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静岡県には、たくさんの資源と財産があります。

その資源と財産を守り、活かし、豊かな未来を築いていくために働く人たちがいます。

静岡県の職員もその一人です。

静岡の未来をつくるクリエイターとして、

それぞれの専門分野で活躍するプロフェッショナルたち。

ある人は獣医師の免許をもって畜産技術の研究に打ち込み、

またある人は薬剤師の資格をもって食品の安全を守っています。

高い専門技術と志を持って、静岡県の未来のために。

そして、胸を張ってこう言えるように。

静岡県は、素晴らしい！

ともに未来をつくる「静岡未来クリエイター」を募集します。

1

100年先の静岡県を、
ずっと想像しています。

土 木

建物だけじゃなくて、
新たな魅力もつくっています。

建 築

動物たちと生きる人を、
私たちが支えていきます。

獣 医 師

私たちも、静岡県の
安全を守っている一員です。

薬 剤 師

その技術を、その志を、静岡県の未来のために。
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勤務先 ： 静岡県庁
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交通基盤部 沼津土木事務所 工事第１課工事第１班 技師平成30年入庁 神田芽伊

ずっと「いつも通り」に過ごせるように、
災害に強い静岡県をつくる。

シズオカ｜ミライミッション

大都市にも負けない
魅力あふれる静岡県をつくる。

シズオカ｜ミライミッション

勤務先 ： 静岡県沼津土木事務所

責任もやりがいも、そして貢献度も大きな仕事が待っています。

私の進路選択に大きな影響を与えたのは、東日本大震災
でした。家族が離れた場所にいる時に起こった不安。その
経験以来、災害対策に関わる仕事に就きたいと思うよう
になりました。土砂崩れの原因とも言われる放置竹林に
関心を持ったこともあって、実は農学部の出身です。福利
厚生や所得の安定などの理由もありますが、地図に残る
ような仕事に関わりたくて土木職を志望しました。仕事を
経験することで強くなってきたのが、トンネルや橋梁などの
予算規模の大きな仕事に取り組みたいという思いです。
大きなプロジェクトは地域の皆様の理解を得るのもたい
へんですが、それだけ未来への貢献も大きいということ。
責任もやりがいもある仕事です。

静岡県内には下田、熱海、沼津、富士、静岡、島田、袋井、浜松の８つの土木事務所があり、道路、河川、港湾、
下水道、公園などの公共インフラに関する調査、設計、工事監理のほか、施設の維持管理などを行っています。
地震や洪水などの自然災害からの被害を少なくするための対策も重要な仕事のひとつであり、沼津土木事務所
では、沼津、三島、御殿場、裾野、伊豆の国、伊豆の6市と小山、長泉、清水、函南の4町の安全を守っています。

土木事務所とは 建築管理局とは

入庁４年目で沼津土木事務所に異動。広い管轄内には
様々な工事現場があって、足を運ぶのが楽しくて仕方あり
ません。現場にいると地域の方から声をかけられることが
あるのですが、説明をすると「よろしく頼むよ」などと応援
の声をいただくことも。そんな時は、地域に貢献している
ことを実感します。自然豊かな静岡県は、裏を返せば自然
の脅威を受けやすい環境であるとも言えます。災害がきっ
かけで志した土木の道。県民の皆様がいつも通りの日常
を過ごせることが、何よりの願いです。安全につながる
工事をしっかりと管理できるようになって、私もこの建設
に携わったんだと胸を張って
言いたいと思います。

建築のゼネラリストとして、まちづくりを推進しています。

まちづくりなどに関わりたくて建築の道へと進みました
が、もともと興味を持っていたのは住宅の建築でした。
今ではより大きな建設に携わりたいという思いが強くなっ
ています。静岡県の建物で言うと、「このはなアリーナ」の
ような。関わる事業規模の大きさや業務の広さも、県の
仕事の魅力だと思います。現在携わっているのは、県立
高校の外壁修繕や耐震補強の工事です。監理者として
常に進捗状況を把握するために現場へ行くのですが、
生徒たちの学びにも配慮しながら工事を進められるように
学校の方と建設会社の方を交えての打ち合わせにも参加
します。建築のプロの皆さんと話すようになって、最初は
わからなかった専門用語も理解できるようになりました。

建築企画課、建築工事課、設備課からなる建築管理局は、建築、電気及び機械設備、契約等に関
する専門的知識を有する職員によって構成され、静岡県が保有する建築物の新築、改修等に関する
業務を行っています。象徴的な施設には、日本平夢テラス、富士山世界遺産センター、エコパ、このはな
アリーナなどがあり、県立の学校建築も含まれます。

