
若手技術者が奮闘する職場や工事現場での様子を紹介するショートムービー

農業土木女子「ドボジョの現場」

QRコードで
アクセスできます。

新濃尾農地防災事業所の農業土木女子（略してドボジョ）が、自分たちの仕事現場を紹介するショートムー
ビーです。若手技術者が実際に行っている業務や工事の様子を見ることができます。
事業所職員がどのように働いているか、新人ドボジョと一緒に現場をのぞいてみませんか。

▽YouTube「Maffチャンネル(農林水産省)」
https://www.youtube.com/watch?v=Ej_-VNvwytg

○現在の業務内容
入省してから局防災課と当事業所調査設計課を経験し、昨年度より工事課
に配属されました。工事金額の積算や図面修正、現場監督等が主な業務内容
です。受注者と検討を重ね、工事を進めていくことにやりがいを感じています。

○みなさんへのメッセージ
学生時代はまさか私がドボジョになるとは思いもしませんでしたが、大規模な
工事で様々な経験ができ、また、気軽に相談できる若手職員も多く、今はドボ
ジョとして楽しく働いています。同じ職場で働いている中村さんとは、ちょっとし
た悩み事や分からないことを相談し合いながら仕事をしています。

岩佐 結花さん 平成２８年入省 一般職 農業土木 岐阜県出身
新濃尾農地防災事業所小牧分室（愛知県小牧市） 工事第二課Iwasa Yuka

中村 真由さん 平成２９年入省 一般職 農業土木 岐阜県出身
新濃尾農地防災事業所小牧分室（愛知県小牧市） 工事第二課Nakamura Mayu

○現在の業務内容
主に、水路改修工事の監督業務を行っています。図面と睨み合い、上司から
の助言をいただきながら、数量等を算出しています。少しずつですが、現場との
コミニュケーションを通じてより良い施設を作るために勉強する毎日です！

○みなさんへのメッセージ
同じ職場に女性の先輩がいることで、仕事のことを気軽に相談できるため、
スムーズに進めることができます。もちろんプライベートについても話を交え、お
互い居心地のよい空間を作っています。女性技官ならではの発想と転換で現
場で活躍することができます！是非、一緒に活躍しましょう♪
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農林水産省への就職を考えている未来の後輩へメッセージをお願いします。
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若手職員からのメッセージ

農村振興部 設計課

東山 優希さん
農村振興部 設計課

下成 謙吾さん
農村振興部 水利整備課

髙賀 稜涼さん

農村振興部 防災課

佐藤 貴弘さん
新濃尾農地防災事業所

工事一課

西垣 厚輝さん

木曽川水系土地改良調査管理事

務所犬山頭首工管理所

野尻 涼太さん

木曽川水系土地改良調査管理
事務所 宮川支所

河合 研治さん

矢作川総合第二期事業所
豊田支所

齋藤 由基さん

スケールの大きな仕事に携わる
ことができる職場です。やりがいを
求めている方にオススメします！！

お互いが助け合える明るく楽し
い職場です。一緒に農業・農村を
守りましょう。

コミュニケーションを取りやすい職
場です。 『ONE TEAM』で事業
完了に向けてみんなで頑張ってい
るので、一緒に頑張りましょう！

やりがいのある楽しい仕事です！
一緒にこれからの農業を支えてい
きましょう。

入省して１年程ですが、非常に
多くの事を学び、人間的にも成長
できるような環境です。

木曽川水系土地改良調査管理
事務所 保全整備課

戸田 奏子さん

周りの方々に助けられつつ、日々
新しいことを学んでいます。
皆さんと一緒に働ける日をお待ち
してます。

わからないことがあっても上司
に相談しやすい職場なので、不安
もなく、毎日楽しく仕事に取り組め
ます！

上司に相談しやすい環境でとて
も助かっています。
皆さんと一緒に働ける日を楽しみ
にしています。

働きやすい職場です。
農業農村整備事業に共に取り組
みましょう。



仕事と生活や子育ての両立を図る職員を応援します

農林水産省には、男性・女性が共に仕事と生活や育児・介護等を両立しながら、いきいきと仕事に取り
組むための支援制度があります。

ワーク・ライフ・バランス ～仕事と生活の調和～

○結婚・出産による働きやすさはどうですか？
育児による時間の制約は多くなりましたが、支援制度を活用することで仕事と家
庭との両立ができています。職場にいられる時間は限られますが、上司・同僚から
協力をいただき、円滑に業務が進められています。

