業は、国の基です。国民に食料を安定的に供給するとともに、地域の経済を

支え、活力ある地域社会を維持するために大きな役割を果たしています。

その我が国の農林水産業は、今、大きな曲がり角に立っています。

国内では、人口減少に伴うマーケットの縮小や、農林漁業者の減少・高齢化の進行などを、避けら

れない状況に直面しています。一方で、AI・IoT・ロボットといった先端技術の活用や海外市場への

進出、また和食や美しい農山漁村の風景が世界に評価されるなど、着実に次の発展への動きが

始まっています。

農林水産省職員には、このような農林水産業の有する潜在力を最大限引き出し、農林水産業を、

若者が夢や希望を託することができる、魅力ある成長産業にしていく責任があります。

このためには、従来の農林水産業の範囲に留まらず、地域の営みや国内の経済活動、世界のトレンド

などまで広い視野を持ち、分野や省庁、官民の隔てなく知恵を出し合っていかなくてはなりません。

同時に、地域によっても異なる現場をよく知り、どのような政策が必要か、私たちの政策で足りて

いるのか、ということを常に考える問題意識が求められています。 

そして、これらを踏まえて未だ手の届いていない「政策のフロンティア」を見つけ、果敢に挑戦する

チャレンジ精神が重要となります。

私はよく職員に、やりたいことをいつも10個考えておきなさいと伝えています。

皆さんのやりたいことは何でしょうか。

農林水産省には、皆さんの多様な「やりたいこと」を叶えられる、幅広いフィールドがあります。

この幅広いフィールドで、ピンチをチャンスに変えていく、広い視野と問題意識、

そしてチャレンジ精神を持つ人を私達は求めています。
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いのち

わたしたち農林水産省は、

生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を

未来の子どもたちに継承していくことを使命として、

常に国民の期待を正面から受けとめ

時代の変化を見通して政策を提案し、

その実現に向けて全力で行動します。
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国民の「未来」を支える組織
農林水産省業務遅営体制図（令和2年1月1日時点）
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　農林水産省では、食の安全確保と安定供給、農業経営の安定、農業構造の強化、農山漁村地域の活性化など、

幅広い取組を行っています。その基本的な政策ビジョンの策定、法令審査、予算編成、国会との連絡調整、広報活動、

地方との連携など、農林水産省全体の政策に関する総合調整を行うのが大臣官房です。

　また、災害の予防・対策・復旧のほか、食料自給率の向上や食料の安定的な輸入による食料安全保障、地球温暖化

対策をはじめとする環境政策についても、省内の調整役として舵取りを行っています。

　我が国は、経済連携協定（EPA）やWTO等の貿易交渉に取り組んでいます。国際部は、国民への食料の安定供給

や我が国の農林水産業の発展に支障を来すことがないようこれらの貿易交渉をまとめあげる任務を負っています。

　また、十分な食料が確保できない途上国に対し、我が国の農業関連技術の優位性を活かした官民連携による

開発協力を行うとともに、二国間経済外交等の場において、我が国の農林水産物・食品の輸出や食品関連産業の

海外展開を促進するための環境整備を推進することも国際部の任務です。

大
臣
官
房

国
際
部

Mission Mission

長田 恵理子
平成16年入省　Ⅰ種法律
課長補佐 総括・運営グループ
大臣官房 政策課 

世界の変化を捉え
農林水産省を
未来へ導く

　大臣官房予算課は、農林水産省の予算の司令
塔として、もっとも効率的で効果的な予算事業
とするよう、省全体の予算、決算、執行の内容
を把握し、改善することがミッションです。

予算課のミッション

　2018年は7月豪雨や台風21号、北海道胆
振東部地震などの災害が多発し、農林漁業
にも大きな被害が発生しました。被災された
方が１日も早く経営再建できるよう、関係省庁
と調整し、必要な財政措置を講じました。

最新のホットトピック

省全体を見ながら
予算を編成し
政策実現を目指す

　専門にとらわれず、得
意分野を増やすと自分の
世界が広がると思いま
す。ぜひ一緒に農林水産
業を盛り上げましょう。

学生の方へメッセージ

辻本 翔大
平成28年入省　総合職農業科学・水産
予算編成第1班 予算編成第2係
大臣官房 予算課

　世界の潮流や時代の動きを見ながら、農
林水産省全体の先導役となる、これが大臣
官房政策課のミッションです。私は、省と
してよりよい政策を打ち出し実行する
ため、省内の関係部局への提案や政策の
進捗のフォローアップなどの対内的な仕事
にとどまらず、官邸会議における農林水産
大臣からのプレゼンテーション、政府全体
の方針についての各省との折衝などの
対外的な仕事も行っています。

仕事内容

武石 陽介
平成28年入省　一般職行政
国際経済課 国際機構グループ

世界各国の生の声に
触れられる仕事

　国際機構グループは、WTO、FAO等の
国際機関や、G7、APECといった国際的な
枠組みとの関わりを業務としています。こ
れらの国際機関や国際的な枠組みにおけ
る会合に向けて、省内外の関係者と連携し
ながら、農林水産省としての戦略を構築・
展開することが主なミッションです。国際
会議での各国とのやりとりを通して、農業
に限らない世界経済全体の情勢に関わっ
ていけるのがこのグループの魅力です。

仕事内容

農林水産省の立場を
世界に向けて
発信する

　息子3人との時間を大事
にするように心がけていま
す。日々成長していく息子達
の姿に励まされ、仕事への
意欲をチャージしています。

プライベート

一条 美和
平成19年入省　Ⅰ種経済
国際機構グループ国際専門官

大臣官房 国際部大臣官房 国際部 国際経済課

　農村派遣研修や地方出
先機関などへの出向など、
現場に寄り添って働く機会
が多くあります。ぜひ説明会
に足を運んでみてください！

学生の方へメッセージ

　APECの各種会合において、農林水産省
の方針を発信する仕事をしています。2018
年のAPEC閣僚会議では、首脳宣言等の
内容に関する議論に参加しました。農業に
限らず幅広い分野に対する各国の生の声
に触れることにやりがいを感じています。

仕事内容

　2019年、新潟市においてG20農業大臣
会合が開催されます。この機会に合わせ、
日本の魅力や最新農業技術などの紹介を
通じて、参加各国に対し日本をPRします。

最新のホットトピック

　国際交渉、環境、地方活
性化などフィールドの幅
広さに加え、農学、獣医、
林学など多様なバックグラ
ウンドの仲間がいることに
魅力を感じました。

入省の動機

平成16年入省　Ⅰ種法律
課長補佐 総括・運営グループ
大臣官房 政策課 

林水産省全体の先導役となる、これが大臣
官房政策課のミッションです。私は、省と
してよりよい政策を打ち出し実行する

関係部局への提案や政策の
進捗のフォローアップなどの対内的な仕事
にとどまらず、官邸会議における農林水産
大臣からのプレゼンテーション、政府全体
の方針についての各省との折衝などの
対外的な仕事も行っています。

魅力を感じました。
とするよう、省全体の予算、決算、執行の内容

　2018年は7月豪雨や台風21号、北海道胆
振東部地震などの災害が多発し、農林漁業
にも大きな被害が発生しました。被災された
方が１日も早く経営再建できるよう、関係省庁

平成28年入省　総合職農業科学・水産
予算編成第1班 予算編成第2係 国際機構グループ国際専門官

大臣官房 国際部 国際経済課

平成28年入省　一般職行政
国際経済課 国際機構グループ

Part2  Mission
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　近年、農林水産業の構造がめまぐるしく変化する中で、その変化を正確に反映したデータを基に、より効果の

高い政策を行うことが重要になっています。

　このため、統計部では、統計理論を基に高精度な統計調査を実施し、構造的な変化を正しく把握し、農林水産業の

現状や課題を明らかにすることを任務としています。

　何よりも大切なのは、国民の健康を守るということ。消費・安全局は、この考えのもとで、「食」の安全と安定供給を確

保し、消費者が「食」に対する信頼感を持てるような政策の企画・実行を担当しています。食品の安全性を向上させるため

に、生産現場から食卓までのあらゆる場面で科学的な根拠に基づいた措置を講じています。また、家畜や農作物などの病

気、害虫の発生やまん延を防ぐとともに、農畜産物の輸出を拡大するため、諸外国との検疫協議を戦略的に推進していま

す。さらに、消費者の視点に立った食品表示の適正化や、食と農林漁業への理解を深める食育にも力を入れています。

Mission Mission

日下部 典子
平成11年入省　Ⅱ種農学
流通動向第２班 市況情報計画係長　
大臣官房 統計部 生産流通消費統計課

調査結果を
これからの農政に
役立てる

　センサス統計室は、農林漁業における経
営体数、就業者数、経営状況など、農林漁業
の現状を生産・就業構造の面から明らかにする
統計調査の企画や集計等を行っています。

センサス統計室のミッション

　国勢調査の農林業版にあたる農林業
センサスが2020年に実施されます。実施に
先立ち、都道府県及び政令指定都市の
職員総勢約200名を集めて会議を開催し、
活発な意見交換を行いました。

最新のホットトピック

農林漁業の現状を
生産・就業構造の面から
明らかにする

　統計調査になじみのな
い方も多いと思います
が、省内には、なじみがな
い中で入省し、今は立派
な統計マンになっている
人がたくさんいますよ！

学生の方へメッセージ

小川 航
平成16年入省　Ⅱ種行政
センサス統計室 センサス統計第1係長
大臣官房 統計部 経営・構造統計課

　育児休業、フレックスタイム等
あらゆる制度を利用して育児と
仕事の両立に励んでいます。
制度があり、それを理解してく
れる安心して働ける職場です。

学生の方へメッセージ

　農業者・漁業者が主体となって取り
組んでいる加工、直売所等の販売金
額、従事者の状況等の調査（6次産業
化総合調査）を担当しています。調査
の結果は、「農林水産業・地域の活力創
造プラン」などのKPI（指標）の算定・評
価等にも利用されており、注目されてい
る統計の一つです。また、進展する6次
産業化の取組に農林水産業の明るい
未来を感じています。