建設会社の方がスペシャリストであれば、私たちが目指す
のは幅広い知識を持って様々な建築業務に携わるゼネ
ラリスト。建築の仕事を紹介する広報動画の作成なども
経験し、できることが少しずつ増えていることを実感して
います。静岡県の総合計画には、「住んでよし、訪れて
よし」というビジョンがあります。建築はまさに、まちづくり
を通じてこのビジョンを実現できる仕事。だから目の前の
仕事はいつも全力でやる。この姿勢をこれからも続けて
いきたいと思います。将来的には、建築基準を満たしてい
るかを監督する建築行政や住宅に関する政策を推進して
いく住宅行政にも携わっていけ
るように経験を重ねていきます。

土　木

静岡県職員の仕事

建　築

静岡県職員の仕事

農学部から土木職へ。
静岡県の災害対策に貢献したい。

私もこの建設に携わった。
誇りを持ってそう伝えたい。

想像していた以上に、
現場に足を運ぶことが大切な仕事。

魅力あるまちづくりに向かって、
目の前の仕事は常に全力で。

交通基盤部 建築管理局建築企画課 企画第２班 技師令和３年入庁 望月宏泰
Uターン
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獣医師［畜産］

静岡県職員の仕事

健康福祉部 東部健康福祉センター 衛生薬務課食品衛生班 技師令和３年入庁 露木沙耶

勤務先 ： 静岡県西部家畜保健衛生所 勤務先 ： 静岡県東部健康福祉センター

畜産農家の方が、安心して飼育できる環境をつくっています。

家畜の様子がおかしいと、農家の方から相談の連絡が
きます。そこで、現場に赴いて原因を追究するのが私たち
獣医師の役割です。感染症も疑われますから、防護服を
着て現場に入ります。家畜といってもその種類は様々。
牛、豚、鶏、山羊、時には蜜蜂を診ることもあります。私た
ちが呼ばれるのは本当に困っている時。表情や声からも
農家の方の不安がわかります。検体を採取して検査を
行うなど、あらゆる可能性の中から原因を追究していくの
ですが、問題が解決されて家畜の体調がよくなると農家
の方の表情が明らかに変わります。心配そうだった声も
ノリノリに変わり、笑顔で話していただけるようになると
力になれて本当によかったなと思います。

家畜の伝染病予防対策や家畜衛生技術指導等の業務を行っている部署で、静岡県には東部、中部、
西部の３つの家畜保健衛生所があります。畜産農家の皆さんからの問い合わせに応じるほか、検体検査等
を行う設備も備えており、家畜から採取した検体はここで検査にかけられます。西部家畜保健衛生所では
中遠農林事務所の家畜衛生課の職員が対応にあたり、畜産の知識を持った獣医師が活躍しています。

畜産業界を取り巻く環境は、とても難しくなってきています。
農家の皆様は、アフリカ豚熱など、これまで日本になかった
感染症や経営に影響する飼料の高騰などからも家畜を
守らなければなりません。だからこそ畜産に関わる獣医師
として、私は常に農家の味方でありたいと思います。子豚
が生まれると豚熱予防のワクチン接種を行うのですが、
家畜を治療することよりも、予防に努めることがより大切
だと感じます。畜産業界に貢献するためにもまだまだ勉強
を続け、私たち獣医師の出番がなくなるくらい、飼育環境
を含めた農家の皆さんの経営がよくなっていくような
提案や指導ができるように知識
を身につけたいと思います。

動物たちの命を守るために、人へとはたらきかけていきます。

獣医師というと直接動物に触れて診察をするイメージが
強いかもしれませんが、私たちは飼い主や動物を取り
扱う人たちとの間に入って動物たちの命や健康を守って
います。ペットショップ等の認可や監視もそのひとつで、
定められた基準を超える多頭飼育になっていないか、
運動するスペースや時間が確保されているかなど、取り
扱う人たちとコミュニケーションをとりながら確認をして
いきます。それでも残念ながら、動物たちの健康よりも
利益が優先されてしまうことがあります。そういう時は、
毅然として接しなければなりません。私が知識を身につ
けて説得力を持つことも、動物たちの命を守ることに
つながっていくと思います。

地域の保健・医療・福祉の相談や申請の窓口である健康福祉センターの中にあって、食品衛生と薬務に
関する監視指導、許認可等の業務を行っています。ペットに関わる「動物愛護」、食品製造や飲食店に
関わる「食品衛生」、旅館や公衆浴場、理美容等に関わる「生活衛生」、医薬品や医療機器に関わる
「薬事業務」に至るまでその範囲は広く、地域の安全で安心な生活を支えています。