○みなさんへのメッセージ
制度が充実しており、職場も結婚・出産に好意的と感じます。自分のペースで
キャリアを積みながら、家庭との両立がしやすい環境だと思います。

渡辺 純子さん 平成15年入省 一般職 農業土木 愛知県出身
東海農政局農村振興部水利整備課 施設機能保全係長Watanabe Junko

【略歴】
平成15年 4月 東海農政局水利整備課 採用
平成21年 1月 産前・産後休暇及び育児休暇 取得

（第1子、第2子 出産）

平成25年 4月 職場復帰
平成31年 4月 現職

【渡辺さんの場合】

産前休暇
（4週間）

産後休暇
（8週間）

育児休業

育児時間 休憩時間
の短縮

（第１子）

（第２子）
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産前休暇
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産後休暇
（8週間）
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2
子

就
学

平成21年1月 平成25年4月

○活用した支援制度
・ 産前産後休暇
・ 育児休業
・ 育児時間
・ 子の看護休暇
・ 休憩時間の短縮

３歳未満の子を養育する場合

育児休業
子どもが３歳になるまで休業できます。

出産する場合

産前産後休暇
産前６週間、産後８週間の休暇があり
ます。

１歳未満の子を養育する場合

保育時間
１日２回まで各30分以内の範囲で勤
務しないことができます。

未就学児を養育する場合

育児短時間勤務
勤務時間を通常より短縮することがで
きます。

未就学児を養育する場合

育児時間
１日２時間まで勤務しないことができ
ます。

未就学児を養育する場合

子の看護休暇
年５日まで。

（子が２人以上の場合は10日まで）

未就学児を養育する場合
親族を介護する場合

超過勤務制限
超過勤務を月24時間・年150時間以
内に制限できます（３歳未満の子ども
を養育する場合等は免除できます）。

必要な場合

フレックスタイム制
総勤務時間を変えずに、日毎の勤務時
間数・時間帯が変更できます。

未就学児を養育する場合
小学生を送迎する場合

休憩時間の短縮
休憩時間を短縮することで、職場にい
る時間を短縮できます。

※ 主な制度を記載しています。
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○男性職員の育児休暇取得も増えています。
平成9年入省 水島 勝美さん／奥さんに喜ばれました！（H31．11～育児休暇（１ヶ月間）を取得）。
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■初任給
・一般職（大卒程度）学部卒 １８２，２００円

※名古屋市内に所属する機関に勤務する場合の地域手当を含む場合 ２０９，５３０円

■諸手当
・扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当 等

■賞与
・期末手当、勤勉手当として１年間に俸給などの４．５ヶ月分（6月･12月）

■昇級
・年１回（１月）

■東海農政局管内の勤務時間 ７時間４５分勤務
・①8:30～17:15  ②9:00～17:45  ③9:15～18:00 のいずれか

※部署により異なる。

■休日・休暇
・休 日 ：土曜日・日曜日・祝日・年末年始
・休 暇 ：年次有給休暇２０日／年

特別休暇（夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇 等）

■福利厚生
・宿舎貸与（希望による）、健康診断受診 等

待遇

研修制度も充実しています

◆採用者研修

◆初任者技術研修

「採用者研修（一般職）」は入省後すぐに行われる研修で、
北海道から沖縄まで全国の一般職採用者が集まります。農
林水産省職員としての心構えや必要な基礎知識を学びま
す。

農業農村工学の採用者は「初任者技術研修」を受講し、農
林水産技官としての心構えと農業農村整備事業に関する基
礎知識を習得します。

（入省１年目の研修）

※２年目以降も、経験年数に応じた専門分野の研修などがあります。

研修の様子

◆農村派遣研修

東海管内の農家さんで、実際の農作業を学んだり、意見交換
を行います。



◇試験日程や採用予定者数など採用に関する最新情報は
コチラ⇒ http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm（国家公務員試験採用情報NAVI）

一般職（大卒程度）

2020年度 当面のスケジュール

東海農政局入省案内20２０

編集／発行
東海農政局農村振興部設計課

■ 〒 460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2

■TEL052-201-7271(代表) 内線2615
■令和２年3月時点

（アクセス）

東海農政局

４月３日（金）
～４月15日（水） 出願受付期間

※インターネットによる受付

６月14日（日） 人事院１次試験

７月８日（水） 人事院１次試験合格発表

７月10日（金）以降 官庁訪問開始
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７月15日（水）
～８月３日（金） 人事院２次試験（面接）

８月18日（火） 最終合格発表

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