仕事内容

三木 真之介
平成20年入省　Ⅰ種理工Ⅳ
課長補佐（安全企画班担当）
消費・安全局 農産安全管理課 

生産現場における
衛生管理を推進し
国民の健康を守る

　動物や畜産物については、輸入を介し
て国内に動物の伝染病が侵入すること
がないよう、リスクを評価した上で、輸入
を行う必要があります。私は主に畜産物
の輸入を担当し、相手国との協議等を
通じて輸入解禁や輸入条件の設定を
行うとともに、病気の発生時の輸入停止
措置等を講じています。いずれも貿易に
大きな影響を与える可能性があるた
め、常にやりがいとともに責任の重さを
感じています。

仕事内容

畜産物を介した
伝染病の国内侵入を
防ぐ

髙木 恵実
平成17年入省　獣医系技術職
課長補佐（リスク分析班担当）
消費・安全局 動物衛生課

　離島への釣旅行です。最
近は、御蔵島で56cmのフエ
ダイを釣りました。普段はスー
パーの鮮魚売り場で釣りへ
の想いを募らせています。

趣味
　獣医師としての専門性を
生かしつつ英語を使った仕
事をしたいと思っていまし
た。動物検疫所や国際機関
での勤務といった業務を
知ったのがきっかけです。

入省の動機

　生産者が安全な農産物を安定的に生
産・供給できるよう、最新の科学的な情
報を収集・分析し、対策を策定・実施するこ
とが農産安全管理課のミッションです。
　海外で報告されているような野菜によ
る食中毒を発生させないためには、生産
段階の野菜に有害微生物を「つけない」
「増やさない」の徹底が重要です。私は、
有害微生物による汚染から国産野菜を
守るため、「野菜の衛生管理指針」を片手に
全国の産地を飛び回っています。 

仕事内容

センサス統計室 センサス統計第1係長
大臣官房 統計部 経営・構造統計課

平成11年入省　Ⅱ種農学
流通動向第２班 市況情報計画係長　
大臣官房 統計部 生産流通消費統計課

平成17年入省　獣医系技術職
課長補佐（リスク分析班担当）

知ったのがきっかけです。

消費・安全局 農産安全管理課 

統
計
部

Part2  Mission

消
費
・
安
全
局
Part2  Mission
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　我が国の高品質な農林水産物・食品の需要を拡大し、「食」や「食に関連する産業」の育成と振興を図る部署です。具体的

には、日本の食文化発信と一体となった農林水産物・食品の輸出拡大、生産から消費に至るまで食品などの価値をつなげる

食品流通の構築、農林漁業者などが加工から販売までを行う6次産業化の推進、輸出力の強化につながる知的財産（GI、

植物品種登録）や規格・認証（JAS、HACCP）の戦略的な活用など、新しいビジネスチャンスの創出に取り組んでいます。ま

た、未利用バイオマスや再生可能エネルギーなどの地域資源を生かして、新たな付加価値を生み出す取組も行っています。

　私たちが担うのは、農畜産物の生産力をさらに発展させること。新品種・新技術の導入による農畜産物の高品質化や

安定供給を図ることにより、生産や経営を安定させる対策を行っているほか、良質かつ低廉な農業資材の供給や

効率的な活用による生産コストの低減などにより、農業者の所得向上に取り組んでいます。

　また、有機農業を含む環境保全型農業の推進や、農業生産工程管理（GAP）の普及によって環境保全と消費者の

信頼を確保することにも力を入れています。

食
料
産
業
局

生
産
局

Mission Mission

及川 真梨子
平成26年入省　一般職行政
食文化企画班 海外普及係
食料産業局 食文化・市場開拓課

日本食の魅力を
世界中に発信し
ファンを増やす

　農林水産業・食料産業分野にお
ける知的財産の保護と活用の促進
が知的財産課のミッションです。具
体的には、農林水産物・食品の「地
理的表示（ＧＩ）保護制度」や「植物
新品種保護制度」などを運用して
います。また、農業者等の知財マイ
ンドを高める啓発パンフレットを作
成したり、農業データが流通する際
のルール作りのための契約ガイドラ
インを作成したりと、知財に関する
業務を幅広く担当しています。

知的財産課のミッション

知財を活かした
強い農業を 　昨年度まで淡路島の市役所に

出向していました。仲良くしていた
だいた農家さんとは本省に戻って
からも交流が続くなど、「第二の
故郷」が全国に増えていきます。こ
のような現場との近さが、農林水
産省の強みの１つだと思います。

学生の方へメッセージ

中島 明良
平成17年入省　Ⅰ種理工Ⅰ
課長補佐（知的財産調整班担当）
食料産業局 知的財産課 

　「食」は生きていく上で
欠かすことができず、人生
を豊かにしてくれます。
「食」に関わる仕事を通じ
て、人の役に立ちたいと思
い、入省を決めました。

入省の動機

　現在、政府をあげて、2019年までに日
本の農林水産物・食品の輸出額１兆円を
目指しています。食文化・市場開拓課は、こ
れらの需要拡大をミッションとしており、日
本食・食文化の魅力を海外へ発信すべく
様々な事業を実施しています。その中で、
私は、日本食の魅力発信イベントの実施
や、日本料理を扱う外国人料理人の育成
などにより、海外における日本食のファン
を増やし、日本産食品の輸出促進を加速
するための素地づくりを行っています。

仕事内容

中山 雅尭
平成26年入省　総合職農業科学・水産
補給金企画班 補給金業務係長
生産局 畜産部 牛乳乳製品課

安全で高品質な牛乳乳製品を
国民に届ける

　技術普及課は農業生産に必要不可欠
な農業資材の安定供給や生産技術の
普及を担う“農業生産に欠かせない縁
の下の力持ち”です。中でも生産資材
対策室のミッションは「良質な農業資
材の安定供給」です。他産業と同様、農
業生産にも肥料、農業機械、飼料等多
くの資材が必要です。農業者の方々が
経営上納得できる質・価格で資材を調
達できるよう、資材価格の見える化や
資材業界の再編による効率的な資材
生産の支援などを行っています。

技術普及課のミッション

国内における
農業生産を支える 　日本のおいしい食を守りた

い、そのために生産現場を
輝かせたい、という思いで志
望しました。入省して８年、
入省時の思いと変わらず仕
事をしています。

入省の動機

園田 麻理
平成23年入省　Ⅰ種農学Ⅱ（農業機械）
生産資材対策室 税制企画係長
生産局 技術普及課 

　書道が好きです。最
近、娘の命名式で秘め
た実力を遺憾なく発揮
し、家庭内での株が上
がりました。

趣味

　牛乳、チーズやバターといった安全
で高品質な牛乳乳製品を国民の皆様
に安定的に供給することをミッション
としています。国内では、原料乳（生
乳）の生産基盤の維持・強化に向けた
酪農家への補給金の交付、牛乳乳製
品の製造の合理化に向けた乳業メー
カーに対する施設整備の支援などを
行っています。国際関係では、バター
の国家貿易の安定的な運用や貿易の
自由化に伴う関税交渉などに係る業
務等を行っています。

牛乳乳製品課のミッション

課長補佐（知的財産調整班担当）
平成26年入省　総合職農業科学・水産
補給金企画班 補給金業務係長
生産局 畜産部 牛乳乳製品課

がりました。
で高品質な牛乳乳製品を国民の皆様
に安定的に供給することをミッション
としています。国内では、原料乳（生
乳）の生産基盤の維持・強化に向けた
酪農家への補給金の交付、牛乳乳製
品の製造の合理化に向けた乳業メー
カーに対する施設整備の支援などを
行っています。国際関係では、バター
の国家貿易の安定的な運用や貿易の
自由化に伴う関税交渉などに係る業

平成26年入省　一般職行政

食料産業局 食文化・市場開拓課
中山 雅尭

な農業資材の安定供給や生産技術の
普及を担う“農業生産に欠かせない縁
の下の力持ち”です。中でも生産資材
対策室のミッションは「良質な農業資
材の安定供給」です。他産業と同様、農
業生産にも肥料、農業機械、飼料等多
くの資材が必要です。農業者の方々が
経営上納得できる質・価格で資材を調
達できるよう、資材価格の見える化や
資材業界の再編による効率的な資材
生産の支援などを行っています。

望しました。入省して８年、
入省時の思いと変わらず仕
事をしています。

平成23年入省　Ⅰ種農学Ⅱ（農業機械）
生産資材対策室 税制企画係長
生産局 技術普及課 

で高品質な牛乳乳製品を国民の皆様
に安定的に供給することをミッション
としています。国内では、原料乳（生
乳）の生産基盤の維持・強化に向けた
酪農家への補給金の交付、牛乳乳製
品の製造の合理化に向けた乳業メー
カーに対する施設整備の支援などを
行っています。国際関係では、バター
の国家貿易の安定的な運用や貿易の
自由化に伴う関税交渉などに係る業
務等を行っています。

Part2  Mission
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　我が国の農業が今後持続的に発展していくよう、農業経営の改善と発展に向けた各種施策を進めています。

　農地中間管理機構を活用し担い手への農地集積・集約化を進めるとともに、意欲と能力のある担い手を対象と

した融資、税制などの重点的な支援、新規就農対策などに取り組んでいます。

　また、天候などに左右されやすい農業経営を安定化させるためのセーフティネットの確保、農協の指導や監督も

行っています。

　土地（農地）や水（農業用水）は、我が国の農業生産を支える重要なインフラです。農村振興局では、その保全や

管理・整備を進めています。

　また、農山漁村には、美しい景観、伝統的な食、古民家やジビエなどの多くの資源が眠っています。これらの地域の

宝を磨き上げ、農山漁村の振興につなげるための地域の特色ある取組も推進しています。

　こうした取組を通じて、美しく活力ある農山漁村を創りあげることが農村振興局の使命です。

経
営
局

農
村
振
興
局

Mission Mission

大澤 香織
平成26年入省　一般職農学

経営局 就農・女性課 
農業教育グループ 事業係

次世代の農業の
担い手を育てる

 農地政策課は、農地制度を所管して
います。農業の生産性を高め、成長産
業としていくためには、意欲的に農業
に取り組む担い手への農地の集積・集
約化が重要であるため、農地の分散を
解消し、担い手ごとの農地の集約化を
図っていく仕組みとして農地中間管理
機構（農地バンク）を都道府県段階に
整備しました。私は、この農地バンクが
地域の担い手にとって使いやすい仕組
みとなるよう企画・指導しています。