ご高齢の方から「病気で猫が飼えなくなってしまった」と
いう相談を受けたことがあります。この時はボランティア
の方の協力で引き取り手が見つかり、命を救うことがで
きて素直によかったと思いました。しかし同じように、事情
があって飼い主を失ってしまう動物たちはたくさんいるは
ずです。こうした経験や思いを伝えたくて、静岡県公衆衛
生研究会で発表できるように研究成果をまとめています。
殺処分ゼロというのはとても難しい目標だとは思いま
すが、何もしなければ何も変わりません。まだまだ救える
命があると信じて、やるべきことをしっかりと続け、動物と
人が幸せに暮らせる社会の実現
を目指していきます。

獣医師［衛生］

静岡県職員の仕事

衛生薬務課とは家畜保健衛生所とは

相談が来たらすみやかに現場へ。
全力で原因の究明に取り組む。

難しくなる環境の中で家畜を育てる
農家の皆様の味方でありたい。

動物たちの命を守るために、
人へとはたらきかけていく。

何もしなければ変わらない。
だからできることを続けていく。

動物たちと幸せに暮らせる社会を、
獣医師という立場からつくる。

シズオカ｜ミライミッション

あらゆる感染症から家畜を守り、
静岡県の畜産業を発展させていく。

シズオカ｜ミライミッション

経済産業部 中遠農林事務所 家畜衛生課防疫班 技師令和2年入庁 上村耕一郎
UターンUターン
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薬 剤 師
［食品衛生］

静岡県職員の仕事

勤務先 ： 静岡県中部健康福祉センター

安心して口にすることができるように、食の安全を守っています。

実は初めから県職員を目指していたわけではありません。
でも薬学を学んでいくうちに、人々の健康を行政という
大きな立場から守っていきたいという気持ちが強くなりま
した。今は食品製造業、給食施設、流通拠点など食品
健康被害のリスクが高い現場に対して、衛生指導や食品
検査に関わる仕事をしています。毎日口にする食品は、人の
体に直接入るもの。静岡県で製造された食品の中には、
全国、さらに海外へ輸出されるものもあります。責任の
重さを感じると同時に、大きな仕事に携われているやり
がいも感じます。私たち薬剤師が、静岡県の食の安全を
守り、それが静岡県の魅力のひとつに繋がる。そんな未来
を思い描いて、日々、知識の吸収を続けています。

薬剤師や獣医師の資格を持った職員を中心に構成される食品衛生監視専門班は、食品製造や調理
施設の衛生状況を監視するための専門チーム。静岡県では中部保健所及び東部保健所に設置されて
います。中部保健所の専門班は藤枝市にある中部健康福祉センターを拠点とし、静岡県環境衛生科学
研究所内にある化学検査課、細菌検査課と連携をはかりながら常に食品の安全を確認しています。

薬剤師が食品に関わる仕事をしているのは少し意外かも
しれませんが、薬学の知識があるからこそ、食品を取り
巻く身近な脅威を、企業の方に対して伝えることができて
います。実際に施設を訪れて対応することも多いのですが、
衛生指導をするときに心がけているのは相手の立場を
理解するということ。まずは話を聞き、相手にあった改善
方法を考えるようにしています。獣医師さん、保健師さん、
食品企業の方など、いろいろな職種の方と協力して仕事
ができることも魅力のひとつ。今はまだ先輩たちに助言を
求めることもありますが、薬剤師としての役割に全力で
取り組むことで、静岡県の食の
安全を守っていきます。

食品衛生監視専門班とは

食品は人の体に直接入るもの。
だからこそ、真摯に向き合いたい。

たくさんの人と出会い、関わっていく仕事。
チームで食を守っていると実感できる。

健康福祉部 中部健康福祉センター 食品衛生監視専門班 技師令和2年入庁 赤堀優香里
Uターン

薬 剤 師
［環境衛生］

静岡県職員の仕事
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勤務先 ： 静岡県賀茂健康福祉センター

当たり前に気持ちよく過ごせるように、衛生状態を監督しています。

水道水は飲めて当たり前。そんな当たり前を崩さないよ
うに、衛生環境を守るのが行政薬剤師です。浄化槽の
水質検査や大型施設の立入調査をはじめ、企業の方から
の申請、届出、相談にも対応しています。その時に基準と
なるのが、水道法、建築物衛生法、浄化槽法など環境に
関わる法律。施設の大きさや利用目的などそれぞれの
ケースに応じて、数値が法に沿っているかを考えて仕事
を進めていくことは、実はこの仕事のおもしろさでもあり
ます。薬剤師としての科学的知識に加えて、多くの法律
の知識が必要不可欠なので覚えるのはたいへんですが、
学んだ知識が直ぐに仕事に生かされるのでやりがいに
繋がっています。

