新規採用職員に聞きました！

事務
主 事

湯浅 未悠
Yu asa M ihar u

地 域づくり推進部
文化政 策課
令和3年度採用

鳥取県職員は、今まで知らなかった
鳥取県の魅力に気づくことができ
て、鳥取県のことがもっともっと
好きになる、すてきな仕事です。
皆さんと一緒に働ける日を楽しみに
しています!!

詳しくは
WEBでチェック！
動画も公開中！
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現在の業務内容
「鳥取県ジュニア美術展覧会」の業務を担当しています。
通称「ジュニア県展」
と呼ばれており、県内の小学校、中学
校、義務教育学校、特別支援学校に在籍する児童や生徒を
対象に絵画・デザイン、書写、写真の３部門で作品を募集し、
審査、展示を行っています。
私は展示の準備や展覧会当日の運営等を行っています。
その他には、民藝の魅力発信に関する業務も担当して
います。

印象に残っている出来事
鳥 取 県の文 化 資 源（ 特に民工 芸 品 ）
を県内外の方に
知ってもらうために、民工芸に関する体験ができるスポットを
紹介する動画の撮影では、実際に窯元の方にお話を伺う
機会があり、大変勉強になりました。県庁の外に出て、働く
までは知らなかった施設に実際に行くことができ、
より鳥取に
ついて知ることができていると感じています。

県職員を志望した理由
県外の学校に進学して、友人に鳥取県出身と言うと
「鳥取
砂丘でしょ」
とは言われるのですが、
その他の魅力については
知られていなくて、
「 砂丘のほかに何があるの」
とよく言われて
いました。鳥取県には「梨がおいしいこと」、
「 水がおいしい
こと」、
「星がきれいなこと」のようにいろいろな魅力があるのに
何で伝わってないのかなと思っていました。鳥 取 県 職員
として、
もっといろいろな鳥取県の魅力を県内外の人に伝え
たいと思って県職員を志望しました。

新規採用職員に聞きました！

土木

現在の業務内容
道路工事の設計書の作成、施工業者との協議や現場
立会
（施工状況の把握）
が主な業務です。

土木技師

西本 幸希
Nishimoto Kouki

仕事のやりがい

県土整 備部
八頭県土整備事務所 道路整備課
令和3年度採用
道路は、計画、設計、工事とそれぞれ
の段階を踏んで完成しますが、そのす
べての段階に携わることができるのは
県職員だけです。その分、事業も年
単位で長期間になることがほとんど
ですが、完成を見たときはやはり大きな
やりがいを感じることができる仕事
です。興味のあるかたは是非挑戦して
いただけると嬉しいです！

詳しくは
WEBでチェック！

やはり自分の携わった仕事の成果が目に見える形で残る
ことです。完成した道路を見たときは、着工前との変化を
大きく実感でき、
その変わりように驚きます。
道幅が広くなったり、対向車線が見やすくなったりと、道路
の安全性の向上を実感すると同時に、少しは自分も地域に
貢献できているのかなと感じることができます。

入庁して驚いたこと
私は現在、道路を担当していますが、道路に限らず様々な
分野に携わることができる点です。
どこかで災害が起こると、
その被 害はいくつかの土 木 施 設に及ぶ場 合がほとんど
です。例えば、河川が氾濫すれば、堤防の道路も被災すると
いうような感じです。そうすると、
自然と対応する分野も幅広く
なるので、
いろんな知識が身についてきます。
また、入庁後に土木技師の業務に関する研修をしっかり
受けることができたので、大学で土木分野を専攻していな
かった私でも、大きなギャップを感じることはありませんで
した。
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若手職員インタビュー

現在の業務内容
喜多原学園は「児童自立支援施
設」
という施設で、生活指導を要する
児童が入所しています。男子寮で子
どもたちと向き合いながら生活支援を
しています。
また、大 山 登 山やスキーなどの
学園全体で行う行事を担当してい
ます。

県職員を目指す方へ
メッセージ

社会福祉
児童自立支援専門員

西尾 弘規

Nishio Hiro ki

子育て・人財局
喜多原学園
令和2年度採用

社 会 福 祉 職 の 仕 事は、支 援を
求めている方々に直接かかわって
いくことを通して人間として成長でき
る素晴らしい仕事だと思います。
まだ
まだ経 験 不 足であり、業 務でいろ
いろ悩むときもありますが、上 司を
はじめ周りの方に助けてもらいなが
ら日々取り組んでいます。鳥取県の
福祉に貢献したいと思われる方は
一緒に働きましょう!!