仕事内容

農地分散を解消し
農業のしやすい
仕組みを整える

　私は学生時代に環境問
題について専攻していまし
た。環境の影響を一番に
受ける農作物、農村環境
を守りたいと思い、農林
水産省を選びました。

入省の動機

梅島 悠 平成19年入省　Ⅰ種農学Ⅰ
経営局 農地政策課 経営専門官

　農林水産省は、想像以
上にとても現場に近い仕
事です。自分が何をすべき
か、どういった反応がある
かすぐに感じることがで
き、やりがいがあります。

学生の方へメッセージ

　新規就農者の確保・育成、農業教育
の活性化、働き方改革・女性の活躍推
進、外国人材の活用がミッションです。
現在、日本の基幹的農業従事者の約7
割が65歳以上。次世代の農業の担い
手となる新規就農者等の育成・確保は
喫緊の課題です。この解決に向け、農
業を仕事にすることに興味をもっても
らうためのきっかけづくりから農業をは
じめて間もない方の経営確立に向けた
支援まで様々な施策を行っています。

就農・女性課のミッション

佐藤 直樹
平成26年入省　総合職農業農村工学
多面的機能支払推進室 保全技術係長
農村振興局 農地資源課

多様な役割を持つ
美しい農山漁村を
守っていく

　私が所属する総務課は、農村振興局内
の農村振興施策や土地改良事業等を実
施する多様な10の課を取りまとめ、局全
体として円滑な業務運営が図られるよう
総合調整するほか、省や政府のミッション
を達成するために、局外の部局とも調整
することが仕事です。土地改良事業等は
専門性が高い分野ですが、農業土木職の
方々から教えていただく現場のお話は大
変興味深く、そこに法令事務官として付加
価値を付けられるよう日々努めています。

仕事内容

地域を活性化する
ための取組を
まとめあげる

　自分に田舎がない分、
民俗文化や癒しを感じる
農村の「原風景」、地域の
一体感に憧れ、農水省に
入りそれらを守ることに携
わりたいと思いました。

入省の動機 

井上 脩子
平成25年入省　総合職院卒行政
総括班 法令係長
農村振興局 総務課 

　サッカー観戦が趣味で、
全国各地のスタジアムに足
を運んでいます。現地で食
べるご当地グルメや道の駅
で地域の文化に出会えるこ
とも楽しみの一つです。

趣味

　国土の保全、環境の保全、良好な景
観の形成といった農業・農村が持つ多
面的機能を維持・発揮するための地域
の共同活動に対して支援を行っていま
す。先祖代々、地域住民が総出で汗を
流しながら続けてきた、水路の草刈り
や泥上げなどの共同活動により維持
されてきた多面的機能が適切に維持・
発揮されることを通じて、美しく活力
ある農村の実現を目指しています。

多面的機能支払推進室のミッション

経営局 農地政策課 経営専門官
平成25年入省　総合職院卒行政 0平成26年入省　総合職農業農村工学

多面的機能支払推進室 保全技術係長

とも楽しみの一つです。

Part2  Mission
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　平成27年10月の組織再編にともなって、農政上の重要課題をまとめる「司令塔」として新設された部局です。

これまで生産局と経営局が担当してきた水田・畑作農業政策を一手に引き受けています。

　我が国の食卓に欠かせない米・麦・大豆などの土地利用型作物や、さとうきび・てん菜といった甘味資源作物

などの生産振興に力を入れつつ、意欲ある担い手農家の経営を安定させるための対策など、現場の生産者の方々に

寄り添った農業政策に取り組んでいます。

　日本の農業を魅力ある成長産業とするカギは、「スマート農業」にあります。ロボット・ＡＩ・ＩｏＴ・ドローン等の先端

技術の農業現場への実装を進めます。品種、土壌、気象、市況などあらゆるデータを「見える化」し、ベテラン農家

の方々が培ってきた「匠の技」を新たに農業を始める若い世代がスムーズに習得できるようにします。農林水産物

由来のエネルギーや新素材開発、輸出に役立つ超省力技術や長期品質保持技術など、農林漁業者、企業、大学、

他省庁と連携し、あらゆる可能性を追求します。

政
策
統
括
官

Mission Mission

宇佐美 唯弦
平成28年入省　一般職行政
加工第１班 国内産糖係
政策統括官付 地域作物課

地域の特産物等の
生産を支え
国民に届ける

　農産企画課のミッションは、米の需給
と価格の安定を図ることです。日本人の
主食である米も、人口減少などによる需要
の減少からは逃れられず、価格安定のた
めには需要に応じた生産が必要です。こ
のため、生産者への市場の取引動向に関
する情報提供や国内外の実需者への働
きかけを通じた需要の掘り起こしなどを
進めています。また、不作時に備えた備蓄
米制度の運営や、国際約束に基づく輸入
米が国内に与える影響を最小化する政策
の企画・立案も行っています。

農産企画課のミッション

米の需給と
価格の安定を図る 　やりたいことも大事です

が、自分に合った職場環境
かどうかも、長く働く上で
大事です。私も何度も職場
の雰囲気に救われました。

学生の方へメッセージ

川邉 隼之介 平成20年入省　Ⅰ種法律
政策統括官付 農産企画課 課長補佐

　農林水産省は想像以上に
現場に近く、地域の方の要望
を国の施策に反映させること
に、責任とやりがいを感じら
れます。ぜひ説明会でも話を
聞いてみてください！

学生の方へメッセージ

　地域作物課は、てん菜、さとうきび、
馬鈴しょ、甘しょ、そば、なたね等の地域
特産作物とその加工品を、国民の皆様に
安定供給することをミッションとして
います。これらの作物は、日本各地の
独特な地形や気候条件に対応し、様々
な形で私たちの生活を支える、なくては
ならない作物です。日々、作物毎の需給
動向や病害虫リスク等を確認しながら、
生産を支える制度の運用や国際交渉
への対応を行っています。

地域作物課のミッション

佐野 悠樹
平成29年入省　総合職農業科学・水産
研究推進課 産学連携企画第1係
農林水産技術会議事務局

研究から生まれた
先端技術を
社会に送り出す

　我が国の研究勢力を結集して推進
すべきプロジェクト研究を企画・立案
し、産学官が連携した研究グループへ
の委託により実施しています。当室は
農業生産技術分野のプロジェクト研
究を担当しており、AIやIoT等の先端
技術を活用したスマート農業技術の
開発、業務・加工用に適した米、大
豆、野菜等の品種の開発といった、農
業の効率化・競争力強化に役立つ生
産技術の研究開発を進めています。

研究統括官室のミッション

農業を進化させる
新たな生産技術を
生み出す

　趣味は茶道です。茶道は
「一期一会」。かけがえの
ない時間のために、茶室の
設えを考え、お茶を点て、
季節と空間を楽しむ一時
がとても心地よいです。

趣味

鈴木 里沙
平成14年入省　Ⅱ種行政
研究統括官室 研究専門職
農林水産技術会議事務局 

　農林水産省は、地球・自
然からの恵みをどう活用
していくかについて一番
広い視野で携われる職場
だと思い入省しました。

入省の動機

　農林水産・食品分野の研究を推進す
る方策の企画・立案や、研究成果の実
用化の推進などがミッションです。具体
的には、大学や企業の研究者などを対
象として公募する研究事業について仕
組みを考え、財務省への予算要求や事
業内容の省内調整、事業実施を担って
います。研究開発成果の社会実装とい
う点では、産学官が連携した共同研究
を推進する場の整備や、先端技術を農場
で実証する事業も行っています。

研究推進課のミッション

政策統括官付 農産企画課 課長補佐
平成28年入省　一般職行政
加工第１班 国内産糖係
政策統括官付 地域作物課

聞いてみてください！

平成29年入省　総合職農業科学・水産
研究推進課 産学連携企画第1係
農林水産技術会議事務局

る方策の企画・立案や、研究成果の実
用化の推進などがミッションです。具体
的には、大学や企業の研究者などを対
象として公募する研究事業について仕
組みを考え、財務省への予算要求や事
業内容の省内調整、事業実施を担って
います。研究開発成果の社会実装とい
う点では、産学官が連携した共同研究
推進する場の整備や、先端技術を農場
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　先人の努力により造成された日本の森林資源は、今まさに本格的な利用期を迎えています。この豊富な森林資源を活用して林業を成長産業に

導き、豊かな森林を次代に継承していくこと。それが、林野庁の使命です。そのために、CLT（直交集成板）と呼ばれる新たな木質部材の利用を広

め、これまで木材利用の少なかった中高層建築物などの幅広い分野で木材利用を促進すること。木質バイオマスのエネルギー利用や、セルロース

ナノファイバーといった先端技術の開発・実用化などによってニーズを拡大すること。そして、こうして拡大した需要に応えるため、高性能機械・ICT

の導入による林業の効率化や、木材加工・流通施設整備など低コストかつ安定的な木材供給体制の実現に向けた施策を実行しています。

　我が国では漁業生産量や漁業従事者が長期的に減少を続けていますが、世界では水産物の需要が拡大しています。水産庁では、

水産政策の改革を進め、水産資源の積極的な利用を確保し、漁業生産力を発展させ、国民への水産物の安定供給を図ることとして

います。また、水産業の成長産業化のため、スマート水産業の実現、マーケットインの発想に基づく水産物の輸出促進や消費拡大、クロ

マグロやウナギの人工種苗生産技術に代表される新技術の開発・普及、漁港の防災対策や衛生管理対策を推進するとともに、科学

的な根拠に基づく資源管理の確立に向け、国内の制度改正や、施策の推進、国際交渉にリーダシップをとって対応しています。

林
野
庁

水
産
庁

Mission Mission

石原 拓弥
平成19年入省　Ⅱ種林学
国有林野生態系保全室 環境保護調整係長
林野庁 経営企画課

世界自然遺産など
原生的な森林を
保護・管理する

　我が国の森林は、戦後の植林を経
て、現在利用期を迎えており、我が国の
木材自給率は上昇傾向にあります。一方
で、木材供給量の約6割は依然として輸
入に頼っています。このため、国内の充
実した資源を活かしつつ、守りと攻めの
観点からバランスのとれた国際交渉を
行うことを最大のミッションとしています。
また、我が国の木材貿易の実態をわかり
やすく伝えることも重要なミッションです。

