
農林水産省では、在外公館(外務省)、JICA(国際協力機構)、国際機関などに農業土木技術者を派遣し

ています。在外公館の外交官としてODA(政府開発援助)を効果的・効率的に実施するための調整等、

JICA専門家としては開発途上国の発展のための技術協力等の業務に携わることができます。

海外技術協力

○現在のポストのミッション
中南米カリブ海の島国であるドミニカ共和国において､日本国
大使館の経済協力班及び広報・文化班の一員としてODA等の
開発協力や日本の広報・文化普及事業に携わり､ドミニカ共和国
の経済及び社会の発展を支援することで､日本とドミニカ共和国
の関係強化に取り組んでいます。

○みなさんへのメッセージ
東海農政局は、本省のほか、他の地方農政局等出先機関や地
方公共団体、他省庁、在外公館・国際機関といった様々な部署で
働く機会がありますので､自分のやりたいことや興味のあることに
出会えるチャンスが多いと思います。色々な方に興味を持ってもら
えると嬉しいです。

加藤 泰裕さん 平成２１年入省 一般職（農業土木）
在ドミニカ共和国日本国大使館 二等書記官（平成30年～現在)Kato Yasuhiro

農業土木技術者の海外での活躍

農業土木系職員が赴任している国々（令和元年11月末現在）

９

※農林水産省から42人。
うち２人が東海農政局出身の
農業土木系職員。

△現地の人達との１枚

⊿日本が支援した幼児教育
施設の児童達

【ある日のスケジュール】
8：00 出勤、メール・電信等のチェック

10：30 ドミニカ共和国外務省と円借款
事業打合せ

1２：00 昼休み
14：00 文化事業に関する館内打合せ
15：00 円借款事業に関する外務省報告
17：00 外務省、JICA事務所へのメール

作成・送付
17：30 退庁



東海農政局では、豪雨、洪水、暴風、地震、渇水等の異常な天然現象により被害を受けた農地・農業用施

設について、農業生産の維持を図るとともに、農業経営の安定に寄与することを目的に災害復旧支援を推

進しています。

また、農地・農業用施設が被災した際に早期の復旧を行うため、農業農村災害緊急派遣隊（通称：水土

里災害派遣隊）を配備し、被災時には農業土木技術者を被災地に派遣、早期の災害復旧に向けた技術支

援等を行いっています。

このほか、災害応急ポンプを配備し、集中豪雨時の農地湛水の排除や干ばつ時の農業用水の供給への

支援を行っています。

災害対応
被災地への技術的支援
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R元年台風19号等で被災を受けた宮城県丸森町役
場で支援勤務する職員の様子

豪雨により被災したため池の堤体の様子

H30豪雨により水没被災した揚水機場の応急対策と
して稼働する災害応急ポンプの様子

農地・農業用水路の被災に対する災害査定の様子



「東海農政局で一緒に働きましょう！」
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職員からのメッセージとキャリアパス

岩倉 朱里さん 平成30年入省 一般職 農業土木 和歌山県出身
矢作川総合第二期農地防災事業所 工事課 工事第2係員

Iwakura Akari
＜1.志望動機＞
大学で学んだ農業土木の知識を生かしたいと考
えたときに、農政局のスケールの大きな事業に魅
力を感じたことが志望の動機です。

＜３.みなさんへのメッセージ＞
最初は仕事の進め方や設計・施工の基準などわ
からないことばかりだと思いますが、優しい上司や
先輩に教えていただきながら、様々な経験を通して
仕事を覚えていくことができます。東海農政局は若
手職員も多いので、みんなで切磋琢磨しながら仕
事をしていきましょう！

＜２.主な業務内容＞
現在工事課に所属しており、工事現場監督や来
年度の新規発注業務に携わっています。入省した
当初は、農業土木という技術職に就くことに不安
を感じていましたが、上司や先輩に丁寧にご指導
いただき、知識を習得する毎日に充実感を感じて
います。

【略歴】
平成３０年 4月 東海農政局設計課 採用
平成３１年 4月 矢作川総合第二期農地防災事業所

工事課 工事第２係員

工事現場監督の様子

防災事業

【ある日のスケジュール】

８：３０ 出勤・メールチェック

１０：００ 新規発注業務打合せ

１２：００ 昼食

14:00 現場監督

１6：００ 工事監督資料作成

１７：１５ 退庁（忙しい時期は残業
もあります）

細田 洋志さん 平成15年入省 一般職 農業土木 静岡県出身
木曽川水系土地改良調査管理事務所 計画課 計画第１係長

Hosoda Hiroshi

【略歴】
平成1５年 4月 東海農政局農村計画部事業計画課

広域基盤計画係員 採用
平成2８年 ４月 農村振興局整備部設計課 事業調整係長
平成３０年 4月 現職

＜1.志望動機＞
私は農村部の出身。都市部の発展とは対照的な農
村の疲弊ぶりを肌で実感して育ちました。大学で学
んだ農業土木を生かし、全国の農村地域を何とかし
たいと思い、志望しました。 現在は、ダムの堆砂対
策事業の計画を担当しており、事業化に向けて、県・
市・土地改良区と協議・調整や、計画に必要な施設
の設計などを行っています。