現在の業務内容

総合化学（食品化学）
衛生技師

倉元 真由子

Kuramot o M a y uko

西部総合事務所環 境建築 局
環 境・循環 推進課
令和元 年度採用
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食品化学コースで衛生技師として
採用されましたが、
食品分野以外にも
様々な分野を担当しています。今は
中海に関すること、旅館業法、住宅
宿泊事業法、騒音規制法に関する
ことなど幅広い業務をしています。
例えば、新しく旅館業を始めたい
という方に対して、
実際に旅館を見に
行って、基準を満たしているか確認
したり、開設の確認を受けた理美容
所が基準を守っているか定期的に
チェックしたりしています。

若手職員インタビュー

仕事のやりがい

現在の業務内容

子どもと一 緒に生 活するので、
一人ひとりの変化や成長を見るこ
とができます。
一人ひとりにそれぞれの課題が
あり、自分がこうしてほしいという
思いと、子どものこうしたいという
思いがかみ合わない時には、子ども
とぶつかることもありますが、様々な
経験を通して一緒に成長していると
感じます。

果樹分野を担当し、
「なつひめ」や
「 新甘泉 」等、県育成品種の梨の
栽 培技 術についての試 験 研 究を
行っています。また、植物の生育を
コントロールする植調剤や除草剤に
関することや、
リンゴなどの特産果
樹の栽 培に関することを担 当して
います。

県職員の魅力

農業

詳しくは
WEBでチェック！

研究員

農林水産部
園芸試 験 場
令和2年度採用

県職員の魅力

現在の業務内容

異動があり様々な仕事を、様々な
人とできることが魅力だと思います。
今までメールや電話でやり取りをして
いた人と同じ職場になり、
実際に一緒
に仕事をしてすごく面白く頼りになる
人だと思ったこともあります。
また、様々な分野に触れられること
も魅力だと思います。私は大学では
食品分野しか学んでこなかったんで
すけど、様々な分野の業務に関わる
ため、
そういう幅広い分野にチャレ
ンジできるところも魅力かなと思い
ますね。

大山町内の酪農家を対象に、飼
養環境の改善や自給飼料の品質
向上支援、親元就農者に対して現
地での検討会や勉強会を行ってい
ます。

県職員の魅力

畜産

楽しかったこと
仕事では、
お店や事業所の現地
確認や監視をするので、県内でも今
まで知らなかった地域や様々なお店
を知ることができます。
また、
自分が仕事で行ったお店が、
日常の会話の中で出てきた時は嬉
しいですね。地域の生活に密接に
関わっていると思います。

安藤 るな
A nd o u Runa

詳しくは
WEBでチェック！

実際に農家のところへ出向き助言
や支援をする普及員、新品種や現場
に役立つ栽培技術の開発を行う研
究員、農林業に関する専門知識や
技術の指導をする農業大学校の
先生など、
様々な分野で活躍する
ことができます。人事異動がある
ことで違う角度から鳥取の農業を
見ることができる、
それが県職
員の魅力だと思います。

改良普及員

永井 秀和

N a gai Hid e kazu

西部総合事務所農林局
西部農業改良普及所 大山普及支所

普及員の仕事は現場で起きてい
る課題に対して、市町村やJAと協
力しながら、
どんな解決方法がある
のかアプローチしていくことです。実
際に作業をされる農家の方と二人
三脚で活動していく中で、一つひと
つの課題が解決されて、農場が良く
なることが鳥取県の酪農振興に繋
がっていきます。大きな目標を達成す
るための 足 掛かりとなる仕 事だと
思っています。

梨の研究に携わって
長い歴史を持つ「梨」の産地をこ
の先も守っていきたいっていう思いが
あります。鳥取県には、
すばらしい品種
や技術がある一方で、
実は今、
高齢化
や後継者不足で梨の生産者や栽培
面積は減少しています。県職員になる
までは、
そういった課題に直面している
ことを知りませんでした。一朝一夕で
解決できる問題ではありませんが、
鳥取の農業をどうやって守り、伸ばし
ていけるか、生産者も含め、
みんなで
考えていこうっていう意識、結束力が
鳥取県にはあります。私は、自分が
すべきことをただ無我夢中でやるだけ
だと思っています。
詳しくは
WEBでチェック！