木材貿易対策室のミッション

守りと攻めの
バランスのとれた
国際交渉を行う

 実家が山間部で、幼いころ
から沢山の時間を山と共に
過ごしました。大学進学時に
都市部に出た後、改めて山
の偉大さを実感したため、
林野庁に入庁しました。

入省の動機

市川 容子
平成16年入省　Ⅰ種農学Ⅲ
木材貿易対策室 課長補佐
林野庁 木材利用課 

 「森林」、「自然」、「生態
系」などを軸に現場で仕
事をしたいと思っている
方におススメです。日本
の森林を、私たちと一緒
にデザインしましょう！

学生の方へメッセージ

　「屋久島」など原生的な森林生態系
や希少な生物の生育･生息地である森林
の保護･管理、シカによる森林被害対策
などを通じて、森林が持つ公益的機能
の維持増進を図ることをミッションとして
います。また、「奄美大島、徳之島、沖縄
島北部及び西表島」の国有林野につい
て、現在、ユネスコ世界自然遺産への登
録を目指し、関係者と連携して生物多様
性の保全に取り組んでいます。

国有林野生態系保全室のミッション

北川 俊一郎
平成26年入省　総合職工学
広域整備係長
水産庁 計画課 事業班

未来を見据えて
漁業に必要な
環境を整備する

　魚が漁獲された後の「国内流通」、魚
を原材料とした「加工品の生産・販売」、
さらには海外市場の拡大を図るための
「輸出促進」に係る施策を実施していま
す。漁業者が漁獲した魚をどのように加
工・流通・販売するかは、漁業者の所得に
関わると同時に、国民の皆様の食卓にど
のように魚が届けられるかという生活に
も大きく関わります。私達は、漁業現場と
皆様の食卓をつなぐ仕事を通じて、水産
業全体の活性化を目指しています。

加工流通課のミッション

魚の流通に携わり
漁業の現場と
食卓をつなぐ

　今ある時間を最大限
活用して、自分の好きな
ことを思いっきり楽しん
でください！様々な経験
を通じて、自分の目指す
べき方向性が見えてくる
はずです。

学生の方へメッセージ

太齋 さゆり
平成21年入省　Ⅰ種農学Ⅳ
課長補佐（貿易第2班担当）
水産庁 加工流通課 

　マラソンとトライアス
ロンが好きで、年に２回
程度出場しています。去
年は職場同期の影響を
受け、ダイビングライセ
ンスを取得しました。

趣味

　計画課では①漁港や漁場を整備する
ための長期的な計画の策定、②漁港・漁
場整備のための予算確保、③漁港の管理
など、漁港・漁場・漁村の整備に関する業
務を行っています。私は、漁船がつく岸壁
などの「漁港施設」、養殖場などの「漁場
施設」を整備する「水産基盤整備事業」
を担当し、現場のニーズを踏まえた予算
の確保や事業の進捗管理をしています。
全国の漁港を見て、今後のビジョンを考え
られる、やりがいのある仕事です。

仕事内容

国有林野生態系保全室 環境保護調整係長

はずです。

平成21年入省　Ⅰ種農学Ⅳ
課長補佐（貿易第2班担当）

平成26年入省　総合職工学

水産庁 計画課 事業班

ンスを取得しました。ための長期的な計画の策定、②漁港・漁
場整備のための予算確保、③漁港の管理
など、漁港・漁場・漁村の整備に関する業
務を行っています。私は、漁船がつく岸壁
などの「漁港施設」、養殖場などの「漁場
施設」を整備する「水産基盤整備事業」
を担当し、現場のニーズを踏まえた予算
の確保や事業の進捗管理をしています。
全国の漁港を見て、今後のビジョンを考え
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　農林水産省の仕事は幅広く、入省すれば多様な仕事を

経験できます。意外に思われるかもしれませんが、農林

水産省は、外務省に次いで在外公館に勤める職員が多い

省で、海外で仕事をする経験も積むことができます。一般

職の方でも海外勤務を含めた国際的な仕事に携わる

チャンスがありますので、 国際的な業務に興味のある方も

ぜひ農林水産省に来ていただければと思います。

学生へのメッセージ

略歴

大蔵省主計局調査課調査主任

平成８年４月

大臣官房文書課
法令審査官

平成12年10月

林野庁国有林野部管理課
課長補佐（総括）

平成１９年8月

林野庁林政課
課長補佐（総括）

平成２１年４月

大臣官房秘書課
調査官

平成２2年6月

山口 潤一郎 平成5年入省　Ⅰ種法律

大臣官房国際部国際政策課

鹿児島の田舎の出身で、地方の振興に携わりたいという思いが

ずっとありました。官庁訪問では地方に関係のある省庁を回って

いましたが、農林水産省職員の方々の信頼できる人柄に触れて、

自分が一生仕事をしていくならここだと思い、入省を決めました。

入省の動機

農林水産省入省（畜産局畜政課配属）

平成5年4月

　入省当時はまだメールという連絡手段もなく、1年生の仕事は走り回ること。仕事の依頼が

あれば作業内容を聞きにいき、手書きの紙をコピーして配っていました。ガット・ウルグアイ

ラウンドの農業合意によって乳製品の関税化が行われることとなり、国際競争に十分に耐え

得るよう、畜産農家の体質強化が必要だと感じていたことを覚えています。

当時の雰囲気

独立行政法人日本貿易振興機構シカゴ・センター駐在員

平成16年７月

　シカゴを中心としたアメリカ中西部は、トウモロコシや大豆などの穀物生産の中心的地域

です。さらに、穀物の先物市場があり価格形成の場でもあったため、まさにアメリカの穀物生産

の真髄を見ることができました。市場価格を意識してビジネスに徹した農業を行うアメリカの

農家の気質に触れるなど、非常に良い経験ができました。

JETROへの出向

構造改善局農政部農政課総務係長

平成10年4月

　農地の所有を株式会社にも認めるべきかという検討を行いました。農地法という、

戦後の農地改革を経て制定された、由縁ある法律の改正を検討することになります。

農林水産省には様々な分野を得意とする職員がいますが、このときも、農地法の

解釈・運用に精通した方々と議論をしながら検討を進めていくのが面白かったです。

専門分野を持つ職員との政策検討

在英国大使館参事官

平成２４年７月

　イギリスの大使館で、主に英国政府との交渉や、英国における日本産食品のプロモーション

などに取り組みました。また、英国にある国際機関でのマルチ交渉に携わったり、女王主催の

お茶会や競馬など社交の場を経験したりする機会もありました。プライベートでは、サッカー

が好きなので、休日に子供を連れてプレミアリーグの試合を見に行っていました。

在外公館への出向

大臣官房国際部国際政策課長

平成２9年７月
現職での役割

農村振興局整備部土地改良企画課長

平成２8年4月

　農地バンクを通じて農業の担い手に農地を集めるために

は、効率的な農業生産が行えるよう、農地の区画拡大など

の整備を行うことも大切です。こうした農業インフラ整備

の根拠となる土地改良法を所管する土地改良企画課長

として、担い手の負担なく農地整備を推進するための法改正

を行いました。課長は、担当する分野の政策の責任者です。

課員のモチベーションを高めながら、必要な政策の立案、

関係者への説明を経て実現まで持って行く仕事の醍醐味

が経験できました。

課長として取り組む法改正

大臣官房文書課調査官
兼大臣官房秘書課

平成２７年8月課
長
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　国際部は、国民への食料の安定供給の確保や我が国の農林水産業の発展を旨としつつ、各種

経済連携交渉等に臨むほか、農林水産物・食品の輸出や食品関連産業の海外展開を促進するため

の環境整備、途上国への開発支援等を行う部署です。国際政策課長は、この国際部のミッションを

遂げるために、総合的な戦略構築、部内の体制整備・人材育成などをマネジメントしています。





7：00 起床

9：00 出社

12：30
〜　
13：30

昼食　

14：00 来客

15：30 外勤

19：00 退社

16：30
事務所に戻り
事務作業

24：00 就寝

家族と夕食、団らん。

メールチェック、JETRO東京本部や農水省と
やりとり。

日本からフランスに出張に来た企業に対し、
フランスの食品市場について説明。

在仏企業と日本産食品の市場動向について
意見交換。

現在の1日の平均的なスケジュール

浅見 武人 平成22年入省　Ⅰ種農学Ⅰ

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所所員

日本からフランスへ食品を輸出しようとする企業に対し、フランスの

マーケット情報や輸入規制に関する情報の提供を行っています。また、

フランスで開催される食品見本市へジャパンパビリオンを出展することに

より、日本産食品のPRやバイヤーとのマッチングのお手伝いをしています。

支援した企業の商品が実際にフランスで販売されているのを見ると、とても

モチベーションがあがります。

出向先での仕事の内容・役割、やりがいについて

フランスだけでも私が所属するJETROのほか大使館やOECD（経済協力

開発機構）、OIE（国際獣疫事務局）といった国際機関に農水省からの出向

者がいます。私達の生活に欠かすことのできない「食」に関わる分野で、

国内・海外両方で活躍の機会があることは、農水省の魅力の一つだと感じ

ています。

海外勤務の中で気付いた農水省の魅力

日本産食品の
輸出を促進する

　経験は万物の師です。学生生活では学問でもサークルでも海外旅行でも、自分の

やりたいことにとことん取り組んで下さい。何かに真剣に取り組んだ経験が糧となり、

就職活動や仕事をする上で必ず活きてきます。

学生へのメッセージ

7：30 起床

9：30 講義①

14：00 講義②

12：15 昼食

16：45 講義終了

25：00 就寝

統計学の授業。最初の学期なので様々な統計
学の概念や分析手法を基礎から学ぶ。

講義の復習、講演などへの出席、夕食、明日の
授業の準備、読書など。
講義の復習、講演などへの出席、夕食、明日の
授業の準備、読書など。

近所の中華レストランでクラスメイトとランチ。

マネジメントの授業。1996年に発生したエベ
レスト大量遭難事件を題材に、どうすれば言い
にくい内容であってもメンバーが意見を言いや
すい心理的安全性を作り出せるのかをクラス
メートと議論。　　