賀茂地域（下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町）を管轄する賀茂健康福祉
センターは、地域の保健・医療・福祉の相談や申請の窓口であり、その中で主に衛生管理に関わる行政
サービスを提供しているのが賀茂保健所です。環境課は保健所の中の機能のひとつで、水道や浄化槽、
プールなどの施設や廃棄物の状況を把握し、安全な衛生環境が保たれるように監視指導を行っています。 

賀茂健康福祉センターとは

入庁して最初に配置されたのが下田。旅館やホテルなど
衛生管理が必要となる特定建築物が多い地域です。
赴任後、新しいホテルの開業があり、事前に空気環境や
水質の立入調査や指導を担当させていただくことができ
ました。開業後、Ｗebサイトの口コミで「泊まって良かった。
施設が綺麗だった」という記載を見たときには、陰ながら
利用者の役に立てたことを実感し、本当に嬉しかったです。
仕事をしていく中で改めて感じるのは、静岡県には世界
に誇れる場所がたくさんあるということ。私たち薬剤師の
小さな積み重ねが観光の発展にも貢献していくと信じて、
これからも静岡県の衛生環境を
守っていきます。

学んだことが仕事に生きる。
法律の専門的知識も吸収しています。

誰かの役に立ったと思える瞬間が
あとからやってくる。

健康福祉部 賀茂健康福祉センター 環境課環境班 技師令和2年入庁 長澤拓哉
Uターン

全国、そして世界へ。
安全な食を通じて静岡の魅力を発信していく。

シズオカ｜ミライミッション

水も空気も美しい環境を守り、
また来たいと思う静岡県をつくる。

シズオカ｜ミライミッション
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の仕事

□静岡県庁（交通基盤部／くらし・環境部）　□土木事務所

住宅行政

住宅やマンション、公営住宅などの様々な問題解決に取り組み、静岡県らしい豊
かな暮らし空間の実現を目指します。

建築行政

建築規制・確認指導、耐震化や防災対策などに取り組み、住宅・建築物の安全・
安心の確保を推進します。

公共建築

魅力ある県有建築物整備に向け、トータルコーディネーターとして企画、設計、工事に携わります。

建築に関する専門知識を有する「建築ゼネラリスト」として、住宅行政、建築
行政、公共建築の３分野の業務に携わります。

安全で魅力ある建築物の創造から、快適で潤いのあるまちをつくる！

建 築

先輩たちの声

主な勤務先と業務内容

□農業 □林業 □農業土木 □保健師 □心理 □児童福祉 
□水産 □電気　□機械 □工業化学 □職業訓練指導員（電気） 
□少年警察補導員

土木技術の専門知識を持って、道路や河川、港湾、下水道、公園などの公共
インフラの計画や整備、管理、防災対策等に関わる業務を行います。

便利で快適なまちづくり、安心して暮らせる地域づくりを目指す！

□静岡県庁（交通基盤部／危機管理部）　□土木事務所　□港湾事務所　□企業局　□地域局

道路

土 木

県内の国道14路線と県道を管理しており、交通の円滑化や歩行者の安全を確保
する道路の計画や整備、管理を行い、地域の活力と交流を生み出す“みちづくり”
を進めています。

河川・砂防
台風、大雨等による浸水や土砂災害からの被害を未然に防ぐため、河川の整備や秩序あ
る利用の促進、砂防えん堤等の整備のほか、津波対策や海岸侵食対策も進めています。

港湾
清水港など、県内14港湾と８漁港を管理しており、豊かな暮らしを支える海上輸送の
円滑化や水産業の活性化を目指して、安全で使いやすい“みなとづくり”を進めています。

都市
市街地の再開発や区画整理、公園、下水道など、快適な暮らしに必要となる施設の計画
や整備、管理を行い、美しい景観形成と誰もが住みやすい“まちづくり”を進めています。