＜３.みなさんへのメッセージ＞
みなさんが思い描く、理想の農村地域はどんなイ
メージですか。私たちと、その理想を共有し、実現を
目指しませんか。

＜２.主な業務内容＞
私たちの業務は多岐に亘り、水田で農家の方から
水の使い方や要望をうかがう現場レベルの係もあれ
ば、国会対応を行う係もあります。その他、事業化に
向けた調査計画の係、工事監督の係、頭首工（とう
しゅこう）という大きな施設管理の係もあります。いず
れも、地域農業の発展、最終的には国民のみなさん
のおなかを満たすことにつながる大切な仕事です。

調査・計画

【ある日のスケジュール】

８：３０ 出勤・メールチェック

11:00 施設の管理状況について、
ダム管理室と打合せ

１２：００ 昼食（ダム湖を眺められる
レストランでダムカレー）

13:00 ダムの上流域の河川や
森林の状況を現地調査

１6：００ 今日の打合せ内容や
現地調査結果について
上司に報告

１７：１５ 退庁

農家の方と現地確認

ダム管理者と打合せ

ダムの堆砂測量



「東海農政局で一緒に働きましょう！」

水上 徹さん
平成2年入省 一般職 農業土木 岐阜県出身
農村振興部 設計課 課長補佐（土木技術）

Mizukami Toru

【略歴】
平成２年 4月 東海農政局長良川用水農業水利事業所 採用
・・・・・・
平成2７年 4月 近畿農政局企画調整室地方農政調整官
平成２８年 4月 農村振興局整備部水資源課課長補佐
平成３１年 4月 現職

（業務内容
が伝わる）
職員の写真

＜1.志望動機＞
大学で学んだ技術や知識を活用し、農村地域の
発展、更には地図に残るような仕事に少しでも携
わればと志望しました。

＜３.みなさんへのメッセージ＞
地域の未来を地域の方々と一緒に考え具体化し
ていく、地域の期待に応えられる、感謝されるやりが
いのある仕事だと思います。
仕事は大変なこともありますが、皆さんの新しい発
想とコミュニケーション力で、農業・農村の魅力を発
展的に未来に届けていきませんか。
皆さんと一緒に仕事に携われる機会がくることを
楽しみにしています。

＜２.主な業務＞
現在は、農業農村整備に携わる職員の技術力向
上や農政局の業務説明などを通じた業務への理解
と促進に取り組んでいます。

△大規模農業水利施設
の説明会
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事業管理

職員からのメッセージとキャリアパス

【ある日のスケジュール】

８：３０ 出勤・メールチェック

10:00 工事契約評価委員会に
出席（農政局内）

１２：００ 昼食（自室で愛妻弁当）

13:00 部内会議に出席

13:30 研修計画について、担当者
と打合せ

１５：００ 耐震照査委員会に出席

１８：００ 退庁

天野 知彦さん 平成11年入省 一般職 農業土木 岐阜県出身
農村振興部 農地整備課 経営体育成基盤整備係長Amano Tomohiko

【略歴】
平成11年 4月 東海農政局新矢作川用水農業水利事業所 採用
・・・・・・
平成28年 4月 東海農政局企画調整室 調整係長
平成２９年 ４月 東海農政局新濃尾農地防災事業所調査設計課

設計係長
平成３１年 4月 現職

＜1.志望動機＞
学生時代に学んだ農業土木を国づくりに役立て
ることができる仕事として魅力を感じ、志望しまし
た。

＜３.みなさんへのメッセージ＞
地域の期待に応えるため、直接現場で設計・工
事監督を行う仕事もありますが、東海３県の農業
の発展のため事業を着実に進められるよう地域と
の調整や指導を行う仕事も非常にやりがいがある
ものです。
農業のさらなる発展のため、皆さんがこの仕事を
選んでくれることを期待しています。

＜２.主な業務内容＞
現在は、東海農政局管内で実施している国の補
助事業のうち、主にほ場整備に関することについて、
農業経営の効率化や高収益化が着実に推進でき
るよう県や市町村等への助言・指導を行っていま
す。

△ 事務所での模様

補助事業

【ある日のスケジュール】

９：0０ 出勤・メールチェック

10:00 補助事業の進捗管理につ
いて上司と打合せ

１２：００ 昼食（宅配弁当）

13:00 補助事業実施要望地区に
ついて県担当者と打合せ

１５：００ 事業実施要望地区の課題・
方針について上司に報告

１７：4５ 退庁