現在の1日の平均的なスケジュール

何に働きかければ効果的に政策目的を実現できるのか、現在実施されて

いる政策がどの程度効果を上げているのか、といったことを客観的に明らか

にするための計量分析の手法を主に学んでいます。また、政府組織のマネジ

メントについても学んでおり、どうすれば組織として最大限パフォーマンス

を発揮できるのかを実例を基に考えています。このほか、アメリカの農業・

食料政策や政治・経済についても自主的に学んでいます。

留学している大学で専門的に学んでいる内容について

芳賀 達也 平成25年入省　Ⅰ種法律

長期在外研修員（ニューヨーク大学）

食を守ることの
やりがいを再認識

ニューヨークでは世界各国の料理が食べられますが、気付けば日本食を

求めています。しかしながら、現地のスーパーで買い物をしても、ほとんど

の食材が食感や味の点で日本とは異なっており、なかなか思ったようには

作れません。食というのは極めて地域性があって、かつ、文化的なものだと

気付かされ、それを守る仕事に携われることのやりがいを再認識しています。

留学してはじめて気付いたこと

　今はニューヨークで世界中の学生と共に政策立案や組織マネジメントをより

良くするための方法を学んでいます。大使館や国際機関に出向している職員も

数多くいます。幅広い活躍の場に惹かれたことが農林水産省を選んだ理由の一つ

でしたが、間違っていなかったと感じています。

学生へのメッセージ

5：00 起床

8：15 出勤

12：30 昼食

外勤13：30

10：10 新聞会議

11：30 館内会議

17：15
勤務時間
終了

23：00 就寝

20：00 帰路

公電及びメールの確認。

週１回

アポイント等があれば外勤。

残業、館員と飲み会など。

買い物、夕食。

現地新聞等で、話題になっていることを大使
に報告。週１回

現在の1日の平均的なスケジュール

在スイス大使館では経済班に所属し、総務省からの出向者との2名体制で全

省庁の経済案件に対応します。英語、ドイツ語を使いながら、広範囲に渡る仕

事を行いますが、特に日本の農林水産物・日本食普及に主担当として努めてい

ます。イベント後に企業の方にやって良かったと言っていただけた時、仕事の

手応えを感じます。

出向先での仕事の内容・役割、やりがいについて

スイスは、ヨーロッパの中央に位置しながら、EUに所属せず、4カ国語を公

用語とし、州（カントン）の制度も強く残る経済大国です。ドイツやフランス

に隣接しながら、EUには所属せずに独自の道を歩んできたスイスの交渉力や

強かさを学んで、今後の業務に反映したいと考えています。また、スイスの農

業政策に対する農業者や消費者の姿勢を見て、人の生活や人の口に入るもの

を取り扱う農業政策は、全てが論理的かつ合理的に動かせるものではなく、人

の感情と密に関係しどの国でも大事に思われていることを感じて、農業にかか

わる農水省の魅力を改めて感じています。

海外勤務の経験を将来どう活かしていきたいか 八木橋 史子 平成14年入省　Ⅱ種行政

在スイス日本国大使館 二等書記官

その国の持つ強みを学ぶ

　スイスのマラソン大会への参加が楽しいです。スイスではよく湖の周りを走るの

ですが、知らないスイス人もゼッケンの名前を見て応援してくれたり、牛のいる

農家の脇を走ったり、登録料に開催地までの電車代も含まれていてお得です。スイス

の街、田舎、地域の人を知ることができ、とても楽しいです。

オフで夢中になっていること
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川合 陽介 平成20年入省　Ⅰ種法律

高知県馬路村 副村長

7：30 起床

9：30 打合せ

11：00 予算査定

14：00 会議出席

8：30 出勤・課長会

12：00 昼食

18：00
若者座談会
への出席・
懇親会

昼食は自宅で食べることが多い。昼のニュース
番組を見ながら。

村の若者が立ち上げた団体の会議に出席し、
今後の方向性を話し合う。その後の懇親会で
は若い世代の率直な意見を聞く。

次の議会に提出する補正予算案を村長や財政
担当課長とともに精査。緊急性や金額の妥当
性をチェックする。

毎週月曜日に行う課長会では、各課の状況を
把握し、指示を行う。　　　

広域の公共交通のあり方を検討する会議に村
の代表として出席。

県庁担当者が来訪し、県と共同で進めている
プロジェクトの相談。

現在の1日の平均的なスケジュール

市農業施策の全般を担当していて、農業のことならほぼ何でもやります。

また、農林水産省が企画・立案した制度や事業を数多く運用しています。

国の制度・事業が、現場で実際にどのように運用されているのか、どの

ように役立っているのか、どこに改善の余地があるのかを知ることができ、

大変勉強になります。

出向先での仕事の内容・役割、やりがいについて

農林水産省での政策の企画・立案において、難しくもあり面白いところ

は、様々な作物や産地の特性に応じて制度や事業等の仕組みを構築すること

だと思います。今後、現場が必要としている技術や支援策などを検討する際、

この弘前市でつながった生産者や農協、市職員の皆さんとのネットワーク

や培った経験を存分に活かしていきたいです。

地方勤務の経験を将来どう活かしていきたいか

人と人とのつながりを
これからに活かす

　りんご生産の聖地に来たので、生産現場の実情を体感すべくりんご農家さんで

お手伝いをしています。また、月に１～２回は茨城の家族のところに帰ります。毎日

テレビ電話していますが、久しぶりに子供に会うと成長の早さに驚かされます。

オフで夢中になっていること

本宮 裕貴 平成22年入省　Ⅰ種農学Ⅱ（農業機械）

青森県弘前市 農林部理事（農業政策課長事務取扱）

6：00 起床

7：30 出勤

8：30 始業

17：00 終業

22：00 就寝

9：30 青森県との
打ち合わせ 農業委員・農地利用最適化推進委員の改選や、

新規就農者の交付金について打合せをしました。

14：00 JAとの
打ち合わせ スマート農業や労働力対策の取組について意見交換しました。

昼食
12：00
〜　
12：45

庁舎4階に市民が自由に利用できる食堂があります。
お薦めはりんごカレーと津軽ラーメン。

7：45 決裁案件の
処理

課長席に高く積まれた決裁案件に目を通し、問題
なければ押印します。いっぱいあります。

 家族（妻+娘3人←5才、2才、0才）とテレビ電話。

18：30 帰宅 家族とテレビ電話。

現在の1日の平均的なスケジュール

週初めの日は、係長（＝本省の班長）を集めて１週間
の業務の進め方や、懸案事項を確認します。8：35 課内会議

7：00

8：25
9：30
〜　
12：00

13：00
〜　

14：00

12：00

14：00
〜　

17：15

19：00

24：00

起床

出勤・朝礼

就農状況
現地確認

昼食

終礼

係内打合せ

書類整理・
窓口対応等

帰宅、就寝

飲み会

熊本地震関連の担当補助事業の書類を整理
しつつ、来庁者の対応を行います。

九州の方はお酒に強くて、ついていくのに精一杯です。

来年度の農業振興地域整備計画の見直しに
向けた係内の打合せ。見直しの方向性等を話
し合いました。

掃除をして、特に仕事がなければすぐ帰るよう
にしています。この日は町内の農家との飲み会
があったため、早めに退庁。

新規就農者の就農状況確認のため、圃場まで
行って確認を行います。

現在の1日の平均的なスケジュール

西井 由美香 平成28年入省　総合職法律

熊本県大津町 農政課 農政係 参事

熊本地震からの復興事業が主な担当です。平成28年の熊本地震で被災し、

まだ地震前と同じように営農できていない農家が大津町にはたくさんいます。

実際に工事が完了して「これでやっと地震前みたいに作業ができる」という

声を聞くと、微力ながら復興のお手伝いができたのかなと嬉しく思います。

出向先での仕事の内容・役割、やりがいについて

実際に制度の運用に携わることで、制度の使い勝手の悪さ等の具体的な

問題点に気付くことができます。しかし、町役場の農政課に勤務している

だけではそうした問題点を改善することはできません。そのような制度の

改善に携わる仕事ができることが農林水産省の大きな魅力です。責任重大

ですが、その分やりがいのある仕事ができると思います。

地方勤務の中で気付いた農林水産省の魅力

制度をよい方向へ
導いていく

　車を買ったので、休みの日には県内にある定番の観光地をはじめ、地元の人しか

知らないようなスポットや道の駅、小さな温泉街などを訪ねています。熊本にいる

間に、県内全ての市町村を訪れることを目標にしています！

オフで夢中になっていること

村長の補佐から役場の事務事業の総括、人口減少対策の企画立案まで幅広く

手掛けています。柚子を活用した6次産業化で「地域おこしの優等生」として有

名な馬路村ですが、現在は人口減少という課題に直面しています。やるべきこと

を見極めながら効果的な施策を企画・実行していくことは非常に難しいですが、

小さい自治体だからこそ得られるダイレクトな反応がやりがいになっています。

出向先でのご自身の仕事の内容・役割、やりがいについて

地方勤務をして改めて気付いたのは、地方の強みは農林水産業にあると

いうこと。都市部への人口集中が進む中で、地方はそれぞれの強みを活か

していくことが不可欠ですが、その多くは農林水産業から生まれています。

農林水産業は単なる産業ではなく、地域の未来につながる営みであり、

農林水産省は日本の未来にコミットできる官庁だと思います。

地方勤務の中で気付いた農林水産省の魅力

農林水産業は
地域の未来につながる

　カツオのイメージが強い高知県ですが、魚・野菜・肉と揃っており、とある調査

ではおいしい食べ物が多い都道府県第1位に輝いています。時間をかける価値の

ある逸品ばかりで、休みの日には高知県の豊かな食を楽しむために遠出しています。

オフで夢中になっていること
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05

27

政策改革の全体像を対外的に示す資料案を
作成。政策改革の内容を分かりやすく農林漁業
者の方 に々伝えるため、パワーポイントと格闘。

13：00

課内で政策改革のフォロー
アップの手法について議論。

15：00

課長の部会出席に
随行。

17：00
19：30

メールのチェック。

さとうきびや園芸品目などを

組み合わせた多角経営に取り組んでい

る沖縄の農家の方と意見交換を行った際

に、多角化の推進にあたり必要な生産技

術などへの要望がありました。こうした生

産現場のニーズを予算として形にできた

ことは強く印象に残っています。

これまでで1番
印象に残っている仕事

農水省内にある草野
球チームとランニングチームに所
属しているので、シーズン中は練習や試
合に参加して汗をかきながらリフレッシュ
しています。また旅行が好きなので、学生
時代の友人や、職場の同期などと日本各
地に繰り出し、その土地の美味しい物
に舌鼓をうっています。