先輩たちの声

□静岡県庁（健康福祉部／くらし・環境部／危機管理部）
□健康福祉センター（保健所）　□環境衛生科学研究所　□環境放射線監視センター

薬剤師の立場から、静岡県の薬事衛生、食品衛生、生活衛生、環境保全、保安
防災などの監視指導や試験検査等に携わります。

薬学を中心とした幅広い科学知識を通じて、安心・安全なくらしを支える！

薬 剤 師

先輩たちの声

□静岡県庁（健康福祉部／経済産業部）　□健康福祉センター（保健所）　□食肉衛生検査所
□環境衛生科学研究所　□農林事務所　□家畜保健衛生所　□畜産技術研究所　□動物管理指導センター

獣医師の知識を活かして、公衆衛生分野又は畜産・農業分野において、食品衛生や
動物愛護の推進、家畜の保健衛生や改良・増殖の研究等に携わる業務を行います。

人と動物の健康を守り、県民の安全で豊かな生活を支える！

獣 医 師
豊かで魅力的な静岡県を創り、県民の生活を守り続ける静岡県という大きなチーム。
そこには専門知識や技術が必要とされる様々な職種があります。
地域社会に貢献する責任と誇りを胸に、たくさんの仲間と共に仕事に取り組みます。

薬事衛生

医薬品や医療機器等の製造業、薬局やドラッグストアなど、薬事に関わる事業者
への指導監督を行います。

食品・生活衛生

飲食店やホテル、理美容所、クリーニング所など、衛生管理が必要な事業者への指導
監督を行います。

環境保全

廃棄物処理や大気汚染・水質汚濁など、環境に関わる対策が必要な事業者への指導監督を行います。

公衆衛生

飲食店や食品製造施設などの監視指導を行う他、食中毒や感染症の調査・研究
を行い、食の安全や人の健康を守ります。

動物愛護

ペットショップなど、動物取扱施設の監視指導や動物愛護意識の普及啓発を
行います。

家畜衛生

安全な畜産物を提供するため、農場で飼育される家畜の検査や衛生管理指導を行います。

畜産研究

生産性や安全性の向上を図るとともに、環境への配慮を大切に、より美味しい食肉などの畜産物を提供していく
ための研究を行い、静岡県の畜産業の発展に貢献します。

先輩たちの声

その他の
専門技術系職種

（令和3年度採用試験実施職種）
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湖西市

浜松市

磐田市

袋井市

森町

掛川市

菊川市
牧之原市

島田市

川根本町

静岡市

富士宮市

富士市

沼津市
清水町

長泉町

小山町

御殿場市

裾野市

三島市

函南町
熱海市

伊豆の国市

伊豆市 伊東市

東伊豆町
西伊豆町

河津町

下田市

南伊豆町

松崎町

藤枝市

吉田町

焼津市

御前崎市

静岡県内には様々な施設があって、暮らす人や働く人の生活を支えています。
必要な資格や専門的な知識・技術を持った職員が地域の企業や教育機関等と連携を図りながら、
静岡県の今、そして未来を創っています。

食肉衛生検査所（掛川市） ●
動物管理指導センター（浜松市西区） ●
袋井土木事務所（袋井市） ●●
御前崎港管理事務所（御前崎市） ● 
西部家畜保健衛生所（浜松市東区） ● 
畜産技術研究所 中小家畜研究センター（菊川市） ●
浜松土木事務所 天竜支局（浜松市天竜区） ●

中遠総合庁舎  （磐田市）
西部健康福祉センター ●●
中遠農林林事務所 ●

浜松総合庁舎  （浜松市中区）
浜松土木事務所 ●●
西部農林事務所 ●

御殿場健康福祉センター（御殿場市） ●●
田子の浦港管理事務所（富士市） ●
企業局 東部事務所（富士市） ●
静岡がんセンター（長泉町） ●
東部家畜保健衛生所（函南町） ●
畜産技術研究所 ● （富士宮市）

富士総合庁舎  （富士市）
富士健康福祉センター ●●
富士土木事務所 ●●
富士農林事務所 ●

東部総合庁舎  （沼津市）
東部健康福祉センター ●●
沼津土木事務所 ●●
東部農林事務所 ●

熱海総合庁舎  （熱海市）
熱海健康福祉センター ●●
熱海土木事務所 ●●

下田総合庁舎  （下田市）
賀茂健康福祉センター ●●
下田土木事務所 ●●

環境放射線監視センター（牧之原市） ●
環境衛生科学研究所（藤枝市） ●●
島田土木事務所（島田市） ●● 
清水港管理局（静岡市清水区） ●
焼津港管理事務所（焼津市） ●
中部家畜保健衛生所（島田市） ●