印象に残っている出来事
酪農関係では、親から子へ経営を
譲るのが一般的ですが、後継者が
いない酪農家の方が子以外の方へ
経営を譲る、県内で初めての第三
者 継 承を支 援させてもらったこと
です。県内では前例がなかったことも
あって、苦労しましたが、円滑な継承
に向けて関係機関とのパイプ役と
なって支援を行いました。無事に経営
継承を終え、後継者の方が酪農を
始められたときは、
ほっとしました。

詳しくは
WEBでチェック！
動画も公開中！

令和2年度採用
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中堅職員インタビュー

現在の業務内容

事務
係長

竹原 周郎

Takehara Shuurou

福祉保 健部
健 康医療局 医療政 策課
平成23年度採用
［これまでの経歴］
H２３.４～福祉保健部 医療政策課
H２６.４～福祉保健部 福祉保健課
H２８.４～山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局（派遣）
H３０.４～総務部 財政課
R ３.４～現所属

地域包括ケアシステムの構築に取り
組む市町村への支援業務です。市町村
職員等を対象とした研修事業等の企画
実施、市町村の実情に応じた個別支援
（伴走型支援）、
その他市町村支援に
必要な関係団体との連携に関する業務を
担当しています。

保健師
阿部 恵太
Abe Keita

福祉保 健部
ささえあい福祉局 長 寿社会課
平成22年度採用
［これまでの経歴］
H２２.４～西部総合事務所福祉保健局 障がい者支援課
H２６.４～東部福祉保健事務所 障がい者支援課
H２８.４～鳥取市中央保健センター
（派遣）
H２９.４～福祉保健部 健康医療局健康政策課
R ２.４～現所属
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県職員を10年間続けて
思うこと

誰もが住んでいる場所に関係なく、
入庁したばかりの頃はスケジュール
必要な医療を受けられるよう、山あいなど
どおり仕事をこなすことで精いっぱいで
医師が不足する地域への医師の派遣に
関する業務を担当しています。これに したが、今では視野も広がってきて、先の
自分の姿も何となくイメージできるように
関連して、地域医療に従事する医師を
なりました。働く前や入庁したての頃は、
養成する
「自治医科大学」に関する事
県職員としてずっとやっていけるか不安
務や、鳥 取 県で初 期 臨 床 研 修を行う
に思うのは当然です。でも年数がたつと
医師を増やすための取組みなども担当
自分の考え方も変わってきますし、
上司や
しています。
先輩に指導していただく中で、
こういう
人みたいに仕 事ができたらいいな、
と
県職員の魅力
思えるお手 本となる人が 現れるはず
です。そうすれば、将 来の自分の姿も
民間企業では、
それぞれの会社の仕事
イメージできるようになるのではないで
の分野は決まっていて、
スペシャリストの しょうか。
世界というイメージですが、県職員
（特に
事務職）
の仕事は様々で、時には考えも
詳しくは
しなかった仕 事も担 当することもあり
WEBでチェック！
ます。
しかし、
そういう仕事も、後々、
良い
経験だった、今になって役に立ったと
いうことも多く、
こういうところは県職員
の仕事の大きな魅力だと思います。

現在の業務内容

係長

中堅職員インタビュー

「支援」に向き合う
必要とする支援は本当に人それぞれ
です。私たちの考える支援が必ずしも
正解とは限りません。やはり基本はご本
人、
ご家族の希望にそった支援なので、
真剣に話を聴かせていただいて、
この
方に真に必要なことは何だろうかと考え
続けていくしかないのですが、私もまだ
迷うことが 多いです。これからも考え
続けていかなければいけないことだと
思っています。

現在の業務内容

林業
係長

柳澤 甚平

Yanagisawa Jinpei

西部総合事務所 日野振興センター
日野振 興局 農林 業振 興課
平成24年度採用
［これまでの経歴］
H２４.４～日野総合事務所農林局 林業振興課
H２６.４～中部総合事務所農林局 林業振興課
H３０.４～生活環境部 緑豊かな自然課
R ３.４～現所属