若
手
職
員
の
1
日

国内の砂糖産業振興を支える
制度運営と国際交渉対応

私の所属する地域作物課は、
甘味資源作物（さとうきび・てん菜）生産者や
砂糖製造業の振興を支える糖価調整制度を
所管しており、今後の砂糖産業のあり方を見
据えた政策の企画・立案に日々取り組んでいま
す。私は南西諸島の農業の多角化に向けた新た
な高収益作物の確立を目的とする生産技術
開発予算の企画・立案と、TPPや日EU・
EPA、RCEPといった経済連携協定に
おける砂糖分野の国際関係業務を

担当しています。

仕事内容

2015年6月から内閣官房
TPP政府対策本部に出向し、TPP協
定の大筋合意の場面をこの目で見るこ
とができたことです。体力的に辛い業務
もありましたが、甘利大臣とフロマン
USTR代表との最後の会談に同席する
など、貴重な経験ができました。

これまでで1番
印象に残っている仕事

大臣官房政策課は、農林水産業
に関する基本政策の企画・立案・総合調整を
行っています。基本政策の方向性を省内各部局
や関係省庁などと調整し、政策を取りまとめる司
令塔の役割を果たしています。私は農林水産政
策改革のグランドデザインである農林水産業・
地域の活力創造プランの取りまとめ役として、1
年間の政策改革に関する検討結果を活力創造
プランに反映させるべく、省内各部局や内閣

官房との調整を担当しています。

仕事内容

大臣への国会答弁のレクチャーに随行。
資料の修正が発生したため、大至急で
修正し、議場の大臣秘書官にお届け。

農林水産政策改革に
関する報道を受けて、
記者からの質問に備
えた想定問答を作成。

農林水産政策の
司令塔

11：00

9：008：50
登庁

20：00
退庁

25：00
就寝

7：30
起床、朝食

24：00
就寝

22：00
帰宅、夕食

退庁
19：30作成した資料をもとに、対応案等について

上司に報告。あえなく撃沈。よし、明日こそ！

16：30

12：00

省内には4つの食堂があるので、その日
の気分にあわせてメニューを選びます。
また、省内でのお弁当販売もあるので、
便利でよく利用しています。

9：30
登庁

7：15
起床、朝食

8：00
朝の連ドラを視聴。

20：30
帰宅、夕食

21：30
Youtubeでゴルフの
動画を視聴。

オフで夢中になっていること

昨年からゴルフを練習しており、毎週末
レッスンに通っています。職場の同期や後
輩と打ち放しに行った後にみんなで飲むこ
とが週末の楽しみです。定期的に旅行もし
ており、全国各地の観光地や温泉を巡っ
ています。最近もゴルフの初ラウンドを兼
ねて、千葉に旅行に行ってきました！

オフで夢中になっていること

学生時代に農村交流を経験し、
「頑張る農家の方の後押しになる仕事がした
い」という思いを抱いたことが入省のきっかけでし
た。入省して改めて魅力に感じたのは「後押し」に
も生産振興や輸出促進などの様々なアプローチが
あり、農林水産省ではそういった幅広い業務を経
験できるということ。興味がある方はインターン
シップなどの機会を利用して、農林水産省の

魅力に触れてみてください。

学生へのメッセージ
学生時代に東日本大震災を東北

で経験し、当たり前の日常が脆く尊いものだ
と実感しました。特に私たちの生活にとって不可
欠である「食」を次世代に維持・継承していくこと
が必要だと考え、農林水産省を志望しました。農
林漁業者の方々からは厳しい意見もいただきます
が、感謝や応援の言葉を聞くとやりがいを感じ
ます。農林水産業を成長産業とするために

ぜひ一緒に働きましょう！

学生へのメッセージ

（独）農畜産業振興機構（ALIC）と
省内にて打合せ。新制度の運営状
況と対応策について確認。

13：00

ALICとの打合せを踏まえ、
調整金納付手続の円滑化
に向けた対応案及び必要
な規定の修正案について
整理のうえ、資料を作成。

14：30

保坂 俊 平成27年入省　総合職農業農村工学（農業機械）
政策統括官付 地域作物課 加藤 憲 平成25年入省　総合職法律

大臣官房 政策課 総括班 総括係長

9：35

メールのチェック。1日の作業
内容と優先順位を確認。

時代の友人や、職場の同期などと日本各
地に繰り出し、その土地の美味しい物
に舌鼓をうっています。

ており、全国各地の観光地や温泉を巡っ
ています。最近もゴルフの初ラウンドを兼
ねて、千葉に旅行に行ってきました！

12：00
昼食

トレーニングジムにて
マシンランニング。

20：30

霞ヶ関までは
電車で30分。

28

霞ヶ関までは
電車で30分。
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私の所属する地域作物課は、
甘味資源作物（さとうきび・てん菜）生産者や
砂糖製造業の振興を支える糖価調整制度を
所管しており、今後の砂糖産業のあり方を見
据えた政策の企画・立案に日々取り組んでいま
す。私は南西諸島の農業の多角化に向けた新た
な高収益作物の確立を目的とする生産技術

予算の企画・立案と、TPPや日EU・
EPA、RCEPといった経済連携協定に
おける砂糖分野の国際関係業務を
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に関する基本政策の企画・立案・総合調整を
行っています。基本政策の方向性を省内各部局
や関係省庁などと調整し、政策を取りまとめる司
令塔の役割を果たしています。私は農林水産政
策改革のグランドデザインである農林水産業・
地域の活力創造プランの取りまとめ役として、1
年間の政策改革に関する検討結果を活力創造
プランに反映させるべく、省内各部局や内閣



●相談できる他業種の友達を作れたことです。

●分野や年齢を問わず多種多様な方々と接したことです。

●離島や農山村など、就職してからは訪れづらい地域を訪問しました。
　施策の対象地域のイメージを持って、業務に臨むことができています。

●学部・修士で多様な研究分野の講義や発表を通して学んだ知識は、
　現在の業務でも役に立っています。

●大学内外での研究発表など、プレゼンの経験です。

●部活動に全力で打ち込んだことです。

●社会人になってからも続けられる趣味を作れたことです。

●新しい様々なことに取り組むことで自分を見直す機会を得たことです。

●英語が少しできると職場でも役に立つことが多いので、英語の勉強や留学です。

Q3 学生時代にやっておいて良かったことは？

●ギャップはありませんでした。入省前からアットホームな雰囲気を感じており、入省後も変わっていません。

●入省前は省としての雰囲気を見ていましたが、
　省内でも局ごと、課ごとにそれぞれ違う雰囲気があっておもしろいと感じました。

●知らないことが多く、正直戸惑いました。まだまだ行政全般、個々の政策に関する勉強が
　足りていないと痛感しています。

●適度に雑談があり、堅すぎず働きやすいです。

●想像より本当に幅広く様々な業務があるので、入省後に改めてやりたいことが見つかる環境ですし、
　様々な仕事に携わることで視野が広がる職場だと思っています。

●一つの分野にも様々な部署が関わるので、思った以上に他課とやり取りすることが多いです。

●配属された課の特徴かもしれませんが、地方や地元の農家さんなど、現場とのやりとりが多いです。

●お堅い仕事だと思っていましたが、職場の雰囲気は明るく楽しい職場でした。

●思った以上に１年生でもしっかり仕事を任せてもらえて、新人でもやりがいがあります。

●身近な上司（男性・女性問わず）が育休を取得しており、多様な働き方ができる職場だと感じています。

●月１年休取得など、働き方改革が進められていることです。

Q4 入省前と入省後のギャップは？

●大好きな「食」に関われることです。

●現場レベルから国全体まで幅広いスケールで携わることが可能であることです。

●食・環境を切り口として、社会の多様な分野や
　その分野が抱える課題に携わることができると感じたことです。

●面接をしてくださった方や、一緒に官庁訪問に行っていた人（今の同期）の雰囲気がよく、
　この人たちと一緒に仕事をしてみたいと思いました。

●「食」を未来の子供たちに継承していくという価値観に共感しました。

●高齢化が進む中、先代から受け継いできた農業・農村を守りたかったからです。

●自然環境に関係する職種で、入省後幅広い選択肢があることです。

●地方活性化に貢献したいという志望動機の中、仕事のほとんどが地方活性化につながる
　農水省の仕事が魅力的でした。

●国際的な業務に携わる機会があることです。

●大学で学んだ事を生かして仕事をしたいと思いました。

Q1 農林水産省志望の決め手は何でしたか？

30分以内
30分～1時間以内

1時間～1時間半
1時間半以上

北海道・東北
関東
中部

近畿
中四国
九州

公務員宿舎
民間借り上げ

実家

通勤時間はどのくらいですか？ 現在、どのような住宅に住んでいますか？ 出身地域はどこですか？

ギャップはありませんでした。入省前からアットホームな雰囲気を感じており、入省後も変わっていません。

現場レベルから国全体まで幅広いスケールで携わることが可能であることです。

面接をしてくださった方や、一緒に官庁訪問に行っていた人（今の同期）の雰囲気がよく、

農林水産省志望の決め手は何でしたか？農林水産省志望の決め手は何でしたか？新
人
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
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国際的な業務に携わる機会があることです。