藤枝総合庁舎  （藤枝市）
中部健康福祉センター ●●
志太榛原農林事務所 ●

静岡総合庁舎  （静岡市駿河区）
静岡土木事務所 ●●
中部農林事務所 ●

●土木
●建築

●獣医師
●薬剤師

県政重要課題への対応、予算編成、県政の総合計画策定、
広聴広報、地域外交の推進 など

令和3年4月1日現在

※令和3年4月1日現在

が活躍する場所 主な静岡県の機関
静岡県の
組織と業務

知事直轄組織

水道水・工業用水の供給、
工業団地造成・分譲 など

企業局

静岡がんセンターの運営

がんセンター局

犯罪の取締り・防止 など

警察本部

学校教育の充実、
教育行政の推進 など

教育委員会

人事委員会事務局
監査委員事務局
労働委員会事務局
収用委員会事務局

その他の行政委員会

県議会の本会議、
常任委員会等の議事運営 など

議会事務局

危機管理部

経営管理部

くらし・環境部

スポーツ・文化観光部

健 康 福 祉 部

経 済 産 業 部

交通基盤部

出納局

地震、火山、風水害等の防災対策（ソフト対策）、
危機事案への対応 など

行政経営の推進、地域振興 など

県民生活、建築行政、住宅政策、環境保全 など

農林水産業・商工業の振興、雇用対策 など

道路、河川、港湾の整備・維持管理、
防災対策（ハード対策）、公共建築 など

公金の出納、物品の調達、資金運用 など

文化振興、スポーツ・観光を通じた交流の促進、
空港の活用 など

高齢者・子ども・障害のある方への支援、
保健医療・衛生対策 など

副知事知  事

東部地区

西部地区 中部地区

浜松総合庁舎

中遠総合庁舎

■

■

■
■ ■

■

■

■

藤枝総合庁舎

静岡総合庁舎

静岡県庁

富士総合庁舎

東部総合庁舎

熱海総合庁舎

下田総合庁舎



畜産獣医師は、獣医師の専門知識を生かし４つに分かれます。1つ目は家畜保健衛生所における家畜を伝染病等の病気から守る
家畜保健衛生業務。2つ目は農林事務所における畜産農家の経営を守る畜産振興業務。3つ目は畜産技術研究所における牛、
豚、鶏の研究（飼養、飼料、糞尿等の環境）。4つ目は県庁における畜産行政全般の企画、調整を行う業務です。           

静岡県庁には、仕事と子育てを両立する職場
環境の整備のため、乳幼児の一時預かり保育
施設「ふじさんっこクラブ」があります。“職場
の子どもは、職場みんなで育てます！”を合言
葉に、職員が保育補助等を通じて子育て支援
に携わっています。

産前8週間（多胎妊娠の場合は14週間）から産後8週間まで

配偶者出産、病院からの退院、出生届の提出等のため3日以内

配偶者の産前産後期間に、生まれた子又は上の子（小学校就学前）の養育をする場合で5日以内

子が3歳に達するまで

子が小学校就学の始期に達するまで、勤務時間の始め又は終わりに１日2時間以内

子が小学校1年生から3年生まで（障害のある子は18歳まで）、勤務時間の始め又は終わりに1日2時間以内

子が小学校就学の始期に達するまで、勤務時間を短縮

子が1歳6ヶ月に達するまで、1日午前・午後の各1回、それぞれ60分以内

子が小学校就学の始期に達するまで、法定の健康診査や予防接種介助

1年に5日（中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上いる場合は10日）以内

子の学校行事等で1年に3日以内

子が小学校就学の始期に達するまで

静岡県では充実した人材育成や子育て支援等の制度があり、
キャリア形成と家庭が両立できる環境が整えられています。 よくある質問にお答えします。

育児休業等の制度を設けるだけでなく、
「ふじのくにワーク・ライフ・バランス推進計画」を策定し、
職員が積極的に休暇制度を利用できる職場づくりにも力を入れています。
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子育て支援のための主な制度