詳しくは
WEBでチェック！
動画も公開中！

仕事のやりがいと
県職員の魅力
林業職として、森林での開発を規制する
という仕事をする中で、
「森林を守っている」
と
いう実感があり、
とてもやりがいを感じています。
また、異動があるので、県内で東・中・西部と
様々な土地・現場に出向くことができ、各現
場ならではの経験や多くの知識を得ることで
自分自身のスキルアップに繋がります。ほか
にも、
家庭や自分の生活を大事にできる環境
や制度が整っており、
実際に、
私自身も
３ヶ月程度の育児休業を取得予定です。

現在の業務内容

印象に残った出来事
最初に着任した西部総合事務所福祉
保健局、現在の西部総合事務所米子
保健所での４年間の勤務です。私の業務
は心の健康に関する相談先として、
ご本
人やご家族からの相談を受けたり、市町
村の保健師の方と一緒に活動したり、
対人業務が多い仕事でした。私は県外
出身者ということもあり、初めて鳥取県に
きて、初めての保健所勤務ということで、
分からないことも多い中、先輩や上司、
関係者の方に支えられ、
住民の方と直接
関わらせていただいたことで、暮らしを
支えるために何が必要か、多くの大切な
ことを学ばせていただきました。

災害や水害の防止、水質浄化や渇水の防止
などの公益的機能の発揮が特に期待される森
林を保安林として指定し、適正に管理するととも
に、
必要に応じて部分的に解除する業務を行って
います。
また、保安林以外の森林においても開発
行為によってこの公益的機能が損なわれるのを
防ぐため、開発計画の許認可手続きや、実際に
認可した開発（工事）
が、計画通り進んでいるか
どうかの指導監督業務も行っています。

野生の鳥獣に関わる仕事をしています。
例えば、山奥での生息域が拡大している
シカの捕 獲の推 進や、ケガや病 気をした
野生鳥獣の保護、豚熱や鳥インフルエンザ
といった野生動物の感染症に関することを
主に担当しています。

獣医師
係長

木山 真大
Kiyama Masahiro

生活環 境部
緑豊かな自然課
平成17年度採用
［これまでの経歴］
H１７.４～生活環境部 公園自然課
H２０.４～生活環境部 食肉衛生検査所
H２４.４～中部総合事務所生活環境局 環境・循環推進課
H２６.４～西部総合事務所福祉保健局 健康支援課
H２９.４～西部総合事務所生活環境局 生活安全課
R ３.４～現所属

県職員を目指す方へ
メッセージ
獣医師の方、あるいは獣医師を目指す
学生の皆さんにとって、公務員獣医師の
イメージっていうのは、動 物 病 院のように
直接動物を診療するような機会もほとんど
なく、少し地 味に感じるかもしれません。
しかし、豚熱、鳥インフルエンザ、新型コロナ
ウイルスといった、
その時代の最新、
そして
最も重要な課題に対応する機会も数多く
あります。県職員の中の獣医師は少ない
ですけど、一方で、その専門的知識から、
非常に多くの役割を与えられる職種です。
そうした役 割のある獣 医 師として、新しい
鳥 取 県を切り拓く原 動 力の１人として、
ぜひ一緒に働きましょう！

県職員を目指す方へ
メッセージ
県庁の仕事は、実際に木を切る
作業はほとんどありませんが、森林
整備の活動の支援や、
環境の保全と
いった仕事を通して、広く森林に向き
合っていくことができます。SDGs
への関心が高まりをみせている中、
ますます注目を集めていく職種ですし、
これから、戦後に植林されたスギや
ヒノキの利活用がさらに盛んになる
ことが期待されています。まさに今、
林業の仕事は、
すごくやりがいのある
時期が到来しています！みなさんの
若い力で、
もっと素敵な鳥取県をつ
くっていきましょう！
詳しくは
WEBでチェック！

仕事のやりがい
県職員の獣医師は、所属を異動
しながら様々な分野の業務に携わり
ます。そのため、内科学や外科学と
いった動物を診療するための知識
が求められる業務もあれば、他にも
公衆衛生学や家畜衛生学の知識
が求められる業務もあって、大学で
学んだ幅広い分野の知識を活かし
ながら仕 事ができるので、非 常に
やりがいを感じています。

詳しくは
WEBでチェック！
動画も公開中！
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