大学で学んだ事を生かして仕事をしたいと思いました。

●

●配属された課の特徴かもしれませんが、地方や地元の農家さんなど、現場とのやりとりが多いです。

●お堅い仕事だと思っていましたが、職場の雰囲気は明るく楽しい職場でした。

●思った以上に１年生でもしっかり仕事を任せてもらえて、新人でもやりがいがあります。

●身近な上司（男性・女性問わず）が育休を取得しており、多様な働き方ができる職場だと感じています。

●月１年休取得など、働き方改革が進められていることです。

農林水産技術会議事務局 研究企画課

森山  力 総合職農業科学・水産

生産局 総務課

三池  成弥 総合職法律

農村振興局 設計課

菅  彩音
総合職農業農村工学

経営局 就農・女性課

廣金  沙季子
総合職法律

林野庁 木材産業課

中川  香子
総合職森林・自然環境

水産庁 漁場資源課

豊嶋  彩香
水産系技術職

大臣官房 予算課

冨安  賢伍
一般職行政

林野庁 業務課

山田  雄志
総合職森林・自然環境

水産庁 計画課

平田  将大 総合職工学

食料産業局 総務課

木澤  香奈 一般職行政

農村振興局 防災課

髙尾  洋輔 総合職農業農村工学

●アットホームですが情熱があります。

●さっぱりとした性格の方が多く、風通しが良いため、疑問があるときは
　意見を言いやすいです。

●上司は、質問したら親身になって答えてくれる一方で、おかしなことをしたら
　きちんと教えてくれるので、とても成長できる良い職場環境です。

●些細なことも相談しやすいので、雰囲気の良い職場だと思います。
　デスクの近い人とお昼にランチ会をしたりと業務外のことも話しやすく、
　ちょっとした雑談が息抜きになっていたりもします。

●仕事中は緊張感がありますが、休憩やオフではお互いに気軽に話します。

Q2 職場の雰囲気は？

政策統括官付 農産企画課

三浦  寧音 総合職農業科学・水産

平成30年度入省の新人職員たちは農林水産省で1年を過ごし、

どんな思いを抱いているのでしょうか。就職活動をしていた頃の話や

今の職場で感じていることをお聞きしました。

51％

26％

4％
19％

10％

35％

20％

14％

12％

9％

51％

24％25％
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支援制度の利用について

以前から「農業と環境」の関係に関心があり、イギリス留学

でもこの分野について勉強しましたが、毎日子供に食事を用意

し、それを食べて成長していく姿を見ている中で、「子供たちを

育む豊かな『食』と、それを支える『農業と環境』をきちんと

残してあげたい」という思いが強くなりました。復帰後は留学

で得た知識も活かしながら、国内外の持続可能な農業を支える

業務に携わりたいです。

復帰後にやりたい仕事

第１子出産前は先輩パパ・ママ職員の方から、仕事と育児の

両立についての体験談や子育ての醍醐味についてお話を聞かせ

てもらっていました。今後は、職場復帰に向けて自分が具体的

に知りたいことについて先輩や同期から教えてもらうと同時

に、これから初めて出産や子育てをする方々の何か役に立てる

ような機会を見つけていきたいと考えています。

省内のママ友・パパ友とのつながり

仕事も育児も楽しみながら
働いていきたいです

岩瀬 祥子 平成19年入省　Ⅰ種農学Ⅰ

大臣官房 国際部 国際経済課 国際専門官（育休中）

　第１子の妊娠・出産にあたり、産前・産後休暇
に続いて育児休業を取得しました。現在、第１子
の育児休業中で第２子を授かり、出産を控えてい
ますが、今回も産前・産後休暇と育児休業制度
を利用する予定です。復帰後は同じ職場に勤める
夫とも協力しながら、時短勤務やテレワーク制度
を活用しつつ、仕事も育児も楽しめるような自分
なりのやり方を見つけていきたいです。

支援制度の利用について

　出産に伴い、産前・産後休暇と育児休業制度（約
1年間）を利用しました。復帰後は育児時間制度を利
用し、勤務時間を2時間短縮しています。時短勤務に
対する周囲の理解もあり、恵まれた環境だと感じます。
今はフルタイム勤務へどのようにシフトしていくかを考
えていますが、早出勤務やテレワークなど両立を支え
てくれる制度が充実しているので、前向きに検討する
ことができています。制度をうまく活用しながら、フル
タイム勤務と育児を両立させていくことが目標です。

農業・農村は安全・安心な「食」を国民に安定的に供給し、

地域を支えるとても重要な役割を担っています。子供の食事を

作るようになって「食」に対してより慎重に考えるようになり

ました。また、緑豊かで美しい農山漁村やそこに伝わる食文化

は、子供たちにずっと残していきたい日本の宝です。今を生き

る私たちだけでなく、未来を生きる子供たちに対しても責任を

持つ仕事こそが、農林水産省の魅力なのだと思います。

子育てを通じて感じた農林水産省の魅力

子供が生後6ヶ月のときに夫のニューヨークへの赴任が決まり、

現在育児休暇の身分のまま帯同しています。寿司、ラーメン、

抹茶、お餅など、日本食はニューヨークでも広く認知されており、

日本の「食」を世界にアピールすることの意義を日々感じている

ところです。農業・農村の現場の課題に向き合いつつ、日本の

農業・農村の魅力を最大限に引き出せるような仕事ができれば

と考えています。

復帰後にやりたい仕事

周囲のサポートもあり、
気持ちよくやりがいを持って
働けます

中西 唯衣 平成21年入省　Ⅰ種法律

経営局 就農・女性課 経営専門職（育休中）

　産前・産後休暇と育児休暇を取得しました。体調
が良かったこともあり、妊娠が分かってからもそれま
でいた部署に在籍していましたが、産前休暇の少し
前になるべく融通の利く部署に異動できました。
どの部署でも他の職員がサポートしてくれて、残業
を減らし早く帰らせてもらうなど配慮をいただきな
がら、一方で過剰な気遣いもなく、とても気持ち
よくやりがいのある仕事をさせていただきました。

支援制度の利用について

兼田 承子 平成24年入省　Ⅱ種行政

経営局 経営政策課 経営情報班 情報計画係長（育休復帰）

支援制度の利用について

　幼稚園の夏休みで一日中家にいる息子（第1子）
の相手と生後3ヶ月ほどの娘（第2子）の世話を
するには大人が2人以上いる必要があると感じた
ため、娘が誕生した年に息子の夏休みに合わせて
育児休業を1ヶ月取得しました。また、娘の誕生
から1ヶ月ほど、息子を幼稚園に送るため、毎朝
1時間ずつ「男の産休」を取得しました。

以前仕えた上司は「仕事なら自分の代わりはいるが、家族に

とっては自分の代わりはいない」と言って、家族を大事にする

よう背中を押してくれました。たしかに、幼い子供は親を選べ

ませんし、親が作る環境をそのまま受け入れざるを得ないの

で、私自身が家族を最優先に考えなければならない責任は大き

く、やりがいを感じます。一方で、子供は、笑っていても泣い

ていても、いつでもその全てがかわいく、オムツ替えをするの

も一緒に遊ぶのも、何をするにも喜びとやりがいを感じます。

子育てのやりがいや苦労

今の職場には、周りに同年代の子供を持つ職員もいて、子供

の健康管理や教育などについて雑談し、悩みを共有することが

できます。そのような中で、それぞれの子供が体調を崩した時

などには、必要に応じて休暇を取りやすい雰囲気ができてお

り、チーム全体で休む人の仕事をカバーする体制になっています。

省内のママ友・パパ友とのつながり

子育てに関する悩みを共有し、
カバーしあえる体制があります

西村 恵太 平成20年入省　Ⅰ種法律

林野庁 経営課 課長補佐（育休復帰）

育休
復帰

育児
休業

育休
復帰

育児
休業

娘は平成29年6月に開園した農林水産省の保育園に通ってい

ます。片道30分かけての電車通園は娘にも負担かと思いますが、

「電車が大変でも農林水産省の保育園がいい！」と言うほど気に

入っています。園は木育、食育、自然との触れ合いを大切にする

など農林水産省らしさがあふれていて、先生がいつも温かく迎え

てくれます。また、園と職場の距離が近いことで、いざという時

にすぐ駆けつけることができる安心感もあります。この環境があ

るからこそ、私も全力で仕事に打ち込むことができています。

子育てを通じて感じた農林水産省の魅力 

仕事に打ち込むことができる
環境があります

9：30 出勤

6：30 起床 朝食の準備、連絡帳記
入や持ち物の準備

7：30 朝食 家事と娘の世話を夫と
分担しながら出発準備

8：20 家を出発 娘と電車に乗る

9：15 保育園着 娘を預ける

支援制度利用時の１日の平均的なスケジュール

23：00 就寝

夕食19：10

退庁16：30

帰宅18：10 買い物を終え帰宅
夕食の準備

保育園着16：35 娘を迎えて電車に乗る

20：00 家事 娘と一緒に就寝準備

22：00 娘就寝 自分の時間

育
児
休
業
、
育
児
休
業
復
帰

000000007
Part3  Work-Life

31 32



女性国家公務員の採用状況 主な育児支援制度

※人事院・内閣人事局「女性国家公務員の採用状況のフォローアップ調査」
※総合職（院卒者）に準ずる試験及び一般職（大卒程度）に準ずる試験等を含む。※全ての国家公務員に適用される両立支援制度については人事院HP（http://www.jinji.go.jp/ikuzi/toppage.html ）をご覧下さい。 

400

300
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総数
（人）

女性

男性 74

42
25年度

36.2

26年度

187

95

33.7

27年度

194

123

38.8

28年度

212

143

40.3
女性の
割合

228

168

29年度

42.4

30年度

229

155

40.4
（%）

農林水産省における直近6年の
女性国家公務員の採用割合は、30％を超えています。

仕事と家庭生活の両立が行えるよう省内で実施している主な取組を紹介します。

職場環境づくりの紹介

WLBランチ勉強会・座談会

講師を招いた子育てに関する勉強会や育

児中の職員が先輩職員と情報交換する座談

会を開催しています。省内のパパ・ママ友

作り、仕事・生活の工夫を知る機会作りに

役立っています。

ポータルサイトやメルマガでの情報提供

ポータルサイトでは妊娠中から産休・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」を掲載し、いつでも見られ