子育て支援等

新たな行政運営を担う多彩な人材を育成するため、様々な育成施策を展開しています。人材育成

キャリア形成の支援制度

キャリア・デベロップメント・プログラム（CDP） 新規採用職員研修

4月前期研修

産前・産後休暇

配偶者出産休暇

育児参加休暇

育児休業

部分休業

子育て部分休業

育児短時間勤務

生児保育

健康診査（子育て休暇）、予防接種休暇

看護休暇

家族休暇

深夜勤務・時間外勤務制限

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

内　容制　度 ●男性 女性
出生 1歳 2歳 3歳産前

8週
小学校
入学

小学校
3年

産後
8週

その他、時差勤務制度、サテライト勤務・在宅勤務制度があります。

子育て支援のための制度の他、介護休暇、看護休暇等の休暇制度もあります。

■取得できる期間　■配偶者の状況、他の休暇との関係等の条件が合えば取得できる期間

ふじさんっこクラブ静岡県職員育児休業取得率

※令和2年度実績　教育委員会、警察本部を除く

■100% ■45.5%女性 男性

ライフステージに合わせた働き方支援 Q & A

CDPは、職員が将来の仕事上の進路を自分で計画して、
主体的に能力開発に取り組み、組織の側はその取り
組みの努力や成果をくみ取る、人材重視の人事管理の
考え方です。これにより、個人と組織の意向がマッチし
たキャリア形成の実現を目指します。人事管理と育成・
研修を有機的に連携させる本格的なCDPは、自治体で
は静岡県が初めて導入しました。

県職員としての心構え、法規事務、接遇な
ど、仕事上必要な科目を学びます。研修生全
員が研修所に宿泊（予定）するため、同期の
絆が深まります。

6月後期研修
県の主要事業体験として清水港を見学するな
ど体験型の科目を学びます。グループ演習や
発表を通して、コミュニケーション能力やプレ
ゼンテーションスキルの向上を目指します。

9月危機管理講座
県消防学校での各種訓練、避難所運営
ゲームなどを通じて大規模災害対策の中
心となる県職員としての心構えと自覚を
養います。

数多くの研修メニューのほか、広い視野と先見性、創造
性を身に付けるため、国内外の大学・大学院、民間企業、
国の機関や他県及び県内市町などへの派遣研修を
数多く用意しています。また、各種の公募制度が充実
しており、他の自治体に先駆けた斬新なキャリア形成
支援をしています。

※上記は知事部局の研修の一例です。（内容は変更になる場合があります。）
　研修体系は、任命権者によって異なります。

「病院や調剤薬局」の薬剤師の業務と「行政」の薬剤師の業務の大きな違いは何ですか。Q

A 「病院や調剤薬局」の薬剤師は、患者さん第一で業務を進めていきますが、「行政」の薬剤師は社会全体を第一に、さらには未来を
見据えて業務を進めていきます。しかし、いずれも科学的知識や論理的思考をもって、傾聴を大切に業務遂行するところは同じです。

県における薬剤師の仕事はどのようなものがありますか。Q

A 薬事衛生、食品衛生、環境衛生等の公衆衛生業務のほか、廃棄物対策や公害発生防止等の生活環境保全業務、放射線危害防止、
高圧ガス等の保安業務等、薬学のみならず科学的思考が必要な幅広い分野での業務を担っています。

静岡県立の病院が４病院ありますが、病院での勤務はありますか。Q

A 県立総合病院、県立こころの医療センター、県立こども病院、県立静岡がんセンターでの「いわゆる薬剤師」としての調剤・服薬指
導業務はありません。なお、県立静岡がんセンターについては、臨床研究支援の事務業務のための職員が現在勤務しています。

薬
剤
師

県における畜産部門の獣医師の仕事はどのようなものがありますか。Q

A

A

可能です。現在、畜産部門では、畜産技術研究所と中小家畜研究センターにおいて家畜の研究をおこなっており、研究所で行っ
た研究で博士号を取得している職員がいます。

県における公衆衛生部門の獣医師の仕事はどのようなものがありますか。Q

獣
医
師

建
　
築

県と国や市町村、コンサルタント、建設会社との違いは何ですか。Q

A

A

公衆衛生獣医師は、獣医師の専門知識を生かして、食肉検査を含む食品の安全性確保、ペット等の動物の適正飼育や動物愛護
の普及、狂犬病等の動物由来感染症対策などの業務に取り組み、広く県民の健康で安全な暮らしを守っています。

A

人と動物の健康に関わる検査や研究に興味があります。どのような業務がありますか。Q
公衆衛生獣医師は、衛生科学研究所等の試験検査施設において、食中毒、感染症などの試験検査、調査研究、食品の規格検査、
遺伝子組み換え食品検査や微生物学的試験などを行っています。

民間企業（コンサルタントや建設会社）は、土木構造物の設計や施工に関して、自社の強みを活かした専門性の高い業務に携わ
りますが、公務員は、公共事業の始め（計画）から終わり（維持管理）まで幅広い業務が経験できます。また、県の業務は、国と
市町村の中間的な役割が多く、巨大プロジェクトから生活に直結したインフラ整備まで携わることができます。

大学で土木を専攻していなくても、県土木職員になれますか。Q

A 土木に関する基本的な知識を有し、採用試験に合格すれば、県土木職員になれます。土木以外の工学部（機械学科など）や理学部、
農学部、教育学部を卒業した先輩も数多くいます。

土
　
木

採用後はどのような部署に配属になりますか。Q

A
多くの職員は、道路や河川、港湾等の公共インフラを整備・維持管理する「交通基盤部」に配属されます。交通基盤部のうち、
「本庁」では主に県全体の予算管理や計画調整などを行い、「出先機関」では管轄地域における公共インフラの整備・維持管理、
災害復旧などを行っています。この他に、上水道や工業用水の整備等を行う「企業局」、地震や風水害に備えるソフト対策を行う
「危機管理部」などに配属される職員もいます。

静岡県では研究における博士号の取得は可能ですか。Q

公務員の建築職員は、民間に比べ幅広く静岡県全体の「建築」に関わっていきます。民間をゼミ・研究室に例えると、公務員は
建築学科のイメージです。仕事としては、住宅行政、建築行政、公共建築が３本柱で、それぞれの分野を経験しながら「建築ゼネ
ラリスト」として成長、活躍し、社会に貢献します。

「建築」への関わりは民間と公務員でどのような違いがありますか。Q

一級建築士などの資格は取得する必要がありますか。Q

A

県は市町村より建築職員の人数が多く、住宅行政、建築行政、公共建築の３分野を複数の課で担当しており、各分野を経験し
ながら幅広く「建築」に携わっていきます。担当するエリアは県全域であり、３つの分野とも市町村より圧倒的に大きなスケール
感で業務を行っています。

A

公共建築の工事監理を行う部署では一級建築士の資格が必要になり、建築基準法の建築確認申請の審査等の業務を行う部署
では建築基準適合判定資格が必要になります。多くの職員が業務経験を積みながら試験勉強をして、資格を取得しています。
また、各資格試験合格に向けた職員研修も実施しています。

A

県と市町村の建築職員との違いは何ですか。Q
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申込みから採用まで

採用試験の内容

過去2年間の主な試験実施状況

令和3年度に実施した試験内容

静岡県職員採用ホームページからダウンロードしてください。
また、県総合庁舎などの配布窓口で受け取ることもできます。受験案内の確認

人
事
委
員
会

任
命
権
者

インターネットにより申し込んでください。受験申込み

筆記試験を行います。第1次試験

任命権者は最終合格者に対し、静岡県への就職の意思を確認します。意向確認

任命権者は採用を内定した人にその旨を通知します。
内定通知は10月1日以降になります。採用内定

採用は原則翌年4月1日以降になります。採用

合格者の受験番号を県庁本館玄関とホームページに掲示するとともに、
合格者に文書で通知し、第2次試験の詳細をお知らせします。第1次試験合格者発表

第1次試験の合格者に対し、面接試験などを行います。第2次試験

合格者の受験番号を県庁本館玄関とホームページに掲示するとともに、
合格者に文書で通知します。最終合格者発表

最終合格者は採用候補者名簿に登載されます。採用候補者名簿登載

○
教養試験

※1 教養試験、専門試験は択一式です。（一部職種を除く。）試験の時間や出題分野、出題数はホームページに掲載している「受験案内」をご覧ください。
※2 大学、高等学校卒業程度の論（作）文試験は、第1次試験日に実施しますが、採点は第2次試験で行います。
※3 実施する試験の詳細は、例年５月中旬に公表しています。

○ ○ ○

1.7

○○
○

（土木のみ）○ ○ ○○○

専門試験 論文試験 論文試験 作文試験 個別面接 集団討論 適性検査

○ ○ ○○

第1次試験 第2次試験
区 分

高等学校卒業程度

大学卒業程度

職務経験者

採用試験の受験申込みは、
インターネット（電子申請）で

受け付けています。

申込みには次のものが必要です。

静岡県職員採用試験の情報は、
ホームページからもご覧いた
だけます。先輩職員の声や第1
次試験の例題などさらに詳しい
情報を掲載していますので、
ぜひご覧下さい。

□パソコン、スマートフォン

□本人のメールアドレス

□受験票を出力するためのプリンタ
　（コンビニ等で出力可能です。）
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土木

建築

獣医師

薬剤師

土木

土木

建築

獣医師

大学卒業程度

高等学校卒業程度

職務経験者

競争倍率合格者受験者競争倍率合格者受験者

令和3年度令和2年度
職  種区  分

単位（人、倍）

静岡県職員採用
ホームページをチェック！

https://www.pref.shizuoka.jp/zinzi/employ/