るようにしています。また、メルマガでは

月1回両立支援制度や勉強会に関する情報

提供等をしています。

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

のキャリアアップ」などをテーマとした講座

を行っています。

　平成29年6月1日に農林水産省に保育所が開所しま

した。木育をコンセプトに、建物の内部や玩具に木材を

利用し、ぬくもりのある環境で五感と創造力を育みます。

　給食に関しても、保育所内に調理室と調理師を完備し

ています。育ち盛りのお子さまに必要な栄養バランスの

とれた温かい食事を提供するだけでなく、楽しく食べら

れる環境を整え、望ましい食習慣、食べ物への感謝、正

しい食事マナーを身につけられるようにします。（延長保

育の希望者には夕食についても対応可。）

　千代田区認可の事業者内保育所となっており、農林水産

省に勤めている方のお子さまに優先して入園して頂けます。

農林水産省1号館保育室について

33 34

育児と仕事の両立について

育児休業を2度利用

幅広い業務を所管する農林水産省で、国際関係業務、表示制度他、

これまで農林水産各分野の仕事に携わってきました。その中で2度の

育児休業を取得しましたが、第1子出産時の育児休業は私の職種では

省内初の制度利用。前例がない不安を感じつつも、周囲のサポート

のおかげで仕事と育児を両立してきました。今ではどんどん出産して

職場復帰する後輩も増え、頼もしく感じます。

当事者として思いを形にできる仕事

現在はユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化の次世代への

継承を使命とする和食室で、「Let's！和ごはんプロジェクト」を立ち

上げました。本プロジェクトは、忙しい子育て世代や子供に身近・

手軽に和食を食べる機会を増やしてもらうための商品やサービス開発

等を民間企業に促すことを目的としています。

私自身、忙しい毎日を送る中で、“子供には和食の味を継承していきた

い”という思いを持っており、その課題解決のための子育て世代当事者

としての視点が仕事に活かせるというのは、やりがいがあります。

純粋に世の中のためになることだけを考え仕事ができるということ

は幸せだと感じます。また、農林漁業者や食品企業、消費者など様々

なプレイヤーと一緒に仕事をしながら、日本全体を俯瞰できることも

魅力です。一度しかない人生なので、仕事も育児も両方楽しんで一生

懸命取り組みたいと思っています。

今、日本社会全体がワークライフバランスの在り方を模索してい

て、農林水産省でも次々と改革が行われています。様々なチャレンジ

ができる環境だと思いますので、ぜひ一緒に頑張っていきませんか。

仕事も育児も両方楽しむ

これまでのキャリアパス
平成9年入省　畜産局畜政課、食肉鶏卵課

平成11年　食品流通局品質課

平成12年　米国留学

平成14年　林野庁国有林野部管理課 法令係長

平成15年　国連環境計画（UNEP）バーゼル条約事務局法務官補佐官

平成17年　大臣官房国際部国際経済課 課長補佐／貿易関税課 課長補佐

平成19年　大臣官房企画評価課プロジェクト交付金準備室 課長補佐

平成22年　水産庁企画課 課長補佐／
 大臣官房国際部国際政策課APEC新潟農業大臣会合準備室 課長補佐

平成24年　林野庁国有林野部管理課 課長補佐／
 林政部木材利用課木材利用ポイント事業準備室 課長補佐

平成28年　大臣官房検査・監察部調整・監察課 課長補佐

平成29年　現職

家族構成について
夫、私、子供2人の4人家族

五十嵐 麻衣子 平成9年入省　Ⅰ種法律

食料産業局 食文化・市場開拓課 和食室 室長

出産のため、出産予定日の6週間前から出産の
日まで、及び出産の翌日から8週間を経過する
日までの期間取得できる休暇。

子が3歳に達するまで、子を養育するために
一定期間認められる休業。

子が小学校就学の始期に達するまで、1日2時間
以内勤務しないことを認める制度。

産前産後
休暇

育児休業

育児時間

早出遅出
出勤

育児又は介護を行う職員が、勤務時間等を
ずらすこと（早出又は遅出）を認める制度。

日々の生活が
今の仕事につながる

育
児
支
援
に
向
け
た
農
林
水
産
省
の
取
組
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入省後は、霞が関にある本省のほか地方農政局等の出先機関、地方公共団体、他省庁、在外公館や国際機関といった

様々な部署で働く機会があります。

おおむね2年程度のサイクルで異動し、様々な業務経験を積みながら、キャリアアップを図っていきます。

また、 職員の能力を最大限に発揮するため、各種研修を用意しています。
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
＆
研
修
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採用に関する皆様の疑問にお答えします。

他機関への出向
農林水産省

係員クラス

課長補佐クラス

課長・室長クラス

指定職

業務内容について

採用について

農林水産省ではどのような人材が求められているのですか？

国家公務員試験の点数（順位）は採用に関係するのですか？

農林水産分野と関係のない学部でも採用されるのですか？
また、農業に関する知識がないと採用されないのですか？

説明会の参加回数は、採用に関係しますか？

配属はどのように決まるのですか？ 希望は聞いてもらえますか？

地方公共団体 
県庁、市町村等

他省庁 
内閣官房、経済産業省、
文部科学省、環境省等

在外公館・国際機関
大使館、領事館、FAO、OECD等

民間企業

まずは仕事を
おぼえる

［○○局総務課］

入省 ●局や課の窓口として国会や予算、
　法令などの業務に従事。

●政府・与党や関係省庁の動きの
　全体像を学ぶ。

現場を知る
農村研修

●○○県○○市の農家宅に30日間
　滞在し、実際の農作業を体験
　しながら、毎日のように受入農家と
　農政の在り方について議論。
●日々の業務と現場のつながりを学ぶ。

地方行政を
知る

出向
●○○県○○市の農政課の主事として
　出向。
●日々現場を回り、住民に寄り添った
　政策を企画。
●国の行政と地方行政の在り方
　について学ぶ。

［○○局○○課］

政策の検討
法令改正 ●農政改革の中心となる「○○法案」の

　検討チーム（タコ部屋）のメンバーとなる。
●日々調査官や課長補佐と議論しながら、
　政策の下ごしらえを実際に行う。

［○○局○○課］

○○政策 ●課長補佐となり、特定の政策分野の
　主担当となる。
●関係者からヒアリングをしたり、
　実際に現場を訪れたりしながら、
　担当する政策の具体的内容について
　企画・立案し、実施する。

海外留学制度
留学 ●○○国に留学し、国際関係論の

　修士号を獲得。

係長クラス

若手職員のキャリアイメージ
総合職事務系 8年目  Aさんの場合

特定の政策分野の
主担当として

総合職・一般職の仕事内容の違いについて教えてください。

　私は山梨県笛吹市で主に桃を生産している大北農園さんにお世話になりました。ここでは、低農薬
に取り組み、独自の販路を開拓し、収穫した桃やぶどうを使ったジュースやジャムを農園内穀物菜食
カフェで販売するなど、創意工夫をいかした経営をされていました。さらに、WWOOF（ウーフ）という
農業体験と交流のNGOを通じて、世界各地から多くの人を受け入れており、研修期間中も計５人の方
と交流できました。　
　研修中は、収穫、肥料散布や木の抜根の補助など、さまざまな作業を経験させていただき、体力が
必要な作業や細かい作業も多く、まだまだ省力化には課題があることを実感しました。また、受入先の
農家さんは、農業の担い手を育てるため、保育園や小学校で農業体験などを通じた食育活動も行って
おり、地域の農業の将来を支えるために尽力されていました。
　今まで、農業の現場を深く知る機会はありませんでしたが、農村研修に参加し、30日間農家さんと一緒
に生活を送ったことで、農家さんのあらゆる苦労や農業に対する強い思いを知ることができました。
今後、この研修での経験を活かし、積極的に現場に赴き、現場の声を施策に反映できるよう、日々努力
していきたいと思います。

採
用
関
連 

Q
&
A

農林水産省本省、地方農政局、
森林管理局、

植物防疫所、動物検疫所等

総合職は幹部候補生として中央省庁において、我が国の将来の在り方をデザインし、政策の企画・立

案業務を行うのに対して、一般職は全国の組織において政策の実施段階に携わるか、又は組織を円

滑に運営するための事務に携わります。近年では、人事交流も盛んに行われており、総合職・ 一般職

ともに様々な業務の経験を積むチャンスが増えています。

毎年人事担当との面談などを通じて、本人の希望も考慮して、配属・異動を決定しています。

我が国の農林水産業は、国内マーケットの縮小や担い手の減少・高齢化などの課題に直面する一方で、AI･
IoTなどの先端技術の活用や世界に評価される和食文化など様々な発展の可能性も有しています。そのよう
な中、ピンチをチャンスに変え、農林水産業を真に発展させていくためには、広い視野と問題意識、そしてチャ
レンジ精神が必要です。採用に際しては、成績の良し悪しや専攻分野、当然ながら出身大学や性別に関係な
く、ひとえに人物本位で採用を行っています。ぜひ、情熱と積極性のある方に入省してほしいと考えています。

国家公務員試験を最終合格した方であれば、点数・順位は一切関係ありません。

農林水産分野と関係のない学部からも多くの方を採用しています。皆さん、出身学部に関わらず様々

な場所で日々活躍しています。また、官庁訪問に当たり、細かい知識は全く必要ありません。就職し

た後、仕事の中で常に学び続ける姿勢が大切だと考えています。

説明会は採用広報活動の一環として開催するものであり、説明会への参加の有無が採用に影響する

ものではありません。なお、説明会では農林水産省の業務内容の紹介をはじめ様々なコンテンツを用

意し、多彩な職員を派遣して開催しておりますので、皆さんが就職先や志望官庁を考えるに当たって

の一つの検討材料として、気軽にお越しいただければと考えています。

入省2年目に本省に在職する職員を全国各地の農家・漁家の元に30日間派遣し、
農林水産業の実情を経験する研修です。農村研修レポート

QA

QA
QA
QA

QA

QA

栗本 伊里彩
平成29年入省　総合職法律
経営局 総務課
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